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Carbonic acid (cis-trans H2CO3) in the gas phase has been successfully produced in a supersonic jet 

using a pulsed discharge nozzle, and pure rotational transitions of this molecule have been observed by 

Fourier-transform microwave spectroscopy.  Although the observed cis-trans conformer is not the global 

minimum structure, it is an important conformer as a starting point of dissociation to CO2 and H2O.  Three 

deuterated isotopologues of the cis-trans conformer (cis-trans HDCO3, cis-trans DHCO3, and cis-trans 

D2CO3) have also been observed, yielding the r0 structure of cis-trans H2CO3.  The present result is 

accurate enough to be used in radio astronomical observations. 

 

【序】炭酸分子は科学の広い範囲において、基本的かつ重要な分子である。生体の血液中では、

急激な pH の変化を抑える緩衝溶液としての役割を CO3
2–、HCO3

–と共に果たしている。また、星

間塵中で生成し塵が蒸発することで宇宙空間に存在している複雑な構造の分子のひとつとして、

その星間空間での存在が期待されている分子である。 

このような重要性にもかかわらず、現在まで炭酸分子が直接観測されたことはなかった。気相

では、NH4HCO3 分子の熱分解によって生じた分子の質量スペクトルで m/z = 62 のラインが観測さ

れており、炭酸分子であろうと考えられている[1]。凝縮層では、水と二酸化炭素からできた氷に

紫外線などの高エネルギー輻射を照射させた生成物の赤外分光で、照射前には存在しなかった吸

収線が生じることが確認されており、これが炭酸分子由来であろうと考えられている[2,3]。 

ab initio 計算による研究は、水と二酸化炭素からの炭酸分子の生成反応は吸熱であるが、孤立状

態であれば分解の半減期は非常に長く、この分子が安定に存在することを示している。しかし、

水分子が存在している状況下では水分子が炭酸分子の分解の触媒として働き、半減期が急速に短

くなると予測されている[4]。図１に炭酸分子の分解過程のエネルギー図を示したが、最安定構造

の cis-cis 体は cis-trans 体への異性化を介して分解することがわかる。また炭酸分子の水錯体も同

様で、最安定構造の cis-cis 体と水との錯体は cis-trans 体と水との錯体を介して分解する。このよ

うに cis-trans 体は、炭酸分子の分解の中間体として、分解過程を研究する上で重要な分子である。 

今回我々は cis-trans H2CO3を気相状態で作り出し、FTMW 分光器で純回転遷移を観測した。こ

れが気相での炭酸分子の最初の直接検出である。またこの分子の重水素置換体も観測し、これら

の結果から cis-trans H2CO3 の r0 構造を決

定した。 

図２．３つの異性体の構造（Ａ）とその異性
化のポテンシャルエネルギー（Ｂ） 

図１．炭酸分子の水と二酸化炭素への分解の
エネルギー図 



【ab initio 計算・実験】炭酸分子に関する ab initio 計算

の結果はたくさん報告されており、なかでも最近の結果

は我々の計算結果(CCSD(T)/cc-pVQZ)と良く一致してい

る[5]。炭酸分子には図２の（Ａ）に示したように、３種

類の構造異性体が存在する。最安定構造は cis-cis 体であ

り、cis-trans 体は最安定構造よりも 1.74 kcal/mol だけ高

いエネルギーを持つ。図２の（Ｂ）に、二面角 H–O–C=O

の変化による異性化のパスを示した。cis-cis 体から

cis-trans 体への異性化バリアの高さは 10.5 kcal/mol であ

り、cis-trans 体も安定に存在すると考えられる。 

炭酸分子は、アルゴンで 5%に希釈した二酸化炭素を

液体の水の入った液溜めを通して水分子を混ぜること

で作った混合ガスを、パルス放電ノズル内で放電しつつ

背圧３気圧で真空中に噴出することによって、超音速ジ

ェット中に生成した。純回転スペクトルは FTMW 分光器を用いて観測した。また、観測可能領域

を広げると共に帰属を確かなものにするために、ミリ波との二重共鳴分光を行った。両手法のス

ペクトル例を図３に示す。また水の代わりに重水を液溜めに入れて用いることで、重水素置換体

も観測することができた。 

 

【結果・考察】実験の結果、a-type 遷移と b-type 遷移の両方を含む合計 25 本の遷移が観測された。

観測された遷移はすべて Watson の A-reduced ハミルトニアンで解析した。cis-cis 体と trans-trans

体は C2v対象性を持ち、b-type 遷移しか観測されない。a-type 遷移と b-type 遷移の両方が観測され、

求まった回転定数が ab initio 計算で求めた回転定数と良く一致していることから、本実験では

cis-trans H2CO3 が観測されたと結論した。慣

性欠損は 0.11 uÅ2と小さい正の値となり、こ

の分子が平面分子であることが確認された。

また、観測した３種類の同位体置換体の回転

定数から、この分子の r0構造を決定した。そ

の際 OH 結合長は、重水素置換によるゼロ点

振動の変化の影響を考慮した。決定された構

造の定数を表１にまとめた。 

この研究で孤立状態の炭酸分子が気相状

態で安定に存在していることが確認された。

さらには今回得られた結果を用いて、電波望

遠鏡による星間空間でのこの分子の検出が

可能になると期待している。 
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図３．観測されたスペクトルの例
左：ＦＴＭＷ分光法 
右：二重共鳴分光法、左のラ
インをモニターした 

表１．cis-trans H2CO3の r0構造と ab initio 構造 a

 r0 structure ab initio b

r(C=O) (Å) 1.18788(94) 1.194
r(C–Ocis) (Å)  1.3447(13) 1.354
r(C–Otrans) (Å)  1.3568(17) 1.336
 (O=C–Ocis) (º) 126.78(15) 125.2 
 (O=C–Otrans) (º) 122.94(12) 124.3 
r(Ocis–H/D) (Å)  0.968 c / 0.963 d 0.963
r(Otrans–H/D) (Å)  0.968 c / 0.963 d 0.963
 (C–Ocis–H/D) (º) 106.1 d 106.1 
 (C–Otrans–H/D) (º) 108.6 d 108.6 
 
a 括弧内は最小自乗解析の標準偏差 
b CCSD(T)/cc-pVQZ レベルでの計算 
c ab initio 値よりも 0.005 Å 長い値に固定 
d ab initio 値に固定 


