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We have observed AlSH and AlSD using the technique of Fourier transform 
microwave ( FTMW ) spectroscopy.  AlSH ( AlSD ) was produced in supersonic 
free jet expansions by reaction of H2S ( H2D ) with laser ablated Al atoms.  The 
spectral search was guided by an ab initio computational prediction performed 
prior to the experiment.  The lowest frequency rotational transition, 101 – 000, 
was measured and the hyperfine structure due to the nuclear spin of 27Al was 
analyzed.  By comparing the obtained rotational constant, (B+C)/2, with the 
computational prediction, it was concluded that AlSH has a bent structure with a 
bond angle close to 90 deg.  Using the nuclear electric quadrupole and nuclear 
spin-rotation coupling constants obtained, the electronic structure of AlSH was 
investigated. 
 
 

【序】含金属化合物の中で、含 Al 化合物は、金属蒸気と化合物の反応による生成時

に放電を必要としない特徴がある。含金属化合物は、星間分子としても注目されてお

り、星間分子の生成は、主にイオン－分子反応や宇宙塵上での表面反応であろうと考

えられている。AlSH は A l 蒸気と H2S との反応で生成すると期待されるが、既に 
H2S は星間分子として観測されており、AlSH が星間で観測されれば、中性の気相

分子反応を星間分子の生成反応の１つとして検討する必要が生じる ( 2009 年 4 月

時点で星間空間での観測の報告はない )。2000 年に、我々は、フーリエ変換マイクロ

波 ( FTMW ) 分光法を用いて、AlSH を初めて分光学的に観測し、分子定数を報告

した[1-3]。この実験の際、Al32SH の他に、Al34SH、および、Al32SD の同位体種も

観測しており、本研究では、全ての同位体種の観測結果を示し、分子定数 ( 主に、

超微細構造を中心 ) などのこれら全ての解析結果に基づいて、AlSH の電子構造な

どを考察する。なお、2006 年に Ziurys のグループは Al34SH と Al34SD のミリ波

スペクトルを観測し、遠心力ひずみ定数を含む回転定数を報告している[4]。 

【実験】AlSH は、レーザー蒸発法によって発生させた Al 蒸気と H2S の反応によ

り超音速自由噴流中に生成させた。AlSH の FTMW スペクトルの測定には、既報の

分光計[5]を用いた。この装置は、ガスジェットの進行方向がマイクロ波の伝播方向に

平行であるという特徴をもつ。このため、FTMW 信号は、二重分離線として観測さ

れ、測定精度は±1 kHz 以下となる。S 同位体種は天然存在比で観測し、重水素同



位体種の観測には、H2S の代わりに D2S を用いた。 
【結果】当初、AlSH の分子構造に関する情報は、全くなく、まず、ab initio 計算

による予測を行った。この結果、AlSH は、ほぼ 90°の結合角であり、101-000 遷移

が 13 GHz 付近にあることが予想された。さらに、AlSH の異性体 HAlS も安定に

存在しうることが予想され、しかも安定構造は直線構造であり、AlSH とのエネルギ

ー差が約 2,000 cm-1 という結果は興味深い。AlSH は予測に従ってサーチし、予測

どおり 13.42 GHz 付近に数 MHz 間隔で３本の信号を観測した。このスペクトル構

造は、核スピン 5/2 の 27Al による超微細構造として解釈でき、観測周波数とを考え

合わせ、この信号を AlSH によるものと帰属した。超微細構造の解析により、回転

定数 (B+C)/2、核四極子定数 χaaAl、核スピン－回転定数 CI Alが決定できた。この解

析には、Pickett プログラム [6] を用いた。AlSH は非直線分子であり、Cbb Al ≠ Ccc Al 
であるが、本研究では、３本の観測ラインから３つの定数を求める必要があるため、

Cbb Al = Ccc Al を仮定して解析した。本研究で決定した回転定数 (B+C) は、Ziurys ら
による報告値 (B+C)-4DJ とほぼ一致した。計算による予測値 ( S-H 核間距離､1.343 
Å､Al-S-H 結合角､89.87°) を仮定し、決定した回転定数からAl-S 核間距離を 2.24 
Åと見積もることができた。AlSH の核四極子定数を他の含 Al 分子を比較すると

AlF > AlNC > AlCN > AlSH > AlCl > AlBr であり、AlSH のイオン結合性は、ハロ

ゲン化物でフッ素化物と塩化物の中間の大きさであることがわかる。核スピン－回転

定数は他の含 Al 化合物に比べて大きい。これは AlSH の電子励起状態も屈曲構造

であり、Renner-Teller 相互作用により、そのエネルギーが他の直線分子に比べて低

いことによると考えられる。 
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