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ラジカル正イオン分子クラスターの赤外分光

東北大学大学院理学研究科　 松田欣之,藤井朱鳥∗

Spectroscopic studies of radical cation clusters in the gas
phase provide rich information on intermolecular struc-
tures of ionized molecules and their reactions following
ionization．A recent infrared spectroscopic study has re-
vealed microscopic hydration structures of ionized water
clusters．A hemibond structure of a protic molecule has
been observed．Remarkable enhancement of acidities of
molecules upon ionization, especially that of CH bonds,
has been found．An isomerization reaction mechanism of
acetone radical cation catalyzed by a single water molecule
has been elucidated．
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1 はじめに

分子のイオン化はその分子の性質を大きく変える．
安定分子の多くは閉殻電子構造を持つが，イオン化に
より電子構造は開殻（ラジカル）となる．ラジカル正
イオンは反応性に富み，様々なイオン–分子反応を起
こす．またイオン化は分子の安定幾何構造にも大きな
変化を生じ，これは生成した正イオンがしばしば大き
な振動余剰エネルギーを持つことの原因となる．凝集
相におけるイオン化は，イオン化された分子自身の変
化に加え，周囲の分子との相互作用に多大な変化を引
き起こす．正味の正電荷のため，分子の電荷分布は一
変し，強い静電相互作用と誘起相互作用が生じる．こ
れに応じて周囲の分子は配向を変え（溶媒再配向），そ
の進行による安定化は更なる余剰エネルギーとなる．
水素結合を持つ分子では，プロトン供与体側がイオン
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化された場合，水素結合強度の顕著な増大が起き，結
果としてしばしばプロトン移動を生じる．またそれら
に伴い，水素結合構造が再編される．
このようにイオン化にともなう分子とその溶媒和構
造の変化，そして後続の反応過程は非常に多岐にわた
り，様々な系で多くの興味が持たれている．しかしな
がら，凝集相でこれを微視的に，すなわち個々の分子
の動きを含めて解明することは，系の複雑さから極め
て難しい．この困難を乗り越えるひとつのアプローチ
が気相クラスターの研究である1)．気相クラスターは
真空中に取り出した有限個（2個–数千個）の分子から
なる集合体であり，いわば凝集相におけるイオン化中
心を「切り出した」ものに相当する．構成分子数（こ
れを「サイズ」と呼ぶ）の減少により，系は大きく単
純化され，構造やダイナミックスの詳細な検討が可能
となる．実験的には，質量分析手法によりクラスター
のサイズを選択し，様々な分光法を適用してその性質
を調べることが盛んに行われている．またクラスター
は精密な量子化学計算が直接適用できる系であり，実
測と計算結果との比較により，量子化学計算の妥当性
を判定し，信頼できる計算から系のより深い物理的・
化学的情報を引き出すことが可能となる．
気相ラジカル正イオンクラスターの分光研究は現在
非常に多く行われているが，本稿では筆者らが近年進
めてきた，赤外（振動）分光に基づく，クラスターの
（分子間）構造決定とイオン化誘起反応に関する研究
の成果を紹介する．クラスターの生成，サイズ選択，
そして分光手法などの実験方法の詳細については，誌
面の都合により省略したので，参考文献を参照された
い1, 2)．

2 水のラジカル正イオンクラスターの構造

水のイオン化とその後続過程は，生体に対する放射
線の影響と密接に関連し，放射線化学の重要課題のひ
とつとして強い関心が寄せられてきた3)．イオン化に
より生じる水分子正イオン H2O+ は真空中の孤立状態
では安定に存在するが，凝集相（液体の水）中では直
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Figure 1. Two reaction products following
ionization of water. (a) Hemibonded type rad-
ical dimer cation. (b) Proton-transferred type
radical dimer cation.

ちに周囲の水分子と反応する．この反応には

H2O+ + H2O −→ (H2O − OH2)+ (1)

H2O+ + H2O −→ H3O+ − OH (2)

の 2 種が想定される（Fig. 1）．過程 (1)の生成物は次
節で詳細に検討する半結合（hemibond）と呼ばれる状
態であり，水 2分子間に結合次数 1/2の共有結合が生
じ，正電荷が共有されている．過程 (2)の生成物はプ
ロトン移動型であり，イオン化された水分子から隣接
する分子へとプロトンが移動してヒドロニウムイオン
H3O+ を生じると共に，プロトンを供与した分子（イ
オン化された分子）は OHラジカルに変わる．初期の
理論計算などでは (1)を示唆するものがあったが，現
在では水の半結合状態はプロトン移動型に比して不安
定であるとされ，実験的には (2)の過程のみが観測さ
れている．
気相の水のラジカル正イオンクラスター (H2O)+n の

分光が水のイオン化後の構造変化に関する詳細な情
報を与えることは想像に難くないが，その実現はごく
最近になってからである．水のイオン化により生成す
るクラスターイオンは大半がプロトン付加した水ク
ラスター H+(H2O)n（Eigen型 (H3O+)または Zundel型
(H2O − H+ − OH2) のイオンコアが水和されたクラス
ター）であり，(H2O)+n はほとんど生成しない．そのた
め，H+(H2O)n は 1980年代より非常に数多くの分光研
究の対象となってきたが，(H2O)+n のそれはこれまでに
わずか 3件のみの報告しか無い．2009年に (H2O)+2 の
赤外分光が Johnsonらによって果たされ4)，続いて，筆
者らのグループが n = 3–11のサイズ範囲で赤外分光
を行うことに成功した5, 6)．Johnsonらの (H2O)+2 の赤
外分光は，このラジカル正イオンがまさに (2)の示す
H3O+ と OHラジカルから成る構造を持つことを示し

たが，水中での後続反応を考える上では，このイオン
が水和によりどのように構造変化を示していくかが，
非常に重要となる．それはより大きなサイズ（n ≥ 3）
の (H2O)+n の赤外分光により明らかとなる．

Figure 2(a)に (H2O)+n（3 ≤ n ≤ 11）の自由OH（水素結
合をしていない OH基）の伸縮振動による赤外スペク
トルを同サイズの H+(H2O)n のスペクトル（Fig. 2(b)）
と比較しながら示す5)．H+(H2O)n の赤外スペクトル
はすでに良く解析されており，これらの赤外スペク
トルと量子化学計算から決定された水素結合構造も
図中に示した．赤外分光による水素結合の研究では，
3600 cm−1 以下の領域に現れる水素結合OH 伸縮振動
に着目することが一般的である．これは OH基の伸縮

Figure 2. (a) Infrared (IR) spectra of water
radical cluster cations, (H2O)+n (n=3–11), in the
free OH stretch region. The arrows in the figure
indicate the stretch band of OH radical. (b) IR
spectra of protonated water clusters H+(H2O)n.
Hydrogen bonded structures of the clusters are
also shown. Reproduced from Ref. 5 with per-
mission from the Royal Society of Chemistry．
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振動数が水素結合形成（水素結合におけるプロトン供
与体になること）により低波数側へシフトし，そのシ
フトの大きさが水素結合強度を反映するため，これを
水素結合のマーカーとするからである．しかし，Fig. 2
からわかるように，水の自由 OH 伸縮振動も 4 本の
バンドに分裂して現れ，そのバンド構造は水分子間
の水素結合形成に対応してサイズごとに変化してい
く．これは当該水分子の水素結合配位数を反映してお
り，その解析から図中に示した水素結合構造を（定性
的に）決定することが出来る（より詳細な構造決定は
水素結合 OH 振動領域まで拡げた観測および量子化
学計算により探索した安定構造に基づく赤外スペクト
ルのシミュレーションとの比較によっている）．さて，
Figs. 2(a), (b)のスペクトルとそのサイズによる変化を
比較すると，この 2種のスペクトルはほぼ同一のバン
ド構造を示していることがわかる．これは (H2O)+n と
H+(H2O)n の水素結合構造がほぼ等しいことを意味し
ている．すなわち，(H2O)+n 内ではプロトン移動により
H3O+（または H2O − H+ − OH2）イオンが生じ，この
中心イオンに対する水和構造は H+(H2O)n における水
1 分子を OH ラジカルに置換したものになっている．
サイズ 3 ≤ n ≤ 6に見られる矢印で示した弱いバンド
は (H2O)+n のスペクトルにのみ現れるが，このバンド
は OHラジカルの自由伸縮振動と帰属され，プロトン
移動による OHラジカル生成を証明している．また以
上のことは同時に，半結合構造（過程 (1)生成物）を
中心として，これを水和していく構造は n ≥ 3でも観
測されないことを示している．
自由 OH 伸縮領域のスペクトルは (H2O)+n が

H+(H2O)n 類似の水素結合構造を形成していることを
示しているが，どの水分子を OHラジカルに置き換え
たものが安定になるのであろうか．イオン化に伴いプ
ロトン移動反応が起きた直後には，生成した H3O+ と
OHは水素結合により直接結ばれ，イオン–ラジカルペ
アを形成している（Fig. 1(b)）．n = 3–4 では，H3O+

の残りの 2本の OHが水分子によって順次溶媒和（水
素結合）されていき，n = 5から第 2溶媒和圏の形成
が始まると期待される．このとき，OHラジカルの位
置に選択の余地が生じるが，その具体的な位置は赤
外スペクトルから明らかとなる．Figure 3(a)に水素結
合 OH 伸縮振動領域まで測定領域を拡大した (H2O)+5
の赤外スペクトルを示す5)．比較のために，Fig. 3(e)
には H+(H2O)5 の赤外スペクトルを示す．(H2O)+5 と
H+(H2O)5 のスペクトルで大きく異なるのは，図中で
青色および赤色で強調された 2本のバンドである．青
色のバンド（3553 cm−1）は OH ラジカルの自由伸縮

Figure 3. IR spectra of the water radical
cluster cation，(H2O)+5 , in the OH stretch re-
gion. (a) Observed spectrum. (b)–(d) Simu-
lated spectra based on three stable isomer struc-
tures. The calculations were performed at the
MPW1K/6−311++G (3df, 2p) level. The rela-
tive energies of the isomers are also shown. The
blue and red parts of the spectra indicate the
stretch band of the OH radical and the hydrogen-
bonded OH stretch band of the water molecule
bound to the OH radical, respectively. (e) Ob-
served spectrum of the protonated water cluster,
H+(H2O)5. Reproduced from Ref. 5 with per-
mission from the Royal Society of Chemistry.

振動である（Fig. 2(a)において矢印で示したバンド）．
これよりも低波数のバンドは水素結合 OH 伸縮振動
と帰属され，赤色のバンドは，低波数シフトが小さ
い，すなわち弱く水素結合した OH 基の存在を示す．
Figures 3(b)–(d)は，H+(H2O)5 のそれぞれ異なる水分
子サイトを OHラジカルにより置換することにより得
られる 3種の安定異性体構造に基づく赤外スペクトル
のシミュレーションである．一見して明らかなよう
に，第 2溶媒和圏に OHラジカルを置いた Fig. 3(b)の
構造によるスペクトルが実測のスペクトルを良く再現
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している．また，この構造がエネルギー的にも最安定
である．この構造においては，中心の H3O+ イオンは
全て水分子で溶媒和されている．これは OHラジカル
のプロトン親和力が水分子に劣るため，電荷を持ち最
も強く水素結合を形成する H3O+ イオンの溶媒和は，
水分子が優先して行った方がエネルギー的に有利と
なるためである．プロトン親和力の小さな OH ラジ
カルに水素結合した中性水分子の OH が赤色のバン
ドを与えている．一方，OHラジカルはプロトン受容
体であり，供与体とはなっていないので，その自由
OH振動が青色のバンドとして観測される．この結果
は，イオン化直後に生成する正イオン–ラジカルペア
(H3O+ − OH)は水和に対して安定では無く，水中では
ペア間に水分子が入り，ペアは分断されてしまうこと
を示している．これは凝集相では観測することが難し
い分子レベルの溶媒和構造変化を気相クラスターが明
らかにする好例のひとつである．
第 1溶媒和圏の形成時に，H3O+ から OH ラジカル

は引き離されるが，水和の進行と共にクラスターの最
外殻に押し出されてしまうわけでは無い．OHラジカ
ルは水よりも高いプロトン供与性（酸性度）を持つた
め，プロトン供与体としては有利である．そのため，
第 3溶媒和圏が生じると，OHラジカルは第 3層の水
に対してプロトン供与体として働き，最表面には現れ
ないことが，より大きなサイズのクラスターのスペク
トル解析により明らかとなっている6)．

3 ラジカル正イオンによる半結合形成の観測

前節で述べた水のイオン化に関わる過程 (1)を再考
する．水分子のように非共有電子対（n）を持つ分子
を想定すると，分子の n軌道同士を重ねて分子軌道を
作れば，結合性軌道（σ）と反結合性軌道（σ∗）が形成
できる．閉殻の中性分子同士ではこの 2個の軌道に計
4 個の電子が収容されるため，軌道は σ∗ まで満たさ
れ，有効な結合を生じない．しかし，一方の分子がラ
ジカル正イオンであれば，結合次数 (2 − 1)/2 = 1/2を
持つ有効な共有結合となることがわかる．このような
結合は半結合（hemibond）あるいは 2中心 3電子結合
（two-center three-electron bond, 2c-3e bond）と呼ばれ，
通常の共有結合のオクテット則に反する非古典的共有
結合である．半結合の概念は 1931年の L. Pauling に
よる提唱に始まる．Pauling は希ガス二量体が中性基
底状態では不安定であるのに，正イオンとなると大き
く安定化する理由をこれにより説明した7)．
水やアンモニア，そしてアルコールのような非共有

電子対を持つプロトン性溶媒分子が半結合を形成出
来るか否かについては，その凝集相中におけるイオ
ン化過程への寄与の有無も含めて，強い関心が持たれ
てきた．過去 10年程の間に大きく発展した量子化学
計算手法を背景として，これらの分子のラジカル正イ
オンクラスター，特にその二量体正イオン，に関する
計算が非常に多く行われている．とりわけ (H2O)+2 に
は計算例が多く，孤立気相状態であれば，半結合構造
(H2O∴OH2)+ が安定種として存在出来ることはほぼ共
通の結論となっている8)．しかし，このような水分子
間の半結合については，過去にいかなる実験的証拠も
得られてはいない．これは，半結合が生成可能なプロ
トン性分子は同時に水素結合のプロトン供与体―受容
体になることが出来るため，プロトン移動型が必ず競
合するためである．水では，前節で見たように，半結
合型からより安定なプロトン移動型へと速やかな移行
が起きると解釈されている．
それでは，プロトン性分子間で半結合を観測する
ことは不可能なのであろうか．量子化学計算では，第
2周期元素の水素化物では一般にプロトン移動型が有
利であるが，第 3周期元素の水素化物では逆に半結合
型が有利になることが予言されている8)．特に硫黄を
含む系では，ラジカル正イオンで硫黄原子間に半結合
S∴Sが生じていることが，凝集相の電子スピン共鳴，
過渡吸収，そして X線構造解析などから示唆されてい
る9)．そこで，気相において半結合型構造の確実な実
験的証拠を得るべく，筆者らは硫化水素のラジカル正
イオンクラスター (H2S)+n に着目し，その赤外分光を
行った．

Figure 4 に (H2S)+n（n = 3–6）の SH 伸縮領域の赤
外スペクトルを示す10)．図中で 2500 cm−1 以下に現
れるブロードな吸収は電荷を持つイオンコアの水素
結合 SH 伸縮振動バンドである．イオンコアは半結
合型 (H2S∴SH2)+ またはプロトン移動型 (H3S+) の構
造が想定され（Fig. 1の水の 2種と基本的に同型であ
る），電荷のためその SHは強い水素結合を形成し，伸
縮振動の中心振動数は 2300 cm−1 以下にまで低下して
いる．2500 cm−1 以上に現れるバンド群は自由 SH 伸
縮振動であり，低波数側から，イオンコアの SH（赤
破線の枠内，∼2565 cm−1），イオンコアに水素結合し
た中性硫化水素分子の対称伸縮振動（青破線の枠内，
∼2595 cm−1），同分子の反対称伸縮振動（緑破線の枠
内，∼2610 cm−1）と帰属される．注目すべきはイオン
コアの自由 SH伸縮振動バンドである．半結合型でも
プロトン移動型でもイオンコアの自由 SH伸縮振動数
はほぼ同一であり，振動数から両者を識別すること
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Figure 4. IR spectra of hydrogen sulfide radi-
cal cluster cations, (H2S)+n (n = 3–6), in the SH
stretch region. The bands in the red dotted box
are assigned to the free SH stretches of the ion
core. The bands in the blue and green dotted
boxes are symmetric and antisymmetric free SH
stretches of neutral molecule moieties，respec-
tively. The cluster structures are also shown in
the figure, Reproduced from Ref. 10 with per-
mission from the Royal Society of Chemistry.

は出来ない．しかし，このバンドはサイズと共に相対
強度が弱まり，n = 5 までははっきりと確認できるが
n = 6で消失する．この強度減少は，サイズ増大と共
にイオンコアの溶媒和（水素結合形成）が進み，自由
SH基の本数が減少するためである．n = 6でバンドが
消滅することは，2分子で半結合型のイオンコアが形
成され，その 4本の SH基が完全に溶媒和されるのに
更に 4分子を要する事を意味している（プロトン移動
型の場合は，イオンコアが 3本の SH基を持ち，すで
に 1本は OH ラジカルにより溶媒和されているので，
n = 4で自由 SH振動が消滅すると予想される）．図中
の右側には量子化学計算で得られた各サイズのクラス
ターの最安定構造を示す．これらの構造は半結合型の
イオンコアを持ち，これらの構造に基づく赤外シミュ
レーションは観測されたスペクトルを良く再現するこ
とが示されている．
この結果は，プロトン性分子間における半結合の形

Figure 5. IR spectra of (a) ammonia dimer
cation and (b) methanol dimer cation. The
energy-optimized structures and their simulated
IR spectra at the MP2/6-31++G∗∗ level are also
shown. Reproduced from Ref. 11 with permis-
sion from the PCCP Owner Societies.

成を気相クラスターで実証した初めての例である．こ
の観測は同時に，硫化水素分子間の半結合が少なくと
も第 1 層の溶媒和に対して安定であることも示して
いる．

4 ラジカル正イオンの高いプロトン供与性

水や硫化水素のラジカル正イオンのクラスターの構
造について，前節までに述べた．メタノールやアンモ
ニアなどのプロトン性分子のラジカル正イオンのク
ラスターも，水と同様のプロトン移動型構造を形成す
る11, 12)．近年，真空紫外光の 1光子吸収による直接イ
オン化と赤外分光および量子化学計算を組み合わせる
事により，これらの分子の光イオン化後の反応過程の
詳細が明らかにされている11, 12)．

Figure 5に，真空紫外光の 1光子吸収による直接イ
オン化によって生成された (a)アンモニア二量体およ
び (b)メタノール二量体正イオンの実測赤外スペクト
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ル，量子化学計算で求められた安定構造およびそれに
基づくスペクトル・シミュレーションの結果を示す11)．
それらの実測のスペクトルには，3000 cm−1 から低波
数領域に広がる幅広いバンドが観測される．これら
のバンドは，図に示されたプロトン移動型構造におけ
る，分子間で共有されたプロトンの振動に帰属される．
帰属の詳細については原著論文や総説を参考された
い11)．これらの赤外スペクトルから，メタノールやア
ンモニアなどのプロトン性分子のクラスター正イオン
が，図に示されるプロトン移動型構造を形成すること
がわかる．これらの構造は，プロトン供与基のプロト
ンが受容原子へ分子間で移動し，プロトンを分子間で
共有している構造である．Figure 6に，量子化学計算
で得られた (a) アンモニアおよび (b) メタノール二量
体正イオンのプロトン移動座標についてのポテンシャ
ルエネルギー曲線を示す．縦軸は，安定なプロトン移
動型構造からの相対エネルギーであり，横軸は，図中
に示すプロトン供与基（X–H，X=O，N）の結合距離で
ある．真空紫外 1光子イオン化では，フランク・コン
ドン原理に従って，垂直イオン化によりクラスター正
イオンが生成する．最も短い結合距離の点は中性状態
の X–H 結合距離である．中性状態においても，メタ
ノール二量体およびアンモニア二量体はそれぞれ水素
結合により結ばれているが，分子間でプロトンを移動
した構造はエネルギー的に不利である．Figure 6のポ
テンシャルエネルギー曲線に見られるように，正イオ
ン状態ではプロトン移動型構造が安定であり，垂直イ
オン化構造からプロトン移動型構造への異性化反応に
エネルギー障壁がない．このことは，アンモニア二量
体およびメタノール二量体の光イオン化において，イ
オン化された分子からプロトン移動がエネルギー障壁
なく直ちに起こることを示している．このように，イ
オン化されたアンモニアラジカル正イオンのNH結合
やメタノールラジカル正イオンのOH基は，非常に高
いプロトン供与性を持つ．水の二量体正イオンや酢酸
の二量体正イオンについても同様な研究が行われ，そ
れらについてもエネルギー障壁のない分子間プロトン
移動によって，プロトン移動型の構造を形成すること
が報告されている4, 12)．このようにラジカル正イオン
の OHや NHは，中性状態の OHや NHに比べ，非常
に高いプロトン供与性を示し，イオン化後にプロトン
移動反応を起こす場合が多い．
一方，CH 結合は通常，非プロトン性とみなされ，

中性状態においてそのプロトン供与性は低い．それで
は CH において，OHや NH のようにイオン化にとも
なうプロトン供与性の顕著な上昇が見られるであろう

か．アルカンなどの非プロトン性分子の衝突実験にお
けるイオン–分子反応では，CHからのプロトン移動が
観測されている．またエーテルや 3級アミン等の非プ
ロトン性分子のイオン化過程において，CH からのプ
ロトン移動により生じた生成物が，質量分析によって
観測されている13)．これらの結果は，ラジカル正イオ
ンの CHも，高いプロトン供与性を持つことを示唆し
ている．しかしながら気相クラスターの研究では，中
性，正イオンを問わず，OHや NHのプロトン供与性
については精力的に研究されてきたが，ラジカル正イ
オンの CHのプロトン供与性について着目した分光研
究はほとんどなかった．Figure 7(a)に，トリメチルア
ミン二量体正イオンの赤外スペクトルを示す14)．この
スペクトルは，トリメチルアミン二量体正イオンへの
赤外振動励起により誘起される振動前期解離によって
生じる，解離フラグメントであるプロトン付加トリメ

Figure 6. Potential energy curves along the
proton transfer coordinate of (a) ammonia
dimer cation and (b) methanol dimer cation at
the MP2/6-31++G∗∗ level. Reproduced from
Ref. 11 with permission from the PCCP Owner
Societies.
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チルアミンをモニターして観測されている．図には，
トリメチルアミン二量体正イオンの安定なプロトン
移動型構造と，それに基づく赤外スペクトル・シミュ
レーションの結果も併せて示してある．トリメチルア
ミン二量体正イオンの赤外スペクトルには，メタノー
ルやアンモニアの二量体正イオンで見られたような，
2800 cm−1 より低波数領域に広がる強度の強いブロー
ドなバンドが観測された．このバンドは，図中のプロ
トン移動型構造の分子間で共有されたプロトンの振動
に帰属される．図中の構造では，イオン化されたトリ
メチルアミン分子のメチル基のプロトンが分子間で移
動し，窒素原子間で共有されている．これにより，ト
リメチルアミン正イオンの CHは，プロトン性分子の
正イオンの OHや NHと同様に高いプロトン供与性を
持つことが示された．同じ分光手法により，赤外照射
によって誘起された振動前期解離のフラグメントであ
るトリメチルアミン正イオンをモニターして得られる
トリメチルアミン二量体正イオンの赤外スペクトルに
は，半結合構造に由来する赤外スペクトルが観測され
ている．このように光イオン化で生成したトリメチル
アミン二量体正イオンには二種類の異性体が存在する
ことが明らかとなっている．その詳細については原著
論文を参照されたい14)．

Figure 7(b)に，トリメチルアミン二量体正イオンの
プロトンを供与する CHの結合距離を変えて計算され
たプロトン移動座標のポテンシャルエネルギー曲線を
示す．一番短い結合距離の点が中性の安定構造の CH
結合距離のエネルギーである．Figure 6に示した正イ
オン状態の OHや NHのプロトン移動と同様に，イオ
ン化されたトリメチルアミンの CHからの分子間プロ
トン移動には，エネルギー障壁がない．このプロトン
移動により，トリメチルアミン二量体はイオン化後直
ちに安定なプロトン移動型構造に異性化する．このよ
うに，トリメチルアミン正イオンのCHも，OHや NH
と同様に高いプロトン供与性を持つことが示された．
イオン化により生成されたラジカル正イオンのCHの
高いプロトン供与性については，Yoderらのジメチル
メチルエーテル二量体の光イオン化過程における解
離生成物のイオン化エネルギー依存性の解析によって
も示されている13)．これらのラジカル正イオン状態に
おける CH のプロトン供与性増大の機構については，
エーテルやアルコールのラジカル正イオンの赤外分
光と電子分布についての量子化学計算によって詳しい
解析がなされている15)．これらの分子のイオン化にお
いては，非共有電子軌道から電子が放出され，非共有
電子軌道が SOMO（Singly Occupied Molecular Orbital）

Figure 7. (a) IR spectrum of trimethylamine
dimer cation. The energy-optimized structure
and its simulated IR spectrum at the ωB97X-
D/6-311++G(3df,3pd) level are also shown. (b)
Potential energy curve along the proton trans-
fer coordinate of trimethylamine dimer cation at
the ωB97X-D/6-311++G(3df,3pd) level．Re-
produced from Ref. 14 with permission from the
PCCP Owner Societies.

になる．その SOMO と近接している CH の σ軌道が
超共役し，CHの結合性の σ電子が非局在化する．こ
の非局在化により，CH のプロトン供与性が増大する
ことが明らかになっている．
以上のように，ラジカル正イオンにおいて，OH や

NH とともに，CH も非常に高いプロトン供与性を持
つことがわかってきた．さらに上記のように，それら
が寄与するプロトン移動にはエネルギー障壁がない．
CHは有機分子に遍在しており，この結果は，有機分
子がイオン化されると，生成したラジカル正イオンか
ら周囲の分子へのプロトン移動が広汎に起きているこ
とを示唆している．
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Figure 8. IR spectra of (a) neutral and (b)
cationic acetone-water clusters. Their energy-
optimized structures and IR simulated spectra
at the MP2/6-31++G∗∗ level are also shown16).
Copyright (2010) Wiley-VCH.

5 水和分子のイオン化過程における水分子の触媒
作用

水溶液中の溶質分子への光照射による反応素過程の
微視的理解は，生体環境下における放射線照射による
生体分子損傷の理解や放射線治療技術発展への寄与に
繋がる基盤的情報だと考えられる．気相のレーザー分
光分野において種々の反応素過程が分子レベルで明ら
かにされてきたが，近年筆者らは，光イオン化によっ
て誘起された異性化反応における水分子の触媒作用を
明らかにしてきた16, 17)．

Figure 8(a)に，中性のアセトン–水クラスターの赤外
スペクトル，その最安定構造とそれに基づく赤外スペ
クトル・シミュレーションの結果を示す16)．図に示さ
れているようにアセトン–水クラスターは，水分子の
OHとアセトンの酸素原子間で水素結合を形成し，水

Figure 9. IR spectra of (a) neutral and (b)
cationic acetone-deuterated water clusters16).
Copyright (2010) Wiley-VCH.

分子の酸素原子がアセトンの CHに接近した構造を形
成する．この構造が高レベルの量子化学計算において
も最安定構造であり，これに基づく赤外スペクトル・シ
ミュレーションも実測のスペクトルをよく再現する．
このクラスターの光イオン化により誘起される異性化
反応では，この中性の構造を反応前駆体と見なすこと
ができる．アセトンをイオン化できる波長 118 nmの
真空紫外光（この波長では水分子はイオン化されない）
を，このクラスターに照射して生成したアセトン–水
クラスター正イオンの赤外スペクトルを Fig. 8(b)に示
す．同時にクラスター正イオンの最安定構造とそれに
基づく赤外スペクトル・シミュレーションの結果も示
してある．実測のスペクトルには，水の自由 OH伸縮
振動（ν1，ν3）と低波数領域に広がるブロードな強度の
強いバンドが観測された．このブロードなバンドは，
エノール化したアセトン正イオンの水素結合OHの振
動に帰属される．この結果は，アセトン–水クラスター
のイオン化において，アセトン正イオンがエノール化
する異性化反応が起きていることを示す．アセトン単
体の 118 nm光イオン化においては，生じる正イオン
がエノール化していないことが赤外分光によって確認
されている18)．よってアセトン–水クラスターのイオ
ン化で誘起されるエノール化には，水分子の寄与が重
要であることが示唆される．Figure 9に，(a)中性およ
び (b)正イオンのアセトン–重水（D2O）クラスターの
赤外スペクトルを示す．中性の赤外スペクトルには，
CH伸縮振動と 1本の自由 OD伸縮振動がこの領域に
観測される．このスペクトル構造は，アセトン–重水ク
ラスターがアセトン–水クラスターと同様の分子間構
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造を形成することを示している．Figure 9(b)の正イオ
ンの赤外スペクトルには，ブロードなバンドが低波数
域に観測される一方，水の自由 OH伸縮振動は観測さ
れない．この結果は，イオン化後の反応で重水がHOD
に置換される事は無く，もっぱらアセトンのメチル基
のプロトンがアセトンの酸素原子に移動することによ
り，アセトン正イオンのエノール化が起こっているこ
とを示している．Figure 10に，化学反応ポテンシャル
超曲面の探索法である Global Reaction Route Mapping
（GRRM）法19)によって計算された，垂直イオン化され
たアセトン–水クラスターの異性化反応のエネルギー
ダイアグラムを示す．光イオン化後，垂直イオン化
構造から structure 1 に異性化する．structure 1 から遷
移状態 TS1を経て，structure 2および structure 3のエ
ノール形の安定構造へと異性化する．この structure 1
から structure 2への異性化過程において，水分子がメ
チル基のプロトンを引き抜き，アセトンの酸素原子へ
輸送している．この水分子の catch & release型の触媒
作用により，安定なエノール形のアセトン正イオンと
水分子が水素結合した structure 2や structure 3が形成
される．この結果は，水分子の catch & release型の触
媒作用を実験的に示したはじめての結果である．同様
な水の触媒作用は，ホルムアミド–水クラスターの光
イオン化過程においても見出されている17)．

Figure 10. Energy diagram of the isomer-
ization reaction path of the vertically ion-
ized acetone-water cluster. The reaction path
was searched by the GRRM method at the
PBE1PBE/6-31+G∗ level. Each energy level
in the diagram was obtained by re-optimization
of a stable state or transition state (TS) at the
PBE1PBE/6-311+G(2d,2p) level16). Copyright
(2010) Wiley-VCH.

水溶液中では，水の水素結合ネットワークが形成さ
れているため，溶質分子が光イオン化された際，プロ
トンリレーによる水の触媒作用が優先的に起こるこ
とが予想される．この気相実験で見出された水分子の
catch & release 型の触媒作用は，ラジカル正イオンが
生成された際，その異性化反応（プロトン移動）に水
が 1分子でも触媒作用することを示している．

6 おわりに

本稿では，最近の気相クラスターによるラジカル正
イオンの溶媒和構造とプロトン移動を中心とするイオ
ン化後続反応の観測について紹介を行った．分子数を
限定して系を単純化することにより，気相クラスター
研究は凝集相では非常に困難な個々の分子の構造と運
動を可視化し，量子化学計算との良好な相性を助力と
して，分子イオンに関する古くからの問題解決や新た
な性質の発見に力を発揮している．気相クラスターの
結果を無条件に凝集相へと還元することは勿論出来な
いことを最後に注意しておきたいが，本稿により分子
イオンに関わる研究手段としての気相クラスターの有
効性について読者諸賢の同意を得られたならば，幸甚
である．
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