
公募制推薦入試／化学（後期）

出題のねらい
【１】
A�　小問形式で、混合物の分離、イオン化傾向、気体
の体積計算の問題です。問 3 の計算問題は、質量％
の換算、反応式が書けるか、質量から体積の換算な
ど、化学の基礎的な力をみる格好の問題になってい
ますので、しっかり得点したいものです。
B�　単位格子に関する問題です。各粒子がどこで接し
ているかを判断するのが難しかったかと思いますが、
塩化ナトリウムの結晶構造は頻出ですから、図を書い
て理解するようにしましょう。

【２】
A�　小問形式で、酸化還元反応、酸の電離定数とpH
の関係、熱化学方程式からの出題です。全て計算
問題で、苦手意識を持つ人も多いと思いますが、演
習で類似問題を繰り返し解くことが一番良い習得方法
です。
B�　アンモニアの工業的製法であるハーバー・ボッシュ
法を題材とした問題です。ほとんどの場合、反応条件
と平衡移動を問う問題も出題されるなど、パターン化し
ていますから、過去問などを解いて理解しておきましょ
う。

【３】
A�　小問形式で、炎色反応、気体の捕集法、リンに関
する正誤問題が出題されました。どれも知識として覚
えなくてはならない内容ですので、時間的に余裕があ
るときに、表を作ったりしてまとめておくことを勧めます。
B�　周期表を題材とした基本的な問題です。問題にあ
るように物質を周期表の族でまとめてみると、性質や
反応性が類似していることがよく分かります。サブノー
トを作って整理してみると、驚くほど化学全体の理解
が進むはずです。

【４】
A�　小問形式で、ヨードホルム反応、芳香族化合物に
関する問題です。問 2 で戸惑った人がいたと思いま
すが、未知の物質でも、持っている官能基から性質
を判断することができます。
B�　CnH2n で表される炭化水素に関する問題で、アルケ
ンとシクロアルカンがあることが分かった人は、有機化
学の理解が進んでいます。できなかった人は基本に立
ち返って、学習することが求められます。

【1】
【解　答】（39 点）

A 問１ ア�①　　イ�②　　ウ�④ （2点×3）
問２ ④ （4点）
問３ ② （4点）

B 問１ ア�面心立方格子　�イ4 （3 点×5）
ウ�4　　エ�AB　　オ�6

問２ ③ （5点）
問３ ② （5点）

【解　説】
A　小問集合
問１�　ア砂が混じった水をろ紙でこして，砂を取り出す。
イ昆布のうま味成分は水に溶けるので，水につけて
うま味成分を抽出する。ウ液体空気には液体の酸
素や窒素などが含まれているので，温度を窒素の沸
点（－196℃）に設定して蒸留することにより窒素だけ
を取り出す。

問２�　電池ではイオン化傾向の大きな金属が負極にな
る。電流は正極から負極に流れるので，イオン化傾向
が大きい方へ電流は流れる。よって，AとCではC＞A，
BとCではB＞Cなので，B＞C＞Aとなる。

問３�　過酸化水素2molから酸素は1mol発生する。
� 　2H2O2�→�2H2O�＋�O2� 　�2mol　　　　　　　　　　　1mol

　�H2O2=34より，　　　　　×22.4＝0.98…≒1.0L

B　単位格子
問１�　ア・イ　陽イオンは単位格子の角に8個，面の中心に
６個存在するので，面心立方格子と同じ構造であり，
格子中には　　　　×6＝4個含まれる。

　��　ウ　陰イオンは格子の辺上に12個，格子の中心に1
　　　個存在するので，　×12＋1＝4個含まれる。
　��　エ　陽イオン:陰イオン＝1：1より，組成式はAB。
　��　オ　配位数は6である。
問２�　陽イオンと陰イオンの中心の距離は
（rA＋rB）であり，この長さを一辺とす
る正方形の対角線にあたる距離が
陰イオンどうしの中心の距離に相当
するので，�　�×（rA＋rB）である。

問３�　単位格子中には塩が4個含まれるので，その質量
は　　　�，�体積はVであるから，密度は，



【2】
【解　答】（37 点）

A 問１ ③ （5点）
問２ ② （5点）
問３ ④ （5点）

B 問１ ア�②　イ�④　ウ�⑤　エ�⑥ （3点×4）
問２ ③ （3点）
問３ ⑥ （3点）
問４ ③ （4点）

【3】
【解　答】（35 点）

A 問１ ③ （3点）
問２ ⑧ （5点）
問３ ⑤ （4点）

B 問１ ア�④　イ�⑤　ウ�⑦　エ�②　オ�③ （3点×5）
問２ ③ （4点）
問３ ⑤ （4点）
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【解　説】
A　小問集合
問１�　過マンガン酸カリウム水溶液1L中のKMnO4が受
け取る電子の数は，�5×0.020＝0.10�mol

� �シュウ酸水溶液1L中の（COOH）2が与える電子の数
は，�2×0.050＝0.10�mol

� �したがって過マンガン酸カリウム水溶液とシュウ酸水
溶液の体積比は，�1�：�1�である。

問２�　弱酸水溶液中の水素イオン濃度は[H＋]＝
� より,�[H＋]＝　　　　　　　　＝2.0×10－3�mol/L
� 　pH＝－log(2.0×10-3)＝3－log2＝2.7
問３�　C(黒鉛)＋O2＝CO2＋394kJ� 　…⑴
� � C＋2H2＝CH4＋75kJ�� 　…⑵
� � H2＋　O2＝H2O(液)＋286kJ�　…⑶
� ⑴＋⑶×2－⑵より，
� � 394＋286×2－75＝891�kJ

B　平衡移動・触媒
問１・２　N2(気)＋3H2(気)＝2NH3(気)＋92�kJ
� �アンモニアの生成率を上げるには，ルシャトリエ（ア）の
原理で考える。気体である反応物の物質量の和は
4mol，生成物は2molであるから，圧力を高くして（イ）
総物質量の少ない右方向へ平衡移動させる。また，こ
の反応は発熱反応であるから，温度を低くして（ウ）発
熱する右方向へ平衡移動させる。しかし温度を低く
すると反応速度（エ）が低下し効率が下がるので，四
酸化三鉄（オ）を主成分とした触媒を用いて反応速
度を大きくする。

問３�　触媒を加えても平衡定数や反応熱に影響しない。
触媒は正反応および逆反応の速度を大きくする。

問４�　触媒は反応速度を大きくして，平衡に達するまでの
時間を短縮する。また、触媒は生成率を変化させるこ
とはないので③である。

【解　説】
A　小問集合
問１�　炎色反応は，Na黄，K赤紫，Cu青緑，Sr紅，Ca橙赤，
Mgは炎色反応を示さない。

問２�　(ア)� 2NH4Cl＋Ca(OH)2→CaCl2＋2H2O＋2NH3
発生する気体はアンモニアで，空気より軽く，水に溶け
やすいので，上方置換で捕集する。

� �(イ)�Cu＋2H2SO4→CuSO4＋2H2O＋SO2
� �発生する気体は二酸化硫黄で，空気より重く，水に溶
けやすいので下方置換で捕集する。

問３�　黄リンは毒性が強いが，赤リンは毒性が少ない。

B　周期表と金属イオンの反応
問１�　ア～オ　周期表の1・2族，12～18族に分類される
元素群は典型元素と呼ばれ，同じ族でよく似た性質を
もつ。典型元素は原子番号が増えると，それに従って
価電子の数は0から7まで規則的に変化する。一方，
3～11族の元素群は遷移元素と呼ばれ，同族より隣り
の元素と性質が類似する傾向がある。遷移元素の
中には，他の分子やイオンと配位結合をして錯イオン
を形成するものがある。

問２�　アルカリ金属元素とは，Hを除いた1族の元素であ
る。よって，③は誤り。

問３�　銀イオンを含む水溶液に少量のアンモニアを加
えると褐色の酸化銀Ag2Oが沈殿する。水酸化銀
AgOHではないことに注意する。

� 　2Ag＋＋2OH－→Ag2O＋H2O
� さらにAg2Oにアンモニアを加えると，ジアンミン銀(Ⅰ)
� イオン[Ag(NH3)2]＋を生じ溶解する。
� Ag2O＋4NH3＋H2O→2[Ag(NH3)2]＋＋2OH－
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【４】
【解　答】（39 点）

A 問１ ⑤ （3点）
問２ ① （4点）
問３ ③ （4点）

B 問１ ア�②　イ�④　ウ�⑦　エ�⑨ （3点×4）
問２ �X��2　　Y��3 （3 点×2）
問３ 5種類 （5点）
問４ 5 （5点）

【解　説】
A　小問集合
問１�　「NaOH水溶液とI2を加えて加熱すると黄色の沈殿�
を生ずる」とはヨードホルム反応で，CH3CH(OH)-R
またはCH3CO-Rの構造をもつものが反応し（R：Hま
たは炭化水素基），これに該当するものはエタノール
である。

問２�　化合物ア～ウはベンゼン環に官能基が付く位置が
違うので構造異性体の関係にある。

問３�　塩酸を加えると水層に移動するものは塩基性物
質のアニリンの塩酸塩。それに強塩基のNaOH水溶
液を加えるとアニリンが遊離する。エーテル層Bに含
まれるフェノールとサリチル酸のうちNaHCO3水溶液
で水層に移動するものはサリチル酸のナトリウム塩。
エーテル層Dにはフェノールが残る。

B　炭化水素
問１・２　アルカンの一般式はCnH2n＋2であるので，それより
� �Hが２つ少ない化合物CnH2nはアルケン（ア）またはシ
クロアルカン（イ）である。アルケンは分子中に二重結
合を1つ含むので，そのためにはn≧2（X）でなくては
ならない。シクロアルカンは環状構造をもつので，その
ためにはn≧3（Y）でなくてはならない。アルケンのうち
分子量が最も小さいものはエチレンC2H4である。これ
はエタノール（ウ）に濃硫酸を加えて160℃（エ）に加
熱することにより得られる。

� 　C2H5OH�→C2H4�＋�H2O
� �130℃では分子間脱水によりジエチルエーテルが生
成する。

問３�　1-ブテン，2-ブテン，2-メチルプロペン，シクロブタン，メ
チルシクロプロパンの5種類である。

問４�　CnH2n＝14n，�CnH2nBr2＝14n＋160より，
� � � 　　　＝3.3　　�n≒5


