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原子量・分子量・式量

講師

巻出健太郎

学習のねらい
古来，人は分銅の質量を決めてその分銅との釣り合いから，相対的に物体や物質などの質量を測
定してきた。原子の世界でも相対的な値を用いて，質量を決めることができないだろうか。原子１
個の質量は極めて小さく，そのままの値では扱いにくい。そこで考えられた，ある原子の質量を基
準に相対値で示した「相対質量」の概念を学ぼう。さらに，物質の量や化学反応における量的関係
を扱うために，
知っておきたい質量の基本となる「原子量・分子量・式量」について理解を深めよう。
ポイント
原子の相対質量

原子量と同位体の存在比

分子量・式量を求める

今回のキーワード

相対質量，絶対質量，質量比，重さ，粒子，同位体，
▼

原子量，分子量，式量，元素の周期表，指数

原子の相対質量
原子は非常に小さく軽い粒子で，例えば炭素原子 C １個の質量は 1.99 × 10-23 g である。この
ように，グラムなどの単位を用いて表した原子の質量を，
「絶対質量」という。しかし，目には見
えない小さな原子の質量をそのまま取り扱うことは，物質の量や，化学反応における量的関係を考
えるとき，とても不便だ。そこで，ある特定の原子の質量を基準として，それぞれの原子の質量が
その原子の質量の何倍にあたるかという比の値を使って表した原子の質量を，
「相対質量」という。
あずき

まず，身近にあるゴマ，米や小豆などを原子に見立て，相対質量が簡単な比の概念であるこ
とを実験で確認してみよう。粒径（粒の大きさ）がそろっ
たものを選別し，その数を数える。１粒では，軽くて質量
を正確に量ることができない場合でも，ある一定の粒子数
を集め，平均を求めれば，一粒の平均的な質量を求めるこ
とができる。ゴマ，米や小豆は天然のものだから一粒ずつ
の質量はわずかに異なるが，サンプル数が多くなれば，ば
らつきを小さく見積もることができる。１粒の質量を求め
るには 100 粒もあれば十分だ。その結果をまとめたのが
右の図である。
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ゴマと米と小豆の各１粒の質量の関係は，実際の質量ではどの程度，異なるのか比較しに
くい。そこで，一番軽いゴマの質量を１として，これを基準とした相対値で表すと，米は
10，小豆は 50 となり，互いの質量の比較が容易になる。このように，ある基準と比較した
相対値を「相対質量」という。なお，相対質量は，質量比を表す数値なので，単位はつけない。
実験で使用するゴマを選ぶのにも，国産と外国産，白と黒ゴマなど品種もいろいろ。コシヒ
カリなどの精米は一粒あたり，およそ 0.020 ～ 0.025 g 程度だが，今回は大粒の品種を使
用した。小豆も産地によって，小粒のものから大粒のものまで，さまざま。大豆や果物，植
物の種子など身近にある小さな粒子を原子に見立て，いろいろな粒の相対質量を求めてみる
と新しい発見があるはずだ。
原子の場合は，炭素の同位体の一つの 12C
原子 1 個の相対質量をちょうど 12 として，
これを基準にほかの原子 1 個の相対質量が
決められ，これを原子の相対質量という。
原子の相対質量は，質量そのものではな
く，あくまでも質量の相対値を表す数値なの
で，単位をつけない。原子の相対質量は，次
▼

の式で求めることができる。

原子の相対質量＝

原子 1 個の質量

C 原子１個の質量

12

× 12

例えば，1H 原子 1 個の相対質量 x は，12C 原子１個の質量を 1.99 × 10 -23 g とすると
（1H原子１個の質量）：（12C原子１個の質量）＝（1H原子の相対質量 x）：12（基準）より，
1.67 × 10 -24 g：1.99 × 10 -23 g ＝ x：12

x ≒ 1.01

よって，原子の相対質量で表すと，12C 原子１個の質量は，1H 原子 12 個分の質量にほぼ等
しいことがわかる。
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原子量と同位体の存在比
天然に存在する多くの元素には，質量数の異なる「同位体」が一定の割合で存在している。
同位体の存在比は，多少変動するものの，その変動幅は非常に小さく，地球上どこでもほぼ一
定と見なすことができる。それぞれの元素を構成する同位体の相対質量と，その存在比から求
めた原子の相対質量の平均値を元素の「原子量」という。元素の原子量は，各元素に固有の値
となり，
「元素の周期表」では元素記号の下に書かれている。

天然に存在する炭素には，質量数 12 の 12C と質量数 13 の 13C という主に２種の同位体が
12
13
あり，
それぞれの相対質量と存在比は，
C（相対質量 12）
98.94％，
C（相対質量 13.00）
1.06%

▼

だから，炭素の原子量は，

（ 12 ×

炭素の原子量＝

98.94
100

）＋（ 13.00 × 100 ）≒ 12.01
1.06

と求めることができる。このようにして天然の炭素は，すべて相対質量が12.01の炭素原子だ
けから構成されているとみなして扱うことができる。炭素の原子量が12からわずかにずれる
のは，12Cのほかに13Cという同位体が存在するから。
原子量の正確な値は「元素の周期表」に記
されているが，普段は計算が複雑にならない
ように，おおよその値である概数値を用いる
と便利だ。
化学反応の実験から原子量を確かめるこ

とができる。例えば，ナトリウム Na と塩酸
HCl を使って塩化ナトリウム NaCl を生成す
る実験を見てみよう。ナトリウムの原子量が
23 であるとあらかじめわかっているとして，
塩素 Cl の原子量について調べてみよう。
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アルカリ金属の単体は柔らかく，ナイフで容易に切ることができる。ナトリウムの切り口は，
銀白色の金属光沢をしているが，空気中でただちに酸素 O2 と化合してしまう。ナトリウムの
小片 0.23 g を速やかに量り取ったら，蒸発皿に置いて，そこへ薄い塩酸を十分加えてナトリ
ウムが飛び出さないようにシャーレでフタをした。
ナトリウムは塩酸に含まれる水 H2O と激しく反応して水素 H2 を発生し，水溶液は無色透
明で何も残らない。ナトリウムが水と反応すると，水酸化ナトリウム NaOH 水溶液となり，
これが塩酸と中和して食塩水になる反応が起こる。
ナトリウムがすべて反応したら，シャーレを外して金網の上に蒸発皿を置く。ガスバーナー
じょうはつかん こ

で穏やかに加熱し，蒸発乾固という分離操作を行う。液体中の水と未反応の塩化水素は蒸発し
て空気中に散逸してしまう。
一方，溶けていた塩化ナトリウムは蒸発皿に白い結晶として現れた。

▼

この質量を量ると塩化ナトリウムが 0.58 g できた。反応前のナトリウムの質量が 0.23 g だっ
たから，ナトリウムと化合した塩化物イオンの質
量は 0.35 g と求めることができる。イオンにな
ることによって増減した電子の質量はとても小さ
いので，ナトリウムイオン Na+ とナトリウム原子
Na，および塩化物イオン Cl - と塩素原子 Cl の質
量はそれぞれほぼ等しいと考えることができる。
塩化ナトリウムの組成式は NaCl と表され，ナトリウムイオンと塩化物イオンが１：１でイ
オン結合したものだ。
よって，ナトリウムの原子量を 23，塩素の原子量を x とすると，
0.23
23

：

0.35
＝ 1：1
x

という関係が成り立つ。これを計算するとx＝35と求めることができた。
塩素には 35Cl と 37Cl の 2 種の同位体が存在し，周期表にある塩素の原子量は「35.45」
とある。
ほぼ同じ値を実験から調べることができた。
このように，化学者たちは原子の質量を，さまざまな実験で確かめ，元素の原子量を探究し
てきた。
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分子量・式量を求める
原子量と同じように，12C ＝ 12 を基準として求めた分子の相対質量を分子量という。分子量
は分子式を構成する元素の原子量の総和で求められる。分子量にも単位はつかない。
二酸化炭素 CO2 は，1 個の炭素原子 C と２個の酸素原子 O が結合してできた分子。CO2 の
分子量は，C の原子量 12 と O の原子量 16 から，12 ＋ 16 × 2 ＝ 44 と求めることができる。

また，イオンからなる物質のように，分子が存在しない物質では，分子量の代わりに式量を
用いる。式量は組成式やイオンを表す化学式を構成する元素の原子量の総和で求められる。電
子の質量は陽子や中性子のおよそ 1840 分の１という小さいものだから，イオンになること
▼

によって増減した電子の質量は小さく，ほとんど無視することができる。なお，式量にも単位
はない。また，金属のように，組成式で表される単体は，原子量がそのまま式量になる。

▪ 課題 ▪

※答えは 82 ページで確認しよう！

Q １：アルミニウム Al 原子１個の質量を 4.5 × 10 -23 g，12C 原子１個の質量を 2.0 × 10 -23 g
として Al 原子の相対質量を求めてみよう。
選択肢： （ａ）9

（ｂ）13

（ｃ）27

Ｑ２：炭素には 12C と 13C の二つの同位体があり，その原子量は 12.01 である。各同位体
の原子の相対質量はその質量数に等しいとして，12C の存在比を求めてみよう。
選択肢： （ａ）100％
Q ３：アンモニアの分子量はいくつか？
選択肢：

（ａ）10

（ｂ）99％

（ｃ）１％

ただし，原子量は N ＝ 14，H ＝ 1 とする。
（ｂ）17
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ちょっと 注目

原子量の基準がなぜ

原子量・分子量・式量

C ＝ 12 となったのか？

12

原子量の基準が，水素や酸素ではなく，なぜ炭素になったのか。なぜ 12 g を基準とした
のかは，原子量測定の歴史が関与している。
1803 年ドルトン（イギリス）は，最も軽い水素原子を基準（H ＝１）とする 20 種類の
元素の原子量表を初めて発表したが，その値はあまり精密でなかった。その後，ベルセーリ
ウス（スウェーデン）は，当時，原子量は元素が化合物をつくるときの質量比から求めてい
たので，多くの元素と化合物をつくる酸素原子（O ＝ 100) を基準とする精度の高い原子量
表を発表した。しかし，原子量が大きい元素が発見されると 1000 を超える原子量をもつ
元素も現れ，不便な点が出てきた。これを防ぎ，さらに，最も軽い水素の原子量を 1 に近
づけるために，O ＝ 16 を基準としたスタス（ベルギー）による原子量表が 1898 年から国
際的に採用された。しかし，20 世紀になると，酸素原子に 16O,17O,18O という３種類の同
位体が発見され，これ以降化学の分野では O ＝ 16（酸素同位体の混合物）を基準とした化
学的原子量を使用したのに対して，物理学の分野では，1920 年以降 16O ＝ 16（16O 原子
のみ）を基準とした物理的原子量を使用するようになった。このように２種類の原子量が存
在することは非常に不便であり，どちらに統一しようとしてもお互い一歩も譲らなかったの
で，1961 年に，化学と物理の両学会は，２種類の原子量の値の変更幅ができるだけ小さく
なるように協議し，質量分析器を用いたさまざまな原子の原子量測定においてもっとも優れ
ることなどから，原子量の基準を 12C ＝ 12(12C 原子のみ ) とする新しい原子量に統一する
▼

ことに合意した。
現在では，IUPAC（国際純正・応用化学連合）の原子量委員会から，西暦の奇数年ごとに，
新しいデータをもとに決定された精密な原子量表が発表され，インターネットなどで誰でも
調べることができる。

★自分で“探究”してみよう！
◦原子量の基準が質量数 12 の炭素原子 12C ではないとしたら、
元素の周期表にある原子量がどのようなものになるか計算してみよう。

＜課題の答え＞
［Ｑ１］ 正解：
（ｃ）27

（Al 原子 1 個の質量）
：
（12C 原子１個の質量）＝（Al 原子の相対質量 x ）：12（定義）より
4.5 × 10 -23 g：2.0 × 10 -23 g ＝ x：12

これを解くと，x ＝ 27 となる。相対質量には単位をつけないので，Al 原子の相対質量は 27 である。
［Ｑ２］ 正解：
（ｂ）99％

C の存在比を y％とすると，13C の存在は（100 － y）% となる。各同位体の原子の相対質量はその質量数に等しいと

12

したとき，12C の相対質量は 12，13C の相対質量は 13 と表される。原子量は相対質量に同位体比を掛けて求めた平均値
なので，12 ×

y
（100 － y）
＋ 13 ×
＝ 12.01
100
100

これを解くと y ＝ 99 と求まるので，12C の存在比は 99％。
なお，各原子の相対質量は，その原子の質量数にごく近い数値となる。しかし，厳密には，原子の相対質量と質量数は一
致しない。これは，原子核中の陽子と中性子の数が増えるにつれて，質量欠損が大きくなるためと考えられている。
［Ｑ３］ 正解：
（ｂ）17

アンモニア NH3 の分子量は，分子式を構成する元素の原子量の総和で求められる。

（NH3 の分子量）＝（N の原子量）×１＋（H の原子量）×３＝ 14 ×１＋１×３＝ 17。分子量に単位はつかないので，
アンモニアの分子量は 17 と求まる。
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