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We have observed the rotational spectra of the normal, 13CO2–EO and CO2–CH2O13CH2 of 

CO2–ethylene oxide(EO) complexes in 8–23 GHz region and have assigned strong a–type and 
weak b–type transitions of CO2–EO.  The moment of inertia Pcc calculated from the observed 
rotational constants is close to Paa of EO, indicating that the CO2 in the complex lies in a 
plane perpendicular to the COC plane and bisecting the COC angle of the EO.  
 

【序】分子内における酸素原子と硫黄原子の振る舞いの違いに注目し、酸素関連、硫黄関連の分

子について系統的な研究を行っている。その中で Van der Waals 錯体に着目し、硫黄原子を含む

CO2–エチレンスルフィド（ES）錯体について報告した。1)  この錯体では、CO2は ESの重原子平

面に垂直で CSC角を 2等分する面内に位置し安定な構造をとることがわかった。今回は同じ三員

環であるが酸素原子をもつ CO2–エチレンオキシド（EO）錯体の回転スペクトルを測定し、分子

定数を算出し CO2–ES錯体および分子軌道計算の結果と比較した。 

【実験】市販の EOと CO2を Arで、それぞれ 0.5%と 1.5%に希釈、混合したものを背圧 3 atmで

分子線噴射ノズルから真空チェンバー内に導入して分子錯体を生成した。測定は 8 ~ 23 GHzの周

波数領域を 0.25 MHzおきに 20回積算、掃引して行った。CO2–CH2O13CH2、
13CO2–(CH2)2O同位体

種は天然存在下で測定した。 

【結果と考察】測定周波数領域に観測した多数の吸収線から EO単量体と Ar–EO錯体によるもの

を除き、残った吸収線を CO2–EO錯体に帰属した。約 3.5 GHzおきに現れる a型 R枝遷移を手が

かりに強度の強い a型遷移 35本と、b型遷移 90本を帰属した（図 1）。c 型遷移は観測されず、

スペクトルの分裂はみられなかった。 

 スペクトルの解析には非対称コマ分子のハミルトニアンを用い、最小二乗法により回転定数と

遠心力歪定数を決定した（表 1）。得られた回転定数から c軸慣性モーメント、Pcc ≡ – (Icc−Iaa−Ibb) 

/2の値は 19.2650uÅ2と算出され、EO

単量体の Paa (=19.4314 uÅ2)と近い値

を算出した。したがって CO2–EO内の

CO2は EO の重原子面に垂直で COC

角を 2 等分する面内にあると推定さ

れる。この結果は c型遷移が観測されFig.1 Observed rotational spectra of a–type transition (left)  

and b–type transition(right) . 
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Table1 Observed and calculated molecular constants of CO2−EO complex.  

なかったことと符合する。この構造を基に同位体種のスペクトルを探査し、天然存在下で

CO2−CH2O13CH2の遷移 58本、13CO2−(CH2)2O の遷移 40本のスペクトルを測定、帰属し分子定数

を得た。 

rs座標から算出した構造を図 2に示す。CO2–EO錯体の構造は比較的 CO2–ES錯体に近い構造を

とることがわかった。CO2–EO錯体の r(C∙∙∙O)、力の定数、結合エネルギーはそれぞれ 2.90 Å、8.0 

Nm–1、7.1 kJmol–1と算出された。これは CO2–ES錯体の対応する値 3.33Å、6.9 Nm–1、7.0 kJmol–1

と比較すると結合距離は CO2–EO 錯体の方が短く、力の定数は大きいが、結合エネルギーは近い

値である。CO2–EO 錯体で EO 重原子面と C∙∙∙O がな

す角度 は 109.6°と算出された。これに対し CO2–ES

錯体の対応する角度は 81.7°であった。これらの角

度は S 原子、O 原子の孤立原子対の方向にほぼ対応

している。また、ab initio MO計算（MP2/6−311++G(d,p)

レベル）で構造最適化を行った結果は実験とよく対

応しており、回転定数は 97%で一致した。 

CO2–EO 錯体では遠心力歪定数である δKの値が非

常に大きいことがわかった。このことについては 

現在検討中である。 
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Fig. 2  rs coordinates of CO2−EO complex. 


