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｢第7回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣

Breakdownofnarrowinglimitandoverdampedlimitofrelaxation

modeinlow-frequencyRamanspectra

一低振動数ラマン散乱でみる液体のダイナミクスー

天羽 優子I ､冨永 靖徳 書手

東京大学先端科学技術研究センター

*お茶の水女子大院人間文化

1 はじめに

気体に対しては粒子間の相互作用が小さい極限の

状態を考え､固体に対しては粒子間の相互作用が強

く粒子が平衡位置に束縛されている状態を考えると､

簡単な数式でそれぞれの特徴を表現することができ

る｡しかし液体に対してこのような単純なモデルを

作ることは難しい｡液体は気体よりもはるかに密度

が高く､それぞれ構成粒子は周りの他の粒子の影響

を強く受けながら､頻繁にその位置を変えている｡液

体を構成する粒子の間には位置 ･動きともに相関が

あるが結晶のように固定した空間的構造を考えるこ

とはできず､ある粒子に着日したときに周りに何個

の粒子がどれくらいの距離のところに存在している

かといった､時間でならした平均構造を考えること

になる｡また､構成粒子の運動の様子に注目して液

体の特徴を記述することもできる｡ともかく液体を

記述するには､それを構成する粒子の相互作用につ

いて理解する必要がある｡

液体の研究手段は大きく分けると4つある｡まず､

1)比熱など熱力学量の測定によってマクロな性質

を調べるという方法がある｡次に､2)X線や中性

子による散乱実験では時間的にならした液体の平均

的な空間構造の情報を得る｡さらに､3)NMRや

光散乱･吸収などでは､液体の構成粒子の運動につい

て調べることができる｡一万､4)計算機上で液体

状態をシミュレートして､測定によって得られた結

果を再現できるような構成粒子間の相互作用を探す

方法もある｡これらの手法で得られた結果に矛盾が

なくなれば､対象とする液体をほぼ理解したといっ

て よい｡
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液体には､構成粒子間の相互作用が比較的単純な

ものも複雑なものもある｡不活性ガス液体や単純二

原子分子 (N2など)は､単純な例としてこれまで詳

しく調べられている【1,2]｡アルコール類や水など

水素結合が存在するような多原子分子は複雑な例で､

最近特に研究が進んでいるがまだわからないことも

多い｡例えば､水は摂氏4度で密度が最大になるが､

第-原理計算からこの性質を出すことはまだ未解決

である｡

我々は低振動数ラマン散乱という手法を用いて液

体のスペクトル測定を行っている｡測定蘇束を第一

原理計算で完全に説明できてしまえばそれで終わり

なのだが､これはまだ難しい｡そこで､簡単な現象

論的モデルを用いてスペクトルを解析し､分子の運

動に関する情報を取り出すことを試みている｡

他の液体にはない特異な性質を持つことと[3,4ト

生物にとって重要な液体であることから､特に水と水

溶液について重点的に調べているので､その結果を主

に述べる｡なお､水の構造についてはphonon-fracton

crossoverl5]やmodecouplingtheoryl6】といった概

念を適用して理解しようとする試みもある｡

2 低振動数ラマン散乱

物質に単色光を入射させると入射光と振動数が少

しずれた散乱光が観測される｡これをラマン散乱と

いう｡ラマン散乱は2次の光学過程であり､振動数

のずれは赤外吸収で観測される分子振動に対応する｡

分子振動スペクトルのパターンは分子の形によって

決まるので､多くの物質についてラマン散乱と赤外

吸収のスペクトルのピークの帰属が調べられて､分

析化学で利用されている｡
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ラマン散乱では､スペクトルのシフトをあらわす

のにcm~1という単位が使われる｡波数と同じ単位

であるが､これはあくまでも振動数のずれである｡1

cm-1は30GHzに対応するので､cm-1であらわさ

れたラマンシフトを周波数に読み換えると､マイク

ロ波吸収や誘電測定との比較ができる｡

通常の分析化学では赤外吸収との比較から300

cm~1以上のラマン散乱スペクトルの測定を行うこ

とが多い｡この領域には分子内振動に対応するピー

クが現れる｡多くの物質について､この領域の振動

モードの帰属が行われているが､分子の対称性と分

子の構成原子から予言される基準振動モードの数が

あわないこともある｡この場合は結合音やフェルミ

共鳴などで一応の説明がなされることもあるが1､ま

だ間蓮が残っているものもある｡300 cm~1以下の領

域では､主に分子間振動や分子の衝突に起因する散

乱が観測される｡この領域の散乱には低分子の分子

間相互作用の情報が含まれているので､液体のダイ

ナミクスの理解には大変有用であると期待される｡

液体の低振動数ラマン散乱の測定をすると､一般

に図 1ような形のスペクトルが得られる｡これは室

温での水のスペクトルであるが､他の有機溶媒など

も似たような形になる｡
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図 1:室温での水の低振動数ラマン散乱スペクトル

ラマン散乱光のうち､入射光の振動数より低い振

動数を持つ成分をストークス散乱､高い振動数成分

を持つ成分をアンチストークス散乱と呼ぶ｡ストーク

ス側とアンチストークス側で散乱ピークは対称な位

置にあらわれるが､ストークス側の方が強度が強い｡

原理的にはス トークス側を測定するだけで十分であ

1例えば､｢赤外吸収とラマン効果｣水島 ･島内著､共立全書

るが､蛍光の混入の心配がある場合にはアンチストー

クス成分も測定しておく必要がある｡また､低振動数

ラマン散乱の実験では､主に偏光解消 (depolarized)

スペクトルを測定している｡分子間の振動や衝突で

は分子相互の位置関係の対称性が崩れているため､偏

光解消スペクトルを測定することでその情報を選択

的に観測するためである2｡

ラマン散乱の散乱強度と動的感受率の虚部の間に

は次のような関係がある｡

x′′(U)-K(ui-I,)~4[n(l/)+1rlz(i,) (1)

ここで､Z(U) は ラマ ン散乱強度 ､n(I/)

lexp(hcu/kTト 1｢ 1 は Bose-Einstein 因 子 ､

Z/(-I/C)はラマンシフト､ ut(-fi/C)は入射光の

振動数､Cは光速､方は装置に依存する係数である｡

実際に観測する量は散乱強度そのものではなくて散

乱 photonの数であり､h(ui-i,)のエわ レギーを観

測するので､式 (1)のI(i,)をカウント数N(Z,)で

置き換えて､(Z,i-U)-4のかわりに (Z,i-I,)~3を

かけた形になる｡この方法で系の動的感受率x"(L/)

を､図 1のスペクトルから計算すると､図2のよう

なスペクトルが得られる｡
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図2:室温での水の低振動数ラマン散乱スペクトルか

ら計算した動的感受率

動的感受率になおすことで､図 1でははっきりし

なかった180cm11と50cm~1のピークがよくわか

るようになる｡感受率になおしたスペクトルに対し

ては､減衰振動や緩和モードといった現象論的なモ

デルを各ピークに当てはめて解釈することができる｡

2 ｢ラマン分光法｣､日本分光学会測定法シリーズ 17､溝口 ･

平川著 (学会出版センター)参照
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具体的には､例えば減衰振動の式の虚部の重ね合わせ

㌻｡ LJ,? Tju

xL'(wj,7;u)-∑A,･∠ノ'̀(W,?-LJ2)2+(wT,･)23'-i
(2)

の形の式を使って最小2乗法によるフィッティング

を行う｡ここで､LJ,･-27TCl小 ま特性振動数で､py,･-

27TC93･(3'-1,2)は減衰定数である.フィッティング

ではA31､l/,1､93･をフリーパラメータにしておいて､

各パラメータの温度依存性などを調べて定性的な議

論をする｡

3 水の動的構造と現象論的解釈

水 ･電解質水溶液系のラマンスペクトルは､ピー

クの強度比や幅に多少の違いがあるものの､図2と

同じような形になる｡このスペクトルを解釈するの

に､これまではCole-Cole型の凄和モード

xL'(i,β;u)
Sin(β汀/2)

cosh (βx)+cosh(β汀/2)

x - ln(wT) (3)

と式 (2)で示した減衰振動モード2つの重ね合わせ

の式を用いてきた｡

Walrafenらは､水分子同士の配置としてゆがんだ

4面体モデルを提案し (図3日7上水の低振動数ラマ

ン散乱スペクトルには氷の格子振動の名残である歪

んだ4面体の振動モードが現れていると考えた｡さら

に､180cm~1付近のモードを水分子5個の間の伸縮

振動､50cm~1付近のモードを水分子3個の0-0-0

間の変角振動と考え､20cm~1以下の成分について

は弾性散乱の成分と解釈し解析から除いた【8,9,loョo

ここで注意しておきたいのは､液体の水がこのよ

うな孤立した4面体の集まりではないということで

ある｡分子動力学の結果は､図3の外側にある4つ

の酸素に対してさらに別の水が水素原子を向ける形

で水素結合し､3次元的にネットワークを作ったよ

うな形を予測している【111｡熟揺らぎで水素結合は

生成消滅を繰り返し､その結果このネットワークは

～10~12秒のオーダーで組み替えがおこっている｡あ

る瞬間のスナップショットをとれば､図3のような4

面体になっている部分が存在し､その構造が持続して

いる間だけ分子間振動が可能である｡平均構造とし

て分子間振動が可能な部分が存在しているから､ラ

マン散乱の測定で分子間振動が観測できるのだと考

図 3:水の歪んだ4面体構造のモデル｡水分子間は

水素結合で結ばれている｡中心の酸素に注目すると､

2つの水素は共有結合で残る2つの水素は水素結合

である｡結合の性質が異なっているので4面体とし

てはひずんだものになっている｡lT]

えられる｡十分長い時間観測する (ずっと低い周波数

領域のスペクトルを見る)と､水分子は全くランダ

ムにその位置を変えているだろう｡しかしある時間

スケールで観測すると､水分子同士の相関をもった

動き､すなわちある種の構造が見えてくる｡この時

間を考えに入れた構造のことを動的構造という｡水

の ｢構造｣という概念は､EisenbergとKauzman に

よって最初に提案された3｡

我々はWalrafenらの結果をふまえて､180cm~1

付近のモードと50cm~1付近のモードが減衰振動で

あると仮定した｡さらに､20cm~1以下の成分には

Cole-Cole型の緩和関数をあてはめると､水 ･電解質

水溶液の温度変化､濃度変化ともに低振動数領域の

スペクトル全体をとりあえずよく再現できることが

わかった (図2)[12,13,14,15】｡

ジオキサン水溶液で 180cm~1付近のモードの濃

度依存性を調べると､水のモル分率0.8以下､すな

わち水分子4個に対してジオキサン分子が1個の割

合以下でこのモードが見えなくなった 【161｡ジオキ

サンは自身は水素結合を作らないが､水と任意の濃

3 ｢水の構造と物性｣カウズマン･アイゼンバーグ著 (関･松
尾訳)みすず書房
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度で混合することができ､混合に際して水の水素結

合を壊 して混 じっていく｡この結果より確かにこの

モードが水分子5個を単位とする振動によるもので

あることが確認できた｡

ところがこのCole-Cole媛和と減衰振動 2個の重

ね合わせによる解析には次のような問題点があった｡

1.水 ･電解質水溶液ともに､フィッティングの結果

得られた50cm~1のモー ドの強度 ･振動数が室

温以上の温度変化に対 してほとんど変化 しない｡

このことは､温度上昇にともなって水分子の熱

運動により水素結合が切れていくと考えただけ

では説明がつかない｡また､Ⅵbkafenらによる

水の高圧下でのスペク トルでは､圧力の増加に

よって水分子の4面体構造が壊されて180cm-1

付近のモー ドが見えない状態でも､50cm-1の

モー ドがしっかり残っている 【101｡50cm~1の

モー ドが変角振動のみによると考えると､分子

間の伸縮振動がまったくない状態で変角振動の

みが存在するということになり､これは考えに

くい｡しかし､もう1つ新たに振動モー ドを入

れる根拠は今の所ないし､振動モー ドを追加 し

て解析するとパラメータが増えすぎて､おそら

くフィッティングが収束しなくなる｡

2.図4に､水の4000 cm~1までのスペクトルと､

図2の低振動数領域のフィッティングによって得

られたCole-Coleの成分と､四塩化炭素のスペク

トルを示す｡四塩化炭素に比べると水のスペク

トルの強度は4000cm~1にいたるまで大きく､

Cole-Cole型関数の高振動数端があたかもバック

グラウンドのように見えるム四塩化炭素をはじ

めとする他の有模溶媒では分子間振動の領域と

分子内振動の領域がはっきり別れるので､Cole-

Cole型の関数を使うとスペクトルより丘比ing関

数の方大きくなってしまい使えない｡また､感

受率の虚部にCole-Cole型の成分があって､ずっ

と高振動数領域までこの裾野が続いているとす

ると､対応する吸収エネルギーは無限大に発散

する｡水には本当にバックグラウンドがあるの

だろうか? Cole-Cole型の横和成分はどこま

で延長可能なのだろうか?

水のスペクトルのバックグラウンドについて､Wal-

rafenらはcollision-inducedbackground4という考え

0

0

0

(.M
Z)
(A)JX

l lW at○rVH

7 .-卜 - -i l羅 B 点 .A.-｣ べ-.-

t LR. i!il

l 7十 一

Ncci.VrI-' -l''--CoLe-Colebackground-

100 101 102 103 104

RananFrequoncy(cm-1)

図 4:水と4塩化炭素のスペク トルの比較

方で説明しようとした 【17]｡これは､もともと単純

液体 (液体窒素など)の光散乱スペクトルでみられ

るバックグラウンドの説明のために提案されたもの

である｡同じことが液体の水に対'して成 り立ってい

ても不思議はないが､他の有横溶媒 (ベンゼン､ ト

ルエン､アセ トンなど)でバックグラウンドが出て

こないことをどう説明するのだろうか ? 液体中で

の分子間の衝突は有機溶媒でもごく普通に起きてい

るはずである｡

4 緩和とは何か

ここからの話は現在構築中であ り､まだまだ埋め

なければならない穴がある｡低振動数ラマン散乱の

スペクトルのうち数cm-1以下に出てくる成分は緩

和型の関数で表現できるという仮説のもとに､どの

ような緩和関数を使えばよいかということを考えて

いくのだが､肝心のラマン散乱における媛和を担っ

ているのが分子のどういう運動であるかということ

が､具体的にはまだはっきりしていない｡光散乱の

偏光解消スペク トルを表す式が誘電緩和 と同じ形に

書けるということを示 した仕事があるので 囲 ､誘

電緩和とのアナロジーで話を進めるが､数式の上で

同じ形になるというだけで実際に観測している物理

量は異なっている｡誘電緩和や赤外吸収は 1次の光

学過程であるのに対 しラマン散乱は2次の光学過程

である｡ラマン散乱では光が直接相互作用する相手

は電子系であり､電子系が分子運動の影響で変調さ

4collision-inducedaborptionというのもあるが､これは遠 couision-inducedbackgroundは光散乱のスペクトルにあらわれ
赤外領域での有機溶媒の吸収ピークの原因として提案されたもの. る高振動数領域まで続くなだらかなバックグラウンドのこと｡
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れた分だけを拾い上げているので､本来ならば電子

系も含めたハミルトニアンを書いておいて､変調の

部分だけを取り出して電子系を見かけ上消去すると

いう手続きが必要なはずだが､これはまだできてい

ない｡それでも､現象論として系の特徴をうまく出

せるような簡単なモデルを使うことで､他の測定手

段で得られた結果と比較したり､シミュレーション

に対して新たな情報を提供したりすることが可能で

あると考えて､あえて現象論という手法のなかで手

探 りをしてみる｡この立場を理解していただいた上

で､続きを読んでいただきたい｡

分光実験屋にとっては､Debye型の誘電緩和とい

うのは大変になじみがある｡緩和時間の分布をとり

いれた実験式として､次の形がよく使われている｡

e*(W)-e∞ 1

eo-e∞ (1+(iwT)β)α'

0<α≦1,0<β≦1 (4)

これは､Havrilliak-Negami の式で､α≡1､β ≡1

のときがDebye緩和で､α≡1のみが条件だとcole-

Cole型になる｡

Debye型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narrowinglimit(熱揺らぎ

が白色ノイズ)を適用することで得られる｡一番簡

単なLangevin方程式は次のような形になる｡

･等 し 叫 )-入糾 u(i)×E(i) (5)

左辺第1項が慣性項､第2項が減衰項で､右辺第1項

が熱浴からの揺らぎよって受ける力で第2項は外場に

よる項である｡式 (5)は1次元で揺らぎがadditive

に入っているが､3次元にして揺らぎの効果にも異

方性を持たせ､揺らぎをmultiplicatiⅥ∋(揺らぎの強

さが系の状態に依存する形)に入れるともっと一般

的な式になる｡式 (5)の慣性項を無視し､かつ､揺

らぎの相関が無い､すなわち

(A(i)A(t'))-2△kTS(i-t') (6)

が成立すると仮定すると､Debye型の緩和関数を導く

ことができる｡Debye型の嬢和関数に緩和時間の分布

を持ち込んだ実験式がCol,e-Cole型緩和であるから､

これらの近似はCole-Coヨe型においても仮定されて
＼

いる｡Overdampedlimit匝数 10GHz以下の周波数

の低い領域ではよく成り立っているが､1THE(～30

cm~1)を越えたあたりで成立しなくなることが､遠

赤外吸収の実験ではよく知られている【19,20,21]｡
低振動数ラマン散乱は､まさにこの領域を測定して

いるので､ラマン散乱の成分に緩和モードが入って

いたとすると赤外と同様に近似が破れていてもおか

しくない｡近似の破れは周波数が高くなると徐々に

起こってくると考えられるので､最初からこの効果

を取り入れた形で緩和関数を求める必要がある｡

緩和関数を正攻法で求めるには､式 (5)やこの一

般形を､揺らぎに相関があるという条件で解かなけれ

ばならない｡すでに膨大な理論の成果が出ているが､

これを解くのは実は大変に難しい【21,22,23,24,25]｡

記憶関数を含んだ一般化ランジュバン方程式の形に

なおすこともできるが､具体的な記憶関数の形を仮

定しないと計算ができない｡無限次数の連分数展開

(Mori-Zwanzigformalism)の形で解を求めることも

できるが､次数が増えるに従ってパラメータの数が

増えてしまい､高い次数での各パラメータの物理的

な意味がはっきりしない【26】｡連分数を2次または3

次で打ち切って実験データに合わせる方法がしばし

ば使われるが､この打ち切りが無限次数の連分数の

十分よい近似になっているかどうか疑問が残る｡ど

うやっても､どこかで何かを仮定することになってし

まう｡また､必ずしも解がフィッティングというデー

タ解析法で使いやすい形では得られない｡

そこで､柴田らによって導出されたランダム周波

数変調モデルに基づ く緩和関数を用いてラマン散

乱のデータ解析を試みた 【27,281｡ランダム周波数

変調モデルは回転ブラウン運動の角速度が2状態遷

移模型5の重ね合わせ (MultipleRandomTelegraph,

MRT)で表される確率過程によって変調をうけると

いうものである｡MRTモデルは､高周波数領域での

慣性項の効果とともに､熱揺らぎの相関の効果が実効

的に取り入れられており､また時間領域､周波数領域

ともに解析的な形で書けているので大変使いやすい｡

Overdampedlimitとnarrowinglimitの破れが取り

入れられているので､従来のDebye型やCole-Cole

型の緩和を使ったときに比べて､現象論としての近

似の精度が良くなることが期待される｡

一般に誘電競和の形は

e(u)-E∞

Es-goo
-1-iLJVliLL,] (7)

のように書ける｡MRTモデルでは､vliLJ]- Vls]が
具体的に以下の形で与えられる｡

5dichotomousprocess,dichotomicprocessともいう｡
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2(N-1)AZ

S+2ヤ+
3(N12)A召

S+3ヤ+

S+(N-1)恒 三 蒜
(8)

ここで､A3-AZ(1-g2)､戸 7-2iqである｡この

模型は､各2状態遷移模型が士Aoの値をとり､それ

をⅣ個重ね合わせた確率過程によって電気双極子の

角速度が変調されるという模型である｡7は2状態遷

移模型の時間相関の逆数をあらわす｡J≠0のとき確

率過程の分布にかたよりがあることを示す｡このモデ

ルは､N→ ooではGau防ian-Markovian limitとな

り､αo≪ 1でna汀OWinglimitとなる｡このモデルか

らDebye型の緩和が出てくるのはαo≪ 1のときで

ある｡フィッティングの解析では､Ao､αo(-doh)､
J､N､媛和強度をパラメータにした.ただしN は

整数値でなければなら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6｡

実験結果のみからⅣの値を決めることはできない｡

また､実現値が士doの確率過程をⅣ個重ね合わせ

ているので､Ⅳ と士doを個別に議論することはこ

のモデルでは意味がない｡N ー (刃の極限をとると

きには､N△3≡△2が一定の値を保つようにしなけ

ればならない｡水､水溶液系の場合はⅣ =1を仮定

して計算した｡フィッティングでは減衰振動2つと

MRTモデルの緩和 1つの重ね合わせの式

x′′(Z,) - AMRTX'LRT(△0,α0,g,N;I,)

+AIXL'(ul,91;Z,)

+A2X'V'(Z/2,92;U)･ (9)

を使っている｡このときⅣ を変化させても最小2乗

法によるフィッティング結果の残差2乗和にそれほど

違いがない｡

MRTモデルでは綾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vls]を時間領域であらわした

V(i)-(cosh(it/2ゐ)+asinh(it/26))Ne-N叫 2

(10)

を用いて,

Lv (i)A-;- 0･ (ll)

6αOを久保数 とい う ｡

となる時間を求めることで緩和時間とした｡緩和時

間の分布に相当するパラメータは無く､准和時間が

1つだけ求められる｡

式 (9)によるフィッティングによって得られたパ

ラメータのうち､振動モードについてはAい Z/い 91

を､緩和モードについてはAm,い α0､緩和時間を議

論することにした｡

5 水､および同位体水の動的構造

MRT模型と2つ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温度変化スペクトルを示す

(図5)0

低温では､媛和モードの作るshoulderと減衰振動

の両方が 50cm~1のピークに寄与 している｡室温

では､50cm~1の減衰振動モードの寄与はわずかで

あり､高温 (約300K以上)では緩和モードと180

cm-1の減衰振動モードのみでスペクトルを再現でき

た｡また､変角振動モードの振動数は温度を上げて

いくとわずかに減少した｡Cole-Cole関数を用いたと

きには250cm~1付近の強度の約30%を緩和関数の

バックグラウンドが担っているのに対し､MRTモデ

ルでは実効的に慣性項の効果で緩和関数のバックグ

ラウンドは出てこない｡

Hastedらは水の速赤外吸収スペクトルには 49

cm-1と200cm~1に2つのピークが存在し､3031､

以上では49cm-1のピークが見えなくなったと報告

している【29】｡一般に､対称性の崩れた振動はラマ

ンにも赤外にも活性であり､振動モードの振励数は

ラマンも赤外もほぼ同じである｡従って遂赤外吸収

の2つのピークはラマンの伸縮振動と変角振動に対

応していると考えて良い｡MRTモデルを用いた解析

は､遠赤外吸収の測定結果と矛盾しない｡

緩和モードのsboulderは角速度を変調している確

率過程の相関が強くなると出てくる｡水のフィッティ

ングではα｡が0.6以上ではっきりする｡本来のピー

ク以外にピークが出てくるような緩和は普通の教科

書では見かけず､あまり馴染みがなく奇妙なものに

見えるかもしれない｡･し,かし､MRTモデルのかわ

りに良く知られたCole-Cのle型の媛和を使うと､50′
cm-1の減衰振動モードは350K以上まで存在し､赤

外吸収の結果と矛盾したフィッティング結果となって

しまう｡
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図 5:MRTモデルを用いたフィッティング

水の同位体 (D20､H2180､D2180)についても､

図5と同様のフィッティングができ､いずれも300-

320Kの間で変角振動モードがフィッティングの解析

では見えなくなる｡

水の同位体の緩和時間の温度依存性は､図6のよ

うになる｡沸点の測定から､HよりDの方が5%ほ

ど水素結合が強いといわれているが7､緩和時間は全

7｢生体系の水｣｢水の分子工学｣上平著､講談社
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図 6:水の同位体の穫和時間の温度依存性

温度範囲にわたってDの方が遅くなっていることは

Dの水素結合の方が強いことを支持する結果である｡

HとDでなぜ水素結合の強さが違うのかは今の所わ

からない｡酸素の同位体効果は､僅かに180を含む

水の方が媛和時間が遅いというところにあらわれて

いる｡温度とともに凄和時間が速くなるのは､分子

の熟運動が激しくなって水素結合がこわされていく

ことで分子の集団的な動きも速くなっているからだ

と考えられる｡

揺らぎの相関α｡は温度が高くなるほど小さくな

り､これは白色ノイズに近づく傾向の変化であるが

完全に白色ノイズになったわけではない (図7)｡こ

のモデルではα0-0.5のあたりはまだ有色性がある｡
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図 7:揺らぎの相関の温度依存性

2状態遷移模型の非対称性を表すパラメータO-は

低温ではかなり大きな値になる (図8)｡今の所o･に
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ついて､はっきりした解釈はできていない｡温度が

上がると揺らぎの相関が切れていって､分布も対称

分布に近づくので､少なくとも他のパラメータの変

化に矛盾するような変化ではないということが言え

るだけである｡本来なら運動方程式をちゃんと解く

べきところを､角速度の変調だけ考えた模型で近似

してしまっているので､この部分の無理が大きなcr

の値となって出てきてしまっているのかもしれない｡

260 280 300 320 340 360

TemFnratUre(K)

図 8:非対称パラメータJの温度依存性

分子間の伸縮振動と変角振動の幅 (減衰定数)の

温度依存性を図9に示す｡幅が広くなる理由は､水素
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図9:振動モードの幅の温度依存性

結合の状態がわずかずつ違うことにより固有振動数

の異なった分子間振動が存在することと､振動のユ

ニットが一定時間しか寿命をもたないことの両方に

よると考えられる｡伸縮振動の減衰定数9180は温度

上昇に伴って大きくなっている｡これは水分子の熱

揺らぎによって水素結合がこわされて振動のユニッ

トの寿命が短くなっていると考えると定性的に説明

できる｡変角振動の減衰定数95.は減少傾向にあり､

一見振動モードが鋭くなってきているように思われ

る｡実際には温度が高くなると変角振動モードは急

激に小さくなって緩和の陰に隠れてしまうので､広

がった裾野は小さすぎてバックグラウンドに埋もれ

てしまってはっきりしない｡ピークのところだけが

フィッティングでわずかに区別できるので､950が小

さくなるところに収束するのだと考えている｡

分子間振動の振動数を図10に示す｡
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図 10:固有振動数の温度依存性

伸縮振動モードの振動数は､H20とD20が高く､

H2180とD2180が低い｡変角振動の振動数は同位体

の間に差がない｡水の非干渉中性子散乱では散乱断

面積の関係で主に水素の動きを観測することができ､

その結果から180cm~1のモードでは水素が動いて

おらず､50cm~1のモードでは水素が動いていると

いうことがわかっている【301｡ラマン散乱では分極

率の揺らぎを観測するので水素が動いても酸素が動

いても応答が出てくるが､主に酸素の動きが強く反

映される｡水の分子間振動が調和振動であると仮定

すると､調和振動子の振動数Z/と分子の質量mの間

には

V-Jf '12,

が成り立つ｡180cm-1のモードでは主に酸素が動い

ているので､酸素の質量の比から､

l/(180-water)-0.94xl,(H20) (13)

となる｡また､50cm-1のモードでは分子全体が動
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いていると考えられるので､分子量の比から､

レ(18D20) - 0.95×U(H20)

L,(18H2180) - 0.95xL,(H,0)

U(18D2180) - 0.90×'/(H20) (14)

となる｡これに従いH20の振動数から期待される各

同位体の振動数を計算すると､図 11のようになる｡
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図 11:読 (13)､(14)より予想される振動数

180cmllの伸縮振動モードについては､図 10と

よく一致している｡50cm-1の変角振動モードは､

もともとの振動数が小さいので式 (14)で計算され

る変化は小さく､フィッティングではスペクトルのノ

イズや緩和モードの収束値の影響を受けるため､同

位体による違いははっきりしない｡

図12に､ラマン散乱から得られた動的感受率と誘

電緩和の虚部を示す｡誘電緩和の虚部は赤外吸収ス

ペクトルに対応する｡線で示 したのはフィッティン

グで振り分けた各モードである｡振動モー.ドである

限り､それが分子間の振動であってもラマンと赤外

の振動数は一致している｡しかし､水の誘電緩和の

～20GHzのピークはラマンの感受率に何の影響も与

えていないOまたラマン散乱の媛和時間は誘電媛和

に比べて約 1桁速い｡このことから､ラマン散乱の

緩和と誘電緩和は全く別物であることがわかる｡誘

電凄和とラマンの競和の間に何らかの関係があるか

どうかはまだわからない｡

Barthelらは､図12に黒丸で示した水の誘電緩和

の解析の結果をDebye型の緩和2つでフィッティン

グし､8.32ps､1.02psの2つの緩和時間を出してい

る[311｡遅い方の緩和時間は水の～20GHzのピーク

に対応し､媛和の速い方の成分は水素結合の生成消

0.01 0.I I 10 100

RamanFrequency(cmll)

図 12:Dielectricdata:∫.Barthel,K.Bachhuber,

R･Buchnerandah･Hetzenauerahem.Phys.Let-

ters,165(1990),369､Far-infrared data: ∫.B.

Hasted,S.K.Husain,F.A.M.Fr髄Cura and

J･R･Birch仇em･Phys.Letters,118(1985),622

減に関係すると述べられている｡この緩和時間はラ

マンで得られる緩和時間に近いが､これが同じ内容

のものであるかどうかは今のところ不明である｡図

12に示した50cm~1にピークを持つ減衰振動の形

をみると､スペクトルは低振動数側の裾野からピー

クに向かって〝に比例して増加していることがわか

る｡低振動数側の振る舞いだけを見る限り減衰振動

とDebye型の緩和は同じに見える｡誘電緩和の解析

で得られる数psより速いDebye型の緩和成分には､

実は50cm~1付近の分子間振動のモードの影響をか

ぶっている可能性のあることを指摘 しておきたい｡

6 電解質水溶液の動的構造

電解質水溶液に対しても､MRTモデルと減衰振動

2つの重ね合わせによるフィッティングを行うことが

できる｡LiCl､NaCl､KCl水溶液を室温で濃度変化

させて測定し､緩和時間とαOを求めた｡

緩和時間については､電解質濃度が上がるにつれ

て大きくなる傾向を示している｡また増加の傾きは

陽イオンのサイズが小さいほど急である｡積和時間

についてはCole-Cole関数を使って解析 してもほぼ

同じ結果が得られる｡

Li+,Na+は構造形成イオン､K+は構造破壊イオ
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図 14:αOの電解質濃度依存性

ンといわれている｡Li十,Na+ではイオン半径の小さ

なところに1価の電荷が集中しているため､水和圏

の水を強く引きつけるため水分子は純水中よりも動

きが遅くなる (構造形成)が､K+はイオン半径が大

きいため水はイオンの影響を受けると同時に水素結

合ネットワークが切られる効果も受け､このため純

水中より動きが速くなる (構造破壊)01価塩化物の

水溶液でプロトンの緩和時間や自己拡散係数を測定

すると､Li+,Na+では濃度増加とともに殺和時間は

長くなり自己拡散係数は小さくなるが､K+では渡

和時間は短く､自己拡散係数は大きくなる8｡

MRT模型によるラマンスペクトルの解析では､

Li+,Na+の構造形成効果とK+の構造破壊効果が定

性的に変調の相関をあらわすパラメータα｡ににあら

われることがわかった (図14)｡濃度o(純水)のα｡

の値を境にして､Li+,Na+では濃度の増加とともに

8｢水の分子工学｣(上平著､講談社 (1998))4章が詳しい｡

αOが大きくなるがK+では小さくなる【32]｡
α｡は､ラマンの殺和モードに寄与している分極率

の相関が感じている熱浴の相関に対応すると考えら

れる｡α｡が大きいときは熱浴の相関が強く揺らぎは

有色ノイズであり､α｡が小さいと白色ノイズに近づ

く｡構造形成的なイオンの場合に水よりもα｡が大き

くなり､構造破壊イオンの場合にα｡は小さくなって

いる｡NMRのプロトン績和時間は､個々の水分子の

プロトンがイオンのまわりにどれくらいの時間滞在

するかということの指標であり､これとα｡が定性的

に相関するのは興味深い｡MRTモデルから得られた

緩和時間が分子の集団的な運動の相関を反映するの

に対 し､熱浴の相関の程度はむしろ個々の分子の運

動を反映すると考えられる｡ラマンのスペクトルか

らイオンの構造形成 ･破壊に関する情報を取り出し

たのはこれが最初である｡

緩和時間と変角振動モードの関係をさらに調べる

ために､電解質水溶液の温度変化を測定した｡モル

比 0.08のLiCl､NaCl､KCl水溶液とモル比 0.2の

LiCl水溶液を測定し同様の解析を行った｡直接強度

の比較ができないので､それぞれのスペクトルに対

して50cm~1と180cm~1のモードの強度比を温度

に対 してプロットして比較した｡50cm･-1の強度が

0になると強度比も0になる｡
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図 15:50cm-1と1畠ocm-1の振動モードの強度比

緩和モードが振動モードにかぶっている状態で丘t-

tingで強度を振 り分けており､測定データのノイズ

の影響もあって､fitting結果がばらついているが､走

性的な傾向は読みとれる｡

水では300Kを境にして変角振動が見えなくなる｡

モル比0.08の電解質水溶液は320K前後で変角振動
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が見えなくなる｡しかし､モル比0.2のLiCl水溶液

は高温になってすべてのモードの強度が著しく減少

するまでずっと変角振動が見えている｡このときの

緩和時間を次に示す｡
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図 16:緩和時間の温度依存性

水と水溶液では変角振動モードの振動数にそれほ

ど大きな違いはない｡図 16に示した0.72psとは､

緩和時間が変角振動モードの時定数の約5倍となる

時間である｡図16と図15を比べると､緩和モード

の緩和時間が速くなって変角振動モードの時定数の

5倍以下となることと変角振動モードが見えなくな

ることがよく対応している｡また､ガラスになるこ

とで知られているモル比0.2のLiClは温度を上げて

も緩和時間が0.72psより小さくなることはなく､こ

れに対応して高温でも変角振動モードと緩和モード

を区別することができている｡

ラマンで見える緩和の媛和時間を､分子間振動の

ユニットの寿命と解釈すると､この結果を定性的に

説明することができる｡293Kでの媛和時間は0.72

psで､変角振動の振動数は44cm~1であり､これに

対応する周期は ラ忘 -o･12psである.緩和時間が

振動数の約5倍より短くなると十分振動する前に分

子の配置が壊れてしまって明確な振動として観測さ

れず､しかし､分子運動には振動が崩れた成れの果

ての相関が残るため､有色ノイズの効果をとりいれ

たMRTモデルの波形に取 り込まれてしまうと考え

られる｡近似の破れを取り入れた緩和モードと変角

振動モードをはっきり区別することが､解析の上では

できないようである｡一方伸縮振動は192cm~1で､

変角在勤の4倍以上速い振動であり､高温になって

振動のユニットの寿命が短くなってもまだ十分な回

数振動できるから振動のピークとして観測される｡

7 水 ･水溶液以外の液体について

四塩化炭素 (CC14)の25cm~1のピークはMRT

モデル単独で合わせることができる囲 ｡ フィッテ ィ

ングの結果得られた緩和時間は0.657psである｡220

cm-1のピークは分子内振動としてすでに帰属されて

いるO この25cm-1のピークは､いわゆるCole-Cole

の緩和でもGaussianでも減衰振動でも合わせること

ができない形をしている｡

=l
皇

>

fiEB

0 50 100 150 2(X) 250

RaLrnanfrequency(mll1)

図 17:四塩化炭素の低振動数スペクトル

最近は分光器が進歩して､1cm~1以下のラマン散

乱が測定できるようになった｡光学系をVVの配置

にするとBrillouin散乱を測定することもできる｡エ

チレングリコールについて､W の配置で測定する

と図18のようなスペクトルが得られる囲 ｡
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図 18: エチレングリコールの Brillouin散乱｡

DMDP2000(SOPRA)で測定した｡

光学系をvHに切り替えて測定すると､0.1cm~1
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付近に誘電綾和とほとんど同じ形のピークが存在す

ることがわかった (図 19)｡

(m
)"3

1011 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103

10g(V)

図 19:エチレングリコールのスペクトル｡誘電援和

データは東海大 ･理 八木原研究室の斬屋敷氏にい

ただいた｡

このピークと60cm~1の振動モードの間にもう1

つ緩和を入れてスペクトルを再現できた (図.20)｡低

い方 (RegionI)はnarrowinglimitが成り立ってい

て揺らぎがガウス ･マルコフ型である緩和を､中間

(RegieDnII)は2状態模型かつノイズに相関を入れた

凄和をあてはめるとうまくfittingできた｡60cm~1

以上(RegionIII)については広がった減衰振動のピー

クが3つあったので､それぞれに1つずつ減衰振動を

あてはめてスペクトル全体を合わせてみた｡フリー

パラメータモデルとしてはパラメータの数が多いの

で合うのが当たり前だと言われればそれまでだが､振

動モードの細かい構造を無視して60cm~1を1つの

減衰振動モードで強引に合わせたとしても､緩和モー

ドに関する議論は変わらないことを付記しておく｡

他の多くの有棟溶媒は､60cm~1付近のモードが振

動ではなくてGaussianでないとスペクトルを再現で

きない｡感受率がGaussianになるようなモデルがど

んなものかまだはっきりしないが､ともかくGaussian

であったとして､ジオキサンを例にしてフィッティン

グした結果を示す｡

MRTモデルとGaussianのみでスペクトルを再現

できた｡一方､単純なDeb㌍緩和にカットオフを入

れたModi鮎dDebye関数[35】を使うとフィッティン

グは図22のようになる｡

この場合は撮動モードを1つ入れないと､スペク

トルを再現できない｡どちらのフィッティングが正し

いかは実際に振動モードが存在するかどうかを他の

0.001 0.01 0.1 1 10

RamanFrequency(cm-1)

100 1000

図 20:エチレングリコールのフィッティング結果｡
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図 21:ジオキサンのフィッティング結果

方法で確認しない限り決められない｡現象論の弱点

である｡もし振動モードがなければ､図22の方法に

よる解析は存在しない振動モードについて議論する

ことになる｡もし振動モードが存在した場合､図21

の方法ではその情報は一切取り出せない｡

あえて私の見解を述べるなら､図21の方が良いの

ではないかと考えている｡図22の減衰振動モード

は幅が小さすぎるように思う｡60cm~1については

collision-indlucedabsorptionや分子間振動の幅の広

いのピークが現れるところであり､これより低いと

ころに非常に鋭い振動のピークが出る状況は考えに

くい｡
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図 22:ジオキサンのフィッティング結果｡緩和に

Modi丘edDebyeを使った場合

8 まとめ

ラマン散乱の測定をしてみると､媛和モードより

ちょっと高い振動数の所に分子間振動が存在したり

Gaussianに見える広がったピークが存在したりする.

ラマン散乱の媛和の具体的な原因はまだはっきしり

ないが､分子相互の配置によって4梅子ができて､そ

の4極子を構成している分子そのものの熱揺らぎで､

4極子が変化することで出てくると考えられる｡こ

のような場合に､緩和モードのすぐ近くに別のモー

ドが存在すると､そのモード固有の動きが熱浴を通

して緩和モードに影響し､結果として緩和モードの

bandshapeが変わってくる｡マイクロ波領域の誘電

緩和のように媛和の特徴的な時間が分子間振動の時

定数よりずっと遅い場合は､振動数の高い運動によ

る影響をすべて熱浴にたたきこんで､白色雑音とし

て分離することが可能である｡また明確な分子内振

動が観測されるような領域では､その振動モードに

とっては分子間の位置の揺らぎはずっと遅いのでほ

とんどconstantbackgroundにしか感じられないだ

ろう｡

これらの中間では､着目系 (媛和モード)と熱浴

を完全に分離することができない｡従って液体のラ

マン散乱の凄和の関数型を決めるには熱浴の性質を

取り入れることが本質的に重要である｡MRTモデル

では熟浴の相関が入っているが､熟浴と緩和モード

の分鞍のcriteriaが無く､現状ではfittingアルゴリ

ズムに頼っている｡一方､液体のモード結合理論で

は速い動きと遅い動きを射影演算子で分離して同じ

時間発展方程式に従うと仮定する (密度相関を記述

するときは､4体の相関関数が2体の相関関数の積

で書けるという近似をする)が【36ト多くの論文で実

験結果の解析に適用されるときにはfitting関数とし

てDebyeを引き延ばしたKWW 関数などが使われる

ことが多く【37ト これを高い周波数まで適用するの

は疑問である｡注目するモードから分離させた速い

モードは相関のある熟浴として効くはずだから､こ

の効果を取り入れた関数型を使うべきだろう｡モー

ドの分離が十分にできている状況なら､KWW 関数

や Debye緩和が良い近似になると思われる｡逆に､

緩和時間が遅くなっていくときにMRTを使った解

析にもう1つ拘束条件を課すとしたら､モード結合

的な考え方に基づくものになるのかもしれない｡最

終的にはモードの振り分けが妥当かどうか､分子動

力学の結果とあわせるなどして検証することが必要

だろう｡

MRTモデルでは､フィッティングの結果から､ミ

クロで速い動きを反映する熟浴の性質を取り出すこ

とができる｡図23は､室温の水のフィッティングパ

ラメータを用いて2状態遷移模型の時系列を乱数を

用いて発生させ､パワースペクトルを計算したもの

である｡この計算結果は､分子動力学計算で求めら

れる分子の揺らぎと何らかの形で比較することが可

能ではないかと考えている｡
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図23:室温の水のフィッティングパラメータから､2

状態模型の時系列を計算して求めたパワースペクト

ル｡計算の都合上､時間スケールを3つに分けて計

算したものを滑らかにつないだため全体に少しS/N

が悪い｡

緩和時間の分布を考えてよいのは､系の動きが十

分遅いときである｡媛和モードのもとになっている

素過程が分布をつくるためには､分布できるだけの
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時間スケールの幅が必要である【38,39】｡低振動数ラ

マン散乱の観測範囲では､緩和を導くときに前提と

したOverdampedlimitがすでに破れ始めており､こ

のような領域で積和時間の分布を考えるのは無理が

あると思われる｡

現象論では､分子間相互作用の細部を知らなくて

も､それなりに測定したスペクトルから情報を得る

ことができるという利点がある｡しかしモデルの選

択如何によっては時として誤った措像を持ってしま

う｡選んだモデルが物理現象の解釈を規定してしま

うからである｡

従って､現象論的な解析で得た解釈が他の実験結

果と矛盾する場合には､そのモデルを捨てなければ

ならない｡また､モデルを使うときには､それがどう

いう前提のもとに作られたものかしっかり理解して

おく必要がある｡もちろんモデルだけではなくて､測

定手法の持つ特徴も正しく理解しておかなければな

らない｡可視光による光散乱では､光のエネルギーが

分子運動に近いのでエネルギー分光ができるが､光

の波長は分子のスケールより遥かに長いので､k宍ゴ0
の測定となって空間情報は落ちてしまう｡このよう

な測定結果を解釈するのに､例えばクラスターサイ

ズといった空間相関にかかわる唆味な概念を安易に

持ち込んではならない｡

水やアルコールといった複雑な液体を理解する場

合でも液体一般を記述する枠組にのっとって考える

べきで､かつ､他の手法による結果と矛盾しないよ

うに進んでいく必要があると思う｡この際､統計物

理は強力な道具となるだろう｡
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