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化　　　　学

　必要があれば，次の値を使うこと。 

　原子量：H ＝ 1 .0　 C ＝ 12　 O ＝ 16　 Cu ＝ 64

第 １問　次の問い（問 １～ 4）に答えよ。

問 １　図 1 から読み取れる記述として正しいものを，下のａ～ｅのうちから一つ選

べ。  １

ａ　分子間力が最も大きいのはジエチルエーテルである。

ｂ　1.0 × 105 Pa でのエタノールの沸点は 34 ℃である。

ｃ　蒸発熱が最も小さいのは水である。

ｄ　水が 60 ℃で沸騰し始めた時の外圧は 4 .0 × 104 Pa である。

ｅ　20 ℃におけるジエチルエーテルの蒸気圧は 5 .8 × 104 Pa である。

図 1
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問 ２　Al の結晶は面心立方格子をとる。 1個の Al 粒子に隣接する粒子の個数はいくら

か。正しいものを，次のａ～ｅのうちから一つ選べ。  ２

ａ　 2

ｂ　 4

ｃ　 6

ｄ　 8

ｅ　12

問 ３　ある気体 0 .53 g をとり，27 ℃，1.0 × 105 Pa で体積を測定したところ，300 mL で

あった。この気体の分子量はいくらか。最も適当な数値を，次のａ～ｅのうちから

一つ選べ。ただし，気体定数は 8 .31 × 103 Pa・L/（K・mol）とする。  ３

ａ　40

ｂ　44

ｃ　64

ｄ　83

ｅ　86

問 4　コロイドに関する記述として誤っているものを，次のａ～ｅのうちから一つ選

べ。  4

ａ　水酸化鉄（Ⅲ）コロイド溶液をＵ字管に入れ，直流の電圧をかけると，コロイ

ド粒子は陽極へ移動する。

ｂ　コロイド溶液に強い光線を当て，光線の進行方向に対して垂直方向から見る

と，光の通路が輝いて見える。

ｃ　限外顕微鏡でコロイド溶液中のコロイド粒子を観察すると，光る点がふるえ

るように不規則に運動するのが見られる。

ｄ　卵白のコロイドに多量の電解質を加えると，水和している水分子が引き離さ

れ，コロイド粒子が集合して沈殿する。

ｅ　疎水コロイドに親水コロイドを加えると，疎水コロイドの粒子が親水コロイ

ドの粒子に囲まれ，凝析しにくくなる。
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第 ２問　次の問い（問 １～ 4）に答えよ。

問 １　熱の出入りに関する記述として下線部に誤りを含むものを，次のａ～ｅのうちか

ら一つ選べ。  ５

ａ　ジエチルエーテルの蒸発熱は 27 kJ/mol である。したがって 1 mol のジエチ

ルエーテルの気体が凝縮するとき 27 kJ の熱が放出される。

ｂ　Mg の燃焼熱は 302 kJ/mol である。したがってMgOの生成熱は 302 kJ/mol  

である。

ｃ　CO の燃焼熱の値は正である。したがって CO の生成熱は CO2 の生成熱より

も大きい。

ｄ　エタンの生成熱の値は正，エチレンの生成熱の値は負である。したがってエ

チレンに H2 が付加してエタンが生成する反応は発熱反応である。

ｅ　酸と塩基の中和熱の値は正である。したがって塩酸を水酸化ナトリウム水溶

液で中和するとき熱が発生する。
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問 ２　電解槽Ⅰに硫酸銅（Ⅱ）水溶液，電解槽Ⅱに希硫酸を入れた。さらに，銅電極，白

金電極を用いて，図 2のような装置を組み立てた。

　一定の電流を 1930 秒間流して電気分解を行ったところ，電解槽Ⅰの陰極で 0 .32 g  

の銅が析出した。次の問い（Ａ・Ｂ）に答えよ。ただし，ファラデー定数は 9 .65 × 104  

C/mol とする。

Ａ　流した電流値は何 Ａ か。最も適当な数値を，次のａ～ｅのうちから一つ選べ。  ６

ａ　0.25 A

ｂ　0.50 A

ｃ　1.0 A

ｄ　2.5 A

ｅ　5.0 A

Ｂ　電解槽Ⅰの陽極と電解槽Ⅱの陽極で起きた現象の組合せとして最も適当なものを，

次のａ～ｅのうちから一つ選べ。  7

　　 電解槽Ⅰ　　　　　　　 電解槽Ⅱ

ａ　酸素が発生　　　　　二酸化硫黄が発生

ｂ　酸素が発生　　　　　水素が発生

ｃ　酸素が発生　　　　　酸素が発生

ｄ　銅が溶解　　　　　　酸素が発生

ｅ　銅が溶解　　　　　　二酸化硫黄が発生

図 2
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問 ３　反応速度に関する記述として誤っているものを，次のａ～ｅのうちから一つ選

べ。  8

ａ　可逆反応では温度を上げると正反応も逆反応もともに反応速度が増大する。

ｂ　反応物の濃度が高くなれば，反応速度は増大する。

ｃ　温度を 10 ℃上げると反応速度が 4 倍になる反応では，温度を 20℃上げると

反応速度は 8倍になる。

ｄ　活性化エネルギーが小さくなれば，反応速度は増大する。

ｅ　可逆反応における見かけの反応速度は，時間の経過とともに減少する。

問 4　次のＡ～Ｃの熱化学方程式で示される化学反応が，ある温度・圧力で平衡状態に

ある。

Ａ　CO（気） ＋ 2H2（気） ＝ CH3OH（気） ＋ 91 kJ

Ｂ　CO2（気） ＋ H2（気） ＝ CO（気） ＋ H2O（気） － 41 kJ

Ｃ　2HI（気） ＝ H2（気） ＋ I2（気） － 9 .6 kJ

それぞれの平衡に，次の（ア） ～ （ウ）の操作を行った。

（ア）　全圧を高くする。

（イ）　水素ガスを加える。

（ウ）　温度を上げる。

　すべての平衡が右に移動した操作の組合せとして正しいものを，次のａ～ｅのう

ちから一つ選べ。  9

　　　Ａ　　　　　Ｂ　　　　　Ｃ

ａ　（ア）　　　（イ）　　　（ウ）

ｂ　（ア）　　　（ウ）　　　（イ）

ｃ　（イ）　　　（ア）　　　（ウ）

ｄ　（イ）　　　（ウ）　　　（ア）

ｅ　（ウ）　　　（ア）　　　（イ）
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第 ３問　次の問い（問 １～ 4）に答えよ。

問 １　次の記述で正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １0

ａ　水素化合物は常温・常圧で液体のものが多い。

ｂ　希ガスは原子番号が大きいほど，沸点が高い。

ｃ　ハロゲン元素の単体は，原子番号が大きいほど酸化力が強い。

ｄ　金属元素の酸化物の多くは酸性酸化物である。

ｅ　二酸化硫黄が水に溶けると，硫酸を生じる。

問 ２　次の記述で正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １１

ａ　アンモニアは，工業的にはオストワルト法で製造される。

ｂ　カーボンナノチューブは絶縁体であり，電気を流さない。

ｃ　リン酸塩は，肥料に用いられる。

ｄ　高温の一酸化炭素は強い酸化作用を示す。

ｅ　二酸化ケイ素は塩基性酸化物で，加熱すると酸と反応する。

問 ３　次の記述で正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １２

ａ　アルカリ金属の単体は，そのイオンを含む水溶液を電気分解して得る。

ｂ　炭酸ナトリウムを空気中に放置すると潮解する。

ｃ　炭酸水素ナトリウムに強い酸を加えると，炭酸ナトリウムが生じる。

ｄ　 2族元素の炭酸塩は，いずれも水に溶けにくい。

ｅ　アルカリ土類金属の水酸化物は，いずれも弱い塩基性を示す。
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問 4　次の記述で正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 

ａ　アルミニウムの単体は，酸化アルミニウムを一酸化炭素によって還元して製

造する。

ｂ　亜鉛はブリキとして鉄のさびを防ぐのに用いられる。

ｃ　銅（Ⅱ）イオンを含む水溶液に過剰なアンモニア水を加えると，青白色沈殿を

生じる。

ｄ　金は天然では酸化物として産出される。

ｅ　銀の熱伝導性は，すべての金属の中で最大である。

１３
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第 4問　次の問い（問 １～ ５）に答えよ。

問 １　炭素，水素，酸素からなる有機化合物 27 mg を完全燃焼させたところ，二酸化炭

素 39 .6 mg，水 16 .2 mg が生じた。この化合物を構成する炭素，水素，酸素の原子

数の比（Ｃ：Ｈ：Ｏ）として正しいものを，次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １4

ａ　（ 1： 2： 1）

ｂ　（ 2： 4： 1）

ｃ　（ 2： 6： 1）

ｄ　（ 3： 6： 1）

ｅ　（ 3： 8： 1）

問 ２　有機化合物とその検出反応の組合せとして誤っているものを，次のａ～ｅのうち

から一つ選べ。 １５

ａ　アセトン　 ………………  ヨードホルム反応で黄色沈殿を生じる。

ｂ　アニリン …………………  さらし粉水溶液を加えると赤紫色を呈する。

ｃ　アセチルサリチル酸 ……  塩化鉄（Ⅲ）水溶液を加えると赤紫色を呈する。

ｄ　アセトアルデヒド ………  アンモニア性硝酸銀水溶液と反応して銀が析出す

る。

ｅ　ホルムアルデヒド ………  フェーリング液を加えて加熱すると赤色沈殿を生

じる。
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問 ３　ベンゼンに次の（ア） ～ （エ）の操作を行うとき，置換反応を起こすものはいくつ

あるか。正しいものを，下のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １６

（ア）　濃硫酸とともに加熱する。

（イ）　濃硫酸と濃硝酸の混合物を加えて 60 ℃で加熱する。

（ウ）　鉄粉を加え，塩素を作用させる。

（エ）　水を混ぜ，60 ℃で加熱する。

ａ　なし

ｂ　 1つ

ｃ　 2つ

ｄ　 3つ

ｅ　 4つ

問 4　不斉炭素原子をもつものを，次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １7

ａ　（CH2COOH）2

ｂ　CH3CH2COOH

ｃ　CH2=CHCOOH

ｄ　CH3CH（NH2）COOH

ｅ　CH2=C（CH3）COOH
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問 ５　次の説明（ア） ～ （エ）のいずれにも当てはまらないものはどれか。最も適当なも

のを，下のａ～ｅのうちから一つ選べ。 １8

（ア）　水に溶けると強酸性を示す。

（イ）　空気中に放置すると赤褐色になる。

（ウ）　水に溶けにくく，無色～淡黄色の液体で水より重い。

（エ）　炭酸水素ナトリウム水溶液には溶けないが，水酸化ナトリウム水溶液には

よく溶ける。

ａ　C6H5-NH2

ｂ　C6H5-NO2

ｃ　C6H5-OH

ｄ　C6H5-SO3H

ｅ　C6H5-CH2OH
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第 ５問　次の問い（問 １～ ３）に答えよ。

問 １　合成高分子化合物に関する記述として誤っているものを，次のａ～ｅのうちから

一つ選べ。１9

ａ　ポリエチレンは，炭素と水素からなる。

ｂ　ポリスチレンは，ベンゼン環を含む。

ｃ　尿素樹脂（ユリア樹脂）は，炭素，水素，酸素，窒素からなる。

ｄ　ナイロン 66 は，付加重合によってつくられる。

ｅ　フェノール樹脂は，付加縮合によってつくられる。

問 ２　天然ゴムに関する記述として正しいものを，次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 ２0

ａ　ベンゼン環をもつ。

ｂ　分子内に C=C 結合をもつ。

ｃ　単量体の分子式は C4H6 である。

ｄ　不斉炭素原子をもつ。

ｅ　エステル結合をもつ。

問 ３　アミノ酸およびタンパク質に関する記述として正しいものを，次のａ～ｅのうち

から一つ選べ。 ２１

ａ　すべてのα-アミノ酸は不斉炭素原子をもつ。

ｂ　α-ヘリックスやβ-シートなどの構造は，三次構造とよばれる。

ｃ　タンパク質は，加熱すると凝固するが，冷却すれば再びもとに戻る。

ｄ　タンパク質に水酸化ナトリウム水溶液と硫酸銅（Ⅱ）水溶液を加えると，黒色

になる。

ｅ　ニンヒドリン溶液を加えて加熱すると，紫色になる。


