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未知の反応経路を探せ
計算科学が導く新材料の創出
原子や分子の種類と個数を入力するだけで、コンピューターが生成物や反応過程を予測してくれれ
ば、新たな化学反応の発見や、革新的な材料の創出につながる。化学反応の経路と生成物を自動的
に計算、予測できる反応経路自動探索法の研究開発を進めているのが、北海道大学大学院理学研究
院の前田理教授だ。

ものづくりに役立つ化学反応
複雑な反応経路の理解に挑む

化学反応とは、酸素と水素が反応して
水分子ができるように、原子や分子同士
が結合したり、分解したりして構造を変
えることだ。合成繊維や薬品など身の回
りで使われる多くの材料や薬は、化学反
応によって作られている。
このため、全ての化学反応経路を解
明できれば、新たな反応を発見し、革新
的な物質や材料が創出できると期待さ
れる。しかし、実際の反応は非常に複雑
だ。常温や常圧で安定に存在する分子
同士を反応させて、構造を変えるには、
熱や圧力、光など、外からの力や触媒が
必要となる。さらに、最初に分子のどこ
の部分が分解して、どの原子や分子と
どのように結合するのかといった詳細
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な経路を調べることは容易ではない。
温度や圧力などの条件によっても変化
するため、全ての経路を調べ上げるこ
とは困難だ。
この難題に「量子化学計算」の力で
挑むのが、北海道大学大学院理学研
究院の前田理教授だ。量子化学計算と
は、原子の電子分布や座標をもとに、
分子の電子分布を計算し、分子の構
造や物性などを解析、予測する手法で
ある。
前田さんは原子や分子の種類や個
数、触媒などの組み合わせを入力する
だけで、自動的に反応経路とその生成
物を計算する反応経路自動探索法を
開発し、新材料の設計に生かそうとし
ている。これにより、膨大な数の実験を
繰り返し、試行錯誤に頼っていた経路
探索の大幅な効率化が期待される。

分子の位置を変数として系のエネル
ギーを表す関数がPESだ。
エネルギーの高低は等高線で表さ
れ、低くなっている領域は分子の安定な
構造（平衡構造、EQ）に対応している。1
つのEQから別のEQに移動する、つまり
構造が変化する反応の際には熱や圧力
など外部のエネルギーを借りて間を隔
てるエネルギー差（山）を越えていくが、
その際には複数のルートが存在する。出
発地点からゴールとなる生成物まで最
も少ないエネルギーでたどり付くルート
を探せば、多くの場合それが実際の反
応経路になる。
しかし、従来の方法では反応機構が
わかっているか、推定できる化学反応し
か解析できなかった。しかも、推定した
反応機構が正しくないと間違った解析
結果が出る。これでは系統的な解析や
信頼できる予測は難しく、新しい反応機
構を見つけることはできない。
「未知の反応経路も含めて自動的、網
羅的に探索できれば、より効率的に、新
たな化学反応を発見でき、材料開発に
革新をもたらすことができます。その実
現のため、反応経路自動探索法の研究
に着手しました」と前田さんは振り返る。

コンピューター上で力を加え
分子同士を反応させる

前田さんは、開発した人工力誘起反
応法（AFIR法）を「原子や分子をブロック

のように手でつかめたら、化学者はブ
ロック同士をひねったり外したりしなが
ら、最もくっつきやすい安定した場所を
探すでしょう。それを、コンピューター上
でできるようにしたのです」と説明する。
電子の分布には偏りがあり、分子同士

を近付けると反応しやすい部位同士は
反応し、そうではない分子同士は反発す
る。AFIR法では、向きを変えながら分子
同士を何度も押し付け、反発が少ないと
ころが見つかったらさらに力を加えて強
制的に反応させる。押し付ける力がPES
で山を越える力に相当し、反応が起こる
押し付け方がEQにたどり着く反応経路
に相当する。3つ以上の成分でも、考え
方は同じだ。

この操作を繰り返すことで、実際に起
こり得る反応経路を探索し、新たな安定
構造を見つけ出せる。途中経過につい
てもコンピューター上で確認でき、詳細
な反応メカニズムの解析が可能だ。発
見した安定構造を出発点として同様の
探索を繰り返せば、同一の化学組成で
得られる全ての反応経路を探索し、ネッ
トワークを明らかにできる（図2）。
「開発した2010年当時は、有機合成
反応のみを対象としていましたが、
CRESTでさまざまな分野の研究者と交
流を深める中、結晶構造や生体反応、触
媒の表面反応など、さまざまな化学反
応系に適用できるように改良しました。
この汎用性が最大の強みとなっていま
す」と前田さん。AFIR法を実装した化学
反応自動探索プログラムはウェブ上で
も公開され、世界各国の研究グループ
に利用されている（図3）。さらに産業界
からも注目を集め、自動車の排気ガス中
の有害物質の除去に用いる触媒の開発
など、共同研究も進めているという。

物質が発光するかを予測
発光材料の開発に期待

このAFIR法を光化学反応へ応用し、
発光、光異性化、光増感などの光機能を
持った分子の反応経路を自動探索した
のが、研究室のメンバーである原渕祐
助教だ。CREST開始当初から、自身がさ

きがけに採択されるまでの約2年間、研
究に参加していた。光機能性分子を研
究していた原渕さんは「AFIR法は発光
材料の開発に生かせる」と考え、研究に
着手した。
光によって励起された分子が基底状
態に戻る際、発光する経路と発光しない
経路のいずれかを通る。材料が発光す
ることを示すには、光励起直後の構造を
出発点とする経路を調べて、発光しない
経路が1つもないことを示す必要があ
る。しかし、数多く存在する経路を調べ上
げることは非常に難しい。そこで、AFIR
法を使って経路を予測したのである。
「候補物質が光りそうか否かを計算に
よって予測できるようになり、有望な材
料を効率的に探せます。AFIR法が実際
の材料探索に役立つことを示すことが
できました」と原渕さんは胸を張る。すで
に研究チームを離れているが「さきがけ
では開発した光反応の反応経路探索を
情報学と組み合わせ、発光材料研究の
基盤づくりをしたい」と意気込んでいる。

現実的な分岐のみを計算
実用に耐える基盤技術へ

AFIR法は網羅的な探索が可能だが、
反応経路がいくつも枝分かれし広大な
ネットワークを描くため、計算量が多くな
り時間がかかる。前田さんはさらに効率
よく経路の探索を行うため、計算量の圧
縮にも取り組み、ネットワーク上のどちら
の方向に探索を広げるかをナビゲートす
る速度定数行列縮約（RCMC）法を開発
した。「光反応の反応経路探索とRCMC
法が二大成果」と前田さんは話す。
RCMC法は、いくつもの枝分かれの
中から現実的に起こり得る分岐のみを
選んで探索を続ける、つまり不要な枝
を刈り込んで計算量を減らす技術だ。
新たな反応経路が見つかった際には、
その都度反応時間を算出し、予め設定
しておいた反応時間や温度の範囲内で
実現可能な反応かを判断する。指定し
た条件下では起こり得ない反応経路と
分子構造についてはそこで探索を止め
るので、計算量の大幅な削減が図られ
ただけでなく、実際の反応に合致した

経路を選び出すことができるように
なった。
「当時修士課程の学生だった住谷陽
輔博士研究員が第一著者となり、2015
年に論文を発表しました。その後も改
良を重ね、完成したのは18年11月で
す。汎用性が高く、AFIR法と並んで反
応経路自動探索の根幹をなす手法と
なっています」と前田さん。複雑すぎて
計算が難しかった、Aという反応物とB
という反応物を混ぜて得られる生成物
Cの予測も可能になった。「実際の実験
結果が予測の結果とよく一致すること
も確認しています。これは私の長年の
夢でしたので、大きな手応えを感じてい
ます」と目を輝かせる。
CRESTでの研究を振り返り、「応募当
時は助教だったにもかかわらず、採択し
てくださった山本尚研究総括には感謝
しています。領域アドバイザーのコメン
トや共同研究により視野が広がり、研究
を大きく発展させることができました」

と語る。18年度からは世界トップレベル
研究拠点プログラム（WPI）北海道大学
化学反応創成研究拠点で拠点長を務
める他、今月からはERATOプロジェク
トを率いるなど、日本の理論化学を牽
引している。ERATOでは「化学反応創
成知能」を掲げ、さまざまな分子や触媒
の組み合わせで得られる反応経路を
データベース化し、目的物を効率よく合
成するための反応経路や反応物の組み
合わせを迅速に導き出し、提案するシス
テムの構築を目指す。
実験結果を理論的に解釈する手段

だった量子化学計算。今後は予測結果
を実験によって実証する時代がやって
くると前田さんは考えている。「20年も
すれば、人間が思い付かないような化
学反応を提案する人工知能も実現でき
ると信じています。それにより材料開発
や創薬のスピードは飛躍的に向上する
でしょう。失敗してもめげずに、未来の
化学を形にしていきます」。

量子化学計算で経路を探索
位置エネルギーの地図を描く

量子化学計算は計算科学の急速な発
展にも後押しされ、化学反応を解析する
ための重要なツールになっている。反応
に伴う原子や分子の動きをコンピュー
ターで解析し、反応過程の可視化や反
応に必要なエネルギーの計算が可能に
なった。
反応経路を考える上で重要になるの

が、ポテンシャルエネルギー曲面（PES）だ
（図1）。原子は固有の位置エネルギーを
持つが、複数が集まると結合したり、引き
合ったりして変化する。例えば、水分子を
構成する酸素原子と2つの水素原子を
「く」の字型に配置するか、無理やり直線
型に配置するかでエネルギーは異なる
のである。このように系に関わる原子や

左側のポスターの前田さんの顔は、さまざまな分子構造を並べて
作られている。修士課程2年の恒川佳諒さんが作成した。
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「当時修士課程の学生だった住谷陽
輔博士研究員が第一著者となり、2015
年に論文を発表しました。その後も改
良を重ね、完成したのは18年11月で
す。汎用性が高く、AFIR法と並んで反
応経路自動探索の根幹をなす手法と
なっています」と前田さん。複雑すぎて
計算が難しかった、Aという反応物とB
という反応物を混ぜて得られる生成物
Cの予測も可能になった。「実際の実験
結果が予測の結果とよく一致すること
も確認しています。これは私の長年の
夢でしたので、大きな手応えを感じてい
ます」と目を輝かせる。
CRESTでの研究を振り返り、「応募当
時は助教だったにもかかわらず、採択し
てくださった山本尚研究総括には感謝
しています。領域アドバイザーのコメン
トや共同研究により視野が広がり、研究
を大きく発展させることができました」

と語る。18年度からは世界トップレベル
研究拠点プログラム（WPI）北海道大学
化学反応創成研究拠点で拠点長を務
める他、今月からはERATOプロジェク
トを率いるなど、日本の理論化学を牽
引している。ERATOでは「化学反応創
成知能」を掲げ、さまざまな分子や触媒
の組み合わせで得られる反応経路を
データベース化し、目的物を効率よく合
成するための反応経路や反応物の組み
合わせを迅速に導き出し、提案するシス
テムの構築を目指す。
実験結果を理論的に解釈する手段

だった量子化学計算。今後は予測結果
を実験によって実証する時代がやって
くると前田さんは考えている。「20年も
すれば、人間が思い付かないような化
学反応を提案する人工知能も実現でき
ると信じています。それにより材料開発
や創薬のスピードは飛躍的に向上する
でしょう。失敗してもめげずに、未来の
化学を形にしていきます」。

量子化学計算で経路を探索
位置エネルギーの地図を描く

量子化学計算は計算科学の急速な発
展にも後押しされ、化学反応を解析する
ための重要なツールになっている。反応
に伴う原子や分子の動きをコンピュー
ターで解析し、反応過程の可視化や反
応に必要なエネルギーの計算が可能に
なった。
反応経路を考える上で重要になるの

が、ポテンシャルエネルギー曲面（PES）だ
（図1）。原子は固有の位置エネルギーを
持つが、複数が集まると結合したり、引き
合ったりして変化する。例えば、水分子を
構成する酸素原子と2つの水素原子を
「く」の字型に配置するか、無理やり直線
型に配置するかでエネルギーは異なる
のである。このように系に関わる原子や

■図1 2変数の場合のPES。エネルギーが低い位置は生成物が安定した構造（EQ）を取っていること
を示す。別のEQに移動する際には、一時的にエネルギーの高い不安定な構造を取るが、最も
エネルギーを節約できる状態（TS）を経ていく。

■図2 AFIR法で得られた反応経路同士を結んだ「反応経路のネットワーク」の例。ネットワークの各点にあ
るのが分子構造の異なる中間生成物で、そこから次の反応経路が複数伸びていく。ネットワークは
広大なため、RCMC法で不要な経路を刈り込みながら探索することで、計算量を減らしている。

■図3 ウェブで公開されている化学反応経路自動探索プログラム。アカデミックユーザーは、申請
すれば無料で利用できる。https://afir.sci.hokudai.ac.jp/

北海道大学大学院理学研究院の原渕祐助教（左）。発足当初から研究チームに参画し、光化学反応への経
路自動探索の適用に成功した。
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