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ウェーラーは何をしたのか

－尿素の合成に関して－

岡 博昭
お か ひ ろ あ き

抄録：どの社の高等学校化学の教科書にも，常識的に記載されている一文がある。有機化学と無機

化学の接点に関する記述である。「ドイツのウェーラーは，動物の尿に含まれる尿素が，無機物で

あるシアン酸アンモニウムの加熱によって生じることを発見し，無機物から有機物を合成できるこ

とを明らかにした。」しかし，本当にウェーラーはシアン酸アンモニウムを加熱して尿素を得たの

であろうか。少なくとも，彼の実験の意図は，違ったものであったようだ。

キーワード：理科教育，化学教育，有機化学，有機化合物，ウェーラー

Ⅰ はじめに

筆者のＨＰの化学Ⅰ第64章脂肪族炭化水素のページに，次のような一文を載せていた。

「有機という言葉から推察できるように，元来は生物によって生成されるものと考えて

いました。 英語名organic compoundは，生物organismにちなんでつけられたとされていま

す。しかし，1828年ドイツのウェーラーは，シアン酸アンモニアウムＮＨ４ＯＣＮ（無機

物）が加熱によって尿素ＮＨ２ＣＯＮＨ２（有機物）に変わることを発見しました。」

この記述は，筆者が化学のページで参考にしてきたある文献(1)の次の一文に基づいた記述

である。

「有機という言葉から推察できるように，元来は生物によって生成されるものと考えて

いたが，1828年ドイツの化学者ウェーラーは，シアン酸アンモニウムＮＨ４ＯＣＮ（これは

無機物）が加熱によって尿素ＮＨ２ＣＯＮＨ２に変わることを発見した。これは，天然有機

化合物が人工的に合成できることを示したもので，彼の先生であるベルセーリウスに２月

22日付けで報告している。」

筆者のページの一文に対して，ある方から指摘のメールをいただいた。その指摘とは，

シアン酸アンモニウムというものは実在しないので，この記述は誤りに近く，「シアン酸

アルカリとアンモニウム化合物（ＮＨ４ＯＨ や(ＮＨ４)２ＳＯ４）からシアン酸アンモニウム

をつくろうとしたが得られず，尿素が得られた」という趣旨の記述が正しいというもので

あった。

そこで，この指摘について検討し，その結果により筆者のＨＰの一文を書き直すことに

した。各社教科書の調査，化学史の文献の調査，インターネット上の記述の調査などを中

心に資料を収集し，それらの資料をもとに検討することにした。
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Ⅱ 教科書の記述

現行の教科書では，どのような記述になっているのだろうか。各社の記述は次のように

なっていた。

１ Ｋ社(2)の記述

生物をつくる物質は古くから有機物といわれ，鉱物などの無機物と区別されてきた。

1828年，ドイツのウェーラーは，動物の尿に含まれる尿素が，無機物であるシアン酸ア

ンモニウムの加熱によって生じることを発見し，無機物から有機物を合成できることを

明らかにした。

２ Ｓ社(3)の記述

19世紀初めまでは，生物体（有機体）から得られる炭素の化合物は有機化合物とよば

れ，生命の力によってつくられ，人工的にはつくられないものと考えられていた。そし

て，生命とは無関係にできた無機化合物と区別されたが，その後有機化合物の尿素が無

機化合物のシアン酸アンモニウムからつくられ（1828年，ウェーラー，ドイツ）生命力

の仮説は否定された。

３ Ｔ社(4)の記述

有機化合物は，19世紀初頭までは，生命をもつもの（有機体），すなわち動物や植物

から得られる化合物を意味していた。当時は，有機化合物は生命の力を借りなければつ

くりだすことができないと考えられ，生命とは無関係につくられている無機化合物とは

厳然と区別されていた。ところが，1828年にウェーラー（ドイツ）は，無機化合物であ

るシアン酸アンモニウムを加熱すると，尿に含まれている有機化合物である尿素が得ら

れることを発見し，有機化合物も無機化合物から人工的に合成できることを示した。

４ Ｊ社(5)の記述

動植物は古くから有機体とよばれてきた。有機体の構成物質や，それらから生じる物

質は，有機体にしかつくることができないと考えられ「有機化合物」とよばれた。しか

し，現在，有機化合物は人工的にも合成できるようになり，いろいろな有機化合物が利

用されている。

ウェーラーの肖像画が掲載されており，脚注に次の説明がある。はじめて無機化合物か

ら有機化合物（尿素）の合成に成功した（1828年）。

５ Ｄ社(6)の記述

有機物質は，生命体がつくり出すものであり，無機物質から人工的に合成することは

できないと，長い間考えられてきた。しかし，1828年，ウェーラーは，無機化合物のシ

アン酸アンモニウムから，有機物質とされていた尿素ができることを見出し，このよう

な区別は意味を失った。

Ｊ社以外の４社が，シアン酸アンモニウムから尿素が得られることを見いだしたという
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記述になっている。この記述は，原料がシアン酸アンモニウムであり，生成物が尿素であ

ると受け取ることができる。

Ⅲ 化学史文献の記述

次に，化学史の文献を調査した。

１ 化学史(7)の記述

自然界に産出する有機化合物を得るためには，必ずしも生命力というものが必要でな

いことは，1828年にベルセリウスの高弟ヴェーラーが無機化合物から尿素を得て以来，

人々が認識するようになった。

ヴェーラーは，シアン酸とアンモニアを含む水溶液を蒸発したとき，予期したシアン

酸アンモニウムを得ずに，尿素を得たのである。尿素を得るいちばんよい方法は，シア

ン酸銀に塩化アンモニウムを加えるのである。ヴェーラーの発表したわずか４ページの

論文の内容が，後世に，このように喧伝されるようになったのは，いささか奇異に感ぜ

られる。というのは，尿素の合成が厳密にいって最初の有機合成でもなければ，この合

成によって一挙に，生命力という概念が，科学界から追放されたのでもないからである。

２ 化学史(8)の記述

1828年，ヴェーラーはシアン酸カリを硫酸アンモニウムと熱して，シアン酸アンモニ

ウムを得ようとしたところが，溶液を蒸留すると典型的な有機化合物である尿素ができ

ていた。

そのころシアン酸は動物性物質である血液から出発して黄血塩などを経てつくられた

のであるが，純然たる無機物と考えられていた。そこで神秘的な生命力の説は崩壊した。

しかし，これは決して無機物から有機物が合成された最初の実験ではない。18世紀の後

半において，シェーレはシュウ酸を合成した。ヴェーラーがジシアンからシュウ酸を合

成したのもやはり尿素の合成より少し以前である。

しかしシュウ酸はこの頃は炭酸と同様に，無機物と考えられていたので，これはさし

て問題にされなかった。

３ 化学史・常識を見直す(9)の記述

ヴェーラーが尿素を合成したのはベルリン時代のことである。学生時代からシアン化

合物に関心の深かった彼は，1824年にプラウトが尿素に与えた実験式（ＣＨ４ＯＮ２）と

彼がシアン酸アンモニウムに予想していた式とが同一であることに深く注意をひかれ，

尿素の異性体としてシアン酸アンモニウムを得る目的で，1828年，その生成にとりかか

った。

彼はシアン酸銀に塩化アンモニウムの水溶液を加えて加熱するか，またはシアン酸鉛

とアンモニア水の混合物を熱して，白色結晶状の物質を得た。この物質は水酸化カリウ

ムや水酸化カルシウムの水溶液と処理してもアンモニアは発生せず，また，この物質の

水溶液からシアン酸塩の銀塩や鉛塩が沈殿しないことなどから，生成物はシアン酸アン

モニウムではないと判断した。他方，硝酸と結合して硝酸塩をつくることや，燃焼の結
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果生成する窒素と二酸化炭素の体積比などは，プルーストやプラウトが述べている尿

素の性質と同様であり，元素分析の結果もプラウトが行った尿素の分析値と一致した。

このような結果からヴェーラーは生成物が尿素と同一物質であることを確認した。尿素

は1773年フランスのルエルによって尿から見出された。

これより４年前の1824年，ヴェーラーは濃いアンモニア水にシアンガスを作用させて

シュウ酸と白色の結晶性物質を得た。しかし，当時シュウ酸はＣ２Ｏ３という組成の無機

物とみなされ，三量の水をとって結晶すると考えられていた。また，生成した白色結晶

が尿素であることは1828年に至るまで確認されなかった。しかし，アメリカのクラーク

大学のウォーレンはヴェーラーの最初の尿素合成は事実上1828年ではなく，1824年であ

ると主張している。

また，イギリスのジョン・デイヴィは1812年に一酸化炭素と塩素の混合物に日光を照

射して新しい気体物質（現在のホスゲン）を得，その性質を調べるためにアンモニアを

作用させたとき白色の結晶を得た。彼はこれを「中性の塩」と考えたが，これも実は尿

素だったのである。

このように，1828年以前にも有機化合物の合成は事実上行われていたのである。

以上，化学史の文献では，シアン酸アンモニウムを得る目的でシアン酸アルカリとアン

モニウム化合物を水溶液中で加熱し，生成したのは尿素であるという記述になっている。

さらに，ウェーラーの尿素合成は最初の有機合成と考えるのは難しいこと，また，この合

成によって一挙に生気論の考え方が消滅したのではないということは，多くの化学史の専

門家の共通した意見であることがわかった。

Ⅳ ネット上の記述

以上の調査で，教科書の記述と，化学史の文献の記述が異なることが明らかなになった。

この化学史の文献の記述を支持するネット上に公開されている文献を紹介する。

１ 尿素を通してみる化学物質と人間生活とのかかわり(10)

前述のように，尿素は生物体内の生理作用によって生成するものであって，実験室で

人工的に合成できないものとされていた。しかし，この考えは，1828年にドイツ人の化

学者ウェーラーが尿素を実験室で合成したと発表したことによって，大きく転換される

ことになった。当時，ウェーラーはシアン化合物に関心をもっており，1824年にプラウ

トが尿素に与えた実験式（ＣＨ４ＯＮ２）とウェーラーがシアン酸アンモニウムに予想し

ていた式が同一であることから，シアン酸アンモニウム（ＮＨＯＣＮ）を作るために，

シアン酸銀（ＡｇＯＣＮ）に塩化アンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ）の水溶液を加えて加熱した

り，シアン酸鉛（Ｐｂ(ＯＣＮ)）とアンモニア水の混合物を熱したりして，結晶性の白

色物質を得た。こうして得られた物質を調べたところ，シアン酸アンモニウムの性質を

示さなかった。例えば，シアン酸アンモニウムであれば，溶液に硝酸銀（ＡｇＮＯ３）水

溶液を加えると①の反応によって，白色の沈殿が生成するはずである。また，水酸化カ

リウム水溶液を加えると②の反応によって，アンモニアが発生するはずである。

ＮＨ４ＯＣＮ ＋ ＡｇＮＯ３ → ＡｇＯＣＮ↓ ＋ ＮＨ４ＮＯ３ ①
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ＮＨ４ＯＣＮ ＋ ＫＯＨ → ＮＨ３ ＋ ＫＯＣＮ ＋ Ｈ２Ｏ ②

しかし，この物質は硝酸銀によって沈殿を生成することもなく，水酸化カリウム水溶液

を加えてもアンモニアの臭気は出なかった。

ウェーラーはこの白色物質が，シアン酸とアンモニアを結合させようと試みるときに

はいつも生成することを見出した。そこで，この物質をいろいろ調べたところ，この物

質はウェーラーがかつて，人間や犬の尿の成分を研究したときに分離した尿素に似てい

ることが判明した。ウェーラーは尿より分離した純粋な尿素との比較実験を実施し，燃

焼によって生成する窒素と二酸化炭素の体積比や元素分析の結果がプラウトらが発表し

ている尿素の測定値と一致することから，この結晶物質は尿素であることを確認した。

当時の化学者間では，尿素等の化合物は有機化合物と呼ばれ，生命が作り出す物質群で

あり，無機化合物から人工的に合成することはできないという「生気論」が信じられて

いた。しかし，無機化合物であるシアン酸とアンモニアを結合させると尿素が得られる

という事実は，当時の学会の常識をくつがえすものであった。

ウェーラーはベルセリウスに宛てた手紙で「私は，人であれ犬であれ，ともかく腎臓

を必要とせずに尿素を作ることができました。」と書いている。ウェーラーはこの結果

を1828年に「無機物質から有機物質の人工的生成の一例」として，発表したが，どのよ

うな有機化合物でも無機物からの合成が可能であるという一般化を引き出すことはしな

かった。これはウェーラーがシアン酸塩を得るための出発物質が動物の血液や角などを

用いて作られる黄血塩（ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム：Ｋ４Ｆｅ(ＣＮ)６）であるため，

生命力によって生じたと考えられる物質から出発している点が気がかりであったからと

思われる。そのため，ウェーラーは尿素合成は無機物からの合成ではないという一部の

人々の主張を認め，あえて生気論の考えを否定しようとはしなかった。

しかし，この発表がきっかけとなって，それまで不可能として着手されなかった無機

化合物による有機化合物の合成が多くの研究者によって始められ，有機化学の大きな転

換点となったことは事実である。

多くの化学関係の書籍には，「ウェーラーはシアン酸アンモニウムを加熱して，尿素

を合成した」と記述されているが，シアン酸アンモニウムの性質を考えると，シアン酸

アンモニウムから尿素を合成したのではなく，前述のように，「シアン酸アンモニウム

を製造しようとして，シアン酸塩にいろいろな操作を加えた結果，シアン酸アンモニウ

ムは得られず，尿素が得られた。」と考えるべきである。

２ 和光純薬時報（１１）

1824年にヴェーラーは，シアンとアンモニア溶液の反応で結晶性の白い物質が生じた

のを確認したが，それはシアン酸アンモニウムではなかった。1828年，同じ物質がアン

モニアとシアン酸との反応からも得られた。さまざまなテストをしたがそれはアンモニ

ウム塩でもなければシアン酸塩でもなかった。そこで有機物質が生じたのではないかと

考えた。それと硝酸との反応は，尿素と硝酸の反応と同じであることが分かった。そこ

で尿から純粋の尿素を分離して同じ実験をやってみた。その結果，この結晶性物質は尿

素と全く同一の物質であるという，予想外の結論に達した。当時，有機物質は生命体の

営みとして作られるものであって，無機物質から作ることはできない，というのが化学
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者に普通の考えであった。これを生気論という。ヴェーラーの尿素の人工生成は生気論

をくつがえすものであったが，かれの論文（1828）は短く，淡々としたもので，それに

よって生気論は一挙にくつがえらなかった。ヴェーラーは「これは無機物から有機物を，

つまり動物質を，人工的に造った例である」と明記し，「私は化学的に造ったおしっこ

を我慢できない。私は腎臓なしで，人間や犬など動物なしで，尿素を作ることができ

る」とベルセリウスへ書き送っている。しかしヴェーラーは，尿素とシアン酸アンモニ

ウムとが組成は同じで，性質は全く異なる二つの化合物であることに，より多くの興味

をもった。そしてベルセリウスもまた，無機物から生命力を介せずに有機物を合成した

ことよりも，異性の第二の例の発見をより高く評価したのである。

３ 法政大学 2010 生命科学I （水澤）（１２）

1800年代のはじめまでは，生物という有機体から生れる特別な物質をさしていた。

1828年 ドイツのウェーラーはシアン酸アンモニウムを作る目的でシアン酸カリと硫酸

アンモニウムの混合水溶液を加熱したところ尿素という有機物が出来た。これは有機物

の生成に生命力を必要とするわけでは無いという大発見であった。

1953年 ミラーが原始時代の大気の組成は大量の水素ガス（Ｈ２），メタンガス

（ＣＨ４），アンモニアガス（ＮＨ３），水蒸気（Ｈ２Ｏ）であったと想定し，その混合気

体に放電火花を与えて自然にアミノ酸や尿素などの有機化合物を生成した。オパーリン

は化学進化が生命を生み出したという説を唱えた。

1955年 赤堀四郎はホルムアルデヒド（ＨＣＨＯ），アンモニア（ＮＨ３），シアン化

水素（ＨＣＮ）からアセトニトリルができ，これが重合分解するとポリグリシンができ

る。これが原始生命の前駆物質だという説を唱えた。

これらの文献は，ウェーラーはシアン酸アンモニウムから尿素を得たのではなく，シア

ン酸アンモニウムを得る目的でシアン酸アルカリとアンモニウム化合物を水溶液中で加熱

し，生成したのが尿素であったという考え方を支持している。

Ⅴ おわりに

教科書の記述内容は，著者だけの責任ではない。その内容を検定する者にも責任がある。

また，専門的な正確さだけを追求するのを第一としているのではない。体系的なテキスト

として，いかに学びやすいかも重要な要素である。

今回の筆者のＨＰの記述に対して，専門的な観点から重要な指摘をいただいた。心より

感謝するしだいである。この指摘をきっかけにして，今回いろいろな文献の記述を調べて

みた。

その結果，指摘いただいた通り，ウェーラーはシアン酸アンモニウムから尿素を得たの

ではないことに確信が持てた。正確には，シアン酸アンモニウムを得ようとして実験し，

その結果得られたものはシアン酸アンモニウムではなく，尿素であったという説の方を支

持したい。

早速，筆者のＨＰの化学Ⅰ第64章脂肪族炭化水素のページを書き換えた。現在，次のよ

うに記述している。
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「有機という言葉から推察できるように，元来は生物によって生成されるものと考えて

いました。 英語名organic compoundは，生物organismにちなんでつけられたとされていま

す。1828年ドイツのウェーラーは，シアン酸アルカリとアンモニウム化合物（ともに無機

物）からシアン酸アンモニアウムＮＨ４ＯＣＮをつくろうと実験しましたが，得られたもの

はシアン酸アンモニウムではなく尿素ＮＨ２ＣＯＮＨ２（有機物）でした。このことより，

無機物が有機物に変わることを発見したと言えます。」

なお，Wöhler の日本語表記であるが，教科書ではウェーラーに統一されている。しかし，

多くの化学史の文献ではヴェーラーと表現されている。本報告では，原文の表記で紹介し

た。
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What did Wöhler do?

- About the composition of the urea -

OKA Hiroaki

summary : The textbook of high school chemistry of which company has one sentence

mentioned ordinarily.It is description about the contact point of the organic chemistry

and the inorganic chemistry.Wöhler in Germany discovered that it was formed due to

heating of ammonium cyanate that the urea contained in the animal's urine is

inorganic substance, and cleared the matter that organic substance could be synthesized

from the inorganic substance. But, did Wöhler really heat ammonium cyanate, and get

urea? It seemed that the intention of his experiment was at least wrong.


