
はじめに

近年，理学分野のみならず，工学・農学・医学・生命科学などの理系諸分野
において，化学，とりわけ量子化学が，重要な教育科目として位置付けられる
ようになった．分子分光学の飛躍的進歩により，分子の構造や性質が高精度で
測定されるようになり，量子化学，とりわけ，分子軌道法（molecular orbital 
method; MO法）の有用性が実証されつつあり，物質科学のみならず生命科学
の研究分野においても，分子科学計算や量子化学計算が多用されている．便利
な量子化学計算ソフトの発達，そしてコンピュータの計算速度の飛躍的進歩が
それを後押ししている．Spartan（スパルタン）やGaussian（ガウシアン）な
どのような，分子軌道計算が簡単にできる計算ソフトが，研究者だけでなく，
化学を学ぶ学部生・大学院生たちにも手軽な価格で容易にアクセスできるよう
になった．これらのソフトを使い，分子の 3次元座標をインプットすると，ソ
フトが自動的に分子構造の最適化を行い，分子軌道（molecular orbital; MO）
の形とエネルギーを瞬時に計算してくれる時代となった．
なぜ，このようなMOの形と準位が出てきたのだろうか？　MO法が貴重

な研究手段として日常的に誰でも研究室で使えるようになったが，計算結果の
解釈にとまどうことが多い．MO法の基礎教育が叫ばれる所以である．
本書のテーマは「定性的分子軌道法（qualitative MO method; 以下，定性的

MO法）」である．なるべく複雑な計算をせずに分子軌道（MO）の形とエネ
ルギー準位を予測するという，軌道相互作用の原理を基盤とする簡便な分子軌
道法である．計算をせずにMOの形を予測する？　そんな方法があるのだろ
うか？ 計算精度良く計算したほうが研究には役立つだろう，など，いろいろ
な意見がある．しかし，未知のさまざまな化学現象を説明し，化学界に驚きと賞
賛の感動を与えた主要な研究成果は，定性的MO法を使った研究であったという
事実を考えれば，化学の歴史における定性的MO法の顕著な功績を認めないわけ
にはいかない．
1930 年代，ドイツのE. Hückel が単純ヒュッケル法（simple Hückel MO 
medhod; SHMOまたはHMO法）を用いて芳香族性の理論（ヒュッケル則）
を発表し，ベンゼンの異常な安定性の秘密を解き明かした．その 20 年後，
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1952 年には，わが国の福井謙一（当時京都大学教授）が，フロンティア軌道理
論を発表した．有機化学反応の速度と選択性が分子表面に広がるMOに支配
されているという新概念を提案し，有機化学界を震撼させた．そして，その約
10 年後に，Harvard 大学の博士研究員であったR. Hoffmann が拡張ヒュッケル
法（extended Hückel MO medhod; EHMO法）を使ってWoodward-Hoffmann
則を発表し，有機反応の立体化学がMOの位相に支配されていることを明ら
かにした．注目すべきは，これらの発見に至る道程においては，すべて，定性
的MO法が駆使されたという事実である．化学教育における定性的MO法の重要
性がここにある．
本書は分子軌道論の初学者のための教科書・参考書であり，化学の実験研
究・教育に携わる方々のための分子軌道法の啓蒙書でもある．量子化学の概要
を履修した方々を対象として，分子軌道法の基礎を解説した入門書である．
MO法の教科書と言えば，高度な数学的知識を必要とし，多くの数式が出てく
るのが通例である．この種の教科書・参考書類は，これまで多数の優れた成書
が出版されている．本書では，MO法のエッセンスを理解するために，必要最
小限の数式だけを使って議論を進めた．福井とHoffmann の教えに従って「計
算しないでMOを組み立てる」ことが目標である．化学現象の本質を理解する
ためには，定性的MO法から導かれる「軌道相互作用の原理」が基礎になる．
第 1章では，MO法を学ぶ必要性を説いた．現代化学におけるMO法の重

要性は，最先端の化学・生命科学関連分野においてMO計算が頻用されてい
る現状を知れば理解できよう．近年，原子と原子をつなぐ「ボンド（結合
手）」を使って考える原子価結合論（valence bond method; VB 法）のパラダ
イム（学問の枠組み）において，矛盾が浮き彫りになってきた．分子分光学の
未曾有の発展による高精度の分子データが集積され，化学反応論の分野におい
ても共鳴理論・VSEPRモデル（原子価殻電子対反発モデル）・有機電子論な
どの基礎化学の柱に赤信号が灯り，VB法からMO法へのパラダイムの大転換
を余儀なくされている．ボンドを使って考えるこれらの理論やモデルの限界を知
り，MOを使って化学現象を考える．定性的MO法を学ぶ必要がここにある．福
井は，1940 年代に Ingold-Robinson 流の有機電子論に疑問をもち，フロンティ
ア軌道理論にたどり着いた†．70 年以上前の話である．
第 2章は，定性的MO法を利用するための基礎知識となる原子軌道（atom-

†　『哲学の創造　――　21 世紀の新しい人間観を求めて』，梅原　猛，福井謙一，PHP研
究所（1996）．
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ic orbital; AO）のエネルギー準位と空間的広がりに関する議論である．第 3
章・第 4章では，それぞれ，定性的MO法と軌道相互作用の原理について数
式を用いて詳しく解説した．複雑な数式が出てくるのはこの 2つの章だけであ
る．第 5章から第 10 章までは，さまざまな簡単な分子のMOを組立てながら，
それらの性質と構造をMO法で考えるための章である．第 11 章では，有機反
応の統一的理解のためのフロンティア軌道理論の基礎事項を整理し，その応用
例を紹介した．最終章では，化学現象（イオン結合・共有結合・分子の三次元
構造など）を軌道相互作用モデルに基づいて，どのように理解するかについて，
最新の分子科学データを用いて，軌道概念による新しい考え方を紹介した．こ
の章の冒頭では，定性的MO法から導かれる軌道相互作用の原理（軌道概念）
が，あらゆる化学現象を俯瞰的に理解するための化学の基礎概念となりうること
を述べた．この章の冒頭を読めば，目から鱗が落ちるように，これまで，共鳴
理論や有機電子論に悩まされて，もやもやしていた化学という学問の視界がす
っきりするに違いない．
最後に，かつて温かい励ましをいただいた故福井謙一教授，大学院時代に量
子化学をご指導いただいた米国Cornell 大学 R. Hoffmann 教授に深く感謝申し
上げたい．出版に際してお世話になった東京大学出版会編集部の岸純青氏に謝
意を表する．

平成 28 年 7 月
 友田修司



第1章 定性的分子軌道法のすすめ

定性的分子軌道法（Qualitative Molecular Orbital Theory; 定性的 MO 法）
を学ぶに際して，現代化学における MO 法の重要性をまとめておこう．最先
端の化学の研究分野では，MO 法が必要不可欠な理論として多用されている．
分子や分子集団に起こるさまざまな現象を説明するためだけではなく，予測理
論としての有効性が多様な研究例で確認されている．MO 法なくして化学の研
究は不可能な時代になっている．

1. 1　分子軌道法の有用性

1. 1. 1　分子軌道法は表面現象予測のための理論
分子軌道法（以下，MO 法）は，あらゆる化学現象　――　分子の構造・性質・

反応性など　――　を理解し，予測するための有用な方法論として最先端の理系分
野で頻用されている．なぜだろうか？　その答えは化学現象の本質にある．

化学現象は電子によって引き起こされる．化学が「電子の振舞いを研究する
ための学問」と言われる所以である．といっても，原子や分子の中のすべての
電子が等しく現象に関与するわけではない．電子には動きやすい電子と動きに
くい電子がある．現象に関与する電子は動きやすい電子，すなわち，非局在化

（delocalize）しやすい電子である．動きやすい電子は原子核からのクーロン引
力による束縛をそれほど強く受けていないので，比較的自由に動くことができ
る．このような電子はエネルギー準位が高い軌道（orbital）に入っている．エ
ネルギー準位が高い軌道は空間的広がりが大きく，原子や分子の表面付近に広
がって運動しており，化学現象の生起に大きな影響を与えている．すなわち，
分子の形成過程や構造・性質・反応性などは原子や分子の表面で起こる現象

（表面現象; surface phenomenon）である．
表面現象の本質（セントラルドグマ）は「相互作用（interaction）」である．

たとえば，



2　第 1 章　定性的分子軌道法のすすめ

化学結合：原子の外殻軌道にある電子（価電子）の軌道相互作用で生じる．
分子構造：原子や分子の表面軌道の相互作用が最安定になって決まる．
物質の色： 光と表面軌道にある電子との相互作用による電子遷移にともなう

光吸収が原因．
化学反応：表面の分子軌道（フロンティア軌道）の相互作用が重要である．

このように，原子や分子の表面に広がる軌道に入っている電子の性質が原
子・分子の基本的性質を支配している．このような軌道を表面軌道（surface 
orbital）と呼ぼう．表面軌道の性質に関する情報を抽出して議論できる唯一の方
法論がMO法である．これが，MO 法が現代化学において特別に重要な地位を
占めている理由である．

1. 1. 2　MO法で何を学ぶか？　――　化学的相互作用力
このように，化学現象は分子の表面電子により起こるのだが，どのような原

因で引き起こされるのだろうか？　分子形成の基本となる化学結合，分子内の
電子の動き，分子間相互作用，融点（mp），沸点（bp）などの分子の性質は
すべて相互作用に伴う弱い力（weak interactive forces）が原因となって起こ
っている．この力は，波動関数（軌道; orbital）の支配下にある電子の空間分
布と動きが作り出す．

電子は原子核の陽電荷が作り出すクーロン場の中で運動している．すなわち，
化学現象はクーロン場で起こっている．電子と原子核の間のクーロン引力と，
電子間と原子核間のクーロン反発力（斥力）の 2 つが大きいが，電子相関

（electron correlation; 電子間の相互認識）などの微小な力も作用して，化学結
合が形成され，ある一定の形（構造）をもった分子ができる．さらに分子が集
合して液体，結晶などの多様な物質が形成される．分子同士の相互作用で複雑
な化学反応も起こる．化学結合の開裂や分子集団の崩壊を起こすもとになる斥
力もクーロン場で生じる．

このような化学現象の原因となる力を化学的相互作用力（forces of chemical 
interaction）という．主な化学的相互作用力は次の A〜E の 5 つに分類され，
引力だけではなく斥力も含まれる．
A．化学結合力（chemical bonding forces; 引力）

この力は，電子の波動関数の重なり領域（相互作用領域）における電子の交
換（非局在化）によって生じる引力である．原子間の共有結合（covalent 
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bond）やイオン結合（ionic bond）を生む力となる．イオン結合は，NaCl など
の正負イオン間に生じるクーロン力による結合であるが，原子間の波動関数の
相互作用がほとんど無い特殊な結合であり，共有結合と同じ形成機構で生じる．
B．ドナー・アクセプター相互作用（donor-acceptor interaction; 引力）

ドナー・アクセプター相互作用（略して D-A相互作用）は，配位結合，電
荷移動相互作用（charge-transfer interaction; CT 相互作用），酸と塩基の相互
作用，分子内の結合間の安定化相互作用（超共役）など，分子の世界では普遍
的に見られる安定化相互作用（引力）である．この力は化学結合力と比較する
と弱いが，機構的には同じで，電子の波動関数の重なり領域（相互作用領域）
における電子の交換（非局在化）によって生じる引力である．
C．交換斥力（exchange repulsion; 斥力）

電子の波動関数のうち，電子で完全に満たされた軌道（被占軌道; occupied 
(filled) orbital）どうしの相互作用によって生じる不安定化相互作用であり，近
距離ですべての原子・分子に共通して作用する斥力である．この力は電子間の
クーロン斥力とは機構的にまったく異なる力であり，波動関数の相互作用にお
いて，電子の（波動関数の間における）交換によって生まれる斥力なので交換
斥力と呼ばれる．この力は，別名，交換反発（exchange repulsion），パウリ
斥力（Pauli repulsion）とも呼ばれ，物理化学ではファンデアワールズ反発

（van der Waals repulsion），有機化学では立体反発（steric repulsion）などさ
まざまな呼び名で呼ばれている．
D．ファンデアワールズ力（van der Waals forces; 引力）

分子間において比較的近距離で生じる双極子間の静電的な弱い引力である．
電子相関（電子の間の相互認識）によって生じ，純粋に量子力学的な力である．
電子の相関（相互認識）が関係するので，量子力学的な力（電子の波動関数が
関係する力）であるが，波動関数の重なり領域での電子交換とは無関係に生じ
る力である（原子軌道の間の相互作用によって生じる力ではない）．ポテンシ
ャルは距離の 6 乗に反比例し，配向力（orientation force），誘起力（induction 
force），分散力（dispersion force）の 3 つに分類される．このうち，通常，分
散力がもっとも大きいのでファンデアワールズ力といえば分散力を意味するこ
とが多い．
E．静電相互作用（electrostatic interaction; 引力と斥力）

化学結合に関与する原子上の部分電荷（d+, または d-）の間またはイオン
（+または-）の間に作用するクーロン引力（異符号電荷間の場合）またはク
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ーロン斥力（同符号電荷間の場合）である．部分電荷の間の力は弱い．イオン
間の力はかなり強く，異符号電荷のイオンの間では，強いクーロン引力が作用
し，通常，共有結合より強い．

以上の A〜E の 5 種類の力がもとになって化学のさまざまな現象が起こるが，
本書の目的は，これらの力のうち，A〜Cの 3 種類の量子力学的な力が生まれ
る原因と機構を理解し，分子や分子集団の構造・性質・反応性など，さまざま
な化学現象を，分子軌道法を使って統一的な視点で理解することである．

1. 2　分子軌道法のすすめ 

1. 2. 1　原子価結合法と分子軌道法
現代化学の柱は原子価結合法（valence Bond Method; VB 法）と分子軌道法

（MO 法）の 2 つで成り立っている．しかし，現在，VB 法は MO 法ほど使わ
れなくなった．Lewis 式の化学結合論，Pauling の共鳴理論（resonance theo-
ry），VSEPR モデル（原子価殻電子対反発モデル; valence shell electron pair 
repulsion model）など，ボンド（結合手）を使って化学現象を理解し，予測
する VB 法には，それなりの正当性と有効性はあるが，大きな限界があること
をわきまえなければならない．

VB 法では，分子構造を単結合や多重結合で書き表し，電子の動きを屈曲矢
印で表現する．共鳴理論が「電子論」として現代化学に大きな実りをもたらし
たことは高く評価しなければならない．しかし，それを利用するときには，そ
の限界もしっかりわきまえる必要がある．この論理体系は分子構造の表現方法
としては非常に優れているが，電子の性質や挙動を表現する体系としてはきわ
めて不十分である．「ボンド」という「記号」に過大な意味を持たせてしまっ
たことによって，現代化学には，特に共鳴理論や有機電子論の利用法に関して，
大きな限界や矛盾が噴出している．

1. 2. 2　MOの実在性
MO 法では，「MO は原子軌道（atomic orbital; AO）の集合によって生まれ

る」と仮定し，集合体のエネルギーが最も安定になるように AO 間の相互作
用を考える．もちろん，MO 法は近似だから仮定であることに異論はないが，
現代化学において，MO 法が化学現象の説明に成功している事実から，MO は，
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仮説であるにしても，実在するとみなしてよいだろう．
【参考 1. 1】に示すように，MO の実在性は，分光学やフロンティア軌道論，

Woodward-Hoffmann 則，そのほか種々の実験により証明されている．共鳴理
論に基礎を置く電子説（電子論）から決別し，「実在するMOを使って議論す
る」．これが最先端の研究・教育を担う化学者の哲学でなければならない．

1. 2. 3　共鳴理論の限界
ボンドを使った化学現象の説明，たとえば共鳴理論（resonance theory）に

は大きな限界がある．原子の位置を変えてはならない，一度に 2 個の電子を動
かす，長い結合の共鳴構造は存在率が小さい，などの「公理＝仮定」に従って，
屈曲矢印を動かせば，手軽で便利なので，有機化学では「有機電子論」として，

【参考 1. 1】　N2分子の HOMOの直接観測
分子の全電子密度の実測は X 線回折法や電子線回折法などで古くから行

われているが，MO の位相情報を含んだ 3 次元画像を得る方法は技術的に非
常に困難とされてきた．最近，レーザー光学技術の発展により，電子の波動
関数の直接観測が可能となった．分子に高強度レーザーを照射すると，トン
ネルイオン化過程により，MO の一部がもぎ取られてイオン化したような状
態になるが，レーザー電場の方向を変えると加速されて，もとの分子のほう
に広がりながら戻って再衝突する．再衝突時に戻ってくる電子が，残ってい
る MO と相互作用すると高次高調波（軟 X 線の一種）の光が放出される．
この高次高調波のフェムト秒（fs; 10–1 s）レベルの時間分解スペクトルが
MO の位相情報を含んでいる．

図 1. 1 は，この方法で得られた窒素分子の HOMO(vp)の 3D イメージで
ある．左に示す実測の MO のトモグラフィー（3D 画像）は計算で得られた
MO の形と同じである．この実験により，MO が実在することが証明された．
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図 1. 1　N2 の HOMO（vp）の 2 次元断面図の画像（左）と計算による MO（右）
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反応機構を考えたり，予測したりするときによく使われる．無機化学でも化学
種の安定性について，電子の非局在化をベースに議論するには共鳴理論は使え
るが，しばしば予期せぬ落とし穴にはまって思考停止に追い込まれることがあ
る．共鳴構造は「極限構造（ultimate structure）」と呼ばれ，現実には存在し
ない構造とみなされる．量子化学が未発達な時代に考え出された概念だから仕
方がないとはいえ，適用限界があまりにも狭く，しばしば判断に迷い，途方に
暮れてしまうことがある．私たちは，このような「化学の理論」の限界を仕方
のないものと考え，おとなしくあきらめてしまいがちだ．しかし，量子化学が
発達した現在，その盲点や限界をしっかり認識しながら利用する必要がある．

共鳴理論の限界の一例を示しておこう．この例は，我々が，化学の学習にお
いて，全幅の信頼を置いている共鳴理論の「普遍性」を見事に裏切る例である．
1965 年にまとめられた Woodward-Hoffmann 則の周辺環状反応（pericyclic 
reaction）の 1 つに Diels-Alder 反応がある．1-シアノ-1, 3-ブタジエン（1）
とアクリル酸（2）の Diels-Alder 反応の主生成物はオルト体である．共鳴理
論でこの反応の配向選択性を予測してみよう．
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次式に示すように，共鳴理論で予測すると，メタ体が主生成物となるはずで
ある．1と 2の共鳴構造では末端の炭素上にプラスの電荷が来る共鳴構造式

（1b, 2b）が描けるのでオルト体は生成不可能であると予想される．この反応
例では完全に共鳴理論が破綻する．
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このように共鳴理論を使って何かを予測しようとすると，とんでもない予測
に導かれることがしばしばある．共鳴理論の公理（仮定）に，それほど根拠が
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ないからである．この反応の配向選択性はフロンティア軌道論で矛盾なく説明
できることがわかっている（第 11 章 11. 10 節参照）．

共鳴理論は，量子化学が未発達な状況の下で緊急避難的に編み出された概念
である．これまで共鳴理論の問題点は理論化学者によりしばしば指摘されてき
たが，現在に至るまで，特に有機化学の分野では，必要不可欠な考察手段（有
機電子論）としてその威力を発揮してきた．しかし，残念ながら，化学現象の
解析には使えないことが，さまざまな例で明らかにされている．ベンゼンが安
定なのは，等価な Kekulé 構造が 2 つ書けるからではない（第 5 章参照）．
Woodward-Hoffmann 則に登場する有機化学反応の立体選択性の説明には共鳴
理論はまったく役に立たない．共鳴理論は，量子化学が未発達な状況下で，実
験結果から帰納的に提案された概念であり，適用範囲に大きな限界があること
に注意しなければならない．共鳴理論は量子論的正当性があるといわれている
が，Pauling も，その著（The Nature of the Chemical Bond, Cornell Univ. 
Press, 1939）で告白しているように，自然の真相ではないのである．

1. 2. 4　VB法からMO法へ　――　古典的化学理論は限界
共鳴理論の化学教育における役割は大きかった．VB 法によって，化学は格

段に学びやすくなったという意味で，現代化学の発展に重要な役割を果たした
と言える．しかしその限界は明瞭である．VB 法は基礎化学教育には，いまだ
不可欠の概念であり，将来的にも一定の教育的役割を担うであろう．しかし，
ここまで量子化学が発達した今日，VB 法だけで話を済ませるわけにはいかな
い．分子構造の表現など，VB 法の長所をうまく活かしながら，MO 法を中心
に化学現象を理解するというのが最も賢明な選択であろう．

MO 法は複雑で難しいと思われている．それは，原子と原子をボンド（線）
でつないで化学結合を表す原子価結合法（VB 法）に私たちが慣れきっている
からである．私たちは，単結合にボンドを 1 本，多重結合に 2 本とか 3 本のボ
ンドを引いて分子構造を表す．L. Pauling が 1932 年に発表した共鳴理論をベ
ースにした化学結合論（The Nature of the Chemical Bond, Cornell University 
Press, 1939）や分子構造を考えるための VSEPR モデル，そして Ingold-Robin-
son 方式の有機電子論などの「化学の理論」が常識となっているからである．

確かに，VSEPR モデルも共鳴理論も有機電子論も，分子の構造や反応を考
えるには，私たちの頭脳感覚にフィットし，分子にあたかも手があると考えて，
けっこう複雑な化学現象でも，分子模型を利用して考えることができるので，
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とても便利である．MO 法の計算で出てくる分子軌道（MO）に比べれば，共
鳴理論をベースとする電子論は感覚的に理解しやすく，しかも，分子模型を使
えば化学現象を格段に考えやすくなるというとっておきの利点がある．
VSEPR モデルが主張するボンド間反発による不安定化を最小化するだけで分
子の最安定構造は決まらない（第 8 章・第 9 章・第 12 章参照）．共鳴理論や有
機電子論は自然の真相を記述するための理論としては，あまりにも不完全であ
る．分子に実在するのは，分子を構成する原子の原子軌道（AO）の集合体で
あり，その集合体が作る分子軌道（MO）である．

VB 法の長所を活かしながら，MO 法を学ぶ．これが本書の哲学である．

1. 3　定性的MO法のすすめ

1. 3. 1　現代化学は定性的MO法で創られた
現代化学における分子軌道法（MO 法）の重要性は，MO 法の歴史に見るこ

とができる．MO 法は，量子力学の発祥地であった欧米で生まれ，欧米と日本
で量子化学として開花した理論である．わが国では，福井謙一を中心とする京
都学派（京都大学工学部）が先駆的役割を果たした．化学の歴史において，
MO 法は現代化学発展の強力な駆動力の役割を担ってきた．その主役が定性的
MO法（qalitative Mo theory）である．

MO 法がドイツの E. Hückel（1896-1980）によって化学の分野で使われ始
めたのは，今から 1 世紀前の 1920 年代である．MO 法を使って，r電子共役
系の理論を提唱し，かの有名なヒュッケル則でベンゼンの安定性（芳香族性）
を見事に説明した．当時の化学の分野を震撼させた画期的な成果であり，以来，
世界中の多くの化学者・物理学者がヒュッケル MO 法（HMO 法）や芳香族性

（aromaticity; 第 5 章）の問題に注目するようになり，わが国でも HMO 法に
関する多くの専門書が書かれている．現代化学の基礎教育において HMO 法は
必須のテーマとなり続けるであろう．

MO 法が化学の分野で本格的に威力を発揮し始めたのは，わが国のノーベル
化学賞受賞者福井謙一（1918-1998; 当時京都大学工学部教授）が 1952 年にフ
ロンティア軌道理論（第 11 章）を発表してからである．化学反応の経路が，
分子表面の MO であるフロンティア軌道のエネルギー準位と空間的広がりに
よって決まっているというのである．化学者たちは，ますます MO 法の魅力
にとりつかれた．それからかなり経って 1964 年に Cornel 大学の Roald Hoff-
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