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Aromatic molecules are inherently rigid among organic systems. The rigidity of aromatic systems leads to strong 
luminescent properties, -stacking abilities, efficient carrier transport, and so on. On the other hand, 
conformational flexibility is useful for switching molecular properties. To combine the advantages of rigidity and 
flexibility, we have designed and synthesized flapping molecules (FLAP) that consists of rigid aromatic wings 
and a flexible COT (cyclooctatetraene) joint. In this article we introduce unique photofunctional materials based 
on the rigid-flexible hybrid molecular systems. 

 

1.はじめに 

 π 共役分子は，古くは染料・顔料や芳香族系高分子にはじまり，近年では有機エレクトロニクス材

料や蛍光プローブ，あるいは自己組織化体や超分子構造体のビルディングブロックとして，幅広い領

域で活用されている．しかしながら，これらの活用のほとんどが，主に芳香環からなる π 共役分子系

が本来もつ「骨格の剛直性」のメリットに依拠したものである．たとえば，分子間での電子移動の難

易度を決める要因の内，電子授受に伴う分子形状の変化に着目すると，ポルフィリンやフラーレンは

分子の形が変わらず小さい再配向エネルギーをもつことから電子移動が起こりやすい．また，縮合多

環構造をもつペリレンやフルオレセインは分子振動が抑制されるため光励起した際の無輻射失活が遅

く，優れた発光特性（高い蛍光

量子収率）を示す．同じく多環

式のトリフェニレンは，平面型

に定まった積み重なりやすい構

造をしており，カラム状集積を

誘起するディスコティック液晶

材料に実用された．しかし見方

によっては，基本となる分子骨

格が剛直であるということは，

構造の柔軟さに由来する物性の

変換は難しく，静的な物性の発

現に留まっているとも考えられ
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る．このような分子科学的な着眼点にもとづき，一般に芳香環からなる剛直な π 共役分子に対して，

積極的に柔軟性を付与し，π 電子骨格の動きを活用することで新しい分子技術を創出することを試み

た．すなわち，剛直性と柔軟性を兼ね備えたハイブリッド π 電子系を構築することで，剛直な骨格に

由来する「優れた発光特性」や「分子集積能」などに加え，柔軟な骨格のもつ「動的な状態変化」を

引き出せる一連の機能材料の開発を目指した．[1-6] 
 
2.動く発光団 FLAPの開発と励起ダイナミクス[2,3,6]  
物質中で時々刻々と起こる，人間の眼には見えない局所的

な環境変化を高い時空間分解能で可視化する手段として，蛍

光プローブは広く活用されている．環境に応答して劇的に発

光色を変える「動く発光団 FLAP」を開発し，これを物質中

にドープして可視化した．まず，このような材料イメージン

グを可能とする，単一成分で多様な発光を示す有機分子の設

計にあたって，剛直なアントラセン骨格と柔軟な共役 8 員環

から構成される FLAP 1 を構築した．この FLAP 1 は，励起波

長を変えることなく，環境に依存して単成分で RGB 発光を示

す．剛直なアントラセン骨格と柔軟な共役 8 員環から構成さ

れる FLAP 1 は，UV 励起すると溶液中では緑色，高分子薄膜

中では青色，結晶では赤色の発光を示す．FLAP 1 は S0基底状

態では V 字型構造をとり，光励起されると，高次の励起状態

から最低励起状態（S1）へと素早い内部変換が起こる．S1 に

おいて，薄膜中ではポリマーに捕われた分子は自由に構造緩

和できず，ほぼ V 字型を保ったまま青色の発光を示す．一方

で，溶液中では光励起された後に分子が V 字型から平面型へ

と柔軟にコンフォメーション変化を起こし，低エネルギーの

緑色の発光を示す．さらに，結晶中における赤色発光帯

動く発光団 FLAP 
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は，剛直なアントラセン部位の分子間相互作用によるエキシマー発光に由来する． 
共同研究による過渡吸収および時間分解蛍光測定の結果から，FLAP 1の S1におけるコンフォメー

ション変化の時定数は溶液中で 550 ps であることが明らかとなった．この値は，一般的な光応答分子

の構造変化の時定数と比較して長く，FLAP 1 の S1 における構造変化が遅いことを示している．

TD-DFT 計算により S1のエネルギーダイアグラムを描くと，V 字型から平面型へと構造変化を起こす

過程でエネルギー障壁があることが示唆された．比較的遅い構造変化は S1においてエネルギー障壁を

越える必要があるためと考えられる． 
 

3.羽ばたく分子の動きを鍵とした蛍光粘度プローブの開発[6] 
この動く発光団 FLAP は局所粘度プロー

ブとして働くことがわかっている．すなわ

ち，光励起に伴う V 字型から平面型へのコ

ンフォメーション変化が媒体の粘度上昇に

よって抑制されることから，媒体の硬化を

蛍光色の変化で可視化できる．このような

蛍光性の粘度プローブ分子は近年バイオイ

メージングに盛んに用いられており，粘度

分布を定量的に解析する手段として，蛍光

レシオメトリック法と蛍光寿命イメージン

グ法の 2 つがよく知られている．ただし，

どちらの方法でも，BODIPY やシアニン色

素をはじめとするいわゆる “Molecular 
Rotor”が粘度プローブとして普及してお

り，励起状態（S1）における「分子の回転

の動き」が高粘度媒体で抑制されることが

鍵となっている．これに対して FLAP は「分子の羽ばたく動き」を活用した局所粘度プローブであり，

しかも二重発光性を備えているため単一発光団としてレシオメトリック法による粘度定量が可能で

ある．実際に，青色発光帯と緑色発光帯の蛍光強度比（I461/I525）を縦軸に，粘度を横軸にとって両対

数プロットをとると，Förster-Hoffmann 則に従って 2.2–100 cP の粘度範囲で検量線が引けることを見

出した．また，この粘度範囲において，

FLAPは従来の粘度プローブよりも感度が

高い（すなわち，蛍光スペクトル形状の粘
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度依存性が大きい）ことがわかった．この理由としては，FLAP の羽ばたく動きが Molecular Rotor の
回転の動きに比べて，より大きな排除体積を必要とするため，局所粘度により敏感なのではないかと

考えられる． 
FLAP を局所粘度プローブとして活用すると，樹脂の硬化過程を可視化できる．実際に，凝集を抑

えるための嵩高い置換基を導入した FLAP を，市販の透明接着剤や工業用エポキシ樹脂に微量添加す

ることで，室温で接着剤が硬化するまでの過程をその場で可視化し，硬化が充分でない箇所を非接触

で特定することができることが示された． 
 

4．異方的な力と等方的な力を判別するメカノクロミック化合物の開発[4] 
近年，化合物をすり潰すだけで発光色が変

わるという「発光性メカノクロミズム」とい

う現象が世界的に注目されており，応力セン

サーへの展開が期待されている．一方で，モ

ノをすり潰すという異方的応力と，圧媒体中

で静水圧をかけるという等方的応力とを，異

なる発光色変化により判別できる材料は報

告されていなかった．筆者らは，結晶で黄色

く光る剛直-柔軟ハイブリッド化合物 2 の蛍

光波長が，すり潰すとブルーシフトして緑色

発光を示すのに対し，静水圧をかけるとレッ

ドシフトして橙色発光を示すことを見出した．これはす

なわち，集積した分子が異方的力と等方的な力の違いを

ナノレベルで認識して，異なるアウトプットにより判別

可能にしたことを意味する．また，NIMS，リガク，産総

研との共同研究により，高圧蛍光測定だけでなく，高圧

単結晶 X 線構造解析や高圧 IR 解析を実施し，詳細なメ

カニズムの解明に至っている．結晶をすり潰すと，黄色

いエキシマー発光を示す結晶構造は壊れていき，剛直部

位の二量体形成が阻害されて緑色発光が誘起される．一

方で，ダイアモンドアンビルセル（DAC）を使って圧媒

体（MeOH/EtOH）の中で静水圧（~5 GPa）をかけると，

柔軟部位の回転に伴い 3 次元水素結合ネットワークが歪

み，対面に配置していた発光団の隙間が潰れ，π 軌道相

互作用の強い橙色のエキシマー発光が誘起されることが

わかった．この圧力範囲では相転移が起こらず，連続的

かつ可逆的な構造変化が起こることを確認している． 
 

5.光で融解するカラムナー液晶材料の開発と「ライトメルト接着材料」への展開[1,5] 

「光で硬い物質が溶ける」という現象は報告例が限られており，新しい光剥離メカニズムによる機

能性接着材料としての用途が期待されている．筆者は，アントラセン骨格の光二量化反応を利用して，
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新たに光剥離機能をもつ液晶材料 3を開発した．液

晶化合物 3は，光剥離型接着材料に求められる以下

の 3 点の要求をクリアする性能を示した．① 高温環

境下でも 1 MPa 以上の接着力を保つ，② 光照射に

よって大幅に接着力が低下する，③ 迅速な光剥離を

起こす．この中でも，耐熱接着性（条件①）は重要

であり，既に普及している Hot melt 型の仮固定剤（加

熱して剥がす接着剤）が使えない高温環境において

実用上の優位性が期待できる． 
光で溶けるという剥離メカニズムにちなんで，筆

者はこの材料をライトメルト接着材料（Light melt 
adhesive）と呼んでいる．これらの優れた性能

には以下の分子技術が活かされている．すな

わち，① 特有の V 字型分子のカラムナー集

積構造により，液晶であるにもかかわらず高

い凝集力を示し，それゆえ高い接着力（室温

で 1.6 MPa, 100℃でも 1.2 MPa）を実現してい

る．② 光二量化により得られる化合物がカラ

ムナー集積には不向きな分子形状をしている

ため，液晶特有の自発的構造崩壊が進み，接

着性に乏しい流動性液体（0.2 MPa 以下）と

なる．③ 鋭敏かつ迅速な光二量化反応によ

り，少ない光量（320 mJ/cm2）で薄膜界面の

液化が可能であり，UV-LED をもちいて

2-3 秒のうちに剥離させることができる．

さらに，④ 170℃以上の加熱により光二

量体が単量体へ戻るため，リサイクル可

能である．⑤ 二量化に伴い発光色が変化

するため，接着力を保有した状態と消失

した状態を目視で判断できる．液晶化合

物 3が示した光剥離接着材料としての高

い性能は，液晶材料の新しい応用技術の

可能性を提示するものである． 
 

6. 現在進めている研究 

【張力プローブ分子群の開発】 
局所的な微弱応力を解析する技術は，ソフトマテリアルや分子細胞生物学の先端研究において重要

な役割を果たしている．対象物の力学的性質や運動現象を１次構造から根源的に理解し，材料開発や

医療応用につなげるためには，局所応力の解析（さらには操作）は避けて通れない課題であり，レオ

ロジーやメカノバイオロジーの分野でさらに重要性を増している．2016 年現在，実際に応用されてい
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る主要な局所応力解析技術として，「原子間

力顕微鏡（AFM）」と「光ピンセット（Optical 
Tweezers）」が挙げられる．しかし，これら

の技術は，運用できる対象物や測定環境に

いくつかの原理的制約が存在する．そこで

本研究提案では，独自に開発した「単一で

張力に応答して発光色が変化する分子群 
FLAP」を独自の研究基盤として，最先端の

精密有機合成，高解像•高感度蛍光測定，

DFT 計算•分子動力学（MD）シミュレーシ

ョンなどをフル活用することで，材料およ

びメカノバイオロジー科学の発展を妨げている「応力イメージング技術の限界」を突破する． 
 開発した発光分子 FLAP は，１つ１つの分子が外部からかかる微弱な張力を感じとって可逆に分子

形状と発光波長を変え，理論的には分子分解能の応力イメージングを可能とする．しかも，表面解析

しかできない AFM や広範囲イメージングを苦手とする光ピンセットとは異なり，対象物の内部で応

力分布を可視化できる．精密有機合成によって FLAP の応答する応力域，励起•発光波長，対象物内部

における局在箇所を自在に設計することで，環境を選ばずにナノレベルの応力分布をリアルタイムに

広範囲で可視化する革新的な光解析技術の創出を目指す． 
 これまでに，東北大学の藪浩准教授との共同研究により，動く発光団 1を高分子（ポリノルボルネ

ン）の架橋点に導入することで，高分子フィルムの歪みを「迅速かつ可逆」に可視化することに成功

した．この発光性フィルムは，高分子鎖に張力がかかっている間は，分子が V 字型から平面型へと引

っ張られて発光色が青から緑へと変化するが，力を解放すると，分子はもとの安定な V 字型へと戻る

ため発光色も緑から青へと可逆的に戻るという特有の発光特性をしめした．フィルムは破断すること

なく元の 6 倍の長さまで延伸することができ，延伸部において明瞭な蛍光色の変化が観測された．延

伸時の吸収・蛍光スペクトル解析の結果，

確かにフィルムの延伸に伴って一部の発

光団の分子配座が平面構造へと変化して

いることがわかった．さらに繰り返し特

性の測定から，10 回程度の伸縮サイクル

では応力に応答した歪みと発光色の可逆

性が維持されることが確認された．この

歪み検知技術は，着色でなく発光で検出

するため感度が高い．また，狙った応力•
歪み領域で発光応答が起こるように分子

設計することで，微弱応力の検出や高分

子破断の予測診断などに自在に用いるこ

とが期待できる． 
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