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一般入試／化学（後期）

出題のねらい
　一般（後期）の化学は、化学基礎・化学全般からの
出題です。基本的な内容で、物質の性質や反応の基
礎知識が身についているか、化学事象や理論を十分に
理解できているか、グラフを読み取ることができるか、化
学反応式から反応量を計算できるかが問われています。

【１】�　銀と銀イオンに関する、設問文の空所補充式を含
んだ問題です。まずは、銀の単体の性質や反応性
を確認しましょう。ここでは、クロム酸銀や塩化銀の
溶解平衡の反応式から溶解度積を表す式を正しく
作れるかどうかがポイントです。また、塩化銀の溶
解度積の値から飽和水溶液に溶解している塩化銀
の量を求める考え方もおさえておきましょう。

【２】�　活性化エネルギーと化学平衡に関する、設問文
の空所補充式を含んだ問題です。反応の進行度と
エネルギーのグラフから活性化エネルギーや反応熱
を読み取れるようにしましょう。また、反応式から平
衡定数を表す式を正しく作れるかどうかがポイントで
す。平衡移動ではどのような条件を変化させたかを
読み取り、ルシャトリエの原理に当てはめていきましょ
う。

【３】�　リンとその化合物に関する、設問文の空所補充式
を含んだ問題です。リンの同素体である赤リンと黄リ
ンの性質の違いをしっかりとおさえましょう。また、リ
ンの化合物の乾燥剤としての利用や肥料としての利
用も確認しましょう。生成物がわかっていない反応式
であっても、リン酸イオンが 3 価の陰イオンであること
から生成物を特定する力が問われました。

【４】�　芳香族化合物の性質と反応に関する、設問文の
空所補充式を含んだ問題です。サリチル酸の性質
を確認しましょう。サリチル酸と無水酢酸の反応、サ
リチル酸とメタノールの反応は名称だけでなく、構造
式で反応式を書けるようにして、反応量の計算に対
応できるようにしましょう。

【５】�　糖と酵素に関する、設問文の空所補充式を含ん
だ基本的な問題です。糖を分解する酵素や分解生
成物、および、ヒトの消化管のどこでどのような酵素
がはたらくかを確認しましょう。デンプンの加水分解
の実験では、酵素の最適 pH や最適温度より実験
結果を推測できるようにしましょう。グルコースの発酵
における反応量の計算では、発酵の反応式が正し
く書けるかポイントです。

【1】
【解　答】（29 点）

（１）�ア�①　　イ�⑥　　ウ�⑧� （3 点×3）
（２）�同位体� （4 点）
（３）�[Ag＋]2[CrO42－]� （5 点）
（４）�④� （6 点）
（５）�共通イオン効果� （5 点）

【解　説】
銀
（１）��アイ　銀は遷移元素に属し，単体の電気伝導性・

熱伝導性は金属中で最大である。　
� �ウ　銀は濃塩酸とは反応しないが，酸化力のある

硝酸や熱濃硫酸とは反応する。
（２）��同じ元素の原子で，中性子の数が異なる原子同士，

すなわち質量数が異なる原子同士は，同位体の関
係にある。

（３）��溶け残りがあるクロム酸銀の飽和水溶液では，
� 　Ag2CrO4�（固）　　2Ag＋�＋�CrO42－

� の溶解平衡が成り立っており，溶解度積は，
� [Ag＋]2[CrO42－]�で表される。
（４）��溶け残りがある塩化銀の飽和水溶液では，
� 　AgCl�（固）　　Ag＋�＋�Cl－　　　…（ⅰ）
� �の溶解平衡が成り立っていて，塩化銀の溶解度積

は，
� 　[Ag＋][Cl－]＝1.0×10－10�（mol/L）2

� �であるから，
� 　[Ag＋]＝[Cl－]＝
� 　　　 　　　�　＝�1.0×10－5�mol/L
� �よって，AgCl は 1Lに 1.0×10－5�mol 溶解するこ

とがわかる。その質量は，
� 　143.5×1.0×10－5×103�≒�1.4�mg
（５）��塩化銀の飽和水溶液に，少量の濃い塩化ナトリウ

ム水溶液を加えると，�Cl－のモル濃度が大きくなるの
で，（ⅰ）の平衡が左に移動して塩化銀の沈殿が生
じる。

� �　ある電解質の飽和水溶液に別の電解質を加えた
とき，両者に含まれる共通のイオンがあれば，もとの
電解質の電離度や溶解度が減少する。この現象
は共通イオン効果と呼ばれる。
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【2】
【解　答】（32 点）

（１）�発� （4 点）
（２）�イ�⑨　　ウ�⑧　　エ�⑤� （4 点×3）
（３）�②� （6 点）
（４）��a�②　　b�③� （5 点×2）

【3】
【解　答】（28 点）

（１）�ア�①　　イ�⑤� （3 点×2）
（２）�X�Ca3(PO4)2　　Y�CO� （4 点×2）
（３）�⑤� （5 点）
（４）�カリウム� （4 点）
（５）�⑤� （5 点）

【解　説】
リンとその化合物
（１）��アイ　リンの単体は，リン酸カルシウムにけい砂とコー

クスを混ぜ，電気炉で強熱すると得られる。このとき，
リン酸カルシウム中のリン原子は炭素によって還元さ
れる。

（２）��X は Ca2＋とPO43－からなる塩の Ca3（PO4）2 であ
り，YはコークスC が酸化されて生じる一酸化炭
素 COである。リンが生成する化学反応式は次の
とおりである。

� 2Ca3（PO4）2�＋�6SiO2�＋10C
� 　　　　　　　　�→�P4＋6CaSiO3＋10CO
（３）��黄リンを窒素中，250℃付近で加熱すると，赤リンが

得られる。
（４）��肥料の三要素は，窒素，リン，カリウムである。
（５）��十酸化四リンは酸性酸化物なので，塩基性の気体

であるアンモニアの乾燥には適さない。

【解　説】
窒素酸化物
（１）��反応物がもつエネルギーより生成物がもつエネル

ギーの方が小さいので，右向きの反応は発熱反応
である。

（２）��イ　反応熱は生成物がもつエネルギーと反応物が
もつエネルギーの差であり，右向きの反応は発熱反
応であるから，E2－E1�となる。

� �ウエ　触媒を用いると，活性化エネルギーが小さい
別の反応経路で反応が進行する。活性化状態に
するのに必要なエネルギーが活性化エネルギーで
あるので，触媒を用いた正反応の活性化エネルギー
は，E3－E2 である。また，触媒を用いない逆反応
の活性化エネルギーは，E4－E1 である。

（３）��NO2，N2O4 の分圧をそれぞれ�PNO2〔Pa〕，PN2O4〔Pa〕
とすると，2NO2　　N2O4�が平衡状態にあるとき圧
平衡定数 Kp は，

（４）���a　正反応は発熱反応なので，圧力一定で冷却す
ると平衡は右へ移動する。

� ��b　平衡移動が起きなければ，温度一定で体積を�
　にすると圧力は 2 倍になるが，体積を小さくする
と濃度が大きくなるので，分子数が少ない方向に平
衡が移動するため，圧力は 2 倍未満になる。



【4】
【解　答】（31 点）

（１）�ア�③　　イ�④� （3 点×2）
（２）�ナトリウムフェノキシド� （5 点）
（３）�

� （5 点）

（４）�③� （5 点）
（５）�25�g� （5 点）
（６）�2 個� （5 点）

【解　説】
芳香族化合物
（１）��アイ　サリチル酸は常温では無色の結晶で，水に

溶けにくい。
（２）��ウ　ナトリウムフェノキシドに二酸化炭素を高温・高

圧で作用させるとサリチル酸ナトリウムが生成し，硫
酸を加えるとサリチル酸が得られる。

（３）��サリチル酸に無水酢酸を加えて加熱するとアセチル
サリチル酸（芳香族化合物 X）が得られる。また，
サリチル酸にメタノールと少量の濃硫酸を加えて加
熱するとサリチル酸メチル（芳香族化合物 Y）が
得られる。

（４）��アセチルサリチル酸（芳香族化合物 X）にはフェノー
ル性ヒドロキシ基がないので，塩化鉄（Ⅲ）水溶液を
加えても呈色反応は示さない。

（５）��1�mol のサリチル酸から1�mol のサリチル酸メチル
ができるので，サリチル酸およびサリチル酸メチルの
分子量がそれぞれ 138，152より，得られるサリチ
ル酸メチルの質量は，

� 　　　×152�＝�25.3�≒�25g

（６）��サリチル酸の 1 個の水素原子 H がニトロ基－NO2
に置換されると，（14＋16×2）－1�＝� 45 だけ分
子量が増える。芳香族化合物 Z の分子量は 228
であるので，ニトロ基に置換された水素原子は

� 　（228－138）÷�45�＝�2 個
� である。
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【5】
【解　答】（30 点）

（１）�ア�基質　　イ�基質特異性　　ウ�セルラーゼ
� （5 点×3）
（２）�④� （4 点）
（３）�⑤� （5 点）
（４）�③� （6 点）

【解　説】
糖
（１）��アイ　酵素の多くは，決まった物質についてのみ触

媒としてはたらく。酵素が作用する物質を基質とい
い，決まった基質にしか作用しない性質を基質特異
性という。

� �ウ　ヒトは酵素セルラーゼをもたないため，セルロー
スを分解できない。

（２）��酵素アミラーゼは，だ液中に多く存在する。
（３）��アミラーゼの最適 pH は 7 付近，最適温度は約

37℃であるので，⑤の試験管のデンプンの加水分
解が一番早く終了する。

（４）��デンプンの加水分解の化学反応式は，
� （C6H10O5)n＋nH2O�→�nC6H12O6
� 972g のデンプンから生じるグルコースの物質量は，
� デンプンの分子量が 162nより，

� 　　�　×n�〔mol〕

� �グルコースが発酵してエタノールと二酸化炭素にな
る反応の化学反応式は，

　　C6H12O6�→�2C2H5OH�＋�2CO2

� よって，　　　×n�〔mol〕のグルコースから得られる
�

エタノールの質量は，エタノールの分子量が 46より，

� 　　�　×n×46×2�＝�552�≒�5.5×102�g


