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Photomechanical crystals are one of promising materials applicable to actuators and soft robots show-

Photomechanical crystals are one of promising materials applicable to actuators and soft robots
ing mechanical motion without electric circuits. In the present study, toward the full elucidation of heteroshowing mechanical motion without electric circuits. In the present study, toward the full
geneous reaction kinetics in photomechanical materials, we developed hyperspectral imaging apparatus,
elucidation of heterogeneous reaction kinetics in photomechanical materials, we developed
which enables us to track time evolution of photoreactions with a spatial resolution. The application to a
hyperspectral imaging apparatus, which enables us to track time evolution of photoreactions
photomechanical crystal visualized the cooperative effect on the reaction in the crystal and quantified the
with a spatial resolution. The application to a photomechanical crystal visualized the cooperative
reaction enhancement due to this effect.
effect on the reaction in the crystal and quantified the reaction enhancement due to this effect.
１．研究の背景と目的
光照射により変形する光応答性結晶は光メカニカル機能材料とよばれ、電気配線を必要とせずに力学的な仕事を行う
アクチュエータやソフトロボットとして有望な先端材料である。（図 1）これらの光メカニカル材料ではそれを構成する
分子の光誘起構造変化が起点となり、巨視的なスケールで結晶の変形や屈曲が起こり光メカニカル機能が発現する。その
ため、分子レベルの光反応メカニズムを解明することが優れた材料の設計指針を得るうえで第一歩となる。こうした動機
から、近年、種々の分光学的アプローチにより結晶中の分子の反応速度
論の研究が開始されており、単純な１次反応として進行するモデルや、
反応が起こった分子の周辺で反応が起こりやすくなる不均一モデルな
ど、結晶特有の反応速度論を記述するためのいくつかのモデルが提案
されている。1 しかしながら、結晶中の分子をまとめて計測するバルク
系の測定では結晶中の不均一性の評価が難しいことから、間接的なア
プローチが多くその詳細な解明には至っていない。このような背景の
もと本研究では、結晶内を位置選択的に、十分なスペクトル選別能をも
って反応素過程を可視化できるハイパースペクトルイメージング装置
を開発して、光メカニカル結晶の機能発現の鍵をにぎる不均一反応速
度論を解明することを目的とした。

図 1. 光メカニカル結晶の屈曲挙動
光メカニカル結晶の屈曲挙動.
図１
.

２．ハイパースペクトルイメージング装置の開発
まず、本研究の鍵となるハイパースペクトルイメージング装置を製作した。本研究では（１）くさび型の複屈折結晶を
用いた光干渉型の手法 2 と（２）透過型回折格子を用いる手法 3 の２種類の方法を検討して、ハイパースペクトルイメー
ジング装置を構築した。構築した装置では、紫外域または可視域の広視野照明を試料上部より照射し、試料からの蛍光を
（１）の方法では、１対のくさび型結晶を掃引すること
対物レンズで集め、最終的に CMOS カメラ上に結像する。この際、
により光干渉を起こし、カメラ上の個々のピクセルごとにインターフェログラムを取得した。一方、（２）の方法ではカ
メラの前にスリットと透過型回折格子を配置し、０次光として透過または蛍光画像を、１次光としてスペクトルを取得し
た。測定されたスペクトルの評価として、一例として（２）の方法で測定した波長校正フィルターの透過率スペクトルを
図 2 に示す。汎用的な分光光度計で測定したスペクトルより波長分解能は劣るものの、電子状態間の遷移に由来する可視
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域の吸収または蛍光帯を検出するには十分な波長分解能をもつこ
と、420-700 nm の波長域で測定可能であることが確認された。また、
２つの方法の使い分けとしては測定時間の兼ね合いから、10 秒以上
の比較的遅い時間スケールの光反応を追跡する際には（１）の方法
を、ミリ秒から秒のオーダーの光反応の場合には（２）の方法を採
用した。

３．光メカニカル機能材料の不均一反応速度論の解明
装置の性能評価の後に、光メカニカル結晶中の反応速度論の測
定・解析を行った。共同研究者の北川（大阪市立大）より試料提供
を受け、昇華または再結晶により作製したマイクロメートルサイズ

図 2.ハイパースペクトルイメージング装置の性能評価の
ハイパースペクトルイメージング装置の性能評価
図２
のための波長校正フィルターの透過率スペクトル.
ための波長校正フィルターの透過率スペクトル .

の微結晶を試料とした。これに励起光を照射し結晶の変形を誘起し
て、その最中の蛍光像とスペクトルの同時測定を行った。図 3 に示すように、結晶の位置に依存して異なる形状の蛍光ス
ペクトルを検出した。さらに、結晶中の位置・観測波長ごとに蛍光強度の時間変化を追跡したところ、一定時間蛍光強度
が変化しない誘導期をもって蛍光強度が低下していく様子が観測された。こうした挙動は、複屈折を用いた透過像測定の
結果と整合する結果であり、これらの結果は光照射開始直後は光反応が効率的に反応しないのに対して、数十%程度まで
反応が進行すると反応速度が加速されることを意
味している。さらに、光反応は結晶の端から中心
に向かって伝播するように進行しており、結晶表
面の方が内部に比べて intrinsic な光反応量子収
率が高いと考えられる。また、上記の光メカニカ
ル結晶だけでなく、豊田理研スカラーの枠組みに
おいて、開発した装置を用いて、谷（大阪大）と
結晶の光誘起液相転移に関する共同研究も実施し
た。以上の結果は論文を投稿準備中であるととも
に 4、日本化学会第 102 春季年会にて発表予定で
ある。5,6

図３
図 3. 光メカニカル結晶の蛍光像と対応する蛍光スペクトル.

４．まとめと今後の展望
今回製作したハイパースペクトルイメージング装置により、420-700 nm の範囲の可視域の透過・蛍光像とスペクトル
の経時変化を追跡することが可能となり、光メカニカル結晶の変形途中の反応過程の可視化に成功した。さらに、この反
応過程の解析に数値シミュレーションを援用することにより、隣接する分子が未反応の場合と反応済みの場合では、光反
応量子収率が３桁以上増強されることが分かった。こうした分子集合体における自己触媒的な反応挙動は一般に協同効
果と表現されるが、その効果を結晶の中心と端など、位置選択的に可視化できたこと、さらにそれを定量化できた点が本
研究の最大の成果である。一方、検出波長域には光生成物が吸収を示さない場合もあり、反応物の減少の形のみで速度論
を議論しなければいけない場合もあったため、今後は本手法を、有機化合物が広く吸収帯をもつ紫外領域に拡張して、光
反応における反応物と生成物の両方を追跡する予定である。
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