テレビ学習メモ

第19 回

物質量

講師

巻出健太郎

学習のねらい
私たちが日常，物質の量を表すときには，質量や体積を用いることが多い。しかし，物質が化

学変化するときには，物質を構成する原子，分子，イオンなどの粒子の結合の組み合わせが変化
する。したがって，化学で物質の量を表すときには，その中に含まれる粒子の「個数」で考える

と便利だ。粒子の個数に着目して表した物質の量を『物質量』といい，モル (mol) という単位で

表す。この 1 mol の物質量にいくつの粒子が含まれているのか，実験を通して調べてみよう。

さらに，物質量の考え方が理解できると，そこから何がわかるかについて考えてみよう。
ポイント
アボガドロ定数

物質量と粒子の数

物質量からなにがわかる？

今回のキーワード

▼

アボガドロ数，アボガドロ定数，物質量，モル [mol]，
モル質量 [g/mol]，原子量，分子量，式量，相対質量，
アルミニウム，酸化銅（Ⅰ）と酸化銅（Ⅱ），倍数比例の法則

アボガドロ定数
質量数 12 の炭素原子 12C は，1.99 × 10-23 g と決まった質量をもつが，このように小さな
質量をそのまま取り扱うのはとても不便だ。そこで，12C 原子 1 個の質量を 12 とすれば，す
べての原子の「相対質量」を求めることができることを，「原子量・分子量・式量」の回で学
あずき

んだ。ゴマ，米，小豆それぞれ１00 粒の質量を天秤
で量り，そこから 1 粒の平均質量を求める実験を振
り返ってみよう。ゴマの質量を基準「１」として，米
と小豆の質量の比をそれぞれ求めると，ゴマ：米：小
豆がちょうど 1：10：50 となり，この質量比が相対
質量だ。つまり，小豆１粒に相当する質量とするには，
米粒は 5 粒，ゴマは 50 粒，必要となる。
では，相対質量に［g］の単位をつけたとき，その
中に含まれる粒の数はどうなるか計算してみよう。ゴ
マは，相対質量「１」にグラムの単位をつけると１g
となり，
ゴマ１粒の質量 0.003 g でわり算すると，
ちょ
うど 333 粒になった。同じように，米と小豆につい
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ても計算すると，不思議なことにすべて同じ数になる。これは一体，どうしてだろうか？
米１粒あたりの質量 0.030 g は，ゴマ１粒の質量 0.003 g に対してちょうど 10 倍。相対
質量に [g] をつけたとき米 10 g は，ゴマ 1 g に対してちょうど 10 倍。基準のゴマに対して
計算するときの分子・分母が，米ではともに 10 倍になっているからその中に含まれる数がゴ
マと同じになるのは当然。もし相対質量の２倍の質量の中に含まれる粒の数を求めると，同じ
く２倍になる。ここで大事なのは，相対質量の比で集めることにどんな意味があるか，考える
ことだ。
炭素 C，水素 H，酸素 O，ナトリウム Na
について，それぞれの原子１個の質量と相対
質量は右表の通り。原子の相対質量の基準
は，国際基準で『12C 原子１個の質量を 12
とする』と国際純正・応用化学連合（略称
IUPAC）の組織で定められている。
まず，炭素 12C 12 g に含まれる炭素原子
の数を求めてみよう。
炭素原子１個の質量は 1.99 × 10 -23 g なので，
▼

炭素原子の数＝

炭素の質量

炭素原子１個の質量

＝

12 g

1.99 × 10 -23 g

＝6.0 ×1023

となる。
同様に水素，酸素，ナトリウムの各原子についても計算してみると，相対質量に単位の [g]
をつけたとき，すべての原子は 6.0 × 1023 個もの原子が含まれている。この 6.0 × 1023 の
数のことを，イタリアの科学者アメデオ・アボガドロにちなみ，「アボガドロ数」と呼んでいる。
（1766～1856）

指数を使わずに表現すると，600000000000000000000000 という位取りを示す 0 が 23
個も並ぶ非常に大きな数である。実は，この値はアボガドロ自身が求めたものではない。最初
にこのアボガドロ数を推定したのはオーストリアの物理学者シュミットで，気体の熱伝導率の
値から，1 cm3 の気体に含まれる分子の数を推定した。
すべての物質には，その原子量や分子量，
式量に単位 [g] をつけた質量の中に，アボガ
ドロ数（6.0 × 1023）個の粒子が含まれて
いる。そこで，アボガドロ数個の粒子の集
団を「1 モル（mol）
」といい，このように，
粒子の個数に着目して表した物質の量のこと
を「物質量」という。このモル (mol) とい
う単位は，ラテン語で「１山の」，
「１盛りの」などの意味をもつ moles に由来している。こ
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の物質量を表す mol という単位は，国際単位系（SI）の７つの基本単位の１つとなっている。
アボガドロ数は単に数であったが，アボガドロ数に mol -1 の単位をつけた「アボガドロ定数
NA ＝ 6.0 × 10 23/mol 」は，原子や分子 1 mol あたりの粒子の数を示す次元をもつ物理量で，
アボガドロ数とは異なっていることに注意しなければならない。

物質量と粒子の数
物質量は，粒子の数とアボガドロ定数を用いて次のように求められる。

水素分子 H2 の 1 mol 中には，水素原子 H が 2 mol 含まれるように，着目する粒子の種類に
よって物質量は異なる。だから物質量を用いるときは，粒子の種類を明示する必要がある。た
だし，粒子の種類が明らかなときには，粒子の種類を省略することが多い。例えば，水 1 mol
とは，水分子 1 mol のことを示す。

▼

■物質量と質量
物質 1 mol あたりの質量をモル質量 [g/mol] という。原子，分子，イオンなどのモル質量は，
原子量，分子量，式量に単位 g/mol をつけたものとほぼ等しい。また，物質の質量とそのモル質
量から，物質量を求めることができる。

例えば，黒鉛 C 12 g，水 H2O 18 g，食塩 NaCl 58.5 g を量り取ったときの体積はそれぞれ
違うけれど，すべて「1 mol 」の量を表し，その中に含まれる粒子の数は 6.0 × 1023 個となる。
黒鉛は炭素の同素体だからモル質量は 12 g/mol。
これより，黒鉛 12 g の物質量は，

12 g

12 g/mol

を計算すると 1.0 mol となる。

水 18 g の場合には，H2O の分子量が 18 だから，水１mol =

18 g

18 g/mol

中には，水分

子に着目すると 6.0 × 1023 個，存在している。
水素と酸素原子それぞれに着目すると，水分子
は H 原子２個と O 原子１個が共有結合した分
子なので，H 原子は 12.0 × 1023 個なのに対し，
O 原子は 6.0 × 1023 個となる。
塩化ナトリウム NaCl のようなイオン化合物
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の場合は，NaCl の式量 58.5 に単位の g/mol をつける。また，塩化ナトリウムはナトリウム
イオン Na+ と塩化物イオン Cl - がそれぞれ 6.0 × 1023 個，存在している。このように，複数
の原子が結びついた分子やイオンの物質量を考える場合は，どの粒子の種類に着目したのかを
明らかにしなければならない。

■実験１

１円玉からアボガドロ定数を確かめてみよう
◦水を 50.0 mL ぴったり入れたメスシリンダーに 27 枚の 1 円玉（アルミニウム製）
▼

を静かに入れると，水位がちょうど 60.0 mL となった。１円玉 27 枚，27 g 分で
10.0 mL（＝ 10.0 cm3 ）
，増えたことになる。

◦アルミニウム Al の原子量は 27 なので，
１円玉27枚の物質量は，

27g

27 g/mol

より，1 molに相当する。

金属の固体では，金属の原子が規則正しく配列して金属結晶を
つくっている。結晶中の規則的な粒子の配列を結晶格子といい，
その中に現れる最小の繰り返し単位を「単位格子」という。金
属結晶の多くは，体心立法格子，面心立方格子，六方最密構造
の３種類のいずれかの結晶格子をとる。アルミニウムは，面心
立方格子の構造で，1 辺の長さが 4.04 × 10 -8cm の立方体（単
位格子）中に原子が正味４個分，含まれている。
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◦このとき，アボガドロ定数は次の式で求めることができる。
〈式 ①〉
アボガドロ定数NA［/mol］＝

１円玉 27 枚の体積［cm3］
Al のモル質量［g/mol］
×４個×
単位格子の体積［cm3］
１円玉 27 枚の質量［g］

式①の右辺のはじめの項は，1 円玉 27 枚に，アルミニウムの単位格子がいくつ含
まれているか体積比を求めた。単位格子には原子を４個含むので，アルミニウム原子
の総数を求めた。
最後の項は，27 枚の 1 円玉が何 mol に相当するのか，アルミニウムのモル質量と
質量から求めた。
式①よりアボガドロ定数を求めることができた。なお，式①を変形してモル質量の
式②のようにしても構わない。
〈式 ②〉
Al 原子１個の質量［g］
Al の単位格子の質量［g］
▼

Al の密度［g/cm3 ］

Al のモル質量
＝
［g/mol］

1 円玉 27 枚の質量［g］
単位格子の体積
×
［cm3 ］ 1 円玉 27 枚の体積［cm3 ］
4個

×

アボガドロ定数
NA［/mol］

式②では，1 円玉 27 枚の質量 [g] を体積 [cm3] でわり算するとアルミニウムの密
度 [g/cm3] を求めることができる。単位格子の体積 [cm3] に密度 [g/cm3] をかけると，
一辺の長さが 4.04 × 10 -8 cm の単位格子の質量 [g] が求まる。この単位格子中には
４個の原子が含まれるので，４個でわり算すると，原子 1 個の質量 [g] が求まる。こ
れにアボガドロ定数をかければ，アルミニウム１mol あたりの質量が求まり，これは
モル質量［g/mol］に相当する。
式①はアボガドロ定数を，式②はアルミニウムのモル質量を求めるための式だが，
両式ともに変形・整理しただけなので，1 円玉の体積，質量，格子定数，アルミニウ
ムのモル質量がわかれば，アボガドロ定数を実験的に求めることができる。

物質量からなにがわかる？
物質量を使うと，原子などの粒子の結びつきや，化学反応による変化を簡単に表すことがで
きることを，酸化銅の実験で確かめよう。酸化銅には赤色と黒色の２種類があり，それぞれ銅
と酸素原子がどのような割合で化合しているのか実験で調べてみる。
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■実験２

酸化銅における酸素と銅原子の結びつきを調べる

◦それぞれ酸化銅を下表に示す質量となるよう天秤で量り，試験管の先端に薄く広げた。
水素を発生させるためには，強度のある太めの試験管を使用した。
（古い実験書には，三角フラスコと滴下漏斗を使用して水素を発生させる例が紹介
されていることもあるが，水素と空気が混合すると爆発する危険性が高く，使用を控
えるとよい。
）
砂状の亜鉛 Zn 10g に，3mol/L 塩酸 HCl 30mL を入れ速やかにゴム栓をして，
誘導管とガラス管を通って酸化銅の表面に水素が流れるようにした。
▼

◦十分な水素 H2 が発生していれば，試験管に入った酸化銅をガスバーナーで加熱する
と，銅と化合している酸素は水素と結びつき水蒸気となって空気中に散逸する。一方，
赤色と黒色の酸化銅は速やかに銅色に変化したのは，化合している酸素が水素によっ
て奪われ銅 Cu の単体になったから。
酸化銅の色

赤色

酸化銅の質量

a

銅の質量

b

化合していた酸素の質量

a−b

黒色

0.90 g

1.00 ｇ

0.10 g

0.20 ｇ

0.80 g

0.80 ｇ

酸化銅（赤色）中の酸素の質量：酸化銅（黒色）中の酸素の質量＝ 1：２

◦実験の結果，反応前の酸化銅の質量と化合していた酸素の質量は違うが，反応後の銅の
質量は同じになった。銅と酸素のモル質量を使って，それぞれの物質量を求めよう。
＜赤色の酸化銅＞
Cu のモル質量は 63.5 g/mol，O のモル質量は 16.0 g/mol なので，赤色の酸化
銅中の物質量の比は，
Cu：O ＝

0.80 g

63.5 g/mol

：

0.10 g

16.0 g/mol

＝ 0.013 mo：0.0063 mol = 2：1

であることが実験から求まった。
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赤色の酸化銅の組成は Cu：O ＝
２：１で化合してるから，酸化銅
（Ⅰ）であることがわかる。銅の後
ろに付くローマ数字は銅の価数を
表していて Cu+ であることを示す。
つまり，赤色の方は，酸化銅（Ⅰ）
で あ り， 化学 式 で は Cu2O と 表 さ
れる。物質量の比が，原子の数の比に対応していることが確認できた。
＜黒色の酸化銅＞
黒色の酸化銅についても同じように計算すると，
Cu：O ＝

0.80 g

63.5 g/mol

:

0.20 g

16.0 g/mol

＝ 0.013 mol：0.013 mol ＝ 1 : 1

であることがわかる。黒色の酸化銅
の組成はCu：O ＝１：１で化合し
てるから，酸化銅（Ⅱ）である。こ
▼

のローマ数字も銅の価数を表してい
てCu 2+ であることを示す。つまり，
黒色の方は，酸化銅（Ⅱ）であり，
化学式ではCuOと表される。
ところで，この実験における質量の比の関係について実験結果を示すと次のようになる。
Cu2O

酸化銅（Ⅰ）赤色

銅：酸素 ＝ 0.80 g : 0.10 g

CuO

酸化銅（Ⅱ）黒色

銅：酸素 ＝ 0.80 g : 0.20 g

銅 0.80 g と化合する酸素の質量の比は，0.10 g：0.20 g = 1：2（簡単な整数比）となる。
この簡単な整数比が，１個，２個と数えられる粒子の存在を意味している。これは 1803 年，
ドルトンが自ら提唱した原子説を証明するために発見した「倍数比例の法則」だ。原子が粒子
であるならば，１個の原子と結びつくほかの原子の数は１個か２個あるいは３個となり，簡単
な整数になるはずである。これを質量に当てはめて，「２種類の元素からなる複数の化合物に
ついて，一方の元素の一定質量と反応する他方の元素の質量は，簡単な整数比となる」と予想
した。つまり，原子がそれぞれ固有の質量をもつ粒子ならば，その証拠があるはずと考え，ド
ルトンは実験で確かめ，原子の存在の証拠とした。この実験のように２種類の酸化銅を使って，
偉大な化学者たちが発見した法則を確かめることができるんだ。
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ちょっと 注目

物質量

アボガドロ定数を正確に定義する

歴史的には，いろいろな実験によってアボガドロ定数の値を推定してきた。アボガドロ
定数は 1969 年の IUPAC で 1mol は「12C 12g に含まれる原子の数をアボガドロ数といい，
アボガドロ数個の粒子の集団」としていたが，不確かさのある値であった。しかし，1mol
の定義が 2019 年に改訂されて，いまは「1mol は厳密に 6.02214076 × 1023 個の粒子
の集団で，アボガドロ定数は正確に 6.02214076 × 1023 /mol」と定義された値となった。
この精密な数値を出すために，世界中の研究者たちが何年も試行錯誤を重ねながら取り組ん
できた成果が実を結んだ。日本の研究機関である産業技術総合研究所（略して産総研）では，
ケイ素 Si の同位体の１つである 28Si の高純度の結晶の球を精密に測定して，アボガドロ定
数を求める研究が長年，行われてきた。炭素の代わりにケイ素を使うようになったのは半導
体産業の繁栄に伴う技術の高度化によって，ケイ素の結晶がより高い純度で作れるようにな
り，炭素の結晶を使うよりも，より精密な数値が計測できるから。直径 10cm ほどのケイ
素の球の体積，質量，ケイ素の結晶の格子定数，およびケイ素のモル質量を精密に分析して
アボガドロ定数を求めるという点では，今回行った１円玉の実験と共通している。産総研の
ホームページなどには，アボガドロ定数を求めるための最新の研究の成果が数多く報告され
ているので，ぜひ調べてみるとよい。

▼

★自分で“探究”してみよう！
◦アボガドロ定数を求めるには，どのような実験があるか調べてみよう。
◦国際単位系（SI）には，どのような単位があるか調べてみよう。
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