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  ABSTRACT

    Electronically excited state of atomic oxygen. O('D) plays a distinctively

significant part in the chemistry of the Earth's atmosphere, even though it is a 'minor'

species in terms of abundance. The formation of O('D) atoms in the upper atmosphere

are due to the photolysis of 02 by  the sunlight of wavelengths below 175 nm (VUV

region, >100 km) and to the photolysis of 03 in the Hartley band (UV region, <100

km). When 03 molecules are photodissociated at 250 nm which is the wavelength of

the maximum absorption of the 03 UV band, the excess energy is 22 kcal mol-l. Then,

the average translational energy of the O('D) atoms is about 11 kcal mol-l in the

space-fixed frame. Therefore, the O('D) atoms produced from the 03 photodissoaation

are highly translationally excited. The relaxation dynamics of the hot O('D) atoms is

an important process in the upper atmosphere. The translationally excited O('D) atoms

are dominantly removed by translational relaxation, reaction [1], fast O('D) + N2→

slow O('D) + N2 0r electronic quenching, reaction [2], O(lD) + N2 -+ 0(3Pj) + N2, by

collisions with the ambient air (mainly N2). In this thesis, the quantitative

measurements of the two competing relaxation processes of the translationally hot

O('D) atoms by collisions with N2, reactions [1] and [2], have been reported. In the

experiments of this thesis. the translationally hot O('D) atoms were generated by the

photodissociation of N20 at 193 nm ArF laser and 02 at 157 nm F2 laser.  02  + lrv

(157 nm)→ O('D) + 0(3Pj), <Et> = 9.8 kcal mol-', N20 + hv (193 nm)      O('D) +

N2(v, J), <Et> = 18.2 kcal mol-', where <Et> is the average translational energy of the

produced O('D) atoms in the laboratory (LAB) frame. The O('D) atoms were detected

by a vacuum ultraviolet laser-induced fluorescence (VUV LIF) method for the 3s1Do -

 2piD transition at 115.22 nm. For the detection of the 0(3Pj) atoms, the probe laser

system was rearranged to observe the VUV LIF of the 3s3So _ 2p3Pj transition at

130.22 nm for j = 2, 130.48 nm for j = 1, and 130.60 nm for j = 0. The collisional

relaxations of the hot O('D) atom with Nz were investigated. measuring the Doppler

profiles of the O('D) atoms.
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          Since the nascent velocity of O('D) is well characterized, model calculation for

the relaxation process was done to reveal the relaxation dynamics. The collisional

relaxation of the O('D) atoms was simulated using an elastic hard-sphere collision

model. The initial conditions of collisions are selected by Monte-Carlo sampling

methods. The velocity of the O('D) atom at t = 0 for each trajectory is generated

randomly so that it has the nascent distribution experimentally obtained for the

photodissociation processes. 'Ihe velocity of the bath gas molecule, N2, is also

generated randomly for every collision, so that it has an isotropic Maxwellian velocity

distribution at 298 K The maximum impact parameter, b x, is equal to the hard-

sphere radius, d = r(0) + r(N2), which is taken as a parameter to fit the simulation to

the experimental results. It was found that the hard-sphere radius between O('D) and

N2 was 3.0 A

       The quenching processes were studied by measuring both the decrease of the

O('D) concentration and the increase of the product 0(3P) concentration after the

photochemical formation of the hot O('D) atoms. When the initial translational energy

of O('D) is 9.8 kcal mol-', about 40% of the O('D) atoms were electronically

quenched before the entire thermalization of the hot O('D) atoms takes place in a

gaseous mixture with N2. This indicates that the translational relaxation rate of O('D)

by collisions with N2 is not fast enough compared with the electronic quenching by N2.

           The rise of the 0(3P) concentration with the increase of the collision time is also

simulated with the hard-sphere collision model including both the reactive removal and

speed relaxation processes of O('D) by collisions with N2. The reaction cross section

of the electronic quenching is taken as a fitting parameter to reproduce the

experimental results. Then we get the reaction cross section ofar = (0.7士 0.1) A2 at

the high collision energy of 8 kcal mol-', which is about five times smaller than that

at thermal collision energy at 298 K卜 0.9 kcal mol-'). The estimation of the reaction

cross section using a simple expression, k = <Vrtl> Or  also gives the same value Or =

0.7 A2, where k is apparent reaction rate constant, [0(3P)]t = [0(3P)]t=oo [1 _ exp(-

k[N2]t)], and <v"i> is the average relative speed between O('D) and N2 at the collision

energy of 8 kcal mol-'. Our experimental result indicates that the reaction cross section

decreases with the collision energy, which is in good agreement with theoretical

predictions.

          It is found that the steady state distribution of the O('D) translational energy in

the upper stratosphere is superthermal and that the populations at high translational

energies are higher than that estimated f:rom an equilibrated condition with the ambient

air. Therefore, results of this study indicate that in the studies of reaction rates or

product branching ratios in stratospheric reactions with O('D), such as reactions, O('D)

+ H20→  2 0H, O('D) + N20→  2.NO or -  N2 + 02, O('D) + HCI     OH + Cl or

-, Cl0 + H etc., the contributions of the collisions with high translational energies

and fast velocity of O('D) should be taken into account.
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  電子励起した酸素原子O（ID）は、地球大気中で定常的には極く僅かしか存在しないが大
気化学において非常に重要な役割を果たしている。成層圏で0（‾D）は、酸素分子Oエおよび
オゾン分子03の太陽光による光分解で生成される。高度10 0km以上で17 5nm以下の波長の光
で0ユが光分解し0（1D）が生成する。また高度lOOKm以下では03の紫外領域のハートレ一帯の
光吸収で0（ID）が分解生成する。0sは250nmにハートレ一帯吸収の極大を持っが、250nmの
太陽光によりOヨから分解生成した0（‾D）は、空間座標で平均で22kcal/molの並進エネルギ
ーを有する。すナょわち、大気中で0ユの250nm光分解で生成した0（‾D）は並進が非常に励起さ
れているホット原子である。生成した並進がホットナょO（‾D）の緩和過程が大気化学上重要
であると考えられる。並進励起したホットO（‾D）の大気中の緩和過程はニっ考えられる。
一っは周囲の空気分子すナょわちNzまたは0：との衝突で並進緩和し熱平衡したO（‾D）になる
過程であり、すナょわちfastO（‾D）+Nz→slow0（‾D）+Nエ過程［1］。もうーっは、N：と衝突し
て脱励起し0（”P）となる過程である、O（‾D）+N2→O（”P）+Nエ過程［2］。本博士論文では、並
進 励起し たホ ット O（ ‾D）の 上記 の競 争す る2っの 緩和過 程を 定量的に解析した。
  本論文の実験では、並進励起したホット0（‾D）を、N20分子の19 3nmのArFエキシマレーザ
ーの光分解で、および02分子を15 7nmのFz．レーザ―で光分解で生成させた。N20から生成す
る0（1D）は空間座標で18. 2kcal/molの初期平均並進エネルギーを持ち、Oユか・らの
O（ID）は9．8kcal/molの初期並進エネルギーを持つ。0（1D）の検出、は、115. 2nmの3．ID°―
2p‾Dの遷移を用いて真空紫外波長領域のレーザ一誘起螢光法で行った。0（”P）の検出は、1
30nm付近の3s”S°－2p‘PJの遷移を用いた真空紫外レーザ一誘起螢光法で行った。検出用の
真空紫外レーザーは、XeClエキシマレーザ一励起の色素レーザーを用いて、希ガスを非線
形媒質として三倍高調波（115. 2nm）および四光波差周波混合（130nm）で発生させた。O（‾D）
の持つ並進速度分布は、レーザ一励起螢光スペクトルのドップラー波形を観測することに
より解析した。
  N，ガスにNz0あるいはO，を微量加えたものに光分解レーザーを照射して並進エネルギー
がホットなO（‾D）を発生させ、その0（ID）を真空紫外レーザーで検出した。まず、光分解直
後のO（’D）の速度分布をドップラー分光で求めた。さらに、分解レーザーと検出レーザー
の遅延時間を調節して、刻々とO（‾D）の速度分布がNユとの衝突緩和により変化する様子を
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ドップラー分光で調べた。ドップラ一波形から各遅延時間におけるO（ID）の速度分布を算
出した。平均並進エネルギーの時間変化から並進緩和過程［1］の速度を求めた。このO（‾D）
の並進緩和過程を解析するために、剛体球モデルを用いて衝突並進緩和過程をシュミレー
ションした。実際には衝突によるN2分子の回転・振動励起が起こっているはずであるが、
剛体球モデルで定量的に説明することができた。初期並進分布を実験で求めたものとし、
O（ID）とNzの間の剛体球半径をパラメータとして、すべての衝突の条件を確率的に仮定し
て多くの衝突トラジェクトりを計算するモンテカルロ法を用いて衝突緩和過程をシュミレ
ーションした。その結果、O（ID）とN2の間の衝突剛体球半径が3．0Aとすると実験結果と非
常によく合うことを見いだした。
  これらの実験結果をもとに、地球大気の成層圏上部における0（1D）の並進エネルギ一分
布を予測した。成層圏上部では、0（ID）の並進エネルギーは熱平衡ではナょく、高い並進エ
ネルギーのところに多く・分布している非平衡状態にあ‘ることがわかった・。したがって、成
層圏上部で起こるO（ID）の反応は周囲の空気の温度と平衝な衝突エネルギーでおこるので
はなく、それよりかなり高い衝突エネルギーで起こると考える必要がある。このことは、
これまでの大気化学反応の研究では考慮されていない。0（ID）とHz0．Nz0，HC1等の反応は、
衝突エネルギーが異なると反応断面積が大きく異なったり、反応の分岐比が大きく変化す
ることが予測される。非平衡状態にある原子や分子の反応が大気化学の上で重要であるこ
とを指摘した。
  さらに、この実験結果を用いることにより成層圏における励起酸素原子の役割をさらに
解明することができると期待される。
  審査員一同は、これらの成果を高く評価し、大学院課程における取得単位なども併せ申
請者が博士（地球環境科学）の学位を受けるのに十分ナょ資格を有する・ものと判定した。
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