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The thioanisole molecule, consisting of a benzene ring and a thiomethyl (-SCH3) group, is 

one of the fundamental benzene derivatives.  It is suggested that thioanisole would have a 

planar and/or a perpendicular conformers with respect to the rotation of the thiomethyl group 

around the C(sp2)-S bond.  By analysis of the vibrational mode of the fluorescence spectrum 

with aid of the high-level MO calculations, it is concluded that the most stable structure of 

thioanisole should be planar in the S0 state.  In this study, in order to elucidate the molecular 

structure of thioanisole in the S1 states, we measured the rotationally resolved 

ultrahigh-resolution spectrum of thioanisole in a collimated supersonic jet.  We will discuss 

the most stable structure in the S1 state with the aid of the quantum chemical calculations. 

 

【序論】チオアニソールはアニソールの O 原子を S 原子に置換し

た基本的な芳香族分子である。チオアニソールの分子構造について

は実験・理論の両面から研究が行われており、C(sp2)-S 結合の内

部回転により non-planar 体と planar 体の２つの回転異性体が存在

することが示唆されている。しかし、理論計算においては、内部回

転のポテンシャルが計算方法や基底関数により大きく異なるとい

うことが知られている。また、実験においてもそれぞれ異なった結果が報告されてお

り、最安定構造はいまだに明らかにされていない。我々はこれまでに、レーザー誘起

蛍光分光法と量子化学計算による研究により、基底状態では SCH3基がベンゼン平面

内に位置している planar 体が最安定構造である事を明らかにした[1]。本研究では、

電子励起状態における分子構造を解明することを目的として、量子化学計算と回転遷

移を分離した超高分解能スペクトルの測定を行った。 

 

【実験手法】チオアニソールを 150℃に加熱し、その蒸気を Ar 気体と混合してパル

スノズルから真空チャンバーの中に噴き出して超音速ジェットを生成し、スキマーと

スリットを用いて並進方向の分布を小さくして、単一モード UV レーザー光と直交入

射させた。これによって、スペクトル線のドップラー幅を極めて小さくすることがで

きる。光源には、cw YVO4レーザー (Spectra Physics, Millenia X, 532nm 10 W) 励起

の単一モード色素リングレーザー (Coherent CR699-29, Rhodamine-6G, ∆E = 

0.00003 cm-1) を用い、その出力光を第二高調波発生用の外部共振器  (Spectra 

Physics, WavetrainSC) に導いて UV 光を得た。出力は 40 mW である。光励起状態の

分子からの蛍光は光電子増倍管に集光し、光子計数法によって蛍光強度を検出した。

レーザー光の波数を連続掃引しながらその強度変化を観測し、超高分解能蛍光励起ス

ペクトルを測定した。 
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【結果と考察】チオアニソール

分子の S1←S0遷移の 0-0 バン

ドについて超高分解能レーザ

ー分光を行い、回転線まで分離

した蛍光励起スペクトルを

34498.1～34505.7 cm-1
の領域

で観測した(図 1)。得られたス

ペクトルの線幅は約 120 MHz

であった。観測したスペクトル

全体のパターンからこのバン

ドは、b軸方向に遷移モーメン

トをもつ B-type遷移であるこ

とがわかった。 

 観測されたスペクトル中の回転線の

帰属を行ったところ、約 1000 本の回

転線を帰属する事ができ、S0, S1状態

の分子定数を高い精度で決定すること

ができた。その結果、チオアニソール

の S0, S1 状態における最安定構造は

planar 体であることがわかった。スペ

クトル解析から決定した回転定数を用

いて計算を行い、測定した超高分解能

蛍光励起スペクトルと比較した(図 2)。

上段が観測されたスペクトルとその帰

属の一部で、下段が計算して得られた

スペクトルであり、細部にわたり良い

一致を示している。 

 量子化学計算を用いて、チオアニ

ソールの S1 状態の構造最適化を行

った。その結果、CASSCF(8,8)/ 

6-31G(d)法では SCH3 基がベンゼ

ン 平 面 に 対 し て ね じ れ た

non-planar 体が最安定であると予

測された。一方、より高レベルな

CASSCF(8,8)/cc-pVTZ 法では、最安定構造として S0状態と同じ planar 体が得られた

(図 3)。それぞれの最安定構造を用いて回転定数を求め、スペクトル解析から決定し

た回転定数と比較した。その結果、non-planar 体はあまりよい一致が見られなかった

が、planar 体の回転定数は実験結果とよく一致した。  以上のことから、S1 状態におけるチオアニソールの最安定構造は planar 体と結論

した。 【参考文献】 
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図 1. チオアニソール分子の 0-0バンドの 超高分解能蛍光励起スペクトル 

 図 3. CASSCF(8,8)/ 6-31G(d)法(左)および
CASSCF(8,8)/ cc-pVTZ法(右)による最適化構造 

図 2. 0-0バンドの P枝の領域の 超高分解能蛍光励起スペクトルの一部 


