
□□□ 問 2 次のうち、原子間の結合が共有結合のものはどれか。
1． NaCl
2． KBr
3． H2S
4． LiF
5． MgO

 解答 3
 解説 共有結合とは、2 個の原子間で電子を共有することによって形成される結合である。

硫化水素（H2S）中の水素原子と硫黄原子は共有結合であるが、その他 NaCl、KBr、
LiF、MgO はイオン結合である。

□□□ 問 3 π 結合の形成に関与する軌道はどれか。
1．s 軌道
2．p 軌道
3．sp 混成軌道
4．sp2 混成軌道
5．sp3 混成軌道

 解答 2
 解説 π 結合は結合軸（結合している原子に向かう軸）に沿って平面で二分割すると左右

対称になるような結合である。p 軌道どうしがそれぞれの軌道の側面で重なり、π 結
合が形成される。

 CHECK 共有結合の種類と特徴

種類 特徴
σ 結合 ・単結合及び不飽和結合の 1 本目にあたる結合

・不対電子をもつ軌道ならば、どのような軌道どうしからでも構成できる
・互いの軌道を結合軸に沿って平行に重ね合わせてつくる
・分子の空間配置を決定する基準となる

π 結合 ・不飽和結合の 2～3 本目にあたる結合
・  通常、不対電子をもつ p 軌道どうしを結合軸に対して垂直に重ね合わせて構成

される。ただし、その原子間には既に σ 結合ができており、原子間の距離が十
分に近づいていなければならない
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化学結合の様式について説明できる。

□□□ 問 1 平面上に正三角形構造を形成している化合物はどれか。
1．NH3

2．BH3

3．CCl4
4．CO2

5．BeCl2

 解答 2
 解説 BH3 のホウ素原子は sp2 混成軌道をとり、分子は平面上に正三角形構造を形成して

いる。NH3、CCl4 の中心原子はいずれも sp3 混成軌道をとり、分子全体としては三
角錐形である。また、CO2、BeCl2 の中心原子は sp 混成軌道をとり、分子は直線形
である。

 CHECK 第二周期の元素の混成軌道

sp 混成軌道sp2 混成軌道sp3 混成軌道

混成軌道間の角度・形
109.5°

四面体

120°120°

平面

180°

直線

（1）物質の構造

1　化学結合

到 達 目 標
C1-（1）-1-1 1． 化学結合の様式について説明できる。
C1-（1）-1-2 2． 分子軌道の基本概念及び軌道の混成について説明できる。
C1-（1）-1-3 3． 共役や共鳴の概念を説明できる。
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各項目の始めにある「到達目標」
は、この分野の学習によって習
得してほしい成果です。これら
を理解できるように勉強を進め
てください。

●学習する前に…

チェック欄は 3 回分あります
ので、自分の得意不得意を見つ
けて復習するときに活用してく
ださい。

●チェック欄を活用しよう！

CBT 形式問題は五肢択一形式です。
基本問題を一通り解いたらチャレンジ
してみましょう。詳しい解説と　　　　 
も収載しています。解説の中で、覚え
ておきたい用語は赤字で表示していま
す。また、赤字は赤いチェックシート
をかぶせると隠れて見えなくなるの
で、暗記にも役立ちます。

●CBT 形式問題で CBT 対策！

解説欄にある　　　　は「ここまで知っ
ておきたい」知識がまとめられていま
すので、これを読めばさらにレベル
アップが可能です。

●           を見逃すな！

CHECK

CHECK
CHECK

有効活用法　～本書をお読みいただく前に
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