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研究成果  

１）可溶化剤としてミセルなどの分子集合体を用いない純粋な水溶液系で高い水溶性をもつカチオン性の増感剤

と発光剤を用いて初めてUCを実現した。さらに、右図に模式的に示すように、カチオン性の増感剤と発光剤をDNA
二重螺旋に濃縮かつ秩序的に固定化し、DNAを用いることでその効率を30倍以上向上させた。 
２）ナノ秒パルスレーザー励起により水溶液系で発光剤の励起三重項寿命、UC光の寿命を測定し、DNAの存在

によって、いずれも大幅に伸びることを明らかにした。この結果から、カチオン性の増感剤と発光剤がDNA
二重螺旋に濃縮かつ秩序的に固定化され、増感剤から発光剤への三重項エネルギー移動、発光剤間のエネルギー

マイグレーションなどの効率が向上することが証明された。 
３）金ナノ粒子分散水溶液からガラス基板上に金ナノ粒子薄膜を形成し、その上にカチオン性増感剤・発光剤を含

むDNA水溶液を脱気後に滴下してキャスト及びスピンコートにより超薄膜を作成した。そのような系を定常光及びパル

スレーザーで励起し、増感剤の燐光、UC光測定を行った。増感剤の燐光が金ナノ薄膜によって増強され、寿命は短く

なることが明らかになった。これは金ナノ粒子の局在表面プラズモンの効果である。超薄膜のUC光については、まだ

観測されておらず、さらなる検討が必要である。 
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定常光及びパルスレーザー励起による可視～近赤外領域の高感度発

光計測装置（静岡大学） 
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次年度の共同研究継続の有無       有 
拠点内対応教員とご相談の上ご記入ください。 

継続の場合には次年度の研究計画をご記入願います。 

次年度の研究計画（継続の場合）  

1) 広波長域での励起三重項寿命およびエネルギー準位や発光剤の蛍光スペクトルなどの評価 
  前年度よりさらに長波長域で吸収および発光する増感剤および発光剤を北九州高専で合成し、静岡大学に

おいて定常光及びパルスレーザー励起による可視から近赤外高感度分光測定装置を用いて蛍光・燐光スペクト

ルを測定し、上方光エネルギー変換のダイナミクス、励起三重項のエネルギー準位、上方光エネルギー変換蛍

光および燐光寿命などを評価する。 
2) DNA 水溶液中での広波長域可視光による上方エネルギー変換の実現と分子組織化による効率向上 
  これらの増感剤と発光剤を適当な比率および濃度で水溶液中に分散し、酸素による励起三重項状態の消光

を防ぐため脱気して、可視光の長波長側の緑〜赤色の光で増感剤を励起して種々の発光剤による蛍光を観測

する。上方エネルギー変換効率の最適化をめざして、DNA の添加効果を明らかにする。 
3) 増感剤発光剤を固定化した DNA 薄膜での上方エネルギー変換と局在表面プラズモン共鳴による効率向上 
  水中プラズマ 放電で作成した安定剤なしの金ナノ粒子水分散液を基盤上に滴下して形成した薄膜上などに

増感剤および発光剤色素を固定化した DNA 超薄膜を配置して、脱気条件で緑〜赤色の光で励起して局在表

面プラズモン共鳴による電場増強に基づいて上方エネルギー変換効率の飛躍的向上をめざす。 



 


