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ChemA 講義補足 （７月１５日） 

 

・第１３回目は、これまで学んできた軌道間相互作用によって新しい軌道ができる仕組み

に基づいて、化学的反応性が何に支配されているか、化学的安定性の条件は何かなどに

ついて学びました。また、結合の組換えなど、化学反応がどのように進むのか、分子軌

道のHOMOや LUMOと関連付けて学びました。量子論に基づいて、化学反応の仕組み

を理解できるようになると、実際に起こる反応を理解できるだけでなく、未知の反応を

設計したり、化合物の反応性を高めたり抑制したり、材料の設計や反応の設計にも役立

てることができるようになります。 

 

・Home Work（7月 8日）の略解と講評 

１） C原子と N原子に sp混成軌道を用い、直線型のHCσ結合 CCσ結 CCσ結合 CN

σ結合が直線状の骨格を形成します。ｓｐ混成に参加していない C と N の p 軌道を

HCCCN軸と直交する方向に、それぞれ２組ずつ配置し、それらがπ型の重なりを、２

組ずつ行わせることで、C≡Cおよび C≡N、３重結合が形成されます。 

２） 両端の CH2部分には、sp2混成軌道で、１２０度の結合角をもったメチレン基 CH2

ができます。中央のC原子には、直線的に左右の方向にひろがる sp混成軌道があるため、

両端の CH2部分のまだ結合していない sp2混成軌道と、中央の C 原子の左右に、結合角

１８０度で２組の CCσ結合をつくります。これで直線的に３つの C 原子が並びました。

ここで、中央の C原子には、混成に参加していない C2p軌道が２つ残っています。その

１つを、左側の CH2の面外方向を向いた C2p 軌道とπ型で重ねあわせると、CCπ結合

ができ、左側の CC２重結合ができあがります。ここで、中央の炭素原子には、左側のπ

軌道の方向とは直交する方向の C2pが残っていますので、それが右側の CH2の C原子上

にある C2p軌道とπ型の重なりをすると、右側にも C=CH2が出来上がります。ここで、

中央の C原子を挟んでできる２組のπ型の重なりの方向が、中央の C の左右で異なるこ

とに注意する必要があります。結果として、左端と右端のメチレン基の平面が、同じ平

面ではなく、互いに垂直な向きになります。このようにしてできる H2C=C=CH2 は、ア

レンと呼ばれる分子です。アレンの１つのメチレン基を、それと等電子の O 原子で置き

換えると、直線的な C=C=O 結合をもつ分子、ケテンができます。ケテンも中央の C 原

子は sp混成をとっているため、直線的な結合をすることがわかります。 

３） エタンは、メタンの１つの H を取り外してできるメチル基２つが、それぞれ不対

電子を１個ずつ提供して、電子対（共有）結合をつくったものとして理解することがで

きますので、それぞれの C 原子は sp3混成をとっていると考えることができます。した

がって、エタンの∠HCCは正四面体角（約 109.5度）に等しいと推定できます。 

４） XeF2 は３中心２電子結合でできる直線的な分子ですので、１組の電子対で３原子

が結ばれています。このため、１つの Xe-F結合の結合次数は 1/2になります 
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５） Brも Fも、ともに不対電子を１個ずつもつハロゲン原子ですので、まず普通の電

子対結合で、BrF分子をつくることができます。Fとくらべて Brの方が原子のサイズが

大きく、非共有電子対が遠くまで広がります。このような Brの非共有電子対の１つ（Br

の４ｐ軌道の電子対の１つ）は、BrF のσ結合とは直交する向きをもちます。そこで、

この Brの４p軌道の非共有電子対を用いて、さらに２つの F原子と３中心２電子結合を

つくることができます。このようにして、３中心２電子結合で追加された BrF 結合の結

合次数は 1/2 になりますので、その結合の長さは、最初に電子対結合でできた BrF 結合

よりも長くなります。結局、BrF3は T 字型の分子構造をもち、T 字の縦軸は、電子対結

合ですので短く、T字の水平部分のBrF結合は３中心２電子結合ですので長くなります。 

 

＜HomeWorkの講評＞ 

  全問正解が１４、1箇所だけ間違い３７、２か所以上間違い１４となりました。 

たいへんよくできていたといえますが、２）で、H2C=C=CH2の全体が１つの平面内に

あるとしたため、1 箇所だけ間違ってしまったケースがたくさんありました。中央の C

原子の互いに直交するｐ軌道が、左右１つずつπ結合に使われるため、左半分と右半分

が、互いに垂直な関係にある２つの平面に乗っていることまで考えることができれば、

量子論に基づく化学の醍醐味を、さらに味わってもらえると思います。全問正解の人た

ちは、すでにそのレベルに達していますが、今回、間違ってしまった人も、早飲み込は

なるべく避けて、注意深く議論する習慣がつけば、すぐにトップレベルに追いつくと思

います。落ち着いてじっくりと考える習慣を身に着けることが大切です。残念ながら、

今回、２か所以上間違えてしまったケースが１４ほどありましたが、急がず、あわてず、

納得できるレベルまでしっかり学び、つねに自分で考える習慣をつけるようにすれば、

決して置いて行かれることはありません。いまからでも自分の力をつけて行けるよう努

めてください。 

 今学期の「化学結合論」に限らず、どんな分野でも、しっかりと学びながら、自分の

力が付いて行き、自信をもって未知のことにチャレンジできるようになっていくやり方

は、ほとんど同じです。あせらずに、日々の学習のプロセスを大事にし、未知の世界へ

とチャレンジする力が身に着くよう努めていけば、世界初、世界一も、夢ではなくなり

ます。 

 

＜講義の補足＞ 

 

・軌道どうしが互いに近づいてきて、軌道間相互作用で、新しい軌道ができるとしても、

新しい軌道に電子が入らなければ、化学的な意味は生じません。 

・不対電子どうしから、電子対結合（共有結合）ができることは、高校の化学でも学習し

たことですが、不対電子と電子対ならどうなるか、空軌道と不対電子ならどうか、電子
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対同士ならどうかなど、きちんと考えてみることが大切です。今回は、１つの軌道に可

能な３つの状態、空軌道、不対電子、電子対の３通りの場合の組合せとして、空軌道ど

うしから電子対どうしまで、６通りの場合に分類し、それぞれ、結合ができるかどうか、

結合次数を計算してみました。 

・すると、空軌道どうし、電子対どうしは、どちらも結合次数が０になり、結合をつくら

ないこと（反応しない）ことがわかりました。 

・結合ができる（反応する）ケースは４通りありますが、そのパターンをよく眺めてみる

と、４つのうちの３つに「不対電子」が含まれていることがわかります。そして、それ

ぞれのケースで、不対電子の相手に注目すると、空軌道、不対電子、電子対の３通りが

あります。この３通りというのは、１つの軌道がとりうるすべてのケースです。という

ことは、一方に不対電子があれば、相手が何であっても、空軌道、不対電子、電子対の

いずれであっても、結合をつくる（反応する）ことがわかります。つまり、不対電子は、

相手によらず（みさかいなく）反応することがわかります。このため、不対電子をもつ

ものは遊離基（ラジカル）とよばれ、非常に反応性が高く、すぐ反応して別のものに変

ってしまうため、化学的に、活性であり、不安定です。 

・不対電子がないときでも、反応する可能性があります。それは、もうひとつだけ残って

いるパターン、空軌道と電子対の組合せです。化学的に安定な分子は、通常、不対電子

をもちません。したがって、化学的に安定な分子が反応するときには、空軌道と電子対

の組合せによる反応になります。 

・空軌道と電子対の反応については、高校の化学でも習います。陽イオンに電子対をもつ

アンモニアや水や CO（カルボニル）やシアン化物イオンが「配位」して、化合物をつく

ることは、高校の教科書にもいろいろ記載されています。 

・空軌道と電子対が反応し得るとはいっても、いつも簡単に反応するわけではありません。

なぜなら、空軌道は、一般にエネルギーの高いところにあり、電子対は、電子が収容さ

れているため、エネルギー的には低いところにあります。このため、空軌道と電子対に

は、一般にエネルギーの格差があり、その格差が大きいほど、反応は起こりにくくなり

ます。また、軌道どうしの相互作用には、軌道どうしの重なりが重要ですので、空軌道

と電子対の軌道がたがいに重ならないと反応は進みません。 

・空軌道と電子対の反応は、HOMOと LUMOの間で起こること（起こりやすいこと）を、

最初に指摘したのは、日本の最初のノーベル化学賞受賞者の福井謙一博士です。これを、

HOMO－LUMOの原理といいます。 

 なぜかというと、電子対のうち一番エネルギーの高いものが HOMO、空軌道のうち一

番エネルギーが低いものが LUMOですので、一方の電子対と他方空軌道との組み合わせ

の中で、一番エネルギーの格差が小さいものは、HOMO-LUMO の組合せになるからで

す。軌道間の相互作用は、エネルギーの格差が小さいほど起こりやすいという、軌道間

相互作用の原理でとくに重要なポイントのひとつを思い出しましょう。 
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・電子対は、相手に電子を提供して反応するので、HOMOが高い物質のことを電子供与

対といいます。HOMOが高いほど、よい（強い）電子供与体です。 

 当然のことですが、電子供与体はイオン化エネルギーの小さい物質です。イオン化エ

ネルギーが小さいほどよい電子供与体です。 

・空軌道は、相手から電子を受け取って反応するので、LUMO が低い物質のことを電子

受容体といいます。LUMO が低いほど、よい（強い）電子受容体です。一般に、電子

受容体は、電子親和力の大きい物質です。電子親和力が大きいほどよい電子受容体と

いうことになります。 

・化学的に安定であるということは、簡単に反応せず、そのままの物質であり続けよう

とすることをさします。逆に、すぐ反応して別の物質に変りやすい物質は、化学的に

活性であり、化学的に不安定ということになります。 

・以上の議論を踏まえると、化学的安定性には、次の３つの条件が重要であることがわ

かります。 

 ＜化学的安定性の３条件＞ 

 ・不対電子がない 

 ・HOMOが低すぎて電子を相手に供与しない。 

（HOMOが低い、イオン化エネルギーが大きい） 

 ・LUMOが高すぎて電子を相手から受け取れない。 

（LUMOが高い、電子親和力が小さい、もしくは、電子親和力がマイナス） 

・軌道間相互作用で反応が開始されるためには、軌道どうしの重なりも大事ですので、

もしも、何らかの理由で、軌道どうしの重なりが起こりにくいと、反応しにくくなり

ます。とくに、立体的にかさ高い置換基があるなどして、軌道どうしの重なりが立体

的に邪魔されていると、反応が起こりにくくなります。これは、反応を起こりにくく

して、化合物中の反応しやすい部分を「保護」することに応用されています。 

・ラジカルは一般に非常に反応性が高いのですが、大きな置換基で、不対電子への接近

を邪魔して「保護」することが可能です。このような効果を「立体保護効果」とよび

ます。 

・He、Ne、Ar などの１８族の元素は希ガス（貴ガス、不活性ガス）とよばれ、非常に

反応性に乏しいことが知られています。その理由は、上の「化学反応性」の３条件の

いずれにおいても、反応性が低くなっているからです。 

・しかし、希ガスといえども、反応性を低くする条件が破れると、簡単に反応して、い

ろいろな化合物や分子、分子イオンを与えます。 

・空軌道と電子対が反応する例として、ディールス・アルダー反応について、詳しく学

びました。エチレンやブタジエンの HOMOや LUMOは、今学期学んできた分子軌道

の組み立てかたを復習すると、その形がどうなっているか、簡単に組み立てて示すこ

とができるでしょう。もちろん、最近のコンピュータ（パソコンでも OK）をつかって、
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計算して、その形を画面に表示させたり、印刷したりすることを、化学者や化学を利

用する人たちは、日常的に行っています。 

・エチレンとブタジエンから、炭素６員環のシクロへヘキセンが、見事にできること、

楽しんでもらえましたでしょうか。こうした結合の組みかえが起こる反応プロセスを

量子論に基づいて推定できるようになると、「分子軌道」という「技術」の技・業のレ

ベルも高段者級に達します。基本は今学期学んできた軌道間相互作用の原理ですが、

さらに HOMO-LUMO 相互作用と電子の流れ（移動）とその効果を電子密度の働きと

して理解することができれば、鬼に金棒、ミクロの化学の世界を量子論の視点で自在

に切り拓く力が湧いてきます。 

・一方のHOMOからその相互作用の相手となる LUMOへと電子（密度）が移動するこ

とにより、結合の強化や弱化がおこるメカニズムと、その結果として、結合次数の変

換が起こるところ、満喫してもらえましたでしょうか。 

・ミクロの世界では、波動の性質をもつ電子が、いきいきと働らいていて、電子の振る

舞いで、結合ができたり組変ったりしています。そうした、ミクロの世界での電子波

のふるまいが、手に取るように見えてくれば、あなたの化学結合論のレベルは、相当

なものになっているといえるでしょう。わずか、十数回に授業でしたので、十分に伝

えきれなかったかもしれませんが、皆さん自身のペースで、じっくりと考えながら学

び直してもらえれば、益々楽しい化学の世界が開けてくると思います。必要に応じ、

参考書を読んでもらえれば、授業では時間的に踏み込むことができなかった面白い世

界へと、みなさんを誘ってくれることでしょう。 

・講義資料の最後にある「研究課題」、これができれば、間違いなく、世界のトップレベ

ルの力がついてきたといえます。いつもの、HomeWork ではありませんので、レポー

トして提出する必要はありませんが、今回の授業内容を復習しつつ、この研究課題に

チャレンジしてみてください。 

 

 Be active to consider again and again and to challenge to the top or the first in the 

world! 

 

 

 

＜試験について＞（前回の講義補足とほぼ同じものを再録します） 

 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。 

 

 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
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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。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。 

  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きました。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

きました。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、昨年 5 月に、カナダのバンクーバーに行ったときに撮影したスナップです。  

ブリティッシュコロンビア大学化学科、カナディアンロッキー、バンクーバー市内クイーンエリザベス公園。 

みなさんも、どんどん、世界に向かって、未知の世界に向かって、はばたいてください。 


