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 補追：化学反応における諸法則

　18 世紀の後半から 19 世紀はじめにかけて，化学変化における量的な

関係を調べる過程で，物質は原子という微粒子から構成されているとい

う考え方が生まれてきた．原子および分子の存在が考えられるようにな

った歴史上の法則は次のとおりである（表１）．

表 1　原子・分子に関する法則の歴史上の発見

1661 年　ボイルの法則
1774 年　質量保存の法則（ラボアジエ）
1787 年　シャルルの法則
1799 年　定比例の法則（プルースト）
1803 年　ドルトンの原子説（倍数比例の法則）
1808 年　気体反応の法則（ゲーリュサック）
1811 年　アボガドロの分子説

A.1　質量保存の法則と定比例の法則
　原子の実在性が芽生え始めたのは，質量保存の法則と定比例の法則の

確立である．ラボアジエは質量を正確に測定する方法を確立し，化学反

応を密閉した容器内で行い，反応物と生成物の質量を測定し，両者の質

量が等しいことを確かめた．原子の存在が明らかでない時代では，物質

を可能な限り分解して，これ以上分解できないものを元素とよんだ．

質量保存の法則  化学変化の前後において，反応物と生成物の質量の

総和は一定である．

　プルーストは，化合物中に含まれる成分元素の質量を測定し，同一化

合物中に含まれる成分元素の質量比は，その化合物の存在状態にかかわ

らず一定となることを明らかにした．

定比例の法則   同一化合物において，それを構成する成分元素の質量

比は常に一定となり，簡単な整数比となることが多い．

　たとえば，水は水素と酸素の化合物であるが，水を構成している水素

と酸素の質量比は，水蒸気，氷，海水中などいずれであっても，常に

１：８となる．また，水素と酸素の質量比が１：８であるとき，両者は過

不足なく反応して水が生成し，このとき反応する水素と酸素，生成する

水の質量比は１：８：９となる．もし，水素と酸素の質量比が１：９のと

きには，水素１に対して化合することができる酸素は８であるから，酸
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素が１だけ未反応で残り，反応する水素と酸素，生成する水の質量比は

１：８：９となる．

　化学変化において質量保存の法則と定比例の法則が成り立つことから，

物質は分割できない固有の質量をもつ微粒子から構成されていると考え

られる．たとえば，水は相対質量１の水素の微粒子と相対質量８の酸素

の微粒子が結合した粒子からなると考えれば，質量保存の法則と定比例

の法則を説明することができる．さらに，酸素や水素と過不足なく反応

するほかの元素の質量は，その元素に対応する原子の相対質量であると

考えられる．

A.2　ドルトンの原子説
　ドルトンは化学変化の際，分割もされず変化しない微粒子を原子とよ

び，次のような原子説を提案した．

ドルトンの原子説  （１）  物質は原子という分割できない微粒子からな

る．

     （２）  同じ元素の原子では，質量や大きさなどは同

じである．

     （３）  化合物は異なる原子がいくつか結合した複合

原子である．

　さらに，ドルトンは自ら提案した原子説に基づき，次のような倍数比

例の法則が成立することを推論し，いくつかの酸素化合物について成立

することを明らかにした．

倍数比例の法則  A，B ２種類の元素からなる化合物が２種類以上あ

るとき，これらの化合物を構成する Aの一定量と

化合する Bの質量比は簡単な整数比になる．

　たとえば，水素と酸素からなる化合物は水（H2O）だけではない．過酸

化水素（H2O2）とよばれる化合物も水素と酸素の化合物である．過酸化

水素では，水素と酸素の質量比は１：16 となる．したがって，水素１と

化合する酸素の質量比は水素（水）：水素（過酸化水素）＝１：２となる．

これが倍数比例の法則である．

　倍数比例の法則が成り立つことから，原子の実在性が明らかになって

きたが，ここで大きな問題が生じる．原子が実在すれば，原子の相対的

な質量が一つに決まるはずである．しかしながら，同じ水素と酸素から

なる化合物が２種類あり，水では水素の相対質量が１に対して酸素の相
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対質量が８，過酸化水素では相対質量水素１に対して酸素が 16 となる．

このことから，もし仮に酸素の質量が水素の８倍であれば，水は水素原

子１個と酸素原子１個からなる複合原子であり，過酸化水素は水素原子

１個と酸素原子２個からなる複合原子となる．仮に酸素の質量が水素の

16 倍であれば，水は水素原子２個と酸素原子１個からなる複合原子と

なる．このように，酸素の相対質量として８と 16 の二つが考えられる

ことになる．すなわち，水素原子を○，酸素原子を●で表すと，水と過

酸化水素は図 A.1 のような複合原子で表され，水と過酸化水素の複合

原子は少なくとも二通り考えられる．

図A.1　水と過酸化水素の複合原子の二通りの考え方

A.3　気体反応の法則
　気体の反応については，ゲーリュサックの発見による気体反応の法則

が成り立つことが知られている．

気体反応の法則  化学反応において，２種類以上の気体が反応に関与

するとき，同じ温度，同じ圧力では，反応する気体

の体積と生成する気体の体積比は簡単な整数比とな

る．

　たとえば，水素と酸素が反応して水蒸気が生成するとき，同じ温度，

同じ圧力で，水素，酸素，および水蒸気の体積を比較すると，その比は

２：１：２となる．すなわち，水素２体積と酸素１体積が過不足なく反応

すると，水蒸気２体積が生成する．

　また，気体については次のボイルの法則が成り立つことが知られてい

る．

ボイルの法則 同じ温度で，一定量の気体の体積は圧力に反比例する．

　気体は原子のような微粒子が容器内を自由に運動していると考えられ

る．このとき，圧力は粒子が容器の壁に衝突したときの衝撃力，温度は

粒子の運動の激しさを反映すると考えられる．ボイルの法則によると，

粒子の運動の激しさが同じとき，粒子が運動することができる空間の体

積が２倍になれば，粒子の衝突回数は 1/2 になる．いい換えると，同じ

温度，同じ体積の気体では，粒子の数が２倍になると圧力が２倍になる

ゲーリュサック
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ことを示している．また，ボイルの法則の特徴は，気体の種類によらず，

すべての気体について成り立つことである．したがって，同じ温度と圧

力で，同じ体積の気体では，気体の種類によらず，同じ数の粒子が含ま

れていることになる．

　気体反応の法則によれば，水素と酸素から水蒸気が生成する反応では，

水素原子２個と酸素原子１個から水の複合原子が２個生じることになる．

この事実をドルトンの原子説から説明するためには，図 A.2 のように

酸素原子を分割しなければならない．

図A.2　ドルトンの原子説による酸素原子の分割

A.4　アボガドロの分子説
　アボガドロはドルトンの原子説と矛盾なく説明するために，次のよう

な分子説を提案した．

アボガドロの分子説 （１） 気体状態では，物質はすべて分子からなる．

     　 （２） 分子はいくつかの原子が結合したもので

あり，原子に分割することができる．

     　 （３） 同じ温度，同じ圧力，同じ体積の気体に含

まれる分子の数は気体の種類によらず等

しい．

　アボガドロの分子説の重要な点は，分子や原子の相対質量を決める根

拠が得られるということである．アボガドロの分子説によれば，気体は

すべて分子からなり，同じ温度，同じ圧力，同じ体積中には，同じ数の

分子が含まれているので，同じ温度，同じ圧力で，同じ体積の気体の質

量を比較すれば，分子１個の相対質量を求めることができる．たとえば，

０℃，１気圧では，1 Lの水素と酸素の質量は，それぞれ 0.0893 gと

1.43 g である．したがって，水素分子に対する酸素分子の質量比は

1.43/0.0893＝ 16.0 となる．すなわち，酸素分子１個の質量は水素分子

１個の質量の 16.0 倍となり，水素分子の相対質量（分子量）を１とすれ

ば酸素分子の相対質量（分子量）は 16 となる．

　また，アボガドロの分子説によれば，気体の水素は水素原子が２個結

アボガドロ
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合した分子，気体の酸素は酸素原子が２個結合した分子からなると考え

ると，ドルトンの原子説と矛盾することなく，図 A.3 のように水素と

酸素から水蒸気が生成する反応を説明することができる．

図A.3 　アボガドロの分子説

　ここで，水素原子の相対質量（原子量）を１とすれば，水素分子の相対

質量（分子量）は２となる．水が生成するとき，水素分子が２個関与し，

反応する水素の全相対質量は４となる．また，定比例の法則より，反応

する水素と酸素の質量比は１：８となるので，反応する酸素の全相対質

量は 32 となる．これは酸素分子の相対質量（分子量）となり，酸素原子

の相対質量（原子量）は 16 となる．このように，アボガドロの分子説か

ら原子や分子の相対質量を決めることができる．

　ドルトンは単体（単一の元素からなる物質）は１種類の原子からなり，

これ以上分割することができず，化合物は原子に分割することができる

複合原子であると考えていたが，アボガドロは単体も原子が結合してで

きた分子で，原子に分割できると考えた．当時，アボガドロの分子説は

認められなかった．これは，当時，異なった原子どうしは引力により結

合することができるが，同じ原子どうしは斥力（反発する力）により，結

合することができないと考えられていたからであろう．

　現在では，気体の水素は水素分子 H2からなり，その分子量は２であ

ることがわかっている．０℃，１気圧で 1 Lの水素の質量は 0.0893 gで

あるから，０℃，1 atmにおける気体の水素 2 g（1 mol）が占める体積を

求めると，2/0.0893＝ 22.40（L）となる．1 molの粒子の数が測定され，

その値がほぼ 6× 1023であることがわかったのは，アボガドロの死後，

100 年あまり経た 20 世紀のはじめである．

例　題
　アンモニアは水素と窒素の化合物であり，その質量比は，水素：窒素

＝１：4.67 である．また，気体の水素と気体の窒素から気体のアンモニ

アが生成するとき，同じ温度，同じ圧力では，その体積比が，水素：窒

素：アンモニア＝３：１：２である．これらのことから，水素原子の相対
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質量を１とすれば，窒素原子とアンモニア分子の相対質量はいくらにな

るか．

解 説
　水素と窒素の質量比１：4.67 であり，質量保存の法則を用いると，水

素，窒素およびアンモニアの質量比は，

水素：窒素：アンモニア＝１：4.67：5.67 （A.1）　

となる．

　このときの体積比は，水素：窒素：アンモニア＝３：１：２で，同温，

同圧，同体積の気体は同数の粒子を含むので，水素の粒子３個と窒素の

粒子１個からアンモニアの粒子２個ができる．式（A.1）の質量比は，水

素の粒子３個，窒素の粒子１個，アンモニアの粒子２個の質量比に相当

するので，それぞれの粒子１個あたりの質量比は，

水素：窒素：アンモニア＝⅓： 
4.67
1  ： 

5.67
2  ＝１：14.0：8.50

 （A.2）　

となる．これは，水素原子の相対質量を１とすれば，窒素原子の相対質

量は 14，アンモニアの複合原子の相対質量は 8.50 となることを示して

いる．

　このとき，気体の窒素が１個の窒素原子からなるとすれば，アンモニ

アの粒子が２個生成するので，窒素原子を分割しなければならない．し

たがって，気体の窒素は２個の窒素原子が結合した分子であると考える

と，気体の水素も２個の水素原子が結合した分子となり，原子を分割す

ることなく，２個のアンモニア分子が生成することを説明できる．

図A.4 　アンモニア分子の生成

　気体が分子からなるとすれば，式（A.2）の質量比は分子の相対質量と

なり，水素原子の相対質量を１とすれば，水素分子：窒素分子：アンモ

ニア分子＝２：28.0：17.0 となる．

解 答
窒素原子＝ 14　アンモニア分子＝ 17


