平成 28 年度「基礎化学結合論」補足プリント 10（前期木曜 3 限・大瀧）
2016/08/01
【第 11 回（2016-07-21）にもらった質問についての Q&A】
質問件数のまとめ（一人で複数分野に質問している場合があるので、合計は質問人数とは合
わない）
1. 定期試験の範囲・形式・内容について ······························ 36 件
2. MO ダイヤグラムについて ············································· 12 件
3. 混成軌道について ·························································· 5 件
4. シュレーディンガー方程式について ·································· 3 件
5. 教科書の記述について ···················································· 3 件
6. 1 件ずつの雑多な質問 ··················································· 23 件
Q1. 「定期試験の範囲・形式・内容について」
試験範囲はともかく、どんな問題が出るかと聞かれても答えるわけにはいかないのですが、
最近の学生さんは平気でこういう質問をするのでしょうか。
まず、改めて確認しておきますが、試験範囲は「講義でやったところ（補足プリントを含
む）」です。教科書で言うと、最初から 6.4 の終わりまで（p. 37 の 3 行目から p. 39 の不確定
性原理の手前までを除く、6.1.2、6.2、6.3 も除く）です。また、持込は不可です。
原子軌道のエネルギーの数値をいちいち覚えておく必要はありません（水素の–13.6 eV く
らいは覚えておこう）が、軌道エネルギーが原子番号や主量子数 n に伴って、どういうふう
に変化するかという傾向を理解しておくと、色々な判断がしやすいと思います。
また、
「教科書の演習の解答が欲しい」という要望をいくつかもらいましたが、この教科書
には解答は付属していません。自分で調べるなり考えるなりして下さい。大学の教科書では、
問題の答えが付いていないのは珍しいことではありません。
Q2. 「MO ダイヤグラムについて」
いくつか大事な質問があったので、分類して答えます。
Q2-1「MO ダイヤグラムの書き方がわからない。機械的に書けるのか？」
基本のキは、等核二原子分子（特に O2〜Ne2 の第二周期後半）です。同じ原子同士なので、
同じ原子軌道同士は必ず相互作用して、元の原子軌道よりエネルギーの低い結合性分子軌道
とエネルギーの高い反結合性分子軌道に分かれます。結合軸の方向に軌道の重なりが大きい
s 軌道同士と pz 軌道同士はσ軌道を形成し、結合軸と軌道の方向が直交しているために軌道の
重なりが小さい px と py 軌道はそれぞれπ軌道を形成します。
軌道の分裂の度合い（どのくらい上下に分かれるか）については、次のように考えます。
①取りあえず上下にほぼ均等に分裂する。
②軌道の重なりが大きいほど分裂は大きい。したがって、分裂の大きさはσ軌道＞π軌道。
③内殻軌道（第 2 周期なら 1s 軌道）の電子は、原子核の電荷に強く引きつけられているので、
相手の原子軌道とあまり重ならないため軌道の分裂も小さい（結合にあまり寄与しない）。軌
道のエネルギーも、価電子に比べるとずっと下の方に下がっている。
④原子軌道間のエネルギー差（1s と 2s の間、2s と 2p の間など）は（最低次の近似としては）
軌道の分裂より大きい。
これらの指針だけで、次ページのダイヤグラムは問題なく機械的に書けるはずです。ただし、
これは最も単純化したモデルです。
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Q2-2「MO ダイヤグラムへの電子の詰め方がわからない」
電子は、パウリの排他原理とフントの規則にしたがって、ひたすら下の準位から順番に詰
めていきます。原子軌道の数と分子軌道の数は等しいので、例えば 1s 軌道が閉殻である第 2
周期元素では、上図の分子軌道の 1σg と 1σu には全て電子がスピンを反平行にして詰まるので、
これらの軌道は結合に寄与しません（これらの軌道の結合次数は 0）。上図の 1πu や 1πg のよ
うに、エネルギーが等しい軌道が複数ある（縮退している）場合には、電子はなるべくスピン
の向きが揃うように（スピン量子数が最大になるように）できるだけ別々の軌道に入ります。
Q2-3「分子軌道の番号のつけかたに統一的なルールはあるのか？」
絶対的なものはない、というのが答えです。とはいえ、一般的に使われる方針は、ある程
度決まっています。分子軌道の古典的な命名法として、「[番号]+[軌道の種類]+[対称性の記
号]」という方法があります。ここでの[番号]は、軌道の種類（対称性別）ごとの通し番号な
ので、σg、σu、πu、πg のそれぞれに下から通し番号が付きます。上図の軌道ラベルの左側が
この方法です。
問題は、この通し番号をどこからつけるか、にいろいろと流儀があることで、上の図 5.11
では一番下の 1s 由来の分子軌道から順に番号をつけていますが、内殻軌道を省略したダイヤ
グラムでは、ダイヤグラム中の一番下の軌道を 1 とする（これより下の軌道の原子間結合へ
の寄与を無視する）こともよくあります。そんな例をいくつか見つけたので載せておきます。

どれも 1s 軌道由来の分子軌道は省略されています。左は O2 の MO ダイヤグラムですが、図
5.11 と同じラベルの付け方です。一方、中央と右は N2 ですが、2s 由来の軌道を 1 番目として
ラベルを付けています。さらに、中央は図 5.11 と同じくσg とσu を別々に数えていますが、右
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は結合性と反結合性を区別しないで通し番号を与えています。かくのごとく、人や本によっ
てラベルの付け方はまちまちなのが実情ですが、議論しているなかで軌道の区別がつけばい
いという立場の人も多いので、これらの命名法に絶対的なものはありません。
もう一つの良く使われる命名法は、
「 [軌道の種類]+[元になった原子軌道]+[反結合性なら
*]」という方法です。これだと通し番号はないので、どこから数えるか悩む必要はありませ
んが、対称性の情報は明示されません。なお、等核二原子分子の場合の対称性は、σ軌道では
結合性が g で反結合性が u、π軌道では結合性が u で反結合性が g と決まっているので、σ
とσ*を区別しなくても、対称性の記号を書いておけばわかる（べき）という暗黙の了解があ
ります。図 5.11 の軌道ラベルの右側がこのやりかたです。世間では、これらの折衷型や混在
型も使われています。対称性の記号と反結合性の*の両方を示している親切な（教育上はよく
ないのか？）例もありますね。
異核分子になると、結合がそもそも点対称性を持ち得ないので gerade と ungerade の
区別がなく、σ軌道とπ軌道でそれぞれ通し番号をつける、というのが普通です。結合性と反
結合性の区別ができる場合は、反結合性軌道には*をつけることが多いです。
Q2-4「分子軌道同士の相互作用で上下が入れ替わるのは、どういう場合に起きるのか？」
まず、一番単純化して考えているのが図 5.11 ですね。この状態から核電荷が減少して 2s-2p
軌道間のエネルギー差が小さくなってくると、補足プリント 07 や 08 でも説明したように、
対称性の同じ分子軌道同士の相互作用が無視できなくなり、2σg と 3σg、2σu と 3σu が相互作
用して、低い方の 2σg と 2σu がさらに下がり、高い方の 3σg と 3σu がさらに上がって、結果的
に 3σg と 1πu の順番が逆転します。この様子を下の図に示します。赤い軌道同士（σg）、青い
軌道同士（σu）のエネルギー差が相互作用によりさらに上下に拡がる状況を示しています。π
軌道は相互作用する相手がいないので、エネルギーはほとんど変わりません。N2 以前の元素
では、この相互作用は 3σg が 1πu の上まで上がるほど強いということです。

この右側の状況は、第 2 周期では O2、F2、Ne2 を除いた Li2〜N2 の前周期等核二原子分子の
場合です。さらに、第 3 周期以降では内殻電子が第 2 周期より多いために、核電荷がより強
く遮蔽されているので、全ての元素で右側の状況が成立していると考えられます。結果的に、
O2、F2、Ne2 の場合だけ、最も単純な図 5.11、それ以外の等核二原子分子は全て図 5.12
のようになっていると考えられます（第 3 周期以降なら 2s と 2p の代わりに 3s と 3p などで
考える。ただし、d 軌道も絡んでくるので、それには別の注意が必要）。
Q2-5「相互作用の線はどう書くのか？多すぎてどう考えるのかわからない」
たしかに、
「ぱっと見、線が多くてわけわかめ」状態ですが、落ち着いて考えればたいした
ことはないですよ。例えば、最も単純に考えた図 5.11 に比べて、二次の相互作用まで考えた
図 5.12（下図下に再録）はずっと複雑に見えますが、増えた線は破線で描かれていて、たく
さんあるように見えますが、左右は対称なので同じですから、片側だけ見ると 4 本しかあり
ません。
「4 本」の内訳は、上に書いたように「対称性が等しい 2σg と 3σg、および 2σu と 3σu
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の相互作用」です。相互作用は 2 つなのですが、分子軌道の元になっている原子軌道から線
を引くので、4 本になります。
たとえば「2σg と 3σg」では、2σg の元は 2s、3σg の元は 2pz ですね？これらの二次的な相互
作用は、2s→3σg、2pz→2σg と交差するように生じるので、2 本の破線が追加されます。これ
が下図左の赤線です。二つ目の相互作用「2σu と 3σu」については、元になっている原子軌道
からの相互作用は下図中央の青線になるのがわかりますか？両方合わせると下図右のように
なり、これは下図下の図 5.12 の破線と同じですね。

つまり、二次的な相互作用を MO ダイヤグラムに追加する方針としては、
④対称性が同じ分子軌道同士が相互作用するので、元になっている原子軌道から該当する分
子軌道へ追加の線を引く（相互作用なので、作用 1 つについて元の原子軌道が 2 つあると考
えると線が 2 本追加される）。
面白いことに、これらの二次的な相互作用は、このプリント p. 2 下の図では全て違った描
かれ方をしていますので、図 5.12 と比較しながらもう一度見てみましょう。
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上図の上左は、一次相互作用のみの場合ですね。上中央では、
「2σg と 3σg」の 2s→3σg（図
中では 2σg）と、「2σu と 3σu」の 2pz→2σu（図中では 1σu）だけしか描かれていません。エネ
ルギー的に遠い 2s→3σu（図中では 2σu）と 2pz→2σg（図中では 1σg）の相互作用は相対的に
弱いので、図が煩雑になるのを嫌って省略したのでしょうか。
上右では、一つ目の相互作用「2σg と 3σg」については中央の場合と同じ扱い（2pz→2σg が
省略されている）ですが、二つ目の「2σu と 3σu」については 2s→3σu（図中では 4σ*）がちゃ
んと描かれています。このへんのポリシーは良くわかりませんが、おそらく量子化学計算の
結果から、無視できないと判断したのではないでしょうか。
★しばらく脱線しますが、この話からもわかるように、大学で教わる内容は、高校とは違っ
て「0 か 1」
（あるいは○か ）ではありません。たとえば「軌道間の相互作用があるかないか」
といえば、全ての軌道間に相互作用はあります。しかし、それをどこまで考えるかは、
「何の
違いを議論しているのか」に依存します。じゃあ、
「どこまで考えればいいか」を「どう判断
するのか」といえば、そのためにはこれまでの膨大な研究の蓄積を知っている必要がありま
す。つまり、
「自然（現実社会）は限りなく複雑で、それを扱う研究も限りなく深い。その深
みを（少なくとも必要とされる範囲までは）知って初めて、その判断ができる」のです。こ
ういうことは高校までの教育では教えません。教えてはいけないことになっているからです。
なぜ「教えてはいけない」のかには、いくつかの理由があります。一つは、極めて現実的
な事情として、大学受験の出題範囲を限定する必要があるからでしょう。もう一つは、そん
な「無限に複雑な」ことをいきなり教えられても、未熟な知性は混乱するばかりだからです。
自然は無限に複雑ですが、同時に階層構造を持っています。私たちも、それを階層的に順序
立てて理解していくことが早道です（ものすごい天才は一気に全てを理解するかもしれませ
んが）。
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同時に、
「こまけーことはどうでもいいんだよ（無視しても結論にはほとんど影響しない）」
ということも、場合に応じてたくさんあります。中学や高校では、ものごとの大勢を決める
最も重要なことがらについて学びます。ものごとの本質的な理解のためには、現実には存在
する細かい諸々の作用を無視して、「理想的な状況」を考える方がはるかに容易で賢明です。
この状況は大学でも変わらないのですが、細かいこと（高次の○○ということがあります）
があるのを知っていて無視するのか、知らないのか、の間には、無限の隔たりがあります。
高校までは、（誤解を恐れずに言えば）「知らない」ことを強要されます。なぜなら、知って
しまうと、
「どこまで考えればいいのか」の判断が必要になり、それができるだけの知識を教
えることは到底不可能だからです。「知らない」のですから、「間違っている」こともあるの
ですが、高校までは教える範囲の中でつじつまが合っている必要があるので、「（厳密には正
しくないという意味で）嘘を教える」こともあります。実は大学の低年次教育（この講義も
含めて）でも、厳密には正しくないことを教えるという状況はそれほど変わりません。
ただ、大学が高校と一番違うのは、
「○○はとにかく○○だ」と説明抜きで問答無用に教え
ることがあるところではないでしょうか。そこには、高校までのように「教えてはいけない」
という縛りがないことと、「本当のことを教える（でも理由はむずかしいのでまた後で）」と
いうスタンスがあるように思います。ですから、皆さんが「なぜ？」と考えることはとても
重要です。そこには無限に深い、未踏の学問的な深淵があるかもしれないからです。
私見ですが、高校までは、皆さんが「なぜ？」という疑問を極力持たないように、全てに
つじつまが合い、説明ができるように教えていると思います。それはそれでとても重要だし
必要なのですが、現実はそんなに単純ではないのです。それに直接触れるのが大学であり高
等教育です（教育学上の分類では高校までは中等教育）。大学ではしばしば、教わった範囲で
は理解できない諸々のことがらをいきなり学生にぶつけて、
「さあ、なぜだと思う？どう考え
ればいい？」という問題提起をします。「答えがない（見つかっていない）」ことを扱うのが
大学の本質なので、疑問を持つこと、自分で考えることが最も重要と見なされています。で
すから、疑問が生じることに不安を感じないでください。これからも、高校生から見るとい
い加減で説明が不足している（大学的には、
「知っている者の勝ち、あるいはわかっているの
だから良い」的な）話がいくつも出てきます。
ものごとに疑問を持ち、その答えを探す行為（何がわかっていて何がわかっていないかを
知り、どうすればわかっていないことがわかるかを考え、実行し、その結果を見てまた考え
る…）を学問的に行うことを研究といいます。なお、皆さんが本格的に研究に触れるのは、
おそらく学部の 4 年生になってからになります。
Q2-6：MO ダイヤグラムに関する細かい質問
◆「教科書では 2p 同士でσ軌道を形成する相互作用の線が必ず px 軌道から出ているが、こ
れでもいいのか？」
結合軸を x 軸方向に取っているのなら、正しいです。等核二原子分子では結合軸を z 軸方
向に取ることが多いので、その場合は厳密には pz 軌道から線を出すべきですが、厳密に描い
ていないこともありますし（いい加減ですね）、たとえばエチレンでは sp2 混成軌道の軌道面
を xy 平面とすることが多いので、その場合の結合軸は x 軸方向に取られるでしょう。
◆「結合性、反結合性、非結合性をどう見分けるのか」
等核二原子分子では明らかなのでいいのですが、異核の場合は、微妙なこともあります。
基本は、
「その軌道に電子が入ったときに孤立原子よりエネルギーが下がるのなら結合性、上
がるのなら反結合性、あまり変わらないのなら非結合性」です。CO の 3σ軌道なんかも、非
結合性にする人と結合性にする人がいて、表面上は意見が分かれていますが、何が真実かは
量子化学計算の結果や、さらには電子分光の実験結果で決まるので、意見の相違というより
は、どこまでの説明を含んでいる図か、ということでしょうね。以下に CO の MO をいくつ
か集めてみましたが、思いっきりバラバラです。以下、軌道のラベルは(a)に沿っています。
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(a) 4σを反結合性としている。

(b) 3σと 5σを非結合性、4σは結合性としている。

(c) 4σを結合性、5σを反結合性としている。

(d) 3σを非結合性としている。

(a)では、結合次数の計算から 4σを反結合性としていることがわかります。(b)は、3σを非
結合性、4σを結合性としていますが、5σも非結合性にしているので、結合次数は 3 で変わり
ません。(c)は 4σを結合性としている代わりに 5σを反結合性としていて、やはり結合次数は 3
です。(d)は(b)に近いですが、5σの扱いは微妙で、(a)ほど下がってはいないので、非結合性と
考えているのかもしれません（そうすると(b)と全く同じ）が、原子軌道とのエネルギー的な
上下関係は(c)とほぼ同じなので反結合性と考えているのなら、結合次数は 2 になります。一
般的には CO の結合は 3 重結合と考えられているので、多くのダイヤグラムはそれに合うよ
うに書かれている、ということになります。教科書は(a)と(c)の中間のような立場ですね。
◆「異核二原子分子の軌道エネルギーはどう考えればいいのか」
僕も講義で軌道の分裂の大きさを間違えたくらいなので、偉そうなことは言えませんが、
等核二原子分子のようにダイヤグラムだけで正解にたどり着くのは、おそらく無理がありま
す。まず軌道エネルギーの値が全くわからなければどうしようもないし、軌道間の相互作用
の大きさ（重なり積分や共鳴積分の具体的な値）がわからないと、分裂の大きさも判断でき
ません。結局、例によって「知っている者の勝ち」になっていて、教科書などであたかも自
明であるように「こうなるんだよ」と書いてあるのは、実はその裏に量子化学計算や実験結
果の蓄積があるのです。
じゃあ、それらの蓄積がない未知の問題は全く解けないかというと、教科書や補足プリン
トのいろんなダイヤグラムや数値の実例を見ていると、
「あの場合はこうだった、この場合は
こうだった。今回はこれがこのくらいだから、こんな感じじゃないかなあ」という見当はつ
くようになります。完全な正解でなくても、大まかには正しい結論が導けます。実際、僕た
ちも研究の過程で、「これはこうだからこうじゃない？」「いや、僕はこれがこうだからこう
思う」という議論をよくやります。最後は、
「よし、じゃあどっちが正しいか実験（計算）し
てみよう」ということになり、その結果を眺めて、
「ふーん、こうなるのか。これがこのくら
い効くのか。そうか、それはこれがこうなっているからだな」という具合に、ものごとの理
解が進んでいきます。
繰り返しになりますが、教わった範囲で必ず正解が得られる（ようにしなければいけない）
高校（大学受験）までと違って、大学（とそれ以降）では、手持ちの知識と理解だけでは導
けない結論を天下り的に教えられることがあります。それが真実だから教えるのですが、な
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ぜそうなるのかを正しく理解するためには、大学の学部 4 年間の教育では到底カバーできな
い、長い長い道程が必要なこともあるのです。
皆さんの立場では、まず「教わった範囲で正しい答えが得られるものは、確実に解答でき
るようにしておく」ことが重要です。これは僕たちから見れば、研究以前の大前提である基
礎学力があるか、ということになります。今回の異核二原子分子のように、問題によっては
習った範囲や与えられた情報だけでは判断しきれない部分が残ることもあるかもしれません。
その場合でも、大学では「教わったことの正しい理解ができていれば、ここまでは判断でき
るはず」という要求をします。なぜなら、それが大学の本務である研究、つまり未知の問題
を解決するということの本質だからです。
Q3.「混成軌道について」
3
◆「たとえば sp でφ1、φ2、φ3、φ4 と何個もあるのはなぜか」
教科書 p. 80 の式(6.17a〜d)のことだと思いますが、これはもちろん、sp3 混成軌道が全部で
4 つ（エネルギー的には全て等価だが、方向は違う）あるからです。教科書のすぐ上の図 6.9
右側の 4 個の sp3 混成軌道を式で書くとこうなるということです。

3

◆「sp 混成で
程がわからない」

となるのはわかるが、最終的に

という形になる過

１つの s 軌道と 1 つの p 軌道の混成で、
のように方向性が生じます
3
が、これだけでは sp 混成ですね。sp 混成では、1 つの s 軌道と 3 つの p 軌道を使う事により、
sp3 混成軌道が 4 つできます。しかし、これらの 4 つの sp3 軌道は同じではありません。

p 軌道には方向性があるので、px、py、pz のそれぞれについて正と負の向きを考えることがで
きます。これらの組み合わせのうち、座標軸の取り方によって等価とみなせるものを除くと、
教科書 p. 80 の式(6.17a〜d)のような組み合わせが残ります。φ1 を例にとって考えてみると、
全ての p 軌道は位相が＋のローブが座標軸の正の方向を向いているので、これらの足し合わ
せは、各座標軸の正の向きのまんなか、つまり下の図の左側で言うと原点から右斜め上の手
前方向を向きます（これを(111)方向といいます）。φ2〜φ4 について同様に考えると、最終的に
4 本の sp3 混成軌道が組み合わさって下の図の右側になることがわかります。ここで、図の引
用元が違うのでちょっと見にくいのですが、下図右の左下と右下のローブは座標軸の方向を
向いていないことに注意して下さい。ローブは破線で描かれた立方体の頂点を向いています
が、座標軸は立方体の頂点を通っておらず、立方体の各面の中央を貫通しています。

メタンの正四面体構造は、わかりやすいように C-H 結合の一つを真上の z 軸方向に向けて
描かれることが多いので、上の図とは軸の取り方が違っていますが、分子の向きは空間中で
固定されているわけではないので、座標軸の取り方は任意です。ｐ軌道の軸の取り方に基づ
いて sp3 混成の向きを考えれば上図のように、CH4 の分子構造をわかりやすく表現するために
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は、混成軌道のどれかを座標軸の方向に取ることが多いということです。前回配った補足プ
リント 09 の 09-6 ページ下の図では、こういった座標軸の取り直しに配慮してか、一番下は
座標軸が表示されていませんし、下図でも中段の座標軸の取り方は上段とは異なっていて、
軌道関数の式とは直接対応していません。

2

◆「教科書 p.81 の図 6.12 で sp 軌道の形成後に、一番左上に 2pz が一つ残っているのは
どういう意味か」
2s 軌道から 2p 軌道に電子が昇位し、電子が 1 個ずつ入った 2s 軌道 1 個と 2p 軌道が 3 個で
きます。図 6.12 の左側はこの昇位の後を描いています。この図の「昇位」の矢印は「昇位し
た」ことを意味していて、これから 2s の電子が 2p に昇位するのではありません。その意味
では、図 6.9 の矢印とは意味が違っています。このうちの 2s 軌道 1 個と 2p 軌道 2 個を使って
sp2 混成軌道 3 個ができるので、混成に使われなかった 2p 軌道が 1 個残ります。ここでは sp2
混成軌道の軌道面を xy 平面に取っているので、残った 2p 軌道は 2pz になります。これは下図
のように sp2 混成軌道面に垂直かつ C̶C 結合軸に直交しているので、二つの C 原子間でπ結
合を１つ形成します。

◆「アセチレンの 3 重結合のうち、π結合が 2 つになるのはなぜか」
上の質問への答えと同様ですが、アセチレンの C 原子は sp 混成軌道を形成しているので、
教科書 p. 82 の図 6.14 のように（この図では、「昇位」の矢印は図 6.9 と同じく「これから昇
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位する」ことを示しています。統一されていませんね）、昇位によって電子が 1 個ずつ入った
2s 軌道 1 個と 2p 軌道が 3 個でき、そのうちの 2s 軌道 1 個と 2p 軌道 1 個を使って sp 混成軌
道 2 個ができるので、使われなかった 2p 軌道が 2 個残ります。この 2 個の互いに直交する
2p 軌道（図 6.14 では結合軸を x 軸に取っているので 2py と 2pz 軌道）が、図 6.15 のように 2
つのπ結合を形成します。図 6.15 には 2 個の炭素原子間に形成されるπ結合が二つとも描かれ
ています（2p 軌道は一つの炭素原子から 2 個、合計 4 個が使われる）。1 つの炭素原子から二
本出ている灰色のローブは、2py と 2pz 軌道のものが 1 本ずつです。四つ葉のクローバーみた
いな形が一見 3d 軌道と似ていますが、このクローバーは二つの直交する p 軌道を重ねて描い
たものです。
ここで注意して欲しいことは、図 6.14 下のアセチレンの sp 混成軌道は、形が 2p 軌道と
よく似ているように見えますが、その本質は全く違うということです。

p 軌道の形は上図のとおりですが、波動関数の位相は片側のローブが＋、反対側が‒で、形が
対称なローブ 2 本で 1 個の軌道です。一方、sp 混成軌道では、下図のように s 軌道と p 軌道
の混成のしかたによって非対象な sp 混成軌道が 2 個でき、これを 2 個まとめて描いたのが図
6.14 下です。

ですから、sp 混成の場合には、180 の角度で両側に大きく張り出して描かれている 2 本のロー
ブは sp 混成軌道 2 個分で、どちらも位相が＋です。
これに対して、sp 混成に加わらずに残った 2p 軌道は、軌道 1 個について位相が＋と‒の 1
組のローブが張り出します。この様子を示しているのが下図で、青のローブが＋位相、赤の
ローブが‒位相を示しています。x 軸方向の sp 混成軌道の‒位相のローブ 2 本は隠れて見えな
いことに注意してください。xyz 方向に軌道が同じように突き出しているように見えますが、
x 軸方向には sp 混成軌道が 2 個逆向きに出ているのに対し、y 方向と z 方向には、それぞれ 1
個の p 軌道があるだけです。
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これをアセチレン分子について示したのが上図です。分子の結合軸（sp 混成軌道が向いて
いる方向）を z 軸に取り直したことに注意しましょう（よくあることです）。1 個の炭素原子
から両側に張り出した 2 個の sp 混成軌道は、1 個が水素原子の 1s 軌道とσ結合を、もう 1 個
が反対側の炭素原子の sp 混成軌道とσ結合を形成します。赤丸が炭素原子の価電子（2s・2p
電子）、白丸が水素原子の 1s 電子を表しています。残った p 軌道（炭素原子あたり 2 個）は、
向きが結合軸と直交しているので原子間で大きく重なることができず、軌道の向きと直角方
向に炭素間でπ結合を 2 つ形成します。2 つの炭素原子の 2px 軌道同士、2py 軌道同士でそれぞ
れ 1 個ずつのπ結合を形成します。
ひとつのπ結合は下図のようです。p 軌道では位相が＋と‒のローブが両側に張り出してい
ますが、電子対の共有は＋位相側だけを考えるので、＋と‒の 2 本のローブが 1 組でπ結合ひ
とつになります。したがって、アセチレン分子のπ結合は二つになります。

◆「エチレン分子において、σ結合とπ結合は区別ができるか？」
エチレン分子は教科書の図 6.13 にあります。「区別ができるか？」の意味がよくわかりま
せんが、「エネルギー的に違いがあるか？」という意味であれば、sp2 軌道と pz 軌道のエネル
ギーは違い、それらからできる結合性軌道と反結合性軌道のエネルギーもそれぞれ違うので、
MO ダイヤグラム上では区別できます。エチレンの MO ダイヤグラムの概略は、下図のよう
になります。sp2 軌道のほうが pz 軌道よりエネルギーが低いこと、σ結合はπ結合よりも相互作
用が強いことを考えれば理解できると思います。
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◆「sp 混成の条件。多原子分子かどうかや、異核の結合があるかどうかなど」
sp 混成というよりは、混成軌道の考え方一般についての質問だと思いますが、そもそも混
成軌道は、原子価結合法において、メタンやエチレンなどの有機化合物の構造を説明するた
めに、ポーリングによって人為的に導入された概念で、いわば説明のための一種の便法です。
だから、
「これこれの条件の下では混成軌道が生成する」わけではありません。原子価結合法
では 2 価であるはずの炭素原子がメタン分子では 4 本の等価な C-H 結合を形成していたり、
エチレンが二重結合を持つ平面構造だったりする場合に、「これは sp3 混成だ、これは sp2 混
成だ」と考えれば矛盾なく説明できるというものです。
仮想的な分子 X-Y-Z を考えてみましょう。原子価結合法では、原子 X の価電子は原子 Y の
価電子とともに結合 X-Y を形成し、結合 Y-Z には関与しません。すなわち、電子はそれが由
来する原子の結合に関与する、ことばを変えると「電子は局在する」と考えます。これは、
今まで学んできた価電子の概念と一致し、直感的に理解しやすい考え方です。ところが分子
軌道法では、X、Y、そして Z の三つの原子の価電子は、その由来に関係なく、三つの原子の
原子核が作る場から計算される分子軌道のどれかに収容されると考えます。X-Y 結合には原
子 X と原子 Y の価電子だけでなく、直接隣り合っているわけでもない原子 Z の価電子も関与
していると考えるのです。つまり、電子ははじめから「局在していない」と考えるのが分子
軌道法です。
メタンやエチレンやアセチレンがどんな分子構造を持ち、C-C 結合の強さがどうなってい
るかは、現実が全てであり、実験的観測によって決定されます。分子軌道のエネルギー準位
も、C-C 結合の電子分布も、現在では実験的に測定できます。分子軌道法では、分子構造も
含めたこれら全てを分子全体での電子エネルギーの最適化によって求めようとします。それ
を実験事実と突き合わせて矛盾がなければ、分子軌道計算に用いたモデルはその範囲で正し
いのです。分子構造や電子状態がなぜそうなるのかと問われれば、「それが一番安定だから」
というのが答えになります。
一方、ルイス構造やオクテット則から発展してきた原子価結合法は、分子を化学結合のと
ころで切断し、個々の原子と価電子の状態から想定される「原子価状態」と呼ばれる一種の
分子パーツを考えます。たとえば H‒や‒O‒がこれに相当します。そしてこれらの原子価状態
を組み合わせて分子を作り上げる過程で、σ結合やπ結合の概念を使いながら個々の原子の軌
道や混成軌道を組み合わせて、共有結合で構成された分子像を実験結果と矛盾しないように
組み上げていくことになります。この考え方は、官能基を取り換えていくことで多様な分子
を合成する有機化学とたいへんよくマッチします。
分子軌道法でも二原子なら分子の構造は比較的容易に考えることができますが、三原子以
上となるとその取り扱いには計算が必要になります。また、その計算結果も直感的には理解
しにくい表記になります。分子軌道法でメタンの分子軌道を考えると、
「炭素原子の価電子 4
個と水素原子の価電子計 4 個の総計 8 電子が、節面のない s 軌道のような分子軌道 1 つと、
節面が 1 つある 2p 軌道のような分子軌道 3 つの計 4 つに収まり、全体を包む」ことは分かり
ます。しかし、軌道と原子間結合が一対一対応しないので、メタンの性質や反応をこの分子
軌道からどう議論すればいいのかはさっぱり見えてきません。

「この電子でこの結合ができる」という、軌道と結合が一対一対応した原子価結合法の考
えは、メタンのように電子が局在しているととらえた方がよい場合、きわめて好都合です。
一方、ベンゼンのπ電子のように環全体に広がっているととらえた方がよい場合には、共鳴の
考えを導入して非局在化していると考えます、しかし，局在することを前提にしている考え
方なので、
「非局在化」している場合にはどうしても矛盾が出てきます。分子軌道法でははじ
めから電子は局在するとは考えないので、
「非局在化」した系を無理なく記述できます。芳香
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族性についてのヒュッケル則はその代表例です。
混成軌道の概念は、今日では有機化合物の構造を「合理的に説明する」有効な経験則であ
ると考えられています。混成軌道理論は有機化学の不可欠な部分であり、一般的に上級の有
機化学教科書では、分子軌道理論と共に説明されます。しかし、分子軌道法に比べると定量
的計算には実用的ではありません。さらに、配位化学や有機金属化学において結合に d 軌道
が関与する場合には、問題は特に顕著になります。遷移元素化学において混成軌道理論を用
いることは可能ではありますが、一般に正確ではないと考えられています。
Q4．「シュレーディンガー方程式について」
シュレーディンガー方程式はどこまでわかれば（覚えれば）いいのか、さらにはシュレー
ディンガー方程式は結局なんのためにあるのか、などの質問をもらいました。そのお気持ち
はわかりますが・・・。
この講義は量子力学や量子化学の講義ではないので、講義の中心はシュレーディンガー方
程式そのものではなく、化学結合（原子間結合）の本質である「結合形成による電子のエネ
ルギーの低下（安定化）」がなぜ起こるか、について、古典的な「電子対の共有」が、現代的
な量子力学によってどのように記述され、どのように本質的な理解を導いたか、を理解して
もらうことにあります。シュレーディンガー方程式に関しては、この講義はあくまで入口（の
最初の一歩）に過ぎません。ただ、
「なぜああ書けるのか」の理解は別として、知識として「シ
ュレーディンガー方程式はこう書くものだ」
「方程式の各項は（なぜそうなるかは完全には理
解できなくても）こういう意味がある」というところはわかっていて欲しいと思います。
シュレーディンガー方程式の意味は各自で考えてもらいたいところですが、ボーアの原子
模型が水素の発光スペクトルを説明するためにいくつかの仮定を必要としたのに対し（それ
でも画期的ですが）、量子力学は、シュレーディンガー方程式と境界条件だけからそれらを全
て導けたことには、自然界と物理学、そして数学の関係が織りなす計り知れない深淵がある
と思います。
Q5.「教科書の記述について」
◆「式(3.13)のΨは何を表しているのか」
補足プリント 01 でも書いたように、この教科書では波動関数の記号が統一されていません。
このΨは、その前の(3.12)までのψに対応しますが、ψが一つの粒子の波動関数であるのに対し、
これはおそらく系全体の波動関数を意味しています。分子で言えば原子軌道ψに対する分子軌
道Ψという感じだろうと思います。
◆「式(3.5)の exp はどういう意味か」
これがわかっていなかったとすれば、大変だっただろうと思います。講義の最初のほうで
もひとことは言ったと思うのですが、これは指数関数を意味します。「exp(x)」=「ex」です。
上付きにすると字が小さくなってしまうので、複雑な式が指数に入る場合にはよく使われる
表記法です。でも、こんなことはクラスメートに聞けば済むことではないでしょうか。なぜ
わからないまま今まで放っておいたのか、不思議というか残念というか。なお、平面波の式
が複素数表示でなぜこう書けるかについては、補足プリント 02 に詳しく書いてあります。
◆「式(4.10)で dr はどこに行ったのか」
半径 r と r+dr の間に挟まれた球殻の体積は 4πr2dr です。その中に電子を見出す確率が D(r)dr
であるとすると、これは関数 D(r)に微小半径 dr をかけたものなので、D(r)自体は動径分布関
数とよばれて式(4.10)のようになります。式(4.10)には dr は入らず、これを dr の区間で積分し
たものが確率になるということです。
◆「式(4.13)の<r>はどう求めたのか」
これは、ns 軌道の波動関数から動径分布関数を求めて計算すると出てきます。導出はこの
教科書の範囲を超えるので、「こうなる」ということを知っておいてもらえばいいです。
◆「p.73 図 5.22 のσ2 はσ2*ではないのか」
CO の分子軌道の話なので、上記の Q2-6 の説明でも言及しています。教科書のσ2 は 10-7
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ページの 4σに相当します。4σを結合性としているのは(b)(c)(d)ですが、教科書と同じダイヤ
グラムはここにはありません。図 5.22 でそのまま（σ2 をσ2*と考えずに）結合次数を求める
と 5 になってしまうので、σ3 が結合性のままでいいのなら、σ2 はσ2*の誤植である可能性が高
いです。でも、異核二原子分子では結合次数や結合性・反結合性の定義自体が曖昧になるの
で、量子化学計算の結果などから「σ2 やσ3 をσ*とは明記したくなかった」可能性もあります
ね。このへんは著者に確認しないとわかりません。
以下、1 件ずつの質問。大まかに教科書に出てくる順に並べてあります。
◆「p. 28 のボーアの前期量子論で、式(2.7)の左辺と右辺は何を表しているのか」
式(2.7)は

mυ r =

nh
2π

で、この左辺は質量 m の粒子が速度 v、半径 r で等速円運動してい

るときの角運動量です。力学の教科書をご覧下さい。右辺は、角運動量（すなわちエネルギー）
が量子化の単位を h 2π (= ) として、その整数倍になっていることを意味しています。なぜ
量子化の単位が h 2π になったかというと、結果が実験と整合するようにボーアが定数 h の
値を決めたからで、これは後にプランク定数とよばれるようになりました。
◆「s 軌道、p 軌道ってなんですか」「なぜ軌道名が abcd ではなく spdf なのか」
最初の質問については、s 軌道は主量子数 n = 1 の原子軌道、p 軌道は n = 2 の原子軌道と答
えておきます。原子軌道で一番エネルギーが低い軌道と 2 番目に低い軌道といってもよい。
これが実際にどういう性質を持つかは、シュレーディンガー方程式を解くことで得られます。
教科書第 4 章の 4.1 を読み直して下さい。
二つ目の質問については、spdf はそれぞれ sharp、principal、diffuse、fundamental の略です。
この命名は分光学上の歴史的経緯によるものです。ここまでは、たいていの教科書に書いて
ありますね。水素原子の発光スペクトルの系列は 19 世紀末から 20 世紀の初めに発見されて
いましたが、他の多くの原子について発光スペクトルの分光学的な理解が大きく進んだのは
1960 年代になってからです。当時はスペクトルを写真の乾板に記録していました。最も単純
な水素原子に似ている原子として、アルカリ原子の蒸気からの発光スペクトルが盛んに研究
されました。Na の発光スペクトルの実際の露光結果を見てみると、下図のようになっていま
す。これらの輝線のうち、強度が強く、強度と輝線間の間隔が波長の逆数とともに規則的に
漸減していく様子が、水素原子の発光スペクトル（バルマー系列）とよく似ている系列があ
り、principal（主要な）series とよばれました。これらにはスペクトルの上側にラベル（波長
はÅ単位）が付いており、一番左の方の Na D 線として知られる発光線が非常に強いことがわ
かります。

また、水素には見られない他の系列のうち、下側に短い直線のラベルが付いているのは、乾
板上での線幅が極めて狭かったので sharp（鋭い）series、長い直線のラベルが付いたものは前
二者に比べると散漫に露光されたので diffuse（ぼやけた）series とよばれました。さらに波長
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の長い赤外域で見出されたもう一つの系列は、最も波長が長いことから fundamental（基礎的
な）series とよばれました。これらの輝線スペクトルの系列は、今日では下図のようなエネル
ギー準位間の遷移によるものであることがわかっています（波長は nm 単位）。輝線スペクト
ルのラベルにある波長を探してみると、たとえば sharp 系列の 6160.73Åと 6154.21Åは、Na
の 5s→3p の遷移によるもので、s 軌道からの遷移に帰属されることがわかります。

◆「オクテット則を満たさない分子でも、MO ダイヤグラムを考えれば電子配置がわかるの
か」
正しくは「オクテット則で説明できない分子でも、MO ダイヤグラムなら説明できる」と
いうべきでしょう。MO ダイヤグラムはあくまでダイヤグラム(模式的な線図)であり、これを
正しく書く（書いたものが正しいことを検証する）ためには、現在までの分光学や量子化学
計算の知見が使われています。どこからか現れた天才が、予備知識が 0 のところから、論理
的思考力だけであれを書き上げたというわけではありません。むしろそういった状況に近い
のはシュレーディンガー方程式で、あれはシュレーディンガーが物質波と波動方程式を組み
合わせてかなり直感的に導いたと言われていますが、あの簡単な微分方程式を、なんの予備
知識もなく数学的に解くだけで、実験と完全に合致する水素のスペクトルが得られたわけで
す。当時としては（現在もですが）驚嘆すべきことといえるでしょう。
◆「結合次数は何を示すものか？」
分子軌道論において、原子間の正味の結合性を簡単に決めるために定義されたものです。
オクテット則や原子価結合法から求められる原子間結合の数（一重、二重、三重）に相当し
ますが、整数である必要はありません。結合次数から、原子間の結合の強さ（安定性）がわ
かります。


の形になるのか」
2
量子力学では物理量を演算子で表現します。二つの演算子に対して、AB − BA ≡ [ A, B ] で定

◆「ハイゼンベルグの不確定性原理はどうして Δx ⋅ Δpx ≥

義される [ A, B ] を交換子、この等式を交換関係といいます。交換子も演算子です。補足プリン
ト 04 の 04-4 ページにも書きましたが、古典力学ではどんな物理量についても AB − BA = 0（交
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換可能）ですが、演算子の場合は 0 にならないことがあります。
簡単のために一次元で考えます。量子力学では、運動量は p̂ = −i

∂
、座標 x をかけるとい
∂x

う演算子は x̂ で表します。 [ x̂, p̂ ] という交換子が任意の f(x)という関数に作用するとして、演
算子 x̂ 、 p̂ についての交換関係を計算してみましょう。

"
#

" d%
" d d %
d%
'& f (x) = −i $# x̂, '& f (x) = −i $# x̂ − x̂ '& f (x)
dx
dx
dx dx
"
%
= −i $ x f ((x) − ( x f (x))( ' = −i "# x f ((x) − ( f (x) + x f ((x))%& = if (x)
#
&

[ x̂, p̂] f (x) = $ x̂, −i

したがって、 [ x̂, p̂ ] = i
という交換関係が得られます。
物理量 Â 、B̂ の期待値からのずれをそれぞれ ΔÂ 、ΔB̂ とするとき、任意の量子状態に対し、

(ΔA)2 (ΔB)2 ≥

1 #
Â, B̂%&
$
2

という不等式が成り立ちます。ここで左辺は Â 、 B̂ の標準偏差の積、右辺は交換子です。量
子力学で記述される粒子の位置 q̂ と運動量 p̂ の間には、上記のように交換関係 [ q̂, p̂ ] = i が成
り立っているので、上記の不等式は

(Δq)2 (Δp)2 = Δq ⋅ Δp ≥


2

となります。詳しいことは量子力学の教科書を見て下さい。
◆「ポテンシャル井戸のポテンシャル V が 0 か だけという極端な値になるのはなぜか」
これは、ある領域に閉じ込められた電子の波動関数を計算するときに、計算を簡単にする
ために最も単純な例としてポテンシャル無限大の井戸を考えているだけです。普通はこの次
に有限のポテンシャル井戸の計算に進みます。ポテンシャルが有限の場合は、量子効果（トン
ネル効果）による電子のにじみ出しが生じ、井戸の外でも電子の存在確率は 0 ではありませ
ん。この例は、どんな量子力学の教科書にも必ず書いてあります。
◆「規格化の意味と、教科書 p.34 の式(3.17)が成立する理由がわからない」
シュレーディンガー方程式を解くことにより、その固有関数として電子の波動関数ψを求め
るときに、微分方程式の解は定数倍しても解ですから、絶対値が決まりません（たとえばボー
2

ア半径などの定数も決まらない）。しかし、実際の電子の波動関数ψは、その絶対値の 2 乗 ψ
が電子の存在確率を示すという物理的意味があります（と解釈されています）。ということは、
2

電子は必ず空間のどこかに存在するはずなので、 ψ を全空間で積分すると 1 にならなけれ
ばいけません。この条件を課して、積分の結果が 1 になるように定数倍するのが、この講義
で言う規格化という作業です。よく規格化定数とよばれているのは、この定数倍の値です。
式(3.17)は、この規格化の意味を式で表しているだけです。積分変数に 1, 2, …と添字がつい
ているのは、そのページの下の方に書いてあるように、粒子 1、粒子 2、
・・・に対応します。
全粒子についての積分で規格化しているのは、この波動関数が 1 電子の波動関数ψではなく
「系全体の」波動関数Ψであるからで、もちろんこれは考え方としては全く正しい式なので
すが、教科書の他の部分は 1 電子について書いてあるので、個人的にはこの書き方は初学者
の混乱を招きかねない不要な一般化だと思っています。
◆「なぜψ(r, θ, φ)は R(r)、Θ(θ)、Φ(φ)の積で表せるのか」
教科書 p. 41 の式(4.6)ですね。「表すことができる」のは、変数分離できるからで、その詳

10-16

細な計算は省略しましたが、どうやってどういう解が得られるか、については、補足プリン
ト 04 の 04-3 ページに書いてあります。
◆「第 4 章の方位量子数 l や磁気量子数 ml は、どこから出てきたのか」
上記のように極座標系に変数分離するときに、境界条件を決めるために導入した定数とい
うのがその大元です。同じく補足プリント 04 の 04-3 ページをご覧下さい。実際には、方位
量子数は軌道の方向性を決めていること、磁気量子数は磁場中でこの値に応じて軌道エネル
ギーが変化すること等の理由から、これらの名前が付けられました。詳しいことは量子化学
の教科書を見て下さい。
◆「シュレーディンガー方程式を解くにあたって、ψを sinkx や coskx とおいているが、この
k はなにか」
この k は、電子を平面波と考えているので、その波数（波長の逆数）です。この部分は教
科書の p. 31〜33 にあたると思いますが、3.1.2 までは一般の平面波を扱っています。3.1.3 の
式(3.8)で、波長λをド・ブロイの物質波の式を使って運動量 p に置き換えるところで「電子を
波として取り扱う」話になっています。補足プリント 02 の 02-2 ページも見て下さい。
◆「1s や 2s の軌道の式はどこから出てきたのか」
1s 軌道の波動関数の具体的な表式は教科書の式(4.8)、2s 軌道は式(4.11)にあります。これら
をまとめたものが補足プリント 04 の 04-3 ページの表 4.1 です。水素原子のシュレーディン
ガー方程式は解析的に解く（厳密解を求める）ことが可能ですが、その方法は完全にこの講
義の範囲を超えます。量子化学の教科書にも書いていないかもしれないので、量子力学のき
ちんとした教科書を見て下さい。正直なところ、僕も自分で解いたことはありません。
◆「第 8 回のクイズで、分割された空間というのは、ローブの内部のことを指すのか」
そう考えてしまうと、大きな間違いです。講義でも何度も言っていますが、ローブは電子
の存在確率の空間分布を視覚的に表現するために描くもので、ああいう「風船みたいな」入
れ物や何かの境界があるわけではありません。ローブの描き方自体も多様ですが、例えば電
子の存在確率が 90%になる点をつなげた等確率面（その内部に電子が見出される確率が 90%
という面）などが良く使われます。空間は波動関数の節面（電子の存在確率が常に 0 である
点の連なり）で分割されていて、その節面の間で電子の存在確率の分布を形状として描いた
のがローブです。したがって、ローブが節面を横切ることはありません。しかし、ローブが
ないからといって、そこが必ず節面とは限りません。例えば 1s 軌道のローブは球状ですが、
球状のローブの外側に節面があるわけではありません。1s 軌道は節面を持ちませんから。
◆「ICl の MO ダイヤグラムで。I の 1s〜4d 軌道はどうなっているのか」
N2 や CO の MO ダイヤグラムにおいて 1s からできる分子軌道が省略されることがあるのと
同じで、①内殻軌道は核電荷に強く引き寄せられているため、原子間の軌道の重なりが小さ
いので、生成する分子軌道の分裂（重なり積分や共鳴積分）も小さく、さらに反結合性軌道
まで電子が完全に詰まっているので、原子間結合への寄与は無視できる。②ICl のような異核
分子の場合には、異種原子間で軌道エネルギーが一致することはまずない（もしあっても①
の理由でほとんど相互作用しない）ので、分子軌道はほぼ原子軌道の性質をのこしたまま、
非結合性軌道となる。③最外殻軌道とのエネルギー差も大きいので、分子軌道間の相互作用
も無視できる。という理由で、普通はいちいち考えません。どうなっているかというなら、
電子が完全に詰まった非結合性軌道が、互いに大きく離れながら原子軌道のエネルギーの順
番で下から順に並んでいることになります。
◆「I の 5s 軌道のエネルギーが Cl の 3s 軌道のエネルギーより少し高いのは、何をすれば
調べられるか」
量子化学計算をしてみるのが一番確実ですが、量子化学の詳しい本を探せば、軌道エネル
ギーの表ぐらいは出ていると思います。ぜひ探してみて下さい。
◆「原子軌道のエネルギー差が 20 eV や 25 eV の場合、相互作用を無視してもよいか」
講義でも言ったように、またこのプリントの 10-6 ページにも書いたように、どこまで考え
るかは、
「何の違いを議論しているのか」に依存します。結局は程度問題なので、ここで「よ
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い」とは言えません。そういう例が実際にあった場合には、まず計算をしてみる（そのほう
が早いから）、次に実験によって実際のエネルギー準位を確認することになります。それがで
きるまでの間は、
「エネルギー差が 20 eV や 25 eV もあるのだから、相互作用が無視できると
仮定すると、こうだ」と言っておくしかないでしょう。なお、試験ではそんな判断に困るよ
うな問題は出しません。
◆「電子がスピンする理由」
今回の最も難しい質問です。電子が実際に自転しているわけではありませんが、電子を含
む量子的な粒子が持っている、粒子が自転していると考えると理解しやすい性質（内部自由
度）を、スピン（厳密にはスピン角運動量）といいます。
「なぜ」と理由を問われるなら、
「自
然界はそうできている」としかいいようがありません。ニュートンの運動方程式が「なぜ」
成立するかという質問に答えがないのとおなじです。
◆「分子の形状から、その後付けとして理論が作られたような印象（特にメタンの正四面体
構造についての混成軌道）だが、その逆に、結合論からどのような分子が作れるかの予言の
ようなものはないのか」
やや誤解を与えたところがあるとすれば、混成軌道の概念は、このプリントの Q3 にも書
いたように、まさしく原子価結合論においての後付けです。その意味で、私の講義は、分子
軌道論と原子価結合論の区別をあまり明確にしないままで混成軌道の話をしてしまいました。
反省を込めて、Q3 の最後に解説を書きましたのでご覧下さい。
一方、分子軌道論では、メタンをはじめとする簡単な分子については、一切の経験則を用
いることなく（第一原理計算法あるいは ab initio 法といいます）正しい分子形状を得ること
ができます。どんな複雑な分子でも理論的には可能ですが、計算時間が莫大になるので、そ
の兼ね合いで限界が決まります。計算機がどんどん速くなっている現在、この限界は拡がり
つつありますが、計算量は電子数に対して指数関数的に増大するので、いまだに大きな系の
計算にはなにかの工夫が必要です。ともかく、分子軌道論では、決して後付けではなく、分
子の形状や電子のエネルギー準位を計算から求めることが可能です。ただし、シュレーディン
ガー方程式の厳密な解が得られるのは水素と水素類似原子だけ（つまり電子が 1 個だけの系）
なので、それ以外については何らかの省略をする必要があります。その省略が結果に影響し
ないことは、実験結果と突き合わせて矛盾がないことを確認するしかありません。
分子軌道論による分子合成の予測は、製薬分野をはじめとする広範な領域で広く利用され
ています。現在のドラッグデザインは、90%以上が量子化学計算によるものだとも言われて
います。また、現実には存在しない分子について、その構造や性質を予測することも行われ
ています。この場合は、実験との照合が難しくなりますが、たとえば短寿命の化学種などに
ついて、計算による予測が先行し、科学技術の進歩によって実験が可能になって予測の正し
さが証明されたという例もあります。
以上。
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