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　てこのつりあい

問題1　 図のように重さの無視できる長さ４８cmの棒ABに1個１０ｇのおもりを左
端Aから５個、４個、３個、２個、1個と順に数を1個ずつ 減らして等間隔につり 下げ
ます。その間隔は１２cmとします。そしてAB間のある1点Gに糸をつけて棒とおもり全
体を支えると、棒が水平になったままつり あいました。これにつ いて、次の問いに答え
なさい。(麻布中 改)

(1)　点Gで棒を支えて全体が水平につりあう別のつり下げ方があります。下から選
びなさ い。ただ し、おもりは等間隔につり下げてあります。

ア

イ

   

       

ウ
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エ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 答え　　　　

(2)　点Gでは、何gの力で支えなければならないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　答え　　　　

(3)　つりあいの点Gは、Aから何cmの所にありますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　答え　　　　

    
    　　　　　　　　      

 解 説

(1)　おもり全体を１つの直角三角形と考えると、次の図 のよう に、棒ABを1：2
に分ける点 が、点Gと なります。三角形の重心の 性質です。

　　　　　　

　よって、正しいつり下げ方は、上図左より、エになります。 　　　
答え　エ　　　　　
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(2)　おもり１５個で１５０gの力が、下向きにかかって いるの で、上下方向の力
のつりあいから、150g。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
答え　 150g

　　　　

(3)　てん びんでは、支点はどこにとっても良いの で、左回りのモーメント＝右回
りのモーメ ントよ り、Aを支点にして、AGの長さを1とすると、
150×1＝40×12＋30×24＋20×36＋10×48 　これより、1＝16cm

もちろん、48cmを1：2に分ける点がGだから、48÷(1＋2)×1＝16cm　とやる
方が簡単 です。

答え　16cm

 考察

例えばA点に計算上の支点を決めて、右回りのモーメントの 大きさを比較して同じ
値になるものを見つけてもよいでしょう。計算上のモーメントはどこに持っていっ
ても答えが求まる場合は同じ です。または(2) (3)をやってから、(1)の各図にあて
はめて、１つ１つモーメントのつりあいを計算して解くこともできます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　てん びん～支点が2つ

問題2 図のように、長さ100cmで重さが500gの太さが一様な棒の右はしに200gの
おもりをつるし、 左はしにおもりアをつるします。おもりアは何g以上何g以下で棒が水
平につりあいますか。

答え　　　　　　　　　　
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 解 説

  台の右はしに支点があるときが最もアは軽く、左はしにあるときが最 もアは重い
ことが想像される。
1.  支点が右はしにあるとき・・・図のみどりの力ははたらかないので、それ以外
の力でモーメントのつりあいをとると次のようになる。 青の力は支点にはたらい
て いるので、モーメントを生まない。
アg×50cm＝200g×50cm　より　ア＝200g
2.  支点が左はしにあるとき・・・図の青の力ははたらかないので、 それ以外の力
でモーメントのつりあいをとると次のようになる。
ア×30cm＝500g×20cm＋200g×70cm　より　ア ＝800g

答え　200g以上 800g以 下

 考察

このような図になったときに、できなくなる人が多くなりま す。ばね はかりAが
棒を引く力が0gのときアの重さは最小になり、ばねはかりBが棒を引く力が0gの
ときアの重さは最大になります。つま り上の問題とまったく同じ ように解けばよ
いのです。「支点をどこに とっても答は同じ」というのは確かにそう ですが、こ
の問題のように支点をとる位置 によって棒にかかる力が変化する場合があ りま
す。
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問題3 幅20cmの水平な台・長さ50cmの軽い棒・軽いひもなどを使っ て実験を し
まし た。 図のように，棒の左端Ａに150gのおもりをつけて，右端Ｂにいろいろな重さ
のおもりをつける実験をしました。次の(1)・(2)に答えなさい。

(1) 棒が台の左端Ｃを中心にしてかたむくのは，右端Ｂにつるすおもりが何gよりも軽い
ときですか。
(2)　 棒が台の右端Ｄを中心にしてかたむくのは，右端Ｂにつるすおもりが何gよりも重
いときですか。

　

解説

(1) 　Cが支点となるので、支点までの距離 の比、 20cm：30cm＝2：3の逆 比3：2
が重さの比となる。Bに、150g÷３×２＝100gより軽いおもりのとき、左にかたむく。

答え　 100g

(2) 　Dが支点となるので、支点までの距離 の比、 40cm：10cm＝4：1の逆 比1：4
が重さの比となる。150g×4＝600gより重いとき右にかたむく。

答え　 600g
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　　 　太さの一様でないてこ

問題4　 図1のような長さ100cmで太さが一様でない棒ADがあり、点Aの右20cmの
点をBとし、点Dの左10cmの点をCとします。点 A、B、C、Dには フックがついてい
て、図2のように点Aを床にのせて点Cを上に引っぱって少し持ち上げるとき、0.2kg力
が必要でした。次に図3の ように点Dを床にのせ て点Bを上へ引っぱって少し持ち上げ
るとき、0.15kgの力が必要でした。これについて、次の問いに答えなさい。

(1)　図2で、点Cのかわり
に点Dを持ち上げるには何
kgの力が必要ですか。

　　　　　　　　　　　
　　答え　　　　　

(2)　この棒の重さは何kg
ありますか。

答え　　　　　

(3)　この棒の重心の位置
は、点Aから何cmのとこ
ろにありますか。ただ
し、重心とは、も のの重
さ が1点にはたらくと考
えられる点のことです。

　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　答え　　　　　

(4)　図4のように、点Dを糸で天井からつるし、点Cには0.16kgのおもりをかけま
す。点Bに ばねばかりをつけて、この棒を水平に支えるとき、ばねばかりの目盛り
は何kgを示しますか。

　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　答え 　　　　
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 解 説

(1)　図2でAを支点としたときのモーメントのつりあい は、棒の 重心をGとする
と、

0.2kg×90cm＝棒の重さ×AGの長さ　となるが、 必要な左 回りのモーメントは、
点Cを持ち上げるときも、点Dを持ち上げるときも変わらないので、点Dを□kgで
持ち上げるとすると、

0.2kg×90cm＝□kg×100cm　　　　よって 　□＝ 0.18kg　　　　
答え　0.18kg

(2)　図3 で、同様にして、点Bのかわりに点Aを□kgで持ち上げるとすると、

0.15kg×80cm＝□kg×100cm　　よって　 □＝ 0.12kg

ここで、棒の両端を持ち上げた力の和が棒の重さに等しいので、

0.18kg＋0.12kg＝0.3kg　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　答え　0.3kg

(3)　Aから□cm に重心があるとすると、

0.2kg×90cm＝0.3kg×□cm　　よって、 □＝ 60cm　　　　　　答え　60cm

(4)　Dを支点とすると、0.3kg×(100－60)cm＋0.16kg×10cm＝□kg×80cm

よって、□＝0.17kg　　　　　　　　　答え　 0.17kg

 考察

棒の両端を持ち上げた力の和が棒の重さに等しいについては、数学的な計算が必要
ですが、次のように説明できます。A やDで上に持ち上げる力 をそれぞれ
Akg,Bkg、重心Gにかかる力をGkg,とすると、図3と図2で、それぞれ、
A×100＝G×40 　D×100＝G×60　とな り、等式の左側どうしをたし、右側どう
しをたし、それらは等しいので、＝で結ぶと、

(A＋D)×100＝G×100　　 すなわち、A＋D＝G　が成り立ちます。
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　動的てこ

問題5　
次の文章を読 んで、(ア)～(ク)に適当な数値を入れなさい。割り切れない場合は、
最も簡単な分数で答えなさい。

図１のよう に、半径10cmの丸太の上に、重
さが10kgで長さが 3.6mの均質な板をの
せ、水平につり合わせました。板はどこも同
じ幅で、同じ太さなので、丸太の真上に板の
中心がきています。次に図２のよ うに、板を
水平に保ったまま、丸太と地面や丸太と板の
間がすべらないようにして、丸太を地面に対
して、右に20cmころがします。板と丸 太の
間でも20cmころがるので、板は地面に対し
て右に(　ア)cm動きます。このとき板が水平
になるように板の左端で押さえている人の力
は( イ )kgのおもりをささえるのと同じ大き
さになります。  次に図３のように、体重
50kgの人が図１の板の上に乗って、水平に
バランスを保って、図２と同じように丸太を
地面に対して右に 20cmころがします。(図
４)   図３では、両足は丸太の真上にありま
すが、図４のように、片足が丸太の真上に、
もう一方の足が丸太の左側にくるようにし
て、少しずつ 板を 右に動かしていきます。
丸太と地面や丸太と板の間はすべることがな
いものとします。   図４のとき、人が40cm
足を開いているとすると、力のはたらき方は
図５のように、丸太の上の支点から20cm右
に板の重さ10kg がか かり、支点のところに
丸太の真上に置いている足から( ウ )kgの重
さがかかり、支点から40cm左にもう一方の
足から( エ )kgの重さの力がかかることにな
ります。  このようにして、片足を丸太の真
上に置きながら、丸太を右にころがして、板
を水平につり合わせたまま右に動かしていくと、図６のよ う に、板は地面に対し
て最大( オ )cmまで動かすことができます。このとき人は( カ  )cm足を開いてい
て、丸太の真上の足には力がかかっていない状態になっています。  図６から、板
をさらに地面に対して右に20cm動かすためには、最低( キ )kgの荷物を持たせれ
ばできることになります。このとき、人は( ク )cm足を開いています。

  

9



 解説

(ア)　２０cm×２＝４０cm

(イ)　板は地面に対して４０cm動くので、180－４０＝140cm 。よって丸太の左
側の板の長さは140＋20＝160cmとなるので、丸太から板の重心までの長さは
180－160＝20cmとなる。 160：20＝８：１より、板の左端を押さえる力は
１０kg÷８×1＝1.25kgとなる。

(ウ)　図５において、支点までの距離の比２：１より、 10kg÷２＝５kgの 力が
(エ)にかかるので、(ウ)には、５０kg－５kg＝４５kgの重さの力がかかる。

(エ)　５kg

(オ)　上図のように、片足に50kgの重さがすべてかかるときが、板を最 も右 に動
かせる。図３のとき板の重心が丸太の真上にあったのでこの位置に比べて上図では
板は丸太に対して、180cm÷ (1＋5)×５＝150cm右に動いているが、同時に丸太
は地面に対しても150cm右に動いているので、板は地面に対して
150cm×2＝300cm動 い ていることになる。
(カ)　このとき人は①＝30cm足 を開いている。
(キ)　板をさらに地面に対して20cm動かすためには、板を丸太に対して さら に
10cm右に動かせばよいので、150＋10＝160cmが重心から丸太までの長さとな
る。１８０－160＝２０cmが丸太から左端ま での長さである。
２０：１６０＝１：８ より、重心10kgに対して、左端には80kgの重さがかかる
ことになる。よって、80－５０＝３０kgの荷物をもてばよい。
(ク)　丸太の真上から板の左端までの幅で足を開いているので、２０cmである。

　考察

丸太の上で板をころがすと、地面に対して板の動いた距離の半分しか丸太はこ ろ
が りません。逆に丸太を地面の上で転がした距離の２倍も板は地面に対して動き
ます。丸太の上部で板を前に押し出し、同時に丸太の下部で地面 を後ろに蹴って
いるからです。板に車が固定されている場合は、車の下部で地面を後ろに蹴るだけ
なので、車のころがった距離＝板の進ん だ距 離です。
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 てんびんばかり

問題6  図のような、はかりがあります。分銅Aを支点から3cm、分銅Bを支点
から6cmのとこ ろにかけたとき、うでは水平になります。その状態からAを15cm
右に動かすことで、100gまで、Bを12cm動かすことで200gまでの重さをはかれ
るようになっています。これについて、次 の問いに答えなさい。　 (東大寺学園)

(1)　このはかりでは、最高何gまではかれますか。

答え 　　　　　　　　

　　 (2)　皿にある物体をのせ、分銅Aを支点から９cm、分銅Bを支点から１２cmのところに かけ
たと き、つりあいました。この物体の重さは何gですか。

答え 　　　　　　　　

(3)　皿の重さが２００gとすると、分銅Bの重さが １００gあります。分銅Aの重
さは何g ですか。

答え 　　　　　　　　

(4)　次の文のうち正しいのはどれですか。その記号をすべて答えなさい。

ア　分銅Bを支点から１２cmのところにかけ、分銅Aをはずすと、うでは水平にな
る。
イ　分銅Aを支点から１８cmのところにかけ、分銅Bをはずすと、うでは右にかた
むく。
ウ　分銅Aをはずし、分銅Bを支点から３cmのところにかけると、うでは左にかた
むく。
エ　皿をはずし、分銅Aだけを支点から３cmのところにかけると、うではみぎに
かたむく。
オ　皿も分銅A,Bもともにはずすと、うでは水平になる。

答え 　　　　　　　　
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 解 説

(1)　分銅Aと分銅Bをともに最右端に動かすことで、重 たいもの をはかれるの
で、１００g＋２００g＝３００gまではかれる。　　　　

　答え　３００g

(2)　支点の両側でモーメントのつりあいをとってもうまくゆきません。なぜな
ら、皿やうで の重さが あり、図のAとBの分銅の位置でつりあっているからです。
ここから　モー メントの変化量＝分銅の重さ×分銅の移動距離を使って、比例計算
で、物体の重さを計算します。分銅Aは、１５cm の移動で１００g の重さを はか
れるので、 ９cm－３cm＝６cm の移動で は、１００g÷１５cm×６cm＝４０g
の重さを はかれる。分銅Bは、１２cm の移動で２００g の重さを はかれるの
で、１２cm－６cm＝６cm の移動で は、２００g÷１２cm ×６cm＝１００gの
重さを はかれる。よって、両方で４０g＋１００g＝１４０g　の重さをはかれ
る。　　　　　

答え　 １４０g

(3)　よくやるまちがいは、100g×６cm＋□×３cm＝２００g×６cm　　
□＝２００g　で す。これでは、うでの重さが入っていません。やはりモーメント
の変化量だけに目をつけると、図の状態を初期値と考えて、そこから例えばAを
１５cm右に動 かすと、分銅Aの重さを□gと すると、 □g×１５cm　のモーメン
トの変化量が生ずる。これとつりあうために皿に１００gの物体をのせていると考
える。つまり、右回りのモーメントの変化量＝左回りのモーメントの変化量という
関係から、□g×１５cm＝１００g×６cm　がいえる。よって、□＝40ｇ　　
答え　40ｇ

(4)　ウでは、分銅Aをはずすことで、４０g×３cm＝１２０g　の左回りのモーメ
ントが 発生し、 分銅Bを図の位置から３cm左に動かすことにより、
１００g×３cm＝３００gの左回りのモーメントが発生する。よって、うでは 左に
かたむく。エでは、分銅Bをはずすことで１００g×６cm＝６００gの左回りのモー
メントが発生し、皿 をはずす ことで、２００g×６cm＝１２００gの右回りのモー
メントが発生する。よって、うでは右にかたむく。　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　 　　　　　　
答え　ウ、エ

 考察

(３）ではうでの重さを求めようとしても、分銅Aの重さも 分かって いないので、
求まりません。また、うでの重心が真ん中にあるかどうかもわかりません。モーメ
ントの変化量の考え方をしっかり理解 して下さい。
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問題7 図１は，さおばかりです。ぼうの端の受け皿にはかりたいものをのせ て，その 重さ
をは かります。ただし，ぼうの重さはぼうの中央にすべてかかっており，受け皿とぼうは図
１のようにつりあっているとします。次の問いに答 えなさい。
ア.　ねん土のかたまりを受け皿におき，50gのおもりをぼうの右端から13cmの位置にしたと
ころ，図２のようにつりあい ました。 ねん土のかたまりの重 さは何gですか。
イ.　受け皿をはずして，１と同じねん土のかたまりを重さの無視できる糸で左端につるした
ところ，50gのおもりはぼうの右 端から 15cmのところで図３ のようにつりあいました。ぼ
うの重さは何gですか。
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解説

ア.　右回りのモーメントが、 50g×(25－13)cm＝600だから、 600÷ ５cm＝120gがねん
どの重さである。

答え　 120g

イ.　やはりモーメントの変化量で考える。右 回りは、 50g×(15－13)cm＝ 100変化してい
る。
よって、100÷5cm＝20gが皿の重さと なり、図1にもどる。棒の重心 は、
30cm÷２＝15cm(右から)にあり、支点を中心に力点までの距離の比をとると、5cm：
(25－15)cm＝1：2　となる。 この逆比2：1が、皿 と棒の重さの比となるので、棒は、
20g÷２＝10g　となる。

答 え　 10g
　　　　　　　　　　　

 ばねの強さ
[重要事項]

　

・　並 列つなぎ のバネには、おもり
の重 さは分散してかかり、直列つな
ぎのバネにはそのままかかります。1
図のように、10gで 1cmのびるばね
が 2本あります。2図のように、この
２本のばねを並列につなぐと、それぞ
れのバネに10gずつ重さがかかるの
で、このばね は１cmのびます。3図
のように、 この２本のばねを直列に
つなぐ と、１０gの力が両方のばねに
かかるので、１cm＋１cm＝２cm　
となり、このバネは ２cmのびます。
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問題8 ばねにおもりをつるすと、長さが変わります。図１はAとBのばねに つ いて、
つ るしたおもりの重さと、そのときのばねの長さを調べた結果をグラフにしたもので
す。次の問いに答えなさい。ただし、ばねと棒の重さは無視できるものと し ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(1)　Aのばねに３０gのおもりをつるすと、何cmのびますか。

答え 　　　　　　　　

(2)　図２のように、天井にAとBの２ つのばねをつるし、おもりをつ るした棒 で
つないだら、ばねは２つ とも６０cmの長さになり
ました。つるしたおもりの重さは何gですか。　

答え 　　　　　　　　

(3)　図３のように、天井にAとBの２つのばねをつ
る し、おもりをつるしたら、AとBのばねの長さを
合わせた長さが１１０cmになりました。Aのばね
の長さは何cmですか。またつる したおもりの重さ
は何gで すか。

答え 　　　　　　　　
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解説

(1)　グラフから読み取ると、自然の長さ50cmから30cmのび ていることが分か
る。

答え 　 ３０cm

(2) 　まずBのばねをAと同じ５０cmまでのばす必要がある。そのためには、 グラ
フより１０gが必要である。そのあとさらに　６０cm－５０cm＝１０cm　のば
すと考える。ばねAはグラフより 10gが必要で、ばねBはグラフより 5g必要であ
る。10g＋5g＝15gのうち10gはばねAに、5gはばねBにかかることになる。よっ
て、 10g＋15g＝25g

答え 　２５g

(3) 　グラフより、おもりの重さが10gのとき、ばねAは60cmのび、ばね Bは
50cmのびて、60cm＋50cm＝110cmの長さとなるはずである。
答え 　ばねA ６０cm、おもりの重さ10g

  

 別解

(1) 　ばね AとBの自然長と、強さを表にまとめると、次のようになる。ばねの 強
さとは、１gあたりののびが、Bの場 合、２０cm÷１０g＝ ２cm/g　となるのに
対して、のび １cmあたりの、つるすおもり の重さが１０g÷２０cm＝0.5g/cm　
となることをいいます。

　　　　自然長 　　強さ
　　　　　A 　　　　５０cm 10g÷10cm＝1g/cm
　　　　　B 　　　　３０cm 10g÷20cm＝0.5g/cm

グ ラフより、 おもりの重さが２倍、３倍、・・・になると、ばねののびの長さも
２倍、３倍、・・・になっているので、ウが正解。

答え　ウ

(2)　グラフから読み取るか、ま たは計算で は、ばねの強さを使って、
３０g÷１g/cm＝３０cm

答 え　 ３０cm
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(3)　まずBのばねをAと同じ ５０cmまでの ばす必要がある。そのためには、
２０cm×0.5g/cm＝１０g　が必要であ る。そのあとさらに　
６０cm－５０cm＝１０cm 　のばすと考える。その場合ばねAとばねBを１つの
合成ばねととらえると、わかりやすい。並列つなぎだから、ばねの強さはたしあ
わされ、

１g/cm＋0.5g/cm＝１.５g/cm　 　となる。

よって、1.5g/cm×１０cm＝１５g　が さらに必要となる。以上より、
１０g＋１５g＝２５g　の重さをつるせばよい。

答 え　 ２５g

(4) 　ばねAとばねBの強さの比は　１g/cm：0.5g/cm＝２：１　だから、そのの
びの比は、逆比の１：２となる。自然長の和 は　５０cm＋３０cm＝ ８０cm　
だから　１１０cm－８０cm＝３０cm　がのびの合計になる。よってAのばね
は、３０cm÷３×１＝１０cm　のび る。このとき、５０cm＋ １０cm＝６０cm
の長さになる。

答 え　 ６０cm

(5)　ばねAとばねBを１つの合成ばねと考え ると、直列つなぎだから、ばねの強
さは次のように求める。

１g/cm×0.5g/cm÷(1g/cm＋0.5g/cm)＝１/３g/cm

よって、１/３g/cm×３０cm＝１０g

答え　 １０g

　　　　　　 　　　　　　 　　　　

 考察

ばねの直列つ なぎでは、ばねの強さは　a×b÷(a＋b) g/cm、ばねの並列つなぎで
は、ばねの強さは　a＋b g/cm　となります。ばねの長さが異なるときは、一方の
ばねをのばしたり、ちぢめたりして、まず長さをそろえましょう。あとは合成 ば
ねと考えれば、簡単 です。
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 ばね の合成

問題9 は じめの長さが６０cmの一様なつるまきばねにおもりをつるし、おも
りの重さとばねののびの関係をしらべたところ、図１のようにな りました。この
ばねをさま ざまに使ったつぎの問いに答えなさい。ただし、ばね自身の重さやば
ねをつなぐ棒の重さ、つなぎ手の長さなどは考えないものとしま す。これについ
て、つぎの 問いに答えなさい。　

　 ( 麻布中)

　　

(1)　ばね２本をつないで、はじめの長さを１２０cmにしたものを１２cm(全体の
１０分 の1)だ けのばすには、下の端に何gのおもりをつるしますか。

答え　　　　　　　

(2)　ばねを半分に切って、はじめの長さを３０cmにしたものを３cm(全体の１０
分の 1)だけの ばすには、下の端に何gのおもりをつるしますか。

答え　　　　　　　

(3)　ばねを半分に切って、はじめの長さを３０cmにしたものを図２のように３本
平行につ ないで ３cmだけのばすには、下の端に何gのおもりをつるしますか。

答え　　　　　　　
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(4)　ばねを半分に切って、はじめの長さを３０cmにしたものを図３のように４本
つない で、下の端 に２４０gのおもりをつるすと、３本平行にしたAの部分と1本
だけのBの部分ののびは、それぞれ何cmですか。

答え　　　　　　　

(5)　図３において、Aの部分とBの部分とを合わせたはじめの長さを６０cmにし
たものを 全体で ６cmだけのばすには、下の端に何gつるしますか。

答え　　　　　　　

(6) 　図４のように、ばねを半分に切って、はじめの長さを３０cmにしたもの
に、長さ３０cmの糸をつけ、これと平行にはじめの長さ ６０cmのばねをつるし
て、長さ３０cmの棒CDで水平に糸とつなぎます。棒CDを水平のまま３cmだけ下
げるには、おもりを糸のついた端Cから何cm の所に何gのおもりをつる します
か。ただし、この糸はじょうぶでのびないものとします。

答え　　　　　　　

(7) 　図５のように、ばねを半分に切って、はじめの長さを３０cmにしたもの
に、長さ３０cmの糸をつけたものをもう１本つくり、は じめの長さが６０cmの
ば ねと平行に３０cmずつはなして、長さ６０cmの棒EFでつなぎます。棒EFを水
平のまま３cmだけ下げるには、糸のついた棒の 端Eから何cmの所に何g のおもり
をつるしますか。

答え　　　　　　　

 解 説

(1)　グラフより、この６０cmのばねは、その１０分の１の６cmのばすのに、
２４０gつ るしてい る。このばねを直列に２本つないで、１２０cmにしても、や
はりその１０分の１の１２cmのばすのに２４０g必要である。

答え　240g

(2)　同様にして、３０cmの１０分の１の３cmのばすのに２４０g必要である。

答え　240g
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(3)　３本それぞれのばねに２４０gずつかかるので、２４０g×３＝７２０g

答え　７２０g

(4) 　Aの部分とBの部分は直列つなぎだから、どちらにも２４０gの力がかかる。
Aの部分の３本のばねは並列つなぎだから、それぞれ のばねには、２４０g÷３
＝８０gの力がかかる。前問(2)より、２４０gで３cmのびているので、８０gでは
３cm÷３＝１cmのびる。Bの部分のばね は３cmのびる。　 　　　　　　　

　答え　A1cm 　 B3cm

        　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　
(5)　図３のばねを、１つの合成ばねと見ると、このばねは　前問(4)より、
２４０gのお もりをつ るすと、
１cm＋３cm＝４cm　のびる。ばねののびと、つるしたおもりの重さは比例する
ので、

２４０g� → �４cm
(３６０g)�→�６cm　　　　という関係にな る。

答え　３６０g

(6) 　CもDも３cm下がるのだから、前問(2)より、Cには２４０gの力がかかり、
Dにはグラフより１２０gの力がかかる。よっ て、２４０g＋１２０g＝ ３６０gの
おもりをつるせばよい。また、棒が水平につりあっているので、つるす位置は、か
かる力の比　 ２４０g：１２０g＝２：１の逆比の　１：２とな る。
３０cm÷３×１＝１０cm

答え　C から１０cm　、３６０g

　　　　　　　　　
(7)　同様にして、それぞれのばねに、左から順に、２４０g、２４０g、１２０g
かかっているので、 ２４０g＋２４０g＋１２０g＝６００g　のおもり をつるせ
ばよい。
また、Eを支点と考えると、モーメントのつりあいより、
２４０g×３０cm＋１２０g×６０cm＝６００g×( 24cm )　という関係になる。

答え　24cm　、６００g

 考察

直列つなぎでは、つるした重さがそのままそれぞれのばねにかかります。並列つな
ぎでは、つる した重さ はそれぞれのばねに分散してかかります。合 成されたばね
において も、ばねにかかる力とばねののびは比例します。
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 物体の運動とばね　　　　　　　

問題10 立方体の積み木に糸をつけたものを水平な台の上において，図１のよ
うに糸を かっ車に 通してバネばかりにつなぎます。バネばかりを引く力を少しず
つ大きくしていくと，止まっていた積み木は，バネばかりの読みが40gを こえた
とき右へ動き出 しました。（左へ引いたときも同じです）

　　　　　
　　　　　　　　　　　　

［Ａ］図２のように，積み木の左側にも糸 をつけ，糸をかっ車に通して 100gの
おも りをつるします。バネばかりを適当な大きさの力で引いているときは，積み
木は止まったままでした。

　　　　　　　
問１　 引く力を少しずつ大きくしていくと積み木は動き出します。動き出すのは
バネばかりの読みが何gをこえたときですか。

答え 　　　　　　　　　

問２　 引く力を少しずつ小さくしていっても積み木は動き出します。動き出すの
はバネばかりの読みが何g未満になったときですか。

答え 　　　　　　　　
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［Ｂ］図３のように，積み木の上におもりを のせて，バネばかりを引く力を少し
ずつ 大 きくしていき，バネばかりの読みが何gをこえると積み木が動き出すかを
調べました。おもりの重さをいろいろ変えてみたときの結果をグラフ に示しま
す。
問３　 図４のように50gのおもりをつるします。積み木が動き出さないようにす
るためには，積み木の上に何g以上のおもりをのせておけばよいで すか。

答え 　　　　　　　　

問４ 図５のように，問３で答えた値のおもりをのせたままバネばかりを引く力を
少しずつ大きくしていくとき，積み木が動き出すのはバネばか りの読みが何gをこ
え たときですか。

答え 　　　　　　　　

解 説
問１　 積み木を動かすための40gとおもりを引き上げるための100gが必要だか
ら、40g＋100g＝140g で引いたとき動く。

答え 　140g

問２　おもりは100gで積み木を左に引 いているので、 100g－40g＝60gで バネ
ばかりを引くとつりあうことになる。60g未満では積み木は左へ動く。

答え 　60g

問３　50gを引く力と考える。下の図の ように、みどりのピラミッドより、
40g：10g＝100g：□g、よって□g＝25g　となる。
80g：50g＝100g：□g　はまちがいです。「のせたおもりの重さ」と「引く
力」は比例しないからです。

答え 　25g

問４　図3の状態で50gをこえる力で引 く必要があり、さらに図５の状態で は
50g のおもりをで引くので、50g＋50g＝100gをこえる力で引くと動き出す。

答え 　100g
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かっ車と輪じく

[重要事項]　

・　1 本の ひもでつ ながっている場合、 1 本のひもにかかる力は等しいので、お
もりの重さ を動かっ車にかかるひもの数で割ればひもを引く力になる。

・　動かっ車ごとに別のひもが
使われ てい る場合

それぞれの動かっ車にかかるひ
もの左 右に 同じ力が かかるの
で、おもりの重さ(かっ車の重さ
を考えるときは＋かっ車の重さ)
を順に２で割ってゆけばよい。
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問題11 次の問いに答えなさい。
(1)　下の１図でかっ車につるしてある200gのおもりを10cm引き上げるに は、何
g以上の力で何cmひもを引かなければなりませんか。　　　

答え　　　　　　　

　　

(2) 　下の2図で かっ車につるしてある200gのおもりを10cm引き上げるには、何
g以上 の力で何cmひもを 引かなければなりませんか。　

答え　　　　　　　

　

24



解説

(1)　動かっ車にかかるひもの本数が、どちらも４本だから、 200g÷４＝50gの力
で引 けばよい。また、力 が４分の１だから、ひもは４倍の、10cm×４＝40cm引
かなければならない。

答え 　50g、40cm

(2) 　動かっ車３ 個を順につないでいるので、200g÷２÷２÷２＝25gの力で引け
ばよ い。また、力が８分の １だから、ひもは８倍の、10cm×８＝80cm引かなけ
ればならない。

答え 　25g、80cm

問 題12 力のはたらきについて実験を行いました。すべての装置でかっ 車，
輪じく，棒，板，糸 の重さは考えなくてよろしい。かっ車，輪じくはなめらかに
回転できるようにしてあります。

(1)　図１の装置で，輪じくの半径の比 は１：３です。おもりＡが15g で，おもり
と輪じく，かっ車のすべてが止まっているとき，おもりＢは何gですか。
(2)　おもりAを6cm引き上げるには、おもりBを何cm引き下げればよいですか。
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解説

(1)　「じくにかかる力×じくの半径＝輪の力× 輪の半径」だから、
15g×1＝□g×3　より、□g＝15g÷３＝5g

答え 　5g

(2)　「じくの動くきょり：輪の動く きょり＝じくの半径：輪 の半径」だから、
6cm：□cm＝1：3 　より、6cm×３＝ 18cm　引き下げることになる。

答え 　 18cm

 
   
       

 さかさま動かっ車

問題13 図のように、おもりA,B,C、かっ車P、Qと上ざ らはかりを配置したところ、はかりの
針は400ｇをさしていました。次の問題に答えなさい。ただし、糸の重さは考えないことにしま
す。

(奈良学 園)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　

(1)　おもりA,Bの重 さに ついて、正しいの はど れですか。

ア.　Aの重さは、Bより４００g重い。
イ.　Bの重さは、Aより４００g重い。
ウ.　Aの重さは、Bの２倍である。

答え 　　　　　　　　

(2)　おもりCの重さについて正しい のは どれです か。
ア.　Aの重さに、４００gとかっ車Qの重さを加えたものに等し
い。
イ.　Aの重さの２倍にかっ車Qの重さを加えたものに等しい。
ウ.　Bの重さの２倍にかっ車Qの重さを加えたものに等しい。

答え 　　　　　　　　
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(3)　Bの重さを６００g、かっ車Q の重 さを ５０gとすると、Cの重さは何gですか。
[式と考え方]

答え 　　　　　　　　

(4)　図の状態から、Cを引っぱって １０cm下げ ました。Aは何cm上がりましたか。
[式と考え方]

　答え 　　　　　　　　

(5)　図の状態から、Cを引っぱっ て、 ２０cm下 げ、次にAを引っぱって図の位置より
１０cm下まで下げました。Bは図より何cm上がりましたか。
[式と考え方]

答え 　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　

 解 説

(1) 　 Bが糸を 引っぱる力は、Bの重さから、上ざらはかりがBをおし上げる力を引いた
ものに等しい。これとAが糸を引っぱる力ががつりあっているのだか ら、Aの方が、B
より４００g軽い。これに合う答えはイ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え　イ

(2)　かっ 車QにはAの重さに等しい力が、２本の糸にかかっている。よって、Aの重さ
の２倍の力とかっ車Qの重さを合わせた力が、かっ車Pの左の糸 にかかっている。これ
とおもりCの重さがつりあっているので、イがただしい。

答 え　イ

(3)　Aの重さは、Bの重さより ４００g 軽いの で、６００g－４００g＝２００g　とな
る。　し たがって、 ２００gの２倍にかっ車Qの５０gを加えて、
２００×２＋５０＝４５０g　となる。　　　　

答え　４５０g

(4) 　それ ぞれの糸 にかかる力の関係は変わらない。したがって、Bは動かずに、Aが
上に上がることになる。
Qは動かっ車だから、Cを１０cm下げるのに、A は２倍の２０cm 上がることになる。

答え　２０cm
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(5) 　Cを２０cm下げることで、Aは２倍の４０cm上がる。このときもつりあいの状態
は保たれたままである。つぎにAを引っぱった瞬間 につ りあいはくずれ、 Bは上ざらは
かりから離れる。Aをもとの位置より１０cm下げるには、その前に４０cm上がってい
るので、４０cm＋１０cm＝５０cm 下げる必要があ る。このとき、同じ糸でつながっ
ているBは５０cm上がることになる。　　　　　

　　答え　５０cm

 考察

動 かっ車Qがさかさまになっているので、混乱しないようにしましょう。C
を上げようが下げようが、はかりの針は４００gをさしたままです。 Qにつな
がる糸が かっ車のまん中にかかっているため、A、Bのつりあいをこわさな
いからです。一方Aを引っぱったとたん、A,BのつりあいはこわれてBが はか
りからはなれ て、上に上がります。
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 浮力
　　　 [重要事項]　

・ 　水の中の物体は、そのおしのけた水の 重さと同 じ浮力を受ける。
　　水１ ＝１gである。
・　浮力は反作用を生み、水の重さは浮力の分だけ 重くなる。

問題14 　次の文を読んで，問いに答えなさい。
下の図のように，めもりのついた容器に300gの水を入れ，その中に50gの氷を入
れた。

氷 や水については 次のことがわかっている。
・　氷を水に浮かべると，その体積の９％が水面上に出る。
・（水面下の氷の体積）＝（氷全体と同じ重さの水の体積）である。
・　水１ の重さはほぼ１gである。

問１　50gの氷を入れたと き，容器の中の水面は何 のめもりのとこ
ろにきていま すか。

問２　 50gの氷の体積は何 ですか。小数点以下第１位を 四捨五入して答
えなさい。
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解説

問１　水300gは300 で、氷によって50 の水 がおしのけられたので、300
＋50 ＝350 のめ もりにきている。

答え 　350

問２　９％が水面上に出るので、91％は 水面下にある。50 が0.91にあたるの
で、50 ÷0.91＝約55 　

答え 　55

　　　　　　　

問題15 　図のように，実験用てこの左側にある点４に高さ10cmの円柱形木
片を糸で つるして 水につけ，てこの右側の点には40gのおもりをつるして，てこ
が水平になるようにつりあわせます。このおもりを右側の点 １，２，３，４につ
るしたときの水 面からつき出ている木片の長さを測って，グラフにしてみまし
た。次の問いに答えなさい。

問1 おもりをつるす点を５にすると，水面からつき出ている木片の長さはいくらに
なりますか。

答え　　 　　　　　

問２ おもりをつるす点を３にすると，糸が木片を引く力の大きさはいくらになり
ますか。

答え　　 　　　　　

　　　　　　　　
問３ この円柱形木片だけを水面に垂直にうかべると，水中にしずむ木片の長さは
いくらになりますか。

答え　　　　 　　　
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問４ この円柱形木片の重さはいくらですか。

答え　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
問５ おもりをつるす点を２にすると，水が木片をおし上げる力の大きさはいくら
になりますか。

答え　　 　　　　　

ものが水につかっているとき，水がものを おし上げる力の大きさは，水につ かっ
てい る部分の体積と同じ体積の水の重さと同じであることがわかっています。

問６ この円柱形木片の底面積はいくらですか。　

答 え　　　　　　　

問７ この円柱形木片の重さは同じ体積の水の重さの何倍ですか。

答え　　　　 　　　

解説

問1 　グラフより、5cm

答え 　5cm

問２　上図左より、木片が糸をひく力は モーメントのつりあいより、
40g×3÷４＝ 30g、よって、作用反作用の考え方から糸が木片をひく力も30gと
なる。

答え 　30g

問３　グラフより、おもり０のとき、 2.5cmが水面の上に出ているので、
10cm－2.5cm＝7.5cm

答え 　7.5cm

　　　　　　　　　　　　　　

問４　前問より、7.5cm分の円柱と同じ体 積の水の重さ＝円柱の重さ　 となる。
４の点におもりをつるしたとき、 4.5cmが水面上にでているので、
10cm－4.5cm＝5.5cm 分が水にしずんでいる。このとき木片が糸をひく力は40g
で、左右がつりあっている。7.5cm分しずんでいるとき浮力＝木片の重さでつり
あっているので木片が糸をひく力は0gである。つまり2cm分の円柱と 同じ体積の
水の重さが40gとなる。よって7.5cm分の円柱と同じ体積の水の重さは、
40g×7.5/2＝150gであり、これが円柱の重さに 等しい。

答え 　150g
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問５ 　グラフより、3.5cm分水面上に出ているので、10cm－3.5cm＝6.5cm分
の浮力を受けている。

２cm 分の 浮 力・・・・40g
6.5cm 分の浮力・・・・ □　　比例計算をして、 40g×6.5/2＝130gの浮力を受けて
いる。

答え 　 130g

問６　２cm分で40gの浮力を受けてい るので、２cm分の体積が40 であること
が分かる。

40 ÷２cm＝20 　が 底面積となる。

答え 　20

問７ 　7.5cm分の水が10cm分の木片と同じ重さだから、体積比7.5：10の逆比
10：7.5が重さの比となる。

7.5÷10＝0.75倍となる。

答え 　0.75倍

 考察

糸が木片を引く力とは、木片が糸を引く力と同じです。
浮力＝水面下の物体と同じ体積の水の重さ　 です。したがって、水に つかってい
る物体をばねばかりなどで重さを測ると、物体の実際の重 さ－浮力　になりま
す。
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問題16 
図１のよう な、太さのことなる円筒容器が底面でつながった容器(U字管)に水を入
れ、水平な床の上に置くと水の表面は底面から同じ高さになります。 この原理を
使って、次の問いに答えなさい。ただし、水1㎤の重さは１gとします。

(1)　図１のように、断面積10㎤と20㎤のU字管に水を入れたものがあります。こ
の左の管に図２のように、断面積10㎠、厚さ 2cmの円筒ピストン(斜線部分)を
ぴったりはめこんだところ、左右の水位の差が10cmになりました。このピストン
の重さはいくら です か。ただし、ピストンはなめらかに動き、水はもれてこない
ものとします。
(ヒント)　ピストンを水に置きかえて考えなさい。

(2)　図２の状態から、図３のように、右の管に断面積20㎠、厚さ4cmの円筒ピス
トン(斜線部分)をぴったりはめこんだとこ ろ、左 右の水位が同じになりました。
右のピストンの重さはいくらですか。また、左の管のピストン1㎤の重さと、右の
管のピストン1㎤の重さとの 比を、簡単な整数比で答えなさい。

(3)　図３の状態から、図４　のように、左右の管のピストンの上に重さ240gのお
もりをそれぞれ 乗せると、左の管の水位は図３の位置より下が り、右の管の水位
は上がります。左右の管の水位の差aは何cmですか。また、左の管の水位が図３の
水位より下がるきょりbは何cmです か。
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 解説

(1)　右の図のよう に、ピ ストンを水(青い部分)
に置きかえて考えられるので,
10㎠×10cm＝100㎤の体積の水の重さは、
100gとなり、これがピストンの重さと等しい。

答え100g

(2)　 右の図のように、ピストンを水(青い部分)
に置きかえると、水面は左右同じになるので、右
の管のピストンは20㎠×10cm＝200㎤の体積の
水と同じ重 さになる。よって、200g
がピストンの重さである。

答え　200g

(3)　240gのおもりは左の管 で、240㎤÷10
㎠＝24cm分の水 と同じで、右の管では、240
㎤÷20㎠＝12cm分 の水と同じな ので、(2)のピ
ストンの10cm分と合わせて、
10cm＋24cm=34cm 、10cm＋12cm＝22cm
の水 にそれぞれおきかえられる。右の図のよう
に水面の高さ(計算上の高さ)は等しいので、実際
の水面の高さの差
a＝３４cm－２２cm＝1２cmとなる。
また、このとき、この１２cm分の水は管の断面
積の比１：2の逆比で2：1の高さで移動したと考
えられるので、12cm÷ (１＋2)×2＝8cm左で下がり、4cm右で上がったと考えら
れる。よってb＝8cm

答え　a＝１２cm、b＝８cm
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　考察

(3)のbですが、左の管から右の管へ移動した水が10㎠×８cm＝80㎤で、このとき
右の管では水面が80㎤÷20㎠＝４cm上昇した ことになります。結果、水面の差
12cmを断面積の逆比2：1に分ければよいことになります。

����������
�����������

　　　　　　
　　　　
　　　
　　　　
　　　　
　　　
　　　
　　　　　　
　　　
　　
　　　　　　　　　　

�物 体の運 動

ふりこ

　　

[重要事項]

・　ふ りこでは、周期(１往復にかかる時 間)は糸 の長さだけで決まり、おもりの
重さやふれはばには関係しない。

・　こ のように周期一定のときは、ふりこ の平均の 速さはふれはばに比例するこ
とになる。　

・　ふ りこの糸の長さは、周期の２乗に比 例する。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

35



問題17 　図１のように，糸におもりをつるし左右に小さいふれはばでふら せ
るふり子に ついて， 下の問いに答えなさい。

問１ 糸の長さ，おもりの重さ，ふれはばの３つとも変えずに，ふり子が10往復す
る時間（単位［秒］）を５回はかったところ，表１のように なりました。全体を
平 均すると，振り子が一往復する時間はいくらですか。小数第２位まで求めなさ
い。答え　　　　　　　

問２ 次の(1)～(2)の場合に，ふり子が一往復する時間はどのようになりますか。下
のア～ウの中から，最も適当なものをそれぞれ１つ選 び，記号で答えなさ い。

(1)　 糸の長さとふれはばを変えずに，おもりの重さを大きくする。　答え　　
(2)　糸の長さとおもりの重さを変えずに，ふれはばを大きくする。　答え　　
　（ア）長くなる　　（イ）短くなる　　（ウ）変化しない

問３ 次の(1)～(2)の場合に，ふり子のおもりの速さ（一往復の平均の速さ）はどの
ようになりますか。下のア～ウの中から，最も適当な ものをそれぞれ１つ選 び，
記号で答えなさい。
(1)　 糸の長さとふれはばを変えずに，おもりの重さを大きくする。答え　　
(2)　 糸の長さとおもりの重さを変えずに，ふれはばを大きくする。答え　　
　　（ア）速くなる　　（イ） 遅くなる　　（ウ） 変化しない　　　 　　　　

おもりの重さとふれはばを変えずに，糸の 長さを0.25mから，0.5m，
0.75m，…と変えていくと，ふり子が一往復する時間（単位［秒］）は表２のよう
になりました。

問４　 一往復する時間が２倍，３倍になるとき，糸の長さはそれぞれ何倍になっ
ていますか。

答え　　 　　

問５　 問４の規則がいつも成り立っているとすると，一往復する時間が４秒のと
き，糸の長さはいくらですか。答え　　　　　　　
問６　 問４の規則がいつも成り立っているとすると，糸の長さが0.75mのときの
一往復する時間は下のア，イのどちらかになります。どちら か適当なものを選び，
記号で答えなさい。
ア 1.7秒より小さくなる　　イ1.7秒より大きくなる　答え　　　　　　　
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解説

問１　(14.1＋14.2＋14.3＋14.3＋14.2)÷10÷5＝ 約1.42秒　　　　　　　　　　　
　　　

答え 　 1.42秒

問２　ふり子の周期(１往復にかかる時 間)は、おもりの重さやふれはばを変 えて
も変 化しない。

答え 　(1)ウ、(2)ウ

問３ 　(1)では、周期とふれはばが変わらないので、速さも変わらない。

　　　(2)　では、ふれはばを大きく周 期は変わらないので、速さは速くな る。

　答え　(1)ウ、(2)ア

　　

問４ 　２×２＝４倍、３×３＝９倍というふうに、変化している。　　

答え 　４倍、９倍

問５　長さ１mのとき２秒だから、周期が ２倍の４秒のときは 、２×２＝４倍の
４mの長さになる。

答え 　４m

問6　表２で、時間が1秒のときと1.7 秒のときをくらべる。時間が1.7 倍だか
ら、1.7×1.7＝2.89倍の長さになっているはずであるが、
0.25m×2.89＝0.7225m　と0.75mよりも短く なっている。つまり 1.7秒より大
きくなる。

答え 　1.7秒より大きい
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問題18 　つるつる、 ざらざらの２種類の 板を
用意して、図のように２つの斜面と水平な床を作
り、その上で物体の運動を調べました。斜面の傾き
は右を左も同じです。物体を右の斜面 の高さ90cm
の所において、そっと手を放すと物体は両方の斜面
を行き来します。次の３種類の実験をし、物体が左
右の斜面のどこ まで 登る かを調べました。そのう
ち１往復半を記録したものが表１です。

[図１の実験]　水平な床 はつるつ るで、斜面は
右、左の両方ともつるつるである。
[図２の実験] 水平な床はつるつるで、斜面は右はつるつる、左はざらざらである。
[図３の実験]　水平な床はつるつるで、斜面は右はざらざら、左はつるつるであ
る。

問１　物体はまず右 側の斜 面を下っ て水平な床を運動した後、左側の斜面を１回目に
登ります。その高さを表１から読み取ると、次のような性質がわかります。(あ)　(い)　
に、 最も簡単な分数を答えなさい。

[性質１]　つるつるの斜面だけをすべるときには、もとの高さま で登るこ とがで
きる。
[性質２]　ざらざらの斜面を１回登ると、登る高さは前の(　あ　)倍になってしま
う。
[性質３]　ざらざらの斜面を１回下ると、次に登る高さは(　い　)倍になってしま
う。

答え　　　　　 　　

表１
　斜面の種類 右側の斜面で

手を放す高さ
１回目に左側の
斜面を登る高さ

１回目に右側の
斜面を登る高さ

２回目に左側の
斜面を登る高さ

図 １ 90cm 90cm 90cm 90cm

図 ２ 90cm 60cm ① 20cm

図 ３ 90cm 45cm ② 15cm

問２　　表１の空らん①、②に数値を答えなさい。
答え　　　　　 　　

問３　　図３の実験で登る高さが、はじめて１cmより低くなるのは、何回目にどちら側
の斜面を登るときですか。

答え　　　　　 　　
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図４のように、ざらざらの 水平な床を、図１と同
じつるつるの２つの斜面の間につけて、右側の斜面
から物体をすべらせる実験を行いました。手を放す
高さと床 の長さを いろいろ変えて、手を放したあ
と最初の１往復半を記録したものが表２です。

表2
床の長さ 右側の斜面で

手を放す高さ
１回目に左側の
斜面を登る高さ

１回目に右側の
斜面を登る高さ

２回目に左側の
斜面を登る高さ

25cm 90cm 85cm 80cm 75cm

25cm 70cm 65cm 60cm 55cm

25cm 50cm 45cm 40cm 35cm

50cm 90cm 80cm 70cm 60cm

問４　　床の長さを 35cmに し、手を 放す高さも35cmにしました。１回目に左側の斜
面を登る高さは何cmですか。また、1回目に右側の斜面を登る高さは何cmですか。

答え　　　　　　　

問５　　手を放す高さを 35cmにしま した。物体が止まるまでに、左側の斜面を登る回
数がちょうど３回となるようにするには、水平な床の長さを何cm以上何cm未満にすれ
ばよいで すか。　　　答え　　　　　　　

　　　　　　　　

問6　　手を放す高さを 35cmにしま した。物体が止まるまでに、左側の斜面を登る回
数がちょうど３回となるようにして、最後に物体が止まる場所が水平な床のちょうど真
ん中になる ようにするには、水平な床の長さを何cmにすればよいですか。すべて答え
なさい。答えが割り切れないときは分数で答えなさい。

答え　　　　　　　

問7　　図３の実験と図 ４の実 験を比べ たときに、２回目に左側の斜面を登るときの
高さが等しくなり、さらに、３回目に左側の斜面を登るときの高さも等しくなるように
するには、図４ の実験で床の長さを何cmで、手を放す高さを何cmにすればよいです
か。

答え　　　　　　　
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解 説

問１　　(あ)は、 表の図 ２のらん より、60÷90＝2/3　　(い）は、表の図３のらんよ
り、45÷90＝1/2　となる。

答え　(あ）　2/3　（い) 1/2

問２　　①は、60cm の高さ から放す ことになるので、60×1/2＝30cm、②は45cm
の高さから放すことになるので、45×2/3＝30cmとな る。

答え 　①　30cm、②30cm

問3　　斜面１往復で 1/2×2/3＝1/3の高さになるので、90cm×1/3×1/3×1/3×1
/3＝10 /9cmなので、あと１回で１cmより低くなる。

答え 　５回目に左側

問４　　表２から、 25cmの 床の長さ では、登る高さは5cmずつ減り、50cmの床の長
さでは、登る高さは10cmずつ減っている。床の長さに比例して登る高さの減少する長さ
が 大きくなっていると考えられるので、床の長さ35cmでは、5cm÷25×35＝7cmずつ
減る。よってそれぞ れ、28cm、21cmとなる。

答え 　28cm、21cm

問5　　左右合わせて5 回目に 登ろうと するとき、登る高さが0cmになったとすると、
35÷5＝7cmずつ減少するので、問４より床の長さは35cmである。左右合 わせて7回目
に登ろうとするとき、登る高さが0cmになったとすると、35÷7＝5cmずつ減少するの
で、表２より床の長さは 25cmである。

答え 　25cm以上35cm未満

問6　　前問より、物体 を 35cmの高 さから放すときは、物体は35cmの床を５回通り
過ぎるエネルギーを持っている。床を5.5回通り過ぎるには、 35×5÷5.5＝350/11cm
の床にする。床を6.5回通り過ぎるには 35×5÷6.5＝350/13cmの床にすればよい。

答え 　350/11cm、350/13cm

問7　　図３の実験で は、2回 目左斜面 を登る高さが15cmとなっており、同3回目は
15cm×1/3＝5cmとなる。図４の実験では、床の長さ25cmで考えると、 手を放す高さ
を30cmにすると、2回目左斜面を登る高さは30→25→20→15cmとなり、同3回目は
20→15→10→5cmとなり、 図３の実験と一致する。

答え 　床の長さ25cm、手を放す高さ30cm

考 察
高い所にある物体の持つ位置エネルギーが運動エネ ルギーとなって斜面を 下りま
す が、登り下りしながら、ざらざらの面の摩擦によってそのエネルギーを奪われ最
後には停止します。
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 溶解度
[重 要事項]　

・ 水溶液に溶けているものを、溶質とい う。食塩水 では溶質は食塩である。水
量＝水溶液－溶質　となる。

・溶質×液量の比、または、溶質×水量 の比の 式を使う。つまりふくまれる溶質の
量 は、水溶液量や水量に比例する。計算しやすい方を使えばよい。濃度を計算す
る必要はない。
　

問題19 　次の食塩水ア，イ，ウについて，下の問いに答えなさい。
食塩水ア：20℃の水200gに食塩20gを溶とかしたもの
食塩水イ：20℃の水250gに食塩30gを溶かしたもの
食塩水ウ：20℃の水300gに食塩40gを溶かしたもの
　　
(1)　食塩水ア，イ，ウを，こさのこいものから順に記号で答えなさい。
(2)　食塩水イ28gを蒸発皿に入れ，加熱して水をすべて蒸発させると，蒸発皿に
は何gの食塩が残りますか。整数で答えなさい。
(3)　食塩水ウ170gを加熱して水100gを蒸発させたあと，20℃まで冷やす
と，２gの食塩が結晶となって容器の底に沈んでいました。20℃の水100gに食塩
を最大何g溶かすことができますか。整数で答えな さい。
(4)　食塩水ア44g，食塩水イ56g，食塩水ウ68gを混ぜて，50℃にして食 塩を溶
かすと何gまで溶かすことができますか。小数第１位まで答えなさい。ただ
し，50℃の水100gには食塩を37gまで溶かすこ とができます。
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解説

(1)　水の量とその中にとける食塩 量は比例するので、水100gあたりに とける食
塩の量でくらべると、ア＝10g、イ＝12g、 ウ＝13.3・・・gとなるので、ウイア
の順にこ い。

答 え　ウ,イ,ア

(2)　食塩水イ28gにふくまれる 食塩量は、はじめのイの食塩水の重さ が、
250g＋30g＝280gだから、30g×28/280＝３gのはずで ある。よって加熱して
水をすべて蒸発さ せると， 蒸発皿には3gの食塩が残ることになる。

答 え　３g

(3)　食塩水ウ170gにふくまれ る食塩量は、はじめのウの食塩水の重さ が、
300g＋40g＝340gだから、40g×170/340＝20gのは ずであるが、このとき水
は 170g－20g＝ 150gだから、このうち、150g－100g＝50gの水が加熱後に残
る。つまり、食塩/水＝20g /50gの 状 態の食塩水を２０℃に冷やして、
20g－2g＝18より、18g/50gの状態の食塩水にしたのだから、20℃の水100gに
対し ては、それぞれ２倍して、36g/100gの食塩水になるはずである。

答 え　36g

　　　　
　　　　　　　　　　　　

(4)　混ぜた後の食塩水には、 20g×44/220＋30g×56 /280＋
40g×68/340＝4g＋６g＋８g＝18g の食塩がふくまれるので、このとき水は、
(44＋56＋68)－18＝150g ふくまれる。50℃の水100gには食塩を37gまで溶か
すことができるので、水150gには、37g×1.5＝55.5gの食塩を溶かすことができ
る。よって、 55.5g－18g＝37.5gまで溶かすことができ る。

答 え　37.5g
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問題20 　100gの水に大さじ１ぱいのホウ酸を溶かしました。このホウ 酸水
にさらに ホウ酸を 大さじ１ぱい加えると少しだけ溶け残りました。この溶け残っ
たホウ酸とホウ酸水をＡとし，このＡをいくつか用意しました。Ａの一つに 水を
少しずつ加えてい くと20gを加えたところで，ホウ酸はすべて溶けました。また，
別のＡを容器ごと温めると温度が室温（部屋の温度）より15℃上がっ たところで
すべて溶け ました。大さじ１ぱいのホウ酸の重さはすべて同じです。

　　

ア　Ａにホウ酸を大さじ１ぱい加えま した。溶け残っているホウ酸をすべて溶 か
すに は，水をあと何g加えればよいですか。水よう液の温度は室温のままです。
　　

イ　 別のＡにホウ酸を大さじ１ぱい加えました。容器ごと温め，温度を室温より
15℃上げましたがホウ酸は溶け残っていました。ホウ酸をす べて溶かすには，同
じ 温度に温めた水をあと何g加えればよいですか。

　　

　　

解説

ア.　100g＋20g＝120gの 水にホウ酸は２はい溶けることになる。 よって、 ３
はいでは、

120g÷２×３＝180gの水が必 要である。水はあと、 180g－100g＝ 80g加えれ
ばよい。

答 え　80g

イ.　15℃上昇すると、100gの 水にホウ酸が２はい溶けるので、３はい では、
100g÷２×３＝150gの水が必要である。よって、150g－100g＝50gの同じ温度
の水を加えればよい。

答え　 50g
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[重 要事項]　

・　析出量＝溶解度の差×水 量の比、または、析出量＝溶解度の差×液 量の比　を
使う。
・　同様にして、さらに 溶ける量＝溶解度の差 ×水量の比、または、さらに溶け
る量＝溶解度 の差×液量の比
溶解度の差とは、水100gあたりにとける溶質の 飽和量の温度による差のことだか
ら、析出量(結晶となってでてくる溶質の量)や、さらに溶ける量は、水量や液量に
比例する。

問題21 　下のグラフ は100gの水にホウ酸や食塩のとける最大 量が，水 の温
度によってどのよ うに変わるかを示したものです。また，下の表は各温度でのグ
ラフの値を読みとったものです。

(1)　40℃の水50gにホウ酸は何gとけます か。小数第１位で割り切れ ない場合
は小数第２位を四捨五入して，小数第１位まで求めなさい。

答え　　　　　　　

(2)　40℃で食塩を最大量とかした水よう液 100gには，食塩は何gと けていま す
か。小数第１位で割り切れない場合は小数第２位を四捨五入して，小数第１位まで
求めなさい。

答え　　　　　　　

(3)　60℃の水200gにホウ酸 を最大量とかした水よう液を20℃まで ひやしま し
た。とけきれなくなってでてくるホウ酸の結晶は何gですか。

答え　　　　　　　
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 解説

(1)　表より40℃では、100g の水に8.9gのホウ酸が溶ける。溶質×水量の
比＝8.9g×50/100＝4.45g

答 え　4.5g

(2)　40℃では100gの水に、 36.3gの食塩が溶けるので、水溶液 は、
100g＋36.3g＝136.3gとなる。

溶 質×液量の比＝36.3g×100/136.3＝26.6g

答 え　26.6g

(3)　表より、60℃から20℃に 冷やすと、 14.9g－4.9g＝10g　のホ ウ酸が析出
する。これは水100gの場合だから、水200gのときは、析出量＝溶解度の差×水
量の比よ り、10g×200/100＝20g

答 え　20g
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[重 要事項]　

・　濃度＝溶質÷(溶質＋水 量)×100 (％)

・ 　食塩水では、溶質は食塩、ホウ酸すい ではホウ 酸となる。

問題22 ９個の同じ重さのビーカーに20℃の水を100㎖ずつ入れ，それ ぞれ次
のア～オのようにいろいろなものを加え，調べました。下の表は，水50㎖に とけ
る食塩とホウ酸の量を示したものです。参考にして，後の問 いに答えなさい。

［調べたこと］
ア　 ガラスのかけらを19g入れて，冷やしていくと，中の水がこおり始めた。
イ　 食塩を19g入れてよく混ぜると，すべてとけた。
ウ 　ホウ酸を19g入れてよく混ぜたが，とけのこった。
エ　食塩を19g入れてよく混ぜたあと，冷やしていくと，中の水がこおり始めた。
オ　ホウ酸を19g入れてよく混ぜたあと，ガスバーナーで熱し続けるとふっとうし
た。さらに長い間熱し続けたあと熱 するのをやめ，し ばらく置いておいた。
80℃になった時に固体のホウ酸が出てきた。

問１　アで水がすべてこおるまでは， 水の温度は何℃のままですか。

答え　　　　　　　

 問２　 水100㎖の重さは100gです。イでできた食塩水のこさと，ウでできたホ
ウ酸水のこさはそれ ぞれ何％ですか。整数 で答えなさい。

答え　　　　　　　

 問３ 　イの食塩水を60℃まで温めると，食塩をあと何gとかすことができます
か。

答え　　　　　　　

 問４　オで固体のホウ酸 が出てきだしたとき，水は約何㎖に なっています か。
整数で答えなさい。

答え　　　　　　　
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解 説

問１　氷が残っ ている間 は、0℃のままである。　　　　　答え　0℃

問2　100gの水に19gの食塩を 入れたのだから、食塩水の量は119g となる。
19÷119＝0.1596　　よって、約16％。　また、２０℃では水100gに対してホ
ウ酸は2.4g×２＝ 4.8gまでとけるので、4.8g÷(100＋4.8)g＝0.0458　よって、
約5％。

答 え　イ.16％　ウ.5％

問3　60℃で 水 100gに対しては、食塩は18.5g×2＝37gまで溶けるの で、あと
37g－19g＝18gとける。

答 え　18g

問4　表より80℃では、水50gに 対してホウ酸11.8gが溶ける。ホウ 酸19g に対
しては、比例計算して

50g・・・・ 11.8g
□・・・・・ 19g　　　　　 19g×50/11.8＝80.5g　　つま り水は約81㎖に なっ
ている。

答 え　81㎖

問題23　ある濃さの塩酸10gに，ある濃さの水酸化ナトリウム水溶液 10gを
加えて できた水 溶液は中性になりました。その水溶液を加熱して水をすべて蒸発
させると２gの 白い結晶Ａができました。この結晶は 100gの水に100℃で 38g
までとけます。次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1)　結晶Ａは何ですか。名前を答 えなさい。

答え　　 　　　　　

(2)　下線部の水溶液はＡの何％の水溶液ですか。

答え　　 　　　　　

(3)　 下線部の水溶液を加熱してＡがあらわれるのは，100℃で少なくとも何gの
水を蒸発させたときですか。整数で答えなさい。

答え　　 　　　　　
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 解説

(1)　中和で塩化ナトリウムと水が できる。

答 え　塩化ナトリウム

(2)　２gの塩化ナトリウムが 20gの水溶液の中に溶けているので、 ２g÷(10
＋10)g×100＝10％

答 え　10％

(3)　100g＋38g＝138g の水溶液には100℃で38gまでの塩 化ナトリ ウムが溶
けることができる。

138g・・・・・・ 38g
□　 ・・・・・・2g　　比例計算すると、 138g×2/38＝7.2・・gの水溶 液に
２gの塩化ナトリウムが飽和状態で溶けて いる。水溶液は初め20gあったので、
20g－7.2・・g＝12.7・・gの水を少なくとも蒸発させる必要がある。整数で答え
るの で、13gとなる。

答え　 13g　

問題24　60℃ のほう和ホウ酸水溶液が300gある。これを加熱して、水60gを蒸

発させ、40℃に下げる。このとき、とけきれなくなって出て くるホウ酸は何gか。ただ し、
60℃では100gの水に15gまでのホウ酸がとけ、40℃では100gの水に9gまでのホウ酸
がとけるものとする。

��

��
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解説

「溶解度の差×液量の比」でやろうと思って も、途中で 水が蒸発しているのでつ
まり液量が一定 ではないので、できない。そこで、水60gを蒸発させたときに出て
くるホウ酸の量を計算し、次に40℃に下げることによって、出てく るホウ酸の量
を計算す ればよい。
加熱した後60℃にもどるのだから、60℃のまま60gの水を蒸発させたと考えても
答は変わ らないので、「溶解度×水量の比」で60gの水に何gまでののホウ酸がと
けることができるかを計算する。
60℃では溶解度が15gだから、15g×60/100＝9gのホウ酸がとけることができ
る。逆にこの60gの水が蒸発してしまったのだから、蒸発によって9gのホウ酸が出
てくるはずである。このとき、ほう和ホウ酸水溶液 は、300－60－9 ＝231gに
なっている。次に、「溶解度の差×液量の比」を使って、 60℃から 40℃に下げた
ときのホウ酸の析出量を 計算する。
(15－9)×231/115＝12.05g のホウ酸が出てくるので、全部で
9g＋12.05g＝21.05gのホウ酸が出てくる。

答え　21.05g

問題25　次の文を読んで，問いに答えなさい。ただし，答えがわりきれな い
場合は小数 第２位を 四捨五入して小数第１位まで答えなさい。ホウ酸の結晶が水
にとける量は温度によってちがいます。そこで，いろいろな温度で，水 100gにホ
ウ酸の結晶がど れだけとけるかを調べると，次の表のような結果になりました。
また，80℃の水100gにホウ酸19.1gをとかした溶液を10℃に 冷やすと，ホウ酸
の結 晶が15.6g出てくることがわかりました。

問１ 40℃の水50gに，ホウ酸は何gまでとけますか。

答え　　　　　　　

問２ 60℃でホウ酸をとけるだけとかした溶液80g中に，ホウ酸は何gとけていま
すか。

答え　　　　　　　

問３ 80℃でホウ酸をとけるだけとかした溶液100gを，10℃に冷やすとホウ酸の
結晶は何g出てきますか。

　答え　　　　　　　　
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問４　 25℃の水100gにホウ酸をとけるだけとかした溶液を温めて，水の一部を
蒸発させた
のち，残った溶液を再び25℃に冷やすと，ホウ酸の結晶が0.9g出てきました。

(1)　 蒸発させた水は何gですか。

答え　　　　　　　

(2)　この溶液を10℃に冷やすと，ホウ酸の結晶はさらに何g出てきますか。

答え　　　　　　　

　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

問５ 　25℃の水100gにホウ酸2.0gをとかした溶液と，25℃の水50gにホウ酸
1.5gをとかした溶液を，それぞれ容器Ａと容器 Ｂに入れ，図のように 細いガラス
管でつなぎました。全体を25℃に保って，十分に時間がたったとき，容器Ａ内と
容器Ｂ内のホウ酸の濃さは同じになっていま した。これは，水が水 蒸気となって
片方の容器から他方の容器へ移動したためです。十分に時間がたったとき，容器Ｂ
内のホウ酸水溶液は何gになっています か。なお，水が移動した あとも空間に水
蒸気は残りますが，その水蒸気の重さはごくわずかなので考えないものとします。

答え　　　　　　　
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解 説

問い１.　水量が半分だから、溶けるホウ 酸の量も半分になる。 8.2÷２＝4.1g

答え 　4.1g

問い２.　表より、 100g＋13g＝113gの水溶液中には13gのホウ 酸が溶け るの
で、80g中の水溶液には、
113g・・・・ 13g
80g ・・・・□g 　比例計算すると、 13g×80/113＝約9.2g のホウ酸が溶ける。

答え 　 9.2g

問い３.　水溶液119.1gでは、 19.1－3.5＝15.6gのホウ酸 が析出す るので、水
溶液100gでは15.6g×100/119.1＝約13.1g　が析出する。

答え 　13.1g

問い４.　(1)　25℃で、 5.4g－0.9g＝4.5gのホウ酸が飽和 状態で溶 けているの
で、
5.4g・・・・ 100g
4.5g・・・・□g 　　比例計算すると、 100g×4.5/5.4＝約 83.3g　よって、
100g－83.3g＝16.7g

答え 　 16.7g

(2) 　表より、水 100g では、ホウ酸が、5.4g－3.5g＝1.9g析出する ので、(1)
より水83.3gでは、1.9g×83.3/100＝約1.6g              答え　1.6g

問い５.　

A B 合計
ホウ酸 2g 1.5g 3.5g
水溶液 102g 51.5g 153.5g

上の表より、153.5gの水溶液中に 3.5gのホウ酸が溶けているのと同 じ濃さに
なったことがわかる。
3.5g・・・・ 153.5g
1.5g・・・・□g　　比例計算 すると、 153.5g×1.5/3.5＝65.8g

答え 　 65.8g
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問題26　物質が水に溶ける 量は、温度によって変化します。下の表は、ホウ
酸が１００gの水にそれ以上溶けなく なったときの量と、温度の関係を示したもの
です。加え たホウ酸の量が多すぎて、溶け残ってしまった場合、水の量を増やす
か、あるいは温度を上げることによって、残ったホウ酸を溶かす ことができま
す。逆に水の 温度を下げたり、蒸発させたりすると、溶けていたホウ酸が固体と
して出てきます。このことを考えて次の問いに答えなさい。計算し て小数第一位で
割り切れな かった場合、小数第二位を四捨五入して小数第一位まで求めなさい。

(東大寺学園)

温度　
℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

溶ける
量g 2.7 3.6 5.0 6.6 8.7 11.5 14.8 18.6 23.8 30.4 40.3

(1)　４０℃の水５０gには、ホウ酸は何gまで溶かすことができますか。
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え　　　　　　
　

(2)　３０℃の水５０gにホウ酸を５g加えて溶かしたところ、ホウ酸は少し溶け残
りまし た。ここ に、温度は3０℃に保ったまま水を何gか加えたところ、ちょうど
ホウ酸が溶けきりました。何gの水を加えましたか。
　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え　　　　　　　

(3)　３０度の水５０gにホウ酸を溶けるだけ溶かしたホウ酸水溶液と、７０度の水
５０gに ホウ酸を 溶けるだけとかしたホウ酸水溶液を混合し、５０度に保つと、
何gのホウ酸が出てきますか。
　　
　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え　　　　　　　

(4)　２０度の水５０gにホウ酸を溶けるだけとかしたホウ酸水溶液と、８０度の水
１００g にホウ酸 を溶けるだけ溶かしたホウ酸水溶液を混合し、ある一定の温度
に保つと、ホウ酸が4.1g出てきました。混合後の液の温度は何℃で すか。
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え　　　　　　　
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 解 説

(1)　水の量が表の半分だから、溶けるホウ酸の量も半分 になる。
8.7g÷２＝4.35g　　　

答え　4.４g

(2)　表より温度３０度の水１００ｇには6.6gのホウ酸が溶けるので、同じ水50g
に は、6.6 ÷２＝3.3gのホウ酸が解ける。比例計 算をすると、

3.3g�→�50g　　　
5g　�→�(75.8g)
これより、水を　75.8ー50＝25.8g　加えればよ い。

答え　25.8g

(3)　混合したホウ酸水溶液には水が　５０g＋５０g＝１００g含まれるので、表
の５０度 の場合の 11.5gをホウ酸の量の合計から引けばよい。

(6.6g÷２＋18.6g÷２)－11.5＝1.1g

答え　1.1g

(4)　次の表のようになる。
ホウ酸
(g) 　2.5 　　＋ 　23.8 　　＝ 　26.3

水
(g) 　50 　　＋ 　100 　　＝ 　150

すなわち、150gの水に26.3gのホウ酸が溶けた水溶液をある一定の温度に保ちホ
ウ酸が 4.1g 出てきたのだから、26.3g－4.1g＝22.2g　のホウ酸が150gの水に
溶けて、飽和の状態にある。比例計算すると

　22.2g�→�150g
( 14.8g)�→�100g

水100g、ホウ酸14.8gで飽和状態の温度を表からさがすと、60度となる。

答え　60度

 考察

この問題では使いませんでしたが、析出量＝溶解度の差×水溶液量の比、析出量＝
溶解度の差× 水量の比
の式も重要です。
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 水溶液と金属

     
問題27　 下の図のような装置を使って、いろいろな体積の水酸化ナトリウム
水溶液と、いろいろな重さのアルミニウム粉末を反応させる実験を しました。２
とおりの濃さ の水酸化ナトリウム水溶液AおよびBを用いた結果、発生した気体の
体積は表１および表２のようになりました。次の問いに答えなさ い。

(早稲田中学)

(1)　発生した気体の名前は何か。

答え 　　　　
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(2)　表のアおよびイにあてはまる気体の体積は何立方センチか。

[式と考え方]

答え　　　　　　　　　　

(3)　水酸化ナトリウム水溶液の濃さ をくらべると、BはAの何倍か。

[式と考え方]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え 　　　　　
　　　

(4)　表１の結果から0.15gのアルミニウムを全部とかすのに、Aの水酸化ナトリウ
ム水 溶液は何㎤以上必要か。
[式と考え方]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え 　　　　　　
　　

(5)　表２の結果のうち、アルミニウムが全部はとけないで、一部が残ってしまう
数値の欄は いくつあ るか。ただし、どちらも余らず、ちょうど反応したとき、ア
ルミニウムは全部とけたものとする。
[式と考え方]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答え 　　　　　　
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 解 説

(1)　アルミニウムは水酸化ナトリウムと反応して、アル ミン酸ナトリウムという
物質ができ、このとき水素を発生します。

答え　水素

(2) 　表１からわかることは、例えば、0.1gのアルミニウムがすべてとけて120㎤
の水素を発生させていることです。水酸 化ナトリウムの量が60、 80、100㎤と
増えても、水素の量が120㎤のまま変わらないからです。ただし、0.1gのアルミニ
ウムと 40㎤の水酸化ナト リウム水溶液が過不足なく反応して120㎤の水素を発生
させているかどうかはわかりません。そこで、0.2gのアルミニ ウムの欄を見てみ
ると、水 酸化ナトリウムの量が２倍、３倍となるにつれて、発生する水素の量も
２倍、３倍となっています。そして240㎤の水素を 発生しアルミニウムはすべ て
とけています。すなわち0.2gのアルミニウムと60㎤の水酸化ナトリウム水溶液が
過不足なく反応していることになり ます。

0.2g�→�60㎤
0.3g�→�(90 ㎤)　 すなわち、60㎤÷0.2g×0.3g＝９０㎤　の 水酸化ナトリウム水
溶液 と0.3gのアルミニウムが過不足なく反応しています。このとき発生する水素
は

0.2g�→�240㎤
0.3g�→�(360㎤)　計算式は、 240㎤÷0.2g×0.3g＝360㎤　で す。

同様にして、表２から、0.3gのアルミニウムと30㎤の水 酸化アルミニウム水溶液
が過不足なく反応して、360㎤の水素を発生させていることがわかります。

0.3g�→�30㎤
0.1g�→�(10㎤)　　計算式は、30㎤÷0.3g×0.1g＝10㎤　で す。

すなわち、0.1gのアルミニウムと10㎤の水 酸化ナトリウム水溶液が 過不足なく反
応しているので、そのあと発生する水素は120㎤で一 定になっていることを考え
あわせると、イは120㎤だと わかる。

答え　ア　３６０㎤、イ　１２０㎤

(3)　表１と表２のアルミニウム0.3g、水酸化ナトリウム20㎤のところを比べ ま
す。水 素の量が240㎤÷80㎤＝３倍　になっているので、水溶液の濃さも３倍 で
す。

答　３倍
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(4)　前問で0.3gのアルミニウムと90㎤の水酸化ナトリウムが過不足なく反応 する
こと がわかっているので、おなじみの比例計算をします。

0.3g�→�90㎤
0.15g�→�(45㎤)

答　45㎤

(5)　表２の限界値は１行目から３行目の順で、それぞれ120㎤、240㎤、 360㎤
となるので、その下側の欄でアルミニウムが残っ てしまう。

答　３つ

 
       ��������

 考察

(2)では、水溶液の濃さが一定ならば、発生する水素は、水溶液の量(または金属 の
量)に比例することを使っています。表 から限界値を求めるには、２倍３倍・・・
一定となるところが過不足なく反応する所で す。あるいは、増加量が一定一
定・・・ゼ ロとなる所と 考えてもかまいません。
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 気体の発生
[重要 事項]　

・金属 を水溶液で溶かすとき、与えられた 表から金 属と水溶液が過不足なく反応
している数値を見つける。金属が 余っている数値や、水溶液が余って いる数値 を
見抜くことが重要である。
・過不 足なく反応する数値を見つけたら、 比例計算 で溶けた金属の量や発生した
気体の量を計算する。

問題28 ある金属Ａを，のう度がわかっている塩酸と，水酸化ナトリウム 水よ
う液に入 れたとこ ろ，同じ気体を発生してとけました。入れる金属Ａの重さとよ
う液の体積を変えて実験したところ，下の表の様な結果が出ました。下の問 いに
答えなさい。

問１ 金属Ａの名前と，発生した気体の名前を書きなさい。

答え 　　　　　　　　

問２ 塩酸100㎖に 金属Ａは何gまでとけますか。

答え 　　　　　　　　

問３ 塩酸200㎖に 金属Ａを１g入れました。気体は何ℓ発生しま すか。

答え 　　　　　　　　

問４ 水酸化ナトリウム水よう液300㎖に ある重さの金属Ａを入れたとこ
ろ，0.65ℓの 気
体が発生しました。何gの金属Ａを入れたでしょう。

       　　　　　　　　　答え 　　　　　　　　
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解説

(1)　答え　金属A・・・アルミ ニウム、発生した気体・・・水素
(2)　塩酸の表より、塩酸50㎖で金属Aは、0.3g－0.1g＝ 0.2gまで溶けるので、
塩酸100㎖に は２倍の0.2g×２＝0.4gまで溶けるはずで ある。

答え 　0.4g

(3)　気体は金属が溶けることによって 発生するので、金属Aが何gまで溶 けるか
を 計算する必要がある。

金属A 塩酸 発生した気体
0.2g 50㎖ 0.26ℓ

0.8g 200㎖ □

上の表より、塩酸が50㎖の４倍の200㎖あ るので、金属Aも ４倍の
0.2g×４＝0.8g溶ける。

すなわち発生した気体は、0.26ℓ×４＝1.04ℓで ある。

答え 　1.04ℓ

(4)　表より金属A0.2gと水酸化ナ トリウム100㎖で0.26ℓの 気体が発生してい
る。水酸化ナトリウムを3倍の300㎖入 れているが、気体は0.26ℓの ３倍も発生し
ていないので、金属Aが 0.2g×３＝0.6gもなかったことが分かる。発生した気体の
量で比例計算をすればよいので、 0.2g×0.65/0.26＝0.5gの金属Aを入れた こと
が分かる。

答え 　0.5g

　　　　　
　　　　　　
　　                　　　　　　　　　

[重 要事項]　

・　単 位体積あたりの重さを、密度とい う。固体の 場合は、g/ が使 われる。

・　単 位がそのまま計算式を表している。 つまり、 重さ÷体積＝密度　となる。
同じ体積の物質の重さをくらべるときなどに使われる。
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問題29 次の問いに答えなさい。ただし，実験中気体の温度は変わらない もの
としま す。
(1)　ドライアイス（二酸化炭素の固体）3.0 の重 さをはかると4.8gでした。こ
のドライアイスをすべて気体にすると2.4ℓに なりました。ド ライアイスは気体に
なると，体積は何倍になりますか。

答え 　　　　　　　　

(2)　水にドライアイス14.4gを入 れると，水から出てきた気体は 5.6ℓでした。こ
のとき水にとけた二酸化炭素は何gですか。答が割り 切れない場合は小数第二位を
四捨五入し小数 第一位まで答えなさい。

答え 　　　　　　　　

(3)　 塩化水素4.5ℓの 重さをはかると，7.2gでした。同じ体積の二酸化炭素と塩
化水素では，どちらの方が重いでしょうか。

答え 　　　　　　　　

(4)　ちっ素は8.0ℓで10gでした。酸素は5.0ℓで 7.0g で した。ちっ素と酸素がま
ざった気体があり，その気体は5.0ℓで 6.7g でした。
この気体に酸素は何％ふくまれますか。ただしこのとき，気体は反応せず，気体が
まざることでの体積の変化はないものとし ます。また， 途中の計算で割り切れ な
い場合は小数第三位を四捨五入しなさい。答えは小数第二位を四捨五入し小数第一
位までで答えなさい。

答え 　　　　　　　　
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解説

(1)　2400 ÷3 ＝800 倍

答え 　800倍

(2)　ドライアイスの重さは、 4.8g÷３ ＝1.6g/ 　で ある。

14.4g÷4.8g＝3倍の量の二酸化 炭素が発生するので、2400 ×3＝7200 、と
ころが実際には5600 しか発生していないので、 7200－5600＝1600 の二
酸化炭素が水に溶けたと 考えられる。

これは固体の時には、1600 ÷800＝2 だか ら、1.6g×２＝3.2g

答え 　3.2g

　　

(3)　塩化水素は、 7.2g÷4.5＝1.6g/ℓ、二酸化炭素は、 4.8g÷2.4＝2g/ℓ　 よっ
て、二酸化炭素が重い。

答え 　二酸化炭素

　　

(4)　ちっ素は、10g÷８ℓ＝1.25g/ℓ、 酸素は、7g÷5 ℓ＝1.4g/ℓ　よって、つる
かめ算に持ち込む。

全部ちっ素とすると、 1.25×５＝6.25gのはずだが、実際には 6.7gある。 １ℓあ
たりの酸素とちっ 素の重さの差は、1.4g－1.25g＝0.15gだから、(6.7－6.25)g÷
0.15g＝3ℓの 酸素が含まれ ていたことになる。

3ℓ÷ ５ℓ＝0.6　　よって 60.0％

答え 　60.0％
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[重 要事項]　

・　溶 けた金属の重さと発生する気体の量 は比例す る。
・　限界値を求めるには、発生する気体が一定に なった値とそれ以前の量で比例
式をつくる。
・　溶けた金属の量と発生する気体の量が、例えば 「２倍」、「３倍」、「一
定」となる場合その「一定の値」が限界値である。実際の問題では比例関係が途中
でくずれて限界値が隠されて いる場合が多い。

問題30 濃さの異なる水酸化ナトリウム水溶液Ａ，Ｂと，濃さの異なる塩 酸
Ｘ，Ｙを準 備し，水 酸化ナトリウム水溶液と塩酸の反応の量的な関係を調べるた
めに，次の2つの実験をすべて同じ条件のもとで行いました。

［実験ア］ ＡとＸ，ＡとＹ，およびＢとＹをそれぞれ表１のような割合で加え合
わせてできた水溶液は，いずれの場合も中性であった。また，それら の水溶液を
すべて蒸発 させたあとには食塩だけが残り，その重さは表１のとおりであった。
［実験イ］ 10 のＸにいろいろな重さのアル ミニウム粉末を加えて反応させたと
き，加えたアルミニウム粉末の重さと発生し た水素の体積の関係は表２のとおり
であった。

問１ 実験アの結果から，ＸとＹの濃さの比，およびＡとＢの濃さの比を，それぞ
れ最も簡単な比で表しなさい。

答え 　　　　　　　　

問２ 実験イの結果から，10 のＸ と過不足なく反応するア ルミニウム粉末の重
さは何グラムですか。小数第３位を四捨五入した数値で答え なさい。

答え 　　　　　　　　
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解説

問1　表1より、同じ10 の量でXはYの３倍の量のAを中和しているので、
X：Y＝3：1

また同じ10 のYを中和するのにAはBの 半分ですんでいるので、A：B＝2：1

答え 　X：Y＝3：1、A：B＝2：1

　　　

　　

問2 　

表2をグラフにすると上のよう
になる。限 界値□を比例計算
で求める。

336：124＝□：0.1　　
□＝336×0.1÷124＝約0.27g

答え 　0.27g
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問題31 0.1gのスチールウールを塩酸に完全にとかすと44 の水素が発生
し，0.1gのアルミニウムはくを塩酸に完全にと かすと136 の水素が発生しまし
た。スチールウールとアルミニウムはくを合 わせて0.5gとって塩 酸に完全にとか
した とき，水素が404 発生しました。0.5g中に スチールウールは何g含まれて
いましたか。ただし，水素の体積はすべて同じ状態ではかりました。また，用いた
塩酸はすべて同じ濃さ で、スチールウールとア ルミニウムはくは，いずれも塩酸
に入れると水素を発生しながらとけます。

　 　

　　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　　　　　

解説

つるかめ算です。アルミばかり0.5gと るとすると、136 ×(0.5÷0.1)＝680 発
生するはずである。ところ が実際には404 しか発生していないので、 0.1gあた
りの発生する水素の量の差で割ると、(680－404) ÷(136－44) /0.1g ＝３、
0.1g×３＝0.3g分がスチールウールであったことが分かる。

答え　0.3g
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問題32 ２種類のアルコールＡ，Ｂの燃焼について，次の文を読んで問い に答
えなさ い。ただ し，空気は体積の80％がちっ素，20％が酸素とし，気体の体積
はすべて同じ状態で測定しました。0.8gのアルコール Ａを燃焼させ るのに必要な
空気の体 積を調べると，4.5ℓで した。
また0.8gのアルコールＡを燃焼させた後の気体のすべてを石灰水に通じ，再び集め
ると気体の体積は石灰水に通る前より 0.6ℓ減少していました。 さらにこのとき石
灰水中に生じた白い固体を集めて乾燥し，その重さをはかると2.5gでした。
アルコールＢについても同じような実験を行うと，0.8gのアルコールＢを燃焼させ
るには空気7.2ℓが必要で，燃焼後の気体を石灰水に通じて石灰 水中に生じた白い
固体の重さを測定すると4.0gでした。

問１ 石灰水に吸収された気体は，何という気体ですか。

答え 　　　　　　　　

問２ 0.8gのアルコールＡを燃焼させるのに必要な酸素は何ℓですか。

答え 　　　　　　　　

問３ 0.8gのアルコールＢを燃焼させた後の気体を石灰水に通じたとき，石灰水に
通じる前と比べて気体の体積は何ℓ減 少していますか。

答え 　　　　　　　　

問４ 1.0gのアルコールＢを10ℓの 空気中で燃焼させ，燃焼後の気体を石灰水に通
じて再び集めると何ℓに なりますか。ただし，石灰水に通じた後で再び集めた気体
はちっ素と酸素の混合物でした。

答え 　　　　　　　　
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解説

問1　答え　二酸化炭素

問2　空気4.5ℓの20％が酸素だから、4.5ℓ×0.2 ＝0.9 ℓ

答え 　0.9ℓ

問3　Aと比べて、4.0/2.5倍の白 い固体ができたので、0.6ℓ× 4.0/2.5＝0.96ℓの
二酸化炭素が発生し石灰水に吸収された。

答え 　0.96ℓ

問4　発生した二酸化炭素は石灰水に吸収 されるので、消費された酸素の分が 減
るだけ である。1.0gのアルコールＢを燃焼させるに は、空気が7.2ℓ×1.0/0.8＝
9ℓ必要で、このうち9ℓ×0.2 ＝1.8ℓの酸素が消費される。よって、10ℓ

－1.8ℓ＝8.2ℓに なる。

答え 　8.2ℓ

問題33 亜 鉛やアルミニウムはいずれもうすめた硫酸にとけて水素を発生す
る。図の中のAは、うすめた硫酸２０㎤に亜鉛の粉末をいろ いろ量をかえて加え、
充分 反応させたときの、発生した水素の体積と加えた亜鉛の量との関係を示した
ものであり、Bは同じことをアルミニウムについて、Cは 同じことを亜鉛とアルミ
ニ ウムの混合物についておこなったときのものである。(小数第二位まで答えよ)

(灘中学)

(1)　アルミニウム0.1gと同じだけの水素を発生することができる亜鉛は何gか。

答え　　　　　　　　　

(2)　Cのグラフの混合物は、アルミニウム１gに対して、亜鉛は何gの割合で入っ
ている か。

答え　　　　　　　　　　
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(3)　前の実験で用いた硫酸を２倍にうすめた液２０㎤を用いて、亜鉛について実
験 したとき のグラフを記入せよ。問題の図のようにグラフの折れ曲がり点を、た
て軸、横軸に記入すること。

            　　　　　　
 解 説

(1)　アルミニウム0.36gと同じだけの水素を発生す る亜鉛 は、1.26gである。

0.36g�→�1.26g
0.1g �→� (　　 g）　
比例計算すると、0.1g×(1.26g÷0.36g)＝ 0.35g

答　0.35g

(2)　

グラフより、アルミニウム１gあたりで発生する水素は、453.6㎤÷0.36g＝1260
㎤/g　で、同様に亜鉛１gあたりで発生する水素 は、453.6㎤÷1.26g＝360㎤/g
　とな る。よって、上図のつるかめ算より、
(1260㎤×0.71gー453.6㎤)÷(1260㎤ー360 ㎤/g)＝0.49g・・・0.71g中の亜鉛
の量
0.71gー0.49g＝0.22g・・・0.71g中のアルミニウムの量
比例計算すると、

0.22g�→�0.49g
1g　�→�(　　　g)　  1g×(0.49g÷0.22g)＝2.23g

答え　2.23g
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(3)　答え

亜鉛はいくらでも加えられるが、硫酸の量は半分になったの で、発生 する水素の
量も半分で、

それと過不足なく反応する亜鉛の量も半分になる。すなわち 次のよう になる。

453.6㎤÷２＝226.8㎤、 1.26g÷２＝ 0.63g

 考察

硫酸や塩酸などの水溶液と金属が反応して水素を発生すると き、水溶液のこさが
一定ならば、水素は金 属や液の量に比例して出る。
金属の量が一定ならば、反応する水溶液のこさと水溶液の量 は反比例 する。
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　水 溶液の中和

問題34 水酸化ナトリウム水溶液と塩 酸を混ぜると、熱が発生し、水溶液の温
度が上がります。いま、同じ濃度の水酸化ナトリウム水溶液と塩酸を、それらの体
積の和がつねに 100㎤になるように、いろいろな割合で混ぜた水溶液を何種類か
つくり、それぞれ混ぜた水溶液の上昇温度を測定しました。さらに その 後、 混ぜ
た水溶液を蒸発ざらに入れて加熱し、後に残った固体の重さをはかりました。これ
らの結果のいくつかをまとめたのものが下の表です。た だし発生した熱はすべて
水溶液の温度上昇に使われ、同じ体積であれば、どの水溶液でも、その温度を1℃
上げるのには同じだけの熱 が必 要で あるものとします。答えが割り切れないとき
は分数で答えなさい。(甲陽)

実験 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

水酸化ナトリウム 水溶液の体積(㎤) 10 30 50 70 90

塩酸の体積(㎤) 90 70 50 30 10

上昇温度(℃) ① 0.60 1.00 ③ ④

後に残った固体の 重さ(ｇ) 0.09 ② 0.45 0.57 0.59

問1　　実験(ア)と(オ）で、それぞれ後に残った固体の名前をすべて答えなさい。
答え　　　 　　　

問2　　表中の①、②に適当な数値を答えなさい。

答え　　　　　

問３　この実験に用いた水酸化ナトリウム水溶液100㎤中に 水酸化ナ トリウムは何ｇ
含まれていますか。

答え　　　　　　

問４　　この実験で、水 酸化ナ トリウム 水溶液と塩酸が過不足なく反応するのは、水
酸化ナトリウム水溶液の体積が何㎤のときですか。また、そのとき残った固体は何ｇで
すか。答 え　　　　　

問５　　表中の③、④に 適当な 数値を答 えなさい。答え　　　　　

問6　　この実験で、上 昇温度 が 0.50℃になるのは、水酸化ナトリウム水溶液が何㎤
のときですか。すべて答えなさい。答え　　　　　　　　　　

問7　　実験(イ)で混 ぜた後 の水溶液 50㎤を、実験(エ)で混ぜたあとの水溶液で過不足
なく反応させるためには、実験(エ)で混ぜた後の水溶液は何㎤必要ですか。また、その
と き、水溶液の上昇温度は何℃ですか。ただし、この２つの水溶液は同じ温度であった
とします。　答え　　　　　
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解 説

問１　　アからウで は後に 残った固 体の重さが、水酸化ナトリウム水溶液の量に比例
しているので、水酸化ナトリウム水溶液はすべて中和に使われた。

答え　(ア）　食塩（オ) 食塩、水酸化ナトリウム

問２　　上昇温度は使わ れた水 酸化ナト リウム水溶液の量に比例するので、
①＝0.60÷3＝0.20　となる。後に残った固体の重さも、使われた水酸化ナトリウム水
溶液の量に比例するので、②＝0.09×3＝0.27　となる。

答え 　①　0.20、②0.27

問3　　表の(オ)の続 きを規 則的に 追っ て行けば、水酸化ナトリウム水溶液の体積
100㎤のときに、塩酸の体積0㎤、後に残った固体の重さ0.60ｇとなることがわかる。
水酸化ナ トリウムの増加と、中和に使われる塩酸の量の減少による食塩の量の減少の結
果、後に残った固体の重さも直線的に増加する。

答え 　0.60ｇ

問４　　実験(エ)では 水酸化 ナトリウ ム水溶液が余っているので、後に残った固体は
食塩と水酸化ナトリウム合わせて0.57ｇである。つるかめ算で中和に使われた水酸化ナ
トリウ ムとそのまま残った水酸化ナトリウムの比を求める。中和により、水酸化ナトリ
ウム水溶液10㎤で0.09ｇの食塩ができているの で、1㎤あ たりでは0.009ｇとなり、
一方、水酸化ナトリウム水溶液100㎤では0.60ｇの水酸化ナトリウムがふくまれるの
で、1㎤あたりでは 0.006ｇとなり、70㎤すべてが反応しないでそのまま残った場合と
比較して、 (0.57－0.006×70)÷(0.009－0.006)＝50㎤の水酸化ナトリウム水溶液が実
際には中和し ていることになる。このとき塩酸は30㎤使われているので、5：3で過不
足なく反応していることがわかる。体積の和が100㎤であるので、水 酸化ナトリウム水
溶液の体積は　100÷(5＋3)×5＝62.5㎤　である。(エ)から7.5㎤減ると62.5 ㎤となる
ので、10㎤あたり後に残った固体の重さが0.01ｇ減っていることを使って比例計算す
ると、10：0.01＝7.5：□　　すなわ ち、□＝0.0075　よって、
0.57－0.0075＝0.5625ｇである。

答え 　62.5㎤、0.5625ｇ

問5　　実験(エ)では 水酸化 ナトリウ ム水溶液50㎤が中和に使われたので、(ウ)と同じ
1.00℃の温度上昇となる。実験(オ)では中和に使われた塩酸が(エ)の30㎤に比べ て、3
分の1の10㎤であるので、1/3℃の温度上昇となっている。

答え 　③1.00　④1/3

問6　　実験(イ)と比 べて、 30 ㎤÷0.60×0.50＝25㎤、また、塩酸30㎤が中和して
1℃上昇しているので塩酸15㎤では0.5℃上昇す るはずである。このとき、水酸化ナト
リウム水溶液は100㎤－15㎤＝85㎤となる。

答え 　25㎤、85㎤
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問7　　実験(エ)では 中和の 結果、水 酸化ナトリウム水溶液が20㎤残っている。実験
(イ)より、30：□＝5：3、□＝18、70－18＝52、すなわち、この水溶液50㎤中に は
塩酸52㎤÷2＝26㎤が残っている。中和に必要な水酸化ナトリウム水溶液と塩酸の比は
5：3であるので、26 ㎤÷3×5＝130/3㎤の水酸化ナトリウム水溶液が必要となる。(エ)
の混ぜた後の水溶液は100㎤中20㎤の水 酸化ナトリウム水溶液しかふくまれていないの
で、(エ)は130/3÷20×100＝650/3㎤
また、(ウ)の塩酸30㎤で1℃上昇の場合を使って比例計算すると、塩酸26㎤だから、
1℃×26/30＝26/30℃上昇する が、水溶液の体積が(ウ)の場合100㎤に対して、この場
合は650/3＋50＝800/3㎤あるので、温度上昇は逆に 100÷800/3＝3/8倍になる。
26/30℃×3/8＝0.325℃となる。

答え 　650/3㎤、0.325℃

考 察

食塩と水酸化ナトリウムという２種類のものが混ざっていて、固体の重さ合計がわ
かって いるということで、つるかめ算の登場となります。問７では水溶液の体積
と温度上昇が反比例することを使います。

��
�������
��������

　水 溶液の中和

問題35 水酸化ナトリウム水溶 液、塩酸、食酢があります。どの溶液も１㎤の
重さは１ｇであるとします。いま、ある濃さの水酸化ナトリウム水溶液100㎤を
いくつか用意し、それぞれに いろ いろな濃さの塩酸100㎤を加えて水を完全に蒸
発させ、残った 固体の重さ を量りました。下表はその結果を表しています。

塩酸の濃
さ(%)

1.0 3.0 5.0 7.0

残った固
体(g）

4.5 5.5 5.8 5.8

問１　横じくを塩酸の濃さ、たてじくを残った固体の重さ(g)として、表の関係を
グラフにしなさい。

答え　　　　　　　 　　　
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問２　この実験に用いた水酸化ナトリウム水溶液の濃さは何％ですか。
答え　　　　　　　 　　　

問３　この実験に用いた水酸化ナトリウム水溶液 100㎤に 塩酸100㎤を 加 えた
とき、過不足なく中和する塩酸の濃さは何％ですか。

答え　　　　　　　　　　

上の実験をした甲陽君は、濃さを％で表すのではなく、このときの水酸化ナトリウ
ム水溶液の「濃さ」を１とし、同じ体積の酸を加えて、 過不足なく中和したと
き、その酸の「濃さ」を１で表すことを考えました。つまり甲陽君のこの考えにし
たがえば、問３で求めた 濃さが塩 酸としては、「濃さ」１ということになり、
「濃さ」２とは２倍の濃さ、「濃さ」０.５とは半分の濃さを表します。

問４　食 酢のラベルを見ると、酸を３.０％ふくんでいると書かれていました。そこで、
この食酢100㎤に「濃 さ」１の水 酸化ナトリウム水溶液を加え、水分を蒸発させた
後、残った固体の重さを量ると、下表のようになりました。

水酸化ナトリウム水溶液の体積(cm3) 20 40 60 80 100
残った固体(g) 1.64 3.28 4.50 5.30 6.10

(1)　食酢100cm3と 過不足なく中和する水酸化ナトリウム水溶液の体積は何㎤で す
か。

答え　　　　　　　 　　　

(2)　甲陽の考えにしたがえば、この食酢の 「濃さ」は いくらになりますか。

答 え　　　　　　　　　　

 (3)「濃さ」１にした食酢は何％ 水溶液ですか。

答 え　　　　　　　　　　

(4)「濃さ」１にした食酢100 ㎤と、「濃 さ」１の水 酸化ナトリウム水溶液100㎤と
を混ぜた後、水分を蒸発させました。後に残った固体は何gですか。

答 え　　　　　　　　　　

問５　　塩酸や食酢の実験結果から、「濃さ」１ の酸の水 溶液100㎤と「濃さ」１のア
ルカリの水溶液100 ㎤と を混ぜて、水分を蒸発させた後に残った固体の重さ(g)と、酸
の水溶液・アルカリの水溶液のパーセントで表した濃さとの間に ある関係 について、甲
陽君はある予測をしました。どのような予測か考えて、「固体の重さ(g)は、」で始まる
文で書きなさい。

答 え　　　　　　　　　　
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解 説

問１　表より、塩酸の濃さが２％増えると残った固体は１g増えてい る。すなわ ち１％
あたり0.5gなので、濃さ0％のときは4gの水酸化ナトリウムがそのまま残る。

問２　水酸化ナトリウムは100gであったので、４÷100×100＝4％となる。
答え　4％

問 ３　１％あたり0.5g なの で、固体が5.8－5.5＝0.3g増えるとき、 濃さは0.6％増え
て、3.0＋0.6＝3.6％が上 のグラフの限界点となる。

答え　3.6％
問４　(1)　表から、は じめは加 えた水酸化ナトリウム水溶液の体積が２倍になると、
残った固体も２倍になっているので、水酸化ナトリウムはすべて中和して20㎤あ たり
1.64gの塩ができたことがわかる。中和後は水酸化ナトリウム水溶液20㎤あたり
5.3－4.5＝0.8gの水酸化ナトリウムの固体が増えている。4.50－3.28＝1.22gはこれら
の塩と水酸化ナトリウムが混合 している。半分の10㎤あたりで 0.82g＋0.4g＝1.22g
になるので、水酸化ナトリウム水溶液は40＋10＝50㎤加 えたと きに過不足なく中和し
たことがわかる。

答え　50㎤

(2)　(1)の答えより0.5

答え　0.5

(3)　「濃さ」0.5で３％の濃さだから、「濃さ」1で は、6％ である。
答え　６％

(4)　4.5g－0.4g＝4.1g・・・「濃さ」0.5の食酢　　よって「濃さ」1の食酢と「濃
さ」１の水酸化ナト リウム水 溶液が2倍の100cm3あるので、4.1×2＝8.2gの固体がで
きる。

答え　8.2g

問５　答え　固体の重さは、％ で表した 濃さに比例している。
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考 察

問４は縦軸に固体の重さ、横軸に水酸化ナトリウム水溶液の体積のグラフを書い て三角
形の相似でやる方法があります。

1.64×80/20＝6.56　 6.56－5.30＝1.26　5.30－1.6＝3.7　
3.7－3.28＝0.42　
1.26：0.42＝3：1  よって、40 ×1/4＝10  40＋10＝50㎤　　と
いう具合です。
(4)も0.82×５＝4.10ｇ　4.10×2＝8.2ｇとできます。
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　 　部分中和

問題36 水酸化ナトリウム2gを50ccの水に溶かした溶液をAとする。
このAに塩酸B10ccを加えてできた溶液Bはアルカリ性を示し、水を蒸発させると
2.5gの固体が残った。さらにこの 2.5gの固体を50ccの水に溶 かした溶液をCと
する。Cに塩酸15ccを加えた溶液Dは酸性を示し、水を蒸発させると3gの固体が
残った。
このとき、2.5gの固体の中で、食塩と水酸化ナトリウムはそれぞれ何g含まれてい
たか。
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解説
中和反応では、部 分中和のとき、含まれる物質は食塩と水酸化ナトリウムです が
(水を蒸発させて残る固体)その内訳がわかりません。ただ中和反応がどの程度進ん
でいるかは、中和点に達するまでであ れば、増えた固体の重さに比例する ことが
使えます。
この問題でも、塩酸10ccで固体は、2.5-2＝0.5g増えて、さらに中和点では
3-2.5＝0.5g増えているの で、加えた塩酸15cc中10cc が中和に使われたことが
わかります。のこり5ccの塩酸で酸性を示すことになります。
つまり20ccの塩酸で完全中和して、3gの食塩ができたので、10ccの塩酸では
1.5gの食塩ができたことになりま す。下図で、水色の線が食塩の量で 加えた塩酸
に比例して増えます。青線は水酸化ナトリウムの量で中和が進むにつれて減って行
きます。緑の線がその時の固体 の量で、食塩と水酸化ナトリウムの 合計量となり
ます。

答え　食塩が1.5g、水酸化ナトリウム が1g

 

考察

中和によって、水酸化ナトリウムは減り、食塩は増えます。差し引きで塩酸10cc
あたり0.5g増えます。固体の重さの増加量が２倍３倍となれば、 それに つれて中
和反応も２倍３倍起こっているということですね。上のグラフごとしっかりと記憶
にきざみこんでおきましょう。
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 まめ電球の明るさ

問題37 同じ豆電球と電池をたくさん準備し、それらをどう線(電気をよく通す
電線)を用いて、図１から図５ のような電流回路(電気が流れるようにした通り道)
を作った。これについて問い１から問い４に答えなさい。

(大阪星光)

問い１　図２のまめ電球bの明るさを図１のまめ電球aの明るさと比べるとどのよ
うになります か。次の ア～ウから１つ選び、記号で答えなさい。

ア.　bはaと同じ明るさである。
イ.　bはaより暗い。
ウ.　bはaより明るい。

答え　　　　

問い２　図３のまめ電球cの明るさを図１のまめ電球aの明るさと比べるとどのよ
うになります か。次の ア～ウから１つ選び、記号で答えなさい。

ア.　cはaと同じ明るさである。
イ.　cはaより暗い。
ウ.　cはaより明るい。　

答え　　　 　　　　　
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問い３　図４のまめ電球d,eの明るさを図１のまめ電球aの明るさと比べるとどのよ
うになり ますか。 次のア～キから１つ選び、記号で答えなさい。

ア.　d,eともaと同じ明るさである。
イ.　d,eともaより明るい。
ウ.　d,eともaより暗い。
エ.　dはaより明るく、eはaより暗い。
オ.　dはaより暗く、eはaより明るい。
カ.　dはaと同じ明るさで、eはaより明るい。
キ.　dはaと同じ明るさで、eはaより暗い。

答え　　　

問い４　図５のまめ電球f,gの明るさを図１のまめ電球aの明るさと比べるとどのよ
うになり ますか。 次のア～キから１つ選び、記号で答えなさい。

ア.　f,gともaと同じ明るさである。
イ.　f,gともaより明るい。
ウ.　f,gともaより暗い。
エ.　fはaより明るく、gはaより暗い。
オ.　fはaより暗く、gはaより明るい。
カ.　fはaと同じ明るさで、gはaより明るい。
キ.　fはaと同じ明るさで、gはaより暗い。

答え　　　　
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 解 説

問い１　直列つなぎの電池÷直列つなぎのまめ電球＝まめ電球の明るさ　です。こ
れは電池を電圧、まめ 電球を抵抗、まめ電球の明るさを電流と考えるとオームの
法則そのものです。

図１では、この公式にあてはめて、まめ電球aの明るさすな わち電流 の大きさは
　1÷１＝１ となります。まめ電球bでは、どうでしょうか。図２の２つのまめ電
球を１つの電球とみなすと、これを合成抵抗と言いますが、並列 つなぎでは、次
のような公 式があります。

並列つなぎの合成抵抗＝まめ電球の数の積÷まめ電球の数の 和

分数で、「和分の積」と覚えましょう。これより、1×１÷ (1＋ １)＝1/2　が図２
の電球の合成抵抗になります。したがって、回路全体には　電池÷電球＝明るさ　
の公式より　１÷1/2＝２の電流が流れます。ところ がこの２の電流 は、２つの
電球に分かれて流れるので、２÷２＝１の電流が電球bに流れます。よって、bはa
と同 じ明るさ です。

答え　ア

問い２　電池が直列に２個、電球も直列に２個つながっているので、２÷２＝１　
の明るさにな ります。

答え　ア

問い３　図４では合成抵抗が、２×１÷(２＋１)＝2/3　となります。回路全体を、
２÷2/3＝３の電流が流れますが、電球 ２個の部分と電球1個の部分を電流は
１：２に分かれて流れるので、電 球dの明るさは１、電球eの明るさは２となりま
す。

答　カ

問い４　図５では合成抵抗が、１＋1/2＝3/2　となるので、回路全体を流れる電
流は、 ２÷3/2＝4/3　となります。電球fにはこの電流が流れるので、明るさは4
/3です。電 球gには この電流が１：１に分かれて流れるので、明るさは2/3です。

答　エ

 考察
問い３では、流 れる電流の大きさは抵抗に 反比例するこ とを使っています。実際
に は、まめ電球 の数の逆比が電流の大きさの 比です。ま た、並 列つなぎの合成
抵抗＝まめ電球の数の積÷まめ電球の数の和　ですが、直列つなぎでは、直列つな
ぎの 合成抵抗＝まめ電球の数の和　です。合成 ばねの強さの場合と比べる と、直
列並列が正反対になっています。電 気の合成抵抗は、ばねと逆と覚えましょ
う。
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 豆電球の明るさ比 べ

問題38 一郎君と秀樹君は図のような実験装置をつくり、９個のスイッチを入
れたり切ったりするこ とにより、豆電球 がどのように点灯するかを調べる実験を
しました、以下の表は２人がどのスイッチを入れてどのスイッチを切ったのかをま
と めたものである。

　　
ス
イッ
チ１

ス
イッ
チ２

ス
イッ
チ３

ス
イッ
チ４

ス
イッ
チ５

ス
イッ
チ６

ス
イッ
チ７

ス
イッ
チ８

ス
イッ
チ９

ア 入 切 切 切 入 切 入 切 入
イ 切 切 入 入 入 切 切 切 入
ウ 切 入 切 入 入 切 切 入 入
エ 切 入 切 入 切 切 入 入 入
オ 入 切 入 切 入 切 入 切 入
カ 入 切 入 切 切 入 入 入 切

上 の表について、次の (1) (4) に答えなさい。　　　
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(1)　豆電球３だけが点灯するスイッチの入れ方を、ア～カか らすべて選んでアイ
ウエオ順に記号で答えな さい。　　

答え　　　　　 　

(2)　豆電球１、２、３のすべてが点灯するスイッチの入れ方 を、ア～カからすべ
て選んでアイウエオ順に 記号で答えなさい。　　

答 え　　　　　　

(3)　豆電球２が点灯するスイッチの入れ方の中で、豆電球２ の明るさだけを比べ
たとき、豆電球２が最も 明るく点灯するスイッチの入れ方を、ア～カからすべて
選んでアイウエオ順に記号で答えなさい。　　　

答え　　　　　　

(4)　 豆電球１が点灯するスイッチの入れ方の中で、豆電球１ の明るさだけを比べ
たとき、豆電球１が最も 暗く点灯するスイッチの入れ方を、ア～カからすべて選ん

でアイウエオ順に記号で答えなさい。　　　答 え　　　　　　

  解 説

(1) 　図の電池の＋極からでる線と、－極か ら出る線を豆電球３につなげばよいの
です。

答え　イ

(2)　

一例をあげると、右図のように、ス
イッチ５、７、９が「入」になって
いるとき、 豆電球はすべて点灯しま
す。

このような条件を満たしている場合
を 表からさがすと、電池のつなぎた
かが違いま すが、ア、オが見つかり
ます。

答え　ア、オ
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(3) 　電池が２個あるので、直乾電池の数÷直列豆電球の数＝２÷１＝２の場合が最
も明るく点灯します。このような場合は 表からさがすと、ウ、エしかありませ
ん。ウのとき、スイッチ4,5,8,9が入っているので、豆電球2,3が並列つなぎとなり
ますが、「直列豆電球の 数」が1個ですので、明るさは変わりませ ん。エのと
き、スイッチ７が不要ですがスイッチ8,9を通って２個の直列電池につながってい
ます。

答 え　ウ、エ

(4) 　直乾電池の数÷直列豆電球の数＝１÷３＝1/3の場合が最も暗く点灯します。
このような場合は電池を並列つなぎに するか、電池を1個だけ使う場合です。 や
はりスイッチ5,7,9が入っていると、直列豆電球の数を３個にして最も暗く点灯さ
せることができます。電池を並 列つなぎにできるのは、オのスイッチ 1,3を「入
り」にした場合です。また電池を1個にできるのは、アの場合です。

答 え　ア、オ

�����

 考察

表 の場合を一つ一つ確かめようとすると、時間 がかかりすぎます。まず明るさか
ら豆電球、電池の数やつなぎかたを予測してから、あてはまるものを表からさがし
ま す。

電 球が点灯するかどうかは、電池の＋極から出 る線と－極から出る線で電球をは
さんでいることを確かめます。

基 本は、直乾÷直豆＝明るさ　です。電池や豆電球をそ れぞれ並列つなぎにして
も電圧(電流を流そうと するはたらき)は変わらないので、明るさもかわりません。
電池や電球が並列につな がれている場合は、１つを残してあとは隠して考えれば
よいのです。ただし電池の寿命を聞か れているときは隠してはいけません。電池
が並列 にたくさんつながれているほど寿命は長くなります。豆電球が並列にたく
さんつながれているほど、寿命は短くなりま す。
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           電池の寿命

問題3９　次の2つの電気回路で、電池の寿命を比べなさい。

  解 説

1図では、直列つなぎの乾電池が1個で、直列つなぎの電球が2個なの
で、1÷2＝0.5の電流が電球を流れる。消費電力＝電流×電流×抵
抗＝0.5×0.5×2＝0.5が1個の乾電池で消費されるので、寿命＝0.5。
2図では、上の2個の電球の部分の回路をかくして、直列つなぎの乾
電池が4個で、直列つなぎの電球が1個なので、4÷1＝4の電流がこの
電球 を流れる。”上の2個の電球の部分の回路”と”下の1個の電球の部
分の回路”を流れる電流の比は、1：2(電球の個数比の逆比)なので、
上の 2個の電球のを流れる電流は2となる。よって、消費電力は
4×4×1＋2×2×2＝24の消費電力が乾電池４個でまかなわれるので、
24÷4＝6の寿命となる。

答え　1図の方が2図より寿命は12倍長い。
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[重要事項]　

・　電 流の強さ(電球の明るさ) ＝直列つなぎの乾電池÷直列つなぎのまめ電球。た
だし、明るさの数値が正確に実際の明るさに対応し ている訳ではないの で要注
意！
・　電 圧・・電流を流そうとするはたら き、抵 抗・・まめ電球など電流が流れる
のをさまたげようとするはたらき
・　 オームの法則・・・電流＝電圧 ÷抵抗、電圧＝電流×抵抗、抵抗＝電圧÷電流

直列つ なぎの乾電池＝電圧

　直列 つなぎのまめ電球＝抵抗　　と考え ればよ い。

問題40 同じ種類の電池と電球、電流計を用いて実験をしました。電流計 をつ
ないで も回路を 流れる電流の強さは、そこを導線でつないだときと変わらないも
のとします。
図１のように電球、電流計、電池１個を直列につなぐと、電流計の読みは10mAに
なりました。この回路で、直列につなぐ 電池の個数を １個ずつ増やして、電 池の
個数と電流計の読みとの関係を調べると次の表のようになりました。

電池の個数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
電流計の読み(mA) 0 10 15 19 23 26 29 32 35 38 40

また図２のように電池２個と電球２個とで できた回路では電流計1の読みが
10mA、 電流計2の読みが0mA(電流が流れない)でした。なお、回路のとちゅ う
で導線がわかれている場合、わかれる点に流れ込む電流の強さの合計と、わかれる
点から流れ出す電流の強さの合計は同じ になります (図３の数値は１つの例 で
す)。
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次の(1)～(5)の回路で、電流計の読みはそれぞれ 何mAになるか整数で答 えなさ
い。ただし、図は直列につないだ電池の個数が書かれています。

答え　　　　　　              
      

解 説

(1) 　10個の電池が直列つなぎになっているので、表より40mAの電流が流れる。

答 え　40mA

(2) 　並列つなぎの豆電球の一方を かくした回路と考えて、(1)と同様に それぞれ
の豆電球に40mAの電流が流れる。よって、電流計には40＋40＝80mAの電流が
流れる。

答 え　80mA

(3) 　直 列つなぎの乾電池÷直列つなぎの豆電球＝10個÷2＝5個より、電池5個分
の電流が豆電球に流れる。よって、表より26mAの電流が 流れる。

答 え　26mA

(4) 　直列つなぎの乾電池÷直列つ なぎの豆電球＝3個÷1＝3個より、表 から
19mAの電流が回路の左部分を流れ、同様に7個÷1＝7個分すなわち32mAの電流
が回路の右部分を流れる。図３の例と同じように 考えて、
19mA＋□mA＝32mAのように合流するので、32－19＝13mAの電流が電流計
を流れることになる。

答 え　13mA

(5) 　電球の並列部分の合成抵抗 は、電球0.5個分なので、回路全体では 1
個＋0.5個＝1.5個分の合成抵抗となる。直 列つなぎの 乾電池÷直列つなぎの 豆電
球＝12個÷1.5＝8個より、表から35mAの電流が電流計を流れる。

答え　 35mA　　　
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問題41 同じ電球と電池で、次の図のような電気回路をつくり、初めにス イッ
チ だけをいれ た。このときの電球アの明るさを１とする。ま た、電球や電池の
つなぎかたによって、電球の明 るさは下の1.　2.のようになる。

1.　電池２個を直列につないだ回路 に、電球１個をつなぐと、明るさは４に な
る。
2.　電池１個の回路に、電球を直列につないだ時、電球１個の明るさは次の表のよ
う になる。

1.　2.を参考に、次の問１～問４ の電球の明るさは、それぞれいくらか。 整数ま
た は分数で答えなさい。
問１　スイッチ①を切 り、スイッチ②をA側に入れ たとき、電球アの 明るさ。

答 え　　　　　　

問２　スイッチ①を切 り、スイッチ②を B 側に入れたとき、電球ア、イ、オを合
計した明るさ。

答え　　　　　　

　 　　
　　　　　　
　　　　　　　　　

問３　スイッチ①を入 れ、スイッチ②を A 側に入れたとき、電球ウの明るさ。

答 え　　　　　　

問４　スイッチ①を切 り、スイッチ②を A 側に入れ、図中のa,bを導線でつないだ
時、電球エの明るさ。

答え　　　　　　
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解説

問１　直列つなぎの電球が４個だか ら、上の表より、1/16　となる。直 乾÷直
豆＝ 1/4とやらないように。

答 え　1/16

問２　1.より、直乾÷直 豆＝２÷１＝２、２×２＝４となっているので、直 乾２、
直 豆３より、

2/3×2/3＝4/9の明るさにな るので、電球３個分で、4/9×３＝4 /3　と なる。

答 え　

問３　アを流れた電流は①を 通って電池にもどってしまう。

答 え　0

問４　アイウは電池２個と電球３個の 直列つなぎの明るさとなり、エは電池１ 個
と電球 １個の回路となるので、

2.の表より、電球１個は１の明るさ となる。

答 え　1
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問題42 アからカの まめ電球の中で、いちばん明 るい電球を２つ答えなさ
い。

(　同志社女子)

　答え　　　　　　

　　　　

解 説

電流は、プラス極からマイナス極へ、電圧の高いほうから低い方へ流れ る。
ア、イ、エ、カには、直かん÷直まめ＝１÷２＝0.5　の電流が流れる。
下のように、ウとオには２つの電池からの電流が流れるので、最も明るい。

　　　　

答え　ウ、オ
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問題43 階 段の上や下 などのよう に、どちらでも入れたり切ったりできるス
イッチ回路の例を１つ書きなさい。スイッチは２個、電池、電球はそれぞれ１つと
します。

������ ������ ����������

　

　　　　　　　　

������ ������ ������

　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解説

２つの スイッチを図のように２本の導線でつなぐと、どちらでも入れたり切った
りすることができます。
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[重要 事項]　

・　長さを一定にすれ ば断面積と電流 の大きさは比例、断面積を一 定にすれば長
さと電流の大きさは反比例する。　

問題44 断面積0.4平方ミリ、長さ10cmのニクロム線があります。これに電流
を通すと6A流 れま した。今断面積 0.8平方ミリ、長さ□cmのニクロム線に電流
を通すと2.4A流れました。□に入る数値を求めなさい。

解説

ニクロム線を流れる電流の大きさは断面積に比例し、長さに反比例します。断 面
積0.4平方ミ リ、長さ10cmのニクロム線をもとにして、流れる電流は1倍×1倍
→６Aと考えます。こ のとき断面積0.8平方ミリ、長さ □cmのニクロム線は断面
積が２倍 になることで電流は２倍、長さが□倍になることで電流は□倍すなわ
ち、２ 倍×□倍→2.4Aと なっている。
ここで電流６Aを１とすると2.4Aは2/5にあたるので、２倍×□倍＝ 2/5倍　これ
より□倍＝2/5÷２＝1/5倍がわかる。
すなわちニクロム線の長さが変わることで電流が1/5倍になっているので、ニクロ
ム線の長さは５倍になっていることがわか る。 10cm×5＝50cm

答え　 50cm
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　ブ ラックボックスの対称性と非対称性

問題45 図2 のように端子K.L.M.Nをもち、内部の配線の状態が見えない箱が
あります。箱の内部で、これらの端子間を図3の豆電 球、電池を1個ずつ用いて接
続しま した。さらに箱の外から図1の装置の端子X,Yを接続して豆電球Pの明るさ
を調べた所、次の表のような結果が得られまし た。これらの結果から、箱の中の
豆 電球、電池の配線の様子を図３の記号を用いて書きなさい。 (甲陽学院)

　　　

横のらんはXと接続する端子、たてのらんはYと接続する端子です
　　 K L M N 豆電球Pの明るさ

K ー × × × ◎は非常に明るく
つく

L × ー × △ ○は明るくつく
M × ◎ ー ○ △は暗くつく
N × △ × 　ー ×はつかない
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 解説

赤、 青、緑の×の部分が対応している。このこと から、KL,KM,KN 間は少なくと
も直接には何もつながれていないと考えられる。
LM で×、MLで◎だから、LMの間にLM方向 に電流が流れるように電池がつなが
れていることがわかる。LNで△、NLでも△だから、つなぐ方向には影響されない
電球 がつながれていることがわかる。MN で○になっているが、これはLを経由し
て MLNでつながっているからである。

答え

考察

表の ◎部分から適当に考えていっても普通にでき ますが、このように、表の上半
分と下半分を対応させて見るとかなり整理しやすくなるようです。電池は方向に
よって電流が 流れたり、流れなくなったりしますが、電球は方向には無関係で
す。
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 ブラックボックスの 条件整理

問題46 図1 のような箱の中の導線のつなぎ方は見えません。そこでこの箱に
実験1～3のように乾電池と豆電球をつないで、豆電球が光 るかどうかを調べまし
た。実験1～ 3のどの場合でも豆電球が光りました。どのようにつながっています
か。つなぎ方を図2に示しなさい。ただし、導線は3本 しか使えないものとしま
す。

実 験1　　aとbの間に豆電球をつなぎ、 乾電池のプラス極をbに、マイ ナス極をc
につなぐ。
実 験2　　aとfの間に豆電球をつな ぎ、 乾電池のプラス極をaに、マイ ナス極をb
につなぐ。
実 験3　　aとdの間に豆電球をつな ぎ、 乾電池のプラス極をdに、マイ ナス極を
eにつなぐ。

　 　　

(立命館 中学)

             

解説

実 験1より、aとcが直接または間接につながっている。実験2より、bとfが直接ま
たは間接につながっている。実験3よ り、aとeが直接または間接につな がってい
る。a-b-cとつなぐと導線が4本必要になる。よって、図のようにeを経由してaとc
をつなぐと導線が3本で つなげる。

答え

考察

つな がっているはずの端子を書き出す。ただし直接ではなく他の端子を通って間
接的につながる場合が あるの で要注意です。選択枝が たくさんある問題の場合
は、つながっている はずの端子がつながっていない図を消していって、最後に
残った図で豆電球がつくかどうかを確かめます。
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 月の公転と満ち欠け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[重要事項]　

・ 　月の満ち欠け は、約29.5日の周期でくり返 す。月の公転周期は約27.3日だ
から、360°÷27.3＝13°地球の回りを公転するが、地球も同じ方向に１°太陽のまわ
りを公 転しているので (365日で360°だから)、１日あたり13°－1°＝12°ずつ東へ
ずれる。時間にすると約48分ずれることになる。月の出は毎日約48分ず つおそく
なる。　 　　　

問題47　　月 について，次の (1)～(5)のときに見える月の形を下ののア～キか
ら選び，記号で答えなさい。

(1)　 日の出前，午前６時ごろ東の空に見える。

　答え　　　　　　

(2)　日の入り後，午後６時ごろ南 の空に見 える。

答え　　　　　　

(3)　 一晩中見える。

答え　　　　　　

(4)　日の入り後，３時間ぐらいす るとしず んで見え なくなる。

答え　　　　　　

(5)　 午前０時ごろに，南東の空に見える。

答え　　　　　　
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解説

(1)　南中時刻を月の形ごとにおぼ える。6時間後の12時に南中すれば、 新月です
が、この場合６時に東の空にすでにあるので、新月の少し前の月令25ぐらいの月
であると考えられます。

12時 14時 18時 0時 6時
新月 ○
三日月 ○
上弦の月 ○
満月 ○
下弦の月 ○

覚 え方：日に一夜日は回る(12、14、 18、 0、6)、(新、三、上、満、下)

(2)　表より、18時に南中するの は、上弦の月です。

(3)　１晩中見えるので、０時に南 中すると考えられるので、満月です。

(4)　20時ぐらいに沈むので、 20時－6時間＝14時に南中すると考え られる。
よって、三日月。

　　

(5)　０時＋３時間＝３時に南中す るので、表から満月と下弦の月の間の月 令18
ぐ らいの月だと分かる。

答 え　(1) カ　(2) オ (3) ア (4) キ (5) イ

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
[重 要事項]　

朔 望月が29日とすると、月の公転周期は、(360°＋29°)：360°＝29日：①日より
①＝26.8日�となる。公式化すると、(360＋ 朔望月)： 360＝朔望月：公転周期 ・・・月の
進んだみちのり(角 度)がかかった時間(日数)に比例する
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問題48　１ 年は360日、月の公転周期を27日として、朔 望月(月の満ち欠け
の周期)を求めなさい。答えが割り切れないときは、小数第２位を四捨五入して答
えなさい。
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 解説

まず一般的な月の自転公転
の よ うすを確認する。図
のように、 太陽、地球、
月、星 (恒星で大 変遠くに
あるのでいつも同じ方向に
ある)の順に並んでいる。遠
くにある恒星に対して、月
が地球のまわりを27.3日で
360°公転して も、もとの
満月に はならない(東側が
少し欠けている)。29.5日
で満月にもどることが観測
される。地球は約365日で
太陽のまわりを360°公転す
るの で、1日で 約1°公転す
る。29.5日では29.5°公転
する。左図のように平行線
の同位角は等しいので月は
360°公転した後さらに
29.5°公 転して満月にも ど
ることになる。このとき地
球も太陽のまわりを29.5°

回 転しているので、29.5日が満ち欠けの周 期となる。

この問題では、月が地球のまわりを公転する角度とそれにかかった日数が比例する
ことを使う。図の青い矢印の角度360°を月が動 くのに27日かかり、さら に緑の
矢印の角度を月が動くのに何日かかるかを求めればよい。①°＝①日と なる。

(360°＋①°)：360°＝①日：27日
27×360＋①×27＝①×360より、①＝約29.2

答え　 29.2日
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問題49 月 の公転周期を27.3日として、月 の満ち欠けの周期を求めなさい。
ただし、地 球 は太陽のまわりを1日で 1.0°公転するとします。答えが割り切れ な
いとき は、小数第２位を四捨五入して答えなさい。
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解説

まず一般的な月の自転公転の よ うすを確認し
ましょう(図は満月のときですが、新月の場合
も同じ計算になります)。
図のように、太陽、地 球、月、星(恒星で大
変遠くにあるのでいつも同じ方向にある)の順
に並んでいます。遠くにある恒星に対して、月
が地球のまわりを27.3日で360°公転 しても、
もとの満月に はなりません(東側が少し欠けて
います)。29.5日で満月にもどることが観測さ
れます。
地球は約365日で太陽のまわりを360° 公転す
るので、1日で 約1°公転します。
29.5日では29.5°公転します。
左図のように平行線の同位角は等しいので月

は360°公転した後さらに 29.5°公転して満月にも どることになります。

このとき地球も太陽のまわりを29.5°回 転しているので、29.5日が 満ち欠け の周
期です。
さて、この問題では、月が地球のまわりを公転する角度とそれにかかった日数が比
例することを使います。図の青い矢印の角度 360°を 月が動くのに27.3日かかり、
さら に緑の矢印の角度を月が動くのに何日かかるかを求めればよい。
月が360°公転するのに27.3日かかるのだから、あと ° 動いて360°＋ °動 くのに
日かかると考えます。緑の矢印の角度を月が動くのにかかる日 数は、そ れと同

じ角度を地球が太陽のまわりを動くのにかかる日数に等しいからです。
(360°＋①°)：360°＝①日：27.3日
27.3×360＋①×27.3＝①×360より、①＝約 29.5

答え　 29.5日

 考察

もし朔望月(月 の満 ち欠けの周期)が 29日と与えられたとすると、月の公転周期
は、(360°＋29°)：360°＝29日：①日より
①＝26.8日　となります。公式化すると、(360＋朔望月)： 360＝朔望月：公転
周期 となりますが、月の進んだ角度がかかった日数に比例するという関係です。
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問題 50 次の文を読み、下の(1)～(6)の問いに答えなさい。
次 の図1と図２は太陽や地球、月の公転や自転の様子を表すものです。地球も月も
公転面は共通で、自転軸は公転面に対して、垂直であ るものとします。また公
転、自転の向きは地球の北極側から見た時のもので、いずれも時計とは逆の回り方
になります。地球が図1の1の位置の時、赤道上の P点にいる人が、恒星Sの 南中
を観測しました。そして地球が360度自転した2の位置で再び恒星Sの南中を観測
します。2の位置からさらに角度bだけ地球 が自転すると3の位置にき ます。1から
3までは24時間たっています。恒星Sは遠方にあるので届く光線は平行であると考
えてよく、角度aと角度bは等しい 大きさです。

(海城中)

(1)　地球が角度bだけ自転するのにかかる時間は、何分ですか。bを使って時間を
求める式 を書きな さい。

答 え　　　　　　

(2)　地球の公転周期を365日として、角度aを求める式を書きなさい。

答え　　　　　　

(3)　恒星Sの、南中から南中までの時間は、何時間何分ですか。

答 え　　　　　　
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図２では地球が太陽の回りを4、5、6と公転し、その周りを月が公転しています。
4から5ま での時間 で、月は地球の周りを1回公転しています。4から6までの期間
は、新月から次の新月までの期間で１朔望月といい、29.5日にな ります。

(4)　4から6までに月は地球の周りを、角度で何度回ったことになりますか。
365、 360、 29.5の数を使って角度を求める式をつくりなさい。ただし、角度c
と角度dは等しい大きさです。　

答 え　　　　　　

(5)　地球の公転周期を360日、１朔望月を30日とすると、月の公転周期(4から5
まで の日数) は何日になりますか。小数第二位を四捨五入して、小数第一位まで答
えなさい。

答 え　　　　　　

(6)　もし、月の公転周期は変わらず、自転周期だけがわずかに短くなったら、日
本で見る月 の模様 は、日々どのように変わって見えますか。月が南の空に見えて
いる場合を考えて答えなさい。

答 え　　　　　　
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 解 説

(1)　図1より地球は、24時間で(360＋b)°自転 している ので、24時間を分に直す
ために60倍して、
24時間×60×b°÷(360＋b)°　となる。

答　24×60×b÷ (360 ＋b)

(2)　地球は365日で360°公転するので、360°÷365日

答　a＝360÷365

(3)　(2)より、地球は1日で約1°公転している。よって24時間では
360°＋1°＝361° 自転することになる。恒星の南中から南中までの時間とは、地球
が360°自転する時間のことだから、
24時間÷361°×360°＝23.933・・・　60分×0.933＝55.98分　　よって、 23時
間56分

答　約23時間56分

　　　　　　　　

(4)　角cは29.5日の間に地球が公転した角度だから、365日で360°公転すること
を使って 比例計算する

365日�→�360°
29.5日�→�( 　　　)

計算式は、360°÷365日×29.5日　となり、これ が5から 6のあいだに月が公転し
た角度dに等しい。よって、4から6までに月は地球の周りを、360°＋360°÷365日
×29.5日 の角度を回った。

答　 360＋360÷365× 29.5

(5)　(4)と同じようにして、1朔望月(図の4から6)の間に月は、
360°＋360°÷360日×30日＝390°公転する。月の公転周期とは、月が地球の周り
を 360°回るのにかかる日数のことだから、比例計算をすると、

390°�→�30日
360°�→�(27.7日)

計算式は、30日÷390°×360°＝27.7日　で す。

答え　27.7日

(6)「自転周期が短くなる」とあるので、自転の速さが速くなる。月も東へ自転す
るので、月 の模様は 西へ移動して行く。

答　月の模様は西へ移動して行く。
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 考察

月の公転周期を1恒星月といいます。図２の4から5です。360°÷月の公転する角度
/日＝1恒星月ということですね。旅人算的な考え方をすると360°÷月と地球の公転
する角度の差/日＝1朔望月となります。みちのりを速さの差で割ると時間が出てく
るのと同じで す。

　　　　　　

[重要事項]　

南半球では、月は北の空 を通る。北を向いて右が東、左が 西となる。日本では南を向い
て左が東、右が西である。同じ月であるが左右が逆と覚 えておく。

問 題51 ある日の夕方、日本では上弦の月が南中してい ました。このとき南
半球のオーストラリアではこの月はどのように見えますか。またこの月が西の空に
しずむときはどの ように見えますか。次のア～クから適当 なものを選びなさい。

(帝塚山英数)

　　　　

答え　　　　　　

　　　　 　　 　　

解説　上弦の月を天球ごと、ずりっと北にずらす イメージで考える。弦を
上にしてしずむのは同じだが、傾く方向は逆 になる。

答 え　夕方・・・ア、しずむとき・・・オ
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太 陽と地球

[重要 事項]　

・　夏 至の南中高度＝90°－緯 度＋23.4°、 冬至の南中高度＝90°－緯度－23.4°
・　夏は北に行くほど昼が長く、冬は北に行くほど 夜が長い。

問題52　次の問いに答えなさ い。
(1)　太陽の直径は約140万kmで， 地球 からの距 離は約１億５千万kmです。自
分の１ｍ先に直径何cmの球を置くと，太陽とほぼ同じ大きさに見えますか。次の
中から１つ選び記号で答えなさい。　

　　ア　0.1cm イ　0.5cmウ　１cm エ　５cm オ　10cm

答え　　　　　　

(2)　日本から日食を見ると，どのように見えますか。 次の 中から１ つ選び記号
で答 えなさい。

　　ア　右側から左側へ欠けていく。イ　左側から右側へ 欠け ていく。
　　ウ　ま上からま下へ欠けていく。エ　ま下からま上へ欠けていく。

答え　　　　　　
　　　　　　　

(3)　夏至の日の太陽の南中高度と，冬至の日の太陽の 南中 高度との 差は何度く
らい ですか。次の中から１つ選び記号で答えなさい。ただし，北緯35度で観測し
ました。

　　ア　11.6度　　イ　23.4度　　ウ　46.8 度　 　エ　 55.0度　　オ 　58.4
度　　カ　66.6度

答え　　　　　　

(4)　夏至の日，次のa～eの地点で昼の長さを比べま し た。長い地 点から順に並
べ なさい。

　　　a赤道上　　b北緯35度　c北緯60度　　d 北極点　　e南緯65度

答え　　　　　　
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解説

(1)　直径の比＝太陽までのきょりの比 よ り、1m： □m＝15000万km： 140万
km

□m ＝1×140÷15000＝14÷1500＝約0.0093m＝約0.93cm

答 え　ウ

(2)　月の公転方向は地球の自転方向と 同じ だから、 日本から見て月は太陽の中
に、 右から左へと入って行く。

答 え　ア

(3)　地軸な傾きは23.4°だから、夏至と冬至では反対側に傾くの で、23.4
×２＝46.8°　　　　　

答 え　ウ

(4)　夏は北に行くほど昼が長い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

答 え　dcbae

　
　
　　　　　　　　　　　

問題53　
図１は，北極の上空
の宇宙から地球を
見たものです。この
図で北極けんの地域
は，全 て太陽に照
らされてお
り，Ａ，Ｂ，Ｃの地
点ではちょうど太陽
がしずむところで
す。北極けんとは日
本で太陽の高度が最
も高くなるとき，
一日中太陽がしずま

な い地域のことで，図１の小さな円の内側のところです。次の問いに
答えなさい。
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問１ 図１に昼と夜の境の線をかき，夜の地域をしゃ線で示しなさい。

　　　　　　
問２ 図１は，何月ころですか。次の中から選び，記号で答えなさい。
　　ア ３月　　イ６月　　ウ ９月　　エ 12月

答え　　　　　　

問３ 図１のＦ地点での東はどれですか。図中のア～エから選び，記号で答えなさ
い。

答え　　　　　　

問４ 地球の１日は太陽が南中してから再び南中するまでの時間です。１日の間に
地球は一定の速さで１回転します。地球が１時間に回る角度は 何度ですか。

答え　　　　　　

問５ 図１で地球が回る方向はどちらですか。次の中から選び，記号で答えなさ
い。
　　　ア.時計回り　　イ.反時計回り

答え　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

問６ 図１で次のア～ウの地点を図中のＡ～Ｉから選び，記号で答えなさい。
　　
ア真夜中の地点　　イ太陽が南中している地点　　ウ 昼の長さが18時間の地点

答え　　　　　　

問７ 地球で上げんの月のとき，月はどの方向にありますか。図１のＪ～Ｑから選
び，記号で答えなさい。

答え　　　　　　

問８ 満月から満月までの時間は29.5日です。問７の１週間後の月はおよそどの方
向にありますか。最もよいものを図１のＪ～Ｑから選び， 記号で答えなさい。

答え　　　　　　
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解説

問１　A,B,Cと小円のへりを結 ぶ。

答 え

問２　夏至の頃だから６月になる。

答 え　イ

問３　地球は西から東へ自転してい る。つまり自転する方向を東と決めてい る。
北は地 軸を北極側に延長した方向、南は地軸を南極側に延長した方向となる。地
球は北極側から見て左回転している。公転も左回りである。

答 え　エ

問４ 　１日は24時間だから、360°÷24時間＝15°/時の速さで、地球は西から東へ
自転している。　つまり月も太陽も星も、天球上 を１時間に15°東か ら西へ動い
ているように見える。

答 え　15°

問５　左回転すなわち、反時計まわり です。

答 え　イ

問６　ウについて、C地点では、問１ の答えの図より、円を８等分したうちの ２
つ分す なわち、24時間÷8×２＝6時間分が夜の範囲に入っている。このとき昼の
時間は、24時間－6時間＝18時間となる。

答え　 ア. D 　イ.H　 ウ.C

問７　太陽の方向から90°の方向 で、右半分が光っている。　　答え　J

問８　７日で反時計回りに約４分の１ 周するので、Lの方向にあると考えられ
る。　

答え　 L
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　月と日食

問題54 2004年9月のある日の夕方、空を見上げると次の図1のような上弦の
月が見えました。 あとの(1)～ (5)の問いに答えなさい。

(1)　７日後、同じ時刻に同じ方向を見ても月は見えず、別の方向 に月が見えまし
た。次の①②の問 いに答えなさい。　　

答え　　　　　　

①月が 見えた方向を、次のア～クの中から１つ選んで、記号で答えなさい。

ア　東　　イ　西　　ウ　南　　エ　北　　オ　北東　カ　北西　キ 　南東　　
ク　南西　　　

答え　　　　　　

②その ときの月の影を右図の点線を利用して書きなさい。

(2)　図1と同じ形の上弦の月が次に見えるのは、最初に観察した 日からどれくら
い後ですか。次のア～エ の中から１つ選んで、記号で答えなさい。

ア　３日後　　イ　２週間後　　ウ　４週間後　　エ　６週間後　　

答え　　　　　　

(3) 　太陽・月・地球が一直線に並んだとき、地球上の一部で皆既日食という現象
が見られます。この現象は、地球上から見た太 陽と月の大きさがほとんど同じで
あ るために起こります。月の直径を3500km、地球から月までの距離を38万
km、地球から太陽までの距離を1億 5200万kmとすると、太陽の直径は何 万km
になりますか。

答え　　　　　　
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(4)　2004年10月14日の昼頃、京都でも部分日食が見られ ました。次の図２は、
そのときの様子を 表しています。この時刻の前後では、太陽はどのように見えた
と考えられますか。あとののア～エの中から１つ選んで、記号 で答えなさい。

答え　　　　　　

(5)　図1は、９月何日の様子を表したものですか。適当なものを 次のア～オの中
から１つ選んで、記号で 答えなさい。

ア　1日　イ　８日　ウ　15日　エ　22日　オ　29日

答え　　　　　　

(洛南中)
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 解 説

(1) 　①月は約４週間で360°天球 上を反時計まわりに移動するので、７日後に
は、約90°移動することになります。上弦の月の弦の部分が地平線に対して垂直に
なっているので、この月は南中していま す。よって向って左が東になりま す。

答え　ア

　　②上弦 の月の７日後は満月です。

　

答え　

(2)　月の満ち欠けの周期は、約４週間 です。

答え 　ウ

(3)　下図のように、ピラミッドの相似 を使って比例式を作ります。

　　 3500：380000＝x：152000000　　x＝1400000

答え 　140万km

(4)　1日で月は１３°、地球は1°西 から東へと移動するので、速さの遅い方 の地球
を止めて考えると、太陽の前を月が西から東へと横切ることになります。つまり、
太陽は西から欠け始め、西から光り 始めます。

答え 　イ

(5)　(4)で、10月14日に部分日 食があったのだから、この月は新月で す。新月の
３週間前が上弦の月だから、10月14日－21日＝9月23日頃だと分かります。

答え　エ�

�����
�������
�����
����
����
�����
�������������������
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 考察

日食で は太陽は西から欠け始め、西から光り始 めます。逆に月食では月は東から
欠け始め東から光り始めます。動きの遅い地球を止めて考えて、月だけ動かしま
す。月の移 動する方向はもちろん西から東へと 公転します。次のように図を書け
ば理解できますね。

        

　　　
　　　　　　　　　　     

  日 付変更線と時差

問題55 関西国際空港(東経 135°とする)を12月 11日午前10時に出発した飛行
機は、16時間後に西経120°のロサンゼルスに着きました。このときロサンゼルス
の現地時刻は何月 何日何時ですか。現地 時刻はその地点での南中時刻を正午とし
ます。

　　　　

   
    
     

       答 え　　　　　　　　
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 解 説

ロサンゼルスに着いたとき、その人の時計は、日付変更線で修 正してい なけれ
ば、12月11日午前10時＋16時間＝12月12日午前2時を示してい る。ロサンゼル
スは東経135°の関西国際よりも、(135＋120)÷15°＝17時間おくれて いる。よっ
て、12月11日午前9時となる。

答 え　12月11日午前9時
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　  音と光

[重要 事項]　

・　音は長さを持った 「帯」と考えること ができ る。
・　列車が汽笛を鳴らすと、列車の進む方向によ り、この「音の帯」がのびちぢ
みする。

問題56 次の問いに答えなさい。
(1)　まっすぐな線路上を列車が毎秒 20mの速さで駅に向かっている。こ の列車
が ５秒間警笛を鳴らした。次のア.イ.の問に答えなさい。
ア. 　警笛を鳴らした後で，列車の前方で空気のしん動している部分の長さは何m
ですか。ただし、音速を秒速340mとする。　　　　　　
イ.　 駅にいる人にはこの警笛が何秒間聞こえますか。小数点以下第２位を四捨五
入して答えなさい。　　　　　　　

(2)　飛行機が上空でまっすぐ水平 に飛んでいる。飛行機がちょうど頭上に きたと
き，音はま上から30°の方向から聞こえた（図1）。この飛行機の飛んでいる速さ
は毎秒何mですか。

答え　　　　　　
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解説

(1)　ア.　列車が止まっていれ ば、340m×５秒＝1700mの長さの 空気が振 動す
るが、５秒で列車は、20m/秒×５秒＝100m進むので、この分「音の帯」が短く
なる。 1700m－100m＝1600m

答 え　1600m

　 　イ.　1600m÷340m/秒＝約4.7秒の間、聞こえることになる。

答 え　4.7秒

(2)　

音はみどりの線、飛行機は青い線のきょり を動いたの
で、

辺の比　2：1　より、340m/ 秒÷２＝170m/秒で飛行機
が飛んだことに なる。

答え 　170m/秒　 　

　　

　　

問題57 次の□にあてはまる数字を答えなさい。直径1.2mm、長さ10cm、重
さ100gのモ ノコードがあります。これと同じ音の高さを出すモノ コード は、
□mm、160cm、1600gです。
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解説

も とのモノコードの直径、長さ、重さをそれぞれ1とすると、1×1×1＝1の高さの
音が出る。これに対して問題のモノコードは長さが 16倍、重さが16倍
(16＝4×4)になっているので、□×1/16×4＝1　となればよい。なぜなら直径や長
さに対して、重さだけは2乗比で音の高さ を変えるからです。長 さや直径は数字が
大きくなるほど音が低くなり、重さは数字が大きくなる ほど音は高くなります。

これより、□＝4　となるの で、音の高さを4倍にするためには、直 径を 1/4倍の
0.3mmにすると同じ高さの音が出る。

答え　 0.3mm

「音の高さを4倍にする」と書きましたが、正確には長さや重さ で、1/16×4＝4
倍分低くなった分に対し て、4倍 分高くするという意味ですね。表が与えられる
場合が多いですが、そのときは、まず重さが平方数倍になっている行を探し、 次
に直径や長さが整数倍になって いる行を探します。条件を満たさない行を使って
も計算できますが面倒なことになります。
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問題58 ２ 枚の鏡を地面に 垂直に立て、自分の姿を映したとき、角 度を60度
にすると像が５つ見えます。そのうち☆の位置に見える３つの像では右手は どち
ら側に映っていますか。

　 　　　

　　
　　　　　　　　　　　　

 解説

ABやEFの部分では鏡で２回反射す るので、像は左右がそのまま映り、CDの部 分
では鏡 で３回反射するので左右が逆に映る。反射が奇数回→左右逆、反射が偶数
回→もとのままで映る。

答え　A,D,E

次 のように像ができます。Aの像A2 (鏡2によってできた 像)が図の場所にでき、1
回の反 射なので左右逆の像になりま す。さらにA2の 像A21が 図の場所にでき
て、これは２回の反射なので逆の逆で左右もとのままの像になります。またさらに
A21の 像A212が 図の場所にできて、3回の反射なので左右逆の像になります。
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A212は 鏡1鏡2の裏にあるのでこれ以上反射しません。図の真中上のおうぎ形の部
分 が最終ゴールで す。Aの位置に「目」があればこの３つの像をふくめて合 計５
つの像を見ることができ ます。こ のように合わせ鏡の中心と像の距離を半径とす
る円周上に左右対称に 反射１回の部分、反射２回の部分そして真中に反射３回の
部分ができることになります。
合わせ鏡のなす角度が60°のときは、できる像の数は360°÷60°－1＝5個
45°のときは、360°÷45°－1＝7個　・・・といった具合です。
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　  いろいろな思考力問題の研究

　雨 量

問題59 「1 時間に40ミリをこえる雨量」などといいますが、雨量は体積で表
さないで、たまった雨水の深さ {mm}で表すのです。次のア～オの容器を使って雨
量を 測ってみました。容器にたまった雨水は、どれも半分ほどの深さでしたが、
少しずつ差が出ました。このア～オをたまった雨水が深い 方から順に並べなさ
い。

(高田中学)
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 解 説

雨は容器の口 から入ってくるので、容器の口の広さとその下の部分の広さを 比べ
て、下の部分の広さが広いほど深さが浅くなることがわかる。容器の口の広さその
もの は、10cmであろうと12cmであろうと関係がなく、容器の口と比べて、下の
部分の方が広ければ深さが浅いと考えます。

容器の口の両 端からまっすぐ下に線を引いて、上図の影の部分がたくさんはみだ
し た方が深さが浅いと判断すればよいでしょう。

したがって、 雨水の深い順に答えるので「はみだし」の少な い順に　 エ、イ、
オ、ウ、アとなります。

答え　エ、イ、オ、 ウ、ア

 考察

12cmの容 器がいちばん口が広いので、入ってくる雨水の 量も多い ですが、だか
らといって深さが深いとは言えません。「雨量」は降った面積には関係ありませ
ん。
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　光 合成と呼吸

問題60 あ る植物について、明るさと二酸化炭素を吸い込む量の関係を表にま
とめました。仮に、光合成により二 酸化炭素を吸い込む量が１５ミリ グラム、呼
吸によりはき出す量が10ミ リグラムの場合は＋５と示し、光合成により二酸化炭
素を吸い込む量が５ミリグラ ム、 呼吸によりはき出す量が10ミリグラムの場合は
－５と示します。ただし、キ ロルクスは明るさの単位で 数字が大きいほど明るい
ことを示します。この表は1時間あたり100平方センチの葉で起こったことをまと
めたものです。

明るさ(キロ
ルクス)

二酸化炭素を吸い込む量(ミリグ
ラム)

０ ー２
２０ ０
４０ ＋２
６０ ＋４
８０ ＋４
１００ ＋４

次の文の（A)（B )にあてはまる数を答えなさい。

こ の植物は光合成により44ミリグラムの二酸化炭素から27ミリグラムのデンプン
を作ります。そこで、600平方センチの葉を70 キロルクスの明るさに9時 間、10
キロルクスの明るさに14時間おいておくと、(A)ミリグラムのデンプンがたくわえ
られます。引き続き、同じ葉を15キ ロルクスの明るさに12時 間、0キロルクスに
(B)時間おいておくと、たくわえられたデンプンはすべて呼吸に使われることにな
ります。

(ラサール)
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 解 説

(1)　70 キロルクスでは4mgの二酸化炭素を吸い込 み、10キ ロルクス では比例
計算すると1mgの二酸化炭素をはき出しているので、葉の面積が６倍、時間がそ
れぞれ９倍、14倍となっているので、次 のような計算になる。

4mg×６×９－1mg×６×14＝132mg の二酸化炭素を吸い込むので、

このときデン プンは、27mg×132/44＝81mg たくわえられる。

答え　81mg

(2)　81mg 　→　□

　　27mg 　→　44mg 　　　比例計算して、44×３＝132mgの二酸化炭素が使
われるので

0.5mg×６×12＋2mg×6×□＝132mg　　 (132－36)÷12＝８時間

答え　8時間

 考察

たくわえられ たデンプンの量を出せばよいので、表の二酸化 炭素の数 値をそのま
ま使えばよいのです。光合成で二酸化炭素から作られたデンプンは同時に呼吸で消
費され二酸化炭素にもどります。デンプ ンの作られた量と消費され た量の差が、
たくわえられた量をなります。
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　呼吸とエネルギー

問題61　次の文を読 んで下の問１～問３に答えなさい。
動物は絶えず呼吸をしています。口や鼻から吸い込まれた空気は(あ)を通って左右
の(い)に入ります。(い)に入った空気に含まれる (う)の一部は、(い)で血液に取り込
まれ、体の各部に運ばれます。体の各部に運ばれた(う)は、動物体内で養分が分解
されるときに使わ れて、(え)が生じます。このとき、体温を保つ、体を動かすな
ど、さまざまな生命活動をするのに必要なエネルギーを取り出します。動物が エ
ネルギーを取り出すのに利用できる養分一つとして、タンパク質があります。タン
パク質は炭素、水素、(う)、ちっ素、いおう　という成 分からできています。動物
が体内のタンンパク質を利用してエネルギーを取り出すとき、(え)のほかに、ちっ
素を成分の一つに持つさまざま なものも生じます。ちっ素を成分の一つに持つさ
まざまなものをまとめて「A」と呼ぶことにします。(え)は(い)から(あ)を通り、は
く 息にまじって体の外に出されます。「A」は動物の尿(にょう)の中にふくまれて
おり、体の外に出されます。　　

(洛星中学)

問１　(あ)～(え)にあてはまる語句を入れなさい。

問２　ブタの尿を集め、その中にふくまれる「A」の量を測定したところ　50ｇ　
でした。タンパク質の各成分と「A」の各成分の割合を 表１ に示しました。
５０ｇ　の「A」の中の炭素、水素、(う)、ちっ素、いおう　の量はそれぞれ何
ｇですか。

表１　　タンパク質と　「A」　の各成分の割合　(%)
炭素 水素 (う) ちっ素 いおう 計

タンパク質 53 7 22 17 1 100
「A」 26 6 34 34 0 100

問３　タンパク質を利用してエネルギーを取り出すとき、タンパク質中のちっ素は
すべて「A」に入ります。一方、タンパク質中の炭素、水 素、い おう　は一部し
か「A」に入りません。ブタの尿を集め、尿に含まれる「A」の量を測定したとこ
ろ、50ｇでした。「A」はすべて尿として体 の外に出されたものと考えて、以下
の(1)～(5)の問に答えなさい。
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(1)　エネルギーを取り出すときに利用したタンパク質は何ｇですか。
(2)　「A」に入らなかった炭素、水素、いおう　の量はそれぞれ何ｇですか。
(3)　「A」に入らなかった炭素、水素、いおうは、(う)と結びついて体の外に出さ
れます。それぞれの物質１ｇに結びつく(う)の量 を表 ２に示しました。「A」に
入らなかった炭素、水素、いおうに結びついた(う)は合計何ｇになりますか。

表２　炭素、水素、いおうの各１.0ｇに結びつく(う)の量　(ｇ)
炭素 水素 いおう
２．７ ８．０ １．５

(4)　タンパク質を利用するときには何ｇの(う)を体の外から取り入れる必要があ
りますか。
(5)　(う)と(え)の１ｇあたりの体積を表３に示しました。タンパク質を利用してエ
ネルギーを取り出し、50ｇの「A」が生じま し た。体の外に出される炭素は、は
く息にまじる(え)の成分となって体の外に出されるか、尿にまじる「A」の成分と
なって体の外に出されるかの どちらかであるとします、次の①と②の問いに答え
なさい。答えは小数第二位を四捨五入して第一位まで書きなさい。

①　体の外から取り入れる必要のある(う)は何ℓですか。
②　はく息にまじって体の外に出される(え)は何ℓですか。

表３　(う)と(え)の各1.0ｇあたりの体積(ℓ)
(う) (え)
0.7 0.5

 解説

 問１　(あ)・・・気管　　(い)・・・肺　　(う)・・・酸素　　(え)・・・二酸化炭素
　問２　　50ｇ中なので、それぞれ表の値を２で割ればよい。　炭素13ｇ、水素３ｇ、二
酸化炭素17ｇ、ちっ素 17ｇ、い おう０ｇ
　問３　　(1)　「A」中のちっ素17ｇはすべてタンパク質の中にふくまれていたので、表１
の１７％＝１７ｇとなり、100%にあ たる タンパク質の量は100ｇである。

答え　100ｇ

　(2)　　炭素は53ｇ－１３ｇ＝４０ｇ、水素は ７ｇ－３ｇ＝４ｇ、いおうは１ｇ

　(3)　　(2)のそれぞれの値に、表２の割合をかけて、
４０×２．７＋４×８．０＋１×１．５＝141.5ｇ　　

　答え１４１．５ｇ
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　(4)　　表１から、タンパク質にふくまれる酸素のうち２２ｇ－17ｇ＝５ｇは「A」に入
らないので余る。よって外部 から取り入れる必要があるのは、141.5ｇ－５ｇ＝136.5ｇで
よい。

答え　136.5ｇ

　(5)　　①　 136.5×0.7＝95.6ℓ

答え　95.6ℓ

　　　　　　　　②　二酸化炭素は炭素１ｇにつき、酸素2.7ｇが化合しているので、炭素
40ｇ には、40×3.7＝148ｇの二酸化炭素ができる。表３よりその体積は、
148×0.5＝７４ℓ

答え　74ℓ
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　地層の様子

問題62 図は、たろう君が調べた地層の様子で、Aは火山灰、Bは砂岩、Cはで
い岩、Dはかこう岩、Eはれき 岩、Fは安山岩でした。地層は逆転していないこと
がわかっています。次の問いに答えなさい。

(1)　図のア～エから不整合面を選び、記号で答えなさい。

(2)　図のエは、正断層、逆断層の内、どちらですか。

(3)　A～Fを、古い順にならべなさい。

(立教池袋中　改)
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 解 説

(1)　イはいったん隆起して陸となり風化されています。 そのあと 沈降して海底
(湖底)となり、B、Aの地層がたい積しているので、不整合面となります。

答え　イ

(2)　

　左図のように青い線を引いてみると、D
の断層はどちらも　青い線の上に重なって
おり、両側から力を受けて近付きあ　った
ことがわ かりま す。

　左側のDが右側のDの上にずり上がった状
態です。このよ　うな断層を逆断層といい
ます。

　このようにたてに線を引いて、お互いの
断層が線の上に重　ならずに離れてしまっているときは、正断層となります。　両
側からひっ ぱられて 一方の断層がずり下がった状態で　　す。(考察参照)

(3)　地層の逆転はないので、基本的に地層は下から上へと積み上がって行きま
す。Cまでた い積した あとマグマのDがかん入して、隆起し侵食され、その後エの
断層ができています。

したがって、F,E,C,D,B,Aの順になります。

答え　F,E,C,D,B,A

 考察

正断層の様子はこのようになります。
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問題63 次の問いに答えなさい。

　図５は，ある地域のＡ・Ｂ・Ｃの３地点で ボーリングを行い，その結果わかっ
た地下 のようすです。Ａ地点から北に200mのところにＢ地点があり，Ａ地点か
ら東に100mのところにＣ地点がありました。ほとんどが砂 の層で，その間に火
山 灰のＸ・Ｙ・Ｚの層が薄く入っていました。この地域では，それぞれの地層の
厚さはどの場所でも同じで，曲がったりずれたりはしていな いものとして，あと
の 問いに答えなさい。
(1)　Ｃ地点では，火山灰の層Ｘは地表から何mの深さにありますか。

答え　　　　　　

この地域の地形図で等高線が図６のようになっているとき，

(2)　地層のかたむきは，どのように なっていますか。次のア～オの中から １つ選
ん で，記号で答えなさい。
　ア　東西に水平で，北に下がっている。
　イ　東西に水平で，南に下がっている。
　ウ　南北に水平で，東に下がっている。
　エ　南北に水平で，西に下がっている。
　オ　どの方向にも水平である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
答 え　　　　　　
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(3)　 Ａ地点とＢ地点の真ん中のＤ地点では，火山灰の層Ｘは地表から何mの深さ
にありますか。　　答 え　　　　　　 

　　　　　　　　　　　

　　　　　
解説

(1)　図５Cより、火山灰の層Yは地表 から16mのところにある。図５A より、火
山灰Xの層は火山灰Yの層の下16mの所にあることがわかる。よって、Ｃ地点で
は，火山灰の層Ｘは地表から16m＋16m＝32mの 深さにある。

答え 　32m

(2)　下の図のように、東西方向も南北 方向も水平になっている。茶色の線 は地表
を 表している。

答え　オ

(3)　上図右より、AB間の中間にDが あるので、地層Xは、 (22m＋2m)÷２
＝12mの所にある。

答え 　12m
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　空気の膨張

問題64 図１～図３の装置のア～キの部分には空気が入っています。また容器
や管の温度による容積、長さの変化 は考えないものとし、いずれの容器、管のか
べも熱を通さないものとして、次の問いに答えなさい。(親和中)

(1)　図１のように容積の同じア、イを細い管でつなぎ、その中央に色のついた液
体を少量入 れまし た。この液体が右の方に移動するのはつぎのA~Fのどの場合で
すか。あてはまるものをすべて選び、記号で答えなさい。

A.　アの部分をあたためる。
B.　イの部分をあたため る。
C.　アの部分を冷やす。
D.　イの部分を冷やす。
E.　アとイの部分を同時に同じようにあたためる。
F.　アとイの部分を同時に同じように冷やす。

答え　　　　　　

(2)　図２の細い管の中の水面が上がるのはどの場合ですか。またどちらともいえ
ないのはど の場合で すか。次のA～Hからそれぞれあてはまるものをすべて選び、
記号で答えなさい。

A.　ウの部分をあたためる。
B.　エの部分をあたため る。
C.　ウの部分を冷やす。
D.　エの部分を冷やす。
E.　ウとエの部分をあたためる。
F.　ウとエの部分を冷やす。
G.　ウの部分を冷やし、エの部分をあたためる。
H.　ウの部分をあたため、エの部分を冷やす。

答え　　　　　　

129



　　　　　　

(3)　図３のように、一方のはしが閉じている細い管が固定されています。管内の
水面が下がるのはどの場合ですか。またどちらとも いえない のはどの場合です
か。次のA～Iからそれぞれあてはまるものをすべて選び、記号で答えなさい。

A.　オの部分をあたためる。

B.　カの部分をあたためる。

C.　キの部分をあたためる。

D.　オの部分を冷やす。

E.　キの部分を冷やす。

F.　オとキの部分を同時にあたためる。

G.　カの部分を冷やし、キの部分をあたためる。

H.　オとキの部分を同時に冷やす。

I.　オとカの部分をあたため、キの部分を冷やす。

答え　　　　　　

 解 説

(1)　空気はあたためると膨張し、冷やすと収縮します。 アの空気 の体積が大きく
なるか、またはイの空気の体積が小さくなれば、色のついた液体は右に移動しま
す。

答え　A,D

(2)　容器の中の空気があたためられて体積が大きくなれば、容器のなかの水面が
押されてその結果、細い管の中の水面が上がりま す。

答え　上がる・・・ A,B,E 　どちらともいえない・・・G,H

(3)　細い管の中の空気をあたためればその体積が大きくなり、管内の水面は下が
ります。逆 に容器の 中の空気を冷やせばその体積は収縮し容器内の水面が上昇
し、その結果管内の水面が下がります。

答え　下がる・・・ C,D,G 　どちらともいえない・・・F,H
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 雲のでき方

問題65 空気中にどれくらいの水分を含むことができるのかを調べるために、
次のような実験を行いました。
[実験1]　２ℓ入りの空のペットボトルの重さを電子てんびんで正確に測る。ボト
ル内に、水を入れた小さ な容器を入れてふたをして一日お いておく。容器を残っ
た水 といっしょに取り出し、ボトル内の温度を測る。再びボトルにふたをして、
冷凍庫に入れ充分冷やすと、内側に水滴ができてこおって いた。ボトルのふたを
ゆる めて空気を入れ、重さを電子てんびんで正確に測る。空ボトルの重さとの差
を、生じた水滴の重さとする。ボトル内の温度を変えて実 験した結果を、下の表
にま とめました。

　

ボトル内の温度 　水滴の重さ

　　１０℃ 　　0.014ｇ

　　２０℃ 　　0.030ｇ

　　３０℃ 　　0.056ｇ

[実験2]　ある日気温が３０℃の時に[実験1]と同じペットボトルを用いて、今度は
水を入 れずにふたを して、すぐに冷凍庫に入れて、[実験1]と同じように重さを測
ると、生じた水滴の重さは0.039gでした。次の(a)・(b) の問いに 答えなさい。

(a)　[実験２]を行った日、２４㎥のしめ切った部屋に洗濯物を干したとき、何 gの
水分 まで乾かせるでしょうか。考え方を述べた次の文の(　　　　)にあてはまる数
値を答えなさい。
「２ℓの空気には、さ らに(　　　　)gの水分を含むことができるので、２４㎥の
空気には(　　　　)gの水分 を含むことができる。」
[式と考え方]

(b)　雲は上空で冷やされてできます。この日１０mmの雨が降りました。雲の中の
温度が １０℃だっ たとすると、１㎡に降った水を運んだ空気は地上付近で何㎥に
あたると考えられますか。考え方を述べた次の文 の(　　　　)の中にあて はまる
数値を答えなさい。ただし、水１㎤は１gとします。
「１㎡に降った水の量 は(　　　　)g、２ℓの 空気から生じる水滴の量は(　　　
　)gなので、水を運んだ空気 は(　　　　)㎥にあたると考えられる。
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 解 説

(a)　表の水滴の重さは、ボトル内の飽和水蒸気量だと考 えられま す。それに対し
て、0.039gというのは、その日の部屋の中の空気２ℓ分に含まれる 水蒸気量だと
考えられます。したがっ て、２ℓの空気には さらにあと　
0.056－0.039＝0.017gの水分を含むことができる。
次に、２４㎥(24000ℓ)の空気では、比例配分を使って、

２ℓ�→�0.017g
24000ℓ�→�(204g)

0.017g÷２ℓ×24000ℓ＝204g 　とな る。

答え　0.017g、 ２０４g

(b) 　10mmの雨が１㎡に降ると、１cm×10000㎠＝10000gになる。また、地
上の空気が上昇して雲を つくり、雨を降らせること を確認する。「地上の空気」
とは、実験２でペットボトルの中に入っている空気のことです。この２ℓあたりに
0.039gの 水分を含んでいる空気は、 上空に上昇して10℃になると、表より、
0.014gまでの水分しか含むことができません。したがって、２ℓの空気から生 じ
る水滴の量は、
0.039g－0.014g＝0.025g　となります。ここでまた比例計算をします。

2ℓ�→�0.025g
(800000ℓ)� →�10000g
計算式は、２ℓ÷0.025×10000g＝800000ℓ　で す。800000ℓ＝800㎥

答え　10000g、0.025g、800㎥

 考察

(b)では、飽和量の差×空気量の比＝降水量　という関係が成り立つことになりま
す。地上と上空の温度差が大きい ほど、降水量が大きくなります。
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　太 陽の影の動き

問題66 安田リカさんは、広島のおじいちゃんの蔵の中で、ぼろぼろの紙 を見
つけました。 その紙には下のような文章が書かれていましたが、ところどころや
ぶれていてよくわかりません。おじいちゃんの書いたもの なので聞いてみると
「昔のことで、 よく覚えとらんな～。」と言います。

宝物が何なのかどうしても見たくなったリカさんは、毎月20日に、指定された場
所を掘ってみました。次の問いに答えなさ い。

(安田女子中)

(1)　下の図は、リカさんが掘った庭の様子を模式的に表していま す。つぎの
①～③の日 に掘ったと考えられる穴は、ア～ウのどれですか。ただし、他の日に
ちに掘った穴はありません。

①３月 ２０日　　②６月２０日　　③１２月２０日

答え　　　　　　

(2)　図の中で指定されたしき石の上に立ったとき、東の方向に見 えるものは何で
すか。庭の中のもので答 えなさい。

 答 え　　　　　　
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(3)　1年間毎月20日に庭を掘りましたが、宝物は見つかりませ んでした。リカさ
んは、どうして見つか らないのか考えてみました。思い当たったのは、宝物を埋
めたときのおじいさんは、リカさんより背が高かったのではないか ということで
す。そこでリカさん は、1年中で最も正午の影が長くなる月の20 日に、リカさん
の影の頭の位置よりももっと(A)側を掘ってみました。すると、さびたドロップの
カンが埋められていて、 中からきれいなビー玉がたくさん出 てきました。「これ
がおじいさんの宝物か～」少年だったおじいさんのことを想像しながら、リカさん
はこのビー玉を私も宝 物にしようと思いました。

①　下 線部が示すのは、何月ですか。

答え　　　　　　

②　 (A) にはいるのは、東・西・南・北のうちどれですか。

  

    答 え　　　　　　

              

宝探しをしてから、リカさんは太陽の動きに興味を持ちました。それ で少し調べ
てみることにしました。

(4) 　リカさんは冬休みに、一日かけて自分の影の頭の部分がどのように移動する
のか、観察してみました。立つ位置を決めて、 連続して記録したとしたら、影の
頭 の位置はどのような移動をすると考えられますか。下から選んで記号で答えな
さい。ただし、リカさんは図の中心の白丸に 立っているものとします。

答え　　　　　　
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(5)　リカさんの部屋からは夕日がよく見えます。夏と冬とでは、 太陽の沈む位置
が違います。それを正し く表しているものを下から２つ選んで、記号で答えなさ
い。

ア　夏は、窓の右寄りに沈む。

イ　夏は、窓の左寄りに沈む。

ウ　冬は、窓の右寄りに沈む。

エ　冬は、窓の左寄りに沈む。

答え　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

 解 説

(1) 　太陽の南中時に、影の長さが最も長く なるのは冬で、夏は最も短い。

答え　① イ 　②ウ　　③ア

(2)　かきねの方向に、正午の太陽があるので方向は南。したがっ て東の方向に見
えるのは石どうろうで す。

(3)　①冬至の頃が最も太陽高度が低いので、正午の太陽の 影も最も長くなりま
す。

答え　12月

②背が高いと影の長さも長くなり、影の頭の位置は太 陽と反対側の北側になりま
す。

答え　北

(4) 　太陽は東から出て西に沈むので、影は逆に西から東へと移動します。オ～ク
の中から選びます。冬は太陽は南よりからでて 南よりに沈むので、影は逆に北よ
り から北よりに移動します。夏は太陽は北よりから出て北よりに沈むので、影は
逆に南よりから北よりにさらに南よりに移動し ます。春分秋分では影は北よりに
東 西方向に平行に移動します。

答え 　カ

(5)　リカさんの部屋は西に向いている と思われるので、窓の右寄りは北、左寄 り
は南です。そうすると、あとは(4)で説明したとおりですね。

答え 　ア　エ
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 考察

太 陽の影の動きは頻出事項ですが、図でなんとなく覚えていても、このように南
北が入れかわっていたりすると、混乱します。 基本的に日本では太陽は南よりに
あ るので影は北側にできます。夏至の頃だけ南側に一部かかります。影は太陽高
度が高くなるほど、下図のように短くなりま す。
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みつ ばちのダンス

問題67 ミツバチのはたらきバチは、 自分が 見つけた花のみつや花粉などの あるえさ場と巣
の場所と太陽の位置の関係を巣の中にいる仲間のはたらきバチに巣の中の垂直にならんだ巣板とよば
れる 場所の表面で単独のダンスをして知らせ ます。そこで、あるよく晴れた日の正午にいろいろなえ
さ場からもどったはたらきバチのダンスを観察しました。巣から 真西に4000m離れたえさ場からも
どったはたらきバチは図１のような８の字ダンスをしました。巣 から真北に2000m離れたえさ場か
らもどったはたらきバチは図２のような８の字ダンスをしました。巣から真南に1000m離れ たえさ
場からもどっ たはたらきバチは図３のよう な８の字ダンス をしました。巣 から真東に100m離れた
えさ場 からもどったはたらきバチは図４のような円ダンスをしました。巣 から真南に60m離れたえ
さ場からもどったはたらきバチは図４のような円ダンスをしました。巣から真北に40m離れたえ さ場
からもどったは たらきバチは図４のような円 ダンスをしまし た。図の矢印はダンスをしているはた
らきバチの進んで行く向きを示しています。また一定時間でのダンスの回数は図１ が最も少なく、図
２、図３の順に多く、 図４のダンスの場合、どのはたらきバチも一定時間での回数はほとんど同じで
した。

問１　巣から100m以内にあるえ
さ場からもどってきたはたらきバ
チはどのような行動をとります
か。次の ア～エから 最も適当な
ものを選び、記号で答えなさ
い。

ア. 　えさ場が近いことだ け伝
え、 えさ場までの距離は伝えな
い。
イ.　え さ場の 向きだけを伝え、
えさ場までの距 離は伝えない。
ウ. 　え さ場までの距離だけを伝
え、えさ場の向きは伝えない。
エ.　えさ場が近いことと、えさ場
の向きを伝える。

答え　　　　　　

問 ２　巣から1000m以 上離れた
えさ場からもどってきたはたら
きバチはどのような行動をとりま
すか。次のア～カから最も適当な
ものを選び、記号で答えなさい。

ア. 　重力の向きと反対方 向に太
陽 があるとして、８の字ダンスで

直径の部分を走る向きでえさ場の向きを伝え、えさ場までの距離は遠くなるほどダンスの速さを速く
して伝える。
イ.　重 力の向 きと反対方向に太陽があるとし て、８の字ダンスで直径の部分を走る向きでえさ場の
向きを伝え、えさ場までの距離は遠くなるほどダンスの速さを遅く して伝える。
ウ.　重 力の向 きに太陽があるとして、８の字ダ ンスで直径の部分を走る向きでえさ場の向きを伝
え、えさ場までの距離は遠くなるほどダンスの速さを速くして伝える。
エ.　重 力の向 きに太陽があるとして、８の字ダ ンスで直径の部分を走る向きでえさ場の向きを伝
え、えさ場までの距離は遠くなるほどダンスの速さを遅くして伝える。
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オ.　重 力の向 きと反対方向に太陽があるとし て、８の字ダンスで直径の部分を走る反対の向きでえ
さ場の向きを伝え、えさ場までの距離は遠くなるほどダンスの速さ を速くして伝える。
カ.　重 力の向 きと反対方向に太陽があるとし て、８の字ダンスで直径の部分を走る反対の向きでえ
さ場の向きを伝え、えさ場までの距離は遠くなるほどダンスの速さ を遅くして伝える。

答え　　　　　　

問 ３　正午に、巣から北西 に 3000m離れたえさ場(A)からも どったはたらきバチと巣から真西に
80m離れたえさ場(B)からもどったはたらきバチはそれぞれどのようなダンスを しますか。図５の
ア～ケから最も適当な ものを選び、記号で答えなさい。

答え　　　　　　

問 ４　午後３時に、巣から北西に3000m離れたえさ 場(A)からもどったはたら きバチと巣から 真西
に80m離れたえさ場(B)からもどったはたらきバチはそれぞれどのようなダンスをしますか。図５の
ア～ケから 最も適当なものを選び、記号で答えなさ い。

答え　　　　　　

　

解説

問１　 100m、60m、40mでどのはたら きバチも一定時間での回数はほとんど同
じとあるので、えさ場が近いことだけを伝え、えさ場までの距離は伝えていない。

答 え　ア

問２　 問題に 「ある晴れた日の正午」とあるの で、図2のとき、直径の部分を走
る向きで 巣の方向を示すとすると巣 は北にあるので重力の向きと反対の方向が
南、すなわち太陽がある方向となる。このとき図１、図３でも巣の方向が問題に適
していることがわかる。「図1,図 ２,図３の順に一定時間でのダンスの回数が多
い」とあるので、えさ場までの距離が遠いほどダンスの速さが遅いことがわか
る。

答 え　イ

問３　 えさ場 (A)は北西に3000m離れて いるので、イとなり、えさ場(B)は80m
しか離れていないので、オである。

答 え　A・・イ、B・・オ

問４　 午後３時 には太陽は南西にあるので、図 ５で上方向が南西となる。正午の
ときの図に比べて図の方向が反時計まわりに45°回転している。このとき北西は右
方向と なるのでえさ場(A)からもどったはたらきバチはアとなり、えさ場(B)から
もどったは たらきバチは問３と同様にオ となる。

答 え　A・・ア、B・・オ
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 種子と開花

問題68　

オ シロイバナは南アフリカ原産の植物で、日本でも観賞用として植えられていま
すが、場所によっては自然に増えている所もあります。夏か ら秋にかけてラッパ
形 で赤、白、黄色、ピンクなどの色の花が咲き、１つの花が咲き終わった後に種
子を一個作ります。熟した黒い種子をすりつぶすと白粉(お しろい)のような白い
粉が出てくることからオシロイバナと呼ばれています。冬には地上部はかれてなく
なりますが、根は生き残って次の春に芽を出します。秋 にできた種子は次の春 に
発芽し、夏に花が咲くまで成長します。種子が発芽した年に、花は一株に50個ず
つ咲きます。また、次の年にも花は１株に50個ずつ 咲き、種子ができたあ と、か
れてなくなることにします。また、大阪星光学院の花だん(以下、花だんとする)に
生えているオシロイバナでは、種子の発芽する 割合は50%、種子か ら発芽したも
ののうち花が咲くまでに成長する割合は、４％、咲いた花が受粉して種子ができる
割合は100%とします。
　　　　　

　　
　　
問１　種子をすりつぶすと出てくる白い粉は、種子が発芽するときの養分として、
使われます。白い粉の成分を確かめるには、どんな薬品を使 いますか。また、 薬
品によって、どのような変化が起こると予想されますか。薬品の名前を答え、変化
のようすを15字以内で答えなさい。ただし、句読点も１ 字とします。
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問２　春に花だんに種子を植えて、その年の夏に１株以上の花を咲かせるには、何
個以上の種子を植えるのが適当ですか。
 

問３　春に花だんに植えた種子から、その年の夏に１株だけが花を咲かせたとしま
す。
(1)　種子を植えて２年目には、いくつの株が花を咲かせると考えられますか。
(2)　種子を植えて３年目には、全部でいくつの花が咲くと考えられますか。
(3)種子を植えて４年目には、全部で何個の種子ができると考えられますか。

問４　花だんに植えられているオシロイバナから、より多くの種子を得る方法とし
て適当でないものを次のア～エから１つ選 び、記号で答えなさい。

ア.　オシロイバナ　の発芽した種子を、日当りのよい場所に植えかえる。
イ.　花だんに生えている、オシロイバナ以外の植物をぬく。
ウ.　花のみつを吸いにくるこん虫を花だんにたくさん放す。
エ.　土がかわかないように、花だんに水をまく。

問５　花だんのオシロイバナを、一定の数に保つ方法として適当でないものを次の
ア～エ　から１つ選び、記号で答えなさい。

ア.　１株に花が40株ずつになるように、咲いた花を10個ずつつみ取る。
イ.　その年の花が全部で100個以上にならないように、100個をこえたぶ分の花
をつみ取る。
ウ.　冬に根が生き残らないように、種子が落ちたあとの株を地下の根までぬき取
る。
エ.　その年に種子から発芽して花が咲くまで成長した株は、１本だけを残してほ
かは種子ができる前にぬき取る。
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 解説

　
　 問１　ヨウ素液、青紫色に変わる。

　問２　　□個の種子を植え、そのうち１株が花を咲かせるとすると、
□×0.5×0.04＝１より□＝50

答え50個以上
　問３
　(1)　１年目の秋に50個の種子ができ、２年目の春に50×0.5＝25個の種子が発
芽し、夏に25×0.04＝１株が花を咲かせ る。また、１年目の個体は生き残って、
そのまま２年目の夏に花を咲かせるので、１＋１＝２株が開花することになる。

答え　２株

　(2)　　２年目の秋に２株の個体から、50個×2＝100個の種子ができ、３年目の
春に100個×0.5＝50個の種子が発芽し、50×0.04＝２ 株が開花する。また、２年
目の個体は生き残って、そのまま３年めの夏に開花するので、２＋１＝３株が開花
することになる。花は１株に ５０個ずつ咲くので、５０個×３株＝150個の花が咲
く。

答え　150個

　(3)　　同様にして、50個×５株＝250個

　答え　250個

  問４　　オシロイバナは虫ばい花ではないので、「ウ」が適当でない。

答え　ウ

  問５　　問２の結果から、１株以上が花を咲かせるには50個以上の種子を植える
必要があるので、「ア」が適当でない。

答え　ア

　考察

１年目＝１株、２年目＝１＋１＝２株、３年目＝２＋１＝３株、４年
目＝３＋２＝５株、５年目＝５＋３＝８株・・・・となるので、１年 前の株＋　
　　２年前の株＝その年の株となります。前２つの和なので、おなじみのフィボ
ナッチ数列です。
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 動物の呼吸とエネルギー

問題69　

次の文を読 んで下の問１～問３に答えなさい。
動物は絶えず呼吸をしています。口や鼻から吸い込まれた空気は(あ)を通って左
右の(い)に入ります。(い)に入った空気に含まれる (う)の一部は、(い)で血液に
取り込まれ、体の各部に運ばれます。体の各部に運ばれた(う)は、動物体内で養
分が分解されるときに使わ れて、(え)が生じます。このとき、体温を保つ、体を
動かすなど、さまざまな生命活動をするのに必要なエネルギーを取り出します。
動物が エネルギーを取り出すのに利用できる養分一つとして、タンパク質があ
ります。タンパク質は炭素、水素、(う)、ちっ素、いおう　という成 分からでき
ています。動物が体内のタンンパク質を利用してエネルギーを取り出すとき、
(え)のほかに、ちっ素を成分の一つに持つさまざま なものも生じます。ちっ素を
成分の一つに持つさまざまなものをまとめて「A」と呼ぶことにします。(え)は
(い)から(あ)を通り、はく 息にまじって体の外に出されます。「A」は動物の尿
(にょう)の中にふくまれており、体の外に出されます。　　

問１　(あ)～(え)にあてはまる語句を入れなさい。
     
    
    
     

問２　ブタの尿を集め、その中にふくまれる「A」の量を測定したところ　50ｇ
　でした。タンパク質の各成分と「A」の各成分の割合を表１ に示しました。
５０ｇ　の「A」の中の炭素、水素、(う)、ちっ素、いおう　の量はそれぞれ何
ｇですか。

表１　　タンパク質と　「A」　の各成分の割合　(%)
 

炭素 水素 (う) ちっ素 いおう 計
タンパク質 53 7 22 17 1 100
「A」 26 6 34 34 0 100



           
問３　タンパク質を利用してエネルギーを取り出すとき、タンパク質中のちっ素
はすべて「A」に入ります。一方、タンパク質中の炭素、水素、い おう　は一部
しか「A」に入りません。ブタの尿を集め、尿に含まれる「A」の量を測定した
ところ、50ｇでした。「A」はすべて尿として体 の外に出されたものと考え
て、以下の(1)～(5)の問に答えなさい。

(1)　エネルギーを取り出すときに利用したタンパク質は何ｇですか。
(2)　「A」に入らなかった炭素、水素、いおう　の量はそれぞれ何ｇですか。
(3)　「A」に入らなかった炭素、水素、いおうは、(う)と結びついて体の外に出
されます。それぞれの物質１ｇに結びつく(う)の量を表 ２に示しました。「A」
に入らなかった炭素、水素、いおうに結びついた(う)は合計何ｇになりますか。

表２　炭素、水素、いおうの各１.0ｇに結びつく(う)の量　(ｇ)

炭素 水素 いおう
２．７ ８．０ １．５

(4)　タンパク質を利用するときには何ｇの(う)を体の外から取り入れる必要が
ありますか。
(5)　(う)と(え)の１ｇあたりの体積を表３に示しました。タンパク質を利用して
エネルギーを取り出し、50ｇの「A」が生じまし た。体の外に出される炭素
は、はく息にまじる(え)の成分となって体の外に出されるか、尿にまじる「A」
の成分となって体の外に出されるかの どちらかであるとします、次の①と②の
問いに答えなさい。答えは小数第二位を四捨五入して第一位まで書きなさい。

①　体の外から取り入れる必要のある(う)は何ℓですか。
②　はく息にまじって体の外に出される(え)は何ℓですか。

表３　(う)と(え)の各1.0ｇあたりの体積(ℓ)

(う) (え)
0.7 0.5

     



       

       
 解説

 問１　(あ)・・・気管　　(い)・・・肺　　(う)・・・酸素　　(え)・・・二酸
化炭素
　
 問２　　50ｇ中なので、それぞれ表の値を２で割ればよい。　

炭素13ｇ、水素３ｇ、二酸化炭素17ｇ、
ちっ素17ｇ、い おう０ｇ

  問３　　(1)　「A」中のちっ素17ｇはすべてタンパク質の中にふくまれてい
たので、表１の１７％＝１７ｇとなり、100%にあたる タンパク質の量は
100ｇである。

答え　100ｇ

　(2)　　炭素は53ｇ－１３ｇ＝４０ｇ、水素は ７ｇ－３ｇ＝４ｇ、いおう
は１ｇ

　(3)　　(2)のそれぞれの値に、表２の割合をかけて、
４０×２．７＋４×８．０＋１×１．５＝141.5ｇ　　

　答え１４１．５ｇ

　(4)　　表１から、タンパク質にふくまれる酸素のうち２２ｇ－17ｇ＝５ｇ
は「A」に入らないので余る。よって外部 から取り入れる必要があるのは、
141.5ｇ－５ｇ＝136.5ｇでよい。

答え　136.5ｇ

　(5)　　①　136.5×0.7＝95.6ℓ

答え　95.6ℓ

　　　　②　二酸化炭素は炭素１ｇにつき、酸素2.7ｇが化合しているので、
炭素40ｇ には、40×3.7＝148ｇの二酸化炭素ができる。表３よりその体積
は、148×0.5＝７４ℓ

答え　74ℓ




