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研究成果の概要（和文）：固液界面近傍の液相の特異な物性と化学反応への影響を解明するため、界面近傍に特異的な
計測法の開発を行った。研究では、近接場光を利用した界面近傍のみの光照射により、(1)可視紫外吸収スペクトル測
定を行う装置、(2)界面近傍の分子のみに電子スピン分極を発生させてESR測定する装置、を対象とした。(1)の装置で
は、界面近傍の色素分子の吸収スペクトル測定を行い、近接場光を用いた光照射法での問題点などを洗い出し、分光計
測の実用化を進めた。またレーザー励起と同期した過渡吸収測定を行い、ポルフィリン誘導体の三重項緩和機構と並進
拡散の考察を行った。(2)のESR装置は、共振器に内蔵する光学セルの製作を行った。

研究成果の概要（英文）：To investigate chemical reaction and diffusion dynamics near solid-liquid 
interface region, novel spectroscopic methods were developed. Two different types of spectrometer were 
bult: One is a UV/Vis optical absorption spectrometry utilizing evanescent wave light irradiation and the 
other is an electron spin polarization assisted ESR appratus utilizing evanescent light excitaiton of 
moleucles near the interface. By the optical spectrometer, steady state absorption spectra of dye 
molecules in ionic liquids were observed for near interface region. Triplet relaxation process near the 
interface was also observed by a transient absorption method utilizing evanescent wave light as a probe 
of the triplet dye molecules. During the developement of novel spectrometers, several important factors 
for successful measurements were summarized. As for the ESR apparatus, a unique cell which can be placed 
inside of ESR cavity was built. Trial ESR measurements have just started.

研究分野： 物理化学
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１．研究開始当初の背景 
磁気共鳴分光法は、優れた分子構造決定

能力をもち、かつ MRI に代表されるよう
に位置選択的な測定も可能なため、科学や
医学の広い分野で使われている。磁気共鳴
分光法の問題点の一つは、その感度低さで、
微量な試料や微小領域の計測については、
困難な場合が多い。私は、分子の光励起で
常磁性化学種に生じる電子スピンの非熱分
布状態、すなわち電子スピン分極に注目し、
光を吸収した分子およびそれに関わった分
子のみを選択的に計測する ESR 分光法の
開発に取り組んでいる。電子スピン分極は、
ESR 検出感度を飛躍的に高めるため、電子
スピン分極をもつ分子は時間分解で ESR
計測することができる。このような方法は、
光化学反応や生体分子の光応答に関する研
究で盛んに用いられている。例えば私は、
活性酸素の一種として注目される一重項酸
素について、極めて大きな電子スピン分極
が発生することを見出した。この電子スピ
ン分極を時間分解 ESR 計測することで、
一重項酸素の寿命を測定する方法を開発し
た。さらに、電子スピン分極の大きさから、
酸素とラジカルの衝突分子間ポテンシャル
に関する情報を得ている。また関連分野で
は、近年、ラジカルのスピン分極がラジカ
ルに溶媒和した溶媒分子の核スピンに移動
する Overhauser 効果を利用し、溶媒和構
造に関する NMR 研究も展開されている。
このようなスピン分極を利用する磁気共鳴
法は、工夫しだいで計測対象を広い分野に
展開可能である。 
本提案研究では、今後の解明が大切と考

えられる未知な観測対象の一つとして、固
液界面近傍における液相をあげた。このよ
うな液相では、固体との界面の影響を受け
て特殊な液体物性が発現する可能性がある。
固体界面近傍の液相は、電極反応、触媒反
応など、学問的にも実用上も重要な化学反
応の宝庫であるが、その領域を選択的に観
測することは困難を伴う。従って、このよ
うな界面近傍液相を計測するために、これ
まで一般的には利用されていなかった現象
に着目し、新規な原理に基づく実験手法を
開発したいと考えた。そこで利用する現象
が、近接場光による分子励起や、その光励
起による電子スピン分極発生である。 

 
２．研究の目的 
固液界面近傍における液相での分子ダイ

ナミクスは、通常のバルク液相中とは異な
ると指摘されている。このような界面近傍
では、液相の光励起状態緩和や光反応も、
特異なダイナミクスに支配される可能性が
高い。このような界面近傍での光励起緩和
や反応は、光触媒に代表されるような応用
的側面も含めて、大変興味深い。界面近傍
での光反応ダイナミクスを研究するには、
界面領域の分子を選択的に励起し、かつ選

択的に観測する必要がある。このような観
測は簡便な方法がなく、新しい観測法を開
発することは界面の関わる現象全般に大き
な貢献をし得る重要な研究課題である。 
界面領域の光励起には、近年の研究で近接
場光の利用が知られるようになった。可視
紫外波長領域の近接場光を使えば、固液界
面から 100nm 程度の領域の分子を選択励
起することで、吸収法や蛍光分光法などに
よる観測が原理的には可能である。また、
励起された分子が常磁性種で、励起によっ
て電子スピン分極を持つ場合、その分子の
みが時間分解 ESR で観測可能になる。私
は、このような近接場光を用いた特殊で
様々な分光法を開発し、これらを用いて光
活性場としての界面の理解に貢献したいと
考えた。本研究では、界面近傍を観測する
ための可視紫外分光装置や ESR 分光装置
の開発を行い、実験的研究によって界面近
傍液相における光反応や拡散ダイナミクス
の特異性を解明する。具体的には、界面近
傍における近接場光励起を利用する以下の
研究開発を目指した。 
（１）ESR 用の共振器内セル、および可視
紫外分光用のセルを、設計製作する。 
（２）近接場光による固液界面近傍の液相
の分子励起や光反応を、全反射吸収分光で
観測する。 
（３）界面近傍での低感度な実験にふさわ
しい、大きな電子スピン分極を生じる光励
起状態緩和現象や光分解反応を探査する。
なるべく大きな電子スピン分極を生じるこ
とが重要な目標となる。 
（４）界面近傍における近接場光励起で、
光励起状態の緩和や反応を可視紫外吸収分
光法および時間分解 ESR 法で観測する。
得られた実験結果から、励起状態寿命、反
応速度、分子回転速度などを考察し、界面
近傍液体の特異性、特に分子拡散ダイナミ
クスや光化学反応、溶媒和などについて、
バルク相との違いに留意しながら考察する。 
以上の 4 項目を必要に応じて繰り返し、

界面近傍を選択的に観測する新しい計測法
の確立、および実験的研究に基づいた界面
近傍の分子ダイナミクスの特異性を総括す
る。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、主に装置の開発が主題であるた
め、目的に沿った分光用光学系、試料セル、
信号検出法などを設計・製作し、試験的な観
測の結果をもとにデザインに修正と再製作
を繰り返し、開発装置の性能を高めた。 
 装置の性能をチェックするためには、それ
にふさわしいモデル的な観測対象を探査す
ることが重要である。このような対象を実験
的に見出す作業を、開発装置の性能向上と並
行して行った。主な観測対象は、イオン液体
中における光励起状態の緩和現象である。イ
オン液体は、構成分子が全てイオンからなる



特殊な液体で、固体界面における固体の点電
荷に対してクーロン力を通して強い影響を
受けることが示唆されている。このようなイ
オン液体について、サファイアとの界面近傍
における光反応を取り扱った。この実験を行
うにあたっては、まず溶解した分子がどのよ
うな溶媒和を受けているかを定常光による
吸収分光法で計測し、スペクトルシフトなど
を評価する必要がある。基底状態での分子の
情報がわかったら、続いてレーザー光励起に
よる光反応の観測実験を行った。観測に用い
た近接場光による光吸収分光システムを図
１に示した。この装置は、本研究の経費で設
計製作したものである。  

 
この装置の特徴の一つは、モニタする近接

場光の入射角度が可変となるように回転ス
テージを備えていることである。近接場光の
界面への浸透距離については、様々な因子が
かかわることが理論的に示されている。従っ
て、実験的に吸光度の入射角度依存性を測定
することで、理論の検証を進めようと考えた。
さらには、理論解析に基づいた近接場光浸透
距離の決定を、スペクトル形状の正しい理解
につなげることを目指した。 
光励起で生じる短寿命化学種の計測では、

時間分解観測での感度を向上させるため、ラ
ンプとして Xe フラッシュランプを用いた。
これにより、近接場光による界面近傍液体層
の過渡吸収計測を、ナノ秒時間分解能で行う
ことができた。試料としては、ポルフィリン
誘導体(TPPS)やキサンテン系色素などにつ
いて、イオン液体に希釈した溶液を調整し、
用いた。 
近接場光励起のESR分光法への応用に関し

ては、光学系を備えた試料セルを、可視紫外
吸収計測での知見を活かしながら設計製作
した。ESR の共振器中にセルを設置した計測
試験の段階に入っている。 
 
４．研究成果 
 固液界面近傍の液相で、界面から数 10 ナ
ノメートル程度のメゾスコピック領域にお
ける液体分子間の相互作用や溶質に対する
溶媒和、その空間における溶質拡散や反応の
ダイナミクスを研究するために、界面近傍に

高感度な近接場光を用いた全反射分光装置
の開発を行った。本研究では、2 つの装置開
発に重点をおいた。一つは、可視紫外光をモ
ニター光とする電子スペクトル測定装置で
あり、もう一つは紫外線励起で発生する動的
電子スピン分極を利用した界面選択的な
ESR 分光測定装置である。また、これらの装
置を用いて研究するのに適した試料や反応
系について、広く検討を行った。具体的には、
イオン液体の電荷移動吸収、イオン液体の光
異性化反応、溶液中の光分解反応などを研究
し、詳細については既に投稿論文で発表した。
本報告では、開発した装置を用いて行った計
測実験について、論文未発表の内容を中心に
概説する。 
 装置開発に関し、電子スペクトル測定装置
については、「３．研究方法」の章で述べた
分光装置を設計製作した。始めに、試験計測
として、TPPS やエリスロシン B などの有機
色素の高濃度溶液、電荷移動吸収を示すイオ
ン液体などの試料について、近接場光による
界面近傍の吸収スペクトル測定を行った。図
2a には、一例として TPPS の計測結果を示
した。図には、3 つの異なる入射角度に対し
て測定したスペクトルが示されており、また
比較のために通常のバルク層に対する透過
法（Transmission）での吸収スペクトルも示
した。これらを比較すると、近接場光のスペ
クトルが、入射角度に依存してピークが異な
ることがわかる。近接場光の浸透距離につい
て角度依存性を計算し、スペクトルに対して
モニタ光の光路長補正を行ったところ、図 2b
のように全てのスペクトルが一致した。この
ことより、近接場光の浸透距離の補正が理論
的に正しく行われていることが検証された。 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 (a)界面近傍に対して観測した TPPS の吸収スペク

トルと、(b) 浸透距離依存性の補正後のスペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 界面近傍を観測対象とした可視紫外全反射吸収 

分光装置とその過渡吸収分光への応用 
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この他、エリスロシンでも同様の観測結果と
浸透距離依存性が確認された。 
なお、本研究での試験的な計測実験によれ

ば、TPPS のジシアンアミド系イオン液体溶
液では、極めて高濃度においても TPPS がダ
イマーを形成しないことが明らかになった。
通常、TPPS はダイマーを形成し易いことが
知られ、このような振舞いは大変興味深い。
この原因は現在検討中である。この他、近接
場光による界面近傍液体の計測を、ピリジニ
ウム系イオン液体に対しても行い、紫外波長
領域に現れる電荷移動吸収のスペクトルが、
通常のバルク層の場合に比べて大きくレッ
ドシフトすることがわかった。このスペクト
ル変化については、（1）試料の異常分散、（2）
界面近傍の液体物性異常、の２つの原因が考
えられる。サンプルの近接場光波長に対する
異常分散が大きい場合の効果について理論
的な考察を行ったところ、シフトは異常分散
による浸透距離の大幅な変化による可能性
が高いと推察した。この結果は、吸光度が極
めて高い試料を計測する場合には、スペクト
ルの解釈に関して複雑な理論解析が必要な
ことを示唆するものであった。 
 界面近傍の可視紫外吸収の実験について
は、光反応の時間分解計測も成功した。図 3
は TPPS のイオン液体溶液について、バルク
層およびサファイア基盤とイオン液体の界
面近傍液相におけるTPPS三重項の過渡吸収
測定結果である。この実験では、液体中に 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 TPPS のイオン液体溶液で観測した (a) 過渡吸収

スペクトル、および (b) 三重項濃度と時間の関係 
 
 
溶解した TPPS に対し、ナノ秒レーザー
（432nm）を用いて光励起し、生じた三重項

状態を Xe フラッシュランプのモニター光を
近接場光の光源として用いることで、界面近
傍の過渡吸収を計測した。 
図 3a は過渡吸収スペクトルで、レーザー

照射後に TPPS 基底状態のブリーチングが
430 nm 付近に観測され、それに対応して
450 nm 付近に三重項 TPPS の吸収バンドが
みられた。TPPS の三重項については、2 分
子衝突による緩和過程が知られているため、
界面近傍でのこの過程について調べた。図 3b
は、三重項 TPPS の濃度の逆数を過渡吸収か
ら見積もり、これを時間に対してプロットし
たものである。2 分子反応で三重項 TPPS の
減衰が起こる場合、図 3b のような直線関係
が得られることから、この傾きより速度定数
を決定した。得られた値は、通常のバルク相
における値よりも少し小さいことがわかっ
た。ポルフィリン三重項の 2 分子衝突による
緩和は、拡散律速で起こることがわかってお
り、これより、界面近傍でのポルフィリン三
重項の拡散が若干遅いことが示唆された。こ
のことは、界面近傍のイオン液体が固体の電
荷分布の影響を受けて特殊な液体構造をと
るとする仮説に関連して興味深い結果であ
る。 

TPPS と同様の過渡吸収測定は、エリスロ
シン B でも行い、エリスロシン B のダイマー
中における光誘起電荷分離の観測に成功し
た。今後、界面近傍における様々な化学反応
の計測がすすめば、固液界面のより深い理解
がすすむと思われる。 
 また、EPR 計測に関しては、界面近傍での
近接場光励起での観測を可能にするために、
大きな電子スピン分極を生じる反応系の探
査を行った。具体的にはオキシムエステルの
光分解によるイミニルラジカル生成反応、キ
サンテン系色素の光励起三重項状態とニト
ロキシドラジカルの衝突などで、大きな電子
スピン分極発生が期待されることを論文で
発表した。 

ESR 共振器内で近接場光励起するための
セルの設計に関しては、平板フローセルを
Dove プリズム上に設置し、Dove プリズムの
に光ファイバーによってレーザー光を導入
することで近接場光励起を行う装置を製作
した。研究期間内での信号検出には至ってい
ないが、これまでの可視紫外での電子スペク
トル測定研究で培った技術ノウハウを生か
し、研究期間後に若干の光学系の工夫などを
行いながら計測実行を目指す。 
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