
Ⅲ 化学 

 
以下の５問（Ⅲ-1，Ⅲ-2，Ⅲ-3，Ⅲ-4，Ⅲ-5）より３問を選択して解答せよ． 
 
Ⅲ‐１（選択） 
 
問題１ 次の文を読み，各問いに答えよ．但し１気圧(atm)は 1.01×105 Pa，気体定数
は 0.082 l·atm/K·molとする． 
 
日本の都市ガス事業には約 120年の歴史があるが，1940年代後半までは石炭を原料
として製造した石炭ガスを主に用いてきた．石炭ガスの主な成分は水素(H2)，一酸化
炭素(CO)，メタン(CH4)である。標準状態で 1 m3の石炭ガスを用意し，純空気を満た

して 100 m3としたうえで密閉反応容器の中で燃焼した．燃焼反応終了後，容器内の全

ての気体をゆっくりと真空ポンプで排気しながら途中に設けた最初の低温トラップ

（-78℃）および二段目の低温トラップ（-183℃）の両方を用いて反応生成物を回収し
た．前者の低温トラップに回収された物質Ａを内容積 1 l の容器に移してから室温
（25℃）に戻すと 720g 程度の液体が得られた．後者の低温トラップに回収された物
質Ｂを内容積 50 lの金属容器に移してから室温（25℃）に戻したところ気化し，金属
容器内の圧力は 8気圧となった．  
 
問１ 物質Ａおよび物質Ｂは何であるか．分子式で答えよ． 
 
問２ 下線部の二段目の低温トラップに用いられていた冷媒は青い液体であった．こ

の物質を以下の選択肢より選び番号で答えよ．また，以下の選択肢の中でこの

物質よりも沸点の高い物質を２つ挙げ，その理由をそれぞれ 30字以上で答えよ． 
 

①ネオン(Ne)  ②酸素(O2)  ③ヘリウム(He)  ④一酸化窒素(NO)  
⑤塩素(Cl2)   ⑥水素(H2)  ⑦アルゴン(Ar)  ⑧窒素(N2) 

 
問３ 1 molの水素(H2)，一酸化炭素(CO)，メタン(CH4)が燃焼するときの化学反応式

をそれぞれ書け． 
 
問４ 実験に用いた石炭ガスは水素(H2)，一酸化炭素(CO)，メタン(CH4)のみからなる

ものとする．石炭ガス中の各成分の濃度（％）を求めよ． 
 
問５ メタンおよび物質Ａの標準温度（25℃）における標準生成エンタルピー（ΔHmf

o）

がそれぞれ-75 kJ/molおよび-286 kJ/mol，メタンを標準温度で燃焼させたときの
エンタルピーの変化（ΔHo）が-891 kJ/mol であるとき，物質Ｂの標準温度にお
ける標準生成エンタルピー（ΔHmf

o）を求めよ． 
 



問６ 1m3 の石炭ガスを燃焼させた時の燃焼熱(kJ)を求めよ．ただし，一酸化炭素の
標準温度（25℃）における標準生成エンタルピー（ΔHmf

o）は-111 kJ/molとす
る． 

 
 
問題２ 樹齢 200 年の木を伐採し，年輪ごとの放射性炭素同位体組成（14C）を調べ
ると，200 年前から現在までの間にどのような変化があると予想されるか，200 字程
度で説明せよ． 
 
 
Ⅲ‐２（選択） 
 
問題１ 窒素に関する下記の文を読み、以下の問に答えよ． 
 
窒素（N）はタンパク質の主要構成元素であり生物体にとって必須の元素である．
地球表層では窒素の大半が（ ① ）中に（ a ）の形で存在しており，これは非
常に安定した物質であるため，ほとんどの生物はこれを直接利用することができない。

しかし（ a ）が燃焼や稲妻によるエネルギーを受けて（ ① ）中の酸化物質と
反応して（ b ）となったり，さらにこれが（ ① ）中における光化学反応を経
て（ c ）や（ d ）となったり，あるいはごく一部の（ ② ）能のある微生物
の働きを通じて生成された有機体窒素となったりすることで，初めて生物が窒素を取

り込むことができるようになる．そのため，自然界における一次生産量は（ a ）
以外の窒素化合物の供給が制限因子になることが多く，農業生産を高めるのに限界が

あった。しかし 1950 年以降，人工的に（ a ）を（ e ）に合成する方法（ハー
バー・ボッシュ法）が確立したおかげで，農作物の収穫量が大幅に増加した． 
 
問１ ①，②に当てはまる適当な用語を入れよ． 
 
問２ (a)～(e)に当てはまる窒素化合物の化学式を書け．その際，各化合物の窒素原子

の酸化数も示せ． 
 
問３ 下線部の化学反応式を以下を参考にして書け． 
    
   （    ） ＋ 3 H2    （    ） ＋ 2×46.11 kJ 
 
問４ 問３の平衡反応において，平衡状態を右へ移動させる方法を３つ挙げよ． 
 
 



問題２ 炭素，水素，酸素，窒素から成る有機化合物 Aに関する以下の問に答えよ． 
 
問１ 有機化合物 Aを 15 mgとり，これに硫酸、硫酸カリウム及び硫酸銅を加えて加

熱して分解し，含まれている窒素を全て硫酸アンモニウムに変えた後，これに

濃い水酸化ナトリウムを加えてアルカリ性にして蒸留し，出てきたアンモニア

を 25 mmol/L の塩酸 50 ml 中に吸収させたところ同時に出てくる水のために
190 mlとなった．ここで得られた溶液をそのまま 50 mmol/Lの水酸化ナトリウ
ム溶液で滴定したところ 21 mlを要した．有機化合物 Aの窒素含量は何％であ
るか答えよ． 

 
問２ 有機化合物 A を酸化銅（Ⅱ）CuO と混ぜて加熱燃焼させると，有機化合物 A

中の水素は主に（ ① ）に，炭素は主に（ ② ）になった．①，②に当て

はまる物質名を答えよ． 
 
問３ 1.5g (20 mmol) の有機化合物 A を問 2 の方法で加熱燃焼させたところ，①が

0.9g，②が 1.76g 得られた．有機化合物 Aの分子式を求めよ． 
 
問４ 有機化合物 Aは甘味のある物質である．有機化合物 Aの構造式と名前を書け． 
 
 
 
 



Ⅲ‐３（選択） 
 
問題 地球表層の炭素循環に関する次の文章を読み各問に答えよ． 
 
地球表層の気候変動を支配する要因として二酸化炭素濃度の変化が挙げられる． 
地球史における二酸化炭素の挙動のメカニズムを知るには，地球表層の炭素循環を

様々な時間スケールで理解することが重要である．比較的長い時間スケールでは，a
岩石の風化や b光合成による有機炭素の固定，c生物による炭酸塩の形成などが重要
な要因であり，短い時間スケールでは，d大気と海洋のガスの交換や化石燃料の消費
に伴う岩石圏から大気への炭素の移動などが重要な要因となる． 
 
問１ 下線部 aで岩石の風化のプロセスをケイ灰石（CaSiO3）を例にして，化学反応

式で示せ． 
 
問２ 下線部 bの光合成の過程を化学反応式で示せ． 
 
問３ 下線部 cで炭酸塩（CaCO3）の生成過程（石灰化作用）を化学反応式を用いて

示せ． 
 
問４ 下線部 dで大気中の二酸化炭素 CO2(gas)は海水に溶けて反応し，いくつかの炭

酸化学種として海水中に存在する．以下は、大気の二酸化炭素が溶けて解離し

ていく過程の化学平衡式である(遊離炭酸；H2CO3は、存在量が小さいので無視

している)．1から 3までの空欄に適当な化学式を記せ． 
 

CO2(gas) = CO2(aq) 
CO2(aq)  + ( 1 ) = H+ + ( 2 ) 
( 2 ) = H+ + ( 3 ) 

 
問５ 天然に存在する炭酸塩の試料の化学分析を用いて，過去の環境変動を復元する

方法を具体例を一つ示しながら 150字以内で説明せよ． 
 



Ⅲ‐４（選択） 

 

問題 １ 以下の化合物について，次の問 1～問 3を答えよ． 

(a) CH3CH(CH3)CH2CH(NH2)COOH (b) HOOCCH(NH2)CH(OH)COOH 

 

問１ 化合物(a)，(b)の IUPAC名をそれぞれ答えよ．  

 

問２ 化合物(a)，(b)の構造式を書き，不斉炭素原子を*印をつけて指摘せよ． 

 

問３ 化合物(a)，(b) 各々について、すべての立体異性体をフィッシャー（Fischer）

投影式で示せ． 

 

 

問題２   ニトロフェノールについて，次の問 1～問 2に答えよ．  

 

問１ ニトロフェノールのパラ体とオルト体の構造式を書け． 

 

問２ パラ体の融点は 114℃と，そのオルト体の融点 44℃よりかなり高い．その理由

を，構造式から考察して，100字程度で説明せよ． 

 



Ⅲ‐５（選択） 

 

問題 下図は堆積物などに含まれる不溶性有機物（ケロジェンあるいは腐植物質）の

元素組成による分類を示した図である．以下の問題に答えよ. 
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問１ ケロジェンは図 a)のように，CHO組成比により，大きく 3つのタイプに分類さ

れる．その違いは何によるものか，次の（i）～（v）から選択せよ． 

 (i) 縮重合反応，(ii) 無機元素との反応，(iii) 起源となる生物の種類， 

(iv) 分解反応，(v) 金属などの触媒による反応． 

 

問２ ケロジェンの熟成（maturation）が進むと，図 a)の矢印の方向に CHO組成比

が変化する．その理由を 50字程度で説明せよ． 

 

問３ 図 b)，c)はケロジェンの（一部を示す）化学構造モデルである．その中で六員

環の飽和炭化水素構造がみられるが，その名称を答えよ． 

 

問４ 図 a)を参考にして，図 b)，c)のケロジェンタイプをそれぞれ答えよ． 

 

問５ 図 b)，c)のケロジェンのうち，石油よりも天然ガスを生成するタイプがある．

それはどちらのケロジェンか，50字程度の理由をつけて答えよ． 
 


