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２章 水系物質の物性研究フロンティア

水の動的構造
〜ラマン散乱分光〜
冨永 靖德

お茶の水女子大学，天羽

優子

山形大学

水の動的構造をラマン散乱分光の観点から検討した．水のラマン散乱スペクトルは，H O 分子の基準
振動解析から得られる基準振動では説明ができない．水素結合の３次元的なネットワークで形成され
る短い時間のクラスター的な構造を考える事によって，
大筋が理解される事を示した．
このクラスター
的な構造は，ps のオーダーで生成消滅を繰り返しており，その揺らぎが，ラマンスペクトルの中心成
分に現れる．これらのスペクトル解析から，水と水溶液系の水素結合の状態を解析できる事を示した．
指す．ラマン分光や赤外分光のような振動分光では，こ

１．はじめに

の「動的な構造」とその「揺らぎ」について，スペクト

液体の水は最も身近な物質でありながら，固体である

ル解析から評価する事ができる．

氷とともに最もわかっていない物質のひとつである．固

水の振動分光（ラマン分光，赤外分光等々）では，ま

体の氷は温度と圧力の相図の中で構造が多彩に変化する

ず，H O 分子の分子振動の解析から始まる．通常 3400

し，液体の水は様々なレベルの話で，必ず，
「すっきりし

cm 付近を中心に観測されるブロードなバンドを O‑H

ない」
，あるいは，「奇妙である」と言う表現がつきまと

の対称伸縮振動と反対称伸縮振動に帰属している．
また，

う．これらの奇妙な特性のかなりの部分は，H O 分子間

1600cm 付近に観測される比較的幅の狭いモードを

の水素結合に由来するというのが大方の理解である．し

H‑O‑H の変角振動に帰属するのが一般的である．つま

かし，これは単なる言い換えに過ぎなくて，水素結合自

り，これら３本のモードを，H O 分子の基準振動の基音

身が本当のところはまだよくわかっていないというのが

としてきた ．

現状である．

しかし，これらの３本の基準振動モードは，基本的に

最近，エネルギー問題との関連でメタンハイドレード

水分子１個に対する分子振動モードに対応するものなの

等，各種のクラスレートハイドレードに関する研究が盛

で，液体の水のラマンスペクトルに対しては必ずしもそ

んになってきた．クラスレートハイドレートの理解に

のままでは適合しない．実際，液体の水のラマンスペク

とっては，「水の特性」
を明らかにすることが重要な事柄

トルのプロファイルは，0‑4000cm まで広範囲に広が

の一つであるが，逆に，このハイドレートの解明が進む

り，大変複雑な形状をしている（図 2.1）
．図 2.1は，後

ことによって，水の水素結合の理解も進むものと思われ

述のラマン散乱スペクトルから得られた動的感受率の虚

る．本稿では，北海道大学低温科学研究所での，
「氷，水

部 χ”νを log スケールで示したものである．図 2.1に

およびクラスレート水和物の物性に関する研究集会」の

は，同時に赤外分光から得られた誘電率の虚部 ε”νも

中で，主にラマン散乱分光という限られた領域の電磁波

示してある ．赤外分光スペクトルは文献３）からの複製

のスペクトロスコピーで見たときに，液体の水が見せる

である．大雑把に，〜300cm 以上のモードが分子内振

顔のひとつの側面を，水の動的構造というキーワードで

動で，〜300cm 以下のモードが水分子同士の分子間の

眺めた結果を述べていきたい．

振動であると考えられている．
水のラマンスペクトルの特徴をまとめると，

２．水の動的構造とラマンスペクトル

１) 〜300cm 以上の分子内振動領域のスペクトルは
それぞれのスペクトルの幅が異常に広い．特に，3400

液体の水に「構造」という概念を最初に持ち込んだの

cm 付近の O‑H 伸縮振動に帰属されているモード

は，Kauzman と Eisenberg である ．この考えで大切な

の幅が著しく広い．仮に，このスペクトルを２〜４個

ことは，構造という概念に時間のファクターを取り入れ

の成分だと思っても，それぞれの成分のスペクトル幅

た事である．彼らは，考える時間スケールによって，液

は通常の液体，例えば，四塩化炭素やアルコールのス

体の水に対しても固体（氷）と同じように「構造」を考

ペクトル幅に比較して異常に広い．

える得る事の重要性を初めて提案した．
「動的構造」と言
うのは，この時間のファクターを考えた時の「構造」を
2005 低 温 科 学
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２) 〜2200cm 付近に，上記の３本の基準振動には帰
属できないモードの存在が確認される．このモードは，
121

振動分光の分野では，赤外スペクトルやラマンスペクト
ルの横軸に対して，慣用として「波数」という表記が用
いられている．ところが，「波数」というのは，本来，空
間周波数を表す物理量（あるいは，
「運動量」に相当する
物理量）なので，通常のラマン分光スペクトルの横軸の
物理量（時間周波数，あるいは，
「エネルギー」に相当す
る物理量）を表記する用語としては適切ではない．見か
け上「波数」に見える cm は，正確には Hz/c（c は光
速）の表記が正しい．しかし，本稿では慣用と物理的な
内容の妥協として，表記には cm を用いるが，その内容
には「振動数」あるいは「周波数」という用語を用いる
ことにする．今後は，ラマン分光のスペクトルも，THz
表記するのがよいように思われる．例えば，300cm は
図 2.1 水の還元ラマンスペクトル（0‑4000cm χ”νと赤
外スペクトル ε”ν の log 表示．
ラマンスペクトルは，（VV）と（VH）の双方を示した．強度
が大きい方が（VV）である．

通常，1600cm 付近の変角振動と後述の束縛回転
モードとの結合音と理解されているが，結合の相手に
なる肝心の束縛回転モードが明確には特定されていな
い．

９THz に相当するし，3400cm は 102THz に相当す
る．この表記だと，誘電緩和のスペクトルと直接比較で
きるようになる．

３．水の高振動数ラマンスペクトル（＞ 〜300cm−1)
液体の水のラマンスペクトルは，水分子１個の基準振
動では説明できない複雑さを持っている．まず，最初に

３) 400cm 〜1500cm には，束縛回転と呼ばれる応

〜300cm 以上の分子振動領域のラマンスペクトルに

答が存在しているが，このスペクトルも１個の水分子

ついての問題点は，１）２）３）で述べたように，各モー

から期待される wag，twist，lock と言った３個，ある

ドのスペクトル幅が異常に広いことと，水分子１個の基

いは，数個のモードの集まりにしては，異常に幅が広

準振動からは予想することができないモードが出現する

いし，そもそも固有振動数のピークも明確ではない．

ことにある．つまり，１個の H O 分子を振動の単位に考

特に，〜1200cm 付近には，ほとんどプラトーと思わ

えると，どうやってもラマンスペクトルを整合性よく説

れる応答が存在しており，これらの起源も明確ではな

明できない．そこで，最初から水素結合を考慮した分子

い．

集団（クラスター）を考えることにした．図 3.1に 17個

４) 〜300cm 以下の領域には２個の振動成分がある．
このうち，〜180cm 付近の成分は水素結合でつな
がった水分子間の，主に，酸素同士の伸縮振動である
事が，後述の同位体水のラマンスペクトルの比較や非
干渉性中性子散乱の結果から明らかになっている．し
かし，〜50cm 付近の成分は水分子同士の変角振動
と言われているが，その起源についてはいまだに未解
明の部分が残っている．
５) 〜20cm 以下のスペクトルの中心成分には，分子
間振動とは別に緩和型と呼ばれる応答が存在してい
る．この応答の起源は，水素結合の生成消滅による分
極率の揺らぎだと解釈しているが，水の誘電緩和との
関係については，まだ未解明の部分が残っている．
本稿では，これらの事柄について，ラマン散乱分光から
明らかになった事柄について述べていきたい．
ここで，ラマン分光の用語について一言述べておく．
122

図 3.1 17水分子の非経験的分子軌道法による安定構造．中
心に歪んだ四面体的な構造が存在する

水の動的構造

図 3.2 水のラマンスペクトル（VV）の計算結果．
計算の振動数には，係数 0.9をかけてある．

図 3.3 水のラマンスペクトル（VH）の計算結果．
計算の振動数には，係数 0.9をかけてある．

の水分子について非経験的分子軌道法で安定状態を計算
した結果を示す ．この分子集団の構造では，中心に歪ん
だ四面体的な配列が見えてくる．この構造に基づいてラ
マン活性の（VV）に対応する振動モードの計算を行う
と，それぞれのバンドを中心に多くの振動モードが現れ
ることが分かった．実測のラマンスペクトルは，2200
cm 付近のモードを除いて，この計算結果で半定量的に
説明できる．計算結果を図 3.2に棒線で示した．ただし，
計算での振動数は実測のスペクトルに合うように，全体
に係数 0.9をかけてある．図 3.2より，それぞれのバン
ドの中に現れた多くの振動モードの個々の幅の集約が全
体のバンドの幅になっていると考えると，モードの数と
共に異常に広い幅の原因が説明できる．
ラマン分光の高振動数領域のスペクトルプロファイル
を説明するには，図 3.1に示したような水分子の典型的
な分子集団（クラスター）を考えるとよいことが分かっ

図 3.4 水の赤外スペクトル の計算結果．
計算の振動数には，係数 0.9をかけてある．
実線が誘電関数の虚数部で，点線が実数部である．

た．この水素結合で出来上がった構造を動的構造という
が，この図 3.1のクラスターは決して液体の中にこの１

ラマン活性モードの（VV）スペクトルだけでなく，
（VH）

種類だけが，固定したクラスターとして安定に存在して

スペクトルや，赤外スペクトルも半定量的に説明する．

いるわけではなく，非常に短い時間で変幻自在に生成消

図 3.3には，ラマン活性モードの（VH）スペクトルと対

滅をしている．
ほんの一瞬だけこのような状態が存在し，

応する計算結果，図 3.4には赤外スペクトルと対応する

その状態での分子振動がラマンスペクトルとして観測さ

計算結果を示した．いずれも，実測のスペクトルのうち，

れていると考えている．これが動的構造の「動的」とい

2200cm 付近のモードを除いては，ほぼスペクトルの

う意味である．その証拠に，スペクトルの中心成分には

特徴を再現している．

水素結合の生成消滅に伴う分極率の揺らぎとして，後述
する緩和モードと呼ばれる応答が観測される．この緩和
モードの解析から得られる緩和時 間

が，ps の オー

ダーで変化するクラスターの寿命に対応している．
水素結合による水の四面体的な動的構造の考え方は，
2005 低 温 科 学
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４．水の低振動数ラマンスペクトルの特性
水のＸ線回折による動径分布関数の解析からは，１個
の水分子のまわりには，平均として約 4.4個の水分子が
123

存在している事が示されている ．この結果は，水の動的
構造のひとつとして，上述のような歪んだ四面体的な構
造を考えることと非常に整合性がよい．また，この歪ん
だ四面体的構造の生成消滅が，10 〜10

秒の オー

ダーで起こっていると考えると，それに伴う緩和として，
ラマンスペクトルの中心成分に現れる緩和型のスペクト
ルを説明することができる．この緩和を特徴づける時間
より短い時間内では，歪んだ四面体的な動的構造におけ
る分子間振動として，300cm 以下のラマスペクトルを
説明する事ができる．
低振動数領域のラマン散乱のスペクトル強度は，その
ままでは，いわゆるレーリーウイングに隠れて微細構造
がわかりにくいので，通常 Bose-Einstein 因子で割って，
動的感受率の虚部 χ”νで表示する．

νを光子計数法

で測定されたスペクトル強度（エネルギー強度）のカウ

図 4.1 水の還元ラマンスペクトル（VH）と非干渉性中性子
散乱のスペクトル

ント数とすると，
ν＝

ν−ν

ν＋1 χ”ν

⑴

トルにはほとんど応答が見られない．これから，この分
子間の伸縮振動モードでは，主に酸素が動いていること

で表される．散乱光のエネルギースペクトル νと光子

がわかる．また，６meV（48cm ）付近では，ラマンス

計数法でのカウント数とは， ν ＝

ν−νの関

ペクトルと中性子スペクトルの両方に強い応答があるの

係がある．また，ν ＝ / は cm で表した入射レーザ

で，この分子間のモードは水分子全体が動いていること

光の振動数，ν＝ / は cm で表したラマン振動数

がわかる．さらに，50meV（480cm ）を中心とするブ

（ラマンシフト）
， は定数，

ν

ν＋1 は Bose-Einstein

ロードなバンドは，中性子スペクトルに非常に強い応答

因子を表す．低振動数領域で振動モードを強調したいと

があるので，酸素よりも，水素の方が大きく動いている

きは，エネルギーロスを表す ν
χ”νが用いられるが，緩

事が分かる．これは水分子の束縛回転モードとの整合性

和と振動の双方を議論するときには，χ”νが適当であ

がよい．６meV（48cm ）のモードの起源については，

る．⑴式を用いると，光子計数法で測定されたカウント

分子間の変角振動を含んでいると思われるが，後述のよ

数

うにまだ完全に解明されたわけではないと考えている．

νから，系の動的感受率の虚数部 χ”νを求めるこ

とができる．

図 4.2は水の低振動数ラマンスペクトル（ドットと計

この χ”νスペクトルを，Reduced Raman Spectrum

算曲線）
，誘電緩和スペクトル
（●) ，および，遠赤外ス

あるいは，還元ラマンスペクトルと呼ぶ．図 4.1に 800

ペクトル（○) を同じグラフに両対数表示で示したも

cm までの（VH）ラマンスペクトルより得られた，系

のである．誘電緩和スペクトル
（Dielectric）
は，J.Barth-

の動的感受率の虚部 χ”νをドットで示す．このスペク

（Far-infrared）
el のグループの結果 ，遠赤外スペクトル

トルで 180cm 付近のモードが５個の水分子からでき

は，J.B.Hasted のグループの結果

た歪んだ四面体構造における分子間の伸縮振動，50cm

た．上述の歪んだ四面体的構造の水素結合の生成消滅が，

付近のモードが分子間の変角振動と考えられている．図

10 〜10

4.1に は ラ マ ン ス ペ ク ト ル と 同 時 に，100meV（800

この振動数領域には水素結合の生成消滅に伴う緩和の応

cm ）までの水の非干渉性非弾性中性子散乱スペクトル

答が現れるはずであることをすでに述べた．10 〜10

も○印で示した ．水の非干渉性中性子散乱のスペクト

秒というのは，図 4.2のスペクトルで横軸の振動数に換

ルは文献８）
からの複製である．非干渉性中性子散乱は，

算すると３〜30cm に相当する．ラマンスペクトルで

散乱断面積の関係で主に水素原子の動きを選択的に捕え

実線で描かれたスペクトルは，この領域の緩和と分子間

ることができる．これに対して，ラマン散乱は電子分極

振動に対して，我々が提案しているモデルを用いて還元

率の揺らぎを観測するので，主に酸素の動きを捕えるこ

ラマンスペクトルを再現したものである．一番細かい点

とになる．図 4.1から，24meV（192cm ）付近には，

線が緩和の成分である ．緩和の成分と分子間振動の二

ラマンスペクトルには強い応答があるが，中性子スペク

つの成分を足しあわせた total の計算スペクトルが実験

124

を複製して転載し

秒のオーダーで起こっていると考えると，

水の動的構造

下の中心成分には振動的でない，いわゆる緩和モードと
いわれるモード が 存 在 す る こ と が 明 ら か に なって い
る ．
緩和に対しては Debye 型の緩和関数が有名である．し
かし，この緩和関数は電気双極子の回転ブラウン運動を
記述する Langevin 方程式に対して，overdamped limit
（慣性項を無視）と narrowing limit（熱浴の熱揺らぎが
白色ノイズ）という２種類の近似を適用することで得ら
れる

．これらの近似は，通常，数 10GHz 以下の低い

周波数領域ではよく成り立っているが，約１THz（33
cm ）を越えたあたりで成立しなくなることが遠赤外吸
収の実験で知られている．遠赤外吸収スペクトルと準弾
性・非弾性光散乱のスペクトルが，形式上は同じ形に書
図 4.2 水の低振動数ラマンスペクトル（ドットと計算曲
線），誘電緩和スペクトル（●) ，遠赤外スペクトル（○)

けることが，すでに Abdrakhmanov らによって示され
ているので ，吸収スペクトル（複素誘電率の虚部）を記
述する式を，そのままラマン散乱の動的感受率の虚数部

値をよく再現している．これから，50cm 付近のモード

にも適用できる．そうすると，上述の近似の破れは，低

は分子間振動だけではなく，緩和成分も含んでいること

振動数ラマン散乱での緩和モードにも起きていると考え

が分かる．さらに，後述するように，超臨界状態の水で

るのが妥当であろう．そこで，これらの近似の破れを取

はこの振動数領域のスペクトルは，基本的に緩和成分の

り入れた２状態遷移モデル（Multiple random telegraph

みで再現できる．

(M RT)model） を用いて，水と同位体水の低振動数ラ

このラマンスペクトルと赤外・遠赤外の振動スペクト

マン散乱のスペクトルの fitting を行い，ラマン領域での

ルの比較からわかる事は，水の振動モードは分子内・分

緩和と分子間振動の特性をさぐった．MRT モデルは，１

子間を問わず，固有振動数が概ね一致したところに観測

THz を越えた高周波数領域での慣性項の効果と熱浴側

されるが，中心成分から得られる緩和モードの成分は，

のゆらぎの相関を実効的に取り入れており，また，解析

ラマン分光と（遠）赤外分光で全く異なる振動数領域に

的に可解模型だからスペクトルを fitting するときに，大

観測される．
遠赤外分光の中心成分は誘電緩和であるが，

変使いやすいものである．

この緩和時間（緩和周波数，約 20GHz，0.7cm ）と，

一般に複素誘電関数 εω は，

ラマンの中心成分から得られる緩和時間（緩和振動数，
約 0.2THz，7cm ）は，約１桁異なる．これは，誘電

εω −ε
＝ 1− ω［ ω］
ε−ε

⑵

緩和が双極子の揺らぎを観測しているのに対して，ラマ
ン散乱での緩和は四極子の揺らぎを観測している事に起

の形に書ける．MRT モデルでは，［ ω］＝ ［ ］が具体

因していると思われるが，ラマンスペクトルに現れる緩

的に以下のように，連分数の形で解析的に与えられる．

和の起源についてはまだ未解明な部分が残っているの
で，これらの２種類の緩和の関係をつける事が水の動的
構造を解明する上で重要だと考えている．

1

［ ］＝

⑶
Δ

＋
2

＋γ
＋

＋2γ＋

５．低振動ラマンスペクトルにおける緩和

−1 Δ
3

−2 Δ

＋3γ＋……

先に述べたように，水の低振動数領域の還元ラマンス
ペクトルにおいて，180cm 付近のピークは，水分子５

＋

−1 γ
＋

Δ
＋ γ

個からなる四面体的構造における分子間の伸縮振動であ
ると考えられている．また，50cm 付近のピークは，水

ここで，ω＝ 2π ν，Δ ＝ Δ 1−σ ，γ＝ γ−2σである．

分子３個の変角振動であると言われているが

このモデルは基本的に２状態遷移模型で，各２状態が

，ま

だはっきりしない部分が残っている．さらに，20cm 以
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±Δ の値をとり，それを

個重ね合わせた確率過程に
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よって電気双極子の角速度が変調される．γは２状態間
の遷移の時間相関の逆数をあらわす．α ＝ Δ /γは熱浴
側の揺らぎの相関の程度を表し，α ≪ 1で narrowing
limit となる．また，σ≠ 0のときは確率過程の分布にか
た よ り が あ る こ と を 示 す．

∞ で は Gaussian-

M arkovian limit となる．
このモデルから Debye 型の緩和関数が出てくるのは，
α ≪ 1のときである．フィッティングの解析では，Δ ，
α ＝ Δ /γ，σ， ，緩和強度，をパラメータにした．た
だし，

は整数値で，また，実測のスペクトルからだけ

では，この

の値を決めることはできないので，最初に

与えてフィッティングの時は変化させないようにした．
さらに，このモデルでは，実現値が±Δ の確率過程を
個重ね合わせているので， と±Δ を個別に議論するこ
とは意味がない．これらの事を考え，なるべく簡単化す
るために，水とその同位体水のフィティングでは
で計算した．この

＝1

＝ 1の場合は，M RT の緩和関数は

次のように簡単な形になる．
［ ］＝

1

⑷

ω＋ Δ
ω＋γ
この M RT モデルでは，緩和時間がフィッティングパラ
メータに含まれない．そこで ［ ］
を時間領域で表した
＝ cosh γ/2 ＋ sinh γ/2

exp

γ/2
⑸

の関数を，

＝ 1として，

図 6.1 水の低振動数ラマンスペクトル（フィティング） ．
333K のスペクトルでは，50cm モードが消失している．

る．図 6.1に M RT 模型の緩和関数と２個の減衰振動
モードの重ね合わせでフィッティングした，水の低振動
数ラマンスペクトルの温度変化を示す ．この図から，

1
− ＝0
2

⑹

270K での過冷却状態では，緩和モードの shoulder と変
角振動の成分の両方が 50cm 付近のピークに寄与して

となる時間を求めることで緩和時間とした．このモデル

いるいるのが分かる．294K では，50cm の変角振動

には，緩和時間の分布に相当するようなパラメータはな

モードの寄与はわずかであり，335K では緩和モードと

く，その代わり，α ＝ Δ /γという熱浴側の揺らぎの相

180cm の伸縮振動モードのみでスペクトルを再現で

関の程度を表すパラメータが入っている．水の場合，熱

きた．また，変角振動モードの振動数は温度を上げてい

浴は水自身であるから，このパラメータの解析から THz

くとわずかに減少した．４種類の同位体水（H O，D O，

領域の水の揺らぎの相関を評価することが可能になる．

H

このパラメータは，後述するように，特に，電解質水溶

る ．

液での水の動的構造の揺らぎを考える時に重要な役割を
果たす．

O，D

O）で，これらの結果は基本的に同じであ

Hasted らは水の遠赤外吸収スペクトルには，49cm
と 200cm に２つの振動ピークが存在し，303K 以上で
は 49cm の ピーク が 見 え な く なった と 報 告 し て い

６．同位体水の低振動ラマンスペクトル
同位体水とは，H O，D O，H
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O，D

O のことであ

る ．一般に，対称性の低下した振動はラマンにも赤外に
も活性であるので，遠赤外の２つのピークはラマンスペ
クトルでの伸縮振動と変角振動に対応していると考えて
水の動的構造

図 6.2 同位体水の低振動数ラマンスペクトルにおける，50
cm モードの相対強度変化

図 6.3 同位体水の緩和時間の温度変化に対する Arrhenius
plot．
水素の同位体効果が見られる．また，
300K 付近
（横軸目盛 3.3
付近）で折れ曲がり見える．

良い．水の低振動数ラマンスペクトルの温 度 変 化 を
M RT 模型を用いて解析した結果は，この遠赤外吸収の
測定結果と整合している．４種類の同位体水のラマンス
ペクトルの解析から得られた 50cm の変角振動モード
の強度を，180cm の伸縮振動モードの強度で規格化し
た相対強度の温度変化を図 6.2に示す．50cm の変角
振動モードの強度が温度上昇とともに，消失していくの
が読み取れるであろう．
ラマンスペクトルで測定された緩和時間を，水素結合
を介した分子間振動のユニットの寿命と解釈すると ，
図 6.1と図 6.2での 50cm の変角振動モードの強度変
化の結果を定性的に説明することができる．水の 293K
での緩和時間は 0.72ps である．一方，変角振動の固有振
動数は 44cm であり，これに対応する周期は 1/2πω＝
0.12ps である．緩和が速くなり，緩和時間が振動の周期
にある程度近づいてくると，分子間振動が十分振動する

図 6.4 M RT 模型での緩和強度の温度変化．同位体効果は見
られない．

前に振動のユニット自体が壊れてしまい，明確な振動と
しては観測されなくなる．しかし分子の運動には何らか

ており，
水素結合の生成消滅の時間が短いことがわかる．

の相関が残るため，これが相関のある有色ノイズの効果

また，いずれの同位体水も，300K 付近
（横軸の目盛りで

として（α ＝ Δ /γのパラメータ変化として），MRT モ

3.3付近）
で温度変化に折れ曲がりがあり，この温度付近

デルの緩和関数に取り込まれてしまうと考えられる．一

で水素結合の状態が変化していることがわかる．この結

方，192cm の伸縮振動の方は，高温で振動のユニット

果は，水に対する Debye の緩和関数を用いた解析でも同

の寿命が短くなっても，まだ十分な回数振動できる振動

様である ．300K 付近という温度は生体にとって大切な

数なので，ブロードになりながらでも振動のピークが高

温度であるので，水の特性を生体との関連で議論する場

温まで見えると考えられる．

合には注意が必要である．

同位体水の緩和時間の温度変化に対する Arrhenius

MRT 模型での緩和強度の温度変化を図 6.4に示す．

plot を図 6.3に示す．この図から緩和時間の温度変化に

同位体水間での強度を比較するために，180cm の振動

は，明らかにＨとＤの同位体効果が存在することがわか

モードの強度で規格化してある．温度の低下と共に，緩

る．H-water は，常に D-water より緩和時間が短くなっ

和強度が発散的に増大していることがわかる．この緩和
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図 6.5 同位体水の固有振動数の温度変化．酸素の同位体効
果が見られる．

図 6.6 180cm の振動モードの固有振動数の計算結果．H
O の振動数を基準にして，酸素の同位体の質量比の平方根を
かけて計算した．

強度の増大には同位体効果は見られない．
つぎに，振動モードの振動数の温度変化について検討
する．まず，180cm の振動モードの振動数の温度変化
を図 6.5に示す．図 6.5より 180cm の振動モードの固
有振動数には，酸素の同位体効果が明確に見られる．水
と重水の振動数がほとんど等しく，
酸素 18の２種類の同
位体水の振動数がお互いにほとんど同じになっている．
これは，この振動においては酸素が主に運動しており，
水素あるいは重水素はほとんど振動に寄与していない事
を示している．つまり，この振動は水素結合を介した水
分子間の，酸素の伸縮振動と考えることができる．この
結果を確認するために行った振動数の計算結果を図 6.6
に示す．酸素 18の同位体水の振動数の計算値は，水の振
動数を基準にして，酸素の質量比の平方根 16/18をか
けて計算した．図 6.6と図 6.5を比べると，180cm の

図 6.7 50cm の振動モードの固有振動数の温度変化

振動モードは，酸素が主に運動するモードであることが
分かるであろう．この結果は，水の非干渉性非弾性中性

は 18/22を，水の振動数にかけて計算した．50cm の

子散乱で 180cm （24meV）付近にスペクトル強度がな

振動モードはもともと振動数が小さいので，計算値から

く，水素がほとんど動いていないという結果 とも一致

も同位体水による振動数の違いが少ない．図 6.7と図

している．

6.8を比べると，この振動モードは水分子全体が動いて

つぎに，50cm の振動モードの振動数の温度変化を

いる変角振動と考えても矛盾しないと考えられる．

図 6.7に示す．50cm の振動モードは，水の非干渉性非

最後に，同位体水に対する α の温度依存性を図 6.9に

弾性中性子散乱の結果 から水素も動いていることがわ

示す．α ＝ Δ /γは，MRT 模型に特有のパラメターで，

かっているので，ラマン散乱の結果と合わせると，水分

熱ゆらぎの変調の強さと速さによって決まり，いわば，

子全体が動いていると考えられる．そこで，このモード

熱浴側の揺らぎの相関の程度を表す．この α は，水のラ

についても，水素結合を介して，水分子全体が動いてい

マン散乱における緩和の問題に翻訳すると，緩和モード

るとした計算結果を図 6.8に示す．同位体水の 50cm

に寄与している水分子の分極率が感じている，熱浴側の

の振動モードの計算値は，水の振動数の温度変化を基準

ゆらぎの相関に対応する．α が大きいときは熱浴の相関

にして，D O と H O について 18/20を，D O について

が強く，揺らぎは有色ノイズとなる．α が小さくなると
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水の動的構造

の速い緩和や分子間振動を測定できるので，水の動的構
造とダイナミクスを明らかにする最適の方法の一つであ
る．特に，MRT モデルによる緩和モードの解析では，
THz 領域での近似の破れに対応できるという点と，熱浴
側のゆらぎの相関を評価できるという 点 で，通 常 の
Debye 型の緩和関数を用いた解析より数段優れている．
この M RT モデルによる緩和モードの解析を電解質水
溶液に適用した結果を述べる ．
電解質水溶液においては，室温領域での粘性実験や
NM R の実験が行なわれており，水和水としての水の動
的構造が議論されている ．粘性実験の結果からは，
LICL や NaCl 水溶液においては，粘性が濃度とともに
増加する傾向（正の水和）を示し，KCl や RBCl 水溶液
図 6.8 50cm の振動モードの固有振動数の計算結果．H O
の振動数を基準にして，同位体水分子の質量比の平方根をか
けて計算した．

においては，粘性は濃度とともに減少する傾向（負の水
和）が示されている．また，NMR の実験からは，前者の
1/T が濃度と共に増加し，後者の 1/T が濃度と共に減
少する事が示されている．これらの電解質水溶液系の低
振動数ラマンスペクトルの濃度変化を測定して，正／負
の水和特性を熱浴側のゆらぎの相関を表す α の変化と
して評価することを試みた．
電解質水溶液の例として，NaCl 水溶液の低振動数ラ
マンスペクトルとそのフィッティング結果を図 7.1に示
す．MRT モデルによる緩和モードの解析から得られた，
各種電解質水溶液の緩和モードの緩和時間の濃度変化を
図 7.2に示し，α の濃度変化を図 7.3に示す．図 7.2よ
り，これらの電解質水溶液系の緩和時間は，すべて，濃
度の増加とともに長くなっている（遅くなっている）が，
その傾きは，正イオンのイオン半径が小さいほど急であ
る．一方，図 7.3より α は LiCl，NaCl では濃度の増加
とともに大きくなるが，KCl，RbCl，CsCl では濃度の増

図 6.9 同位体水の α の温度依存性．過冷却状態で水素の同
位体効果が見られる．

加と共に小さくなる．この振る舞いは NMR の 1/T の
濃度変化と定性的に同じであり，電解質イオンの構造形
成／構造破壊の効果に対応している．ここでの構造とは，

揺らぎは白色ノイズに近づき，
narrowing limit の近似が

水分子の空間配置のことではなく，イオンの周りの水分

成り立つ条件になる．図 6.9から，α は，過冷却状態に

子の運動（回転相関時間，自己拡散係数などで評価する）

なると水素と重水素の間で同位体効果が見られる．重水

が，純水中よりも遅くなる場合を構造形成，速くなる場

素の方がα が大きいということは，それだけ熱浴側の相

合を構造破壊と呼んでいる．

関が強い事を表す．今の場合，熱浴とは自分自身である

ラマンスペクトルのフィッティングから得られた緩和

から，重水の方が軽水に比べて水素結合が強く，それだ

時間は，水素結合のユニットの平均寿命に対応し，水分

け，揺らぎの相関が強い事を表している．

子の集団的な運動に関する指標になると考えている．ラ
マンスペクトルでの緩和モードは分極率の揺らぎによっ

７．電解質水溶液系の低振動ラマンスペクトル
における緩和モード
これまで述べたように，低振動数ラマン分光法は液体
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て生じるが，水溶液系の場合，着目している揺らぎ自身
の相関も揺らぎを駆動している熱浴側の揺らぎも，共に
分極率を作り出している同じ水分子の運動によって起こ
る．M RT モデルでの解析から得られた α は熱浴側の相
129

図 7.3 塩化物水溶液の α の濃度変化．KCl 水溶液のみ濃度
とともに減少する．

関の指標なので，着目している（集団的な）緩和モード
に比べて速く変化する成分に対応するものである．従っ
て，この α の変化が個別の水分子の運動の相関を反映し
ていると考えられる．

８．過冷却水のラマンスペクトルと
クラスレートハイドレート
過冷却水の構造（動系分布関数）は六員環の氷 Ih の構
図 7.1 モル比 0.08の NaCl 水溶液の低振動数ラマンスペ
クトルの MRT モデルによるフィッティング．中心成分の緩
和モードと振動成分で再現される．

造では説明できず，五員環を含むクラスレート構造を仮
定することで説明できるというＸ線回折の報告があっ
た ．このことが，ラマンスペクトルにはどのように反映
されているかを明らかにするために，過冷却水，クラス
レート構造をとっている水，氷 Ih の高振動数領域のラマ
ンスペクトルを測定し，半定量的に議論することを試み
た．クラスレート構造をとっている水のラマンスペクト
ルは以下のようにして求めた．THF（テトラヒドロフラ
ン）クラスレートハイドレートでは，ゲストの THF 分子
とホストの水分子は独立に運動をしているとして，THF
クラストレートハイドレートのラマンスペクトル（図
8.1の上図）から THF 単体のスペクトル（図 8.1の中
図）を引き算することで求めた（図 8.1の下図）
．この差
スペクトルを R（クラスレート構造の水）とし，クラス
レート構造をとっている水のスペクトルと考えた．
過冷却水と等密度の水は分子の詰まり具合が同じとみ
なせるが，ラマンスペクトルの形状には大きな違いが表

図 7.2 塩化物水溶液の緩和時間の濃度変化．いずれも，濃度
と共に増大する．

れる．例えば，255K の過冷却水のラマンスペクトルと等
密度である 306K の水のラマンスペクトルのうち伸縮
振動の振動数領域を図 8.2に，変角振動の振動数領域を
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図 8.3 過冷却水（255K）と等密度水（306K）の変角振動領
域のラマンスペクトル

図 8.3に示した．図 8.2の伸縮振動の領域では，〜3400
cm を中心として二つの成分の強度が入れ替わってい
るのに対して，図 8.3の変角振動の強度はほとんど変化
していない．この理由を準安定状態である過冷却水には
クラスレート特有の五員環様構造が支配的に存在してい
るため，過冷却水に対応する等密度水のスペクトルに図
8.1の下図に示されている「クラスレート構造の水」のス
ペクトルが足し合わされているためであると考えた．255
K から 272K までの７対の等密度の温度対で，過冷却水
図 8.1 上図：THF クラスレートハイドレート，
中図：THF 単体のラマンスペクトル．
下図：クラスレート構造をとっている水のラマンスペクトル
（上図と中図の差スペクトル）．

のラマンスペクトル R（過冷却水）は，対応する等密度
水のラマンスペクトルを R（等密度水）とし，αと βを
定数とすると，基本的に
R 過冷却水 ＝ R 等密度水 ＋α
×R クラスレート構造の水 ＋β
で再現された．この関係式で αは過冷却水中に存在する
「クラスレート構造の水」の成分を表す．比較のために，
同じ R（過冷却水）のスペクトルを，R（等密度水）と R
（氷 Ih）の和スペクトルで再現しようと試みたが，これ
は，本質的に不可能であった．温度降下とともに過冷却
の状態が進むにつれて，係数αは増加した（図 8.4）
．
過冷却水のラマンスペクトルが，対応する等密度水の
スペクトルと五員環構造を持ったクラスレート構造の水
のスペクトルとの和スペクトルで再現できたことから，
ラマンスペクトルで見る限り，過冷却水には通常の水の
他に五員環的な構造をもった水の成分が，準安定状態と

図 8.2 過冷却水（255K）と等密度水（306K）の伸縮振動領
域のラマンスペクトル
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図 8.4 過冷却水中に存在すると思われる，
「クラスレート構
造の水」の成分 αの温度変化．温度降下とともに αが増加す
る．

９．超臨界水の低振動数ラマンスペクトル
液体の水は，我々の生存環境である室温・１気圧付近
では，分子間の水素結合のために，単純な液体に比べて
さまざまな異常性を示す．しかし，超臨界状態のような
高温・高圧下の条件のもとでは，分子間の水素結合が破
壊されて，むしろ，水素結合に基づく特異性が減少する，
あるいは，限りなく単分子の H O に近づくことが予想
される．超臨界状態をこのような観点から捕らえて，高
温・高圧の極端な条件から過冷却状態にいたるまで，温

図 9.1 超臨界状態に至る，水の低振動数ラマンスペクトル．
ドット：実験値，実線：フィティング結果，点線：緩和成分，
鎖線：振動成分，または，バックグランド．
上図：23℃ 25M Pa，中図：250℃ 25M Pa，下図：377℃ 25
MPa（超臨界状態）

度・圧力を変化させて低振動数ラマン散乱スペクトルを
測定し解析し，分子間の水素結合がどのように形成（あ
るいは破壊）されていくかを調べた．

shoulder と，寄与はわずかであるが，分子間の変角振動

超臨界水については，すでに高振動数領域の分子振動
の研究

の成分が 50cm 付近のピークに寄与していることが分

が行わ

かる．ところが，図 9.1の中図からは，250℃，25MPa

れているが，THz 領域に対応する低振動数ラマン領域の

の状態では，すでに振動モードが全く消失して MRT の

測定はほとんど行われていない．以下では，超臨界状態

緩和モードのみでスペクトルが再現できた．１気圧下

に至る過程での低振動数ラマン分光スペクトルの解析結

（0.1MPa）では，温度上昇とともに 50cm のモードが

果

や，マイクロ波領域の誘電緩和の研究

図 9.1の上図から，23℃，25MPa では緩和モードの

を述べる．高圧・高温の分光セルの窓材にはサファ

消失し，振動モードは 180cm のモードのみになること

イアを用いた．水の臨界点は，臨界圧力 22M Pa，臨界温

を述べたが，25MPa のもとでは，超臨界状態に向かって

度 374℃である．本稿での低振動数ラマン散乱の実験は，

温度上昇をさせると，この 180cm のモードも消失し水

圧力を 25MPa 一定にして温度を室温から 377℃まで上

素結合による分子間振動モードが，すべてスペクトルか

昇させて超臨界水を得た．
図 9.1の上図に，
23℃，
25MPa

ら消失することが分かった．180cm のモードの消失後

での低振動ラマンスペクトルを MRT モデルの緩和関

は，図 9.1の下図での 377℃，25M Pa の超臨界状態にい

数と２つの減衰振動モードの重ね合わせでフィッティン

たるまで，
低振動数ラマンスペクトルのプロファイルは，

グした結果を示す．また，この図の中図と下図に，それ

基本的に MRT の緩和モードと，ブロードなバックグラ

ぞれ，250℃，25MPa と 377℃，25MPa（超臨界状態）

ンドのみで再現できた．これは超臨界状態に向かって分

での同様の結果を示す．

子間振動のもとになっている水素結合が切断されていく
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したように，現実に超臨界状態に向かう水の高振動数ラ
マンスペクトルでは，変角振動モードの強度と，伸縮振
動モードのうちの低振動数側の成分の強度が減少してい
く．最後には，高振動数側の成分１本のスペクトルに限
りなく近づいていく．水分子１個では対称伸縮振動１本
のラマンスペクトルになるとすると，室温の水で明確に
見えている変角振動は一体何なのか，また，伸縮振動の
高振動数側の成分を対称伸縮振動だと帰属すると，反対
称伸縮振動は最初からなかったのか等々，疑問は次々に
出てくる．この意味で，Aida 等の重水単分子のラマン活
性モードの計算は，水の水素結合の特性とラマンスペク
トルの関係を理解する上で，大変重要で，かつ，深刻な
問題を突きつけた結果であると考えている．今後，これ
図 9.2 MRT モデルの解析から得られた緩和時間の温度変
化（25M Pa）
．
臨界点は， ＝ 374℃， ＝ 22MPa である．

らの結果に基づいて，水のラマンスペクトルと水素結合

ということと整合性がある．M RT モデルでの緩和時間

た，本堂武夫教授，堀彰助手，その他北海道大学低温科

の温度変化を図 9.2に示す．図 9.2から，緩和時間は温

学研究所の皆様に心から感謝いたします．

による動的構造との関係を，抜本的に再検討していきた
いと考えている．
最後に長年にわたり，研究集会を企画運営してこられ

度上昇とともに一度短く（速く）なるが，超臨界状態に
近づくにつれて，逆に長く（遅く）なっていくことが明
らかになった．この結果は，誘電緩和の緩和時間が，密
度約 0.7g/cm （25MPa では約 350℃）で最も短くなる
という結果

と定性的に一致しており，誘電緩和とラマ

ン領域での緩和の超臨界水に至る変化には，定性的に整
合性が見られる．
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We have investigated the dynamical structure of water

molecule. It must be considered that liquid water is
conformed by a 3 dimensional hydrogen-bond network.
The hydrogen-bond network in liquid water is created and
annihilated during ps order, which reflects the central
component of Raman spectra. From the analysis ofthese
Raman spectra we have shown that the hydrogen-bond
state in liquid water and aqueous solutions can be
revealed.
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