
5 内部エネルギー 
5.1 内部エネルギーとは 

理想気体の場合には、ガス分子一個一個の運動エネルギーを，気相ガスが内部にため込ん

だエネルギーすなわち、内部エネルギーと考えることができる。また，水素ガスのように

酸素と反応して大量のエネルギーを放出できるものは，化学エネルギーとして，内部にエ

ネルギーを大量に持っている．内部エネルギーは仕事や熱により外界とエネルギーの交換

を行う．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。

熱を加えてあたためると，内部エネルギーが増えており、温度が高いのは内部エネルギー

が大きいからである。  
5.2 内部エネルギーと化学エネルギー  

化学エネルギーをもう少し微視的な立場から詳しく見ていこう。 
 今、仮にＨ原子とＯ原子があるとする。Ｈ原子２コ集まるとＨ2 分子を生じる。1 学期に

共有結合について学んだ二つのＨ原子が近づくと二つの原子が二つの電子を共有すること

になる。一般には結合性のエネルギー準位に入る。 

問 5.2-1 一学期の水素分子、共有結合を復習し、上記の内容を理解してレポート 1page にま

とめよ。 

問 5.2-2 水素原子と水素分子のエネルギー準位図をかいてみよ。 

ニ個の電子が 結合性軌道に入ると全体として、エネルギー準位は下がり、結合を作るこ

とを学んだ。 すなわち、化学エネルギーというのは、電子の持つエネルギーであること

がわかる。電子の持つエネルギーのもとは、異なる原子に含まれる核と電子との間に働く

静電気力（静電ポテンシャル）である。 
さて、水が作られるときは、H2と O2の共有結合に存在する電子のもつエネルギーよりも

Ｈと O の間の結合に電子が存在した方がずっと安定であるため、エネルギーは下がる。こ

のため余剰のエネルギーが外部に放出されることになる。 
さて、内部エネルギーとしては、電子が持つ化学エネルギーと分子全体が運動する運動

エネルギーさらに，分子の中の原子が運動（振動）するときのエネルギーがある。 
 
5.3 内部エネルギーと状態量、エネルギーの出入り 

内部エネルギーの変化は、仕事と熱を通じて変化する。 

QWU   

( 5.3-1) 

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。 
 
このことを理解するのに、化学エネルギーを例にしてみよう。化学エネルギーは電子が

結合軌道にはいることにより安定化して得られるエネルギーである。そのエネルギーの値

はシュレーディンガー方程式の解であり、その固有値は一意的に決まる。 また、固有値

にどう分布するかと言うことも、統計力学により温度が決まると一意的に決まることが知

られている。 
こういう風に状態が決まると一義的に決定される性質を状態量という。ところが、W や

Q は、場合により違うので、状態量にはならない。たとえば、部屋を閉め切った部屋の温

度が外気より１０度高くなったとしよう。窓を開け放って部屋の温度を下げることもでき

るし、クーラを使って、１０度下げることもできる。 窓を開け放っただけなら、熱がど

んどん逃げていくだけで、仕事はしていないから、外へ逃げる熱は内部エネルギーの減少

量に等しいが、クーラを使うと、電気のエネルギーを使って、仕事をして熱を外に出すこ

とになる。当然クーラの行った仕事も熱となるので、部屋の熱にクーラの発生した熱も加

わり、外界には余計多くの熱が出ていく。大量の熱がでていくが，トータルの内部エネル

ギーは自然に部屋を冷やしたときと同じである。 

問 5.3-1 上の二つの事象を( 5.3-1)を使って表現してみなさい。 

だから、Q と W はどういう風にして内部エネルギーを変化させたかという、変化のさせ

方（経路）によって異なることに注意しよう。 
 
系の内部エネルギーを図で表すことがある。 



 

図 5.3-1 エネルギーダイアグラム 

縦軸がエネルギーである。上に行くほどエネルギー高い 
右に出ている矢印は外界とのエネルギーのやりとりである。 
エネルギー保存則が成り立つから 
 

仕事熱エネルギー電気エネルギーUfUi  

( 5.3-2) 

 
となる。 外界とやりとりにおいて、どのエネルギーでやりとりするかはその時々によ

って違う。発電機がなければ、電気は起こせない。しかし、常に存在するのは熱エネルギ

ーである。一方内部エネルギーは物質の状態が決まれば，一意的に決まる．これは重要な

概念である．メタン 1 モルの 300K ，1 気圧におけるメタンの内部のエネルギーは日本で

測ろうと，アメリカで測ろうと，中国で測ろうと，皆同じである．すなわち，内部エネル

ギーは状態が決まれば決まる状態量である．しかし，熱や仕事は，分配の仕方が違えば違

う．つまり変化の経路によって違う量である． 
5.4 エンタルピー(Enthalpy) 

 さて、今図のようなピストンを考えてみよう。 ピストンには、理想気体が詰まっている。

温度 T とすると内部エネルギーは、理想気体であるから、U=3/2ｎRT となる。 
(ここで、n はモル数、R は気体定数) ただし、理想気体でなければ、この式は成り立たな
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いので注意すること。 
 ピストンに一定の重さの重しを載せて内部の圧力と釣り合わせておこう。外からゆっく

りと熱を加える。すると温度が上昇するので、PV=nRT より、圧力か体積が増える。 圧

力は常に重しと釣り合っているようにすると、体積が増える。この過程を繰り返していく

と、温度が上がり、体積はどんどん増えていく。このときにピストンは重力に抗して重し

を持ち上げた。すなわち仕事をしたのである。 
( 5.3-1)に従えば、外から熱を加えて、内部の温度を上げ、内部エネルギーを上昇させたと

同時に仕事をしたことになる。 これをピストンを固定して膨張できないようにして、同

じ温度まで気体を加熱した時と比べてみると、 
前者（圧力を一定にして膨張できる場合）において、入ってくる熱量は, 

TnRVPTnRVPUQ 2/52/3   
後者（膨張できない場合）では、 

TnRUQ 2/3 となり、圧力一定の時の方が多くの熱を必要とする。（ここで、

Q の前に負の符号がついているのは、入ってきた熱量を表すためである。）１K 温度を上

げるのに必要なモルあたりの熱量を比熱という。したがって、圧力一定の時の比熱を定圧

比熱 Cp、体積一定の時の比熱を定積比熱 Cv と呼ぶ。 

問 5.4-1 理想気体の場合の定積比熱は Cv=3/2R,定圧比熱 Cp=5/2R であることを示せ。 

問 5.4-2 仕事が VP になることを示せ。 
ここで、重要な事柄として、体積一定の時には、内部エネルギーの変化が、出入りする

熱に等しいことである。また、圧力一定の時は、内部エネル ギーと仕事の和が熱に等しい

のである。私たちが行う実験は大気圧下で行うことが多い。すなわち定圧条件下である。

化学反応熱は、つねに体積の膨張がした仕事と内部エネルギーの和になっていることにな

る。 そこで、エンタルピーというものを定義することが多い。 
PVUH  

( 5.4-1) 

エンタルピーの増加は、圧力の一定の過程で入ってきた熱量に等しい。 
QH  

( 5.4-2) 

問 5.4-3 ( 5.4-2)を証明せよ。 

さて、私たちの周りで起こる化学反応でどれだけの熱量が発生するかを考えてみると、そ

れは、化学エネルギーの変化すなわち、内部エネルギーの変化に対応しているのだから、

化学反応が起こる前の内部エネルギーと化学反応が起こった後の内部エネルギーを比べれ



ばよい。しかし、多くの場合、一定の圧力（大気圧下）であるから、化学反応前後の内部

エネルギーを用いる代わりにエンタルピーを用いると熱の出入りを理解できることになる。  

 
 

図 5.4-1  ピストンと気体 

 
 
5.5 生成エンタルピー 

定圧条件下で化学エネルギーを表すのにエンタルピーを使うとよいと言った。ここで、大

事なことを述べる。エンタルピーも状態量である。なぜなら、状態量の内部エネルギーに

PV を足しただけだからだ。したがって、物質の種類、量、温度、圧力、など状態が決まれ

ば、同じ種類、同じ量の物体が持つエンタルピーは同じである。たとえば、１g の水が 1 気

圧、393K でもっているエンタルピーは、どれも同じである。 
そこで、生成エンタルピーを定義する。 
１mol の化合物をその安定な単体から作るときに与えた熱量 – Q=( H) 

たとえば、H2O の生成エンタルピーは –285.84 ｋＪ /mol である。 

kJ/mol84.2852/1 222 HOHOH  
1atm のおける生成エンタルピーを標準生成エンタルピーと呼ぶ。 
いくつかの化合物の標準生成エンタルピーを知っておくと、他の物質の標準生成エンタル

ピーを求めることができる。生成熱の生成エンタルピーは符号が異なる．熱は状態量では

ないといっておきながら，状態量となる理由は，経路が定まっている，つまりすべて熱に

なるからである．もし電気的な仕事をうけながら，一定圧力で膨張させたとしたら，その

P,T,V Ｑ 



ときの熱はもはや生成熱ではなく，余計な電気的にエネルギーも加わっていることになる．

あくまで，自然に変化したときの発生する熱が生成熱である． 
CO や CO2の標準生成エンタルピーはそれぞれ、-110.52,-393.51ｋＪ/mol である。 
このときに CO が燃焼して CO2になる反応熱は、 

???1/2OCO
kJ/mol51.393,

kJ/mol52.110,2/1

22

22

2

CO
COOC

COOC
 

 
上の式の第２式から第１式を引くと、第３式に等しくなる。反応熱も同様であり、 
-393.51-(-110.52)= -282.99 kJ/mol となる。 

 
 

 
 

 
 

問 5.5-1 C2H2,C2H4,C2H6の標準生成エンタルピーは、ぞれぞれ、226.75, 52.28, -84.67 kJ/mol
である。C2H2の水素化反応の反応熱を求めよ。 

このように物質のエンタルピーの変化を間接的に求める方法をヘスの熱加減則という。 

問 5.5-2 次の値を用いてエチレンの生成熱を求めよ。 
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問 5.5-3 次に与えられた量を使って、固体 NaCl の生成エンタルピー（NaCl 1mol を固体の Na
と気体の Cl2から生成するときのエンタルピー変化）を求めよ。 

(ア) 固体の Na をガス状態にするときのエンタルピー変化は、108.4 kJ/mol 
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CO 

CO2 

-110.52 
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(イ) Cl2 ½ mol を Cl１mol にするときののエンタルピー変化 121 kJ/mol 
(ウ) ナトリウム原子をイオン化するときのエンタルピー変化 495.8 kJ/mol 
(エ) Cl(g)をイオン化する時のエンタルピー変化 –348.6 kJ/mol 
(オ) Na+と Cl-から NaCl 固体を得る時のエンタルピー変化-778.0kJ/mol 

問 5.5-4  1mol のグルコースが２５℃において燃焼するときに発生する熱(燃焼熱)は 2808 
kJ/mol である。これは発熱であり、この燃焼に伴い減少するエンタルピー（燃焼エンタルピー：

１モルが燃焼するときに受け入れるエンタルピー）は-2808 kJ/mol である。50kg の人が 3000m
の山にのぼる時になす仕事 w は、w=mgh=50*9.9*3000~1500000 J である。グルコースを燃や

すときに出る熱の２５％がこの仕事に転換するとすると、どれくらいのグルコースを燃やしな

がらのぼることになるか 

 
 


