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   We have observed the infrared spectrum of 15NO3 by a high resolution FT-IR spectrometer using the 

reaction of F atoms with H15NO3.  Five 2E’-2A2’ bands were identified in the 1850-3150 cm-1 region.  

The rotational analyses indicate that these bands have the lowest state in common, which coincides with the 

ground state of a planar D3h symmetry .  The upper 2E’ states more or less suffer the perturbations by 

close-lying dark states.  Among them, molecular parameters of upper states responsible for the 2004-, 

2128-, and 2492-cm-1 bands were determined by fixing the ground state parameters to those derived by the 

combination difference method.  The spin-orbit and Coriolis coupling constants in the 2E’ states were 

largely different for different vibronic states. 

 

【序】硝酸ラジカル（NO3）は成層圏オゾン濃度バランスに関与する重要な反応中間体である。

大気化学の視点から NO3の反応性に関する研究は数多く、その際 NO3ラジカルの検出には可視域

の吸収スペクトルを利用するのが一般的である。しかし、このよく知られている可視スペクトル

には回転構造が全く見られない。このため、基底状態の構造に関する知見は我々のグループによ

る赤外ダイオード分光法による 1492cm-1 バンドの解析により初めてもたらされ、NO3ラジカルの

電子基底状態は 2A2’で、D3hの平面構造を持つことが明らかとなった。また、1492cm-1 バンドの励

起状態は 2E’の対称性を持つ振電状態であり、この赤外吸収を ν3(e’)の基準振動に帰属し、第二励

起状態との振電相互作用により振動励起状態にスペクトルの異常性がいくつか現れることを明ら

かにした。その後、762cm-1 付近に ν2(a2”)モードによる吸収バンドが観測され、レーザー誘起ケイ

光スペクトルの解析から提唱されている ν1(a1’)~1050cm-1、ν4(e’)~360cm-1 と合わせて、４つの基準

振動のすべてが実験的に決定した。しかしながら、この４つの基準振動の結合音や倍音を用いて、

3000cm-1 までの領域で観測した赤外吸収バンドやレーザー誘起ケイ光スペクトルに表れる振電準

位を簡単に表すことができないなどの問題点が残った。最近、この問題に関して、理論計算の立

場から、ν3(e’) ~1000cm-1 との新しい提唱がなされ、マトリクス中の 15NO3や N18O3などで観測され

た赤外吸収バンドの同位体シフトの研究結果からも支持を受けているが、先に述べた基底状態の

振電エネルギーに関する異常性に関する問題が解決されたわけではない。 

 我々のグループでは、以上述べた NO3 に関する基準振動 ν3(e’)のアサインメントや電子励起状態

との振電相互作用で生じる不規則な振電準位の構造に関する問題を高分解能分光の立場から明ら

かにするために実験を再開した。その一つとして、15N で同位体置換した硝酸ラジカルの赤外吸収

バンドを 1850 - 3150 cm-1 の領域で観測し、3 つの振動バンドを解析したのでその結果を報告する。 

【実験】赤外吸収スペクトルは岡山大学の FT-IR 分光器を用いて、0.009cm-1 の分解能で測定した。
15NO3は長光路セル（光路長：24m）内に F2のマイクロ波放電で生じた F 原子と H15NO3 の反応を



利用して生成した。実験条件は H15NO3 70mTorr, F2/He(1%)1.0Torr で、H15NO3 は H2SO4+Na15NO3

（同位体濃度：99.8%)の反応で合成した。 

【結果・考察】1850-3150 cm-1 の領域で 5 つの 2E’-2A2’型の振動遷移が観測できた。これらのスペ

クトルを見ると、K”=3n (n=0, 1, 2‥)の準位だけが、また K”=0 の準位には N”が奇数の準位だけが

存在するため、基底状態は D3h の対称性を持つ 2A2’であることがわかる。振動スペクトルの解析

にあたり、励起状態には多かれ少なかれ摂動の影響が見られた。5 つのバンドで、rR と rQ 枝およ

び pQ と pP 枝の遷移周波数から求めた基

底状態に関するコンビネーションディフ

ァレンスの値が実験誤差内で一致するこ

とから、これらの遷移はすべて基底状態

からのものである。D3h対称コマのハミル

トニアンを用いてコンビネーションディ

ファレンス法を用いて決定した基底状態

の分子定数を表１に示す。14NO3の基底状

態の分子定数も比較のために示してある

が、両者の分子定数はそれぞれ良く一致

するので、両者の基底状態は本質的に同じ性質を示す。このうち、スピン－回転定数は NO3ラジ

カルの電子構造を反映したもので、εbb と εcc はそれぞれ E"と A1”の対称性を持つ励起状態との二

次摂動で生じると考えられる。εbb の大きさは、 NO3 ラジカルの第一励起状態が基底状態から約

7000cm-1 上に位置し、基底状態において不対電子が分子平面上に横たわる酸素原子の p 軌道上に

存在するモデルで良く説明できる。また、A1”の対称性を持つ励起状態は、ab initio 計算結果によ

れば 60000cm-1 以上離れていると予想されているので、その基底状態への影響が非常に小さいこ

とも実験結果と一致する。 

 基底状態の定数を表１に示したものに固定して、振動バンドの解析を行った。この際、励起振

電状態（2E’）のハミルトニアンには、D3h の対称性を持つ二重項対称コマの縮重振動状態のもの

に、第二電子励起状態（2E’）との振電相互作用を加味してスピン－軌道相互作用項（aeff = 

<Eev|aLz|E
ev>）を加えた。観測した 5 つのバンドのうち、2004 cm-1、2128 cm-1、2492 cm-1 バンドに

ついては、実験誤差内でのフィットは可能だが、1900 cm-1 と 2868 cm-1 付近に存在する 2 つのバン

ドでは励起状態での摂動が大きく全くフィットで

きなかった。また、フィットが可能な 3 つのバンド

に関しても、量子数（K、N）が大きくなると偏差

が急激に大きくなるなど、顕著な摂動の影響が見ら

れた。この解析結果から、表２に示すようにそれぞ

れの振電状態の特徴を表す定数として、スピン－軌

道相互作用とコリオリ相互作用定数が考えられる。

また、振電準位の同位体シフトも顕著なことから、

これらを手掛かりとして基底状態の基準振動およ

び振電励起状態の構造に関する検討を進めている。 

 表１ NO3 の基底状態の分子定数 (cm-1) 

 

   15NO3 
14NO3 

 

 B 0.4586150(46) 0.4585485(63) 

 DN 1.093(13) x 10-6 1.113(12) x 10-6 

 DNK -2.063(40) x 10-6 -2.121(27) x 10-6 

 εbb -0.01640(14) -0.01649(13) 

 

  ただし、C=B/2, DK=-(2DN+3DNK)/4 

表２ 15NO3 と 14NO3 の分子定数 (cm-1) 
 
  ζ / aeff ΔE
Band 
  14NO3 

15NO3  
1472  ζ= 0.194 0.156 19.549 
 aeff= 0.173 0.159  
2004  -0.011 -0.019 20.338 
 -0.013 0.018  
2128  -0.108 -0.098 26.664 
 0.093 0.065  
2492  0.103 0.079 25.73 
 0.139 0.103 
   
ΔE = Ev(

14NO3) – Ev(
15NO3).

 


