
専門科目

有機 ・高分子物質

注意事項

1) 次 の 13題 から6題 を選択して解答せよ。

2.)解 答は 1題 ごとに別々の解答用紙に記入せよ。

3) 各 解答用紙に必ず受験番号および問題番号を記入せよ.

4) 解 答用紙に氏名を記入してはいけない。

5) 問 題用紙は持ち帰っても良い.

17 大 修

時間  9 : 3 0 ～1 2 : 3 0

I 以 下の設間に答えよ.

1)行 列 A=G:)の 回右値と固有ベク
ト
ルを求めよ.

2)rを 求めよ.

3)行 列 B=ヒ

9の
固有値 IBれ

を求めよ.

II 以 下の設間に答えよ.

1)ム=ルα Sin"な          ′
r2〓=j夕ar cosぅメギ竹
としたとき,ム ,れ を求めよ。ただし,積分定数は無視してよい。

2) 次の積分を球こめよ。  i iタ
ーlFiメあ比汐

3)次 の積分を求めよ。
 iが

r放



III 以 下の設間に答えよ.i

l)質 量″の物体A,B,Cと バネ定数たの2つのバネが図のように直線状に結合されてい
て,摩 擦のない水平面上でヌ軸に沿つて運動している。釣り合いの位置からのA,B,
Cの 変位をPA,PB,Pcと し,時 間をrとする。

a)A,B,Cの 運動方程式を示せ。

b)島 ■O Sinのr(1=AB,0と 表せる系の運動(基準振動)を考える.夕 に許される値を
求めよ.

|)b)の 運動におけるoA,ら ,後 の比率を求めよ。

2)質 量 ″ の物体が粘性液体中を運動している。物体には速度に比例した粘性力 (比例係
数 7)の みが作用すると仮定し,時刻 r=oに おける物体の速度を るとする。物体の速
度を時間の関数として求めよ。

IV 以 下の設間に答えよ。

メ軸方向に 1次元の温度勾配をもつ物質における熱伝導を表す式を示せ。ただし,・メ軸
方向の熱流束を?,熱 伝導率をL物 質の温度をコoと すると

物体が単位時間,単位面積当たりに放射または吸収する熱エネルギーを考える。物体か
ら放射される熱エネルギーどは,放 射率をら ステファン・ボルツマン定数をα 温度を
rと してβ=どσr4と与えられる。図に示すように,温 度が 仏 および 恥,放 射率が弘
およびら,透過率がともに0である無限に広い2つの壁面Aお よびBが 互いに平行に向
き合つているとする。            ,

つ ど とσのSI単位を示せ.

り 壁 面Aか ら放射される熱エネルギーム の一部らム は壁
面Bで 吸収され,残 りo―ら)ムは反射されて壁面Aに

向かう。このような現象が図に示すように無限に繰り
返される。臥 のうち壁面Bに 吸収される熱エネルギー

み を求めよ。

o 壁 面Bか ら放射される熱エネルギー島についてもりと
同様の現象が起こる。放射により2平面間で伝達され
る熱エネルギー

oを 求めよ。
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V 以 下の設間に答えよ.

1)次 の反応式のA～ Gに相当する化合物の構造式を示せ.

1)CH3CH20Na           l)H2S04,H20

1)OH3CH20Na

O H3。
・

CH3C00CH2CH3       1)uAIH4

□
型

十□ →半

2)メタノールー水混合溶媒中,水酸化カリウムを用いて下式に示す4つ の安息香
酸メチルおよびその置換体を加水分解した。加水分解め速い順に並べ,その理
由を述べよっ

ω‐人（中叫》Ｙ‐Ｂｒ
3)″ タロロニ トロベンゼンと″クロロメトキシベンゼンに関する以下の間に答

えよ,

a)ベ ンゼンを出発原料として,″ クロロニ トロベンゼンと″クロロメ トキ
シベンゼンを効率よく合成する方法を反応式で示せ。ただし,ヶ,″ ,
″異性体は分離できるもの1とする。

b)こ れら2つ のクロロベンゼシ誘導体にナ トリウムメトキシドをジメチル
ホルムアミド中150℃ で反応させたところ,ひとつの誘導体からは反
応生成物が得られた。その構造式を示せ.

c)b)と 同じ条件下で,他方の誘導体では反応が起こらなかつた。その理由
を述べよ.

H3



VI 以 下の設間に答えよ.

Dあ る化合物X,CloH140は水酸化ナトリウム水溶液に溶け,臭 素水と反応してジプロモ

誘導体であるC10H12Br20を与える.化合物Xの IRスペクトルの3000～4000cゴ1領域に

は 3250cゴ1を中心に幅広い吸収があり,680～840cm‐1領域では830cm・1に強いピークが ・

見られる。化合物Xの lH NMRス ペクトルCDCDを 示す。

P,m  (SipacAl仕 細ばh.Ltdj

化合物 Xの 構造を推定せよ.

力C5H略 の分子式を有する三つの化合物 AB,Cが ある。すべての化合物は臭素の四塩化炭

素溶液を脱色し,冷 濃硫酸に可溶である。硝酸銀によつて化合物 Aは 沈殿を生じるが,B

とCは 生 じない。白金触媒存在下で水素化すると,Aと Bは いずれもベンタンを与えるが,

Cは 分子式 C5HЮ を持つ主生成物を与える.            ・

おAの 構造式を記せ。

じ 上記の結果から予想されるBと Cの 可能な構造式をそれぞれ3つずつ記せ.

OBを 熱アルカリ性KMn04で 酸化的開裂後,酸性にすると,酢酸とプロピオン酸が得ら

れる.Bの 構造式を記せ,

OCを オノン分解するとグルタルアルデヒドGentane‐1,5‐A:。1卜を与える。Cの構造式を

記せ.

9ナ フタレンは下に示す反応式に従つてベンゼンから合成される.A～ Gの 構造式を示せ.・

e n z c n e 鵠□堤路Succinic anhydridc + B(

(C10H100,

S∝L□―坐 □絆 □百酢 □響
P t

丁  Naphthalcne tt H2

(C16HHBめ

NBS:N‐Bromosuccinimide        ・

/
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r
】

、

I ロ



VII 以 下の設間に答えよ|!

1)高 分子の数平均分子量比と重量平均分子量ぇについて以下の間に答えよ.

a)分 子量比の分子が4個 存在するとき,拓 とえをそれぞれ式で示せ。

b)高 分子の多分散性を示す尺度として分散度 (PD)がある。それを4と ぇ

を用いて式で示せ。単分散高分子では,こ の値はいくつになるか?

c)拓 とぇを実験的に求める手法を一例ずつ挙げ,そ れぞれについてその原

理を100字程度で説明せよ.

2)以 下の a～Cに示す重合反応の典型的な場合について,生 成するポリマーの

分子数と平均分子量をモノマーの反応率に対してプロットしたグラフをそ

れぞれ示し,100宇 程度で解説せよ.グ ラフは,分 子数と平均分子量をy軸

に,反 応率をx軸 に取り,分 子数と反応率の関係を点繰,平 均分子量と反応

率の関係を実線で示すこと。また,反 応初期の状態は考えないものとする。

a.ラジカル重合  b,リ ピング重合  c,重 結合

3)連 鎖重合性モノマーの重合反応について以下の間に答えよ。

a)置 換エチレン型モノマーの単独重合反応性に及ぼす置換基の数と位置の

影響について 100字程度で論ぜよ。

b)1-ヘ キセンは,ラ ジカル,カ チオン,ア ニオンのどの重合反応様式でも

ほとんど重合しない。この理由を 100字程度で説明せよ.

c)イ ソブチルビニルエーテルはカチオン重合性を有している。成長未端の

構造を示し,そ の理由を説明せよ.

d)環 状モノマニであるエチレンオキシドは,カ チオン重合およびアニオン

重合する。それらの重合様式での成長末端の構造を化学式で示せ。



VIII 以 下の設間に答えよ.

1)次 のようなシーケンス,構造をもつ共重合体APCに ついて,以下の間に

答えよ,

A:  … …― Ml―M2~Ml~M2~Ml~M2~Ml~M2~Ml~M2~Ml~M2~… ……

B:  ‐
Ⅲ…― Ml― Ml― Ml― M2~Ml~Ml― M2~M2~M2~M2~Ml~M2~… ‐…

C :      ‐

‐ ‐ ‐

う 重合体Att Cの一般名称を英語で書け.

b)ど のようなモノマ~を 用い,ど のような重合を行えば目的とする共重合体

が得られるか。A,Bに ついてそれぞれ適当な具体例を反応式で示し,簡

単に説明せよ (反応式を除いて3行以内).

c)Cの 合成法を1つ書け。

2)ア ジピン酸とヘキサメチレンジアミンから重合度 50の ポリアミドを得る

重合反応について以下の問いに答えよ。なお,計 算の過程も簡単に示せ。

う モノマーの等モル混合物を用いたとき,反 応募 (反応度)は いくらにすれ

ばよいか.

反応率が 100%の とき,両 モノマ~の 仕込み比はいくらにすればよいか。

反応率が 99.5%の とき,ア ミノ基末端の多いポジアミドを得るためには

モノマーの仕込み比をどのようにすればよい力、

3)次 の語句 a～ この中から1つ選んで詳しく説明せよ.必 要なら図式を用い

よ (図式を含めて 10行 程度),
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IX 以 下の設間に答えよ.

1)ポ リビニルアルコールは接着剤や吸水性ゲルとして利用される。

か ポ リどエルァルコールの合成方法を反応式で示せ.

b)ポ リビニルアルコールの橋かけ反応の1例を適当な橋かけ試薬を用い

て反応式で示せ.

2)ピ ロールは2,5位で酸化カップリング重合することにより共役系高分子と

なる.ピ ロールの酸化重合の機構を反応式で示せ。

3)高 分子微粒子の製造法である乳化重合と懸濁重合を比較して説明せよ.

4)ス テレンーブタジエンーステレンのトリプロック共重合体は熱可塑性エラ

ス トマーとして知られている。

a)こ の共重合体の合成方法を反応式で示せ.

b)熱 可塑性エラス トマーとして機能する理由をミクロ相分離構造の模式

図を用いて説明せよ.

X 以 下の設間に答えよ.

1)次 の文章を読み4)と b)の 設間に答えよ.

液体中の空洞 (泡)は ,表 面積を減少させようとする傾向と,そ の結果生じる内圧

の上昇とがつり合ったときに平衡状態にある。す空洞は球であり,空 洞内部の圧力を

,,そ の半径をrとすると,外 向きの力 Fは (1)式 となる。 内 側向きの力は外圧

抑 と表面張力rの和から生じる.球 の半径がrか ら汁む に変化するとき表面積の変

化 dσは (2)式 となる。表面積をこれだけ広げるときになされる仕事 d″は (3)

式となる。半径がrの ときに距離 drの伸張に逆らう力Pは (4)式 となる.従 つて,
外向きと内向きの力がつり合うと (5)式 となる。以上の結果をもとにラプラスの式

は (6)式 となる。Fみ のとき表面は {(i) }に なる。

(アトキンス物理化学を一部改編)

a)(1)～ (6)式 を導け。

b)(1)を 埋めよ.

2)a)と b)の 設間に答えよ。

a)体 積 と温度が一定の条件では,表 面を作る仕事はヘルムホルツ関数の変化に等 し

いことを示 し,液 滴が球形をとろうとする理由を 10、0字 以内で説明せよ.

b)ガ ラス基板上におかれた水滴は完全な球 とはならない。その理由を 50字 以内で

説明せ よ。



XI 以 下の設間に答えよ.

1)HClと N2のそれそれの分子に関して,誘毎率の測定より求められるモル分

極の値は絶対温度の逆数に対してどのように変化するか。その特徴を図示し,

理由を述べよ.

2)実在気体の振舞いは,理想気体の状態方程式で予想されるものから逸脱する。

その逸脱を示す数学的記述の方法としてピリアル方程式がある。この式に基づ

けば,理 想気体の振舞いにできる限り近づける方法として,系 の圧力を限りな

く低くし,か つボイル温度にすればよい.そ の理由を述べよ.

3)そ れそれ100° Cと 140° Cに結晶の融点を持つ化合物 A,Bが ある。これ

ら A,Bを 混合すると,高 温の溶融状態では均一に混合し,冷 やすとそれそれ

単独に結晶化する。また共融混合物におけるB成 分の組成は30%,そ の融点

(共融点)は 80℃ である。これら混合物系の温度一組成図を描き,Bの 成分 丁

が70%で ある混合物から純粋なBを できるだけ多く取り出す方法について述

べよ.



XII 以 下の設間に答えよ。(各設問100字 程度)

1)材 料の引っ張り応力 (σ)は極夫せん断応力 (τ座)の 2倍で表せることを示せ。

の 高 分子材料は一般に粘弾性的性質を示す.そ の性質は,材 料の変形速度に大きく

依存することを,粘 性 (″)を ダッシュポット,弾 性 (C)を バネで表して説明

せよ.

3)高 分子材料の力学的性質 (弾性率、破壊強度)を 向上させるには高分子の高次構

造をどのように制御したらよいか述べよ.

つ チ キツトロピユとダイラタンシーについて説明せよ.

XIII 以 下の設問に答えよ。

1)高分子希薄溶液では値々の高分子鎖は孤立したコイ々として存在

している。濃度が増加すると,それぞれの高分子鎮は互いに接触し始

める。図1の様に高分子鎖が接触した時の濃度び(g/cc)は,高 分子溶

液を分類する上で重要である。び ∝ィ  (M:分 子量)と した時に,良

溶媒系ではγはどのような値になるか求めよ。ただし,高 分子鎮の回

転半径をくS2ダ2と
すると,良 溶媒系ではくS2ダ′2∝】げ′5でぁる.

2)以 下の用話から3つ を選び,そ れぞれ 100字程度で説明せよ.

(a)排 除体積効果

(b)固有粘度

(c)す ぬけ効果

(d)下 限臨界共溶温度

(e)溶解度 (溶解性)パ ラメーター

(O Flory―Huggins理論


