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The pure rotational spectrum of methyl lactate – methanol complex has been studied using a pulsed 
molecular beam Fourier transform microwave spectrometer.  The rotational transitions are split into 
five component lines due to the internal rotation of two methyl tops.  The spectrum was analyzed to 
determine rotational constants, centrifugal distortion constants and Coriolis-like coupling parameters.  
The barrier heights to internal rotation and the direction cosines of two methyl tops were derived from 
the Coriolis-like coupling parameters and the rotational constants.  Ab initio calculations were also 
carried out to identify the hydrogen bonding structure of the complex observed.   
 

【序】 我々は、乳酸メチル－水錯体において、異なる種々のアイソマーの純回転スペクトルを観測し、

その分子構造や水和による乳酸メチル単体の性質の変化について研究してきた[1]。乳酸メチル

（CH3CH(OH)COOCH3 ： ML と略す）は、単体において－OH…O=C＜ 型の分子内水素結合を形

成するコンフォマーが最安定構造となるが、水分子と錯体を形成した場合、水分子が分子内水素結

合に割って入り込み、環状のネットワークを形成するものが安定となる。一方、分子内水素結合を保

持したままで水分子が ML に付加するタイプにも複数の安定なアイソマーが存在する。これまでの研

究から、挿入型錯体では ML は大きく構造を変化させるとともに OMe 基のメチル基内部回転障壁 V3

が上昇するが、付加型では ML の構造変化は小さく V3 の変化も殆どない事が明らかになった。更に、

観測された挿入型と付加型のスペクトル強度と量子化学計算の結果から、挿入型錯体の生成には

若干の活性化エネルギーが必要であると結論した[1]。今回は、水と類似した１：１錯体を形成するも

のと予想される、乳酸メチル-メタノール錯体（ML-MeOH）の観測を行ったので報告する。ML の水お

よびメタノール中での構造は１：１挿入型錯体に近く、回転異性化ポテンシャルの性質も殆ど同じで

あるという理論計算[2]の報告もあることから、ML-MeOH 錯

体と ML－H2O 錯体の構造や性質を実験的に比較すること

は重要であるものと考えられる。 

【実験】 純回転スペクトルの測定は、超音速ノズルジェット・

フーリエ変換マイクロ波分光計を使用して 8～17 GHz の周

波数領域で行った。今回の実験では、超音速ビームの生成

に、新しく開発した気・液パルス混合ノズ

ル（写真１、図 1）を使用した。このノズル

では、先ず、乳酸メチルとメタノールの混

合液体（モル比 １：１）を電磁バルブ－１

（オリフィス径 0.1 mm）でノズルの真空誘

導管（内径 0.8 mm）部分にパルス放出し

て気化させる。その後、電磁バルブ-2（オ

リフィス径 0.8 mm）を開放し、ネオンキャ

リアガス（7atm）を導入・混合させ、真空チ

ャンバー内に噴出させる。このノズルの使
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用により、メタノールを含む高圧混合ガスをタンクに調整・貯蔵する必要が無くなり、長時間の連続実

験が容易に行えるようになった。ノズルの開閉時間や、マイクロ波パルス、FID 検出等に関するタイミ

ングの初期調整は、乳酸メチル、メタノール、メタノールダイマーのスペクトル信号をモニターして行

った。その後、11.6～15.9 GHz の周波数

領域でスペクトルの探査を行ったところ、

未知のスペクトル線が複数観測された。 

【結果と考察】 水錯体の研究結果を参

考にすると、ML－MeOH １：１錯体の複

数のアイソマーのなかで最も強く観測さ

れるは、エネルギー的に安定な挿入型

であると予想される。回転遷移の帰属は、

量子化学計算で得られた回転定数を用

いて予想したスペクトルを手がかりとして、

a-type R-branch の特徴的な繰り返しパタ

ーンを見つけることから始めた。図２には、観測されたスペクトルの一部を示してある。図にあるように、

各回転遷移には２つのメチル基の内部回転による 5 本の分裂（AA, AE, EA, EE1, EE2 内部回転対

象種）が観測された。最終的に、J” = 6～10, Ka = 0, 1, 2 の a-type R-branch と、J” = 7～10, Ka = 0 – 
1 , 1 – 0 の b-type R-branch を帰属することができた。b-type 遷移は、a-type に比べるとかなり弱いス

ペクトルであった。遷移周波数の解析は、水錯体と同様に、トンネリング－マトリックス法を用いて行っ

た。最小自乗解析により決定した回転定数と内部回転－全体回転相互作用によるColiolis型の結合

定数を Table 1.に示してある。ここで、Coliolis 型結合定数の q, s, t は対応する主軸成分を表し、添字

の 2, 3 は２つのメチル基を区別している。 
Coliolis 型結合定数と回転定数の値から、観測

された ML－MeOH 錯体の２個のメチル基の内部

回転障壁の高さ V3 と内部回転軸の方向余弦を求

めた。錯体の構造を特定するために、回転定数及

び内部回転軸方向余弦の値を、実験と量子化学

計算で比較したところ、今回観測された ML－

MeOH 錯体は、図 3 にあるような挿入型錯体であ

ることが明らかになった。この構造は、ML－H2O
錯体の In(Me)-a アイソマーの水分子の水素結合

に関与していない水

素原子をメチル基に

置換したものに対応している。また内部回転分裂を与えるメチル基は、

メタノール（添字2）と乳酸メチルのOMe（添字3）のメチル基で、内部回

転障壁の高さ V3 は、それぞれ 258 cm-1 と 423 cm-1 であった。乳酸メチ

ルの OMe の V3 の値は、単体よりも 20 cm-1 程度高くなっており、その変

化量はML－H2O In(Me)-aアイソマー（＋23 cm-1) とほぼ同じであった。

一方、メタノールの場合は、単体（V3 = 373 cm-1) より 115 cm-1 も低く

なっているが、これは他のメタノール錯体同様、メタノールが錯体内で

大きく揺らいでいるためであると考えられる。 

 

 Table 1. Molecular Constants of ML-MeOH

  A1 /MHz 2113.1308(20) 
  B1 /MHz 873.54400(19) 
  C1 /MHz 698.421722(86)
  q2 /MHz 15.3123(84) 
  s2 /MHz -3.259(54) 
  t2 /MHz 2.55887(10) 
  q3 /MHz 1.0494(49) 
  s3 /MHz 0.828(24) 
  t3 /MHz 0.124076(95)
  r.m.s. /MHz 0.0023 
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図2 ML–MeOH 錯体の実測スペクトル例  

図 3  
ML–MeOH 錯体の構造
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