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を与J日 してもよい

3.角ギ答用紙に必ず受験番号よlよ び問サl_r番 号を記入せよ.

4.解答用紙に氏夕1を 記入 t´ てはいけない.

5 問題用紙 は」寺ち帰 って よい



A群

[A-1]以 下の設間に答 えよ .

1)行列が

で与えら,れているとき,

2)f(χ′y′ Z)=一定である

3)√ (r)=1/γであるとき,

ただ し,

なお,計算の過程 も明示すること。

が をsin 3θ とcos 3θ で示せ .

とき,dッ /dχ を(γ /∂χ)y,Zと (∂ f/∂y)‰zで表せ .

次の微分を求めよ .
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4)次 の積分 を求めよ。
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A群

h‐ 2]以下の設間に答えよ.

必、要なら,プランク定数 力=6.6× 1034」 s,ボルツマン定数 力=1.4× 10 23JK l,

光速 θ=3.0× 108 mS l,ア ボガ ドロ数 力k=6.0× 1023を 用いよ。また,文中の r
は絶対温度,′ は気体定数を意味するt)の とする。

1)温度 rにおいて分子の並進,回転,振動運動には 1自 由度あた り平均 女r/2

のエネルギーが分配 される.ま た,エネルギー最低状態に対 してエネルギー

がZZ高い状態の害1合は,状態の多重度を AttEと して,2ヽLEと exp(一∠Zttr)

の積に比例する。質量 χ =2.1× 10-25 kgの 単原子分子に関する以下の設間に

答えよ.分子は完全気体 として扱えるものとする。また,速度は方向を含ま

ないスカラー量を意味するものとする。

a)単原子分子の室温におけるモル定容熱容量は 3″ /2である。モル定容熱容

量がこの値である理由を説明せよ .

b)300Kにおいて,平均エネルギーを持つ分子の速度の 2乗 と,速度の最頻

値の 2乗 を求めよ .

c)気体分子の運動が 1次元方向にのみ制限された仮想的な 1次元空間内の分

子運動を考える.300Kに おいて,平均エネルギーを持つ分子の速度の 2

乗 と,速度の最頻値の 2乗 を求めよ.

2)換算質量ノ=1.6× 10 27 kgの 異核 2原子分子 Aに関する以下の設間に答えよ.

a)Aの振動運動に関する運動方程式をたて,換算質量・バネ定数(幻 。固有

振動数 (ωO)の 関係を示す式を導け .

b)Aの振動吸収 スペク トルを沢1定 したところ,2300 cm lを 中心とする吸収

がみ られた.分子のバネ定数を求めよ。

3)2原子分子 Bのモル定容熱容量に関する以下の設間に答えよ.

a)Bの室温におけるモル定容熱容量は 5R/2で あった。モル定容熱容量がこ

の値 となった理由を説明せ よ.

b)Bのモル定容熱容量は昇温により変化する.高温倶1極限でのモル定容熱容

量を理由と共に示せ。ただ し,分子はいかなる温度でも解離せず,電子励

起も生 じないものとする.



A群

医‐3]以下の設間に答えよ .

1)広 角 X線巨l折 によって結晶性高分子材料の構造を解析する場合に,どのよう

な測定値からどのようなことがわかるか。4つ の項目を示せ。

2)結晶性高分子を溶融状態から急冷したところ,非晶性の団体が得 られた。こ

の固体を再度加熱したところ,あ る温度で結晶化 した後に,さ らに高い温度

で融解 した。このときの変化を,分子の運動性及びギブスエネルギーの観点

から200字程度で説明せよ .

3)粘弾性を示す高分子に関する以下の設間に答えよ .

a)高分子に急速に変形を与えた後に,その変形を保持した。高分子の緩和時

間の長短が,変形を保持するための力に及ぼす影響を 100字程度で説明せ

よ .

b)高 分子に正弦的な振動変形を与えた.高分子の緩和時間に比べて振動の周

期が極めて短い場合,同程度の場合,極めて長い場合を比較したときに
,

振動変形させるための力及び散逸するエネルギーにどのような相違がある

かを 100字程度で説明せよ .

4)複屈折を有する高分子を成形する場合に,成形した材料の複屈折はどのよう

にすれば高くなり, どのようにすれば低くなるかを 100字程度で説明せよ。



B群

[B‐ 1]以 下の設間に答えよ.

1)閉鎖系における気体の等温可逆過程に関する以下の問いに答えよ。ただ し,

Pは圧力,/は体積 ,「 は絶対温度,Rは気体定数 ,α とわはファンデルワー

ルス係数,4は気体のモル数 とする。

― P

b)完全気体を等温膨張させたとき,内部エネルギーはどのように変化するか .

c)下記のファンデル ワールスの式に従 う気体を等温膨張させた とき,内部エ

ネルギーの変化はどのように表 されるか。

nRT n'o
P=

/_ηb  /2

2)温度一定の条件で,二種類の揮発性液体 Aと Bが理想混合溶液をつくるとき,

以下の問いに答えよ。ただし,χAは混合溶液中の Aのモル分率, ッAは混合

気体中の Aのモル分率,ρ Aド は純粋な Aの蒸気圧 ,ρ B*は純粋な Bの蒸気圧

とし,蒸気は完全気体で,ρA*>ρ B*と する。

a)理想混合溶液 とその蒸気からなる系が平衡状態にあるとき,混合物の全蒸

気圧 ρをχAを用いて表せ .

b)系が a)と 同じ状態にあるとき,yAを χAを用いて表 し, さらにρをッAを用

いて表せ。

C)χAお よび ツAに対 して ρをプロッ トす ることにより,A,B二 成分系の圧カー

組成図の概略を示せ。 (た だ し,縦軸に圧力,横軸に液体 と蒸気両方の Aの
モル分率 をとるもの とす る.)

d)c)の圧カー組成図を用いてχA=0・ 5の混合液体の圧力′をρA*か らρB*ま で低

下させていくとき,こ の系がどのように変化するか簡潔に説明せよ.
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ａ 内部エネルギーびの変化について以下の関係式を導け .



B群

IB-21以下の設間に答えよ.なお,計算の過程も明示すること.

1)化合物 Aか ら生成物 Pを生 じる″塗厘庄 (4は 自然数)を 考える。

Aム P   dIAν d′ =―たIAI″

ここで,IAIは時亥1′ における Aの濃度 ,た は速度定数である。また,IAl。 を

日寺亥」′=01こおけるIAlと する .

a)″ =1の時,IA]を たとIA島 を用いて ′の関数 として表せ .

b)4≧ 2の時,IA]を た,IA枯,4を用いて ′の関数 として表せ .

c)η =2の時,化合物 Aの半減期 ′12を ,た とIAI。 を用いて表せ .

2)化合物 Aから生成物 Pを 生 じる自己触媒反応を考える.

Aム  P   dlAν d′ =-4AIIPI

ここで,IAlと IPIは 時亥」′における Aと Pの濃度であり,た は速度定数である。

a)IA10と IPl。 を日寺亥J′ =0にま3け るIAIと IPIと す|る .χ =[Al。 -lA](>0)と すけると,

dχ /d′ をた,χ ,IA、 ,IP応 を用いて ′の関数 として表せ .

b)a)で 得 られた式を積分すると,次式 となることを示せ .

引 ∴

ただ し, α=た (IAl。 +I PI。 )である.

c)反応速度が最大になる時刻 ′ma、 を求めよ.



B群

[B‐ 3]以下の設間に答えよ.

1)ポ リエチ レンの結晶に関する以下の問いに答えよ.

a)ポ リエチ レンの結晶を次の(i)～ (iv)の 方法で調製 した .

(i)ポ リエチ レンの希薄溶液を冷去,し ,一定温度で保つた .

(ii)ポ リエチ レンの希薄溶液を冷去「し,撹拌 しながら一定温度で保った .

(iii)ポ リエチ レンを高温で溶融 し,ゆっくりと室温まで冷却 した。

(iv)ポ リエチ レンを高温,高圧下で溶融 し,冷去「した。

得 られた結晶の形態はそれぞれ次の①～①のどれか。

①球晶   ②伸びきり鎖結晶   ③単結晶   ④シシカバブ構造

b)単結晶中の分子鎖の集合状態を模式的に図示せよ。

c)シシカバブ構造中の分子鎖の集合状態を模式的に図示せ よ。

d)偏光顕微鏡で観察 した球晶の模式図を描け。特徴的な箇所を指示 し,そ の

名称を記せ .

2)以 下の問いに答えよ.

a)分子量 10000の 高分子 1.0モ ル と分子量 1000の高分子 1.0モ ルの混合物の

数平均分子量 と重量平均分子量を求めよ.

b)底面積が 1.O cm2,長 さ 10 cmの 棒状の高分子材料を 10秒 間,1.ONの 力で

引つ張つたときの伸びを求めよ。ただし,こ の高分子材料の力学物性は ,

弾性率 E=1.O MPaの バネ と粘度 η=10 MPasのダッシュポットが直列につ

ながったマ ックスウェル模型で表せるものとする.

c)ガ ラス転移温度 亀が 70°Cの無定形高分子物質を室温から昇温 したとき,

弾性率が 1/1000倍 になる温度を求めよ。ただ し,こ の高分子物質の緩和弾

性率 E(′)(′ は時間)はガラス転移領域で
「

12に
比例する。また,温度一時

間換算則から温度 アにおける緩和時間τ(⊃ について,次の関係が成立する。

b%名 =■
7ヒーリ

52+に一■)



C群

IC-ll以下の設間に答 えよ .

1)シクロペ ンテンを出発物質 として,以下の化合物 A～Cを それぞれ合成す るた

めに必要な試薬 を示せ。

2)シ クロヘキサンカルボン酸およびベンゼンを出発物質 として,以下の化合物

を合成する経路を,用いる試薬 とともに化学反応式で記せ .

3)以下の化合物 Dを加熱 したところ,Diels― Alder環化反応が分子内で進行 し,

エン ド生成物 Eと その構造異性体であるエキソ生成物 Fが ,それぞれ 65:35

の比で得 られた。生成物 Eお よび Fの化学構造式を,立体化学を含めて示せ。

H3CO:、ノク＼v/へ、/バミンリ   エ □ +

65       i        35

長含
¨

Ｈ
　̈

Ｈ
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Ｏ

ｏ
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C群

4)化合物 Gは塩化アル ミニウムの存在下,塩化アセチルと反応 させることによ

り,分子式 CloH12° の化合物 Hを与える.化合物 Gお よび Hの核磁気共鳴

(NMR)スペク トルのデータは以下の通 りである.化合物 Gお よび Hの化

学構造式 と名称を示せ .

IZATb C

'H NMR (CDClr, ppm) : 6:2.28 (s,6H),6.95 (m,3H),7.11 (td,,/ =i.g,O.4Hz,
1H).

"C NMR (CDCI3, ppm) : 6:21.3,126.1,128.2,130.0, 137 .i.

lZ#th g

'H NMR (CDClj, ppm) : 6:2.32 (s, 3H), 2.51 (s, 3H),2.53 (s, 3H), 7 .02 (m,ZH),

7.60 (d, J = 8.4 Hz, 1H).

'tC NMR (CDCI3, ppm) : 6 :21 .3, 21 .6, Zg .Z, 126.3, 129.9, 132.9, 134.9, 1 3 g.g,

142.0,200.9.



C群

[C…2]以下の設間に答えよ.

1)ト リクロロ酢酸 と酢酸のどちらが強い酸か,100字程度で説明せよ.図や式

を用いてもよいが字数に含めない。

2)ピ ロールが芳香族性を示す理由を,図 を用いて 100字程度で説明せよ.

3)ト ルエンを原料にして,ベンジルアミン(A),2-フ ェエルエチルアミン(B),フ

ェニル酢酸(C),″‐ブロモ安息香酸(D),3,5-ジ ブロモ安慶、香酸(E)を合成する。

化合物 A～Eの段階的な合成経路 と各段階で必要な反応試薬を示せ .

4)化合物 Fをナ トリウムアミドと反応 させた後,1¨ブロモブタンと反応 させる

と,化合物 Gが生成する.化合物 Gを硫酸水銀(lI)触 媒の存在下に希硫酸 と反

応 させると,化合物 Hが生成する。化合物 Gは C3H5の組成式をもち,沸点は

71‐ 72°Cで ,2120 cm‐
1と

3320 cm‐
1付

近に特徴的な赤外吸収を有する.以下の

a)～ c)に 答えよ。

a)化合物 F～ Hの構造式を示せ .

b)化合物 Fか ら化合物 Gが生成する化学反応式を段階的に示せ .

c)化合物 Gか ら化合物 Hが選択的に生成する理由を,化学反応式を用いて

100字程度で説明せよ.

10



C群

[C…3]以下の設間に答えよ .

1)メ タクリル酸メチル(MMA)の 重合について,以下の a),b)に 答えよ.

a)2,2'‐ アゾビスイ ソブチロニ トリル(AIBN)を 開始斉Jと す る トルエン中での

MMAの ラジカル重合について,連鎖移動反応を含むすべての素反応を反

応式で示せ .

b)ポ リ (メ タクリル酸メチル)において,立体規則性の異なる 3連子の名称

(3種類)と それ らの立体配置を示せ .

2)フ ェノール とホルムアルデ ヒドを用いたフェノール樹脂の合成反応について ,

以下の a),b)に答えよ.

a)塩基性条件下,お よび,酸性条件下での合成について,プ レポ リマー (オ

リゴマー)のそれぞれの総称を示 し,それ らの化学構造の違いを 100字程

度で説明せよ・化学構造式,図 を用いてもよいが字数には含めない .

b)塩基性条件下,お よび,酸性条件下で合成 したプレポ リマーを硬化 させる

方法の違いを,必要であれば試薬および条件 とともに説明せよ.

3)以下の a),b)について 50字から 100字で説明せよ。化学構造式,図 を用いて

もよいが字数には含めない .

a)マ クロモノマー とその用途

b)塊状重合 (バルク重合)と その特徴
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Read the following article:

Magneto-chiral dichroism of organic compounds

The natural propensity for chiral biomolecules to exist in only one of two possible

mirror-image forms, called enantiomers, has long remained a mystery to scientists. It has

been suggested that this enantiomeric bias may be related to a property known as

magneto-chiral dichroism (MChD), by which the orientation of an external magnetic
field affects the light absorption of the two enantiomers differently. To date, however,
the idea has remained purely theoretical. Now, researchers from the Urriversity of Tokyo
in Japan have shown experimentally tbr the t'irst time that organic aromatic compounds
can exhibit MChD.

Nature's preference fbr L-amino acids and D-sugars, or homochirality, underpins many
of life's fundamental processes. The idea of MChD was proposed as a possible
explanation for why all of the chemical building blocks required for life as \,ve know it
had a preference for one enantiomer, which might suggest that these building blocks of
life have their origins in the extremely high rnagnetic fields found near cosmological
features such as neutron stars. MChD has previously been measured in a number of
metal compounds, but not in organic compounds, and so the validity of the theory has

remained in doubt.

The research team has now observed MChD in organic compounds known as

porphyrin .T-aggregates, which have electronic properties analogous to those in the metal
compounds previously shown to exhibit MChD. The team synthesized the two
enantiomers of the porphyrin aggregates using L- and D-tartaric acid as chirality-
directing agents. They then evaluated the MChD spectra of the two enantiomers to
determine the difference in light absorbance under parallel and antiparallel applied
magnetic fields.

"With the J-aggregates prepared with L-taftaric acid, we observed a sharp, positive
MChD signal," says one of the researchers. A positive MChD signal indicates that
parallel absorption is more intense than antiparallel absorption. In contrast, the MChD
signal of the J-aggregates prepared using D-tartaric acid occurred at an identical
wavelength but was negative, confirming that the molecules displayed MChD.

The researchers next plan to extend their studies to other biomolecules. "We intend to
measure MChD and MChD-based asymmetric photochemical reactions in several
biomolecules and living organisms," says one of the members of the team.






