
一般入試／化学（中期）

出題のねらい
　一般（中期）の化学は、化学基礎・化学全般からの
出題です。いずれの問題も基本的な内容を理解してい
るかを問うています。また、今回はグラフを読み解く力も
問われています。

【１】�　周期表に関して、設問文の空所補充式を含んだ
問題です。周期的に表れる性質をグラフにしたとき、
どのような形になるかをおさえておきましょう。また、
反応の量的関係から原子量を求める方法も確認しま
しょう。

【２】�　反応熱に関して、設問文の空所補充式を含んだ
問題です。溶解熱・中和熱の定義を確認しましょう。
溶解熱・中和熱を求める実験に関する問題では、
実験結果から得られたグラフより、上昇した温度を正�
しく読み取れるようにしておきましょう。中和反応の�
量的関係の計算も素早くできるようにしましょう。

【3】�　硫黄とその化合物に関する基本的な問題です。
硫黄の化合物の性質や反応についてまとめておきま
しょう。硫酸の製造では、ある量の硫黄から製品の
硫酸がどれだけできるかが問われています。式を正
確に、素早くつくれるようにしておきましょう。

【4】�　芳香族化合物に関して、設問文の空所補充式を
含んだ基本的な知識を問う問題です。窒素を含む
芳香族化合物では、反応経路をまとめ、反応名、
生成物の名称と構造式をおさえましょう。また、検出
反応も確認しましょう。

【5】�　糖・酵素に関して、設問文の空所補充式を含ん
だ問題です。糖の構造、性質、反応性および酵素
の反応性をおさえましょう。糖の重合度の計算や銀
鏡反応における量的関係の計算は、式を正しくつく
れるよう努力しましょう。

【1】
【解　答】（28 点）

（1）ア　18 イ　希ガス（貴ガス）
ウ　遷移元素 エ　3 （各 3点×4）

（2）22 （3 点）
（3）a　④ （4点）

b　① （4点）
（4）23 （5 点）

【解　説】
物質の構成（周期表・原子の構造・原子量）
（１）�周期表の横の行は周期、縦の列は族といい、元

素は、よく似た性質をもつものが縦に並ぶように 1
～ 18 族に配列されている。1、2、12 ～ 18 族の
元素は典型元素、3 ～ 11 族の元素は遷移元素で
ある。典型元素の同じ族の元素群の一部はそれ
ぞれの性質が特によく似ているので固有の名称が
付けられており、18 族の元素は希ガス（貴ガス）
とよばれている。周期の数は電子殻の数と一致し
ていて、第 3 周期の元素の原子は、K、L、M 殻
に電子が配置されている。

（２）�中性子の数＝質量数－陽子の数であり、陽子の数
＝原子番号であるから、原子番号 19 の 41K 原子
の中性子の数は、41－19＝22 である。

（３）�a�原子番号 1 ～ 20 の元素の、原子の最外殻電
子の数は、Heを除いて、族番号の１の位の数と同
じである。

� �b�イオン化エネルギーは、同一周期では希ガスが
一番大きく、１族元素が一番小さい。また、同族
元素では原子番号が大きいほど、イオン化エネル
ギーは小さくなる。

（４）�酸化物 X2O では、金属元素 Xの原子と酸素原子
の数の比は 2：1 である。また、6.2� g の酸化物の
うち、酸素の質量は 6.2－4.6＝1.6� g である。物
質量の比＝原子の数の比であるので、Xの原子量
をMとすると、
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【2】
【解　答】（31 点）

（1）ア　⑥ イ　⑤��
ウ　① エ��⑦�� （各 3点×4）

（2）ヘスの法則（総熱量保存の法則） （5点）
（3）（a）　② （4点）

（b）　44�kJ/mol （5 点）
（c）　55�kJ/mol （5 点）

【3】
【解　答】（31 点）

（1）ア　ゴム状硫黄 イ　腐卵
ウ　無 エ　還元
オ　接触（接触式硫酸製造） （各 3点×5）

（2） SO2�＋�2H2S�→�3S�＋�2H2O （5 点）
（3）④ （3点）
（４）② （3点）
（5） 3.1�kg （5 点）

【解　説】
化学反応とエネルギー
（１）�生成熱は、化合物 1mol が、その成分元素の単

体から生じるときに出入りする熱量である。
� �　ある反応において、反応物がもつ生成熱の総和

が、生成物がもつ生成熱の総和より小さいとき、こ
の反応は発熱反応である。

（２）�物質が変化するときに出入りする熱量の総和は、
変化の前後の物質の種類と状態だけで決まり、�
変化の経路には関係しない。これをヘスの法則�
（総熱量保存の法則）という。

（３）��（a）グラフの直線部分を左に伸ばし、時間ゼロの�
� �ときの温度が最高温度である。これより、（最高温�
�度t A）－（初めの温度t D）が温度の上昇となる。

　　�（b）NaOH の溶解熱は、NaOH� 1mol あたりで�
��考えるので、

� �よって、液温が 32℃上昇したときの発熱量は、
NaOH�0.10�mol が溶解したときの発熱量と、HCl�
0.048�molとNaOH�0.048�mol の中和反応が起き
たときの発熱量の和である。これより、

【解　説】
無機物質（硫黄の単体と化合物）
（１）�硫黄の単体には、斜方硫黄、単斜硫黄、ゴム状硫黄

の同素体がある。硫黄の水素化物の硫化水素H2S
は、腐卵臭をもつ無色の気体であり、強い還元性をも
つ。硫酸H2SO4は、硫黄Sを燃焼して得られた二酸化
硫黄SO2を、酸化バナジウム（Ⅴ）V2O5を触媒にして
三酸化硫黄SO3にし、これを98～99%の濃硫酸に吸
収させ、その中の水と反応させて得る。この硫酸の工
業的製法を接触法（接触式硫酸製造法）という。

（２）�二酸化硫黄SO2は酸化剤としても還元剤としても�
はたらくが、強い還元剤である硫化水素H2Sが相手
のときは酸化剤としてはたらく。

　　　　SO2�＋　2H2S　→　3S�＋�2H2O
　　　　＋4　　　－2　　　0
（３）�a　二酸化硫黄SO2は漂白作用をもち、花の色素な

どを還元漂白する。
� �ｂ　熱した濃硫酸に銅を入れると二酸化硫黄SO2が
発生する。

　　　　Cu＋2H2SO4　→　CuSO4＋2H2O＋SO2　
� �ｃ　二酸化硫黄SO2は容易には酸化されず、二酸化
硫黄SO2から三酸化硫黄SO3を得るには触媒が必要
である。

（４）�各イオンの硝酸塩は弱塩基と強酸HNO3からなる塩
であり、その水溶液は酸性である。Fe2＋とZn2＋は塩�
基性溶液のときのみ硫化物の沈殿が生成する。�
また、Al3＋は硫化物の沈殿をつくらない。

（５）�1molの硫黄から1molの硫酸H2SO4（分子量98）が
得られる。よって、得られる98％硫酸の質量は、

（c） 、

、
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【解　説】
天然高分子化合物（糖）
（１）多糖およびスクロースは還元性を示さない。
（２）�スクロースをグルコースとフルクトースに分解する酵

素はインベルターゼ、デンプンを二糖のマルトース
に分解する酵素はアミラーゼ、セルロースを二糖の
セロビオースに分解する酵素はセルラーゼである。

（３）�重合度が大きい（n≫ 1）ので、デンプンの分子
式は（C6H10O5）nと表すことができる。1�mol の
デンプンを加水分解するとグルコースC6H12O6 が�
n〔mol〕生じる。

　　　（C6H10O5）n＋�n�H2O�→�n�C6H12O6
（４）�グルコースがいくつか結合した構造の糖では、1 分�

子中に還元性を示す構造を一つもつ。また、還元�
性を示す構造 1mol が反応すると、銀 Ag が 2�
mol 生じるので、この糖が〔個〕のグルコースが
結合した構造であるとすると、この糖の分子量は、
180 －18（ －1）であるから、

【5】
【解　答】（28 点）

（1）④、⑥ （各 3点×2）
（2）ア　インべルターゼ（サッカラーゼ、スクラーゼ）

イ　アミラーゼ
ウ　セルラーゼ （各 4点×3）

（3）（C6H10O5）n�＋�nH2O�→�n�C6H12O6 （5 点）
（4） 6 （5点）

【4】
【解　答】（32 点）

（1）④ （3点）
（2）④ （3点）
（3）プロパン＞ベンゼン＞エチレン （5点）
（4）（a）② （3点）

（b）⑤ （4点）
（c）⑤ （4点）
（d）アミド結合 （5点）
（e）アセトアニリド （5点）

【解　説】
有機化合物（芳香族化合物）
（１）�ベンゼンの6個の炭素原子と6個の水素原子は、すべ

て同一平面上にある。
（２）�ベンゼンは付加反応よりも置換反応を起こしやすく、

付加反応を起こしやすいアルケンの炭素－炭素間の
結合と性質が異なる。

（３）�ベンゼンの炭素間の距離は、プロパンの炭素間の�
距離より短く、エチレンの炭素間の距離より長い。

（４）（a）ニトロベンゼンは、ベンゼンの水素原子1個をニト�
� �ロ基で置換したものである。ニトロベンゼンをスズと塩
酸を用いて還元すると、アニリン塩酸塩ができるので、
これに強塩基を加えることにより、より弱い塩基のアニ
リンが得られる。
（b）ベンゼンに、濃硝酸と濃硫酸の混合物（混酸）を
加え温めると、ニトロベンゼンが生じる。このとき、硫酸
は触媒としてはたらく。
（c）アニリンにさらし粉水溶液を加えると、赤紫色に呈
色する。さらし粉はアニリンの検出に用いられる。
（d）アニリンに無水酢酸を作用させると、アミド結合�
－CONH－が生じる。
（e）化合物Yはアセトアニリドである。
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