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油脂の計算問題 完全攻略チャート①
油脂

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸

高級脂肪酸の示性式と炭素間二重結合の数

油脂は高級脂肪酸(直鎖の炭素数の多いカルボン酸)３分子とグリセリン１分子とが,脱水縮合して
できたエステルで,動植物中に広く存在する。

エステル化

油脂高級脂肪酸グリセリン

 + 3H2O +

CH2OH
CHOH

CH2OH

CH2OCOR1

CHOCOR2

CH2OCOR3 

HOOCR 1 

HOOCR2

HOOCR3

脱水
※R1,R2,R3は炭素原子数が多い炭化水素基

不飽和結合(炭素間二重結合C＝C,炭素間三重結合C≡C)をもつ脂肪酸を不飽和脂肪酸,不飽和結合を
もたない脂肪酸を飽和脂肪酸という。

☆代表的な高級脂肪酸は右表の
　５種類がある。
　これらの名称・示性式・C＝Cの数
　をセットで必ず覚えよう！

　　

飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸

ステアリン酸

オレイン酸

リノール酸

リノレン酸

示性式高級脂肪酸名分類 C＝Cの数

C17H35COOH

パルミチン酸 C15H31COOH

C17H33COOH

C17H31COOH

C17H29COOH

０個

１個

２個

３個

いいなぁ(17),捨て(ステアリン酸)てあるバイク。
俺(オレイン酸)乗る(リノール酸),いやダメ！乗れん(リノレン酸)

二重結合０個COOH以外の炭素原子の数

二重結合１個 二重結合２個 二重結合３個

ゴロ合わせ暗記法

アルカン(CnH2n＋2)

C
H

H
H

C
H

H
C
H

H
H

C
H

H

油脂はエステルなので,油脂の性質を考えるときは,エステルの性質を考えるとよい！

アルカンの一般式はCnH2n＋2で,ここからH原子１個がカルボキシ基COOHで置き換わったものが飽和
脂肪酸となる。よって,飽和脂肪酸の示性式はCnH2n＋1COOHと表せる。

右図のように,炭素鎖からH原子が２個取れると,炭素間二重結合C＝C
が１つできる。よって,二重結合を１つもつ不飽和脂肪酸の示性式は,
CnH2n＋1－2COOH＝CnH2n－1COOH,二重結合を２つもつ不飽和脂肪酸の
示性式は,CnH2n－1－2COOH＝CnH2n－3COOHとなる。

……

飽和脂肪酸(CnH2n＋1COOH)

C
H

H
H

C
H

H
C
H

H
C C
H O

H
OH……

３価アルコール

油脂の分子量は800台後半
になることが多い！

置き換わる

C
H

H
H

C
H

H
C

H H

H
C

H原子が２個取れると,
C＝Cが１つできる！

飽和脂肪酸のステアリン酸は示性式
CnH2n＋1COOHに,n＝17を代入したも
のである。
ステアリン酸C17H35COOHを出発点に,
炭素鎖からH原子が２個取れて,C＝C
を１つ持ったオレイン酸C17H33COOH
になり,さらにH原子が２個取れて,
C＝Cを２つ持ったリノール酸
C17H31COOHになり,さらに,H原子が
２個取れて,C＝Cを３つ持った
リノレン酸C17H29COOHとなる。

Point !
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油脂の計算問題 完全攻略チャート②
けん化

油脂は,グリセリン１分子に高級脂肪酸３分子がエステル結合したエステルなので,水酸化ナトリウム
NaOH水溶液を加えて加熱すると加水分解し,グリセリンと高級脂肪酸のアルカリ金属塩(これを
セッケンという)が生成する。
このように,エステルに強塩基(水酸化ナトリウムNaOH,水酸化カリウムKOH)を加えて加水分解させる
ことをけん化といい,油脂のけん化によってグリセリンとセッケンが得られる。

油脂の計算

『規定量を用いた比例式』の作り方

油脂の計算はモル計算をしてやればよい。基本的に,反応式を書いて反応物と生成物の量的関係から
比例式をつくって解くが,『規定量を用いた比例式』を使って解くことをおすすめする。

化学反応式(この場合,アセチレンの燃焼式)を書く。

STEP2で書いた反応量の下に,反応量と同じ値(単位)の規定量の値を書く。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4 STEP3から,下記のように分数の方程式をつくり解く。

求める値(この場合,二酸化炭素の体積)を x [L]とおき,反応量 ＝「問題で与えられた値」
を横に並べて書く。

C H 4           +      2O2        →    CO2         +     2H2O

2C2H 2   + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

2C2H 2   + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

2×22.4L

物質量
質量
体積(標準状態) 1×22.4L

4×22.4[L]

2×22.4L1×22.4L

1×16g

2×26[g]

2×32g 1×44g 2×18g

1×1mol 2×1mol 1×1mol 2×1mol

例題例題 アセチレンC 2H 2 13gを完全燃焼させたときに発生する二酸化炭素は標準状態で何Lか。H＝1.0,C＝12,O＝16

反応量

下記のように,化学反応式からわかる各値(物質量,質量,体積)を「規定量」とよぶことにする。
反応式からすぐにこの規定量が書けるようにする。例題を用いて解法の手順を解説する。

2C2H2           +      5O2        →    4CO2         +     2H2O

5×22.4L

物質量
質量
体積(標準状態) 4×22.4L 2×22.4L2×22.4L

2×26g 5×32g 4×44g 2×18g

2mol 5mol 4mol 2mol

規定量

13[g] x[L]

2C2H 2   + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

反応量

規定量

13[g] x[L] Point !

必ず,縦の単位
を揃える！

オレンジ色の数字は,
反応式の係数となる！

質量の規定量は
「係数×式量」となる！

∴　これを解いて, x ＝22.4 [g] ……(答え)

13：x＝(2×26)：(4×22.4)と解いてもいい！

横の単位は揃わなくてもよい！

4×22.42×26
13 x＝STEP3の形のまま

分数にして＝で
結べばよい！

入れ替わる入れ替わる

油脂 セッケン グリセリン

 + 3NaOH  +
CH2-OH
CH-OH

CH2-OH

R 1 COONa
R 2 COONa

R 3 COONa

けん化 -
-

CH2-OCOR 1

CH-OCOR 2

CH2-OCOR 3 

-
- 加熱

エステル結合が３個ある
のでNaOHが３個必要！

※R1,R2,R3は炭素原子数が
　多い炭化水素基
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油脂の計算問題 完全攻略チャート⑧

① 油脂の分子量は,油脂を構成する脂肪酸３分子にグリセリンC3H8O3(分子量92)を加え,水H2O

　 (分子量18)３分子を引いたものとなる。

② ３つの脂肪酸の炭化水素基をR1,R2,R3とすると,油脂の構造式は

よって,油脂の分子量＝12×6＋1×5＋16×6＋R1＋R2＋R3 ＝173＋R1＋R2＋R3   を計算する。

となる。

◎それでは例題を用いて具体的に解説します。

問題例問題例
油脂A(分子量890)を構成する脂肪酸は,直鎖の飽和脂肪酸B３分子のみであった。
この油脂Aの分子量を求めよ。H＝1.0,C＝12,O＝16

解法の手順

油脂を構成する３つの脂肪酸の示性式を文字を用いて表す。STEP1

STEP2 STEP1で表した示性式の脂肪酸で構成される油脂の分子量を計算する。

STEP2 油脂の構造式は　　　 となることより,脂肪酸の炭化水素基にSTEP3で求めた値を

油脂の分子量の２つの計算方法

高級脂肪酸の示性式の表し方

STEP3

解 答解 答

解 答解 答

解 答解 答

「すでにわかっている油脂の分子量」＝「STEP2で求めた油脂の分子量」

890 ＝ 42x＋ 176

油脂 ＋ 3H2O ＝ 脂肪酸×3 ＋ グリセリン 油脂 ＝ 脂肪酸×3 ＋ グリセリン － 3H2O

脂肪酸 → CxHy COOH,飽和脂肪酸 → CxH2x＋1 COOH,  
C＝Cを１つもつ不飽和脂肪酸 → CxH2x－1 COOH, C＝Cを２つもつ不飽和脂肪酸 → CxH2x－3 COOH

CH2OCOR1

CHOCO R2

CH2OCOR3 

CH2OCOR1

CHOCOR2

CH2OCOR3 

CH2OCOC17H35

CHOCOC17H35

CH2OCOC17H35

の方程式を解く。

飽和脂肪酸Bの示性式は,CxH2x＋1 COOHと表せる。

飽和脂肪酸Bの示性式は,C17H35 COOHとなる。よって,油脂の構造式は

油脂の分子式は,C57H110O6となる。 ……(答え)

油脂Aは飽和脂肪酸B３分子とグリセリンC3H8O3(分子量92)から３分子の水H2O(分子量18)が
脱水したものなので,油脂Aの分子量は,

{12x＋1×(2x＋1)＋12＋16×2＋1}×3＋92－18×3＝42x＋176

Cx H2x＋1 C OO H

これを解いて,x ＝ 17

代入して,油脂の分子式ClHmOnを求める。

より,

紫色の部分は173となる！

問題で与えら
れている値

Ⅴ.油脂の分子式または油脂を構成する脂肪酸の示性式を求めるタイプⅤ.油脂の分子式または油脂を構成する脂肪酸の示性式を求めるタイプ
油脂の分子量と油脂を構成する３つの脂肪酸の炭素間二重結合の数等が与えられていて,この油脂の
分子式または油脂を構成する脂肪酸の示性式を求める問題。
本タイプは,大半がⅠ・Ⅱタイプ等を解かせた最後の問題になる。



３種類の鎖状の不飽和脂肪酸とグリセリンから構成される油脂Xがある。油脂X0.10molに水素

を付加し，飽和脂肪酸のみからなる油脂にするのに，標準状態で13.4Lの水素が必要であった。

油脂Xを構成する３種類の不飽和脂肪酸を，次の①～⑥から選び，その番号を記せ。

①　ミード酸(C19H33COOH)

②　パルミトレイン酸(C15H29COOH)

③　アラキドン酸(C19H31COOH)

④　ドコサヘキサエン酸(C21H31COOH)

⑤　エイコサペンタエン酸(C19H29COOH)

⑥　リノール酸(C17H31COOH)

Theme 油脂計算問題　群馬大学 (2019 医)①
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解 答解 答

必要があれば,次の値を用いよ。　原子量　H＝1.0, C＝12, O＝16　

　油脂は高級脂肪酸と　ア　のエステルである。油脂には,常温で固体である　イ　と,液体である
　ウ　がある。　ウ　に触媒を用いて水素を付加させると,固体の　エ　に変わる。植物油から
この方法で製造された　エ　が,マーガリンの主材料になっている。油脂に水酸化ナトリウム
水溶液を加えて加熱すると,油脂はけん化されて,高級脂肪酸のナトリウム塩であるセッケンと
　ア　になる。セッケンは,分子内に長い炭化水素基からなる　オ　部分と,電荷を帯びた　カ　
部分をもつ。

問１　文中の　ア　～　カ　に適切な語句を入れよ。
問２　常温で固体である油脂と液体である油脂について,それぞれの油脂を構成する高級脂肪酸
　　　の違いを説明せよ。
問３　炭素数が16である１種類の高級脂肪酸を構成成分とする油脂の分子量を求めたところ,800
　　　であった。この油脂を構成する高級脂肪酸を示性式で示せ。また,この油脂400gに水素を
　　　付加する場合,最大何gの水素が付加されるか求めよ。

Theme 油脂計算問題　熊本大学 (2013　理　医 薬　工)①

問１　 ア……グリセリン,　 イ……脂肪,　ウ……脂肪油,　エ……硬化油,　オ……疎水(性)(基)

カ……親水(性)(基)

問２

問３

固体の脂肪は高級飽和脂肪酸を多く含み,液体の脂肪油は高級不飽和脂肪酸を多く含む。

炭素数が16である高級脂肪酸の示性式は,

C15Hx COOHと表せる。

よって,この高級脂肪酸で構成される

油脂の構造式は次のようになる。

このとき,油脂の分子量は

油脂の分子量の２つの計算方法

① 油脂の分子量は,油脂を構成する脂肪酸３分子に
   グリセリンC3H8O3(分子量92)を加え,水H2O
　 (分子量18)３分子を引いたものとなる。

② ３つの脂肪酸の炭化水素基をR1,R2,R3とすると,
   油脂の構造式は

油脂の分子量＝12×6＋1×5＋16×6＋R1＋R2＋R3 
                  ＝173＋R1＋R2＋R3   を計算する。

となる。

油脂 ＋ 3H2O ＝ 脂肪酸×3 ＋ グリセリン

油脂 ＝ 脂肪酸×3 ＋ グリセリン － 3H2O

CH2OCOR1

CHOCO R2

CH2OCOR3 

紫色の部分は
173となる！

 173＋(12×15＋1×x)×3 ＝ 713＋3x

C15Hx 

これを解いて,x ＝29

∴　高級脂肪酸の示性式はC15H29 COOH　……(答え)

CH2OCOC15Hx 

CHOCO C15Hx 

CH2OCOC15Hx 

紫色の部分は
173となる！

問題で与えられている値
よって,800＝713＋3x



http://fastliver.com/  Manabu Sato(C)2014

解 答解 答

Theme 油脂計算問題　熊本大学 (2013　理　医 薬　工)②

炭素数が16である高級脂肪酸の油脂の炭化水素基に

二重結合がないとき,その示性式は,

C15H31 COOHと表せる。

C15H29 COOHは,C15H31 COOHより,

水素原子が２個少ないことより,

この高級脂肪酸C15H31 COOHの１分子中には

１個の二重結合があることがわかる。

よって,油脂全体では二重結合は３個ある。

油脂400gに付加する水素の質量は

400
800

2× ×3 ＝3.0 [g]……(答え)

油脂の物質量

C＝Cの数水素の分子量

高級脂肪酸の示性式の表し方

脂肪酸 → CxHy COOH,
飽和脂肪酸 → CxH2x＋1 COOH,  
C＝Cを１つもつ不飽和脂肪酸 → CxH2x－1 COOH,
C＝Cを２つもつ不飽和脂肪酸 → CxH2x－3 COOH

油脂にC＝Cが n 個あるとき,
油脂1mol に付加するH2は, n molとなる。

油脂 x mol に付加するH2の物質量は,x×n molとなる。

油脂 x mol に付加するH2＝2の質量は,2× x×n [g]となる。

x倍 x倍



http://fastliver.com/  Manabu Sato(C)2014

解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。原子量　H＝1.0, C＝12, O＝16　とする。
問　分子量1096の油脂について以下の(１)および(２)の問いに答えなさい。
(１)　この油脂137gに水素を完全に付加させるには標準状態の水素が5.6L必要であった。
　　　この油脂1分子中には何個の炭素間二重結合が含まれているか答えなさい。ただし,
　　　油脂中の不飽和結合は二重結合のみとする。また,計算過程も示しなさい。
(２)　この油脂を構成する脂肪酸は炭素数が同じである飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸である。
　　　この油脂の分子式を答えなさい。計算過程も示しなさい。

Theme 油脂計算問題　金沢大学 (2011 医薬保健　人間社会　理工 一部改)

(１)より,(a)油脂を構成する脂肪酸は,飽和脂肪酸１分子と炭素間二重結合を１つもつ不飽和
脂肪酸２分子,または,(b)飽和脂肪酸２分子と炭素間二重結合を２つもつ不飽和脂肪酸１分子
となる。
ここで,飽和脂肪酸の炭化水素部分をR1,炭素間二重結合を１つもつ不飽和脂肪酸の炭化水素
部分R2,炭素間二重結合を２つもつ不飽和脂肪酸の炭化水素部分をR3とすると,
R1＝ CxH2x＋1,R2＝ CxH2x－1,R1＝ CxH2x－3と表せる。

油脂137gの物質量は, 137
1096

[mol]

5.6
22.4

[mol]付加に要した水素の物質量は,

∴　油脂１分子中に含まれる炭素間二重結合の数は２個 ……(答え)

油脂１分子あたり n 個の二重結合がある。
⇔ 油脂1molあたりn molの水素が付加する。

油脂1molに付加する水素の物質量を x molとすると

これを解いて,x ＝ 2

137
1096

5.6
22.4

： ＝1：x 

(１)

(２)

Point !

原子量・分子量・式量をMとすると,
w

M
w(g)の物質量 ＝ 　　　(mol)

標準状態の気体の体積(L)
22.4(L/mol)

気体の物質量(mol) ＝

この x の値が二重結合の数となる！

(a)のとき,

(b)のときも同様にx＝22となる。

油脂の構造式は

油脂の分子式は,C72H136O6   ……(答え)

 173＋12x＋1×(2x＋1)＋{12x＋1×(2x－1)}×2 ＝ 172＋42x

となる。CH2OCOCxH2x＋1

CHOCO CxH2x－1

CH2OCOCxH2x－1

紫色の部分は
173となる！

よって,1096＝172＋42x

これを解いて,x＝22

エステル化

油脂高級脂肪酸グリセリン

 + 3H2O +

CH2OH
CHOH

CH2OH

CH2OCOR1

CHOCOR2

CH2OCOR3 

HOOCR 1 

HOOCR2

HOOCR3

脱水 ※R1,R2,R3は炭素原子数が
  多い炭化水素基

CxH2x＋1 CxH2x－1

問題で与えられている値

油脂の構造式は となるので
CH2OCOC22H45

CHOCO C22H43

CH2OCOC22H43

このとき,油脂の分子量は
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解 答解 答

必要があれば,次の値を用いよ。　原子量　H＝1.0, C＝12.0, O＝16.0　

脂質は単純脂質と複合脂質に分類され,①単純脂質には油脂がある。油脂は3価アルコールである
グリセリン1分子に脂肪酸3分子がエステル結合したもので,エステルの一種である。

下線部①に関連して,分子量1096の油脂137gに含まれる,すべての炭素－炭素二重結合に水素を付加
させるには,標準状態の水素が5.6L必要であった。この油脂1分子中には何個の炭素-炭素二重結合
が含まれているか答えよ。また,計算過程も示せ。ただし,油脂の不飽和結合は二重結合のみとする。

Theme 油脂計算問題　埼玉大学 (2013　後期日程 理 工 一部改)
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。必要があれば次の原子量を用いよ。H＝1.00, C＝12.0, O＝16.0,
I＝126.9

〔Ⅰ〕　油脂は〔　a　〕と高級脂肪酸の〔　b　〕である。動物や植物に含まれる油脂には,常温
で固体の〔　c　〕と,液体の〔　d　〕がある。動物性油脂には,一般に〔　e　〕が多く含まれて
おり,一方,植物性油脂は〔　f　〕を多く含む。

Theme 油脂計算問題　弘前大学 (2012 後期　教育　理工　農学生命 )

問１　〔　　　〕内のaからfに適切な語を入れよ。
問２　リノール酸に含まれる炭素原子間の二重結合の数は何個かを記せ。
問３　オレイン酸のみを含む油脂Dとリノレン酸のみを含む油脂Eがある。油脂DおよびEの分子量
      を求めよ。計算の過程も合わせて示せ。
問４　油脂の中にはヨウ素により付加反応を受けるものがある。100gの油脂に対して付加する
　　　ヨウ素の質量をグラム単位で表した数値をヨウ素価という。油脂Eのヨウ素価を求めよ。
　　　計算の過程も合わせて示せ。
問５　油脂Dのヨウ素価は油脂Eのそれよりも高いか,それとも低いか。その理由も合わせて記せ。
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。原子量　H＝1.0, C＝12, O＝16　とする。
問　分子量1096の油脂について以下の(１)および(２)の問いに答えなさい。
(１)　この油脂137gに水素を完全に付加させるには標準状態の水素が5.6L必要であった。
　　　この油脂1分子中には何個の炭素間二重結合が含まれているか答えなさい。ただし,
　　　油脂中の不飽和結合は二重結合のみとする。また,計算過程も示しなさい。
(２)　この油脂を構成する脂肪酸は炭素数が同じである飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸である。
　　　この油脂の分子式を答えなさい。計算過程も示しなさい。

Theme 油脂計算問題　金沢大学 (2011 医薬保健　人間社会　理工 一部改)
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解 答解 答

必要があれば,次の値を用いよ。　原子量　H＝1.0, C＝12, O＝16, I＝127
計算結果は有効数字２桁で示せ。
　油脂は,(a)グリセリン1分子と高級脂肪酸　ア　分子が　イ　結合を形成したものである。
この高級脂肪酸には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり,炭素数18の飽和脂肪酸としてはステアリン
酸が,また炭素数18で不飽和結合(　ウ　型二重結合)を1個持つものとしてはオレイン酸が,
炭素数18で不飽和結合を　エ　個持つものとしてリノール酸がある。不飽和脂肪酸を含む油脂では,
(b)不飽和結合1個にヨウ素1分子が付加する。また,オレイン酸を多く含む油脂は,常温で　オ　
であるが,この油脂にニッケルを触媒として水素を付加させると,不飽和結合が飽和されて固体と
なり硬化油となる。これはアルケンに触媒を使って水素を付加して,アルカンをつくる反応と同じ
である。　ウ　型二重結合を持つ油脂に水素を付加させる反応の過程では,副反応としてトランス
型二重結合が生じることがある。これがトランス型の不飽和脂肪酸といわれるものである。
問１．　ア　～　オ　にあてはまる適切な語句あるいは数字を入れよ。
問２．下線部(a)について,グリセリンの構造式を書け。
問３．下線部(b)について以下の(１)と(２)に答えよ。
(１)　ある油脂１分子は,オレイン酸が１分子結合し,他はすべてリノール酸が結合していると
　　  すると,この油脂1分子にはヨウ素分子I2は何分子付加することができるか,答えよ。
(２)　上記(1)の油脂100gには,最大何gのヨウ素が付加できるか,答えよ。

Theme 油脂計算問題　岐阜大学 (2013　医 工 応用生物)
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。原子量　H＝1.00, C＝12.0, O＝16.0,
計算結果は特に指定のない限り有効数字３桁で示せ。

油脂を構成する脂肪酸の種類を決定するために以下の実験Ⅰから実験Ⅲを行った。
〔実験Ⅰ〕　油脂Xに水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱し,十分に反応させた。これに塩酸を
　　　　　　加えて酸性とし,有機溶媒を用いて抽出したところ,脂肪酸Aと脂肪酸B(物質量比
　　　　　　で1：2)の混合物Cが得られた。
〔実験Ⅱ〕　4.40gの油脂Xに触媒を用いて完全に水素を付加したところ,標準状態に換算して
　　　　　　560mLの水素が消費され,油脂Yへと変化した。この油脂Yを実験Ⅰと同様に処理した
　　　　　　ところ,１種類の脂肪酸Dが得られた。
問１．13.2gの油脂Xをけん化するのに,2.00mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を22.5mL必要とした。
      油脂Xの分子量を求めよ。
問２．１分子の油脂Xに含まれるC＝C結合の数を求めよ。
問３．脂肪酸Dの示性式を示せ。

Theme 油脂計算問題　岐阜大学 (2011 医　応用生物科　工 )①
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。必要があれば次の原子量を用いよ。H＝1.0, C＝12, O＝16

　ある油脂A(分子量886)を構成する脂肪酸は,直鎖の飽和脂肪酸Bと,直鎖の不飽和脂肪酸Cで
あった。ただし不飽和脂肪酸Cは炭素－炭素間の三重結合を含まないものとする。油脂A22.15gに
触媒を用いて水素を完全に付加させたところ,標準状態で1.12Lの水素が付加した。この水素付加
反応により生成した油脂Dを水酸化ナトリウム水溶液で加水分解したのち,塩酸で酸性にした
ところ,生成した脂肪酸は飽和脂肪酸Bのみであった。
問１．油脂A１分子中に含まれる炭素－炭素間の二重結合の数を求めよ。
問２．油脂Aを構成する不飽和脂肪酸Cとして,可能な示性式をすべて示せ。
   

Theme 油脂計算問題　名古屋市立大学 (2011 薬 一部改)
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。必要があれば次の原子量を用いよ。H＝1.0, C＝12.0, O＝16.0,
Na＝23.0

　動植物の体内に存在する油脂は,高級脂肪酸とグリセリン(1,2,3-プロパントリオール)が縮合
したエステル(トリグリセリド)である。１種類のトリグリセリドからなる油脂G4.16gを完全に
加水分解するために,1.00mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を15.0mL必要とした。この反応溶液に
塩酸を加え十分に酸性にしてからエーテルで抽出したところ,不飽和脂肪酸Hと飽和脂肪酸Jのみが
得られた。一方,G4.16gをニッケル触媒を用いて水素と反応させたところ,標準状態で112mLの
水素が付加し,油脂Kが得られた。さらにKを水酸化ナトリウム水溶液を用いて完全に加水分解した
後,反応溶液に塩酸を加え十分に酸性にしてからエーテルで抽出したところ,ステアリン酸
(C17H35 COOH)とJのみが得られた。
問１　油脂Gの分子量を有効数字3桁で記せ。
問２　Hの物質量とJの物質量の比を整数で記せ。
問３　脂肪酸HとJの示性式を例にならって記せ。
(例)　C5H9 COOH

Theme 油脂計算問題　北海道大学 (2011 後期 工 獣医 水産 農 薬 理 )①
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。必要があれば次の原子量を用いよ。H＝1.0, C＝12.0, O＝16.0
K＝39.0, Br＝80.0 
問１ 油脂は炭素原子数の多い脂肪酸とグリセリンのエステルである。水酸化カリウムによる油脂
　　 のけん化の化学反応式を書け。ただし,油脂１分子を構成する3分子の脂肪酸は,R-COOH,
          R'-COOHおよび R''-COOHとせよ。
問２ ある油脂(分子量880)は,炭素原子数が18個の飽和脂肪酸2分子と,炭素原子数が18個の不飽和
     脂肪酸1分子と,グリセリンとのエステルであった。また,この不飽和脂肪酸の二重結合は,
     カルボキシル基の炭素原子を1番目とすると,9番目と10番目の炭素原子間に一個あり,その
     配置はシス形であった。この油脂1gをけん化するのに必要な水酸化カリウムは何gか。
     小数点第２位まで求めよ。
問３ この油脂のけん化により得られる不飽和脂肪酸1gに付加できる臭素は何gか。小数点第2位
     まで求めよ。

Theme 油脂計算問題　富山大学 (2010 工　理 )
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解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。
必要があれば,次の値を用いよ。　原子量　H＝1.00, C＝12.0, O＝16.0, K＝39.1

　油脂を完全にけん化するのに必要な水酸化カリウムの質量から,油脂を構成する脂肪酸の
平均分子量を求める方法もある。
問　下線部に関して,ある油脂1.00gを完全にけん化するのに水酸化カリウムが0.193g必要であった。
    次の問に答えよ。ただし,この油脂を構成する脂肪酸は１種類のみとする。
(ⅰ)　この油脂を完全にけん化することにより生じるアルコールの構造式を示せ。
(ⅱ)　この油脂の分子量を有効数字3桁で求めよ。
(ⅲ)　この油脂を構成する脂肪酸の分子量を有効数字3桁で求めよ。

Theme 油脂計算問題　筑波大学 (2011 医　情報　人間　生命環境　理工)①
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解 答解 答

必要があれば,次の値を用いよ。　原子量　H＝1.00, C＝12.0, O＝16.0　

　廃食用油などの油脂を有効利用して,セッケンやバイオディーゼル燃料がつくられている。
油脂に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると,油脂はけん化されて,高級脂肪酸のナトリ
ウム塩(セッケン)とグリセリン(1,2,3-プロパントリオール)が生じる。油脂1molのけん化には
水酸化ナトリウムが　ア　 mol必要である。一定質量の油脂をけん化する場合,油脂の分子量が
　イ　ほど必要な水酸化ナトリウムの量は少なくなる。セッケンは　ウ　酸と　エ　塩基の塩で
あるため,水中で一部が加水分解して　オ　性を示す。また,セッケンの水溶液に塩酸を加える
と白濁する。
　一方,水酸化ナトリウムを触媒として油脂とメタノールを反応させると,高級脂肪酸のメチル
エステルとグリセリンが生じる。この脂肪酸メチルエステルはバイオディーゼル燃料とよばれ,
軽油の代替品として使用することができる。
　天然の油脂を構成する不飽和脂肪酸は炭素原子間の二重結合の部分で分子が折れ曲がっているが,
飽和脂肪酸は分子の形が直線状である。このため,飽和脂肪酸は分子どうしが並びやすく,　カ　
力が大きい。したがって,構成脂肪酸に飽和脂肪酸が多く含まれる油脂は室温で固体のものが多い
が,不飽和脂肪酸の割合が多い油脂は室温で　キ　のものが多い。
問１　空欄　ア　～　キ　にあてはまる適切な語句または数字を記入しなさい。
問２　ある油脂43.9gをすべて脂肪酸メチルエステルに変換するのに,メタノール4.80gが必要で
　　　あった。この油脂は同一の脂肪酸のみから構成され,脂肪酸には炭素原子間に二重結合が
      ２つ存在する。
(１)　油脂の分子量を有効数字３けたで求めなさい。
(２)　油脂を構成する脂肪酸R-COOHのR-をCmHn-としたとき,m,nの値を求めなさい。

Theme 油脂計算問題　神戸大学 (2012　発達科　理　医　工　農　海事科)①
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解 答解 答

必要があれば,次の値を用いよ。　原子量　H＝1.00, C＝12.0, O＝16.0, Na＝23.0　

　食用油やバターは油脂とよばれる成分からできており,油脂はグリセリンと脂肪酸が反応して
生成する。油脂は,グリセリンの[　a　]基と脂肪酸の[　b　]基から水分子がとれた[　c　]で
ある。脂肪酸には炭化水素基が単結合のみで構成される[　d　]と二重結合が1つ以上含まれる[
　e　]がある。
　この油脂からセッケンをつくることができる。セッケンは汚れを落とす目的で広く用いられる
生活用品であり,一般的にはパルミチン酸ナトリウムやステアリン酸ナトリウムなど,
炭化水素鎖の比較的長い脂肪酸の[　f　]が用いられる。炭化水素鎖の長い脂肪酸は[　g　]と
よばれる。セッケンは炭化水素基が[　h　],イオン部位が[　i　]となっていて,水と油の両方
になじむ性質をもつ。セッケンを水に溶かすと,ある濃度以上で多数の分子が集合して水和し
やすい構造体をつくる。このような構造体をはじめとする直径1～100nm程度の粒子を総称して
コロイド粒子とよぶ。コロイド粒子が関係する現象としてはチンダル現象が有名である。
　実際にセッケンをつくってみよう。①油脂と水酸化ナトリウムを加熱しながら混合すると,
脂肪酸の[　f　]が生成するが,そのままでは固体としては得られない。多量の電解質を加えれば,
白色の沈殿としてセッケンをつくることができる。
(１)　[　a　]～[　i　]に適切な語句を記入せよ。
(２) 下線部①の過程5.00×10－2molの油脂から生成するセッケンの質量を,有効数字3桁で求めよ。
     計算過程も記せ。けん化反応が完全に進行するとして,生成したセッケンの分子式
     はC15H31 COONaのみとする。

Theme 油脂計算問題　信州大学 (2013 理 一部改)



http://fastliver.com/  Manabu Sato(C)2014

解 答解 答

油脂に関する以下の問いに答えよ。必要があれば次の原子量を用いよ。H＝1.0, C＝12, O＝16,
Na＝23
計算結果は有効数字２桁で示せ。
水酸化ナトリウム水溶液を用いて,油脂を完全にけん化したところ,単一の分子式C14H27O2Na
を有するセッケン25gが得られた。油脂の質量を求めなさい。

Theme 油脂計算問題　山形大学 (2012 理工 )
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酸化還元 COD測定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730791
並列回路の電気分解 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730770
沸点上昇・凝固点降下に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730794
浸透圧に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730793
コロイドに関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730781
溶解度積に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730802
芳香族化合物の異性体 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730804
芳香族化合物の系統分離 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730767
油脂の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730826
アセタール化の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730814
アミノ酸の等電点に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730788
ペプチドの構造決定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730773
医薬品に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730769
核酸に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730766

【センター試験　対策・解説集シリーズ】 
センター試験・追試験)徹底分析チャート　https://lovestudy.thebase.in/items/12730786
有機化学の計算問題　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730833
熱化学　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集  https://lovestudy.thebase.in/items/12730828
酸・塩基　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730832
酸化・還元　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730830
電池　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730827
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