化学構造のエネルギー分布

21

化学構造のエネルギー分布
＊

大

野

公

＊

一

Energy Distribution of Chemical Structures
Koichi OHNO*
Energy distribution of isomers with a given chemical composition, such as H 2CO2, BCNOS,
H3CNO2, and H4C2O2, has been studied by the GRRM method using an anharmonic-downwarddistortion (ADD) following algorithm. Explored structures by GRRM were compared with those by
Molgen, which very quickly generates structural isomers based on the valence theory. It is demonstrated
that valence structures exist only in the lower energy region of the sigmoid curve, whereas in the higher
energy region there appear many non-valence structures, which can be explored systematically and
efficiently by the GRRM method.

１．は

じ

め

に

ルギー、夏季の熱エネルギーなど、時間的に変動するた

自然界において、エネルギーは万物の変化の原動力と

め、必要に応じたエネルギーの利用に必ずしも適してい

して重要な働きを担っており、生命体の生存と活動にエ

るとはいえない多様なエネルギーを、貯蔵し、随意に利

ネルギーは必須の役割を果たしている。高度に発達した

用できることが望まれている。そうしたエネルギーの貯

文明を保有する人類社会において、エネルギー源を如何
にして獲得し活用するかは、喫緊の課題である。また、

蔵に、図１に示した異性体のエネルギー変化を応用し、
「ゼロ原料補給」「ゼロ廃棄物」を実現するためには、目

人類がその生活の場としている地球において、環境を破

的とするエネルギー変化以外のプロセスが、起こらない

壊せず資源を枯渇させずにエネルギーの有効利用を推し

ことが必要であろう。ねらった通りに反応が進まなけれ

進めるには、どのようにすればよいか。その方策を追究

ば効率が低下し、また余計な反応の中に解離反応があれ

することが求められている。

ば、解離生成物が廃棄物となってしまう恐れが生じる。

人類は、数世紀前から化石燃料の燃焼熱をエネルギー

同じ化学組成の異性体には、高エネルギーのものも低

源として大量に利用してきており、資源としての化石燃

エネルギーのものもある。異性体のエネルギー分布は、

料の枯渇が懸念されるとともに、燃焼過程で放出される

どうなっているのか。また、異性体の中には、そこから

二酸化炭素による環境破壊が問題となっている。逆に、
光合成などの炭酸同化作用によって、二酸化炭素を有用
な物質に転換する反応が知られており、二酸化炭素の反
応を利用してエネルギー資源枯渇と環境破壊の問題解決
をはかる方策の開発が試みられている。
一方、エネルギーの吸収・放出に際し、外部からの物
質の補給や、外部への物質の廃棄をまったく伴わない反
応過程を利用する方法はどうであろうか。異性化反応で
は、反応に関係する物質の化学組成がまったく変化しな
いので、物質の補給や廃棄を伴わない。すなわち、異性
化反応を利用すれば、必然的に「ゼロ原料補給」「ゼロ
廃棄物」が実現され、理想的な「エネルギー貯蔵物質」
が得られる可能性がある。
風力、潮力の力学エネルギーや、日射による光学エネ
2013 年 3 月 1 日 受理
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Fig. 1. An ideal energy storage system using isomerization reaction
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の反応経路が非常に多数開けている場合やごく少数に限

原子の原子価は、水素１、酸素２、窒素３、炭素４と決

られているものもある、個々の化学組成について、どの

まっている。また、探索対象の構造は、すべての原子が

ような異性体が存在し、それらがどのように反応するか

原子価を満たして結合しているものに限定されている。

を、実験によって探求するのは一般に簡単ではないが、

このため、HCN として、Molegen は構造式が H － C ≡

筆者らが開発した反応経路自動探索法［1-3］を用いる
と、量子化学計算に基づいて理論的に調べ尽くすことが

N で表せるシアン化水素のみが可能な構造であり、H －
N ≡ C に相当するイソシアン化水素は対象外となってい

できる。

る。

本稿では、化学物質が保有するエネルギー、すなわ
ち、化学エネルギーを有効に利用する方策を探るための

一方、GRRM では、量子化学計算で求められるポテ
ンシャル表面上に存在する極小点を探索しているため、

基盤情報の提供を目的として、個々の化学組成に可能な

Molgen とは異なり、立体異性体が区別され、原子価を

化学構造（異性体）が保有するエネルギー分布を調査

満たさない構造も自動的に探索される。

し、その解析によって認められた特徴について報告す

GRRM と Molgen では、表１に示されているように、
探索される化学構造の数が大きく違ってくる。表１に含

る。

まれる結果のうち、H6C6（ベンゼンを含む）について

２．調 査 方 法

は、GRRM による探索がまだ終了していないが、見出

個々の化学式であらわされる異性体を、Gaussian プロ

された構造の数は、GRRM では 1500 を超え、Molgen

グラム［4］による量子化学計算に基づいてリストアッ

で予想された 217 種類を遥かに超えている。また、多く

プし、そのエネルギー分布を調べるために、反応経路自

の場合、Molgen で予想される原子価構造は、GRRM で

［5］を用いた。比較のため、
動探索プログラム GRRM11

はほぼすべてが探索されている。したがって、GRRM

伝統的な原子価理論に基づいて化学構造を調べる情報化

を用いると、伝統的な原子価理論で予想できる化学構造

［6］を利用した。
学の代表的手法である Molgen 4.0

はもとより、原子価を満たさない化学構造を調べ上げる

本研究で対象とした化学式及び GRRM と Molgen で自

ことができる。

動探索された異性体数を表１に示す。Molgen の場合は、
化学結合のつながり方が同じであれば、立体構造の違い
は区別されないので、Molegen の異性体数は、「構造異

３．異性体のエネルギー分布

図２は、H2CO2 について探索された平衡構造（EQ）

性体」とよばれるものの個数である。 GRRM と Molgen

の数の積算値を、GRRM で得られる構造のエネルギー

の違いの比較に入る前に、まず、Molgen では、どのよ

に 対 し て プ ロ ッ ト し た も の で あ る。H2CO2 に つ い て

うに化学構造をリストアップするか、その特徴について

GRRM で探索された構造（○印）の総数は 13 種類であ

ふ れ て お く。Molgen で 考 慮 す る 化 学 結 合 は、Lewis-

り、そのうち最安定構造（ギ酸 HCOOH の異性体の一

Langmuir の原子価理論に基づく原子価構造であり、各

つ）のエネルギーを 0 として、相対的なエネルギーを横
軸にとっている。最安定構造よりわずかにエネルギーの

Table 1 Number of isomers listed by GRRM and Molgen

Chemical formula

GRRM

Molgen

HCN

2

1

H2CO

4

1

HCNO

9

3

BCNOS

122

35

H2CO2

17

2

H2C2O

14

3

H2C2O2

50

9

H3C2N

19

5

H3CNO

30

5

H3CNO2

157

15

H4C2O2

118

10

>1500

217

H6C6

高い異性体もギ酸 HCOOH である。Molgen で得られる
構造は、ギ酸（対応する GRRM の構造は２つ）とジオ
キシラン（エネルギーが低い方から６番目で約 400 kJ/

Fig. 2. Energy distribution of isomers of H2CO2
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mol の構造 ) の２種類のみであり、その他の異性体は、
原子価理論では予想できていない。Molgen ではエネル
ギーの大小はまったく不明であるので、GRRM で得ら
れ た 構 造 の う ち Molgen の 構 造 に 相 当 す る も の を、
GRRM でのエネルギーを横軸にとり、Molgen の構造の
通し番号を縦軸にとって、図中に × 印で示した。EQ の
通し番号 n=1, 2, 6 は原子価理論に従う構造（原子価構
造）であるのに対し、n=3, 4, 5 は、炭素原子に OH 基が
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直 線 形 の S ＝ B － N ＝ C ＝ O で あ る。GRRM で は、 エ
ネルギーの増加とともに、折れ曲がりや環状構造や枝分
かれをもつ、原子価構造以外の構造が多数探索される
が、1000 kJ/mol あたりで、分布が頭打ちになっており、
BCNOS の異性体の最高エネルギーは約 1200 kJ/mol で
ある。
こうした特徴を、より鮮明に読み取るために、他のい
くつかの化学組成についても、異性体のエネルギー分布

２個結合したがカルベン構造になっており、炭素原子の

を調べた。図４に H3CNO2、図５に H4C2O2 について得

原子価が満たされていない。400 kJ/mol 以上の高エネル

られた結果を示す。

ギー領域に現れる n=7~13 の異性体は、O － O 結合をも

図４では、アミノ基とカルボキシル基が直接結ばれた
構造をもつ H2N － COOH が最安定構造であり、OH 基

つ過酸化物である。
図２において、原子価構造は低エネルギー領域にあ

の向きを変えただけのものがその次に安定な異性体であ

り、GRRM では、原子価を満たさない構造が多数探索

る。よく知られた異性体であるニトロメタンは原子価を

されていることがわかるが、探索された構造の数が多く

満たさない異性体であり、300 kJ/mol 付近に存在する。

ないため、GRRM と Molgen の特徴を明確にはつかみに

400 kJ/mol 以上の領域には、O － O 結合をもつ過酸化物

くい。

や OCON ４員環構造をもつ異性体が多数出現し、700

そこで、図３に 122 種類の異性体をもつ BCNOS につ

の通し番号をとって、エネルギー分布をプロットした。

kJ/mol を超えると分布が頭打ちになる傾向が認められ、
最高エネルギーの異性体は約 1100 kJ/mol である。
図５は、化学式が H4C2O2 で表される異性体のエネル
ギー分布である。最安定構造は、CH3COOH で表される

図３の例では、GRRM および Molgen で探索される構造

酢酸の異性体の一つであり、その次に安定な異性体は

についての特徴がかなり明瞭に読み取れる。Molegen で

OH 基の向きの異なる酢酸異性体である。３番目に安定
なものは、ギ酸メチル HCOOCH3 の異性体の一つであ
る。Molgen で得られた原子価構造は約 400 kJ/mol 以下
の領域に集中している。400 kJ/mol を超える領域には、

いて調べた結果を示す。ここでも、横軸には最安定構造
からのエネルギー差をとり、縦軸には平衡構造（EQ）

得られる原子価構造（×印）は、500 kJ/mol 以下の低エ
ネルギー領域に集中している。最安定構造は、直線形の

S ＝ C ＝ N － B ＝ O であり、２番目に安定な異性体は、

Fig. 3. Energy distribution of isomers of BCNOS
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Fig. 4. Energy distribution of isomers of H3CNO2

Fig. 5. Energy distribution of isomers of H4C2O2

O － O 結合をもつ過酸化物や COCO ４員環をもつ環状

を呈した分布関数の特徴を示し、最安定構造付

構造の異性体が多数現れている。最高エネルギーの異性

近では構造数が少なくやや離散的であるが、エ

体は、約 1000 kJ/mol であり、それ以上高エネルギーの

ネルギーの増加につれほぼ連続的になり、最高

異性体は存在しない。

エネルギー付近では再び構造数が低下してやや

以上の例から、異性体のエネルギー分布について、以
下の特徴が見出された。
（１） 最安定構造から最高エネルギー構造へと、積分
型分布曲線の典型であるシグモイド型（S 字型）

離散的になる。
（２） 最高エネルギー構造と最安定構造のエネルギー
差 は、 お よ そ 1000 kJ/mol（800 ～ 1200 kJ/

mol）であり、単結合数個分の解離エネルギー

化学構造のエネルギー分布
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（結合エネルギー）に相当する。系のサイズが

軸にし、横軸を平衡構造（EQ）の積算数としてプロッ

大きくなれば、一般にこのエネルギー差は拡大

トしたエネルギー分布図を BCNOS の場合について図６

すると予想されるので、原子数で規格化する

に示す。

と、１原子当たりのエネルギー差は 130 ～ 240

kJ/mol 程度となった。

Molgen で求められる原子価構造の多くは低エネル
ギーの領域に分布しているが、これをエネルギー領域の

（３） 原子価構造は、低エネルギーの領域（おおむね

区分で見ると、熱領域には原子価構造のみが存在し、光

400 ～ 600 kJ/mol 以下）に分布している。最安

領域には、原子価構造と原子価を満たさない構造とが混

定構造は原子価構造であるが、エネルギーの増

在し、光領域を超える高エネルギー領域では原子価を満

加とともに原子価を満たさない構造が現れ、高

たさない構造が支配的となる。

エネルギー領域では、原子価を満たさない構造
だけになる。
（４） 異性体全体に占める原子価構造の割合は、15 ～

25% 程度であり、原子価を満たさない構造が、
原子価構造の 4 倍～ 7 倍程度存在する。

内部回転などの結合の組み換えを含まない構造変化に
よる異性化反応は、熱領域で極めて容易に進行し、通
常、そのような異性化反応で相互変換する異性体どうし
は平衡混合物として得られる。また、結合の組み換えに
要する活性化エネルギーが、室温もしくは加熱すること
で、比較的容易に得られるような反応は、熱領域におい

４．異性体と熱エネルギー・光エネルギー

て進行する。いくつかの結合の組み換えを必要とする異

異性体のエネルギー分布を、通常の化学反応が行われ

性化反応のうち可視光の照射で進行する反応は、図の光

るエネルギー領域と比較してみると興味深い特徴が認め

領域で起こる。こうした熱領域や光領域のエネルギーに

られる。室温の大気中での反応では、通常、熱エネル

よる反応は、必要な実験条件が得やすいため、これらの

ギーが反応を支配する。この熱エネルギーの大きさは、

領域の原子価構造の合成はかなり容易であり、最安定で

0 ～ 150 kJ/mol の程度であるから、この範囲を「熱エネ

ない異性体も、一般によく知られている。なお、反応の

ルギー領域（熱領域）」とよぶことにする。一方、光

出発物質として、最安定でない原子価構造から出発すれ

（可視光）を照射することによって進行する反応では、

ば、300 ～ 600 kJ/mol 程度の領域にある異性体も、熱領

150 ～ 300 kJ/mol 程度の光エネルギーで反応が進行する

域や光領域のエネルギーが得られる実験環境で合成する

ことが多いから、この範囲を「光エネルギー領域（光領

ことは可能であり、この領域にも原子価構造のいくつか

域）」と呼ぶことにする。

が点在している。

これらのエネルギー領域と異性体のエネルギー分布の
関係を見るために、最安定構造からのエネルギー差を縦

以上の比較・検討から、原子価理論は、通常の実験環
境で実現が容易な化学反応で得られる生成物の総合的特
徴 か ら 経 験 的 に 得 ら れ た も の で あ る こ と が わ か り、

Molgen はそのような原子価構造をリストアップするの
に優れたツールであることが確認された。一方、GRRM
は、量子化学計算で得られるポテンシャル表面上の極小
点、鞍点および鞍点からのエネルギー最小経路を探索す
る手法として優れており、原子価構造の範囲には含まれ
ない多数の非原子価構造を自動的に見つけ出すことがで
きるため、未知の化学構造および化学反応の探求活動に
おいて、他の手法には見られない著しい特色があること
が確認された。

５．お

わ

り

に

異性化反応で放出され得るエネルギーは、5 － 8 原子
程度の化合物において、1000 kJ/mol 程度であることが
見出された。これはほぼ同数の原子からなる化合物の燃
焼熱の大きさと同程度である。燃焼反応の場合は、二酸
化炭素が放出されるため、それを回収する反応とうまく
組み合わせないと、環境および資源の観点から、大きな
問題が生じ得る。これに対し、異性化反応を利用する
Fig. 6. Energy regions in the distribution of isomers of BCNOS

と、ゼロ原料供給・ゼロ廃棄物という理想的なエネル
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文

ギーの貯蔵と取出しが実現できる可能性がある。
１世紀前に構築された原子価理論は、それ以前に人類

1)

が手にした化合物の特徴をまとめたものであり、現在で
も、エネルギー的に安定な異性体について、よく成立す
ることが確認された。一方、GRRM プログラムを利用
すると、エネルギー的に低エネルギー領域に存在する原
子価構造だけでなく、その数倍以上存在する高エネル
ギー異性体とその反応過程を自動的に探索することがで

2)
3)
4)

きる。
人類が利用し得る化合物は、原子価理論の枠内にとど
まるものではない。夢のエネルギー貯蔵化合物をはじ
め、有用な機能を保有する化合物が、まだ発掘されずに
大量に眠ったままである可能性がある。そのような未発
掘の高機能埋蔵物質の探索に、GRRM 法が活用される
ことが期待される。
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