
 

Fig. 1  H2CCDの観測遷移 
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【Abstract】The rotational and tunneling rotation spectra of the H2CCD radical have been observed 

by millimeter wave spectroscopy combined with a pulsed supersonic jet technique. The 0
+
 ← 0

−
 and 

0
−
 ← 0

+
 tunneling-rotation transitions of NKaKc = 313－202 were newly observed in the frequency 

region of 331 ~ 334 GHz. The observed tunneling-rotation lines were split into fine and hyperfine 

components due to the spin-rotation and spin-nuclear spin interactions. The rate constant k of 

ortho-para conversion for H2CCD is calculated to be 1.2×10
5
 sec

−1
 which is 10

9
 times faster than that 

for the H2CO molecule at 10 Torr The spectrum of HDCCH has been also analyzed to obtain 

molecular constants. From the observed rotational constants and Fermi interaction constants of the β 

proton and deuteron, the observed species was identified to be cis-HDCCH. 

 
ビニルラジカルは基本的な有機ラジカルで、光化学反応における重要な反応中間体であ

る。これまでに H2CCH1)および D 置換体、H2CCD2) 、HDCCH3)、D2CCD4,5) ラジカル

のミリ波分光が報告された。このうち H2CCD 及び HDCCH について最近の進展を報告

する。 

 

【H2CCD】 H2CCD は CD 基の重水素の運動に対し対称二極小ポテンシャルを持つ。基

底状態は 0+と 0−準位に分裂している。

今までに観測された純回転遷移および

0+と 0−準位間を結ぶトンネル回転遷移

を Fig. 1 の細い実線で示す。今回観測

した 0
+－0

−
 及び 0－－0

+
 準位間のトン

ネル回転遷移(NKaKc = 313－202 )を太い

実線で示す。観測には BWO (OB-30) 

をミリ波光源として使用した。Fig. 2

の上部に観測し 0－－0
+
 準位間の 313－

202 のスペクトルを示す。スペクトル

はスピン回転相互作用、超微細相互作

用により約 7本に分裂している。Fig. 2

の下部に解析より得られた分子定数か

ら計算したスペクトルを示す。観測ス



ペクトルは計算とよく一致している。以

前に観測した遷移を含め最小自乗解析

した結果、スピン回転相互作用定数の非

対角項εab+εbaを新たに−65(23) MHz と決

定した。トンネル分裂幅∆E0および Fermi

接触相互作用定数の非対角項 δaF、

1186.794(17) MHz、68.07(53) MHzは前回

報告した値と同じである。 

1/2δaF S・∆∆∆∆I は ortho と para 状態の核ス

ピンを変換する。H2CO、C2H4 のような

閉殻分子の核スピン変換は核スピン回

転相互作用によりその大きさは kHz程で

ある。一方ラジカルは電子スピンを持ち、

電子スピン－核スピン相互作用は MHz

の大きさである。Curl等 6)により閉殻分子である H2COの ortho-para変換の速度定数 k が

計算されており、圧力が 10 Torrでは 1.7×10
−4
 sec

−1 と報告さ

れている。同様の計算を H2CCD に対して行うと ortho-para 変

換の速度定数 k は 1.2×10
5
 sec

−1である。H2CCDは H2COに比

べ 7.1×10
8 倍速く ortho と para 状態が変換する。H2CO の

ortho/para状態の寿命は 130minに対し、H2CCDの核スピン状態

の寿命は 8.3 µsと非常に短い。H2CCHに対しても同様の計算を

行うと ortho-para変換の速度定数 k は 640 sec
−1、ortho/para状

態の寿命は 1.6 msである。H2CCDは H2CCHに比べて核スピン

状態の寿命が 1/10
4程である。 

 

【HDCCH】 β位の一重水素置換体 HDC＝CH は二つの構造

異性体を持ち（不対電子に対し重水素の位置が cis、および

trans 型）、非対称二極小ポテンシャルを持つ。これまでに、

ミリ波ジェット分光法を用い cis型HDCCHの a-type回転遷

移を２本 (NKaKc = 202－101 , 303－202 )、および b-type 回転遷

移を２本 (NKaKc = 111－000 , 212－101, 110－101, 212－101 ) 観

測した。解析の結果求まった cis-HDCCHの分子定数を Table 

1 に示す。解析方法を改良した結果、残差が 39.6 kHz と以前

の 120 kHz に比べ大きく改善された。またスピン回転相互作

用定数の非対角項εab+εba を−35.3(21) MHz と新しく決定する

ことができた。 
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Fig. 2 H2CCD (0
−−0+) 313 - 202のトンネル回転スペクトル 

Constants   

A 183333.984(18) 

B 29392.509(16) 

C 25230.1790(65) 

εaa 189.057(62) 

εbb 1.202(45) 

εcc −31.966(36) 

εab+εba −35.3(21) 

aF
(α)H

 37.403(64) 

Taa
(α)H

 26.82(20) 

Tbb
(α)H

 4.29(15) 

Tab
(α)H

 −18.3
a
 

aF
(β)H

 176.28(16) 

Taa
(β)H

 4.80(15) 

Tbb
(β)H

 0
a
 

aF
(β)D

 16.655(33) 

Taa
(β)D

 1.757(68) 

Tbb
(β)D

 −0.772(79) 

a
   Fixed parameter 

Table 1 cis-HDCCHの分子定数 


