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論文題目：" In situ Spectroscopic, Electrochemical, and 
Theoretical Studies on the Photoinduced Host-Guest 
Electron Transfer that Precedes Unusual Host-mediated 
Alkane Photooxidation " 
著者：Yuji Furutani, Hideki Kandori, Masaki Kawano, Koji 
Nakabayashi, Michito Yoshizawa and Makoto Fujita 
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「かご状有機金属錯体」は、自己組織化により特異

なナノメートルサイズの疎水的空間を内部に形成し、

様々な化学反応の場を提供する「分子フラスコ」とし

てはたらく。これまでにアダマンタン内包かご状錯体

（図 1）において、光誘起電子移動が生じることが明

らかにされている[1]。また、室温で氷と同じ水素結合

構造を形成した水クラスターも報告されている[2]。公

募研究課題では、この特異なナノ空間中における水ク

ラスターおよびアダマンタンの光化学反応メカニズム

を赤外および可視分光法で比較解析し、ナノ空間に束

縛された水クラスターの水素結合ダイナミクスを明ら

かにすることを最終的な目的としている。 
今回、アダマンタンを内包したかご状錯体に対する

低温赤外分光解析により、光電子移動によるかご状錯

体(図 2a) およびアダマンタン(図 2b)の構造変化を検

出した（実験は異動前の名古屋工業大学神取研究室に

おいて行った）。定量的な解析により、かご状錯体を形

成する 4個の 2,4,6-トリス(4-ピリジル)-1,3,5-トリ

アジンの 1つが、1電子を受容して、赤外吸収変化を

もたらしているものと結論づけた。 

本研究成果は、ゲストからホストへの光誘起電子移

動に伴う構造変化を人工系において初めて検出したも

のである。 
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図 2. 紫外光誘起赤外差スペクトルと基準振動解析 
(a) かご状錯体の C-N 伸縮および変角振動変化 (b) アダ

マンタンの C-H 伸縮振動変化 (c) 光反応前のかご状錯体

に対する基準振動解析（DFT B3LYP/lanl2dz/6-31G）1528, 
1369, 1067 cm-1の振動モードを矢印で示した。スペクトル

は(b)の赤線で示したが、実測値と良く合っている。 

図 1. アダマンタンを 4 分子内包したかご状錯体の結晶

構造 
スティック表示した分子は、シス位を 2,2'-ビピリジン

で保護したパラジウム錯体と正三角形のパネル状分子で

ある 2,4,6-トリス(4-ピリジル)-1,3,5-トリアジンからなる

かご状錯体である。CPK 表示した分子がアダマンタンで

ある。 
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業業績績紹紹介介：：有有機機イイオオンンのの疎疎水水性性水水和和殻殻がが界界面面でで破破壊壊さされれるる様様子子ををははじじめめてて観観察察
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 水分子と物質のあいだに働く親水性・疎水性相互作

用は周りの水分子のスタティックな構造とダイナミク

スに影響を与えるため、分子の反応性や機能性の発現

機構を支配している。疎水性相互作用を研究するモデ

ルとして、溶液化学の分野ではテトラアルキルアンモ

ニウムイオン（R4N+）の水和構造が調べられている。

水分子はアルキル基との反発を避けるため水分子同士

で水素結合を作り、疎水性水和と呼ばれる水和殻を形

成する。電気化学の分野において、R4N+は電解質とし

て良く用いられるが、その水和構造が電極界面でどの

ように変化するかを調べた例は全くない。そこで、本

研究では、電極界面における R4N+の水和構造とその構

造変化を赤外分光法を用いて調べた。電極界面では、

電位を制御することで界面の R4N+の濃度とイオンと

表面間に働く相互作用を制御できる。ここでは、表面

に吸着した分子と R4N+が直接相互作用するまでに、こ

れらを保護している水和殻の構造がどのように変化す

るかということに着目した。 
 CO が吸着した Pt 電極表面を 0.02 M 過塩素酸テト

ラプロピルアンモニウム（Pr4NP）溶液中で赤外分光測

定した。電位を 200 から-1000 mV に掃引すると、Pr4N+

イオンの C-H 変格振動に帰属されるバンドが 1487, 
1465, 1388 cm-1に現れ増加した。これは、電極表面が

負に帯電すると溶液側にカチオンが偏析し、電気二重

層を形成する過程に相当する。この時、O-H 伸縮振動

領域の変化をみると、200から-300 mVの領域では3477
と 3357 cm-1に水素結合したバンドが増加した。この水

素結合バンドの増加は、Pr4N+の増加と良く対応するた

め、これは、Pr4N+の周りの水の構造を反映し、バルク

の水よりも、より構造化されていることがわかった。 
 電位を-300 mV 以下にすると、Pr4N+の界面濃度は引

き続き上昇するにもかかわらず、水和殻に帰属される

二つのバンドと、CO と相互作用した水に帰属される

3650 cm-1 のバンド強度が減少する様子が観測された。

これは、電場強度が強くなるとイオンが表面に引きつ

けられる力が強くなるため、表面との相互作用により

水和殻が破壊されたことを示している。また、水和殻

が破壊されるとイオンと CO が直接相互作用が可能に

なり、CO のスペクトル形の非対称性増加として観察

された。 
 以上、有機イオンを保護している水和殻が電極界面

で破壊される様子をはじめて観察した。しかし、親水

性水和殻の場合はどうなのか？そして、これらの水和

殻の破壊はどのような時間領域でおこるのか？という

疑問が残る。それらの結果は次の機会に紹介する。 
 

 

Figure 1. IR spectra of a CO-covered Pt electrode in 0.02 M 
tetra-propyl ammonium perchlorate, measured during a potential 
sweep at 5 mV s-1. (a) High and (b) low frequency regions. (c) Red 
and blue plots show the integrated band intensities of δ(CH) 
(1500~1430 cm-1) and ν(O-H) (3750~2800 cm-1), respectively. (d) 
Comparison of the spectral lineshape of on-top CO measured at 
250, -150, -600, and -1000 mV. Peak top position and intensity 
were normalized.

Scheme 1. Structure and destruction of the hydration 
shells around Pr4N+ ions on CO-covered Pt electrode.
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粟粟津津邦邦男男氏氏ららのの研研究究成成果果がが新新聞聞にに掲掲載載さされれるる 
 
粟津邦男氏（A01 班、計画研究）らによる研究成果が、日刊工業新聞、神戸新聞、月刊メディカル V 誌に掲載さ

れました。 

日刊工業新聞 2009 年 3 月 13 日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神戸新聞 2009 年 3 月 12 日 
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月刊メディカル V 2009 年 3 月号 
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