
 
化学第 3 問 
Ⅰ 次の文章を読み，問ア～キに答えよ。 
〔文 1〕 
 天然に存在するグルコースのほとんどは，D 型である。図 3-1 に示すとおり，炭素 1 についたヒドロキシ

基(以下，1OH 基と呼ぶ)が六員環をはさんで炭素 6 の反対側にある D-グルコースは，α-D-グルコースと呼

ばれる。α-D-グルコースを水に溶かすと，①α-D-グルコースとは異なる環状分子や鎖状分子を含む平衡混

合物として存在する。 
〔文 2〕 
 図 3-2 に示すとおり，ポリマー分子 P1 は，5 個のα-D-グルコース(A～E)問で 10H 基と 4OH 基どうしが

脱水縮合して生じるα-グリコシド結合か，または，10H 基と 6OH 基どうしが脱水縮合して生じるα-グリ

コシド結合により五糖の単量体を構成し，その単量体が n個重合した構造をもつ。 
〔問〕 
ア 下線部①の環状分子に該当する糖を表している構造式を(1)～(1)からすべて選び，番号で記せ。 
イ α-D-グルコース水溶液をアンモニア性硝酸銀水溶液と反応させると，銀が析出するが，一般的な脂肪

族アルデヒドをアンモニア性硝酸銀水溶液と反応させる場合と比べて銀の析出速度が遅い。その理由を 30
字程度で記せ。 
ウ 上記イの反応後，α-D-グルコースはどのような化合物に変換されるか，構造式を記せ。ただし，反応

溶液はアルカリ性であることを考慮せよ。 
エ α-D-グルコース水溶液中の六員環構造をもつ分子どうしが脱水縮合した以下の二糖(1)～(6)のうち，還

元作用を示さないものをすべて選び，番号で記せ。 
オ 酵素 Q は，α-D-グルコースどうしの 10H 基と 6OH 基間で生じたα-グリコシド結合のみを加水分解す

る。酵素 Q を用いてポリマー分子 P1(重合度切内に存在する 10H 基と 6OH 基間で生じたα-グリコシド結合

をすべて加水分解した場合の化学反応式を記せ。ただし，ポリマー分子 P1 の分子式は(C30H50O25)nと表記し，

重合部分の両末端は化学反応式に反映させなくてよいものとする。 
カ α-D-グルコースを十分量のアンモニア性硝酸銀水溶液と反応させると，1mol のα-D-グルコースあた

り 2mol の銀が析出する。8.lg のポリマー分子 P1 を酵素 Q と反応させて，P1 分子内に存在する 00H 基と⑥

OH:基間で生じたα-グリコシド結合をすべて加水分解した後，酵素 Q を除いてから十分量のアンモニア性

硝酸銀水溶液と反応させた。その結果，析出する銀の重量を有効数字 2 桁で記せ。ただし，重合部分の末端

の反応は考慮しなくてよいものとし，また，ポリマー分子 P1 の分子量として 810n を用いよ。 
キ α-D-グルコースで五糖を構成する際の異性体の数について考える。下記の 3 条件をすべて満たす異性

体の数は全部でいくつあるか記せ。なお，ポリマー分子 P1 を構成する単量体も 3 条件を満たしており，異

性体の数に含まれる。 
条件 1: 下図に示す三糖(A-B-C)の部分構造をもつ。 
条件 2: 残り 2 個のα-D-グルコースは，A，B のいずれに対しても脱水縮合していない。 
条件 3: 縮合の様式はすべて，10H 基と 4OH 基問で生じるα-グリコシド結合か，または，10H 基と 6OH 基

問で生じるα-グリコシド結合のいずれかである。 

 



 
【糖の加水分解と還元性・糖の構造】 
★ スクロースは還元性を示さないが，インベルターゼによる分解生成物は還元性を示す。この現象を構造

式を示して説明せよ。（夏） 
★ ガラクトースとグルコースとからなる二糖類がある。この二糖類のすべての OH 基を CH3O 基に変えた

のち，希硫酸で加水分解すると，グルコースの 2，3，4 位の OH 基が CH3O 基になった化合物と，ガラクト

ースの 2，3，4，6 位の OH 基が CH3O 基になった化合物とが得られた。この二糖類はフェーリング液を還

元した。したがって，この二糖類では，ガラクトースの（  ）位とグルコースの（  ）位の炭素が，酸

素をなかだちとして結合していることがわかる。（１） 
問 グルコースが環状の構造に変わるときの化学変化は，ホルムアルデヒドとメタノールとの反応の際にも

起こる。この場合の生成物の構造式を記せ。 
 
【糖のポリマーと加水分解】 
● セルロース(C6H10O5)nを酵素（a）で加水分解すると，β-グルコースが 2 個縮合した構造をもつ二糖類

（b）を生じる。また，セルロースは希硫酸や希塩酸と長時間煮沸すると，加水分解されてグルコースにな

る。セルロースは，β-グルコース分子の（c）の位置の炭素と他のβ-グルコース分子の（d）の位置の炭素

との水酸基間で縮合したエーテル結合をもつ構造の直線状の化合物である。（夏） 
（1） (b)の長さを 10Åとしたとき，分子量が 9.7×105であるセルロースの長さは何Åか。 
（2） このセルロースのエーテル結合の 2%が切断されたときの分子量は，いくらになるか。ただし，分

子の切断は均等に起こるものとして計算せよ。 
 
◆コメント◆ 
 糖の構造式が複雑に見えますが，内容的には普通の出題です。 



Ⅱ 次の文章を読み，問ク～ソに答えよ。 
〔文 3〕 
 ナイロン 66(6,6-ナイロン)は，ジカルボン酸 X とジアミン Y の縮合重合によって得られる。実験室でナイ

ロン 66 をつくる場合には，X の代わりに酸塩化物 Z を使うと加熱や加圧が不要となり，以下の操作(i)～(iii)
を行うことで簡単に合成することができる。 
(i) ビーカーに溶媒 S1 を入れ，化合物 Z を溶かす。 
(ii) 別のビーカーに溶媒 S2 を入れ，②水酸化ナトリウムと化合物 Y を溶かす。 
(iii) (i)で調製した溶液に(ii)で調製した溶液を静かに注ぐと，(ii)の溶液が上層となり，2 つの液の境界面にナ

イロン 66 の薄膜が生成する。これをピンセットでつまんで引き上げ，試験管などに巻き付けて，ナイロ

ン 66 の繊維を得る。 
 一方，工業的には X と Y を直接縮合重合してナイロン 66 を合成する。実用のために力学的強度を上げる

には，ポリマーの重合度を十分に高くする必要がある。③重合度の高いナイロン 66 を工業的に生産するに

は，X と Y の物質量の比が重要である。そのため，まず最初に，物質量の等しい X と Y からなる塩を作る。

その後，270℃程度にまで加熱して，溶融状態で脱水縮合反応を進行させ，ナイロン 66 を得る。 
〔文 4〕 
 2-アミノプロパン(CH3)2CHNH2 にアクリル酸の酸塩化物を加えて反応させるとモノマーM が得られる。

さらに M を重合させることでポリマーP2 が得られる。P2 はある温度以下では水に溶解し，その溶液は透

明である。しかし，ある温度以上に加熱すると水に不溶となり，透明な溶液は白濁する。この現象は可逆的

で，冷却すると再び透明な溶液に戻る。2-アミノプロパンの代わりにアミノメタン CH3NH2を用いた場合は

このような性質を示さない。低温領域においては，P2 の構造中親水性の ａ 結合部位が水分子と水素結

合を形成することで P2 は水に溶解する。一方，高温領域では水分子が P2 から遊離し不溶となる。P2 中に

存在する ｂ 基の疎水性がこの不溶化に大きく寄与している。このように，P2 は温度に応答する"賢い"
高分子であり，環境や再生医療の分野などで様々な機能性材料として応用する研究が盛んに行われている。 
〔問〕 
ク Z の構造式をすべての価標を省略せずに記せ。 
ケ 下線部②について，水酸化ナトリウムを加える理由として最も適当なものを下記の選択肢より 1 つ選

べ。 
（略） 
コ S1 と S2 の組み合わせとして最も適当なものを 1 つ選べ。 
(1) S1:ジクロロメタン，S2:水 
(2) S1:水，S2:ジクロロメタン 
(3) S1:アセトン，S2:水 
(4) S1:水，S2:アセトン 
(5) S1:ジエチルエーテル，S2:水 
(6) Sl:水，S2:ジエチルエーテル 
(7) S1:エタノール，S2:ジエチルエーテル 
(8) S1:ジエチルエーテル，S2:エタノール 
サ 下線部③について，X と Y の物質量が等しくない場合を考える。最初に存在していた X と Y がもつカ

ルボキシ基とアミノ基の総数をそれぞれ Nx，Nyとする。ここで Nx/Ny=r (0<r<1)とする。カルボキシ基が

すべて反応したとき，反応後の全分子数を Nx，と rを用いて表せ。 
シ 合成したナイロン 66 の重合度の平均値(平均重合度)は，(最初の全分子数)/(反応後の全分子数)で計算で

きるものとする。サの条件において，平均重合度を rを用いて表せ。 
ス サの条件において，カルボキシ基がすべて反応したときの平均重合度を 200 以上にしたい。そのため

には，重合開始時において X の物質量に対する Y の物質量の過剰分を何％以下に抑える必要があるか。有

効数字 2 桁で求めよ。 
セ P2 の構造式を記せ。なお，ポリマーの構造式は以下の例にならって繰り返し単位を記すこと。 
ソ 空欄 ａ ， ｂ にあてはまる最も適切な語句をそれぞれ記せ。 



 
【共重合体のモノマー比と重合度】 
★ スチレンに少量の p-ジビニルベンゼンを混ぜて重合させると，綱目状の構造を持つポリスチレン樹脂

ができる。これに濃硫酸を反応させて合成したポリスチレンスルホン酸樹脂は多くのスルホ基を持つため，

陽イオン交換樹脂として利用できる。 
（a）スチレン 100g に物質量比 9：1 になるように p-ジビニルベンゼンを混合し共重合させた樹脂を濃硫酸

で処理すると，何 g のポリスチレンスルホン酸樹脂が得られるか。ポリスチレンのベンゼン環のパラ位のみ

が 50％スルホン化されたとして計算せよ。（夏） 
 
◆コメント◆ 
 高分子に関する基本的な出題で，今年のセットはこの問題から解き始めてもよいのではないでしょうか。 
 
◆全体コメント◆ 
 全体として，親切な出題になっていて，あとはスピードだけです。こういう傾向の予想問題でたっぷり練

習しておくといいでしょう。 
 
 
 
 


