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ChemA 講義補足 （７月 ８日） 

 

・第１２回目は、軌道間の相互作用を行う前に、同じ原子の軌道が混じり合うことによる

効果について検討し、混成軌道の形成と原子価の関係について調べました。さらに、軌

道間相互作用の応用として、３中心の軌道間相互作用を考え、種々の興味深い結合の形

成について学びました。 

 

・Home Work（7月 1日）の略解と講評 

１）結合角が増加するほど軌道エネルギーが高くなる軌道に電子を入れると結合角はどう

なるか？ 結合角は小さくなろうとする。 

 ※電子が入るとその軌道エネルギーが下がる方向に分子構造を変化させようとしますの

で、結合角に対しエネルギーが増加する軌道に電子が入ると、逆向きに結合角が減少す

る方向に変化します。 

２）結合角が増加するほど軌道エネルギーが高くなる軌道から電子を除くと結合角はどう

なるか？ 結合角は大きくなろうとする。 

 ※前問とは逆に、電子を取り除いているので、変化の方向は、逆になります。 

３）アミノラジカル NH2から電子１個を取り去ってできる陽イオン NH2
＋の結合角はおよ

そ何度か？ およそ１０２度（結合角はほとんど変化しない） 

 ※電子は通常一番エネルギーの高い軌道から除かれるので、この場合１πの電子が除か

れるが、１π軌道は、結合角に対しエネルギーが変化しないので、そこから電子を除い

ても、結合角は変わらない。よって、電子を除く前の NH2の結合角のままであると推定

される。 

 もちろん、NH2の 4σから電子が抜けることも起こりえる。その場合は、３重項メチレン

と同様の電子配置になるため、結合角は、135度付近と推定される。 

４）メチレンラジカル CH2から電子１個を取り去ってできる陽イオン CH2
＋の結合角はお

よそ何度か？ およそ 136度（３重項メチレンの結合角 136度や BH2の結合角 131度に

ほぼ等しい。） 

 ※メチレンラジカルは３重項なので、1πから電子が抜ける。1πは結合角に影響しない

ので、３重項メチレンの結合角にほぼ等しくなると推定される。これは、電子配置が等

しい BH2の結合角に等しいと考えてもよい。この問題で電子を除く前はメチレンラジカ

ルなので３重項のメチレンであるが、1重項のメチレンから、電子を１個取り除いても同

じ結果になる。 

 

＜講評＞  

 ほぼ８割の人が正解もしくはそれにほぼ準ずる解答を与えていました。２割程度、勘違

いを含む解答でした。スピンや電子配置のところで、上の略解と同じにならなかったと



2 

 

しても、大略は理解できていると思われますので、問題ありませんが、１）や２）で逆

を答えてしまったケースがあります。それは明らかに間違いですので、そうした間違い

が生じないよう注意してください。 

 

 

＜講義の補足＞ 

・同じ原子の軌道の重ねあわせ（混合）で、p 軌道どうしでは、方向が変化するだけです。

重ねあわせ（線形結合）の取り方を変えると、任意の向きの p 軌道に変換されます。方

向が変わると、他の軌道と相互作用するとき、軌道が広がる方向が違うため軌道間の重

なりによる結合のできかたもちがってきます。 

・同じ原子で、違う種類の軌道を重ねあわせると、膨らみ方のちがった軌道ができます。

これが混成軌道です。sと pからは、sp混成、sp2（エスピーツー）混成、sp3（エスピー

スリー）混成などができます。それぞれ、ふくらみを増した方向で、他の軌道と効果的

に重なると、結合をつくることができます。 

・混成軌道ができるとき、混成に参加した軌道のエネルギーの総和と、混成でできた軌道

のエネルギーの総和は等しくなります。このため、混成軌道のエネルギー準位は、sp 混

成では s と p の丁度真ん中に、sp2混成では、s と p の 2/3 のところに、sp3混成では、s

と pの 3/4の位置になります。軌道エネルギーの総和が変化しないことを確かめてみると

よいでしょう。 

・混成軌道は、膨らみ方が一方に偏るので、その方向に結合をつくりやすくなりますが、

それに加えて、膨らみを増した方向に、電子の分布が偏るため、原子核を引っ張る力が

生じます。つまり、混成軌道は、他の軌道との重なりを起こしやすくする方向性をもつ

だけでなく、膨らみを増した方向にその混成軌道の電子自身が原子核を引っ張るように

なるため、相手との結合力を高める働きが強まります。このことは、電子密度が原子核

を引っ張る力をもたらすファインマンの静電定理から考えて当然のことです。ところで、

p軌道どうしの重なりでｐ軌道の向きが変っても、原子核を特定の方向に引っ張る力は生

じません。p軌道では、一方と他方が直線の反対方向になっていて、電子の分布が点対称

になるので、その電子分布が原子核を引っ張る力は、完全に打ち消し合ってしまうから

です。 

・sp 混成は、２族や１２族の原子（X）を中心にして、H-X-H や F-X-F、Cl－X－Cl のよ

うな結合角１８０度の直線分子ができることと関係しています。また、HCNやアセチレ

ン分子の直線的結合とも関係しています。さらに、二酸化炭素分子 CO2が直線形になる

ことの説明もできますし、ジアセチレン分子 H－C≡C－C≡C－H の形の説明もできま

す。 

・sp2混成は、結合角１２０度で中心から正三角形の頂点の方向に３つのσ結合ができるこ

との説明に利用されます。BF3分子やエチレン分子、さらには、ベンゼン分子にも応用で
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きます。 

・sp3 混成は、正四面体の中心から４つの頂点の方向を向いた混成軌道４組を与えるので、

結合角が正四面体角（約 109.5 度）の分子構造の説明に使われます。メタン CH4、シラ

ン SiH4、アンモニウムイオン NH4+などの他、エタンなどのアルカン（飽和炭化水素）

などの構造が説明されます。 

・エタンは、２つのメチル基が C-Cσ結合で結ばれた形になりますが、この C-Cσ結合を

中心軸として、両側のメチル基は回転することができます。このような分子内部の結合

軸の回りの回転を「内部回転」といいます。エタンの２つのメチル基の H 原子を１つず

つ Cl に置き換えると、ジクロロエタンという分子ができますが、２つの Cl 原子の位置

が、中心の C-C 軸に対して、どのように配置されているかで、立体的な形の異なる異性

体がいろいろできます。ジクロロエタンの内部回転による立体異性体として、トンラス

型（２つの C‐Cl が 180 の関係）やゴーシュ型（２つの C‐Cl が 60 の関係）などの異

性体が存在することは、日本の化学者、水島三一郎と森野米三が発見しました。 

・原子の電子配置として、一番安定な基底電子配置のほかに、電子をより高い軌道に移し

た励起電子配置や混成軌道を利用した電子配置について学びました。高いエネルギーの

軌道に電子を移すことを昇位(promotion)といい、それに要するエネルギーを、昇位エネ

ルギーといいます。昇位でエネルギーが不安定化しますが、結合の形成で安定化するこ

とで、全体として安定することができます。アセチレン、エチレン、メタンなどは、こ

のような昇位によって原子価が４となった炭素によって形成されています。 

・Be、B、Cの原子価を単純に不対電子数で考えると、原子の基底状態の電子配置では、こ

れらの不対電子数は０、１、２となってしまい、高校で習った原子価２、３，４と食い

違ってしまいますが、混成軌道を用いて昇位させることで、この食い違いは解消します。 

・電子数が等しい電子配置は、等電子系列を与え、互いに置換して、いろいろな化合物を

与えます。 

・メタン CH4において、Hの原子核である陽子を１つ、電子はそのまま残して C原子の原

子核に移すと、Cは原子核の正電荷が１つ増えるのでNにかわり、アンモニアン NH3が

できます。そのとき、中心原子の周囲にある４組の電子対は、そのまま残ります。その

うち３つは、NH 結合の共有電子対、残り１つは N 原子の非共有電子対になります。こ

こからさらに、H 原子の原子核である陽子を１つ N 原子に移すと、原子番号が１つ上が

って O原子になり、H2Oができます。この O原子の周囲には、４組の電子対が（メタン

やアンモニアのときと同様に）ありますが、そのうち２つが OH 結合の共有電子対、残

り２つが O 原子の非共有電子対になります。さらのそのとき、H の原子核（陽子）1 個

を O原子に移すと原子番号が１つ上がって Fに変って HF分子ができ、１組の電子対が

HF結合の共有電子対になり、残り３組が F原子の非共有電子対となります。そして、最

後に、残り１個の H原子の原子核（陽子）を F原子に移すと、原子番号が１つ上がって

Ne原子に変り、電子対４個は、Neの４組の非共有電子対になります。したがって、 
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CH4 ⇔ NH3 ⇔ H2O ⇔ HF ⇔ Ne 

は、価電子が８個、全部で電子数１０の等電子系列になっています。 

これから、H原子を１つ減らすと、次の等電子系列ができます。 

   CH3 ⇔ NH2 ⇔ HO ⇔ F  

さらに、次のような等電子系列も考えることができます。 

   CH2 ⇔ NH ⇔ O 

   CH ⇔ N 

等電子系列は、電子配置が等しく、電子対や不対電子の数も等しいので、互いに置き換

えること（等電子置換）で、いろいろな化合物を作り出すことができます。 

・周期表の同じ族、O と S、N と P、C と Si などの同族元素どうしは、原子の回りの電子

配置が同じであると考えてよいので、互いに置き換えること（同族置換）で、いろいろ

な化合物を作り出すことができます。 

・軌道間相互作用を、直線的に並んだ３つの原子の間で考えることにより、３中心結合の

形成について学びました。化学的に安定で反応しないと考えられていた希ガス（貴ガス）

にも、Xe の化合物のように、化合物ができることが知られています。同じ原理を応用す

ると、T字型の分子や、面白い形の分子がいろいろできます。 

・高校のときに習った電子対結合（共有結合）に加え、３中心２電子結合も考えると、化

学の世界がどんどん広がり、大変面白くなってきます。さらに、コンピュータを使って

どんな分子ができうるかを調べていくと、炭素だけから、ハムスターの回し車のような

分子ができたり、２次元的に広がるナノシートや、１次元的に成長したナノチューブが

できたりします。化学の世界の面白さはどんどん広がっています。それにともなって、

人類に役立つ物質の種類も、どんどん増えていくことが期待されます。 

 

＜HomeWork＞ 

 ２）にヒントを追加しました。 

 今回の宿題、少し掘り下げた考察が必要な課題が含まれています。 

 欧米では、一般に、１回の授業で、テキスト・参考書を３０ページから１００ページ

近く読む必要があり、また、たくさん宿題がでます。 

日本の大学では、そこまでたくさんの課題が出たりしませんが、世界のトップを目指

す人たちと競い合うには、かなり大きくチャレンジしていくことが大切です。 

  チャレンジすることの積み重ねが、みなさんの力を徐々に培い、いつしか世界一・世

界初につながる可能性を大きく跳ね上げて行くことでしょう。 

 

＜試験について＞（前回の講義補足とほほ同様ですが、追記事項があります） 

 期日： 試験は、シラバスに予告してあった通り、７月２２日（水）の授業時間に行い

ます。 
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 採点： 演習やレポートの提出で３割を採点し、試験で残り７割ということになります

が、試験の採点はおよそ 80 点程度にし、これまでの演習やレポートで 20 点相当しかと

れていなくても挽回できるようにします。もちろんトータルで 100 点を超えることはで

きませんが。 

 成績は、６０点以上が合格になります。これまでの演習２回とレポートの提出を行って

いれば、最低でも２０点分は確保されていますが、なんらかの事情で、演習とレポート

の提出を省略してしまった人は、電子教室を参照して、試験当日までに提出すれば、最

低の２０点分には到達できますので、いまからでも努力してみてください。 

 合計点が９０点以上なら AAの評価になります。とくに人数制限はしませんので、チャレ

ンジしてみてください。 

 

 持込： 試験には、筆記用具のほか、自分の名前を記載してある自筆のノートおよびシ

ラバス指定の参考書等の書籍３冊まで各自の持ち込みを許します。ただし、試験時間中

の受験者間での貸し借りは厳禁です。パソコンや各種通信機器の使用は、試験時間中、

厳禁です。試験問題への解答は、各自の頭脳で行ってください。 

 （追記）「自筆のノート」が基本ですが、そのノートにさまざまな資料（電子教室の講義

資料など）を張り付けてもかまいません。したがって、いろいろな資料をまとめて、自

分のノートとして作り上げたものでもかまいません。そうしたノートは、なんらかの方

法で綴じてあるかバインダーにおさめているなど、ひとまとまりになっていることが基

本です。 

 

 範囲： 授業（演習・宿題・電子教室に示した説明や資料を含む）で解説したことに関

係することを対象とします。数式をつかったこともこの講義に含まれてはいますが、主

な講義内容は「化学結合」となっていますので、元素の化学的個性・周期性、化学結合

の形成、化学結合の組換えなどを中心とした出題になります。もちろん、今学期の授業

を全面的にマスターできていれば、満点をとりうる内容になりますので、今学期の講義( 

演習・HomeWorkを含む）の内容を中心に復習したうえで試験にのぞんでください。 

 

・今学期の授業、「化学結合」について、世界中の大学生の中でトップを行けるよう、基本

事項を徹底しつつ高いレベルまで解説しています。世界一・世界初をめざし、みなさん

の力と可能性が、どんどん増していくことを願いつつ、そのお手伝いをさせていただい

ています。残りの講義もあと１回だけになりましたが、まだまだ面白いことが出てきま

す。是非今学期のこの授業を活用し、未来にむけて突き進んでください。 

 

・今回のスナップ写真は、自宅近くでみかけた 紫陽花 と、カルガモの親子 です。 


