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大気環境分子の分光･化学反応データ計算システム
広島大学　大学院理学研究科　○岩田末廣

Abstract

The theoretical and computational systems are developed for making data sets of spectroscopic properties as

well as reactive processes of molecules in atmosphere. The data sets are expected to be accurate enough to be

used in place of the experimental data, which are sometimes inaccurate or absent at all. A few important

targets are selected as model studies during the three-year projects.

1. 課題の目的
大気の化学素過程をになう分子の分光学および化学反応過程に関連する諸量を量子化学の手法によって計算す

るシステムを構築し、かつ重要な系をターゲットに選択して、研究期間中に実験グループや大気シミュレーショ

ン研究者に計算結果を提供することを目的とする。

地球大気の対流圏、成層圏、およびイオン圏の下層では、様々な化学過程が進行している。最近、エアロゾル

が対流圏の化学過程に重要な役割をしていると指摘されてはいるが、その他は比較的簡単な分子の気体化学反応

過程が大気化学の基本である。地球温暖化やオゾンホールなど地球環境の現在と将来を語る上で、これらの大気

環境に存在する分子の基礎化学過程の精密な知識が不可欠である。ここに登場する分子種は、現代化学で取り扱

う膨大な分子種と比べると、ほんの一握りの簡単な分子である。しかしながら、オゾン分子O3一つとっても基礎

的化学過程は定量的のみならず定性的にも十分理解されているとは言えないのが実状である。確率が見かけ上小

さい化学過程が、全体としての大気化学過程にある割合で寄与することが認識され始めている。化学過程の鍵を

握る分子種の多くはラジカル種や不安定分子であり、近年のレーザー分光の進歩によって著しく進んだとはいえ、

実験室での定量的実験研究はそれほど容易ではない。一方、分子の諸性質を、量子力学の第一原理から研究する

量子化学計算は、この30年間に著しい進歩を遂げた。このプロジェクトが開始された年のノーベル化学賞はこの

発展に中心的な役割を演じたPopleとKohnに与えられている｡計算機性能を最大に発揮させて、シュレディンガ

ー方程式を近似的に解くのだが、適切な近似方法を選択することによって、実験が要求する精度で計算し、実験

の解析や予測をすることが出来る。もちろん、近似方法はまだ完全に完成したわけではない。今でも全世界で開

発競争が進められている。注意深く近似方法を検討し、必要な理論とそれに基づく計算プログラムを作成して計

算するならば、ほとんどの二原子分子と三原子分子のほとんどの物理量と化学的性質を理論的に求めることが出

来るようになってきている。もちろん、ここで問題は｢ほとんど｣であって｢すべて｣ではない。この観点から､大気

環境に存在する分子とその諸過程を理論計算で計算するシステムを作る。

2. 研究成果
具体的な大気環境分子の研究を通じて、計算システムを構築していく。代表的な例を紹介する。

2.1 電子振動回転遷移確率
分子が吸収･発光する電磁波を研究する分子分光は、分子を観測する基本的な手段である｡吸収と発光遷移確率の

絶対値の測定は､特に不安定分子などでは困難である｡一方、遷移確率の精密な値を使えば、濃度検定のみならず

回転温度や振動温度の見積もりも行うことができる。

2.1.1 太陽大気中の一酸化炭素(CO)の振動回転温度(広島大･岡機構計算センター)
NASAは1990年に人工衛星上に高分解能赤外吸収測定器を搭載して､太陽大気の観測をしている｡中でも一酸化炭

素COの倍音領域で高分解吸収スペクトルを得ている(図2.1の左)｡NASAの研究者はこの測定データから､COの基

底状態のポテンシャルエネルギーに関する分子定数を求めているが、スペクトル強度の情報から大気の物理条件

を推定することはしていない。本研究で、振動回転遷移の遷移確率を精密に計算した上、分子が振動･回転してい

る温度を仮定してスペクトルを描いた(図2.1の右)｡この結果、5000Kから5500Kの太陽大気領域に一酸化炭素が分
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布していることが明らかになった。

同様の精密計算をN2
+の電子振動回転遷移について行い、オ

ーロラの発光スペクトルの解析を試み、振動と回転の温度が

著しく熱平衡からはずれていることも明らかにしている｡

2.1.2 高振動準位遷移の吸収強度
(慶応大･岡機構計算センター)
地球温暖化問題と関連して、近赤外領域の吸収確率の正確な

見積もりが重要である。図2.2は､水分子の反対称伸縮振動の

吸収強度とΔvの関係を示している。この図でCIとDFTが計

算値である。expと事実上区別できない精度を得ている。理論

計算の強みは、このデータを元に、実験で決定されていない

振動回転遷移確率を同じ精度で見積もれることである。

高振動準位は、基準座標に基づく基準振動解析近似を越え

て研究しなければならない。特に、高い回転量子準位も含め

ると、振動と回転の結合を量子論的に適切に取り入れなけれ

ばならない。3,4原子分子でもまだ、ルーティン的取り扱いが

できていないのが現状である。本研究では、実用的な(実験が

要求する精度を達成する)近似計算手法のアルゴリ

ズムの確立とプログラム作成に取り組んでいる。

2.1.3 水･酸素の衝突誘起赤外吸収遷移強
度(都立大･通総研)
酸素分子O2の振動運動は赤外線を吸収しない。し

かし、大気中に多く存在する水分子(H2O)と衝突す

るときに赤外活性になる可能性がある。実際、笠

井らはO2･H2O錯体をマイクロ波分光法で観測し

ている｡この錯体の構造はこの分光法だけでは決定

できなかったが､橋本･三浦は量子化学計算により

可能性の高い構造をしぼり込むことができた。赤外吸収強度を正確に見積もり、実験家に提供していく。

2.1.4 JEM/SMILES計画で観測分子の回転遷移確率の計算(岡機構計算センター･都立大･通総研) 
国際宇宙ステーションの日本実験棟ではJEM/SMILES計画といって成層圏の分子の回転発光スペクトルを観測

し、分子濃度の場所･時間などに対する依存をモニターする｡ここで観測に利用される回転遷移確率の絶対値を知

っておくことが大切である。実験データを補完する計算を進めている。

2.2 解離反応
2.2.1 酸素分子O2のHerzberg吸収帯の遷移確率と解離過程(慶応大)
O2のHerzberg吸収帯は大気中酸素濃度を測定するのに利用さ

れ、またオゾン生成のkey stepであるため、古くから研究され

てきた。しかし、この吸収帯は双極子禁制な吸収帯であるため、

近年までその正確な吸収強度の測定や光解離のdynamicsは解明

されていなかった。1994年にYoshinoらによって回転の微細構

造まで求めた吸収スペクトルが観測され、また1991年に松見・

川崎らが、1999年にParkerらが、O2+hν→2O(
3PJ)の光解離の

分岐比は9.0 : 3.3 : 1.0 (J=2,1,0)と報告した。スピン軌道相互作用
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図2.1
右のスペクトルは5000Kを仮定した

シミュレーション

図2.2
H2OのOH反対称振動の強度

表2.1
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を精密に考慮してポテンシャルエネルギー曲線を描き、電子振動遷移確率を計算した。表2.1は基底状態のν”=0

から電子振動励起状態 ν, への遷移確率である。また､ポテンシャル曲線の形状から、光解離過程には多準位、多

段階の非断熱遷移が重要であることを明らかにした。

2.2.2 O(1D)+O2(X3Σu
－) 衝突過程における電子脱励起過程(都立大･名大)

成層圏におけるO2, O3, N2O等の光分解によって並進励起された

酸素原子(O(1D))が生成される。O(1D)は周囲の気体(N2, O2)との衝

突によって緩和される。最近､松見らは、実験によって並進緩和

の速度はそれほど速くなく、競争して起こる電子脱励起過程が

予想よりも速い事を見出した。この実験事実に基づくシミュレ

ーションによれば、成層圏上層部ではO(1D)の並進運動は周りの

大気温度とは熱平衡が成立していないで、｢高温｣のまま次の反

応過程に関与することが判明した。衝突による緩和は

O(1D)+O2(X
3Σu

－)→O(3P)+O2(X
3Σu

－)

で表されるスピン多重度が変化する過程である。図2.4はこの遷

移が起きる確率の衝突エネルギー依存性を理論計算した結果で

ある。衝突エネルギーが4eVを越えたあたりで確率のエネルギー依存性は弱くなり、この理論結果は、松見らの

観測を説明している。

2.3 OHラジカルと炭化水素分子の反応(広島大)
対流圏･成層圏で発生するOHラジカルは反応性が高く、直ちに反応する。その反応は多くの場合新たなラジカル

を発生し、大気中の化学反応過程の開始剤とでも呼べる役割を果たしている。したがってその反応素過程を解明

することは大気化学現象の理解に重要である。

2.3.1 飽和炭化水素からのH引き抜き反応
反応

OH + RH → H2O+ R･         (R=CH3, C2H5, C3H7)

を量子化学計算によって追跡し、反応熱エネルギー、反応障壁の高さ､反応入り口側の弱い錯体の有無などを調べ、

存在する実験データと比較した｡炭素数の増大と共に障壁は低くなり引き抜き反応速度は増していくを明らかにした。

2.3.2 イソプレンに対する付加反応とそれに引き続く化学過程
生物起源有機物(VOC)の一つであるイソプレンとOHの反応を量子化学計算によって追跡した。特に､付加反応に

引き続く反応に、オゾンやNOxが影響する可能性を理論的に検討している。

2.4イオン圏D領域におけるH3O
+イオン形成機構(広島大)

イオン圏のE圏からD圏に移り変わる領域で、プラスイオンの担い手の中心がNO+からオキソニウム(H3O
+)とその

水和物(H3O
+[H2O]n)に移っていくことが知られている。この過程の理解のために

NO+[H2O]n → NO+[H2O]n-1 + H2O

NO+[H2O]n → H3O
+[H2O]n-2 + HONO

NO+XOH[H2O]n → H3O
+[H2O]n-1 + XONO       (X=CH3)

の構造･熱力学的関係を量子化学計算によって検討している。H3O
+[H2O]n形成に第3体Y､例えばメタノール

CH3OHが大きく寄与することを明らかにできた。

3. ネットワークの活用
研究開発は､岡崎国立共同研究機構･計算科学研究センター(前の岡機構･分子科学研究所･計算機センター)を中心と

したインターネットによって進めてきた｡研究成果を研究グループ外に広め､利用を促進する｢動的量子化学データ

C1

図2.4 O2+O衝突における交差点cにおける遷移確率
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システム｣を設計し、構築して

いる。その一部はすでに稼動を

開始している。図3.1は岡機構･

計算科学センターで開発してい

るシステムの中心である｡大気

化学反応に関与する分子の分光

データを理論的に解析・予測し

結果を表示するためのインター

フェイスとして表示端末に依存

しないWebブラウザを採用す

る。このシステムでは (a) 幅広

い大気化学関連分野の研究者に

共通のGUI環境を提供するこ

と、(2) 計算結果の可視化だけ

でなく、研究者が必要とするデ

ータがデータベース上に無い場

合には情報を“オン・デマンド”

でサーバ（またはクライアント

PCに）上で計算し、手元のPC

で計算結果の解析を行うことが

できる。右下の図は、N2
+の精

密計算によって構築したデータ

ベースから、研究者が必要な条

件における発光スペクトルを

PC側で計算している例であり、

中央下図は分子の形をWebブ

ラウザから入力し、計算サーバ

上で物理量を計算し、結果を再

びブラウザ上に可視化している

例である｡マイクロ波分光に必

要な回転定数検索に特殊化した

同様のシステムを都立大グルー

プが作成し(図3.2)、これをセン

ターとリンクし、全体を一つのシステムとして外部に公開していく｡

4. まとめと今後の予定
国内の大気化学研究者との交流を一層強め、国際化に努めていく｡開発成果の利用を促進するために、web siteを

充実し、作成しているプログラムシステムのマニュアルを整備し､公開していく｡各グループの研究成果は上がっ

ているが、共通して､論文公表が遅れているので､論文作成に一層努める。研究課題としては､グループ間で協力し

て､多原子分子の電子振動回転遷移確率計算の調和振動近似を越えて実行する実用的システムの開発に力を注ぐ。
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図 3.1 開発システムのイメージ

図 3.2 可視化例
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5. 研究実施体制
図5.1に示すように、理論･計算グループは、岡崎共同研究機構･計算科学研究センター(前分子科学研究所･計算セ

ンター)を情報ネットワークの中心に置いて、研究を進めてきた。松見グループからは最新の大気化学研究の情報

が理論･計算グループに提供されており、共同研究も進展している｡国際的なワークショップも、川崎教授の主宰

する科学研究費(企画研究)｢大気環境における化学反応素過程の解明｣と共催して企画している。
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図 5 . 1 研究実施体制




