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 The cis-HOCO radical is one of the important intermediates in hydrocarbon combustion processes.  

Although trans-HOCO has been characterized by high-resolution spectroscopy, no experimental data in the 

gas phase for the cis conformer is available so far. The cis-HOCO radical was produced in a supersonic 

jet by a discharge of a mixture gas of CO and H2O diluted in Ar.  Pure rotational transitions of cis-HOCO 

and cis-DOCO have been observed using an FTMW spectrometer and the FTMW-mmw-DR technique.  

Eleven and 21 a-type transitions were observed for cis-HOCO and cis-DOCO, respectively, and precise 

molecular constants have been determined for the first time. 

 

【序論】 

図 2. cis-,trans-HOCOの構造

 OHラジカルとCOの反応は、炭化水素の燃焼反

応におけるCO2生成過程や、下層大気でのOHラ

ジカル濃度を支配する反応[1]として注目されて

おり、反応経路について過去に多くの理論的研

究が行われてきた[2]。 

その反応中で trans-HOCOおよび cis-HOCOは

最もエネルギーが低い中間体として考えられて

おり(図 1,2)、これらの詳細な情報を得ることは

反応経路全体を理解する上で重要である。実際

trans-HOCOについては Searsらによって純回転スペクトル

およびレーザー磁気共鳴(LMR)スペクトルの観測が行われ

ている[3]。更に最近、当研究室の舟戸らによって超微細構

造定数を含めた詳細な分子定数が決定された[4]。しかし、

cis-HOCOに関してはCOマトリクス中での赤外分光研究が

報告されたのみで[5]、気相中での観測の報告は無かった。

原因としては、trans体と cis体間のエネルギー障壁が 10.1 

kcal/mol と小さく、超音速ジェットを用いないこれまでの

観測方法では生成した分子を十分に冷却することができず、

例え cis 体が生成しても障壁を乗り越えてよりエネルギー

が低い trans体に遷移したということが考えられる。 

図 1. OH+CO→H+CO2反応の

エネルギーダイヤグラム 
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本研究では十分な冷却効果が得られるパルス放電ノズ

(PDN)超音速ジェット法と、フーリエ変換型マイクロ波(FTMW)

分光器を組み合わせることにより、cis-HOCOの純回転遷移の観測に成功し、分子定数を決定した。 

ル



【実験】 

実験するにあたり舟戸らの trans-HOCOの実験

方法を参考にした。一酸化炭素 3%をアルゴンで

希釈した混合気体を水の入った液溜めに通し

PDN で放電した後、チェンバー内に噴射するこ

とで cis-HOCO を超音速ジェット中に生成した。

また重水素置換体では水の代わりに重水を用い

た。生成した cis-HOCO のスペクトルは FTMW

分光器を用いて観測した。 UCCSD(T)‐

F12/aug-cc-pVTZ レベルで予測された cis-HOCO

の遷移周波数付近を trans-HOCO の最適条件下で観測したところ、予想される領域に十数本の常

磁性の遷移を観測した。スペクトルの間隔、およびその相対強度の予想値との比較から、その内

の 4本を cis-HOCOの － 遷移の超微細構造に帰属した(図 3)。得られたスペクトルを元に実

験条件を最適化した所、背圧 6 atm、放電電圧 2.0 kVの条件下で cis体の強度が最大になった。こ

れらの吸収線をモニターしながら FTMW-DR 法を用いて 45 GHzの領域で － 遷移の観測を

行い、さらに７本の超微細構造を観測した。cis-DOCOについても同様の観測を行い、微細および

超微細構造を含め 21本の吸収線を観測した。なお、今回観測された遷移は全て a-type遷移である。 
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【解析および考察】 

実験結果から求められた分子定数が計算値と良い

を考慮した領域に DOCO が観測されたことから、

今回観測されたスペクトルは cis 体の HOCO のも

のと結論した。 

解析には二重

一致を示し、また HOCOの重水素置換の影響

項非対称こま分子のハミルトニア

ン
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を用いた。最小二乗解析により決定した分子定

数を表 1 に示す。参照の為に trans 体の Fa の値を
表 2に示す。cis体の Fa は trans体の値と比べて大

きな正の値となった。 れは水素原子核上への不

対電子軌道の張り出しが trans体に比べて cis体の

方が大きい為、水素原子核上での不対電子密度が

cis 体で相対的に大きくなり、その効果が Fa の値
に反映しているためと考えられる。 

 今後 b-type 遷移を観測することで、

こ

ついてより詳しい知見が得られると期待している。
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