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１． 緒言
光照射により発生する励起状態の分子は，励起エネルギーを発光，発熱や変換反応の駆動力として放出する．これらの
エネルギー放出過程は分子の励起状態の構造的特性，例えば分極率や平面性などに大きく依存しているが，励起状態の構
造を解析する手段は乏しい．分子軌道計算の飛躍的な発展により，励起状態の構造を予想することは以前より簡便になっ
たものの，その構造の正確さを保証する実験科学的な分析法は少ない．近年，クリーンなエネルギー源である光を活用す
る化学変換反応の開発が活発である（図 1）
．より反応効率を
高めるための手法，より複雑な化合物を生み出す変換手法，
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光性材料は，分子の励起状態を制御することで発光効率を制

反応機構解明、反応速度解析への利用

装置概略図

御できる．熱活性遅延蛍光（TADF）も励起状態の情報が鍵と

光源

なる．がん診断や治療で注目される光音響撮像法や光熱療法，光線力学
療法は，光増感分子の励起状態からの熱失活の効率もしくは三重項励
起状態への系間交差の効率が重要な要素であることが知られる．この
ように，光照射により生じる励起状態の分子を解析する手法が開拓さ
れれば，様々な機能性材料の開発に多大な影響を与えることが明白で

NMR

ある．本研究では，光照射下測定することのできる分光法として核磁気
共鳴分光（NMR）法に注目した．NMR は分子の構造的特性に関する情
報を与える手段として科学全般において重要な位置を占めるが，光励
起状態の分子の解析に適用された例は少ない．これまでに光応答性分
子を取り込んだタンパク質を光照射下 NMR 測定し，その構造を解析し

NMR管

た例が知られるが 1，分子の動的変化や不安定化学種の検出に用いられ
た例は皆無である．本研究では，NMR 装置内に導入できるファイバー
を開発するとともに，これを用い NMR 装置内で試料溶液に光を照射
し，精度よく NMR 測定できることを実証した（図 2）
．
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図２. 光照射下における NMR 測定でわかることおよび
期待される波及効果．
図２ 光照射装置を装着した NMR 装置の概略．
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２．実験および結果
光照射装置から試料までの概略を図 3a に示す．光照射装置として，十分な光源出力を持つ朝日分光株式会社製 LED 光
源装置 CL シリーズ（https://asahi-spectra.co.jp/kiki/kougen/cl_series/cl_series.htm）を選択した．LED ヘッドに集光機能を持
つロッドレンズを接続することで光ファイバー内を通過する LED 光の光量の低減を抑制した．集光した LED 光を効率よ
く試料溶液に照射するため，蛇腹状の光ファイバーとポリマーで塗り固めたロッド状の光ファイバーを組み合わせた
LED 光誘導用ライトガイドを設計，作製した（図 3b）．ファイバー先端部は試料溶液の蒸気にさらされるため，塗り固
めるために用いるポリマー接着剤から可塑剤などが溶出する可能性がある．ファイバーを二種類の
樹脂 A および B でコーティングし，これらを汎用 NMR 用重溶媒である CDCl3 の液面から 2 cm に固

Ａ

Ｂ

定し，1.5 時間蒸気にさらしたところ，樹脂 A では被膜の剥離が観測されたが，樹脂 B では変化は見
られなかった（図 4）．樹脂 B については，樹脂上にメタノール，DMSO，THF，ベンゼン，アセト
ンを滴下し観察したが，やはりコーティングの劣化は観測されなかった．これらの結果からファイ
バー先端部に用いる高分子接着剤として樹脂 B を選択した．しかし，樹脂 B も CDCl3 に浸漬した場
合劣化が観測されたため，樹脂先端部と NMR 試料管の間にはガラスキャップを介して接続するこ
ととした（図 3a および 3c）．開発した光照射装置とライトガイド，NMR 試料管を接続した部品は，
NMR 装置の上部から測定部位（プローブ）へと導入し測定が可能となる（図 3d）．

図４ CDCl3 蒸 気 に さ
らした際のファ
イバー先端部の
変化．

図３ （a）光照射装置から試料までの概略図．（b）作製したライトガイド．柔軟な蛇腹状部位と光照射位置を固定するためにロッド状にしたファ
イバー先端部から成る．（c）ファイバー先端部にプラスチック製接続部品を介して NMR 管を装着した図．（d）作製した光照射器具を装着
した NMR 装置．装置上部から光照射用光ファイバーをセットした試料を導入する．

(a)

作製した装置から，光照射下試料溶液内の情報を正確にかつ信頼
性高く得られることを実証するため，モデル反応（図 5a）としてアゾ
化合物の光異性化反応を追跡した．365 nm の LED 光を照射し 30 分
1

間連続で H NMR 測定したところ，trans 体から cis 体への異性化反

(b)

応が観測された（図 5b）
．従来は，光照射後遮光しながら NMR 装置
に試料を導入し，得たスペクトルを重ね合わせることで情報を得て
いたが，本装置を用いると簡便かつ短時間で同様の情報が得られる．
また，積算回数を減らすことで数秒ごとにその変化を追跡できるこ
とから反応速度の速い単位反応や化合物の機能変化を追跡できる．
なお，LED 光のヘッドを取り換え 450 nm の光照射下反応を追跡す
ることで cis 体から trans 体への変化も簡便に追跡できた（図 5c）
．

(c)

３．結語
本研究では，光照射下発生する化合物や中間体などを追跡し，単
位反応開発，機能性材料創出に役立つ分光学的なデータを提供でき
るプラットフォームとして，光照射装置と NMR 装置を組み合わせ
た装置を開発し，これが信頼性高く光照射時の試料内情報を取得で
きる手段であることを実証した．
図５ （a）モデル反応．
（b）365 nm の光照射による反応追跡．
(c）450 nm の光照射による反応追跡．
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