
 

Fig.1 D2CCDのポテンシャル障壁とトンネル分裂 

D2CCD ラジカルのミリ波分光とオルト・パラ相互作用 
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The tunneling-rotation transitions of the D2CCD produced by the 193 nm excimer laser 

photolysis of D2CCDCl have been observed by millimeter-wave spectroscopy combined with a pulsed 

supersonic jet technique. b-type transitions, NKaKc = 111-000, 110-101, 212-101, for both the 0
−
 ← 0

+
 and 

0
+
 ← 0

−
 tunneling subbands were observed in the frequency region of 101-183 GHz. A tunneling 

splitting for D2CCD due to the tunneling motion of α-Deuteron was determined to be ∆E0 = 

771.988(18) MHz. From the observed tunneling splitting, the barrier height h of the double minimum 

potential for D2CCD was estimated to be 1594 cm
-1
. The off-diagonal Fermi interaction constant, 

δaF
(β)
, which is responsible to the mixing of the wavefunctions of ortho (Iβ = 0, 2) and para (Iβ = 1) 

states, has been determined to be 10.64(99) MHz. The off-diagonal Fermi interaction may cause the 

nuclear spin conversion between the ortho- and para- states for D2CCD. 

【序論】 

 ビニルラジカルは燃焼や重合過程に見られる基本的

なラジカルである。ビニルラジカルのα位に存在する

(重)水素の運動は対称二極小ポテンシャルに支配され

ている。ポテンシャル障壁 h の高さが十分に低いとき、

このトンネル運動によって振動基底状態は 0
+と 0

−の 2

つの準位に分裂する(Fig-1)。このトンネル分裂幅∆E0の

値に興味が持たれ多くの研究がなされてきた。H2CCH

ラジカルと H2CCD ラジカルについてはマイクロ波を用

いた直接的な観測により、トンネル分裂幅∆E0はそれぞ

れ 16271.8429(59) MHz
[1]と 1186.820(21) MHz

[2]
 と決定

された。D2CCD ラジカルは FT マイクロ波分光法[3]によ

って 0
+および 0

−
 準位内の101−000 純回転遷移 (a-type 遷

移) が観測され、スピン回転相互作用定数や超微細相互作用定数などの分子定数が報告されてい

る。2008 年の分子分光研究会で、���
���

について報告を行ったが、今回さらに詳細な解析により精

度よく決定することができたので報告する。またトンネル-回転相互作用定数 Fについても決定で

きたので合わせて報告する。 

【実験】 

 D2CCD ラジカルの光解離前駆体として D2CCDCl を合成した。このガスを Ar:H2 = 7:3 の混合ガ

スに 2%混ぜたサンプルを押し圧 8 ~ 10 気圧、繰り返し周波数 20 ~ 40 Hz でパルスノズルより真空

層内に噴出させた。これに同期して 193 nm の Ar-F エキシマーレーザーを照射し、光解離によっ

て超音速ジェット中に D2CCD ラジカルを生成した。ホワイト型多重反射光学系によりミリ波を超

音速ジェット中で 10 往復させ、D2CCD ラジカルによる吸収を観測した。 

【結果および考察】 

 観測されたトンネル回転遷移は R(0)、R(1)、Q(1)がそれぞれ 142GHz、182GHz、102GHz 付近に



 D2CCD H2CCD 

∆E0 771.988(18) 1 186.820(21) 

���

���
 10.64(99) 67.14(67) 

Table-1 ���

���
と∆E0 

観測された(Fig-2)。それぞれのトンネル回転遷移はトンネル分裂により二本に分裂し、さらに微

細相互作用および超微細相互作用によって分裂していた。 

 以前に FT マイクロ波分光法によって得られたデータと今回の観測結果を同時解析しトンネル

分裂幅∆E0を 771.988(18) MHz と決定した。こ

の値は H2CCH ラジカルの約 1/20、H2CCD ラジ

カルの 2/3 である。この値と CCSD(T)/AVTZ レ

ベルの ab initio計算から得られた構造パラメー

タ���	
 � ������をもとにポテンシャル障壁の

値を 1594cm
-1 と見積もった。この値は、以前に

計算された H2CCH ラジカル、H2CCD ラジカル

のポテンシャル障壁の値 1627cm
-1、1557cm

-1 と

ほぼ同じ値である。 

H2CCD ラジカルのフェルミ接触相互作用の

非対角項���
���

は、67.14(67) MHz と報告されている。これと水素と重水素の核磁気モーメントと

核スピンの値の比 0.1535 から D2CCD ラジカルの ���
���

を見積もるとでは 10.3 MHz となる。今回

の観測結果より得られた値は 10.64(99)MHz であり、予想値とほぼ同じである。これよりオルト-

パラ相互作用によるそれぞれの回転準位の混合比と準位のシフトを計算した。回転準位の混合比

は最大で 0.01%、準位のシフトは 80kHz である。H2CCD ラジカルのオルト-パラ相互作用による

回転準位の混合比は 0.09%程度、準位のシフトは 900kHz 程度と報告されている。H2CCD ラジカ

ルと D2CCD ラジカルのオルト-パラ相互作用の大小関係は、フェルミ接触相互作用定数の非対角

項の値���
���

とトンネル分裂幅∆E0の大小関係に起因している。それぞれの値を Table-1 に示す。β

位の重水素化により 2 つのビニルラジカルのトン

ネル分裂幅は、β位の重水素化によってあまり変化

していないが、���
���

の値が大きく変化している。

そのためにオルト -パラ相互作用が小さくなり

D2CCD ラジカルの回転準位の混合比と準位のシフ

トは H2CCD ラジカルほど大きくならない。 

今回の解析により D2CCD ラジカルのトンネル-回転相互作用定数 F の値を 2892.5(16)MHz と決

定した。この定数は一次元ポテンシャル�� � ���
� � ���

��から得られた予測値 2755MHz とよく一

致する。また回転定数 B の差を��	� � �� � �� �0.214(12)MHz と決定した。この値は一次元モデ

ルからの予測値 0.216MHz とよく一致する。 

 ���
���

によるオルト-パラ変換の速度について見積もりを行った。以前に Curl et al. によって

H2CO のオルト-パラ変換の速度について計算が行われており、圧力が 10Torr の環境では

��� � ����� !�"という結果が得られている[4]。H2CCD ラジカルおよび D2CCD ラジカルについて計

算を行うと、10Torr ではそれぞれ�� � ��#� !�"、��� � ���� !�"と計算された。H2CO のオルト-

パラ変換速度のそれぞれ��� � ��$倍、5� % � ��&倍である。また寿命を計算するとそれぞれ��'()� !、

���(*� !(となった。 
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Fig-2 D2CCDトンネル回転遷移 


