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１．はじめに

宇宙空間には，現在約140種類の分子（分子イオンも

含む）が存在することが天文観測により知られている．

これらの分子は，水素，水，二酸化炭素，アンモニア等，

単純な分子のみならず，アルコール類，糖などの比較的

分子量の大きな有機分子も観測されており多岐にわたっ

ている．観測された分子が，どのような化学反応により

生成されたのかを明らかにすることは，宇宙空間におけ

る物質進化（化学進化）を解明することにつながる．赤

色巨星などの質量放出星や超新星爆発によって撒き散ら

された様々な原子・分子および星間塵（鉱物微粒子）が

集積して星間雲というガス天体を形成，そこからまた

星・惑星が形成されるという物質輪廻を考える上で，星

間雲内で生じている化学反応過程を明らかにすること

は，物質進化を解明する重要な鍵となる．

本稿では，物質進化の初期段階である星間雲，特に分

子雲内で生じる星間塵表面反応に焦点をあてて簡単なレ

ビューを行い，その後に，最近我々が行った有機分子生

成に関する実験の結果を紹介する．

２．星間塵表面反応

ガスと星間塵で形成される星間雲は，中心部の密度の

非常に高い領域をmolecular cloud（分子雲），その周り

の比較的密度の低い領域をdiffuse cloud（低密度雲），と

密度の大小により分類される．低密度雲のガス数密度（ほ

とんどH の数密度で決まる）は10－10cm 程度であ

る．周りの天体からの光の影響により光イオン化や光解

離反応が活発に生じている領域であり，温度は比較的高

く，ガス温度が50－100K，塵の温度は約20－100Kであ

る ．一方，分子雲のガス密度は10－10cm と高く，星

間塵の存在量はガスとの質量比にして約１％程度であ

る．塵の密度が高いため，外部からの光がほぼ遮断され，

分子雲内（特に中心部）はガス・星間塵共に10K以下と

いう低温領域である．近年，赤外天文観測によって，分

子雲内にある星間塵の化学組成が明らかになってきた

（表１参照)．その組成のほとんどはH Oであり（芯と

なる鉱物の組成を除く），次いでCO，CO，さらにH CO

やCH OHといった有機分子も含まれている．これらの

観測により，現在では，星間塵はサブミクロンサイズの

鉱物微粒子を，有機分子を含んだアモルファス状態の

H O氷が覆っているものと考えられている．

分子雲内では，放射場が極めて弱いため，energeticな

反応はほとんど起こらないと考えられる．したがって，

生じている化学反応はイオン―分子反応に代表される，

主として活性化エネルギー障壁の無い反応であると考え

られている．実際，イオン―分子反応を中心とした様々

な気相反応を取り込んだ反応ネットワーク計算が，実験

や理論計算により蓄積されてきた反応断面積データを用

いて行われており，一定の成果を上げている．しかし，

気相反応ネットワーク計算では，存在量が非常に多く始

原的なH やH O，複雑な有機分子の前駆体であるホル

ムアルデヒド（H CO），メタノール（CH OH）等の重要

分子の生成を定量的に説明することができない．星間塵
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宇宙空間に存在する，高密度のガスと星間塵（サブミクロンサイズの氷微粒子）で形成された分子

雲と呼ばれる低温領域は，星・惑星形成の場としてだけでなく，分子を生成する化学進化の場として

も非常に重要である．近年，分子雲内での分子形成過程を解明する上で，星間塵表面上での化学反応

の重要性が認識されてきた．しかし，低温表面反応は気相反応に比べ研究例も少なく，未だに良くわ

かっていないことが多い．本稿では，星間塵表面反応が生成に関与したと考えられているH ，CO，

H O，および始原的有機分子H CO，CH OHについて，その生成過程（反応経路や反応速度）に対す

る理解の現状を実験研究の側面からレビューする．

１章 分子雲における氷と低温化学過程

分子雲で生じる低温表面反応
― 表面反応実験で探る分子進化―

表１：様々な分子雲における星間塵氷マントルの化学組成．
それぞれの分子の存在量はH Oの量を100とした時の相対
値で表してある．
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表面で多量に見つかっている分子（表１）のうち気相反

応で生成が説明できるのはCOのみであり，その他の分

子の生成には低温星間塵表面（～20K）での化学反応が

必要不可欠であると考えられている．低温表面では吸着

した反応物が表面上に長く留まっているために，いわゆ

る気相の衝突では進行しないような反応断面積が小さな

反応であっても，反応の時間（相互作用の時間）が長い

ために反応確率が気相のそれとくらべて非常に高くな

る．例えば，気相の１回衝突では反応確率が非常に小さ

な量子効果によるトンネル反応であっても，低温表面で

は有効な反応となる．つまり，これまで分子雲のような

低温環境下では起こらないと考えられてきた高い活性化

エネルギー障壁を持つ中性原子―分子反応過程も，低温

表面反応では十分起こりえるのである．さらに，表面で

は分子形成にともなって放出される反応熱は表面が吸収

するため，気相反応では光放出で安定化することのでき

ない反応系であっても，分子が再解離を起こさずに効率

よく安定化することもできる．このような観点から，現

在では星間塵表面反応の重要性が認識されている．

３．星間塵表面反応実験の現状

この章では，気相反応で説明できない重要分子（H ，

CO，H O）の生成過程が，現在，低温表面反応というア

プローチによってどの程度まで明らかになっているのか

を概説する．H COおよびCH OHに関しては，次章で

我々の実験結果をふまえて解説する．

3.1 H 分子生成

水素分子を気相反応により生成しようとすると，H原

子同士が結合した際に放出される反応熱を，光放出によ

り逃がして安定化する radiative association反応，

H＋H→H ＋hν (1)

もしくは，radiative association反応で付着させた電子

をassociative detachment反応により放出することで

H を生成する２ステップの，

H＋e→H ＋hν (2)

H ＋H→H ＋e (3)

により生成されると考えられる．しかし，基底状態（1s）

の水素原子同士による radiative association反応は，そ

の光放出過程が禁制遷移にあたるため，H 分子の生成

はほとんど生じない．つまり，気相反応で水素分子を生

成しようとすると，associative detachment反応で生成

されることになる．一方，表面反応では基底状態の水素

原子同士の結合反応でも，反応熱を塵表面が吸収してく

れるために水素分子を生成することができる．1960年代

には，理論家の間で星間塵表面反応によるH 生成の有

効性が議論されており，表面反応によるH 分子の生成

効率は radiative association反応の10 倍であると予想

された ．

低温表面反応によるH 分子生成の実験研究は，理論

の予測とほぼ同時期の60年代に始まったが，真空度が悪

く（～10 Pa)，また，実験に用いた表面の組成が実際

の星間塵を意識したものでないため ，宇宙空間でのH

生成を議論する上では不十分な実験であった．90年代に

なってから，Pirronelloらによって初めて宇宙環境の再

現を意識した定量的な表面反応による水素分子生成実験

が行われた ．彼らは，星間塵表面として考えられている

いくつかの表面組成（ケイ酸塩鉱物，アモルファスカー

ボン，アモルファス氷) を用い，H 生成効率の表面組

成および温度依存性を詳細に調べることに成功した．

3.2 CO 分子生成

CO 分子が1986年にハレー彗星の観測によって発見

されたのと同年（星間雲での発見は1989年），表面反応

によるCO 生成実験がd’Hendecourtらによって初め

て行われた ．その実験はCO 生成を目的として行った

ものではなく，星間塵氷内に含まれていると考えられて

いた化学組成（H O/CO/CH /NH ，H O/CO/CH /N /

O/N ）の氷に紫外線を照射したらどのような分子が生

成されるのかといった，光化学反応によるいわゆるシ

ミュレーション実験であった．実験の結果，紫外線照射

にともなって多量のCO 分子が10Kの擬似星間氷上で

生成された．当時，このような複数の分子種で構成され

た混合氷を用いた光化学反応による有機分子生成実験が

数多く行われた．しかし，これらの実験は紫外線のフラッ

クス測定が正確でなく，また複数成分の氷を用いた実験

であるため，CO 以外の分子生成も同時に生じることか

ら，生成分子の反応経路や反応の効率等の定量的な情報

を得ることは困難だった．

2000年に入って，WatanabeらによってCO/D Oの

二成分混合氷を用いた紫外線照射によるCO 生成の定

量実験が行われた ．考えられる反応経路は，励起COと

近傍のCOによる反応

CO＋hν→CO (4)

CO ＋CO→CO＋O (5)

および，D Oの光解離をともなう２種類の反応

D O＋hν→D ＋O (6)
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CO＋O→CO (7)

または，

D O＋hν→D＋OD (8)

CO＋OD→CO＋D (9)

である．GerakinesらによるCO固体への紫外線照射実

験結果によるとCO 分子の生成反応断面積は10 cm

と非常に小さく ，CO/D O二成分氷でCOの励起をと

もなう反応によりCO が生成されるのはマイナーな反

応経路である．D Oの光解離をともなう反応では，

Dutuitらによる，紫外線によるH Oの光解離パターン

はH＋OHが支配的であるという報告から ，(8－9)式

の反応がCO 生成の主経路であろうと考えられた．この

反応過程によるCO 生成反応断面積は1.8×10 cm

となり，紫外線フラックスの少ない分子雲の中心部で

あっても有効な過程であると考えられている．

一方，光化学反応ではなく，中性原子―分子反応やイ

オン照射によるCO 生成実験も行われている．Roserら

は，5Kに冷却した銅基板の上にCOとO原子を同時に

照射した後に，基板を昇温する実験を行った．同時照射

後の昇温では，CO の生成は確認されなかったが，同時

照射後にH O分子を蒸着させ蓋をした後の（昇温によ

るCOの蒸発を防ぐため）昇温実験では基盤温度が160

K付近でCO の生成が報告された ．しかし，生成され

たCO を示すピーク強度が非常に弱く，完全にCO が

生成されたとは言い難い．Mennellaらは，11KのH O

氷に覆われた炭化水素基板へ30keVのHe イオンを

照射し，COとCO を同時生成する実験を行った ．星間

塵中のCOは，気相反応で生成された後に塵表面の氷に

吸着したと考えられているが，この研究はCO だけでな

く，固体のCO生成過程として新たなプロセスを提案し

ている．たしかに，この実験結果は物理化学的にはCO，

およびCO 生成過程として有効であることを示してい

るが，ガス密度の高い分子雲内ではイオンフラックスは

非常に小さく，分子雲環境におけるCO 生成を考える上

では，有効な過程であるとは言えない．現在，分子雲内

におけるCO の生成過程はCO/H O氷の光化学反応で

生成されていると考えられている．

3.3 H O 分子生成

H Oは宇宙空間で最も存在量の多い固体である．それ

ゆえ，その生成過程について古くから議論されてきては

いるが，まだ明確な生成過程は明らかになっていない．

その原因の一つは，低温固体表面でのH O生成の実験

があまり行われていないことにある．これまで，H Oは

分子雲の初期段階に，星間塵の芯である鉱物微粒の表面

上でH原子とO原子の付加反応

O＋H→OH (10)

OH＋H→H O (11)

によって生成されると予想されてきた．この反応は活性

化エネルギー障壁のない反応で，化学反応としては非常

に速い反応であるためである．その他，分子雲内の星間

塵表面で可能なH Oの生成過程は，(10)式によって生

成されたOHがH からH原子を引き抜く反応

OH＋H →H O＋H (12)

および，O へH原子が逐次的に付加していく反応

O＋O→O (13)

O＋H→HO (14)

HO＋H→H O (15)

H O＋H→H O＋OH (16)

が上げられる．しかし，(12)式および(16)式にはそれぞ

れ2600K と1800－2160K の高い活性化エネルギー

障壁があることが知られているため，星間塵の温度（～20

K）を考えると，(12)式以降の反応によるH O生成は有

効でないように思える．

固体表面もしくは固体中における実験で，H Oの生成

が報告されているのは(10－11)式による反応過程につい

てのみである．Hiraokaらは，12KのN Oマトリック

ス中にD原子およびO原子を閉じ込め，昇温脱離法によ

りD O分子の生成を確認した ．最近，Dulieuらも，10

KのH O氷表面にDおよびO原子を照射することに

より，D Oが生成されることを昇温脱離法により確認し

ている ．しかし，昇温脱離法による生成物の観測は，生

成物が原子照射の温度で生成されたのか，昇温中に生成

されたのかがはっきりしないため，D Oが低温の分子雲

環境温度で生成されたのかは，実は明らかではない．ま

た，低温領域では質量の軽い原子が関与する反応では量

子力学的トンネル効果が現れることも考えられ，(12)式

以降の反応がH O生成に関与していないとも言い切れ

ない．実際，詳細は述べないが，最近の我々の実験によ

り，(14)式以降の反応が量子力学的トンネル反応によっ

て進行し，効率よくH Oが生成されることが確認され，

新たなH O生成過程の可能性が示された ．現在のとこ

ろ，H Oの生成過程に関しては未知の部分が多い．
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４．星間塵表面でのH CO および

CH OH生成

80年代前半に，星間塵表面に吸着したCOにH原子

が逐次的に付加する水素原子逐次付加反応，

CO→HCO→H CO→CH O(CH OH)→CH OH(17)

によって，H COおよびCH OHが連続的に生成される

ことが理論的に提案された ．この逐次付加反応で，１つ

目と３つ目の原子が付加する反応，

H＋CO→HCO (18)

H＋H CO→CH O(CH OH) (19)

は，数千Kの高い活性化エネルギー障壁をもつことが理

論計算によって知られている ．よって，H COおよび

CH OHが，星間塵表面（～20K）における水素原子逐次

付加反応で生成されるのであれば，その反応はアレニウ

ス的な反応ではなく，量子力学的なトンネル反応によっ

て進行していると考えられる．

初めてCOへの水素原子逐次付加反応を実験的に調べ

たのは1994年のHiraokaらの研究である ．10Kの

CO固体表面へH原子照射を行い，微量ながらH COお

よびCH OHの生成が報告された．しかし，2002年に発

表された彼ら自身による再実験の論文では，わずかな

H COを観測したのみで，COへのH原子逐次付加反応

ではCH OHは生成されないと結論づけた ．こうした

背景から，星間塵表面でのCOへのH原子逐次付加反応

は非常に遅いと考えられ，H COとCH OHの生成反応

過程はごく最近まで謎とされてきた．しかし，Hiraoka

らの実験には以下に示す問題点があり，定量的な実験に

よる再検証の必要性があった．

問題点の１つ目は，照射するH原子のフラックスを測

定していないことである．原子のフラックスを測定しな

いと，反応速度定数の見積もりができず，分子雲内で（ま

たは分子雲年齢のタイムスケールで）有効に生じる反応

であるのかを議論することができない．２つ目は，生成

物の検出を昇温脱離法によって行っていることである．

この方法では，生成物が原子照射時にできたのか，それ

とも昇温中にできたのかを区別することが出来ない．つ

まり，反応の温度依存性を見ることが出来ないのである．

2002年 に Watanabeと Kouchiに よって 10Kの

CO-H O混合氷へのH原子照射実験が行われた ．彼ら

の実験は，照射H原子のフラックスをきちんと測定した

こと，および氷表面の反応生成物を赤外吸収スペクトル

測定によりその場観測したことで，Hiraokaらの実験に

見られる問題点をクリアしていた．WatanabeとKou-

chiの実験から，(17)式に示したCOへの水素原子逐次

付加によりH COおよびCH OHの生成反応が，実際の

分子雲内（分子雲内のH原子密度および分子雲年齢のタ

イムスケール）で効率よく進むことが明らかになった．

現在，HiraokaらとWatanabeらの実験結果の不一致

が，照射する原子フラックスの違いで説明できることが

示されている ．さらに，Watanabeらは氷温度依存性や

氷の厚み依存性など，様々な条件で実験を行っている．

次に，最近我々が行ったCO分子への水素原子逐次付

加反応における同位体効果とH原子付加反応の氷構造

依存性の実験を紹介する．

4.1 実験装置

実験は，ASURA（Apparatus for SUrface Reaction
 

in Astrophysics) およびLASSIE（LAboratory Setup
 

for Surface reactions in Interstellar Environment)

を用いて行った．どちらの装置もほぼ同様の機能を有し

ているので，ここでは共通に実験装置の概略を示す．実

験装置は大きく分けて，２つの部分に分かれている．１

つは照射する水素原子を生成するための原子源チャン

バーであり，もう１つは，擬似星間塵表面を作成し水素

原子を照射するメインチャンバーである．

原子源チャンバーは到達真空度が10 Paの真空槽

に，銅製の冷却用放熱器に内包されたパイレックスガラ

ス製の放電管が設置されている．水素原子はこの放電管

内に水素ガスを導入後マイクロ波を入射し放電させるこ

とにより，解離生成される．生成された水素原子は，ア

ルミニウム管を通って，メインチャンバーで作成される

擬似星間塵氷に照射される．分子雲内での反応の再現実

験という側面があるため，アルミニウム管を冷却するこ

とにより，水素原子は約100Kの並進運動エネルギーま

で冷やされた後，氷表面に照射される．

到達真空度10 Paのメインチャンバーの中心に，He

冷凍機のcold headに接続されたアルミニウム基板が設

置されている．実験に使用する擬似星間塵氷サンプルは，

この基板を10－20Kに冷却し，H OおよびCOをマイ

クロキャピラリーを通して蒸着させることにより作成さ

れた．低温水素原子の照射による氷サンプル表面の組成

変化は，フーリエ変換型赤外分光計を用いてその場測定

される．

4.2 H/D 原子付加反応の同位体効果

分子雲内には，比較的高濃度の重水素化したホルムア

ルデヒド（H CO－d ）やメタノール（CH OH－d ）

が存在していることが知られている．通常のH CO，

CH OHに対する重水素化物の存在比H CO－d /

16 分子雲で生じる低温表面反応



H COやCH OH－d /CH OHは，分子雲にもよるが

おおよそ10％であり，宇宙のHとD原子の存在比D/H

～10 であることを考えると ，重水素化分子がかなり

濃集していることがわかる．これまでの研究で，H COお

よびCH OHは低温表面でのH原子逐次付加反応によ

る高効率な生成が明らかになっていることから，

H CO－d やCH OH－d の生成においても，当然，

重水素原子の逐次付加反応が関与しているはずである．

そこで，重水素逐次付加反応が重水素化分子濃集過程に

与える影響を見積もるため，低温アモルファス氷表面で

CO分子へのH原子およびD原子照射実験を行った．ホ

ルムアルデヒド，メタノール生成の初段階である，H＋

CO→HCOおよびD＋CO→DCO反応の速度定数比を

求めることにより，濃集過程に対する逐次付加反応の寄

与を評価した ．

実験に用いたアモルファス氷サンプルは，15Kのアル

ミニウム基板にH OおよびCO分子を順番に蒸着する

ことにより作成した．H O上に蒸着されたCOの量は

0.8分子層相当量（10 molecules cm を１分子層相当

量とした）である．

図１に15KのCO-H O氷サンプルにHおよびD原

子照射した時の赤外吸収スペクトルの変化スペクトルを

示す．ベースラインから上に伸びているピークは原子照

射により増加した分子を示し，下に伸びるピークは減少

した分子を示す．スペクトルから，HおよびD原子の照

射にともないH CO，CH OHまたはD CO，CD ODが

生成されていることがわかる．ここで，中間体である

HCO(DCO)やCH O(CD O)が見えないのは，高い活性

化エネルギー障壁をもつ(18)および(19)の反応が律速反

応であるためである．次に，CO分子へのHおよびD原

子付加の反応速度定数を求めるため，測定した赤外吸収

スペクトルのCO，H CO，D CO，CH OHおよびCD OD

のCO伸縮振動のピークをそれぞれ積分し，氷表面組成

の時間変化をプロットしたものを図２に示す．この図を

見ると，原子照射によってまずホルムアルデヒドが生成

され，次にメタノールが生成される様子が良くわかる．

次に，図２に示すCOの減少曲線を次式でフィットす

ることによりH＋CO→HCOとD＋CO→DCOの実
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図２：HおよびD原子照射にともなう，サンプル氷表面組成
の時間変化．縦軸は，原子照射前のCO量で規格化してある．

図１：15KのCO-H O氷サンプルにHおよびD原子照射
をした時の赤外吸収スペクトルの変化スペクトル．上に伸び
ているピークは生成物を示し，下に伸びているピークは減少
したものを示す．（a）H原子照射実験の結果，（b）D原子照
射実験の結果．



効的な反応速度を求める：

ΔN(CO)
N(CO)

＝α(1－exp(－k［n］t)) （i＝H or D)(20)

ここで，αはCO減少量の飽和値，k は反応速度定数，

［n］はサンプル氷表面に吸着した原子の数密度である．

フィッティングパラメータはαと k［n］であり，［n］を

実験的に測定することは非常に困難であるため，フィッ

ティングによって求まるのは実効的な反応速度定数

k ＝k［n］となる．フィッティングの結果，COへのD

原子付加反応はH原子付加に比べて約10倍遅い反応で

あることが明らかになった．この結果は，ホルムアルデ

ヒドおよびメタノール濃集の反応過程を付加反応では

（D/H比が10 であっても）説明できないことを示して

いる．

ここでは示さないが，我々の研究によりCH OHの濃

集過程には，CH OHにD原子を照射することによって

生じるH-D交換反応によって生じる事が重要な役割を

果たすことが明らかになっている ．

4.3 氷構造依存性

一般に，固体表面での化学反応は気相での反応とは異

なり，反応温度のみならず固体表面の構造に強く依存す

る（表面ポテンシャルやモルフォロジーが変化するため）

と考えられる．そのため，星間塵氷表面の構造（形状）

が，固体表面での化学反応にどのような影響を与えるの

かを明らかにする必要がある．このような興味から，本

節では，氷の構造の違いがCO分子への水素原子逐次付

加反応へ及ぼす影響とその原因を明らかにするため，氷

の表面構造が大きく異なるアモルファス氷と結晶氷を用

いて行った実験を解説する ．

実験に使用するアモルファス氷および結晶氷は，15K

および145Kに冷却したアルミニウム基板上に，水分子

を蒸着させることによりそれぞれ作製した．COの蒸着

およびH原子照射はいずれも15Kで行った（147Kで

作製した結晶氷は15Kに冷却する）．

図３に２種類の氷サンプルに同量のCO分子（0.4分

子層相当量）を蒸着した後にH原子照射を行った際の赤

外吸収スペクトルを示す．どちらの氷構造であっても，

H原子照射にともないCO分子が減少し，H COおよび

CH OHが逐次的に生成している様子が見られた．次に，

氷表面組成の時間変化をプロットしたものを図４に示

す．原子照射にともなったCO分子の減少曲線を見ると，

明らかに結晶氷の反応速度がアモルファス氷のそれに比

べて遅いことがわかる．このCO分子の減少曲線を，(20)

式を用いてフィッテイングすることにより実効的な反応

速度定数 k を導出した．アモルファス氷と結晶氷で

k を比較すると，アモルファス氷表面上でのCO分子

への水素原子付加反応は結晶氷表面での反応に比べて約
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図３：15Kでのアモルファス氷および結晶氷サンプルのH原子照射前の赤外吸収スペク
トルと，原子照射によるスペクトルの変化．（a）アモルファス氷表面での実験結果，（b）
結晶氷表面での実験結果．



10倍速く進むことが明らかになった．

CO分子への水素原子付加反応の反応性において，氷

の構造が大きな影響を与えることが明らかになったが，

その原因として以下に示す２つの理由が考えられる．

⑴ アモルファス氷と結晶氷は表面積が大きく異なる

ため ，同量のCOを蒸着しても，単位面積当たりに表面

に見えているCOとH Oのサイト数の比（COの被覆

率）が異なる．15Kの表面温度においてH原子はCO上

にはほとんど吸着しないため ，CO被覆率が多い結晶

氷ではアモルファス氷に比べて［n ］が小さくなる．これ

らの理由から反応性（k ）に違いが現れる．

⑵ アモルファス氷は結晶氷に比べ表面が非常に粗

く，表面に照射されたH原子が，氷の幾何構造の影響で

絡め捕られる効果が働き，［n ］が大きくなる．その結果

アモルファス氷の k が大きくなる．

上記の考えから，CO分子の昇温脱離スペクトル測定

を行うことで，アモルファス氷/結晶氷の表面積比を求

め，CO分子の被覆率を揃えた状態でH原子照射実験を

行った．その結果，COの被覆率が等しい場合（当然，蒸

着CO量は異なる），アモルファス氷と結晶氷でほぼ等し

い k の値を示すことがわかった．この結果は，H原子

逐次付加反応の氷構造依存性はCO被覆率の違いによる

［n ］の変化が原因であり，表面粗さ等の幾何構造効果は

強く影響しないことを示している．

５．まとめ

簡単ではあるが，星間塵表面反応に関する理解の現状

を，実験研究の側面から概説した．星間塵表面反応で生

成されている分子は，存在度の多いものや複雑な有機分

子の前駆体となるような重要分子が多く，その生成過程

の定量的な解明は急務である．現在，分子雲内での表面

反応で，生成過程が定量的に明らかになっているのは，

CO とH COおよびCH OHのみである．H に関して

もここ10年で精度の高い実験がなされてきており，定量

的な解明も近い．しかし，H Oや本稿では触れなかった

が，NH ，CH といった分子に関しても，低温表面反応

による生成過程の特定が必要とされている．今後，これ

らの分子種に関しても研究を進めていく必要がある．現

在の星間塵表面反応研究は定性から定量へと移り変わっ

ている．反応過程を定量的に明らかにしたら，次のステッ

プはダイナミクスの解明である．原子・分子の表面拡散

や，表面からの蒸発過程，分子形成時の反応熱分配過程

（回転，振動励起，運動エネルギー）等の動的な過程を明

らかにすることで，より分子雲内における分子進化の理

解が進むと期待される．
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Abstract
 

The large variety of molecules has been detected in the
 

molecular clouds by the astronomical observations.

Although it is commonly understood that most of mole-

cules observed formed by the gas-phase reaction, the
 

grain-surface reaction is involved in the formation of
 

several important molecules that are H ,CO ,H O,H CO,

and CH OH. In this paper,we review the current knowl-

edge of the formation processes of those molecules
 

obtained by recent experimental results and finally we
 

introduce our recent results of the isotope effects and the
 

dependence of the surface structure in CO hydrogenation
 

reaction on sold water surface at low temperatures.

日高 宏
〒060-0819札幌市北区北19条西８丁目

北海道大学低温科学研究所低温基礎科学部門

雪氷物性／惑星科学グループ

Tel:011-706-5475 Fax:011-706-7142

e-mail:hidaka＠lowtem.hokudai.ac.jp

渡部直樹
〒060-0819札幌市北区北19条西８丁目

北海道大学低温科学研究所低温基礎科学部門

雪氷物性／惑星科学グループ

Tel:011-706-5501 Fax:011-706-7142

e-mail:watanabe＠lowtem.hokudai.ac.jp

香内 晃
〒060-0819札幌市北区北19条西８丁目

北海道大学低温科学研究所低温基礎科学部門

雪氷物性／惑星科学グループ

Tel:011-706-5500 Fax:011-706-7142

e-mail:kouchi＠lowtem.hokudai.ac.jp

 

212007 低 温 科 学 vol.66


