
公募制推薦入試／化学（前期）

出題のねらい
【１】
A�　小問形式で、原子・イオンの構造と、物質量と質量・
分子の数の関係性を問う問題であり、ここは短時間で
全問正解を望みたいところです。
B�　気体の法則に関する問題です。グラフの問題が難
しかったと思いますが、ボイルの法則・シャルルの法則
を、グラフで用いるx、y で表してみると分かりやすい
でしょう。問 5 の実験では、与えられた条件と気体の
状態方程式の関係がしっかりつかめるかがポイントにな
ります。

【２】
A�　小問形式で、平衡定数、中和反応、酸化数といっ
た基本的かつ重要な分野です。シュウ酸を用いた中
和滴定では、シュウ酸の物質量を素早く計算すること
と、シュウ酸が二価の酸であることを間違えないように
したいものです。
B�　電気分解に関する総合問題です。電気分解で何
が生成されるか、また電気量と生成物の量的関係をグ
ラフを用いて考えさせていますので、その分、難度が
高くなります。似たような問題を解くことで慣れておく必
要があるでしょう。

【３】
A�　小問形式で、気体の発生、硫化物の沈殿と、物質
の特徴に関する問題でした。この分野は暗記に頼る
部分が多く、覚えただけ得点につながるので、自分な
りに物質の特徴をまとめて、しっかり覚えるようにした
いものです。
B�　ナトリウムに関する総合問題というと「アンモニアソー
ダ法」があげられます。独特の反応で、工業的にも
有用ですから入試問題によく取り上げられます。化学
反応式が正しく書けるようにしておきましょう。

【４】
A�　小問形式で、幾何異性体、油脂のけん化などの基
本的な問題です。同じ化合物でも構造式の書き方は
いくつか考えられるので、異性体の数え方を間違えな
いように気をつけたいものです。
B�　二種の芳香族化合物の分離とそれらの特性に関す
る総合問題です。物質が酸性物質か塩基性物質か
で分離されるので、その方法を確実に理解し、得点
につなげたいものです。

【1】
【解　答】（39 点）

A 問１ ④ 問２ ② 問３ ④
（4点×3）

B 問１ ア　シャルル
イ　ボイル （3点×2）

問２
（4点）

問３ ④ （4点）
問４ （a）　①　　　（b）　④ （4点×2）
問５ ② （5点）

【解　説】
A　小問集合
問１�　19Fは陽子9個，中性子は19－9＝10個である。
問２�　オキソニウムイオンは，水分子の非共有電子対に水素
イオンが配位結合したものである。

問３�　分子量の小さな分子ほど1.0g中の物質量は大きい。
分子量，H2O＝18，CH4＝16，NH3＝17より，分子の数の多い
順は，CH4＞NH3＞H2Oである。

B　気体の法則
問１�　ア・イ　一定量の理想気体では，温度をT〔K〕，圧力を
P〔Pa〕，体積をV〔L〕としたとき，一定温度ではPV＝一定
（ボイルの法則），一定圧力ではV/T＝一定（シャルルの
法則）が成り立つ。

問２�　ボイル・シャルルの法則では，1molの気体の体積を�
v〔L〕とするとPv/T＝Rが成り立ち，n〔mol〕とすると体積
は1molのn倍となるので，�PV/T＝nRが成り立つ。

問３�　上の式を変形すると，PV/nT＝Rとなり，標準状態にお
けるV/n（モル体積）がわかればRが求められる。

問４�　(a)一定圧力では気体の体積は絶対温度に比例す
る。(b)一定温度では気体の体積は圧力に反比例する。

問５�　フラスコ内の気体の質量をw〔g〕，気体の分子量をM
とすると，気体の状態方程式は次のようになる。

これより，M＝58.1≒58

PV
T

を上式に代入して,
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【2】
【解　答】（38 点）

A 問１ ⑥ （4点）
問２ ④ （5点）
問３ ③ （4点）

B 問１ ア�③　　イ�⑤　　ウ�⑦　　エ�⑥ （3点×4）
問２ （1）⒜⑤　　　�　⒝③ （4点×2）

（2）　②� （5 点）

【3】
【解　答】（36 点）

A 問１ ① （5点）
問２ ④ （4点）
問３ ② （4点）

B 問１ ア�④　　イ�③　　ウ�② （3点×3）
問２ 2NaOH＋CO2 → Na2CO3＋H2O （4 点）
問３ ④ （3点）
問４ ③ （3点）
問５ ④ （4点）

【解　説】
A　小問集合
問１�　（ア）2KClO3 → 2KCl＋3O2より酸素が発生，
� �　（イ）3Cu＋8HNO3 → 3Cu(NO3)2＋4H2O＋
� � 　　2NOより一酸化窒素が発生する。
問２�　H2Sで硫化物の沈殿を生じないものは，① CaCl2 水
溶液，②Al2(SO4)3 水溶液，③MgSO4 水溶液，⑤Ba
（NO3)2 水溶液である。④ AgNO3 水溶液にH2Sを
吹き込むと，硫化物のAg2Sの沈殿を生じる。

問３�　①水素はアルカリ金属でない。③遷移元素は第 4周
期以降に現れる。④金，銀，銅は遷移元素である。⑤
貴ガス中ではHeのみ最外殻電子の数は2個である。

B　ナトリウム化合物
問１～３　アはNaに水を作用させてできるNaOH�で，
� これに二酸化炭素を作用させてイNa2CO3とする。
� 2Na＋2H2O → 2NaOH＋H2（操作１）
� 2NaOH＋CO2 → Na2CO3＋H2O（操作２）
� また，工業的に炭酸水素ナトリウムを得るためには，塩
化ナトリウムに水，アンモニア，二酸化炭素を作用させる。
（操作３）

� NaCl＋NH3＋H2O＋CO2 → NaHCO3＋NH4Cl
� NaHCO3を加熱することによりNa2CO3を得ることができ
る。（操作４）

� 2NaHCO3 → Na2CO3＋H2O＋CO2
問４�　炭酸ナトリウムの工業的製法名はアンモニアソーダ法
である。

問５�　ナトリウムは非常に酸化されやすく，水とも反応するの
で，石油（灯油）中に保存する。

【解　説】
A　小問集合
問１�　H2（気）＋�I2（気）�⇄�2HI（気）
� 反応前のH2�，I2 の濃度は，
� [H2]＝[I2]＝0.20/0.40=0.50�mol/L
� 平衡後のH2�,�I2 の濃度は ,0.50－0.80/2＝0.10mol/L

問２�　シュウ酸の濃度は，　　　　　　　＝0.025�mol/L

� シュウ酸は二価の酸であるので，水酸化カリウム水溶液
の濃度をx〔mol/L〕とすると，次の式が成り立つ。

問３�　NaNO2�　�KNO3�　　NH4＋�
� 　　（＋3）　　���（＋5）　　��（－3）

B　電気分解
問１�　ア～エ　陽極が白金，炭素以外では電極が酸化さ
れてしまう。陰極では還元反応が起こるが，イオン化傾
向が大きい原子のイオンを含む水溶液の場合，水また
は水素イオンが電子を受け取る。　

問２�　電気分解をすると，陽極からは塩素が発生し，陰極
からは水素が発生する。

　��（1）⒜�　電気分解前の Cl‒は 0.10mol で，　　　　�
　 2Cl‒→ Cl2＋2e‒により減少していく。

� 　　⒝�　電気分解前のOH－は 0.10mol で，　　�　�
　 2H2O＋2e‒→ H2＋2OH‒により増加していく。

　��（2）�　�Na+ が陽イオン交換膜を通ってA槽からＢ槽へ
向かって移動する。流れた電子と移動するNa+の�
�
物質量は等しく，

平衡定数
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【４】
【解　答】（37 点）

A 問１ ② （3点）
問２ ④ （4点）
問３ ③ （5点）

B 問１ ア�③　　イ�⑧　　ウ�⑤ （4点×3）
問２ ③ （4点）
問３ ⑥ （5点）
問４ ⑤ （4点）

【解　説】
A　小問集合
問１�　炭素原子間の二重結合の両端にそれぞれ異なる原
子または原子団が結合している化合物が幾何異性体を
もつので，（イ）のみが該当する。

問２�　

問３�　油脂1molをけん化するのにKOHは3mol必要であ
る。油脂の分子量をMとしたとき，次の式が成り立つ。
KOH＝56より，

B　芳香族化合物
問１�　ア～ウ　ニトロベンゼンと安息香酸はジエチルエーテ
ルには溶けるが，水には溶けない。しかし安息香酸は酸
であるので，塩基性の水溶液には塩を作って溶ける。よっ
て，炭酸水素ナトリウムを溶かした水層には安息香酸の
ナトリウム塩が存在し，エーテル層にはニトロベンゼンが
存在する。

問２�　一般に，ベンゼン環に直接結合している炭化水素基
は酸化するとカルボキシ基に変化する。よって，トルエンを
酸化すると，安息香酸が得られる。

問３・４
� 反応1�　混酸とは硫酸と硝酸の混合物で，これをベンゼン

に作用させると置換反応が起こりニトロベンゼンが
生成する。

� 反応2�　ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元するとアニリ
ン塩酸塩が得られる。

� 反応3�　アニリンは弱塩基なので，アニリン塩酸塩に強塩
基である水酸化ナトリウムを作用させると，弱塩基
であるアニリンが遊離する。


