
第3章　元素の周期律

3.1多電子原子と有効核電荷

水素以外の原子は, 2個以上の電子をもつため,多電子原子とよばれる.

多電子原子内の1つの電子に注目すると,その電子は原子核からクーロン引力と,ほかの電子か

らクーロン反発力を受ける(図3.i).したがって,電子のポテンシャルエネルギーは球対称ではなく

なり, Schr6dinger方程式を厳密に解くことができない･そこで,注目する電子は,ほかの電子によっ

て遮蔽された原子核のクーロン引力を受けて運動すると考える.言い換えれば,原子番号Zの原子

の場合,注目する電子に対するポテンシャルエネルギーを,

V=l旦二三更　(3.1)
4JtEor

と近似する.ここで, cTは原子核の電荷+Zeに対する遮蔽定数, +(Z-a)eは有効核電荷とよばれる.

このように近似すると,多電子原子内の電子の状態も,水素原子の場合と同様に,電子1個の問題

として扱えるようになる.
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図3.1.有効核電荷.

なお,原子の外側に分布する電子は,内側に分布する電子によって原子核からのクーロン引力

が弱められるため,有効核電荷は小さい.逆に,原子の内側に分布する電子は,外側に分布する電

子の影響を受けないので,有効核電荷は大きい(補足1参照).

上記の近似を取り入れると,各電子の原子軌道は,

裾〃,(r, 0, ¢)- Rn./(r) 61/,m(q) ¢m(4,)　(3･2)

の形で表され,主量子数nと方位量子数lの組合せによって, 1S, 2S, 2p, 3S, ---と分類される･

前章で述べたように,水素原子では,原子軌道のエネルギーは主量子数門で決まり, 〃の等しい

原子軌道はすべて同じエネルギーをもつ.多電子原子では,主量子数nが同じであっても方位量

子数Jが異なると,原子軌道のエネルギーも違ってくる.一般の原子に対して,原子軌道のエネルギ
ーは,

ls <25<2p<3S<3p<(4S,3d)<4p<(5S,4d)<5p<(6S,4f 5d)<6p-----　(3･3)

であることが知られている.ここで, ()内の原子軌道はエネルギー差が小さく,順序が逆転すること

がある.主量子数〃が同じなら,方位量子数/が小さいほど,エネルギーが低くなる.例えば, 2∫軌

道(l-0)と2p軌道(l-1)を比べると, 2S軌道の方がェネルギ-が低い･ 25電子は2p電子に比べて

原子核のより近傍に分布するため,有効核電荷が大きくなり,強く束縛されるからである･
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3.2多電子原子の電子配置
一般の原子では,量子数(n, l, m)で指定される原子軌道に電子が収容されるが,その際にもう一

つの量子数を考慮しなければならない.電子の自転運動すなわちスピン(spin)に基づくもので,ス

ピン量子数∽▲､と呼ばれる.電子は固有の磁気モーメントをもち,磁石としての性質をもつ(表1.1参

照).磁気モーメントが上を向くような自転と下を向くような自転に対応して,桝､-+I/2､ -1/2の2つの

状態をとる.上向きのスピン状態をαスピン,下向きのスピン状態をβスピンと呼ぶ.これらは†, 1と

記号で表されることもある.

基底状態における原子の電子配置は,以下の規則によって決まる.

(1)(3.3)式に従って,電子はエネルギーの低い軌道から入る. 

(2)4つの量子数(n,i,m,ms)で指定される状態には,電子は1個しか入れない. 

すなわち,電子は1つの原子軌道にαスピンとβスピンの2個までしか入れない.これを 

Pauliの排他原理という. 

(3)エネルギーが同じ軌道が複数存在するときには,電子は電子間のクーロン反発のエネルギー 

が小さくなるようになるべく別々の軌道に入る.また,スピンの向きができるだけそろうように電 

子が入る.これをHundの規則という. 

一例として, Neの電子配置を求めてみよう. Neは原子番号Zが10.したがって, 10個の電子をも

つ.まずェネルギ-の最も低いl∫軌道から電子が入る. 1∫軌道は2個の電子が収容されると満杯

になる.次にエネルギーが低いのは25軌道.この原子軌道に2個の電子が入る.次の2p軌道は3

つあるので,各軌道に2個ずつ計6個電子が入る.

電子配置を表記するには,エネルギーの低い順に軌道を書き,その右上に電子の個数をつけて

表す. Neの場合,電子配置は(1S)2(2S)2(2p)6と表す.また電子配置は図3.2のように表すこともで

きる.図の†, 1は上向きスピン,下向きスピンを表し,原子全体のスピン状態を表示することができ

る.

2p###
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1S#
図3.2. Neの電子配置.

[問l] Ar(～-18)の電子配置を記せ.

主量子数〃の等しい軌道の集合を電子殻といい, 〟-1, 2, 3, 4, ----に対してK殻, L殻, M殻,

N殻, -川と呼ぶ.また, (n, l)の等しい軌道の集合を副殻という.

図3.3にNa原子の電子分布(動径分布という)を原子核からの距離の関数として示す. 1∫電子の

分布は原子核のごく近傍に集中し, K殻を形成する. 2S, 2p電子は原子核の近くに分布し, L殻
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を形成する. 3∫電子は原子核から最も離れて分布し, M殻を形成する.この図から分かるように, Na

原子の電子分布は動径方向で濃淡があり, 3つの濃い部分が層をなして原子核を覆っているように

見える.これが殻(shell)という名前の所以である. Na原子は3∫電子の空間的拡がりによって大きさ

原子半径(0.186 nm)をもつが, Na+ィォンでは, 3∫電子を失うので,イオンの半径(0.095 nm)は半

分程度になってしまう.
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図3.3. Naの電子分布.

3.3周期律

原子の基底状態における電子配置を表3.1に示す.原子の最外殻の電子配置は,周期的に変

化していることがわかる.最外殻にある電子は原子の原子価を決定し,その振る舞いが化学反応を

支配するので,元素の化学的性質も周期的に変わる.この法則が元素の周期律である.

元素の周期表は第1周期から第7周期まであり,その特徴を簡単にまとめておこう.

第1周期(Z-ト2): Hでは, l個の電子がェネルギ-の最も低い1∫軌道に入る. Heでは, l∫軌道

に2個の電子が入る.これによって, K殻が満たされた閉殻構造をとる.

第2周期(Z-3-10):最初, 2∫軌道に電子が入り,続いて2p軌道に電子が入る. NeでL殻が満た

される.

第3周期(Z-ll-18):第2周期と同様に,電子はまず3S軌道を,続いて3p軌道を占める･ ArでM

殻が満たされる.

第4周期_(Z-19-36): 4S軌道, 3d軌道, 4p軌道の順に電子が入る.ただし, ,4Crは--I(4S)2(3d)4

でなく, -(4S)I(3d)5の電子配置をとる.これは､ 4S軌道と3d軌道のエネルギーが接近してい

るためであり, 2,Cuにおいても(4S)2(3d)9でなく, (45)I(3d)-0と逆転する. 3d軌道が満たされて

いく21Sc～29Cuの各元素を第-遷移元素という.これらの元素は最外殻に4S電子をもち, 3d電

子はその内側に分布する.その結果,遷移元素の化学的性質は原子番号とともに緩やかに変

わっていく. 29Ga以降は4p軌道が順次占有されて, 36Krで閉殻となる･

第5周期(Z-37-54)=第4周期と同様, 5S軌道, 4d軌道, 5p軌道の順に電子が入る･ 4d軌道が順

次占めれていく,9Ym,Agの各元素を第二遷移元素という･

第6周期(Z-55-86): 56Baで6S軌道が満杯となり, 57Laで5d軌道に電子が1個入る･次の57Ce

から,.Luまで4f軌道に電子が入っていき,希土類元素あるいはランタノイドととばれる･
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表3.1原子の電子配置

tJ

局 期 丿ｲ�K 板�M 披�0 

軌道 ��2�2S2p �3�7�6B�4S4p4d4f 填3W�VCVb�

1 免鳴�$��1 2 �� �� 

2 �4ﾆ��D&R�T"�d2�t�����巴���覲�2 2 2 2 2 2 2 2 ���"�#��#"�#2�#B�#R�#b� �� 

3 免ﾄ�����ｮﾅFﾆr��E6���U���e2��t3�����"�2 2 2 2 2 2 2 2 �#b�#b�#b�#b�#b�#b�#b�#b�1 2 21 22 23 24 25 26 �� 

4 ��抜�2 �#b�26 ���"�"� 
20Ca �"�26 �#b�
21Sc �"�26 �#c��
22Ti �"�26 �#c"�2 
23V �"�26 �#c2�2 
24Cr �"�26 �#cR�1 
25Mn �"�26 �#cR�2 
26Fe �"�26 �#cb�2 
27Co �"�26 �#cr�2 
28Ni �"�26 �#c��2 
29Cu �"�26 �#c���1 
30Zn �"�26 �#c���2 
31Ga �"�26 �#c���21 
32Ge �"�26 �#c���22 
33As �"�26 �#c���23 
34Se �"�26 �#c���24 
35Br �"�26 �#c���25 
36Ⅰくr �"�26 �#c���26 

5 �3u&"�2 �#b�2610 �#b�1 2 
38Sr �"�26 �#c���26 
39Y �"�26 �#c���261 �"�
40Zr �"�26 �#c���262 �"�����
41Nb �"�26 �#c���264 
42Mo �"�26 �#c���265 
43Tc �"�26 �#c���265 �"�
44Ru �"�26 �#c���267 �������"�
45Rh 46Pd �"�"�26 26 �#c���#c���268 2610 

上古 �"�26 �#c���2610 2 �#b�2610 �#c���

49Ⅰn �"�26 �#c���2610 �#��

50Sn �"�26 �#c���2610 �#"�
51Sb �"�26 �#c���2610 �#2�
52Te �"�26 �#c���2610 �#B�
53Ⅰ �"�26 �#c���2610 �#R�

54Xe �"�26 �#c���2610 �#b�

1　　　　　1　1　　1l　　1　1

局 期 佇��K 板�M 披�0 ���Q 

軌道 �� ��4S4p4d4f 填3W�VCVcVr�6S6p6d6f6g6h 砥2ﾒ�

6 鉄T72�2 唐�18 �#c���26 ���"� 
56Ba �"�8 ����2610 �#b�
57La �"�8 ����2610 �#c��2 2 2 
58Ce �"�8 ����26101 �#c��
59Pr �"�8 ����26103 �#b�
60Nd �"�8 ����26104 �#b�2 2 2 2 
61Pm �"�8 ����26105 �#b�
62Sm �"�8 ����26106 �#b�
63Eu �"�8 ����26107 �#b�
64Gd �"�8 ����26107 �#c��2 
65Tb �"�8 ����26109 �#b�2 
66Dy �"�8 ����261010 �#b�2 
67Ho �"�8 ����261011 �#b�2 
68Er �"�8 ����261012 �#b�2 
69Tm �"�8 ����261013 �#b�2 2 2 
70Yb �"�8 ����261014 �#b�
71Lu �"�8 ����261014 �#c��
72Hf �"�8 ����261014 �#c"�2 
73Ta �"�8 ����261014 �#c2�2 2 2 
74W �"�8 ����261014 �#cB�
75Re �"�8 ����261014 �#cR�
760S �"�8 ����261014 �#cb�2 
77Ⅰr �"�8 ����261014 �#cr�2 

78Pt �"�8 ����261014 �#c��1 1 2 
79Au �"�8 ����261014 �#c���

≡?THE �"�8 ����261014 �#c���2 唐�18 �#c���B�2610 �#��

82Pb �"�8 ����261014 �#c���22 
83Bi �"�8 ����261014 �#c���23 
84Po �"�8 ����261014 �#c���24 
85At �"�8 ����261014 �#c���25 
86Rn �"�8 ����261014 �#c���26 

7 塔tgB�2 唐�18 �#c���B�2610 �#b�1 
88Ra �"�8 ����261014 �#c���26 �"�
89Ac �"�8 ����261014 �#c���261 �"�
90Th �"�8 ����261014 �#c���262 �"�
91Pa �"�8 ����261014 �#c��"�261 �"�
92U �"�8 ����261014 �#c��2�261 �"�
93Np �"�8 ����261014 �#c��B�261 �"�
94Pu �"�8 ����261014 �#c��b�26 �"�
95Am �"�8 ����261014 �#c��r�26 �"�
96cm �"�8 ����261014 �#c��r�261 �"�
97Bk 98Cf �"�"�8 8 �������261014 261014 �?ｨﾅﾉV���書目11) �"�"�



4f電子は6Sや5d電子に比べて原子の内側に分布するため,希土類元素の化学的性質はよく

似ている. 5d軌道が順次占められていく,2HfT,Auは,第三遷移元素とよばれる.

第7周遡(Z-87-103): 5f軌道が電子で占められていく8,Acから.0,Lrまでの各元素をアクチノイド

という.

以下に元素の諸性質の周期性について説明しておこう.

(A)イオン化エネルギー

原子から1個の電子を取り去り,陽イオンにするために必要なェネルギ-をイオン化エネルギーと

いう.図3.4に原子のイオン化エネルギーを示す.特徴は以下の通り.

(1)同一周期では,イオン化エネルギーは希ガス元素で最大になる.これは,希ガス原子が

(ns)2 (np)6という最も安定な閉殻構造をとるためである.

(2)同一周期では,イオン化エネルギーはアルカリ金属元素で最小になる.アルカリ金属原子おい

て,最外殻の電子配置は(〃∫)lである.これは, 〃∫電子に対する有効核電荷が小さく,クーロン

引力よる束縛が弱いことによる.

(3)アルカリ金属元素から希ガス元素-原子番号が増加すると,イオン化エネルギーは次第に大き

くなる.

(B)電子親和力

原子が1個の電子を取り込んで陰イオンになったとき,放出されるエネルギーを電子親和力という

言い換えれば,原子の電子親和力は陰イオンのイオン化エネルギーに等しい.表3.2に原子の電

子親和力を示す.ハロゲン元素の電子親和力が特に大きいことがわかる.これは,ハロゲン原子の

電子配置が(ns)2(np)5であり,電子を1個取り込むことによって,希ガス原子と同様に閉殻構造にな

るため.一方,希ガス原子やアルカリ土類原子は閉殻あり,電子親和力は負の値をもつ.
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表3.2.原子の電子親和力.

H

0.75

LI Be

0.62　<O

Na Mg

0.55　<0

He

<O

ち C N 0 F Ne

0.28 1.27　-0,ll.46 3.40 <O

AI Si P S CI Ar

0.46 1.39　0742.08 3.62　<0

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

0.50 <0 <00.20.5066 <0 0,250.7 1.15 1.23-00.30 1.2　0.802.023.36 <0

(C)電気陰性度

電気陰性度は原子が電子を引き寄せる尺度であり, PaulingによるものとMullikenによるものがあ

る･ Mullikenが定義した電気陰性度xMは,原子のイオン化エネルギーIと電子親和力Aを用いて,

xM-誓(3･4)

と表される.一般に,同一周期では右側に行くほど,同一族では上に行くほど電気陰性度は大きく

なり,電子を強く引きつける.

問題解答

[間1] Arには18個の電子がある.したがって,エネルギーの低い順に電子を詰めていくと,電子配置は

(ls)2(2S)2(2p)6(3S)2(3p)6となる.

補足1有効核電荷

核近傍に分布する電子(内側の電子)と核から離れた位置に分布する電子(外側の電子)からな

る2電子原子を考えよう.各々の電子の分布が球対称であるとすると,電磁気学より,以下のことが

結論される.

(i)内側の電子は,外側の電子の影響を受けない(クーロンカを積分すればゼロになる).したがっ

て,内側の電子には,核電荷+zeがそのまま作用する.

(ii)外側の電子は,核によるクーロン引力と内側の電子によるクーロン斥力を受ける.その結果,外

側の電子には,核の位置に+(Z-1)eの電荷を置いたときと同じクーロン引力が作用する.

外側の電子の分布
内側の電子

外側の電子
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slaterによって見積もられた有効核電荷
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3章　復習問題

☆確認

[1] K殻, L殻, M殻に収容される電子の最大数は?

[2]イオン化エネルギーとは?

[3]電子親和力とは?

☆☆基本

[1] n-2, I-1およびn-3, l-2で指定される原子軌道の名称を記せ.

[2] K殻, L殻, M殻を構成する原子軌道をすべて記せ.

[3] 0およびAr原子の原子番号は各々8, 18である.これらの原子の電子配置を例にならって示

せ.例.Hニlsl.

[4] MgおよびCl原子の原子番号は各々12, 17である. Mg2+ぉよびCl~イオの電子配置を例にな

らって示せ.例. H:1sl.

[5]確認問題[1]を以下の量子数から導け.

〃-1,2,-----

l-0, 1, 2, --,n-1

∽ニー7, -什1, ---,0, ---,ト1, ∫

[6] Na原子の電子分布を計算で求めた結果を下図に示す.この図を使って, Na原子の電子状態

を解説せよ.

M

1.5　2　25　3 3.5　4　r/A

☆☆☆発展(詳しく知りたい人向き. ｢構造化学｣で学ぶハズ)

[1]多電子原子の電子エネルギー準位は,主量子数nのみならず,方位量子数lにも依存し, n

が同じなら,才が小さいほど安定である.その理由を, ｢遮蔽｣という概念に結びつけて説明せ

よ.プリントp.15図2.11参照.

[2] Slaterは,原子番号Zの原子の原子軌道を,水素原子の原子軌道と同様な形で近似すること

を提案した.

中- Nrn'11exp{-笠若}

ここで, Nは規格化定数, n*は水素原子の主量子数nに対応する定数, Uは遮蔽定数, Z-Uは

有効核電荷を表す. 〝*とげは以下の規則によって定める(Slaterの規則とよばれる).

(1) 〝とれ*の関係は下表の通り.
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〟 ���2 �2�4 迭�6 

〝* ���2 �2�3,7 釘���4.2 

(2) αの値を決めるために,電子を以下のグループに分ける.

(ls), (2S, 2p), (3S, 3p), (3d), (4S, 4p), (4d), (4f),一一一一

ls軌道に入った電子は,原子の最も内側に分布する.右側のグループに行くに従い,その

軌道に入った電子は原子の外側に分布する.げの値は以下のように,各グループに属す

る電子の和で与えられる.

･着目した電子よりも外側のグループに属する電子-寄与はない.

･着目した電子と同じグループに属する電子-電子1個当り0.35の寄与がある.

ただし, lsの場合のみ, 0.30とする.

･内側のグループに属する電子-電子1個当り1.0の寄与がある.

ただし,着目した電子がS, pグループに属する場合,刀が1だけ小さい電子からの寄

与は0.85, nが2以上小さい場合は1.0の寄与があるとする.

少し計算例を挙げると,

(A) Heの場合

原子番号Z-2.電子配置は1S2.

1S軌道にある1個の電子に着目すると,この電子に対する有効核電荷は, ls軌道にあるもう

1個の電子による遮蔽を考慮して,

Zl0-2-0.30-1.70 e

となる.つまり, Heのls電子は電荷が十1.70eの核の周りを運動するものとしている.

このようにすると, Heの1S軌道は,

4, - Nexp(一三三聖)
αo

と表される. Hのls軌道は,

V'= Nexp(一二)
αo

であるから,原子半径はHeの方が小さいことや,イオン化エネルギーはHeの方が大きいこ

とを定量的に説明することができる.

(B) Liの場合

原子番号Z-3.電子配置は1S22sl.

ls軌道にある1個の電子に着目すると, ls軌道にあるもう1個の電子による寄与は0.30. 2S

軌道にある電子の寄与はない.従って,有効核電荷は,

Z-0-3-0.30-2.70 e

となる.また, 2S軌道にある電子に着目すると, ls軌道にある2個の電子による寄与を取込

んで,有効核電荷は,

Z-(7-3-2×0.85-1.30 ど

となる.

print p.23の右下の表の値を確かめよ.
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3章　復習問題略解

☆確認

[1] K殻:2個,L殻:8個,M殻:18個.

[2]原子から1個の電子を無限遠に引き離して,陽イオンと電子に解離させるのに要するエネルギ

[3]原子と1個の電子が結合して陰イオンが生成する際に放出されるエネルギー.

☆☆基本

[1] 〟-2, ∫-1のとき, 2p軌道.肝3, ∫-2のとき, 3d軌道.

[2] K殻:ls軌道.L殻:2S,2p軌道.M殻:3S,3p, 3d軌道.

[3] 0: 1S22S22p4. Ar: 1S22S22p63S23p6.

[4] Mg2+: ls22S22p6. cl~: ls22S22p63S23p6.

[5]方位量子数は, l-0, 1,2,---,n-1なので,ある主量子数nに対してn通りの値をとる.また,磁

気量子数は, m--l, -l+1, --, 0, -, l-I, lなので,ある主量子数lに対して2l+1通りの値をとる.従っ

て,ある主量子数nに対して(l, m)の組合せの総数は,

Jト1

∑(2l･1)-2×堕二塑･n-n2
/=0　　　　　2

すなわち,ある主量子数刀に対して〃2個の原子軌道がある. 1つの原子軌道につき電子の最大収

容数は2個なので,

〃-1(K殻)では, 12×2=2個.

〃-2(L殻)では, 22×2=8個.

〃-3(M殻)では, 32×2=18個.

となる.

[6] Na原子の電子配置は, 1S22S22p63sl. 1S電子はK殻を形成し,原子核の近傍に局在する, 2S,

2p電子はL殻を形成し, K殻の外側に分布する. 3S電子はM殻に収容され,原子核から最も離れ,

大きく広がった分布をもと.原子のサイズは3S電子の空間分布によって決まる.また, Na十イオンにな

ると,イオンのサイズは2S, 2p電子の空間分布によって決まるため,原子のサイズよりも著しく小さく

なると考えられる.

☆☆☆発展

[1]プリントp.15図2.11を見ると(少し判りづらいが), 〝が同じなら, Jの小さい軌道ほど原子核近

傍で大きな電子密度をもつ.従って, /の小さい軌道に入った電子は原子核からのクーロン引力が

大きくなり,エネルギー準位も低くなる.逆に言えば,才の大きい軌道に入った電子は, Jの小さい軌

道に入った電子によって原子核の電荷がより有効に遮蔽されるため,そのエネルギー準位は高くな

る.

[2]問題文の例参照.

注.現代では,このような近似を使わずとも,原子のサイズやイオン化エネルギーをより正確に計算(コンピュ

ーターで数値計算)することができる.しかし, Slaterのモデルを使うと,物理的な意味を大変分かり易く理解す

ることができる. ｢コンピューターによる計算結果がそうなるから｣では,化学や物理を理解したことにならない.
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