
１序 
１-１化学熱力学とは何か？  

 エネルギーは物質変化の原動力になっている。では，エネルギーとは何だろうか？  
物質変化の方向性はあるのだろうか？ おそらく，エネルギーが低くなる方向ということ

だろう。しかし、エネルギー保存則があり，エネルギーは保存されるのではないか？ 本

当に私たちは，エネルギーという言葉について知っているのだろうか？  
熱力学とは、事象変化に伴うエネルギーの出し入れに関する学問である。特に、化学変

化といった化学現象が関わる時には、化学熱力学という。 歴史的には、熱力学は、産業

革命と永久機関とともに発展した。 すなわち、蒸気機関という熱を仕事に変える機械が

発明され、いかに効率的に熱を機械エネルギーに変えることができるかが研究され、自然

の法則が発見された。 
「エネルギーはなくなったり、新しく生じたりすることはない。（エネルギー保存の法則、

熱力学第１法則）」 
「熱をすべて仕事に変換することはできない。（熱力学第２法則）」   
又熱機関の最大効率に関しても以下の知見が得られている。 
「温度の高い高温熱源（温度 T1）から熱Ｑを奪い、温度の低い低温熱源(温度 T2)に熱 Q
をはき出す。熱機関が全く元の状態に戻っているとすると（熱くなったり、壊れたり、摩

耗したりすることがないという意味）その差がこの熱機関が行う仕事Wになる。すなわち、 
W=Q1-Q2 と書くことができる。（熱力学第１法則） 
どれだけ仕事に変わったかという効率 は, 
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とあらわすことができるが、 
効率の上限は、 
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と表すことができる。」 
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図 １-１-1 熱が仕事に変化する。 

問 １-１-1 最大効率１００％を実現するための条件はなにか？（すべての熱を仕事に変えるた

めの条件） 

問 １-１-2 高温熱源と低温熱源とで温度が等しいときに、効率はどうなるか 

熱力学の２法則は、永久機関が不可能であることを言いあらわしている。すなわち、第１

法則は、エネルギーを生み出すことはできないことを言っている。何もないところから有

限の仕事を生み出す第１種の永久機関は熱力学の第１法則エネルギーの保存則により否定

される。私たちの身の回りは暖かいから熱エネルギーが充満している。第２法則から、こ

の熱エネルギーを仕事に変換するためには、温度の低い部分に熱を捨てることが必要であ

る。周りの温度が完全に一様で温度の低い場所がなければ、熱を仕事に変換することはで

きない。たまたま温度の低いところがあっても熱を捨てている間に暖められてしまい、熱

の捨て場所がなくなる。こうした意味で、熱を仕事に変えて、永久に走り続けることは不

可能である。ましてや熱をすべて仕事に変換し、それ自身は変化しない第２種の永久機関

も第２法則で成り立たなくなる。このように、熱力学は、産業革命という人類の発展にと

って画期的な事件とともに生まれ、その発展を理論的に支える一方、熱力学は、人類の夢

であった永久機関の不可能性を実証した。 
熱力学は、平衡系を扱う点において、ニュートン力学、電磁気学と並び、古典物理学の

最も美しく、確実な体系といえよう。熱力学はわれわれに、エネルギー保存則と、自然界

の変化の方向を教える。この法則を破る自然界の変化は決して起きない。この熱力学に化

学反応や物理現象だけでなく、生物現象、生体現象すべて厳密に従う。しかし、又最も難



解な学問の一つといえる。 
昨今 エネルギー環境問題が巷で騒がれている。石油から取り出されるエネルギーが石

油の枯渇で得ることができなくなるという議論である。また、文明が進化して、地球環境

が悪化したという議論である。この二つとも根っこは同じである。すなわち，この講義で

学ぶエントロピーと自由エネルギーの問題である．それは、エントロピーという量の増加

であり、自由エネルギーの減少としてとらえることができる。この二つの言葉を理解する

ことはとても大変なことであるが、本講義では、その二つの言葉の理解と自然界の変化の

方向について学び、人類が直面するエネルギー環境問題の本質を考えてもらいたい。21 世

紀後半，直面する人類の危機を最小限に食い止めるためには是非とも必要だと思う。さら

に，化学反応を理解する上でも重要である．化学反応を有機化学を通して学ぶ。 
最後に，鈴木宮浦反応を学びたいと思います。北海道大学の 2 人のノーベル賞受賞者の

お一人である鈴木先生と実験を実際に実施した宮浦先生の功績について，概略を述べたい． 
また，もし時間があれば，北海道大学の一つの伝統的分野である電気化学についても勉

強したいと思っています． 
 われわれは、ここで以下のことを学ぶ。 
 
エネルギー 

エネルギー保存の法則 

孤立系、閉鎖系、開放系 

温度とは、理想気体とは、内部エネルギー，ヘスの法則 
エントロピーと可逆的変化、平衡と非平衡 

熱機関 

孤立系エントロピーの増加 

状態関数 

自由エネルギー 
閉鎖系では自由エネルギーが減少する。 

自然界の安定な形は（平衡） 

平衡条件、平衡定数 
相律 
化学反応（物質の増減） 
有機化学反応 
官能基の反応性 
鈴木宮浦反応 
電気化学 
 
 



２エネルギー 
２-１エネルギーとは 

仕事をおこなうことのできる能力と定義する。単位は J(仕事と同じ)である。 仕事に換算

できる。しかしその実態については、不問にする。 
２-２いろいろな形のエネルギー 

エネルギーの中には、いろいろな種類がある。電気エネルギー、運動エネルギー、熱エネ

ルギー、化学エネルギーなどなどエネルギーの保存則とは、どういう形のエネルギーであ

ろうとそのエネルギーの総和は一定である。又、適当な方法でお互いに変換することがで

きる。 

問 ２-２-1 電気エネルギーを機械仕事に変化する方法を述べよ。すべてが機械的仕事になるだ

ろうか？ 

問 ２-２-2  機械的仕事を電気のエネルギーに変える方法を述べよ。その時すべての機械的仕

事はエネルギーになるか？ 

 
２-３ 孤立系、閉鎖系、開放形 

孤立系とは、その系の周りとエネルギーのやりとりも物質のやりとりもないもの。孤立系

の中のエネルギーおよび物質の総量は一定である。たとえば、断熱壁を考えたときには、

その内部は孤立系である。 
閉鎖系とは、外界とエネルギーの出入りはあるが、物質の出入りはない。開放形とは、エ

ネルギーや物質のやりとりがある。 

問 ２-３-1 ふたを閉じた完全な魔法瓶がある。魔法瓶とは、熱を逃さないものである。この中

は孤立系か？ ふたをしたガラス瓶がある。熱を加えると温度が上がる。これは、何系か？ 沸

騰したやかんがある。これは開放形か？ 

問 ２-３-2 地球は何系か？ 人間はどうだろうか？ 

３温度と圧力、理想気体 
３-１温度の特徴 

温度は熱の流れる方向を表す。高い温度から低い温度の方へ熱は流れる。熱が流れだすと、

温度はさがり、熱が入ってくると温度が上昇する。温度は運動エネルギーの尺度である。 
温度が高いほど、分子の運動が激しくなる。水を考えてみると、低温では氷、室温では水、

高温では水蒸気となる。これは、水分子の運動がだんだん激しくなり、低温で水の間の分

子間力により結びついていた水がバラバラになるためと考えられる。 
温度は、分子の一つ一つが持つ運動エネルギーを表す。すなわち、分子運度の激しさを表

しているのが温度である。 



同じ温度を持つ二つの物体をくっつけても、温度が同じだから、熱の移動は起こらない。

このため、くっついてできた新しい物体は、同じ温度を示す。この新しい物体の持つ全エ

ネルギーは、元々の物体の持つエネルギーの和になっている。温度が分子一つ一つの運動

エネルギーを表しているとすると、これに物質量をかけたものが全エネルギーになること

からも理解される。このことを次に理想気体で考えてみる。 

問 ３-１-1 温度とはなにか、自分で考えてみよう。たとえば、暑いというのは、寒いというの

は、考えてみよう。 

問 ３-１-2 温度計とは、どういう原理で温度を測るのだろうか？ 

温度の単位は日常社会では、℃が用いられる。これは、水が凍る温度を 0℃、１気圧で沸騰

する温度を 100℃として、その間を等間隔に１００等分したものである。一方、科学では

K(ケルビン)が用いられる。これは、絶対温度といわれる。-273℃を 0K として、同じ間隔

で振ったものである。0 K 以下の温度は実現することができない。また、これからは温度は

必ず K を使う。 
３-２ 圧力 

原子が壁に衝突すると、圧力を生み出すと考えることができるが、圧力というのは、単位

面積あたりの力と定義される。 
SFP /  

これを発展につけた分子運動論に従って、計算すると 
単原子気体の場合には、 
PV=3/2ｋNaE 
とかける。（E は分子の持つ運動エネルギー） 
３-３理想気体 

理想気体とは、現実の気体の持つ性質を理想化したものである。 
nRTPV

 

( ３-３-1) 

という性質がある。ここで、P は圧力、V は体積、Ｔは温度、R はガス定数、n はモル数で

ある。(R=8.31 J K-1 mol-1) 

さて、理想気体が原子から成り立っているとする。 

( ３-３-1)と見比べると、 
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( ３-３-2) 



となる。 
すなわち、１個の気体分子の持つ運動エネルギーE は 
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( ３-３-3) 

となる。ここで、k(=R/Na １分子あたりのガス定数)はボルツマン定数という。(k=1.38 x 10-23 
J.K-1) 
すなわち、温度は理想気体一個のもつ運動エネルギーを表しているといえる。温度が高い

と言うことは、理想気体一個の運動エネルギーが大きくなり、活発に動くことになる。温

度が下がると運動エネルギーが小さくなる。現実の気体でも同じことがいえるとすると温

度が下がるとお互いの引力が働き、終いには気体ではいられず、固体になると考えること

ができる。  
実際には、理想気体は、引力を含んでいないので、凝集を表すことができない。これを含

んだ式として、ファンデルワールス式がある。 
RTnbVVanP ))(/( 22  

( ３-３-4) 

 
この式の左辺の最初の括弧は、引力を表し、第 2 の括弧気体の大きさを表す。 
この式を使うと凝集が記述できる。 

問 ３-３-1 T を一定として、( ３-３-4)の P と V のグラフを描きなさい。T が大きくなったら、

理想気体の式にちかづくことを示せ。 

前に述べたとおり、温度とは１つの分子の運動エネルギーの大きさを表す尺度であるとい

える。熱は、温度の高い方から低い方に流れるということは、分子の運動エネルギーが全

体として、一様になる方向に熱が流れているといえる。熱のエネルギーとは、分子一個一

個がもつエネルギーと言っていい。 
では、熱のエネルギーといわゆる物体の持つ運動エネルギーとは何が違うのだろうか？ 
３-４ 物体の持つ運動エネルギーと熱エネルギー 

物体が運動すると運動エネルギーを持つ。熱エネルギーも分子の運動エネルギーであるな

ら、本質的には同じものでないかという疑問がわく。２つの違いは、運動エネルギーの大

きさというより方向にある。物体が運動するときそれを構成するすべての分子は同じ方向

を向いている。ところが、熱い物体では、大きな運動エネルギーをもっているとはいえ、

バラバラな方向を向いている。すなわち、熱エネルギーの本質は、運動エネルギーだが各

分子がバラバラな方向を向いた運動エネルギーをもつと言うことになる。したがって、こ



れから仕事を取り出すためには、一定の方向に向いて分子が運動することが大切になる。 

しかし、これは大変なことである。一方、すべての分子が一定の方向を持ち、物質全体が

一定の方向に運動している場合、物質の運動エネルギーということになる。これは、容易

に方向がバラバラになり、熱エネルギーに変わる。すなわち、ハンマーで強く叩くと熱が

発生する。これは、運動エネルギーが衝突により熱エネルギーに変換されたことになる。 
運動エネルギーは各分子の速度の総和を２乗したものであり、熱エネルギーは各分子の速

度の２乗和であるともいえる。 

 
図 ３-４-2 物体全体の動き（左）と気体の運動（右） 
 
 
 

問 ３-４-1 熱のエネルギーの本質とは何か、自分で、さらに調べ、思考して、レポート用紙２

枚程度にまとめてみよ。 

４ 内部エネルギー 
４-１熱と内部エネルギー 

物質は、熱エネルギーという形で、エネルギーを蓄える。しかし、熱エネルギーと、外界

とやりとりして具体的に私たちの目に触れる熱の流れとは、区別して考えた方がよい場合

がある。そこで、物質が蓄えている熱エネルギーを特に内部エネルギーU を呼ぼう。一方、

外界とやりとりするものだけを熱というふうに呼ぼう。 温度の異なる物体と接していると、

熱が出入りして、内部エネルギーが増減する。また、圧力の低いものと接していると、壁

に圧力を与え、もし壁がうごくならば、圧力の低い方に壁を押し、仕事をすることになり、

内部エネルギーが減少する。 
したがって、内部エネルギーの変化を 

QWU  
これから外へした仕事 W、外へ流れ出る熱量 Q  をそれぞれ正に取り、内部エネルギーの

増加を正に取る。 
ここで重要なことは、内部エネルギーは温度や圧力などの物質の性質が決まると一義的に

決まるという性質を持っていることである。これは，内部エネルギーが状態量であるとい

う。 
また、熱とか仕事は外界と相互作用して、エネルギーが出入りする流れである。ある家が

あって、そこの家の中にある価値（調度品など）を考えてみよう。品物や貨幣として価値

図 ３-４-1  物体全体の動き（左）と気体の運動（右） 



は出入りする、中に入ってしまっては閉ざされていて外からどうなったのかはわからない。

しかし、価値は出入りしたものの価値でわかる。品物や貨幣といった目に見えるものが熱

や仕事と思うと、物質の持っているエネルギーがわからなくても熱・仕事の出入りでその

変化を議論できる。 
４-２ 理想気体の内部エネルギー 

理想気体の持つ内部エネルギーはその各分子のもつ運動エネルギーの総和であるから 

nRTU
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( ４-２-1) 

（ここで，n はモル数，R は気体状態方程式） 
とかくことができる。 
 

nRTPV
 

( ３-３-1) 
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( ４-２-1) 

この二つの式は理想気体で必ず成り立つ式なので，覚えておくこと． 
 

問 ４-２-1 絶対 0 度において、理想気体の持つ内部エネルギーはいくらになるか？これはどう

いうことを意味するか？ 

問 ４-２-2 1mol の物体を 1 K あげるのに必要な熱量をモル比熱と呼ぶ。 気体のモル比熱を

体積一定の条件および圧力一定の条件で求めよ。 

問 ４-２-3 熱量計に１２Ｖの電源から，３．２Ａの電流を 27s 流したときに、1.6 K 温度が上

昇した。熱容量 C はいくらか？ 


