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16.溶 液 内 励 起 分 子 の 電 荷 移 動 反 応

阪大 基礎工 又 賀 昇

励起状態における電荷移動過程時.光酸化,尭還元反応の基礎 として.また,光合成

の初期過程に関連 して重要である｡

強く水和した金属イオン間の電子移動反応の場合 ,例えば,

Fe(H20);2十 Fe(H20):5- Fe(H20)6'5十Fe(H20)6+ の よ うな反 応では,

solvation stateの reOrganizationの た め に か な り大 きな 活性 化 エ ネ 7レ

ギー を要 し反 応 は か な りお そ い が,･A*+D→ A*･･.･D→A--D'→ A-+D' の

ような中性分子の励起状態における電子移動では,encountercomplexA*･･･Dにおけ

る電子移動過程そのものは極めてはやいと考えられる｡最近. exciplexを形成する系

千,基底状態で旦一応安定な弱いEDA錯体の励起状態に､おける種々の動的過程 (電子

移動,立体構造の変化 , intersystem crossing,イオン解離等 )について詳しい実

験的研究が主としてレーザー光パ ルスによって行われ,電子移動は,実際に非常に速い

過程であることが明 らかにされて来ている｡

encountercomplexにおける草子移動過程は･励起エネルギーの分子間移動や･

internalconversion等の無頼射過程 と類似のものと考笹 てもよいであろう｡ vefy

weakinteractionの mechanism による励起移威 )で牢･相互作用の大きさβは振

動準位の巾よりも小さい串㍉ これ と同様 のmechanism と考えられ る電子移動 の遷移

確率 kt- 1011sec-1程度と思われ･振動緩和 とcompatable かややおそい程度 と思

われるo kt-苦 扉 p とし た 場今･卵 たとえば,始状態◎ (A*･･･D)と終状態

◎ (A-･･'･D+)で Coulomb相互作用のノ､ミル トニアンを はさんで与えられ ると考え

られる2)が,この郎 今後さらに検討を要する｡

-芳香族炭化水素 とアミンの exciploxについて,亘のけい光寿命(I)とけい光量子収率

(H)に対する溶媒の極性の効果は,収率は溶媒の極性の増加 とともに大きく減少するが,

寿命はごくわづか しか減少 しないということであった.5)･4)これに対する説明としては.

(a)exciplexと溶媒の相互作用により,溶媒の極性の増大 とともに exciploxの電子構

造は強 く溶媒和 されたイオン対に似て来てけい光幅射遷移確率 kfが減少し･無宿射遷
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移確率 kiは増大するOで- kf/(kf+ki)- kfTで･,kf の減少の程度だけ甲の

方が大 きく減少する.51
*

･bA*+ D- A*･･･D 章 二 i; D,T;= j As-i Ds+ lTe;三…芸 lC,itT

電子移動反応による励起状態の失活¢)が同時に起＼り,溶媒の極鹿の増大とともに(2)の割

合が増すと考える.4)レーザー光パ ルスによる詳しい研究の結蘇 (a)のmecha_nismぶ

どの程度効いているかはまだ不明である-が,(I)と類似のmechanism が存在すること

は明らかになった｡主 として,レーザー光パ/レスによる励起によって.反応 中間体の吸

収スペク トルの測定や,イオン種による電導度の測定等により,大体次のような過程が

考えられている05･6)･ 1(A-･･･D+)弁 は電子移動 した直後の･振動緩和 (kv )や溶媒のVS

'A*一十D s (1At･･D) ≡

･′ k;
A+D+ hyf - 1(A-D')誓

kf 帖

A+D+hレf- 1(A-D+)*

配向緩和 (ks)のまだ起っていない状態であり･kJIk;はそれ らの緩和の逆の活性

化過程である0 1(A-D+)串が.そのけい光が通常観測 されている exciplex-であるo

intersystem crossingkisc､やイオン解離 kdが緩和 してしまうよりも前に･速か

に起ることが明かになった｡

基底状態でも一応安定な錯体の廟起状態については･特に･テ トラシァノベンゼン

(TCNB)と芳香族炭化水素の錯体について詳 しい研究が行われている｡T CNB-

ベンゼン,TCN-B- ト′レエン等について,そのけい光状態の孜収スペク ト′レの測# )

やけい光の時間分割スペク トルの測定9)等の研究の結果,次のようなことが明らかにな

った｡すなわち,これらの錯体の光励起の直後の励起 Franck-Condom(F･C)状態と

励起平衡 (e･q･)状態 (けい光状態 )では.その立体構藩 も電荷移動の程度もかなり異
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な り, F.C･状態で数 10970なのが e･q･状態では 100%近い電荷藤動になる｡また,

このように極性の強い電子構造であることから予想されるように,T CNB錯体は極性

溶媒中やは.励起一重項状態か らのイオン解離がみられる!O)e.q.状態は 100%近い

電荷移動構造であるため溶媒の配向分極により大きく安定化され大きなけい光のストー

クスシフトを示すが,低温剛性溶媒中ではそのようなことはない｡七かし,低温でも,

けい光状態はやはり100/970近い電荷移動構造である｡さらに77oKの剛性溶媒中にお

ける詳 しい研究の結果,錯体のりん光状態 (三重項状態 )は,けい光状態か らの inter-

system crossingによって生成するのではなく,励起 F･C･状態から直接生成する

ことが明 らかになった｡11)
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