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In this study, we calculate the dynamic polarizability (related to the linear absorption) spectra of several 

open-shell singlet systems by a novel method for electron dynamics based on the spin-unrestricted TDDFT 
and the quantum master equation.  We investigate the spatial distributions of dynamic polarizability density 
and the contribution of each orbital to total polarizability.  On the basis of these results, we discuss in detail 
the diradical character dependence of the peak position and intensity. 

  

１．研究の背景とねらい 
 分子内に二つの不対電子を有するジラジカル化合物は、化学反応の中間体や分子磁性などの観点から、
古くから研究対象とされてきた化合物である。通常ジラジカル化合物といえば、三重項状態のものを指
すことが多いが、一重項状態でもジラジカル的な電子構造を有するものが存在することが知られている。
水素分子の解離過程を例にとると、系の一重項状態は安定結合（閉殻）状態から解離（完全開殻）状態
まで変化すると考えられ、この間には中間の開殻性をとる状態がある。この開殻の程度は、基底状態波
動関数における二電子励起配置の寄与として表すことができ、対応する 0（閉殻）から 1（完全開殻）
までを取る値をジラジカル因子 yと定義できる[1]。この二電子励起配置は、励起状態においても重要な
寄与を持ち、基底状態における開殻性は励起状態の波動関数とも関係がある。このことは系の光学応答
特性が分子の開殻性により制御されうることを示唆している。このような観点から、我々は以前に、二
サイトモデルに基づく valence bond/valence CI 法により、各状態間の電子遷移特性の y依存性に関する解
析的表現を得た[2]。その結果に基づき、yを通じて線形および二光子吸収など（非）線形光学物性と開
殻性との関係を解析することで、新たな構造-特性相関を見出した。例えば、同程度の分子サイズを持つ
系で比較すると、線形吸収の第一ピークでは、y の増加に伴い励起エネルギーは減少した後増大、ピー
ク強度は単調減少する結果が得られた [2]。 
 一方実在系に関しても現在いくつかの熱的安定な開殻一重項分子が合成されている。中でも構造有機
化学の進歩に伴う、ナノグラフェンをはじめとする様々な開殻一重項多環式芳香族炭化水素（PAH）の
合成、単離に関する最近の進展は目覚しく、開殻 PAH 系の物質科学は将来の光エレクトロニクス、ス
ピントロニクスなどの観点から非常に大きな注目を集めている[3]。分子の電子構造を知るための最も基
礎的な実験は電子スペクトルであるが、これら実在開殻系の電子スペクトルの研究において、前述のよ
うな y依存性を解析するような詳細な研究は全く行われていなかった。しかし、閉殻分子系において電
子構造の理解と物質科学の進展が密接に関係していたように、開殻分子系の物質科学の今後の発展のた
めには、特に理論化学の電子状態理論に基づく電子構造の理解が不可欠となると考えられる。そこで本
研究では、このような開殻分子系の物質科学における理論化学の取り組みの一つとして、Tamm-Dancoff
近似でのスピン非制限 TDDFT（TDA-UDFT）法と量子マスター方程式（QME）法を組み合わせた、開
殻分子系の光学応答を扱う新しい量子動力学法（BS-DFTQME 法）を開発し[4]、一重項ジラジカル化合
物の動的分極率の虚部 (Im[α]; 吸収スペクトルに対応) を算出する新たなスキームを開発した。方法の
適用性を検討するためモデル分子として中心原子団 X により系の開殻性が変化する 1,3-dipole 系 (図 1) 
を対象とし、ピーク位置や高さなどスペクトル形状の y依存性について議論した。 
２．理論・計算 

図 1 の分子種に対して、交換相関汎関数として UBHandHLYP を用いた TDA-UDFT 計算により励起状

態を算出した。その結果をもとに、分子長軸方向に振動する交流電場 F(t) = 4ε(ω)cosωt 存在下での分極

の時間発展 p(t)を QME 法により求め、Fourier 変換により p(ω)とした。p(ω)と電場ε(ω)から動的分極率 
α(–ω;ω)= p(ω)/2ε(ω)の虚部を算出した。スペクトルの半値全幅は 0.2 eV とした。一方、BS-DFTQME 法

では、系の 1 電子縮約密度行列の時間発展ρ(r,t)を Kohn-Sham 軌道の空間分布で表現する。この時間成
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分をフーリエ変換することで、周波数領域での 1 電子縮約密度

ρ(r,ω)を算出する。α(–ω;ω)は電場ε(ω)の 1 次に比例する電荷密度

の変化のうち周波数ωで振動する成分により発生する分極成分と

関係するので、以下のように動的α密度 ρ(1)(r, –ω;ω)を定義する[5]。 
  ρ 1( ) r,−ω;ω( ) = ρ r,ω( ) 2ε(ω), α −ω;ω( ) = − r∫ ρ 1( ) r,−ω;ω( ) dr  (1) 
このρ(1)の空間分布は正負の値を持ち、それぞれ外部電場により

誘起される電荷密度の増減を表す。すなわちこの虚部からは、

光吸収過程の起源となる電荷密度の変化を解析できる。yはUHF
自然軌道の占有数より算出した。すべての計算には 6-31G**基
底関数系を用い、NWChem5.1 プログラムパッケージと自作プロ

グラムにより行った。 
３．結果・考察 

 TDA-UDFT 計算により求めた各分子での基底状態と一光子許

容な第一励起状態のみを考慮した QME 法による Im[α]スペクト

ルの計算結果を図 2 に示す。これより y
の増大に伴い、ピーク位置は減少した後

増大、ピーク強度は単調減少する結果を

得た。これらの y 依存性は最初に述べた

valence bond / valence CI 理論による解析

解での結果[2]と一致する。以上の吸収ス

ペクトルの強度の y 依存性を詳細に考察

するため、動的α密度解析を行った。図 3
に各分子のスペクトルのピーク位置ω1 における、動的α密度ρ(1)(r, –ω;ω)を可視化した結果を示す。y の

小さな分子では、外部電場により誘起される電荷密度の増減（分極）は、分子全体に広がっており、そ

れはπ軌道による寄与が大きいことが確認できる。この分極の効果は y が大きくなるにつれて減少し、y
が 1 に近い分子では殆ど見られなくなった。これは、図 1 の共鳴構造において、双性イオン型では、π
共役が形成されており、π電子は C-X-C 間で非局在化するため、分子全体に渡った分極が誘起されうる。

一方、ジラジカル型では、二電子は互いに両端の C 原子上に局在化する傾向にある。この場合電場誘起

の電荷移動の範囲は各両端の C 原子の範囲内にとどまる。これにより、y の増大に伴い分極率αが減少

すると考察され、開殻性の電子構造とスペクトル強度の関係が明らかになった。 
４．結論・展望 

 以上の 1,3-dipole 分子における結果から、BS-DFTQME 法に基づく動的α密度解析が開殻一重項分子

系の光学スペクトルと電子構造との関係を明らかにする強力な手法となる可能性が示された。一方で、

背景で述べたような開殻一重項 PAH はより複雑な電子構造をもっており、これら実在系の励起状態に

対する TDA-UDFT 法の適用性について、多参照摂動法など高精度励起状態法との比較を含めた詳細な

議論が必要である。また、ここではふれなかったが、本課題では QME 法に基づく二次非線形光学スペ

クトルの解析スキームも開発している[6]。さらに基底状態の開殻性と密接な関係にある禁制な二電子励

起状態に対する分光法である二光子吸収についても同様の解析スキームを開発し、様々な系に適用する

ことで、PAH を含む開殻分子系の励起状態に関するより深い理解が得られるものと期待される。 
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図 2 第一吸収ピークに関する Im[α]
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図 3 各分子のピーク位置における動的α密度ρ1 (r, –ω;ω)の 

虚部（淡／濃：± 2 au の等値面）括弧内はジラジカル因子 
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図 1 1,3-dipole 分子の共鳴構造 
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