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6.1 分子が液体をつくる力

6.1.1 分子性物質

水は H2O分子が多数集まってできているが，H2O分子はなぜ集まるのだろうか? 第 2

章で化学結合の様式として共有結合とイオン結合について述べた．H2O 分子は H原子と

O原子の共有結合でできているが，液体の水が自由な形をとることから H2O分子同士は

共有結合していないことがわかる．また，H2O分子は電荷を持っていないのでイオン結

合もしない．我々が日常目にする現象は，宇宙に存在する 4つの力のうち電磁力と重力に

支配されている．重力が問題になるのは天体などの質量の大きな物体間なので，H2O分

子に限らず，分子性物質の凝集も電磁力から説明できるはずである．

6.1.2 ファン・デル・ワールス力

H2O分子は中性だが，電子の分布に偏りがあるので，電気双極子 (永久双極子)として

振る舞う (2.3.1節)．このような分子の間に働く引力や斥力を (a)双極子-双極子相互作用

と呼ぶ．一方，永久双極子ではない中性の原子・分子でも，H2O分子のような永久双極子

の側ではわずかに分極する．これを誘起双極子という．永久双極子と誘起双極子の間には

(b)双極子-誘起双極子相互作用という引力が働く．さらに，永久双極子が側になくても，

中性分子の電子分布が時間的に揺らぐことで，各瞬間には一種の分極を生じている．この

ような電子分布の時間変化を通した中性分子間の力を (c)分散力と言う．そして，(a)-(c)

による分子間力をまとめて，ファン・デル・ワールス力という (図 6.1)．ファン・デル・

ワールス力は，同じく電磁力が起源の共有結合やイオン結合に比べて非常に弱い．

6.1.3 水素結合

水ではファン・デル・ワールス力に加えて，水素結合と呼ばれる非常に重要な化学結合

が凝集に関係している．H2O 分子では O 原子が −2δ に，H 原子が +δ に分極している

ため，H原子は他の H2O分子の O原子と引き合う．これは単なる双極子-双極子相互作

用ではなく，1番目の分子の O-H結合の延長線上に 2番目の分子の O原子が位置する，

方向性のある結合である (図 6.2)．水素結合の強さはイオン結合とファン・デル・ワー

ルス結合の中間で，水が特異な性質を示す原因となっている．水素結合は一般に O−H

や N−H(Nは窒素)などの結合を含む分子で観測される．デンプンやデオキシリボ核酸

(DNA)など種々の有機物の中にも存在し，糊の粘着性の原因になったり DNAの二重ら

せん構造を支えたりするなど，自然界でも重要な役割を担っている (図 6.3)．
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図 6.1 ファン・デル・ワー

ルス力の起源．(a) 双極子-双

極子相互作用．もとから電気

的に分極している分子 (永久

双極子)同士の相互作用．(b)

双極子-誘起双極子相互作用．
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図 6.2 H2O分子間の水素結

合．共有結合している OHの

延長上に他の H2O 分子の O

原子が来るように配置してい

る．H 原子が 2 個の O 原子
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図 6.3 (a) デオキシリボ核

酸 (DNA) の分子模型．二重

らせん構造の一部が示して

ある．(b) DNA の二重らせ

んをつなぐ水素結合の様子．
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とシトシンが対を成して，そ

れぞれ 2本および 3本の水素

結合を生じる．
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6.2 融解と沸騰

6.2.1 融解と凝固

固体は定まった形状を持ち，液体は容器に合わせて形状を変えるという著しく異なった

特徴を示すが，気体と比べると密度は互いにほとんど同じである．これは液体や固体を構

成する原子や分子が化学結合力によって狭い空間に集まっているからである．1気圧の下

ではヘリウム以外の物質は 0 Kで固体として存在する．0 Kから固体を加熱していくと

ある温度で液体になる．この温度を融点という (図 6.4)．逆に液体を冷却するとこの温度

で固体になるので，凝固点ともいう．固体-液体間の変化には時間がかかり，この変化が

起きている間は固体と液体が共存し物体の温度は融点に留まる．これは潜熱の吸収もしく

は放出が必要だからである．

6.2.2 沸騰と凝縮

水の内部では H2O 分子がランダムに並進運動をしている．その速さには分布があり，

たまたま十分な速さで運動している分子は，水の表面から飛び出して水蒸気となる．これ

を蒸発という．蒸発した水蒸気の圧力は温度によって決まる．これを蒸気圧という．水蒸

気と水が入った温度が均一で圧力が一定の容器を加熱して温度を上げると，やがて沸騰が

始まり水の内部からも気体が発生する．沸騰の間加熱し続けても水の温度は一定に保たれ

る．この温度を沸点という (図 6.5)．水が全て蒸発すると水蒸気の温度が上がり始める．

水が水蒸気に変化するには潜熱を吸収する必要がある．逆に沸点より高い温度の水蒸気を

冷却すると，沸点で凝縮もしくは液化が始まる．このとき水蒸気は潜熱を放出する．

6.2.3 水の融点・沸点

水などの分子性物質の融点や沸点は分子間力の強さに依存する．水が固体-液体-気体

と相転移するに従って，H2O分子の運動は激しくなり，その程度がある一線を越えると融

解が起こり，さらに激しくなって沸騰が起きる．分子間力は分子が重いほど強くなるの

で，重い分子からなる物質の融点や沸点は高くなると考えられる．このことは類似分子

の系列について，融点や沸点を比較することで確かめることができる．しかし，水 H2O

は，類似のより重い分子性物質，硫化水素 H2S，セレン化水素 H2Seなどよりも異常に高

い融点や沸点を持つ (図 6.6)．これは O−H の分極に起因する水素結合が原因だと考え

られている．水素結合に打ち勝って融解や沸騰を起こすには，より高い温度が必要なので

ある．
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図 6.6 極 性 分 子 (H2O，
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6.3 水の局所構造

6.3.1 密度

単位体積あたりの質量を密度といい，多くの場合 1 cm3当たり何 gかを意味する g/cm3

を単位に用いる．水の密度は約 1 g/cm3 である．これはかつて 1 L = 1000 cm3 の水の

質量を 1 kgと定義したことに由来する．また，標準となる物質の質量に対する，同体積

のある物質の質量の比を比重という．通常は液体・固体に対して 4 ℃の水を標準物質と

する．例えば，液体水素 (H2)，液体酸素 (O2)，エタノール (C2H5OH) の比重はそれぞ

れ 0.0761 (20 K)，1.19 (80 K)，0.788 (20℃)である．一方，単位体積当たりの分子の数

を比較すると，液体水素 37.7 mol/L (20 K)，液体酸素 37.2 mol/L (80 K)，エタノール

17.1 mol/L (20℃)に対して，水は 55.5 mol/L (4℃)と非常に大きい．

6.3.2 クラスター

分子性物質の液体を真空中に噴霧すると，単独の分子の他に複数の分子が群れをなした

集団をつくる．これをクラスターという．クラスターは分子の形状と分子間相互作用のし

かたによって様々な構造を持つ．図 6.7に H2O分子のクラスターの例を示す．H2O分子

は水素結合を介して他の H2O分子と相互作用する．その結果，ある O原子から見ると，

4個の H原子がほぼ正四面体の頂点に位置するような配置が繰り返し現れる．1滴 (約 1

mm3)の液体の水にも約 3.3× 1019 個のいろいろな運動状態にある H2O分子が含まれて

いるので，液体の構造を調べるのは大変なことである．一方，クラスターに含まれる分子

は通常数個から数十個程度なので，実験と理論の両面から構造について詳しく調べること

ができる．つまりクラスターは液体の構造を理解するための情報を与えてくれる．

6.3.3 密度と温度

一般に液体の密度は高温ほど低い．これは粒子の運動が高温ほど激しくなり，粒子間の

距離が大きくなるからである．しかし大変興味深いことに，水の密度は 0℃から単調に低

下せず，3.98℃まで増大してから低下に転じる (図 6.8)．液体中では H2O分子は一見無

秩序に運動しているが，水素結合を介して近くの分子と動的なクラスターのような構造を

作っているのですき間がある．高温になるとこの構造はなくなり，分子は密に詰まるよう

になる．一方高温では分子の運動がより活発になるため分子間の距離が開き，これは密度

を下げるように働く．両者のバランスの結果，水は約 4℃で最も密度が高くなると考えら

れる (図 6.9)．これが表面が凍った湖でも湖底の温度が 4℃に保たれる理由である．
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図 6.8 水の密度の温度依存
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図 6.9 (a) 分子の運動は高

温ほど活発になるので，一

定圧力では体積を大きくする

方向にはたらく．(b) 水素結

合によるクラスター構造はす

き間が多いが，高温ほど壊れ

て単独の分子が増えるため，

水の体積を小さくする方向に

働く．(a) と (b) の逆方向の

作用のバランスによって，水

は約 4℃で密度が最大になる

と考えられる．
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