
【センター試験 2020化学改題】

以下では、次の原子量を用いること.� �
H：1.0 C：12 O：16 N：14� �

問１. 炭化水素に関する記述として誤りを含むものを、次のうちから一つ選べ.

1. メタンの４つの共有結合の長さは、すべて等しい.

2. 炭素原子間の結合距離は、エタンの方がエチレンより長い.

3. プロパンの三つの炭素原子は、折れ線状に結合している.

4. 炭素数が nであるシクロアルカンの一般式は、CnH2n + 2 である.

問 2. 分子式が C9HnO2 で表される化合物 30mg を完全燃焼させたところ、水 18mg が生成した. 分子式中の nの

値を求めよ.

問 3. 次の各化合物の官能基の名称と、その官能基で分類した時の一般名の名称を書け.

(1)

OH

(2)

COOH

問 4. 鏡像異性体 (光学異性体)が存在する化合物の分子式として最も適当なものを次のうちから一つ選べ.

1. C2H3Cl

2. C2H4Cl2

3. C2H4BrCl

4. C3H8O

問 5. 問 4.の選択肢中の 2の分子式で表される化合物の構造異性体をすべて記せ.

問 6. 問 4.の選択肢中の 4の化合物の構造異性体をすべて記し、その名称をそれぞれ答えよ.

問 7. 次に示す繰り返し単位をもつ合成高分子化合物 (平均分子量 1.78× 104)について元素分析を行ったところ、炭

素原子と塩素原子の物質量の比は 3.5：1であった. ただし、重合度 nの繰り返し単位 (図右側)の式量は 62.5

である. mの値を求めよ.



【センター試験 2019～2002化学改題】以下では、次の原子量を用いること.� �
H：1.0 C：12 O：16 Cl：35.5 Br：80� �

問 1. 次の化合物の構造異性体のうち、カルボニル基をもつものはいくつあるか答えよ. 【’19】

問 2. 次の表の化合物 Aと Bを構成する原子について、最も右列に指定する原子の数は同じであるか、それぞれ答

えよ. 【’18改】

化合物 A 化合物 B

(1) 1-プロパノール 2-メチル-2-プロパノール 炭素原子

(2) 1-ブタノール 2-ブタノール 酸素原子

(3) 1-ペンテン シクロペンタン 水素原子

問 3. 幾何異性体 (シス-トランス異性体) が存在する化合物として正しいものを、次の分子式のうちから一つ選べ.

【’18】

(1) C2HCl3 (2) C2H2Cl2 (3) C2H2Cl4 (4) C2H3Cl (5) C2H3Cl3

問 4. エチレンとアセチレンに共通する記述として誤っているものを、次のうちから一つ選べ. 【’17】

(1) 水が付加するとエタノールが生成する.

(2) 重合して高分子化合物を生成する.

(3) 触媒とともに十分な量の水素と反応させるとエタンが生成する.

(4) すべての原子が同じ平面上にある.

(5) 水上置換で捕集できる.

問 5. 重合体とそれを合成するために用いる単量体の組み合わせとして誤っているものを次のうちから一つ選べ.

【’17】



問 6. 化合物 Aは、ブタンと塩素の混合気体に光をあてて得られた生成物の一つであり、ブタン分子の水素原子１個

以上が同数の塩素原子で置換された構造をもつ. ある量の化合物 A を完全燃焼させたところ、二酸化炭素が

352mg、水が 126mg 生成した. ただし、化合物 Aのすべての炭素と水素は、それぞれ二酸化炭素と水になる

ものとする. 【’17改】

(1) 化合物 Aは１分子あたり何個の塩素原子をもつか、答えよ.

(2) この燃焼において、使用された化合物 Aの質量を求めよ.

問 7. 次のア～エの４種類の気体をそれぞれ完全燃焼させ、同じ熱量を発生させた. このとき、４種類の気体を発生

した二酸化炭素の物質量が多い順に並べ、記号で答えよ. ただし、カッコ中にそれぞれの燃焼熱を記してある.

【’16改】

(ア) メタン (890kJ/mol)

(イ) エタン (1560kJ/mol)

(ウ) エチレン (エテン)(1410kJ/mol)

(エ) プロパン (2220kJ/mol)

問 8. 有機化合物の構造に関する記述として下線部に誤りを含むものを次のうちから一つ選べ. 【’16】

(1) 炭素原子間の距離は、エタン、エチレン、アセチレンの順に短くなる.

(2) エタンの炭素原子間の結合は、その結合を軸として回転できる.

(3) エチレンの炭素原子間の結合は、その結合を軸として回転することはできない.

(4) アセチレンでは、すべての原子が同一直線上にある.

(5) シクロヘキサンでは、すべての炭素原子が同一平面上にある.

問 9, 次の異性体に関する記述の正誤を判定せよ. 【’15改】

(1) 2-ブタノールには、鏡像異性体 (光学異性体)が存在する.

(2) 互いに異性体の関係にある化合物には、分子量の異なるものがある.

(3) 分子式 C2H8Oで表される化合物には、カルボニル基を含む構造異性体は存在しない.

問 10. 次の３つの有機化合物の破線で囲まれた結合や官能基 a～cの名称を答えよ. 【’14改】

問 11. 有機化合物の構造異性体に関する記述として下線部に誤りを含むものを次のうちから一つ選べ. 【’14改】

(1) ジクロロメタンには、二つの構造異性体がある.

(2) エタンの水素原子の２個を塩素原子２個で置き換えた化合物には、二つの構造異性体がある.

(3) C4H10 で表される化合物には、二つの構造異性体がある.

問 12. 次の３つの有機化合物の破線で囲まれた結合や官能基 a～cの名称を答えよ. 【’13改】



問 13. 直鎖のアルカンの炭素原子の数 (１～８)と沸点の関係を表すグラフとして最も適当なものを次のうちから一

つ選べ.【’13】

問 14. 鎖式飽和炭化水素に関する記述として誤りを含むものを次のうちから一つ選べ. 【’12】

(1) 分子式は CnH2n で表される.

(2) 水に溶けにくい.

(3) 直鎖状の化合物の沸点は、分子量が大きいものほど高い.

(4) 炭素原子の数が 4以上の化合物には、構造異性体が存在する.

(5) 炭素原子の数が 6以下の化合物には、不斉炭素原子をもつものは存在しない.

問 15. 図は、エチレンを出発物質とする反応経路を表したものである. 【’12改】

(1) 化合物 Aの名称を語群から選べ.

(2) 化合物 Bの名称を語群から選べ.

� �
語群

エタン、エタノール、酢酸 (CH3COOH)、アセトアルデヒド (CH3CHO)� �



問 16. 分子式が CxHyO4 で表される化合物 A がある. 図のような装置を用いて元素分析を行ったところ、化合物

A84mgから、水 36mgと二酸化炭素 176mgが生成した. 【’12改】

(1) 図中の a, bに当てはまる物質の名称と、その目的を書け.

(2) 化合物 Aの分子式を記せ.

問 17. 次の構造式の組み合わせで、互いに異性体の関係にある化合物を表しているものをすべて選べ. 【’10改】



問 18. 炭素数 7 の不飽和炭化水素を完全燃焼させたところ、308mg の二酸化炭素と 108mg の水が生成した. ま

た、この炭化水素の不飽和結合のすべてに臭素 Br2 を付加させたところ、生成物に含まれる Brの質量の割合

は 77%であった. この炭化水素の構造として最も適当なものを次のうちから一つ選べ. 【’10】

問 19. 次の有機化合物の反応につて、イに当てはまる化合物の名称と構造式を記せ. 【’09改】

問 20. 炭素数 4の鎖式不飽和炭化水素を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 88mgと水 27mgが生成した. この炭

化水素 8.1gに、触媒を用いて水素を付加させたところ、すべてが飽和炭化水素に変化した. このとき消費され

た水素分子の物質量を求めよ. 【’09】

問 21. 分子式が CnHn + 4Oであるケトン 98mg を完全燃焼させたところ、水が 90mg 生成した. このとき、生成

した二酸化炭素の質量を求めよ. 【’07改】

問 22. 分子式 C8HnO2 で示される有機化合物がある. この化合物 34mg を完全燃焼させたところ 18mg の水が生

じた. nの値を求めよ. 【’05改】

問 23. 天然ガスや石油が巣に含まれる炭化水素の一部は、そのまま燃料として利用される. 同一物質量のエタン、

ブタン、プロパン、メタンを完全燃焼させるとき、必要な空気の体積が同温・同圧のもとで最大となる炭化水

素はどれか. 【’04】

問 24. 原油をナフサ、灯油、軽油などの成分に分ける方法として最も適当なものは何か、答えよ. 【’04改】

問 25. 次の分子式で表される鎖状の有機化合物のうちで、構造異性体の数が最も多いものを一つ選べ. 【’04】

(1) C2H6O (2) C3H4 (3) C4H8 (4) C4H10

問 26. 分子式が CnH2nO2 であるエステル 120mg を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 176mg と水が生成した.

このエステルの分子式と、生じた水の質量を求めよ. 【’04改】



問 27. 石油化学工業において、原油はさまざまな操作によって各種の製品に導かれる. 図の空欄に当てはまる語を

それぞれ答えよ. 【’03改】

問 28. 次の記述について、エチレンに当てはまるもの、プロパンに当てはまるもの、どちらにも当てはまらないも

のに分類せよ. 【’03改】

(1) １分子中では、水素の原子数が炭素の原子数の整数倍にならない.

(2) 炭素-炭素間に二重結合をもっている.

(3) 炭素-炭素間に三重結合をもっている.

(4) 付加重合によりプラスチックが得られる.

(5) 液化石油ガス (LPG)の主成分である.

問 29. 脂肪族炭化水素に関する記述として誤りを含むものを次のうちから一つ選べ. 【’03】

(1) 鎖状の飽和炭化水素を総称してアルカンという.

(2) 炭素数が 4以上のアルカンには、構造異性体がある.

(3) CnH2n(nは２以上の整数)で表される鎖式炭化水素には、二重結合が一つある.

(4) エチレンの２個の炭素原子と４個の水素原子は、すべて同一平面上にある.

(5) 2-ブテンにはシス・トランス異性体が存在する.

(6) エタン、エチレン、アセチレンの炭素原子間の結合の長さは同じである.

問 30. 図は、ナフサを熱分解して得られる石油化学原料や、工業製品の一部を示している. 図中の空欄 (６, ７)に

当てはまる語として最も適当なものを下の語群中からそれぞれ１つ選べ. 【’02】

� �
語群

ポリスチレン、ベンゼン、ポリプロピレン、ナイロン、タイヤ、歯車� �


