問 題 の 水 溶 液 と水 溶 液 の 問 題
水
先 日化学教室 の雑誌会ヘ ピンチ ヒッター として出演 し
たのが運のつ きで,小 堀 さんか らたびたび電話があ り
理学部広報 の次号に私が何か書かない と,予 定が狂 うと
い うお話 である。広報 はいつ も頂戴 して面白 くよんでい
るが, これはわれわれに とっては よむ もので,ま さか書
くものだ とは毛頭思 っていなか ったので,頑 張 っていれ
,

ば小堀 さん もあきらめて下 さるものと思 っていた ら,あ
てがはずれて締切 の前 日とうとう書 くはめにな らた。
とい うわけな ので始めか ら予定をたてて書 くひまがな
いので,妙 な題をつけたのだが,こ の題 の半分は全部書
かない とわか らないが,残 りの半分は途中でやめて もか
な りわか って頂け ると思 うので,時 間切れにな った らそ
こで失礼 しようとい う魂胆 であ る。
全部を書かなければいけないのは「問題 の水溶液」 の
方 で, 2〜 3年 前のことと思 うがバ チカ ンの常連 のひ と
りであ るベル ギーの生化学者 De Duveさ んが私に「君
ボーアが ノーベル賞を とか して水溶液 に した話を知 って
い るか」 とい うか ら 「そんな話 はきいたことがないね」
と返事を した ら「君が中座 してい る間に出た 話 な の だ
が,簡 単に く りかえす と,ボ ーアが戦時中デ ンマークを
脱出す るとき メグルをナチスに とられ るくらいな ら,強
酸 の混合物 で とか して,水 溶液 に した方が ましだ と考 え
て,そ れを実行 したのだが,そ れ は話 の半分だ」 とい っ
て まわ りのひ とにまちがいないだろ うと念をお した。そ
れか らそ のつづ きを話 して くれたわけだが,そ れは「戦
争が終 って帰 ってみた ら問題 の水溶液をいれたびんは手
付かず棚 の もとの場所 にあ った」 とい うことだ った。そ
のときまわ りにいたひ との うちにはボー アさん と一緒 に
仕事を していたひともいたか ら, この話 はたぶん まちが
いない と思 うのだが, コーペ ンハーゲ ンに よったとき念
のため別 のひ とにきいてみ ようと思 ってい るうち,こ の
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しか し塩類が固体 として存在す るとき,イ オ ン結晶であ
ることは当時すでに明らかにされ ていたか ら,水 溶液 で
も完全 にイオ ンに解離 してい るもの と考 えるひ とはいた
が,測 定 の結果 はその考 えと一致 しない ように 思 わ れ
た。そ こでイ ン ドの ゴーシュがイオ ンが溶液 で格子状 に
な らんだ模型を考 えそ の間 の静電力で問題 の解決を試み
たが,そ の論文をバ ウアーさんがチ ュー リヒの物理学会
で紹介 した。それをきいていたデバイさんは溶液中でイ
オ ンが静止 してい るとは,お か しな話だ とい ったが,バ
ウアーさんはイオ ンの熱運動があ って もそ の平均位置を
考 えて計算 した結果 とあま りちがわないのではないか と
い って ゴーシ ュ論を支持 した。 しか しデバ イさんは納得
しないで早速イオ ンの熱運動 を考えに入れた計算を は じ
め まもな くゴーシュの理論 よりはるかに よ く実験値 と一
致す る強電解質論 を作 りあげた。 これが今日デバ イ・ ヒ
ュッタルの理論 として知 られ てい るもののは じま りであ
る。 ヒュッタル さんは当時 デバ イさんの助手を して い
て,そ の頃 までに発表 されていた強電解質 に関す る膨大
な資料を集 めて検討 したひ とで ある。
このときか ら約半 世紀 まえ,物 理化学 では化学現象を
取 り扱 う方針を物質観 か らエネルギー観 にかえる気運が
でていた。その基礎 とな る熱力学は ビアニス トた らんか
物理学者た らんか二者択一にせ まられ ていた青年 プラン
クに後者へ の道をえ らばせたほ ど魅力的な ものにな って
いたか ら,化 学におけ るエネルギー観 も物質観 より次元
の高い ことがいえるようにな っていた。その最初 の発展
は題 目の後半 の「水溶液 の問題」で上に述べたデバ イ・
ヒュッケル論 の先駆 とな った もので あ る。 (第 1回 の ノ
ーベル化学賞は フ ァン トホ ッフの溶液論 に対 して与え ら
れてい る)。

半分位 に しか な らないので残 りの半分 の方 に とりかか る

物理化学 で物質観が また もとの ような地位を とりもど
したのは量子力学成立前後 のことである。 これはハ イゼ
ンベル クが St.Andrews大 学 で行な った講演 Physics
and Philosophy(河 野・ 富山訳 では「現代物理学 の 思
想」91頁 )で「量子論 はその根を原子物理学 におけ ると

ことにす る。私が理学部を卒業 したのは 1923年 だが
そ の頃 デバイさんはチ ュー リヒにいた。その当時物理化

同 じくらい化学 の うちに もっていたのである」 とい う一
節をあげ るだけ で十 分 であろ う。 こう書いては物理化学

学 のひ とつの2に 塩類を水 にとか してできる強電解 質 の

があま りに もわ りき り型 の学問 にみえて同業者 にはなは
だ失礼な ことにな るのだが,い かんせん時間切れ とな っ

原稿を書 くはめになったのでその意味で も問題 の水溶液
である。
これで題 目の半分を説明 したが,ま だお約束 の紙数 の

,
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溶液 の問題があ った。酢酸 のよ うな水溶液 の問題は分子
とイオ ンの平衡 (質 量作用 の法則)で よ く説 明され るの

たので,最 初 にお断 りした ように,こ こで引下 らせて頂

に食塩 の水溶液 となるとこの考え方はあてはまらない。

くこととす る。

‑2‑

