
11. 化学反応 
11.1. 化学反応と活性化エネルギー 
 OHOH 222 22 →+ という反応は、発熱反応であり、自由エネルギーも減少す

るから、自発的に起こる反応である。しかし、H2と O2を混ぜただけでは反応

が起こらない。温度をかなり高くしないとおこらない。これは、次のように考

えられている。反応を起こすには、エネルギー障壁があり、通常、分子はこの

エネルギー障壁を乗り越えることができない。しかし、温度が上がると分子の

なかには、障壁を乗り越えるのに十分なエネルギーを持つものが現れてきて、

反応が進行するようになる。このエネルギー障壁を活性化エネルギーとよぶ。 
 
 
nA+ mB   �   C  
  

( 11.1-1) 

の場合に，一般に反応速度 v は，以下のようにかける場合が多い． 
 
反応速度 ｖ= k[A] n[B]m 

( 11.1-2) 

ここで，k のことを反応速度定数という 
反応速度定数と活性化エネルギーおよび温度には、次の重要な関係がある。 
 

RT/aEAek −=  

( 11.1-3) 

ここで、Eaを活性化エネルギーと定義する。 

問問問問 11.1-1    次の活性化エネルギーを求めよ。次の活性化エネルギーを求めよ。次の活性化エネルギーを求めよ。次の活性化エネルギーを求めよ。 

C2H4+H2�C2H6の反応速度定数は、273 K 0.97 x 107 323 K で 3.5 x 10 7mol-2 cm6 
s-1 である。活性化エネルギーはいくらか 
ln(3.5/0.97)＝1.28 
である。 
 
 
( 11.1-3)の両辺の対数をとると、反応速度の対数が、1/T に比例し、その比例係

数が活性化エネルギーであることがわかる。 

RT

E
Ak −= lnln  

( 11.1-4) 



この式をアーレニウスの式と呼び、絶対に覚えてほしい関係式である。アーレニウスの式と呼び、絶対に覚えてほしい関係式である。アーレニウスの式と呼び、絶対に覚えてほしい関係式である。アーレニウスの式と呼び、絶対に覚えてほしい関係式である。また、

問 11.1-1 で、lnk と 1/T をプロットすると活性化エネルギーが求まるが、そのプ

ロットをアーレニウスプロットとよぶ。 

問問問問 11.1-2    上の問上の問上の問上の問でアーレニウスプロットをしてみよ。でアーレニウスプロットをしてみよ。でアーレニウスプロットをしてみよ。でアーレニウスプロットをしてみよ。 

反応が進行しない理由としては、自由エネルギーの変化が正（アップヒル反

応）か活性化エネルギーが大きいのかの二つの理由がある。前者の場合には、

熱力学的な原因といい、外部からエネルギーを与えないと絶対に起こらない。

（ただし、自由エネルギーは濃度に依存するので、微量も生成物ができないこ

とにはならないことに注意する。正しくは平衡が成り立つまでは進むが、それ

が、その平衡に達したときに生成量が極端に少ないというべきである。）後者

は速度論的制約といい、温度を上げるか 何らかの方法で、活性化エネルギー

をさげれば、起こる。 

問問問問 11.1-3    H2O の完全分解反応が行かないのはどういう理由か？また、どうすれば行くか？の完全分解反応が行かないのはどういう理由か？また、どうすれば行くか？の完全分解反応が行かないのはどういう理由か？また、どうすれば行くか？の完全分解反応が行かないのはどういう理由か？また、どうすれば行くか？ 

 
11.2. 絶対反応速度論 
 なぜアーレニウスの式が出て来るのだろうか？ 図に書いて説明しよう． 

 
図図図図 11.2-1    反応座標とエネルギー反応座標とエネルギー反応座標とエネルギー反応座標とエネルギー 

 
先も述べたように，青がエネルギーの高い赤に変化し，その後みどりへと変化

する 
赤はエネルギーが高いので，青から赤には行きにくい．この障壁が活性化エネ

ルギーである．赤のことを遷移状態，あるいは 2 つのものが一緒になって，で

きあがったという意味で活性複合体という． 
 
 
 

活性化エネルギー 



たとえば，H2 +I2 ――> H---H  ――＞２HI  
           I---I  
 
           (活性複合体) 
 
 
青（反応物）は赤(活性複合体)が平衡にあるとする． 
すると，質量作用の法則がなりたつ． 
 

反応物

活性複合体=K  

( 11.2-1) 
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( 11.2-2) 

ここで，小文字∆s,∆v は 1 モルあたりのエントロピーと体積変化である．Ea は
1 モルあたりのエネルギーの変化である．なお理想気体を仮定した． 

問問問問 11.2-1    ( 11.2-3)を導け．を導け．を導け．を導け． 

 
ここで，        とおくと， 
 
 
活性複合体＝Äe-∆Ea/RT[反応物] 

( 11.2-3) 

 
 
この式と( 11.1-2)とを比較すると ( 11.1-3)が導かれる． 
すなわち活性化エネルギーとは，活性複合体と反応物との平衡状態から出てく

るエネルギーになる．A は Preexponential factor とよばれるが，エントロピーを

含んでいる．これは，配向に関係した量である．どんな配向でも行くのであれ

ば，エントロピーは増大するが，特定の配向しかないのであれば，エントロピ

ーは減少し，反応がいきにくくなる 
 
 

T/SneA ∆−∆−=



11.3. 反応素過程 
 
さて，CO の酸化やエチレンの水素化を考えてみる．これらの過程も室温では

なかなか進まない．ところが，Au の微粒子や Pt の微粒子が共存すると一気に

進む． 
 
 

問問問問 11.3-1    CO の酸化やエチレンの水素化は自由エネルギーが減少する過程である．しかし，の酸化やエチレンの水素化は自由エネルギーが減少する過程である．しかし，の酸化やエチレンの水素化は自由エネルギーが減少する過程である．しかし，の酸化やエチレンの水素化は自由エネルギーが減少する過程である．しかし，

反応がいかないのは活性化エネルギーが高いからである．反応がいかないのは活性化エネルギーが高いからである．反応がいかないのは活性化エネルギーが高いからである．反応がいかないのは活性化エネルギーが高いからである．Au やややや Pt は触媒と呼ばれるがどういは触媒と呼ばれるがどういは触媒と呼ばれるがどういは触媒と呼ばれるがどうい

う役割をしているか考察せよ．う役割をしているか考察せよ．う役割をしているか考察せよ．う役割をしているか考察せよ． 

 
速度式を書いてみるとなんと CO のマイナス 一次に比例する． 
 

][

][ 2
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O
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( 11.3-1) 

 

問問問問 11.3-2    反応式をかいてみて，何が問題かのべよ．反応式をかいてみて，何が問題かのべよ．反応式をかいてみて，何が問題かのべよ．反応式をかいてみて，何が問題かのべよ． 

これは，反応式から単純に速度式を導き出せないことを意味している．すなわ

ち，単純な分子の衝突で表せない．むしろいくつかの反応が絡んで反応を構成

していることを意味している．この一つ一つの反応を反応素過程反応素過程反応素過程反応素過程とよぶ．いく

つかの素反応が連続して起こる． 各素反応間では平衡が成り立っていると考

えてみよう．そして，一番遅い反応のところだけ，逆反応はいかないと考えて

みよう．（逆反応が起こるほど，生成物ができていないからであり，いったん

できてもすぐ反応で消えてしまうから平衡は成り立たないと考えれば理解でき

る．）この一番遅い段階を律速段階律速段階律速段階律速段階(rate determining step)と呼び，全反応の速度

を決める． 
 
Pt 触媒を使った CO と酸素の反応では，CO が表面の吸着する． 
CO+空 Pt 表面 ↔ CO-Pt 
酸素も表面と反応しないといけないが，CO でほとんど表面が埋め尽くされる

ため，酸素が吸着できないと考える．このため酸素の吸着が律速となる． 
 
O2 +空 Pt 表面   → O-Pt 
 
V=k[O2][空 Pt 表面] 
Pt 表面の数は CO 吸着と平衡にある． 
 
K=[CO-Pt]/[空 Pt 表面][O] 
したがって， 



[空 Pt 表面]=[CO-Pt]/[CO]K 
[CO-Pt]はほぼすべての表面で埋め尽くされているので，全表面 Pt の原子数で

置き換えてしまうと，コンスタントになる（飽和していると考えよう） 
 
すると[空 Pt 表面]＝B/[CO] 
V=kB[O2] /[CO] 
である． 
みごとに( 11.3-1)を再現した． 
このように，化学反応式は単純に見えても複雑な素反応過程からできあがって

いる． こうした素反応過程の組み合わせを解明し，各段階でできる中間体を

特定することが，反応を理解する上で重要で，こうした素反応過程の組み合わ

せと中間体の組み合わせを明らかにすることで，反応機構が解明される． 
しかし，未だに反応機構の詳細を決めることは難しい．すなわち，一つの複

数の素反応が併発したり，生成物が素反応過程にはいってきたり，できた中間

体のエネルギー異なったり，また，厳密には平衡が成り立っていなかったりで

ある．こうした触媒上での反応機構の解明研究においては，我が北海道大学の

教授であった堀内寿郎先生の功績が大きい．エチレンの水素化においては，反

応機構を当時発見されたばかりの重水素を用いて解明された．いわゆる

Horiuchi-Polanyi メカニズムである．先生は北大に着任され，さらに研究を進め

るとともに，北海道大学に 1943 年世界で初めての触媒研究所（現 触媒化学

研究センター）を作られた．また，上に述べた Pt 表面での CO 酸化反応はドイ

ツの G.Ertl 先生の手により，詳細な議論がなされた G,Ertl 先生は 2007 年この業

績でノーベル化学賞を受賞されている 
 

問問問問 11.3-3    振動反応（チャボチンスキー反応が有名）というのがある．文献で調べてみよう．振動反応（チャボチンスキー反応が有名）というのがある．文献で調べてみよう．振動反応（チャボチンスキー反応が有名）というのがある．文献で調べてみよう．振動反応（チャボチンスキー反応が有名）というのがある．文献で調べてみよう．

一つの素反応では説明できない．一つの素反応では説明できない．一つの素反応では説明できない．一つの素反応では説明できない． 

以下に有機化学で調べられている代表的な反応機構について学ぶ． 
 
11.4. 有機化学の反応 

化学反応の基本も電子である。そして、電子がマイナスの電荷を帯びている、電子がマイナスの電荷を帯びている、電子がマイナスの電荷を帯びている、電子がマイナスの電荷を帯びている

ことことことこと、同じ軌道に電子が同じ軌道に電子が同じ軌道に電子が同じ軌道に電子が 2 個はいることができ、それが安定であること個はいることができ、それが安定であること個はいることができ、それが安定であること個はいることができ、それが安定であること。さら

に反応には、一番上にある電子がいっぱいに詰まっている軌道とその一つ上の一番上にある電子がいっぱいに詰まっている軌道とその一つ上の一番上にある電子がいっぱいに詰まっている軌道とその一つ上の一番上にある電子がいっぱいに詰まっている軌道とその一つ上の

電子が入っていない軌道が重要電子が入っていない軌道が重要電子が入っていない軌道が重要電子が入っていない軌道が重要である。この３つのルールをしっていると、多

くの素反応過程を基本的に理解することができる。エネルギーが高くいっぱい

詰まっている軌道を HOMO（Highest Occupied Molecular Orbital）,その上の電子

が入っていない軌道を LUMO とよぶ。HOMO と LUMO が大切であるとする理

論をフロンティア軌道法とよび、京都大学の故福井謙一先生が提唱した理論で

あり，先生は 1981 年にノーベル化学賞を受賞されている． 
11.4.1. 求核反応と求電子反応 
 電子はマイナスの電荷を帯びている。したがって、電子が過剰にあるときは、

本来詰まるべき分子軌道があいているところへと攻撃を加える。そのあいてい



る軌道の電子状態がプラスであればあるだけ攻撃しやすくなる。（電子はプラ

スと引き合うから。） 
たとえば、水酸基イオンを例にしてみよう。OH-

イオンの分子軌道を考えてみ

ると、 
 

 
図図図図 11.4-1    ＯＨＯＨＯＨＯＨ

-
の分子軌道の分子軌道の分子軌道の分子軌道 

ＯＨ-には、6 つの電子が入っている。一方、酢酸エチルを考えてみよう。 

C2H5O C

O

C2H5  
のまんなかにある太字の C を考えてみよう。この C の周りの分子軌道だけを取

り出してきてみる。 
 

H 

O- 



 
図図図図 11.4-2 エステルの分子軌道エステルの分子軌道エステルの分子軌道エステルの分子軌道 

 
 

問問問問 11.4-1 上記の分子軌道を説明せよ。上記の分子軌道を説明せよ。上記の分子軌道を説明せよ。上記の分子軌道を説明せよ。 

図 11.4-2 で丸で囲んだ部分は、反結合性パイ軌道である。1 学期に電気陰性度

を学んだ。酸素の方が電子を引っ張りやすいから、炭素はすこしプラスになっ

ている。しかもこのパイ軌道はあいている。すると OH－

はプラスであいている

パイ軌道めがけて攻撃を仕掛けてくる。  

C2H5 

C 

OC2H5 

C

O



C2H5O C

O

C2H5

OH-  
 
しかし、手が 4 つしかない炭素はどうするかというと、切れそうなところを切

ってしまう。この場合には、C-O 結合である。なぜなら、C+O-
という風に

charge が分離できるからである．。 

C2H5O C

O

C2H5

OH-

C2H5O- C

O

C2H5

HO+

 
こうして、エステルの加水分解が起こる。 
 
 
 
11.5. 代表的な有機反応 
11.5.1. ラジカル反応 
二つの原子の間の結合が切れると、それぞれの原子に 1 個ずつ電子がいき、電

荷的に中性になる場合がある。こうした電子が 1 個の場合に、ラジカルとよび、

反応性が高い。たとえば、CH3Iに光をあてると、 
•+•→ ICHICH 33  

に解離し、CH3や Iには 1 個不対電子がのこる。これを・で表してやり、ラジ

カルと呼ぶ。 
ラジカルはたとえば、CH2=CH2などの 2 重結合を持つ分子と反応し、新たなラ

ジカルを作ったりして、そのラジカルが別の CH2CH2へ攻撃して、新しいラジ

カルを作っていき、重合が進む。 

ICHCHCHCHICHCHCHCH

ICHCHICHCH

22222222

2222

•→•+
•→•+

 

こういった反応を連鎖反応という。最後にラジカル同士が結合するとこの反応

は停止する。この反応ずっと続くとポリマーが形成する． 
 
フロンがオゾン層を破壊するため，冷媒や洗浄液として使われていたフロンの

使用が禁止されて久しい．O3 は太陽からくる紫外線を吸収し，人体への悪影響

（DNA 破壊）を防いでくれているが，オゾンがなくなると紫外光が降り注ぎ，

生物が危険に犯されるようになる．フロンの代表例として，CF2Cl2があるが，

これは，光を受けると CF2Cl�と Cl�のラジカルになる．Cl ・がオゾン O3 と反

応し，ClO ・と O2 になる．ClO ・が O3と反応し，連鎖反応して，O3 がなくな

る．  



11.5.2. 置換と脱離 
置換反応とは、出発物質の一部を交換して、新しいものを作ることをいう。脱

離反応とは、分子から一部が抜けて新しいに分子を作るものをいう。 
11.5.2.1. SN1 
一分子で求核置換反応が起こる場合をいう。（求核とは、プラスになっている

炭素を攻めていく場合である。） 
たとえば、CH3Cl の Cl が－イオンとして抜け、その代わりに OH-

が攻撃してく

る様な反応である。 

OHCHOHCH

ClCHClCH

33

33

→+

+→
−+

−+

 

 
11.5.2.2. SN2 
1 分子に攻撃と脱離が同時に起こるときに SN2 とよぶ。 

−− +→+ ClOHCHOHClCH 33  

このときに、 
 

H

Cl

H
H

OH
-

H

H

H

OH Cl
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正四面体の立体配置は反転する。これをワルデン反転という。 
 
11.5.2.3. E1 
一分子で脱離する場合 

HClHCClHC +→ 4252  

 
 
11.5.2.4. E2 
多の分子が脱離を手伝う場合 

−− ++→+ ClOHHCClHCOH 24252  

11.5.3. ベンゼンの置換反応 
ベンゼンに置換反応がおきるばあいがあるが、この場合には、π電子を求めて、

プラス的なものが攻撃を加えるので、求電子置換と呼ぶ 
 

HClClHCClHC +>−+ 56266  

 
二つ目が置換するときには最初に置換した置換基により反応性が異なる。 
 
すなわち、X が電子吸引性の置換基（NO2、CN, CHO,SO3 など）では、meta 位
が攻撃され、電子供与性（OH, NH2，Cl、CH3 など）の場合は Ortho と Para 位
が攻撃を受ける。これは、NO＋が求電子的に Ortho 位を攻撃したときに OH の



根本にプラスがくるが、これは、OH の孤立電子により中和されると考えるこ

とで理解できる。 
 
 

X

Ortho

Meta

Para        

Meta

Para

NO2

OH

C
+

CH3

x
x

 
 
 
11.6. 有機電子論 
反応の本質は、電子の移動である。電子の移動を曲がった矢印でかく。 
孤立電子対を持つものを求核試薬(Nu:)  電子を受け入れる開いた軌道をもつも

のを求電子試薬(E)と書き、それぞれは反応する。 
たとえば、OH は孤立電子対を２つもつが、BF3 は空いた軌道がある。そこで、

二つは反応し、BF3OH というアダクトを作る。 
このように、反応は電子が足りないところに孤立電子対が流れ込むということ

で、だいたいの反応を説明できる。また、孤立電子対が元々ある結合を切るこ

とで反応が進行する場合、上で見た SN2 反応がある。また、電子があるところ

へ、やって切ると求電子置換になる。このように電子の偏りにより反応を説明

できる。これを有機電子論という。 
 

 

Nu: E OH- 
BF3 OHBF3 


