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1.はじめに

液体には結晶のように遠距離までの秩序性はないが,

分子の形や分子間相互作用による液体構造が存在する.

通常,液体中の分子はピコ秒オーダーで位置を変えるた

め分子の集合構造を瞬間的に観測するのは難しい.しか

し,無数の集合構造が生成消滅を繰り返しているため,

その平均構造はＸ線回折や中性子回折等により観測する

ことができる.

液体の水の構造に対して,これらの構造解析法を用い

た多くの研究がなされている .その初期の研究に

Bernal-Fowler,Morgan-Warren,Nartenら の

研究がある.彼らはいずれも液体水の中に５個の水分子

が水素結合して形成された四面体構造が存在すると考

え,更に,Morgan-WarrenやNartenらは氷Ｉ様の水

素結合構造に基づく構造モデルを提出している.これに

対して,Pauling はガスハイドレート（気体水和物）

中の水素結合ネットワーク構造を仮定した全く異なるモ

純水のＸ線回折測定により得られた－15℃の過冷却状態までの動径分布関数の～10.8Åの距離に特

異的なピークが見出された.－15℃の過冷却水の動径分布関数は,正12面体とその会合構造を含む

ガスハイドレートの水素結合ネットワークで表されるクラスレート様構造を仮定して説明することが

できた.このネットワークは正五角形５員環水素結合構造を基本単位にもち,かなり高い温度からそ

の形成が始まる.氷Ｉ様の水素結合構造は－15℃までの水中にはほとんど見られないが,エマルショ

ン粒子中で－35℃付近まで過冷却されたとき,この構造をもつクラスターも生成されることが分かっ

た.重水に対する測定からも同様の結果が得られた.
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デルを提出している.Paulingのモデルは,当時Nar-

tenら により動径分布関数との比較等から否定された

経緯があるが,正五角形５員環水素結合構造を要素とす

る正12面体構造等が含まれるモデルであることから,

過冷却水中におけるクラスレート様構造存在の主張

と関係して興味深い.

水の種々の特異的性質は水分子間の強い水素結合によ

ることから,水素結合と深く関係している水構造の解明

とその情報は水の微視的・巨視的性質の理解に大変重要

である.水素結合は温度低下とともに発達するため,構

造がより明確になることが予想される低温での研究は貴

重な情報を提供できると考えられる.とくに,過冷却条

件下での水の異常な性質は過冷却水の構造と密接に関係

している可能性 があり興味深い.

通常の精製水は試験管程度までの小さな容器中では

－15℃付近まで容易に過冷却することができる.更に低

い温度への過冷却は通常の方法では難しいが,エマル

ション粒子中では,－38～－39℃まで過冷却することが

できる.この温度は均一核生成温度（T ）と呼ばれ ,

結晶成長に必要な条件を満たした氷結晶核（臨界核）が

生成され過冷却が解消される.

Speedyら は,過冷却温度までの等温圧縮率や定

圧熱容量は,それらの値の低温への補外から,－45～

－46℃（T ）で発散すると推測した.この温度 T は

singularity pointと呼ばれ,ラムダ転移との類似性から

興味がもたれている .

我々は,純水のＸ線回折測定を行い,過冷却水中にガ

スハイドレート様の水素結合ネットワークをもつクラス

レート様構造が存在することを明らかにした .この結

論を導く鍵となった動径分布関数の～10.8A
○等のピー

クは,最近Congcong Huangら によっても確認され

ている.本稿では,まず,－15℃までの過冷却水のＸ線

回折測定の結果とその液体構造解析について詳しく説明

し,続いて,エマルション試料を用いた新たな測定から

得られた－35℃までの結果を示し,T への接近に伴う

水構造の変化について述べる.また,0～100℃における

水の構造と過冷却水の構造の関係についても考察する.

更に,重水に対する測定から得られた動径分布関数を示

し,その液体構造について軽水と比較する.

2.Ｘ線回折測定と動径分布関数

2.1 Ｘ線回折測定

Ｘ線回折測定には,イメージングプレート（IP）

（200mm×400mm）二次元Ｘ線検出器（カメラ長150

mm）,回転対陰極Ｘ線（MoK 線,波長λ＝71.07

pm）発生装置を装備したリガク製迅速溶液Ｘ線回折装

置（図１) を用いた.測定は,直径約２mmの液

体試料用キャピラリセル（Ｘ線回折用石英ガラスキャピ

ラリを加工したセルで,同じ状態で繰返し測定できるた

め,再現性の良いデータを得ることができる) に試料

を注入しＸ線（ビーム直径１mm）を約30分間照射し

て行った.試料温度のコントロールは,液体窒素を気化

させ温度制御した窒素ガス（室温より高い温度では加熱

空気）をキャピラリセルの軸方向から吹き付けて行っ

た.

測定試料には,過冷却温度の－15℃から高温の95℃

での測定に対して純水（ミリポア社の超純水製造装置を

用いて得られた精製水）を用い,－15℃より低温

（－35℃まで）の過冷却水に対してはエマルションを用

図1：迅速溶液Ｘ線回折装置の概略図 .Mo：回転対陰極Ｘ線源（Moターゲッ
ト）,Mon：グラファイトモノクロメータ,Col：コリメータ,Cell：キャピラリ
セル,In：液体試料注入器,DSt：ダイレクトビームストッパー,IP：イメージ
ングプレート,S1,S2：スリット,M1,M2：マイクロメータ,SC：シンチレー
ションカウンター
Figure1：Outline of the apparatus of rapid X-ray diffraction measurements for

 
liquids and solutions.Mo:rotating anode X-ray generator with Mo target,
Mon:graphite monochromater,Col:collimator,Cell:capillary cell,In:injector

 
for liquid sample,DSt:direct-beam stopper,IP:imaging plate,S1 and S2:slits,
M1 and M2:micrometers,SC:scintillation counter
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いた.

エマルション試料は,界面活性剤Span 65(Sorbitan
 

tristearate)(SIGMA Chem.Co.)を少量含むメチルシク

ロヘキサン（MeCH ）と純水を,体積比（水：

MeCH ）で1：1（HO：55.2wt％,M CH ：41.2

wt％,Span65：3.6wt％）あるいは1.7：1（HO：

66.7wt％,M CH ：29.8wt％,Span65：3.5wt％）

で混合し,高速回転撹拌器で撹拌することにより調製し

た.エマルション試料は直径１μm程度のエマルション

粒子が集合したもので,この粒子中の有機物質に包まれ

た水は T 付近の温度まで過冷却されることは,示差走

査熱量測定（DSC）により確認された.また,生成し

た結晶が氷結晶であることは,融解による吸熱ピークが

０℃付近に現れることや,－40～－50℃におけるエマル

ションのＸ線回折像が氷結晶のパターンを示すことから

明らかである.エマルション粒子中の水は,界面活性剤

に隣接する界面部を除いてほとんど純水中と同じバルク

水であり,界面近くの水の影響は通常の熱力学的測定や

Ｘ線回折測定では無視することができる.

重水に対するＸ線回折測定は,25～－13℃では

99.9％重水（Cambridge Isotope Laboratories）を用

い,それより低い温度では－30℃までそのエマルション

を用いて行った.エマルション試料は軽水の場合と同様

の方法で調製した.重水：MeCH の体積比は1.7：

1（DO：69.1wt％,M CH ：27.1wt％,Span65：

3.3wt％）である.

2.2 動径分布関数

2.2.1 実測の動径分布関数

観測されたＸ線散乱強度は,セルによる吸収・散乱と

空気散乱を補正した後,試料による吸収・偏光補正を行

い,散乱角2θ＝1.6～130°（s＝4πsinθ/λ＝0.25～

16.0A
○ ；1A

○＝10 m）領域について0.2°間隔でデー

タ収集し,KURVLRプログラムを用いて非干渉性散乱

を除去して干渉性散乱強度および構造因子 i(s)を求め,

式(1)に示されるフーリエ変換により動径分布関数を導

いた .ここで,式(1)に含まれるシャープニング

関数 M(s)は式(2)で表した.本稿では,動径分布関数

を平均電子密度分布4πrρからの差 D(r)－4πrρ

（RDFと略記）として表す.

D r＝4πrρ＋
2r
π si s M s sinrs ds (1)

M s ＝
f 0
f s

exp－ks (2)

ρ＝
∑n Z
V

(3)

式(2)の f s は酸素原子の原子散乱因子（f 0は s＝0

での f s ）,k は減衰因子で k＝0.01A
○ とおいた.式

(3)の V は化学量論的体積で,水分子１個含む平均体

積（それぞれの温度における水の密度を用いて算出；

25℃では30.00A
○ ,－15℃では30.03A

○ ）とおいた.

また,Z は試料中の原子iの原子番号,n は体積 V 中

に含まれる原子iの平均数である.

エマルション粒子中の過冷却水の動径分布関数は,測

定で得られたエマルションの動径分布関数（RDF ）

から以下に述べる方法で導いた.まず,－10℃および

０℃のRDF について,エマルション粒子中の水の動

径分布関数は純水中と同じと見なし,純水の動径分布関

数を用いて見積もり,これをRDF から差し引くこと

により有機物質部分のRDF を求めた.得られた

RDF に温度依存性がほとんど見られなかったことか

ら,－35℃までRDF は変化しないと仮定し,－10℃

におけるRDF をそれぞれの温度のRDF から差引

いてエマルション粒子中の過冷却水の動径分布関数を求

めた.氷Iの動径分布関数は,氷結晶が析出したエマ

ルションに対する－50℃でのＸ線回折測定により得られ

たRDF から同様の方法で求めた.

重水およびそのエマルションに対して観測されたＸ線

散乱強度から動径分布関数を導く方法は,軽水の場合と

同様である.重水素原子 HDの原子散乱因子等には

Hの値を用いた.

2.2.2 理論動径分布関数

構造モデルを仮定した動径分布関数の理論計算は,任

意の原子pとqの間の距離をr ,その根平均二乗変

位（root mean square deviation）をσ とし,次の式

(4)によりその理論構造因子 i s を,式(5)により対応

する理論動径分布関数 D rを求めることにより行っ

た.

i s

＝∑∑f s f s
sinr s
r s  

exp－
1
2σ s (4)

D r＝
2r
π si s M s sinrs ds (5)

構造モデルで液体水中の全ての原子間相互作用が考慮

されている場合には,理論RDF(D r－4πrρ）は実

験で得られたRDFと直接比較することができる.ρ

は,構造モデルに基づいた V を用いて式(3)で得られ

る.本稿における理論RDFの計算では,分子内と最近

接水分子間相互作用等を除いてσ の値はr に無関

係に一定とし,また,水素原子の位置は酸素原子と同じ

として扱った.理論RDFは,構造モデルにおける～25

A
○までの水分子間相互作用を全て計算により求め,水

分子１個当たりに平均化して示す.

水分子の分子内相互作用は,全ての理論計算におい

て,O-H結合距離を1.0A
○(σ＝0.14A

○）,H…H間距離

を1.58A
○(σ＝0.20A

○）（H-O-H結合角は104.5°）とし
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た.これらの値をどうとるかにより後述の解析結果が変

わることはない.

3.－15℃までの純水のＸ線散乱強度と動径分布

関数の描像

図２に純水の95～－15℃の干渉性散乱強度 I s ,

図３に構造因子 i s を si s 曲線として示す.温度の変

化とともに si s は連続的に変化し,s＝1.5～3.4A
○

領域では著しく変化している.95℃における si s の

2.23A
○ のピーク（～2.8A

○ にショルダー）は,温度

の低下に伴い分裂し,－15℃では1.98A
○ と2.97A

○

の２つのピークになっている.si s の連続的変化は,

液体水の構造が特定の温度で突然変化することはないこ

とを示唆している.

図４と図５に15A
○の距離（r）までの動径分布関数

RDF(D r－4πrρ）を示す.RDFに幾つかの水分子

間相互作用（主として酸素原子間相互作用）に基づく

ピークが存在し,その形状は温度により変化している.

2.8～2.9A
○のシャープなピーク（ピーク１）は近接水

分子間相互作用によるもので,その位置は2.91A
○

(95℃）,2.87A
○(25℃）,2.85A

○(０℃）,2.83A
○

(－15℃）と,温 度 低 下 に 伴 い 短 く なって い る.

4.5～4.6A
○領域のピーク（ピーク２）には,水素結合

で連結した水分子（HO-HO-HO）の両端の水分子間

の相互作用等が含まれる.ピーク２の位置（4.53～4.56

A
○）の温度依存性は小さい.6.8～6.9A

○領域のピーク

（ピーク３）は水素結合ネットワークで構築された構造

によるものと考えられる.ピーク３は6.82A
○(－15℃）

から6.88A
○(95℃）へと温度上昇に伴いピーク距離がや

や長くなる.ピーク３が95℃でも明瞭であることは,

水素結合ネットワークが高温でも存在することを意味し

ている.

RDFの長距離領域の８A
○から12A

○の間にも２つの

ピークが存在し,過冷却温度でより明確になっている.

これらを含めた５つのピークの位置は－15℃では2.83

A
○,4.54A

○,6.82A
○,8.81A

○(ピーク ４）,10.76A
○

(ピーク５）となる（図５）.ここで,ピーク位置の誤差

（±）は,それぞれ,～0.01,～0.02,～0.03,～0.04,

～0.1A
○である.ピーク４とピーク５は我々によって初

めてその存在が明らかにされた （以下において,それ

らのピーク位置を～8.8A
○および～10.8A

○と表す）.

8.5～12.7A
○領域の D rに対する逆フーリエ変換によ

り,ピーク４と５は図６の赤色曲線で示される si s 成
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図2：95℃～－15℃における純水の干渉性散乱強度 I s .
I s 曲線の変化の順は測定温度変化の順（95,85,75,
65,55,45,35,25,15,5,0,－5,－10,－15℃）と一
致している.－15℃の I s 曲線は赤色線（ ）,他は黒色
線（ ）で示されている.
Figure2：Coherent scattering intensities,I s ,of pure

 
water at 95℃ ～ －15℃.The sequence of the change of

 
I s curves is the same as that of observed temperatures
(95,85,75,65,55,45,35,25,15,5,0,－5,－10,－15℃).The

 
I s curve for－15℃ is shown by a red line( )and by

 
black lines( )for the other temperatures.

図4：95℃～－15℃の純水の動径分布関数（RDF）.RDFの
変化の順は測定温度変化の順（95,85,75,65,55,45,
35,25,15,5,0,－5,－10,－15℃）と一致してい
る.－15℃のRDFは赤色線（ ）,他は黒色線（ ）で示
されている.
Figure4：Radial distribution functions(RDF)of pure

 
water at 95℃ ～ －15℃.The sequence of the change of

 
RDFs is the same as that of observed temperatures(95,85,
75,65,55,45,35,25,15,5,0,－5,－10,－15℃).The RDF

 
for－15℃ is shown by a red line( )and by black lines
( )for the other temperatures.

図3：95℃～－15℃における純水の si s 曲線.si s 曲線の
変化の順は測定温度変化の順（95,85,75,65,55,45,
35,25,15,5,0,－5,－10,－15℃）と一致してい
る.－15℃の si s 曲線は赤色線（ ）,他は黒色線（ ）で
示されている.
Figure3：si s curves of pure water at 95℃ ～ －15℃.
The sequence of the change of si s curves is the same as

 
that of observed temperatures(95,85,75,65,55,45,35,25,
15,5,0,－5,－10,－15℃).The si s curve for－15℃ is

 
shown by a red line( )and by black lines( )for the other

 
temperatures.



分に対応させることができる.Nartenらの４℃の水の

Ｘ線散乱データ を再解析してRDFを求めると,～11

A
○付近に類似のピークが出現することも示されてい

る .

最近,Congcong Huangらは,７,25,66℃の水に

対する放射光Ｘ線回折により得たRDFに,高温まで類

似のピークが～９A
○と～11A

○に存在することを報告し

ている .本稿の図４,５のRDFでも,高い温度まで

これらのピークの存在が認められる.～10.8A
○のピー

クはピーク位置が一定のまま～55℃までその存在が確認

できる.～8.8A
○のピークは温度上昇に伴い弱まり,

25℃では消滅している.～8.8A
○のピークの衰退と入れ

代って9.2～9.3A
○のピークが成長する（ピークの高さ

が最高となる95℃では～9.3A
○）.０～15℃の温度がそ

の中間的状態と考えられる.また,RDFを注意深く調

べると,～10.8A
○のピークより更に長距離の12.9～

13.5A
○領域に非常に弱いピークが高温（～65℃）まで

存在するように見える.

実測RDFのピークの高さの誤差は D r－4πrρの

誤差による±4eA
○ 程度である（後出の図25からも推

測できる）.本稿におけるRDFのピークについての議

論はこの誤差を考慮した上で行う.

次の４章では,まず,低温とくに過冷却温度における

RDFにどのような水の構造が反映されているかを明ら

かにするため,各ピークがより明確な－15℃の過冷却水

のRDFについて解析を行う.

4.－15℃までの過冷却水の構造

本章では,種々の水構造モデルを仮定した理論動径分

布関数の計算を行い,－15℃の過冷却水の動径分布関数

との比較からその液体構造を明らかにする.

4.1 氷Ｉ様構造の仮定

最初に,Nartenら が主張していた氷様構造によっ

て過冷却水のRDFを説明できるかどうかを調べる.

１気圧下の氷（I）の結晶系は六方晶で,図７のよう

に正四面体水素結合のネットワークで構築され,椅子型

と舟型の６員環構造が含まれる.エマルション粒子中に

析出した氷微結晶の－50℃における回折データ（図８）

を用いて得られたRDFを,－15℃の過冷却水のRDF

と比較して図９に示す.氷結晶は規則性が高いことか

ら,液体水に比べRDF中のピークや谷は鋭く,その高

さや深さは大きく,距離の増大に伴う減衰の程度も小さ

いが,ピークや谷の位置,ピークの高さの相対的関係か

ら相互の類似性を判断することができる.

過冷却水のRDFと氷IのRDFを比較すると,次の

４つの点に大きな相違が見られる.

① 実測のRDFのピーク3（6.82A
○）に対応するもの

として氷Iでは～6.5A
○にピークが存在する.しか

し,このピークを含む領域が全体的に低く,その様子

は過冷却水のRDFと大きく異なる.

② 氷IのRDFの7.9～9.2A
○の幅広いピークは,過

冷却水のピーク4（～8.8A
○）とは様子が大きく異な

る.

③ 過冷却水のピーク5（～10.8A
○）の位置に,氷I

ではピークはなく,逆に谷が存在する.

④ 過冷却水の～12A
○の谷の位置に,氷Iではピーク

が存在する.

最近接水分子間距離（a ）を2.82A
○とし,氷I構造
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図6：－15℃の純水の si s （…）と－15℃のRDF（図５）
の8.5～12.7Å領域の構造が起因する si s 成分（ ）.
Figure6：si s of pure water at－15℃ (…)and the si s
component( )causing the structures in the region of 8.5
～12.7Å in RDF at－15℃ shown in Fig.5.

図5：代表的温度（95,25,0,－15℃）における純水の動
径分布関数（RDF）.
Figure5：Radial distribution functions(RDFs)of pure

 
water at some typical temperatures(95,25,0,and－15℃).
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に従って水分子を配置し,その座標をもとに理論計算し

た結果を図10に示す.理論RDFは20A
○以上の距離ま

で全ての水分子間相互作用について計算を行うことによ

り求めた.ピークの形状は仮定された根平均二乗変位

（σ）の値に依存して変化するが,ピーク位置は大きく

は変化していない.また,σの値が小さくなると理論

RDFの形状は図９の実測の氷IのRDFの形状に近づ

くことが分かる.理論RDFと過冷却水のRDFとの相

違については上述の氷Iの場合と同様のことが言え

る.

図10にはNartenら が提出した貫入モデル（氷I

構造の𨻶間に水素結合していない水分子が入り込んだモ

デル）を考慮した理論RDFも示されている.この計算

は,図７の５個の６員環に囲まれた各空𨻶の中心（椅子

型６員環の中心を貫く C 軸上にあり,６員環の水分子

までの距離は3.01A
○あるいは3.55A

○）に水分子を

0.30個ずつ（液体水と同程度の密度にするため）配置

して行った.この理論RDFは５～10A
○領域の様子が変

化し,上記の②の相違は改善されるが,他の相違につい

ては変わらない.

以上の結果から,氷I構造あるいはその類似構造で

は－15℃の過冷却水のRDFを説明することはできない

と言える.

4.2 正12面体水素結合クラスターの仮定

過冷却水中にクラスレート様構造が存在するという主

張 があることを考慮し,クラスレート様構造の例と

して図11（右）の構造図に示されるような水素結合に

より構築された正12面体（Ａ）（20個の水分子で構成

され,12個の正五角形の面をもつ）とその会合体（Ｂ

～Ｅ）のクラスターを仮定した.氷様構造との基本的違

いは,椅子型や舟型の６員環構造は含まれなく,正五角

形の５員環構造が基本単位となっていることである.

理論計算は,最近接水分子間距離（a ）を2.82A
○

(－15℃の D rのピーク解析による値）とおいて行っ

た.得られた動径分布関数は図11（左）に D rとし

て示す.正12面体の会合体（Ｂ～Ｅ）を仮定したとき,

実測のRDFの～10.8A
○(ピーク５）に近い10.6～10.9

A
○にピークが出現し,Ｃ～Ｅの会合体では～8.8A

○

(ピーク４）に近い8.9～9.0A
○にもピークが出現して

いる.実測のピーク2（4.54A
○）とピーク３（6.82A

○）

に対応する理論ピークは,それぞれ,～4.6A
○と～6.6
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図7：氷I構造.六方晶で,それぞれの水分子は４個の水分
子（正四面体の各頂点に位置する）と水素結合し,椅子型と
舟型の６員環をもつ.青丸（ ）は水分子の酸素原子（水素
原子は省略）.
Figure7：Ice-I structure,being hexagonal,where each

 
water molecule is linked by hydrogen bond to four water

 
molecules situated at corners of a regular tetrahedron and

 
there exist six-membered rings of water molecules having

 
chair and boat forms.Blue circles( )indicate oxygen

 
atoms(hydrogen atoms are abbreviated).

図8：氷微結晶（氷I構造）が粒子中に析出したエマルショ
ンの－50℃におけるＸ線回折プロフィール（ ）.破線（ ）
はエマルションを構成している有機物質部分による回折.
Figure8：X-ray diffraction profile of emulsions including

 
fine crystal ice of ice-Istructure at－50℃ ( ).Dashed

 
line( )shows the diffraction due to the organic sub-
stances constructing the emulsions.

図9：－15℃の過冷却水のRDF（ ）と－50℃の氷結晶
（氷I構造）のRDF（ ）.氷結晶のRDFのスケールは
2/3に縮められている.
Figure9：RDF( )of supercooled water at－15℃ and

 
RDF( )of crystal ice(ice-Istructure)at－50℃of which

 
scale is reduced to 2/3.
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A
○に現れている.ピーク３は,正12面体の単体構造

（Ａ）に対しても存在することから,正12面体構造に特

徴的なピークであると考えられる.このように,正12

面体とその会合体のクラスターを仮定することにより実

測ピークをほぼ説明できることから,低温の液体水中に

この種のクラスレート様構造が形成されていることが示

唆される.

実測のRDFの全体説明には,クラスター内の相互作

用以外に,周辺水分子との相互作用や他の水分子間相互

作用も考慮する必要がある.次節では,クラスレート様

構造をもつガスハイドレートの結晶構造から類推される

水素結合ネットワークを仮定して理論計算を行い,過冷

却水のRDFとの比較検討を行う.

4.3 ガスハイドレート 型構造の水素結合ネットワー

クの仮定

正12面体の会合構造が含まれる水素結合ネットワー

クを有す代表的結晶としてガスハイドレートの結晶があ

る.メタンハイドレート等の結晶は 型構造をもつ.図

12に 型構造における水分子の水素結合ネットワーク

を示す.このネットワーク中には図11のＢに相当する

45過冷却水の構造

図10：氷I構造（黒色線）あるいは貫入モデル（青色線）
を仮定した理論RDFと－15℃の過冷却水のRDF（ ）の
比較.理論RDFは,a ＝2.82A

○（σ＝0.16A
○）とおき,r＞

2.82A
○に対しσ＝0.4A

○（黒色あるいは青色の実線）あるい
はσ＝0.6A

○（黒色あるいは青色の破線）と仮定して計算さ
れた.
Figure10：Comparisons of theoretical RDFs on the

 
assumptions of ice-Istructure(black lines)or the inter-
stitial model(blue lines)with the RDF of supercooled

 
water at－15℃ ( ).The theoretical RDFs were calcu-
lated by assuming a ＝2.82 A

○
(σ＝0.16 A

○
)andσ＝0.4 A

○

(black or blue solid lines)or 0.6 A
○
(black or blue dashed

 
lines)for r＞2.82 A

○
.

図11：正12面体およびその会合体の構造をもつ水素結合クラスター（右図のＡ
～Ｅ）に対する理論動径分布関数 D r（左図の実線）.右図における青丸（ ）
は水分子の酸素原子（水素原子は省略）.左図の D rは,a ＝2.82A

○（σ＝0.16
A
○）とおき,r＞2.82A

○に対しσ＝0.4A
○とし計算された.破線（ ）はクラス

ター内のおよその平均電子密度分布.
Figure11：Theoretical radial distribution functions,D r,(solid lines in left-
side figures)for hydrogen-bonded clusters having the structures of dodecahe-
dron and its aggregates(A～E of right-side figures).Blue circles( )in

 
right-side figures indicate oxygen atoms(hydrogen atoms are abbreviated).
D rs in left-side figures were calculated by assuming a ＝2.82 A

○
(σ＝0.16 A

○
)

andσ＝0.4 A
○
for r＞2.82 A

○
.Dashed lines( )correspond to the mean electron

 
density distributions,roughly estimated.
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会合構造が含まれている. 型構造の単位立方格子の中

心には,正12面体が存在し,互いに直交する３本の C

軸が単位格子の面の中心に直交する配置をとっている.

この C 軸の周りに90°回転した配置をとる正12面体が

単位格子の８つのコーナーに（単位格子当たり１個）存

在し,中心の正12面体と水素結合で結ばれている.ま

た,６個の単位格子面上に水分子（W ）が２個ずつ合

計12個（単位格子当たり６個）存在し,それぞれ隣接

する４個の正12面体の水分子（W ）と水素結合して

いる.従って,正12面体を構成する20個の水分子のう

ち８個の水分子（W ）は隣接の正12面体の水分子

（W ）と,12個の水分子（W ）は単位格子面上の

水分子（W ）と水素結合により結ばれている.

単位格子当たりの水分子数は,正12面体（２個）を

構成する40個と格子面上の６個の合計46個であるが,

水分子W ,W ,W の周辺環境は同じではなく,

それぞれの水分子を中心とする動径分布関数

（RDF ,RDF ,RDF ）は互いに異なる.水分

子１個当たりに平均化された動径分布関数は,(16

RDF ＋24RDF ＋6RDF ）/46と見なすことが

できる.

正12面体内の隣接水分子間（最近接水分子間）距離

を a (2.820A
○）とし,隣接の正12面体の間を水素結合

で結ぶ水分子間（W －W 間）の距離は a と同じ

と仮定した.このとき,W －W 間の距離は1.069a

(3.015A
○）となり,単位立方格子の一辺の長さ（l）は

l＝4.391a (12.38A
○）,水素結合で直接結ばれた２つの

隣接正12面体の中心間距離は3.803a (10.72A
○）とな

る（この距離はピーク５の～10.8A
○に近い）.また,１

個の水分子を含む平均体積（V）は41.27A
○ ,密度は

0.725g cm と見積もられる.

型構造中には正12面体のほかに14面体（８個の

W ,12個のW ,４個のW で構成される）が単位

格子当たり６個存在する.この14面体は,正五角形

（→W －W －W －W －W →）（矢印は両端

の水分子が繫がっていることを意味する）４個（正12

面体との共有）,五角形（→W －W －W －W －

W →）８個,六角形（→W －W －W －W －
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図12：ガスハイドレート 型構造中の水分子の水素結合ネットワー
ク.青丸（ ）は水分子の酸素原子（水素原子は省略）.赤色線（ ）
は正12面体内の水分子間（W －W 間およびW －W 間）,
黄色線（ ）は隣接する正12面体間を結ぶ水分子間（W －W
間）,緑色点線（ ）はW と正12面体外の水分子（W ）間の水素
結合を示す.橙色点線（ ）で囲まれた部分は単位立方格子を示す.
Figure12：Hydrogen-bonded network of water molecules in the

 
gas-hydrate structure of type I.Blue circles( )indicate oxygen

 
atoms(hydrogen atoms are abbreviated).Hydrogen bonds are

 
shown by red lines( )between water molecules inside dodecahedra
(between W －W or W －W ),by yellow lines( )between

 
adjacent dodecahedra(between W －W ),by green dotted lines
( )between W and W located outside dodecahedra.The square

 
surrounded by orange dotted lines( )indicates the cubic unit cell.
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W －W →）２個（六角形の二つの面は互いに平行）

の合計14個の面で構成される.密度が0.725g cm と

低いのは主として多面体ケージ内が空𨻶であることによ

る.

型構造の骨格水分子の水素結合ネットワークを仮定

して得られた理論RDF（σ＝0.6A
○の場合）を図13に

示す.－15℃の実測のRDFのピーク1～3だけでなく

ピーク４と５の位置近くにも理論ピークが出現している

ことが分かる.図13には,4.6節で述べるガスハイド

レート 型構造の水素結合ネットワークを仮定した理論

RDFも示してあるが,この場合もほぼ同様のことが言

える.しかし,ピーク形状についてはいずれも十分とは

いえない.例えば,ピーク２とピーク３の高さの順は,

ピーク２が低すぎ,実測における順と逆になっている.

これは,多面体ケージ内が空𨻶であることと関係があ

る.次節では,この多面体ケージ中に水分子を配置した

Paulingモデル を仮定して理論RDFを求める.

4.4 Paulingモデルの仮定

Pauling は,前述のガスハイドレート 型構造の水

素結合ネットワーク中の全ての正12面体と14面体の

ケージの中心に水素結合していない水分子を１個ずつ配

置した水構造モデル（図14Ａ）を提出した.Pauling

モデルでは,単位格子当たり,正12面体（２個）と14

面体（６個）の合計個数に相当する８個の水分子が増え

るため,全部で水分子は54個になる（周辺環境が異な

る水分子は５種類）.最近接水分子間距離（a ）を2.82

A
○とすると,水分子１個を含む平均体積（V）は35.15

A
○ ,密度は0.851g cm となる.一方,Paulingは a

を2.76A
○,単位格子の一辺の長さ（l）を11.82A

○と記

述している .しかし,2.76A
○は液体水では短すぎ,

また,l については a ＝2.76A
○から計算される12.12A

○

（3.803a ）に比べ0.3A
○短い.これらのことから,本

研究におけるPaulingモデルに基づいた理論計算は,

Paulingの論文中 の数値は用いないで,4.3節で与え

た構造座標を用いて行った.

a を2.82A
○とすると,図14に示される正12面体の

中心の水分子ａ(W ）から周りの正12面体構成水分子

（W あるいはW ）までの距離は3.95A
○,14面体

の中心の水分子ｂ(W ）から周りの14面体構成水分子
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図13：ガスハイドレートの 型構造（ ）あるいは 型構
造（ ）における多面体を構成する水分子の水素結合ネット
ワークを仮定した理論RDFと－15℃の過冷却水のRDF
（ ）の比較.理論RDFは,a ＝2.82A

○（σ＝0.16A
○）とお

き,r＞2.82A
○に対しσ＝0.6A

○と仮定して計算された.
Figure13：Comparisons of theoretical RDFs on the

 
assumptions of hydrogen-bonded network of water mole-
cules constructing polyhedra in the gas-hydrate structure

 
of type I( )or type II( )with the RDF of supercooled

 
water at－15℃ ( ).The theoretical RDFs were calcu-
lated by assuming a ＝2.82 A

○
(σ＝0.16 A

○
)andσ＝0.6 A

○
for

 
r＞2.82 A

○
.

図14：PaulingモデルAと改良PaulingモデルB.青丸（ ）は多面体の骨
格水分子の酸素原子,緑丸（ ）はガスハイドレート 型構造に含まれる多
面体ケージ内に配置した水分子の酸素原子（水素原子は省略）.水分子ａは
正12面体の中心,ｂは14面体の中心,ｃは６角形平面の中心に位置する.
Figure14：Pauling’s model(A)and modified Pauling’s model(B).Blue

 
circles( )indicate oxygen atoms of water molecules constructing frame-
works of polyhedra and green circles( )indicate oxygen atoms of water

 
molecules placed in the cages of polyhedra in the gas-hydrate structure of

 
type I(hydrogen atoms are abbreviated).Water molecules of a,b,and c

 
are placed in the center of dodecahedron,tetrakaidecahedron,and hexago-
nal plane,respectively.



までの距離は4.22A
○(８個のW ）,4.82A

○(４個の

W ）,4.38A
○(４個のW ）,4.60A

○(８個のW ）と

なる.このように,ピーク２の領域である４～５A
○の

水分子間相互作用が増加するため,図13に示される理

論RDFが改善されることが予想される.

実際に,Paulingモデルを仮定して得られた理論

RDFを図15に示す.12A
○以内に現れた５つの理論

ピークの距離は,2.83,4.55～4.51,6.84～6.99,

8.70～8.45,10.8～10.9A
○(σ＝0.4～0.6A

○に対応）で

あり,いずれも－15℃の過冷却水のRDFのピーク距離

（2.83,4.54,6.82,～8.8,～10.8A
○）に近く,とく

に,σ＝0.4A
○のときの一致は良い.

Paulingモデルを仮定したとき,密度は0.851g cm

となるが,－15℃における過冷却水の密度（0.996g
 

cm ) に比べまだかなり低い.単位格子当たりの水素

結合数は92本（正12面体内60本,正12面体間８本,

W 水分子が関わる24本）であるので,１個の水分子

の水素結合の手の平均は3.41（＝2×92/54）本となる.

Paulingモデルでは2.82A
○の次の水分子は3.95A

○であ

るため近傍の水分子は平均3.4個（平均配位数）とな

り,約4.4個という実測の動径分布関数のピーク１の解

析から得られる個数（ピーク幅があるため3.1A
○近く

の水分子まで含まれる）よりかなり少ない.これらのこ

とは,Nartenら によっても指摘されている.次節で

は,Paulingモデルにおける問題点を改善するため,多

面体ケージ中の水分子を増やした改良モデルを仮定して

理論計算を行う.

4.5 改良Paulingモデルの仮定

本研究では,4.4節のPaulingモデルで仮定された多

面体ケージ中の水分子の位置を変えないで,図14Ｂの

ように14面体の六角形の平面の中心に水分子ｃ(W ）

を１個ずつ追加配置したモデルを仮定して計算を行っ

た.14面体の２個の六角形の面は２個の14面体で共有

されているため単位格子当たり６個の水分子（W ）が

加わったことになり,水分子は全部で60個となる.

従って,最近接水分子間距離（a ）を2.82A
○としたと

き,体積 V は31.64A
○ ,密度は0.946g cm となる.

水分子（W ）から周囲の六角形構成水分子までの距離

は2.87A
○(４個のW ）および3.10A

○(２個のW ）,

14面体の中心の水分子（W ）までは3.10A
○である.

また,１個の水分子から3.1A
○以内に存在する平均の

水分子数（平均配位数）は4.67となる.密度と平均配

位数は実測値と完全には一致しないが,Paulingモデル

に比べ大幅に改善されていると言える.

理論計算は,a を2.82A
○とし,r＞3.10A

○の水分子

間相互作用に対し３種類のσの値を仮定して行った.

得られた理論RDFを図16に示す.出現した12A
○まで

の理論ピークの位置は,2.83,4.59～4.56,6.82～

6.90,8.85～8.75,10.9A
○(σ＝0.4～0.6A

○に対応）と

なり,－15℃の過冷却水のRDFのピーク位置をよく再

現することができる.

ピークの高さや谷の深さについては,他のモデルの場

合でも見られたように,距離rが長くなるにつれ,実

測RDFと理論RDFの間に開きが増している.その理

由の一つとして,理論RDFでは,並進運動による位置

の不確かさは根平均二乗変位（σ）を通してのみしか考

慮されていないことが挙げられる.このσの値は距離

rの増大に伴い大きくすることが必要と考えられるが,
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図15：Paulingモデルを仮定した理論RDFと－15℃の過冷
却水のRDF（ ）の比較.理論RDFは,a ＝2.82A

○（σ＝
0.16A

○）とおき,r＞2.82A
○に対しσ＝0.4A

○（ ）,0.5A
○

（ ）あるいは0.6A
○（ ）と仮定して計算された.

Figure15：Comparisons of theoretical RDFs on the
 

assumption of Pauling’s model with the RDF of super-
cooled water at－15℃ ( ).The theoretical RDFs were

 
calculated by assuming a ＝2.82 A

○
(σ＝0.16 A

○
)andσ＝0.4

 
A
○
( ),0.5 A

○
( )or 0.6 A

○
( )for r＞2.82 A

○
.

図16：改良Paulingモデルを仮定した理論RDFと－15℃の
過冷却水のRDF（ ）の比較.理論RDFは,a ＝2.82A

○

（σ＝0.11A
○）とおき,2.82A

○＜r 3.10A
○に対しσ＝0.35

A
○,r＞3.10A

○に対しσ＝0.4A
○（ ）,0.5A

○（ ）あるいは
0.6A

○（ ）と仮定して計算された.
Figure16：Comparisons of theoretical RDFs on the

 
assumption of the modified Pauling’s model with the RDF

 
of supercooled water at－15℃ ( ).The theoretical

 
RDFs were calculated by assuming a ＝2.82 A

○
(σ＝0.11 A

○
),

σ＝0.35 A
○
for 2.82 A

○＜r 3.10 A
○
,σ＝0.4 A

○
( ),0.5 A

○
( ),

or 0.6 A
○
( )for r＞3.10 A

○
.



●

●

計算が膨大になり複雑化し任意性も大きいこと,構造の

判断にはピーク位置の再現が最も重要であることから,

本研究では便宜的にσの値を距離rに無関係に一定と

して計算を行った.仮定されたσの値に対する理論

ピークの高さの変化の様子は図16に示されている

（ピーク位置の変化は小さい）.

ピークの高さに対する補正方法として,得られた理論

RDFに減衰関数 f rを掛ける方法を試みた.その際,

f rは,実測RDFと理論RDFの各ピークや谷の高さ

や深さの比をフィットする経験的な関数として求めた.

図17に示したσ＝0.6A
○に対する結果から分かるよう

に,理論RDFのピークの高さは,単調な減衰関数 f r

を用いて実測RDFによく一致させることができる.こ

こで,f rの物理的意味について考えてみる.一つは上

で述べたσの値を一定にしたことに対する補正,もう

一つは,構造性集団（クラスター）の分布数に対する補

正である.例えば,図16において,σの値だけで実測

のピーク５の高さが低いことを説明するには無理があ

り,水中に種々の大きさのクラスターが存在し,その数

がサイズの増大に伴い減少することが f rに反映され

る可能性があることも考える必要がある.これは,f r

を通してクラスターの大きさのおよその分布を見積もる

ことができる可能性を示すが,σの値が特定できないた

め任意性が大きい.

4.3～4.5節で仮定されたガスハイドレート 型構造

の水素結合ネットワークには図11（右）のＣ～Ｅに示

される正12面体の面を共有する会合構造は存在しない.

図11（左）の D rに示されるように,これらの会合

構造をもつクラスターを仮定しても実測のRDFのピー

クをほぼ説明できることを考慮し,次節ではＣ～Ｅの会

合構造が含まれるガスハイドレート 型構造の水素結合

ネットワークを仮定した理論計算を行う.

4.6 ガスハイドレート 型構造の仮定

ガスハイドレート 型構造の水素結合ネットワーク

（図18）には,図11（右）のＢに代わってＣ～Ｅに相当

する正12面体の会合構造が含まれ,４つの六角形の面

をもつ16面体も存在し,単位立方格子当たり水分子

136個,正12面体16個,16面体８個が含まれる .

型構造の水素結合ネットワークを仮定した理論計算は,

型構造をもつ硫化水素・テトラヒドロフラン水和物

（16HS8CHO 136HO）の結晶中の水分子の座

標 を用い,最近接水分子間距離（a ）が平均2.82A
○

になるよう座標を換算して行った.このとき,単位格子

の一辺は17.51A
○となる.

理論計算は, 型構造に対して行ったと同様,まず,

多面体ケージ中に水分子が存在しない 型構造の骨格水

分子の水素結合ネットワークのみを仮定して行った（体

49過冷却水の構造

図17：理論RDF（ ）に減衰関数 f rを掛けて得られる
RDF（ ）と－15℃の過冷却水のRDF（ ）の比較.理論
RDF（ ）は図16に示された改良Paulingモデルによる理
論RDF（r＞3.10A

○に対しσ＝0.6A
○を仮定）.f rは挿入

図に示されており,r 2.82A
○のとき f r＝1,r＞2.82A

○

のとき f r＝ 1＋ar＋br＋cr a＝0.07677A
○ ,b＝

－0.05905A
○ ,c＝0.01129A

○ .
Figure17：Comparison of the RDF( )obtained by multi-
plying the theoretical RDF( )by the attenuation function
r with the RDF of supercooled water at－15℃ ( ).
The theoretical RDF ( )is the same as that of the

 
modified Pauling model(assumingσ＝0.6 A

○
for r＞3.10 A

○
)

shown in Fig.16.The inset shows the figure of f r:f
r＝1 for r 2.82 A

○
and f r＝ 1＋ar＋br＋cr for r＞

2.82 A
○
where a＝0.07677 A

○
,b＝－0.05905 A

○
,c＝0.01129

 
A
○
.

図18：ガスハイドレート 型構造における水分子の水素結
合ネットワーク.青丸（ ）は水分子の酸素原子（水素原子
は省略）.
Figure18：Hydrogen-bonded network of water molecules

 
in the gas-hydrate structure of type II.Blue circles( )
indicate oxygen atoms(hydrogen atoms are abbreviated).



積 V は39.46A
○ ,密度は0.758g cm ）.得られた理

論RDFは図13に示されている.出現したピーク1～3

に対応する理論ピークは 型構造を仮定した場合とほぼ

一致しているが,ピーク４と５についてはその位置と

ピーク形状に違いが見られる.また,12.8A
○にも大き

なピークが出現している点で異なる.しかし,12A
○ま

での５つのピークは,いずれも実測のRDFのピーク位

置近くに現れていると言える.

次に,Paulingモデルと同様,多面体（正12面体と

16面体）ケージの中心に１個ずつ水分子を配置したモ

デル（ -Ａ）を仮定し理論計算を行った.この場合,

単位格子当たりの水分子は160個で,体積 V は33.54

A
○ ,密度は0.892g cm ,水分子の平均配位数は3.4

となる.もう一つのモデルとして,改良Paulingモデ

ルで行ったように,六角形の面（16面体の４つの面）

の中心に１個ずつ水分子を追加配置したモデル（ -Ｂ）

を仮定した.この場合,単位格子当たりの水分子は176

個,V は30.49A
○ ,密度は0.981g cm ,水分子の平

均配位数は4.18となる.

モデル -Ａと -Ｂを仮定した計算から得られた理論

RDFを図19に示す.12A
○までの理論ピークは,モデル

-Ａでは,2.83,4.50～4.43,6.67～6.81,8.90～

8.85,10.7A
○(σ＝0.4～0.6A

○に対応）,モデル -Ｂで

は,2.83,4.55～4.48,6.64～6.80,8.90～8.83,10.7

A
○(σ＝0.4～0.6A

○に対応）となり, 型構造を仮定し

た場合とほぼ同様,－15℃の過冷却水のRDFの各ピー

クの位置を再現することができる.

4.7 －15℃までの過冷却水中の水素結合構造の描像

過冷却水（0～－15℃）のRDFのピークは,高さに

違いはあるが,温度が変わってもピークの位置や形状は

ほとんど変わらないことから,各構造モデルに基づいた

理論RDFとの比較の結果は,－15℃までの過冷却水に

対して共通と言える.

4.1～4.6節で得られた結果は以下のようにまとめる

ことができる.

① 過冷却水のRDFを説明するには,水素結合構造の

基本単位として,氷I構造に含まれる椅子型や舟型

の６員環水素結合構造ではなく,ガスハイドレート構

造等に含まれる正五角形の５員環水素結合構造を考え

る必要がある.

② 過冷却水中に正五角形や平面六角形を含む多面体

ケージを含むクラスレート様構造が存在する.

③ RDFの～10.8A
○等の長距離ピークを説明するに

は,正12面体とその会合構造をもつクラスターや,

これらを含む水素結合のネットワーク構造を考える必

要がある.

④ ガスハイドレート結晶に含まれる水素結合のネット

ワークを仮定すると,実測のRDFのピークの位置を

よく説明することができる.このネットワークは,

型構造でも 型構造でも説明できることから,異なる

ネットワーク構造をもつクラスターが混在していると

考えられる.

⑤ 型構造あるいは 型構造に含まれる多面体ケージ

の空𨻶中に適切な数の水分子を仮定することにより,

実測のRDFをより良く再現することができ,また,

密度や平均配位数の実測値との一致も良くすることが

できる.

液体水中の水分子は,ピコ秒オーダーでその位置を移

動し,水素結合の相手も絶えず入れ代っているため,そ

の状態は一定ではない.構造モデルで仮定された水分子

の状態も一定ではなく,絶えず他の水分子とその位置や

状態の交換を行っており,多面体ケージ中の水分子も同

じ状態に止まることはない.また,正12面体構造等の

多面体とその会合構造も完全な構造とは限らない.実測

のRDFにおける距離の増大に伴うピークの高さの減衰

から推測される構造性の急速な低下は,位置の不確かさ

の増大（σの値の増大）によるだけでなく,ネットワー

ク構造,座標軸,大きさ等が異なるクラスターが多数存

在し,相互の隣接部で構造の連続性が失われることによ

ると考えられる.

0～－15℃までの液体水中に,正五角形の５員環水素
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図19：ガスハイドレート 型構造に基づくモデル（ -Ａお
よび -Ｂ）を仮定した理論RDFと－15℃の過冷却水の
RDF（ ）との比較.理論RDFは,a ＝2.82A

○（σ＝0.16
A
○）とおき,r＞2.82A

○に対しσ＝0.4A
○（ ）,0.5A

○（ ）
あるいは0.6A

○（ ）と仮定して計算された.
Figure19：Comparisons of theoretical RDFs on the

 
assumption of the models(II-A and II-B)based on the

 
gas-hydrate structure of type II with the RDF of super-
cooled water at－15℃ ( ).The theoretical RDFs were

 
calculated by assuming a ＝2.82 A

○
(σ＝0.16 A

○
)andσ＝0.4

 
A
○
( ),0.5 A

○
( )or 0.6 A

○
( )for r＞2.82 A

○
.



結合構造を基本単位とする水素結合ネットワークが存在

することは,氷の融解において水素結合構造の再編が起

こることを意味する.液体水中で正五角形構造をとる理

由としては,HO-HO-HO水素結合角が109.5°（６員

環構造）より108°（正五角形構造）の方がH-O-H結合

角（104.5°）に近く,中央のHOが二つの水素原子を

用いて両側のHOと水素結合する場合,より直線に近

い水素結合が可能になるためエンタルピー的に有利で,

また,エントロピー的にも５員環形成の方が６員環形成

より有利であることが挙げられる.

4.8 ０℃から沸点近くまでの水中の水素結合構造と

ネットワーク形成

図４,図５から分かるように,－15℃のRDFに現れ

た５つのピークの位置や形は０℃のRDFでも基本的に

は変わらない.また,０℃より高い温度においても,あ

る程度の温度まで幾つかのピークが存在する.RDFの

温度による変化を見るため,85℃から20°間隔でRDF

の差（ΔRDF）をとり図20（５章で説明される－35℃

までのΔRDFを一緒に示してある）に示す.図20の

ΔRDFを見ると,それぞれのピーク位置でかなり高い

温度から変化が始まっていることがわかる.３章で述べ

たように,ピーク5（～10.8A
○）が～55℃のRDFでも

僅かに存在し,図20のΔRDF(65℃→45℃）でもその

位置に変化が見られることから,ガスハイドレート様の

水素結合ネットワーク構造がこの温度付近から温度の低

下とともに形成されてくると言える.

水素結合構造の発達度の目安とすることができるピー

ク2（4.53～4.56A
○）の高さの変化（ΔRDF）が25℃付

近から増大している.この増大は距離の遠いピーク４や

ピーク５の成長に大きく関与しており,長距離のネット

ワーク形成が温度低下に伴い急速に進んでいることを示

している.これに対して,正12面体構造の形成の目安

となるピーク3（6.82～6.88A
○）の変化（ΔRDF）は高

温から過冷却状態の－15℃付近まで大きくは変化してい

ないことから,ネットワークの基本構造は温度低下とと

もにコンスタントに形成されていると言える.

図４,図５のRDFに見られるように,ピーク３が

95℃においても明確であることは,正12面体の水素結

合構造は沸点近くの温度において既に存在することを示

唆している.しかしながら,95℃ではピーク２の高さが

かなり低く,HO-HO-HOの水素結合角の揺らぎが増

大していると考えられることから,正12面体構造は瞬

間的にはかなり歪んだ構造と思われる.これは,ピーク

３のピーク幅が高温になるにつれ広がっている（図４）

ことからも示唆される.正12面体構造が高温でも維持

されているのは水素結合の協同効果によると考えられ

る.

以上のように,０℃よりかなり高い温度から,過冷却

水中におけると基本的に同じ水素結合構造が存在し,温

度低下とともに長距離ネットワークが形成されてくると

言うことができる.

5.－35℃付近の過冷却水の構造

5.1 －15～－35℃の過冷却水のＸ線散乱強度と動径分

布関数の描像

エマルション試料の測定は0～－35℃で行った.図21

に体積比（水：MeCH ）が1.7：1の場合の干渉性散

乱強度 I s を示す.いずれの温度でもエマルション

中の有機物質部分によるピークが s 1.23A
○ に,ショ

ルダーが s 1.51A
○ に存在する.I s の温度による

大きな変化は純水の I s （図２）と同様,s の値が

～1.3A
○ より大きい領域で起こっている.有機物質部

分の寄与が大きい～1.3A
○ 以下の領域の変化が僅かで

あることは,この有機物質部分の温度依存性が小さいこ

とを示している.図21には,－10℃のエマルションの

I s から,エマルション粒子中に含まれる水の I

s を純水のデータを用いて差し引くことにより見積

もった有機物質部分の I s も示してある.

温度低下に伴いエマルション粒子の一部に不均一核生

成により生じた微量の氷結晶が存在する可能性は否定で

きない.氷結晶が存在すれば,図８で示した氷結晶によ

る回折ピークが現れると考えられるが,図21のエマル

ションの I s 曲線には該当するピークは見られない.
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図20：85℃から－35℃まで,20°低下ごとの液体水のRDF
の変化（ΔRDF）.
Figure20：Changes of RDFs of liquid water(ΔRDF)for

 
each 20°depression in temperature from 85℃ to－35℃.



このことをより明確にするため,図21の挿入図に,

s＝1.3～3.5A
○ 領域について,－20,－30,－35℃

と－10℃の I s の差ΔI s を示し,比較として

－50℃における氷微結晶の I s （有機物質部分の

I s は除去されている）を1/100スケール（水全体の

１％が氷結晶となった場合に相当）に縮小して示す.こ

の図を見ると s の変化に対しΔI s 曲線はいずれも

滑らかに変化しており,また,氷結晶の I s と比較

したとき,エマルション粒子の一部に氷結晶が生じたと

しても全体の0.1％以下であり,以下の取り扱いでは無

視して考えることができる.

エマルションの I s から得られたRDF を図22

に示し,－10℃あるいは０℃のRDF から2.2.1項で

述べた方法により求めた有機物質部分のRDF を図

23に示す.図23に示されるように,二つの温度で得ら

れたRDF の違いはノイズレベル以下で,０℃の

RDF から－10℃のRDF を差し引いて得られるエ

マルション粒子中の水のRDFは０℃の純水のRDFと

ほとんど一致している.この結果に基づき,RDF は

温度に依存せず一定と仮定し,それぞれの温度における

RDF から－10℃のRDF を差し引くことにより

－35℃までの過冷却水のRDFを求めた.こうして得ら

れたRDFがエマルションの組成によって異なることは

なかった.

図24に－10℃から－35℃までのRDFを示す.ここ

で,－20,－30,－35℃のRDFはエマルションの測定

から得られた複数のRDFの平均として示されている.

RDFのピークの温度低下に伴う変化を以下に記述する.

ピーク１の位置は短距離側に僅かにシフトし,－35℃で

は～2.80A
○となる.ピーク2（4.54A

○）の高さは高く

なり水素結合構造の更なる発達を示している.ピーク

3（6.82A
○）は他のピークと異なり－20℃以下ではほと

んどその高さに変化がない.ピーク4（－15℃でのピー

ク位置は～8.8A
○）は,－35℃に近づくにつれ～8.5A

○

付近が強まっていく傾向を示している.これは,ピーク

３と４の間の谷（～８A
○）の深さが変化していないこと

とも関係している.ピーク5（～10.8A
○）は徐々に成長

しているが,ピーク４とは反対に次第に長距離側へ中心

位置がシフトして行く傾向を示している.このシフトと

関係して,～12A
○の谷の深さに変化がない.一方,

ピーク４と５の間の谷（～9.6A
○）が深くなっているの

は,この二つのピークが互いに離れていくことと対応し

ている.図25に全測定温度範囲（95～－35℃）におけ

るピーク２～５の高さの変化（－15℃のときのピーク位

置の距離rにおける変化）の詳細を示す.
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図21：体積比（HO：MeCH ）が1.7：１のエマルショ
ンの０℃～－35℃における干渉性散乱強度 I s .I s
曲線の変化の順は測定温度変化の順（0,－10,－20,
－30,－35℃）と一致している.－35℃の I s 曲線は赤
色線（ ）,他は黒色線（ ）で示されている.緑色線（ ）
は有機物質部分の I s で,－10℃の過冷却純水の I s
（ ）を用いて見積もられた.挿入図のΔI s は s＝
1.3～3.5A

○ 領域の－20,－30,－35℃の I s と－10℃
の I s との差で,破線（ ）は1/100のスケールに縮小
した－50℃の氷微結晶（氷I構造）の I s （有機物質部
分の I s は除かれている）に相当する.
Figure21：Coherent scattering intensities,I s ,of emul-
sions of volume ratio(HO:MeCH )of 1.7:1 at 0℃～
－35℃.The sequence of the change of I s curves is

 
the same as that of observed temperatures(0,－10,－20,
－30,and－35℃).The I s curve for－35℃ is shown

 
by a red line( )and by black lines( )for the other

 
temperatures.The green line( )is the part of I s due

 
to the organic substances,estimated by use of I s of

 
pure water in the supercooled state at－10℃( ).In the

 
insetΔI s are differences of I s of－20,－30,and
－35℃ with that of－10℃,and dashed line( )corre-
sponds to I s of fine crystal ice of ice-Istructure at－
50℃,reduced to a scale of 1/100 after I s due to the

 
organic substances is removed.

図22：体積比（H O：MeCH ）が1.7：1（ ）と1：1
（ ）のエマルションの０～－35℃におけるRDF （水分子
１個を含む平均体積当たりに換算されている）.
Figure22：RDF of emulsions of volume ratios(HO:
MeCH )of 1.7:1( )and 1:1( )at 0～－35℃,normalized

 
to RDF for an average volume containing one water

 
molecule.



5.2 水素結合構造の変化と氷Ｉ様構造をもつクラス

ターの生成

図20,24,25から分かるように,ピーク２の成長か

ら－35℃に近づくにつれ水素結合構造が一層発達してい

ることは明らかであるが,ピーク３の成長が見かけ上止

まり,ピーク４と５の位置が変化しつつあることは,

－15℃までのガスハイドレート様構造の成長だけでは説

明できなく,異なるタイプのネットワーク構造の生成を

伴っていることが示唆される.

図20に示されるように,－15℃から－35℃への温度

変化に対するΔRDFが,－15℃までのΔRDFの形と大

きく異なる.図26を見ると,ΔRDF(５℃→－15℃）と

ΔRDF(25℃→５℃）は形が似ているのに,ΔRDF

(－15℃→－35℃）は大きく異なることが分かる.すな

わち,ΔRDFにおけるピーク２に対する極大は,4.53

A
○(25℃→５℃）,4.56A

○(５℃→－15℃）に対して4.65

A
○(－15℃→－35℃）と長距離方向に移動し,ピーク３

に対する極大は大きく沈み,ピーク４に対するは極大が

かなり強まり,ピーク５では極大が少し大きくなって長

距離方向に移動している.

図27（上部）に示されるように,ΔRDF(－15℃→

－35℃）の４～10A
○領域の形は,氷I結晶のRDFや

氷I構造の理論RDF(σ＝0.4A
○）と類似している.こ

こで,もし温度が低下しても生成したガスハイドレート

様構造は－15℃の状態から変化ないとしたら,ΔRDF

(－15℃→－35℃）は新たに形成された構造を反映して

いることになる.しかし,この構造をより明確にするに

は,ガスハイドレート様構造の変化分を見積もり補正す

る必要がある.

いま,ΔRDF(５℃→－15℃）がΔRDF(25℃→５℃）

と類似していることから,－15℃から－35℃への温度低

下でガスハイドレート様構造も引き続き生成され,５℃

から－15℃への低下のときと同程度の生成であると仮定

すると,ΔRDF(－15℃→－35℃）と ΔRDF(５℃→

－15℃）の差（ΔΔRDF）は新たなタイプの水素結合構

造の形成によると考えることができる.図27（下部）
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図23：体積比（HO：MeCH ）が1.7：1のエマルション
のRDF （ ）と有機物質部分のRDF （ ）.赤色線
（ ）は純水のRDF.緑色線（ ）は－10℃のRDF を用
いて得られた０℃のエマルション中の水のRDF.いずれも
水分子１個を含む平均体積当たりに換算されている.
Figure23：RDF ( )of emulsions of volume ratio(HO:
MeCH )of 1.7:1 and RDF ( )due to the part of the

 
organic substances.The red lines( )are RDFs observed

 
for pure liquid water.The green line( )indicates RDF

 
of water in emulsions at 0℃ estimated by use of RDF
obtained from RDF at－10℃.RDF and RDF are

 
normalized to those for an average volume containing one

 
water molecule.

図24：－10～－35℃の過冷却水の動径分布関数（RDF）.
－10℃（ ）のRDFは純水の測定から得られ,－20℃
（ ）,－30℃（ ）,－35℃（ ）のRDFはエマルション
の測定から得られた.
Figure24：Radial distribution functions(RDF)of super-
cooled water at－10～－35℃.The RDF at－10℃ ( )
was obtained from the measurement for pure water and

 
RDFs at－20℃ ( ),－30℃ ( ),－35℃ ( )were

 
obtained from the measurements of emulsions.

図25：液体水のRDFのピーク２～５の高さの温度による変
化.距離r＝4.54,6.82,8.8,10.8A

○ は,そ れ ぞ れ,
－15℃におけるピーク２,３,４,５のピーク距離に相当す
る.
Figure25：Changes of peak heights for Peak 2～5 in RDFs

 
of liquid water with temperature change.Distances of

 
4.54,6.82,8.8,10.8 A

○
for r correspond to the peak distances

 
of Peak 2,3,4,5,respectively,at－15℃.



にそのΔΔRDFを示す.ノイズが多く含まれるが,

～10A
○付近までの形は氷I構造の理論RDF(σ＝0.6

A
○）と類似している.この理論RDFの4.9A

○のピーク

の距離は,６員環内の非接触水分子間の平均距離（椅子

型における4.61A
○,5.40A

○,舟型における4.61A
○,

4.70A
○の加重平均）に相当する.この類似性は,仮定

したガスハイドレート様構造の生成見積もりが多少変

わっても大きく変わることはない.

ΔΔRDFあるいはΔRDF(－15℃→－35℃）と氷I構

造の理論RDFの形が～10A
○付近まで類似していること

を考慮すると,－15℃から－35℃への温度低下により氷

Ｉ様構造をもつクラスターも形成されている可能性が高

いと言える.このとき,全体のおよそ5～10％（理論

RDFに対する縮尺から）の水分子がこのクラスターに

関与しており,また,クラスターの平均の大きさは,図

７の96個の水分子集合体の1/3～1/2程度（～10A
○付

近までの類似性から）と推測される.

図26のΔRDFにおけるピーク５に対する極大の変化

の様子から,温度が－35℃から更に下がると,ΔRDF

とΔΔRDFの10～13A
○領域の形が氷I構造の理論

RDFの形に次第に近づく可能性がある.しかし,均一

核生成温度（T －38～－39℃）では,T が－35℃に

近いことから,両温度間のΔΔRDFは小さく,クラス

ターの平均サイズも大きくは変わらないと推測される.

T において臨界核の条件を満たした氷I構造をもつク

ラスターが生成して過冷却が解消されるが,このクラス

ターのサイズは平均サイズよりずっと大きいと考えらえ

る.

Speedy は,液体水のモル定圧熱容量（C ）の値は

T に近づくと急激に増大し,実験では液体として到達

できない温度である－46℃（T に相当）付近で発散す

ると推測した（図28）.この C の変化は水素結合の急

激な増加によると考えられる.温度が25℃→５℃→

－15℃→－35℃→－45℃と低下したとき,C の値は

75.2→75.6→78.3→96.2→240.5J K mol と変

化する .C は５℃→－15℃で少し変化の予兆があり,

－15℃→－35℃→－45℃では温度低下に伴い急増する.

この C の変化は前述の－15℃→－35℃の温度低下にお

けるΔRDFの形の変化と相関があり,氷Ｉ様構造をも

つクラスターの生成と対応していると考えられる.

－35℃→－45℃の仮想的過冷却では,更に多くの氷Ｉ様

クラスターの生成が予測される.
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図26：温度低下,25℃→５℃（ ）,５℃→－15℃（ ）,
－15℃→－35℃（ ）に伴うRDFの変化（ΔRDF）.
Figure26：Changes of RDFs(ΔRDF)of liquid water with

 
temperature depressions of 25℃→5℃( ),5℃→－15℃
( ),and－15℃ → －35℃ ( ).

図27：－15℃から－35℃への温度低下におけるΔRDFと
ΔΔRDF.赤色線（ ）は－35℃と－15℃のRDFの差：
ΔRDF（－15℃→－35℃）.黒色線（ ）はΔRDF（－15℃
→－35℃）とΔRDF（５℃→－15℃）の差：ΔΔRDF.緑色
線（ ）は氷I結晶（－50℃）のRDF（縮尺：0.07）.青
色線（ ）は氷I構造の理論RDF（σ＝0.4A

○,縮尺：
0.1）.赤紫色線（ ）は氷I構造の理論RDF（σ＝0.6A

○,
縮尺：0.1）.
Figure27：ΔRDF andΔΔRDF for temperature depression

 
from－15℃to－35℃.The red line( )is the difference

 
of RDFs between－35℃ and－15℃:ΔRDF(－15℃→
－35℃).The black line( )is the difference between
ΔRDF(－15℃ → －35℃) and ΔRDF(5℃ → －15℃):
ΔΔRDF.The green line( )is RDF of ice-Icrystal at
－50℃ of which scale is reduced to 0.07.The blue line
( )is theoretical RDF of ice-I structure(σ＝0.4 A

○
)of

 
which scale is reduced to 0.1.The purple line( )is

 
theoretical RDF of ice-I structure(σ＝0.6 A

○
)of which

 
scale is reduced to 0.1.

図28：液体水のモル定圧熱容量 C （ ）と氷のモル定圧熱
容量 C （ ）.破線（ ）は液体水の C を温度の関数とし
て表したSpeedyによる式 を用いて計算された補外曲線.
Figure28：Molar heat capacities at constant pressure,C
( )for liquid water and C ( )for ice.The black dashed

 
line( )is the extrapolation curve,calculated by use of the

 
equation for C as a function of temperature given by

 
Speedy .



●

●

温度低下による液体水のエンタルピー変化（減少）

は,水分子の熱運動の変化のほかに,水素結合形成の増

加と関係があることから,RDFのピーク２の高さの変

化と密接に関係していると考えられる.図29に,C の

式 を用いて計算される０℃を基準としたエンタル

ピー変化ΔH(０℃→ t）とピーク２の高さ（補外値を

含む）の関係を示す.この図から分かるように,直線的

な相関は見られなく,低温になるほどΔH(０℃→ t）

の変化よりピーク２の高さの変化の方が大きくなってい

る.これは,１個の水素結合が形成されたとき,ピーク

２に関与する水分子間（HO-HO-HOの両端のHO

間）の相互作用の数が０～６個（水分子の水素結合の手

を４とする）増加するが,水素結合構造の発達度が高い

ほどこの相互作用数が大きくなることによると考えられ

る.ピーク３～５の高さについては,そのピークが関係

している高次構造を構築する水素結合が形成されたとき

に変化すると考えられる.

5.3 T への接近に伴い推測される構造変化

ガスハイドレート様構造の多面体ケージ中に存在する

水分子（自由な水分子）は,過冷却が進みケージ外部に

ある水分子が減少してくると,水素結合ネットワークの

水分子と相互作用してネットワークの一員になることが

予想される.このとき,多面体ケージ内は空𨻶になり,

密度むらが増すとともに密度低下が起こり,ガスハイド

レート様構造が不安定になることから,空𨻶がより少な

い水素結合構造が形成されやすくなると考えられる.こ

れは,空𨻶が相対的に少ない氷Ｉ様構造の形成にとって

有利な条件と言える.自由な水分子がガスハイドレート

様構造の多面体ケージ内にしか存在しなくなったとき

（自由な水分子は全体の約20％になる）,氷Ｉ様構造の

形成開始条件が満たされることになるが,実際には,平

衡が存在すると考えられることから,自由な水分子が

20％よりもっと多い状態で,氷Ｉ様構造の形成が始まる

と推測される.これらのことは,前節で述べた－15℃か

ら－35℃への温度低下により氷Ｉ様構造をもつクラス

ターが形成されてくる理由の一つと考えられる.

温度 t におけるΔH（０℃→ t)/kJ mol の値,

－1.15（－15℃）,－2.84（－35℃）,－4.12（－45℃）

を考慮し,温度 t への過冷却によって水が奪われる熱

を,０℃での氷の生成に使用されたとすると,水全体の

約19％（t＝－15℃）,47％（t＝－35℃）,69％（t＝

－45℃）が氷となり（氷の融解熱は6.01kJ mol）,残

りは０℃の液体の水と計算される.この液体水にも水素

結合が存在することを考慮すると,４つの手で水素結合

している水分子の割合は上記の氷になっている割合より

もっと多いと考えられる.過冷却水の温度は０℃より低

いこと,また,４つの手で水素結合したときの水素結合

エネルギーが氷結晶中と液体水中とで同じとは限らない

ことなどから,厳密なことは言えないが,上記の概算に

基づけば,自由な水分子の割合は－15℃の過冷却水中で

はまだかなり多く,－35℃では全体の半分より少なく,

仮想的過冷却温度の－45℃ではごく僅かと推測される.

これらの過冷却水中の自由な水分子の割合を考慮する

と以下のような推測が可能である.すなわち,－15℃付

近までは,自由な水分子が多く,冷却により主としてガ

スハイドレート様構造の形成が促進される.－35℃近く

になると,多面体ケージの外部に存在する自由な水分子

は少なくなるため,冷却によるガスハイドレート様構造

の新たな形成は減少し,氷Ｉ様構造をもつクラスターの

生成が増加する.－45℃の仮想的過冷却状態では,氷Ｉ

様構造のクラスターが多く存在し,ガスハイドレート様

構造の多くは崩壊し残り少なくなり,自由な水分子は多

面体ケージ内に僅かに残っているだけとなる.冷却によ

り更に T に接近すると,全体が氷Ｉ様構造に変化して

いくと推測される.T 近くの温度における過冷却状態

は実験では確認することができないが,Speedy が T

における液体水の密度を,T での氷の密度（0.923g
 

cm ）と同程度の0.92g cm と予測していることと

関係して興味深い.

この5.3節では,ガスハイドレート様構造,多面体

ケージ,氷Ｉ様構造などがリジッドな構造をもつような

書き方をしたが,実際には,前に述べたように水分子の

動きは非常に早く互いにその状態の交換を行っており,

また,揺らぎによりそれぞれの構造は完全な状態とは限
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図29：温度 t（95～－45℃）における液体水のエンタルピー
変化ΔH（０℃→t）とピーク2（4.54A

○）の高さの関係.
ΔH（０℃→t）の値は C に対する式 を用いて計算され
た.青丸（ ）で示した－38,－40,－45℃のピーク２の高
さは補外値.
Figure29：Relation between enthalpy change of liquid

 
water,ΔH (0℃→ t),and the peak height at 4.54 A

○
of Peak

 
2 at temperature t (95～－45℃).The values ofΔH (0℃
→t)were calculated by use of the equation for C given by

 
Speedy .The peak heights of Peak 2 at－38,－40,
－45℃ shown by blue circles( )are estimated by the

 
extrapolation.



らなく,寿命も非常に短いと考えられる.また,上記の

記述には,実験で確かめることが難しい仮説に相当する

内容も多く含まれることから,今後の検証が必要とされ

る.

6.－30℃までの重水の液体構造

重水（DO）の１気圧下の融点は3.82℃,沸点は

101.4℃,最大密度温度は11.6℃と,いずれも通常の水

である軽水（HO）の値より高いことから,質量の違

いによるだけでなく重水分子の水素結合がより強いこと

によると推測される.水の液体構造が水素結合により支

配されていることから,軽水と重水の液体構造を比較す

ることは興味深い.

重水に対するＸ線回折測定は,純液体では－13℃,エ

マルションでは－30℃までが測定限界であった.これら

の限界温度は軽水の場合より2～5℃高く,重水の融点

が軽水より少し高いことと関係していると思われる.図

30に測定により得られた純液体の25～－13℃における

動径分布関数（RDF）を示す.低温のRDFには５つの

ピークが存在し,その位置や形は軽水の場合と非常によ

く似ている.重水と軽水のRDFの比較から以下のこと

が言える.

① 水分子間距離は,温度が同じとき,軽水の場合とほ

とんど変わらない.

② 重水における水素結合のネットワーク構造は軽水の

場合と同じと考えられる.

③ 図30に示されるように,重水のRDFのピークの

高さは,５°低い温度の軽水の場合とほぼ同じであ

る.これは,水素結合は重水の方が強いことを示唆し

ている.５°の温度の違いによる軽水のエンタルピー

変化は～380J mol であることから ,軽水中の水

素結合を重水中と同等にするには,同程度の熱を軽水

から奪う必要がある.

重水を含むエマルションに対する測定から,軽水の場

合と同様の手続きにより得られた－20℃と－30℃におけ

る過冷却重水のRDFを図31に示す.－30℃のRDFは

軽水の－35℃におけるRDFとほぼ同等で,また,

ΔRDF(－10℃→－30℃）は,軽 水 の ΔRDF(－15℃

→－35℃）（図20,26,27）と類似し,ΔΔRDFについ

ても軽水（図27）と似た結果が得られた.

重水に対する測定結果を総合的に見たとき, Hと H

Dの違いによる同位体効果は若干あるものの,水素結

合により構築された液体構造は軽水の場合と基本的には

変わらないと言える.

7.おわりに

水の動径分布関数のピーク４と５は,これまで知られ

ていなかったピークで,本研究において,低温とくに過
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図30：25～－13℃（温度は黒字で表示）における重水
（DO）のRDF（ ）.赤色線（ ）は軽水（HO）のRDF
で（温度は赤字で表示）,比較のため重水のRDFと５℃ず
らして示してある.
Figure30：RDFs( )of heavy water(DO)at 25～ －13℃
(temperatures are written by black).The red lines( )
are RDFs of ordinary water(HO)(temperatures are

 
written by red),shown by shifting temperatures by 5℃for

 
the comparison.

図31：０～－30℃の過冷却重水（DO）のRDF.0℃（ ）
と－10℃（ ）のRDFは純液体の測定から,－20℃（ ）
と－30℃（ ）のRDFはエマルションの測定から得られ
た.
Figure31：RDFs of supercooled heavy water(DO)at 0
～ －30℃.RDFs at 0℃ ( )and－10℃ ( )were

 
obtained from the measurements for pure liquid and RDFs

 
at－20℃ ( )and－30℃ ( )from the measurements for

 
the emulsions.



冷却温度での測定により初めてその存在が明らかにされ

た.これまで動径分布関数の解析は主としてピーク１と

２およびその近傍に対して詳しくなされてきたが,ピー

ク３についての突っ込んだ議論はあまりなされていな

い.本稿で述べたように,～10.8A
○の距離にあるピー

ク５の発見が,低温の水とくに過冷却状態の水の構造の

解明に対する大きな鍵となった.

通常,固体結晶が融解したとき,結晶中の構造の一部

が液体中にも存在すると考えられることが多い.水の場

合も氷結晶中の正四面体構造を維持したペンタマーや椅

子型・舟型の６員環構造が含まれる氷Ｉ様構造が液体水

中に存在すると考えられてきた経緯がある.その中で,

Paulingは彼一流の直観力により,ガスハイドレート

型構造における水素結合ネットワークを骨格とする水構

造モデルを提出した.本稿でも述べたが,Paulingの記

述 における問題点やモデルの欠点をNartenら に指

摘されたこと,長距離までの正確な動径分布関数の報告

がなかったことから,Paulingモデルに対する十分な検

証が行われていなかったと考えられる.本研究でピーク

５を含む動径分布関数が得られ,初めてPaulingモデ

ルの素晴らしさを証明することができたと言うことがで

きる.

水分子は大きな極性をもち,強い水素結合を形成する

能力をもっていて,かつ,分子サイズが小さいため,多

彩で変幻自在な集合構造を形成することが可能であり,

温度・圧力,空間の広さ,接触物質の性質や構造,周辺

環境とその変化に応じて,最も安定な水素結合による集

合構造を形成すると考えられる.これは氷の融解につい

ても言え,並進運動が自由な液体になったとき,水分子

が再配列して,自由エネルギーが最も低くなるよう,安

定な水素結合構造が形成されると考えられる.－15℃ま

での液体水中では,正五角形５員環構造が安定な水素結

合構造の基本単位で,この構造がネットワークを組むこ

とにより大きな安定化がもたらされる.温度が低下し

て,ネットワーク構造が発達すると,より多くの水素結

合が可能な構造形成が求められ,深く過冷却が進んだと

き氷Ｉ様構造をもつクラスターが形成されるようになる

と考えられる.これは,水素結合した水分子と自由な水

分子の間に一種の平衡があり,自由な水分子が多いとき

ガスハイドレート様のネットワーク構造の形成が有利

で,この水分子が不足してくると氷Ｉ様構造の形成が有

利になると推測される.

本研究の結果が,高温・高圧下の水,制限空間の水,

界面の水などにおける水の構造,有機物質,無機物質,

電解質,疎水性物質,気体物質などを溶解した各種水溶

液中の水の構造,各種混合溶媒中の水の構造など,種々

の条件下における水の集合構造の解明や,過冷却水につ

いての様々な問題の解明に対しての一助となることを期

待する.
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