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背景

溶液中の各種イオン、分子、空気中のガス分子や、細胞内の物
質などを認識し、電気信号や蛍光シシグナルの形で検出できる
センサのことをいう。ガスセンサやpHセンサなど環境中の物質の
存在や濃度を測ることができるが、下記の問題が存在する。

化学センサ

pH試験紙

・専用の装置が必要

・繰り返し使用することが難しい。

ガスセンサ蛍光プローブ

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT98mu47XWAhWEVbwKHdzjCYMQjRwIBw&url=https://www.monotaro.com/k/store/pH%258E%258E%258C%25B1%258E%2586/&psig=AFQjCNFnttMAJhil8KDAoExAxCp0WQC2pA&ust=1506066020249442
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-_5nh47XWAhWCErwKHX2mAKkQjRwIBw&url=http://jp.rs-online.com/web/p/gas-detection/5389976/&psig=AFQjCNGwvYXMbYo-aNy90gh-Wfzd_HzuWg&ust=1506066098224651
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背景

有機発光体は、化学センサの認識材料である。

通常、有機発光体は室温下においては固体状態で存在。

分子間に強く相互作用が働いているため。

有機発光体

ルシフェリン

有機溶媒や水に溶解・分散させる，もしくは真空蒸着
法を用いないと成型加工できないため、応用が制限さ
れている。

例

フルオレセイン
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従来技術とその問題点

既に実用化されているガスセンサは、半導
体型のものが多く、重量変化でガスを検出し
ているため、電気信号へ変換しなければなら
ず、専用の装置が必要である。

有機発光体を用いたセンサは、基本的に溶
液中でのみ使用できる。
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本提案

有機発光体液体を用いたガスセンサ。

有機発光体として共役系化合物を使用。

専用の装置を必要とせず、使用する場所も
選ばない色の変化から判断するガスセンサ。



6

共役系化合物

例

・ポリアセチレンに代表される化合物で、上図のような多重結合と
単結合を繰り返し持つ分子の総称

・高い発光特性や電気伝導性を活かして、有機発光デバイスや、
化学センサの材料として応用されている。

・側鎖(−R)の部分や主鎖の構造を変化させることができ、発光色を
変化させたり、電気伝導性の向上が可能。

・分子認識部位を導入することで、発光・電気特性の変化から
種々の化学物質の検出を確認できるケミカルセンサとなる。

主鎖
側鎖

n

ポリアセチレン
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自己組織化

・共役高分子は、主鎖間の分子間相互作用(π−π相互作用
、

van der Waals力など)により自己組織化する。
・自己組織化すると、主鎖間でエネルギーのやりとりをし
てしま
い、発光効率や電気伝導性の低下につながる。

・自己組織化により、π−共役高分子は室温下固体状態で

分子間
π−π相互作用

自己組織化
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自己組織化制御

ロタキサン化
長鎖分岐アルキル基による被覆

ロタキサン化・・主鎖を絶縁性分子(シクロデキストリン、アミロースな
ど)で被覆。
長鎖分岐アルキル基による被覆・・主鎖を多数の長鎖分岐アルキル基で
被覆

する。室温下液体
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自己組織化制御
自己組織化を制御することによって

長鎖分岐アルキル基による共役コアの被覆

・長鎖分岐アルキル基を導入により、共役系化合物のコアを被覆し、
相互作用を大幅に妨ぐことができる。また、合成が容易である。

・相互作用を妨げることで、室温下液体状態となる。
・液体状態であるため屈曲面、柔軟な素材などに塗布できるため、
応用しやすい。

・有機溶媒に溶解させなくても強く発光する。
オプトエレクトロニクス材料、ケミカルセンサへの応用が期待できる。
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本提案

特徴

・液体状態としたことで、塗布が容易、持ち歩きが楽。

・どこにでも塗れて、塗った箇所が発光する化学センサとな
る。

・発光色の変化から視覚で検出を確認できる。

・Ar部位を変化させるだけで、検出対象を変えることが可能。

有機発光体液体を用いたガスセンサ

Ar =

n = 0, OPE 1, n = 1, OPE 2 n = 0, OPE-Py 1

= 1, OPE-Py 2

n = 0, OPE-Bt 1

= 1, OPE-Bt 2
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分子設計

発光部位

オリゴフェニレンエチニレン（OPE）

・主鎖長により発光色の制御が可能

・設計により分子認識部位を自由に変更

・強く蛍光発光

液体性OPE-Py

認識部位

ピリジン環

・酸やカチオンを認識

液体性付与

長鎖分岐アルキル基

・共役コアを被覆により

分子間相互作用の遮断
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分子設計
液体性OPE-Py

認識部位

Ar部位の構造を変化させることで、その他のガス種
に対応可

ガス種に合わせて分子設計できる。

また、nの数を変えることで、色調を変化でき
る。
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合成スキーム

Scheme 1

+
OPE-Py 1

OPE-Py 2

Scheme 2

1

3
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OPE-Py 1

In CHCl3 (λ：nm)

Abs           FL

Liquid state(λ：nm)

Abs           FL

OPE-Py 1 346 386 350 436

OPE-Py 2 406 453 409 486

・液体状態でも溶液中とほぼ同様のス
ペクトルを示し，強く蛍光を発した。

OPE-Py 2

Table. Optical properties of OPEs

液体状態での蛍光特性

相互作用をうまく低減している。

(OPE-Py 2)

溶液中

液体状態

(OPE-Py 1)

溶液中

液体状態
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どちらの有機発光体液体も瞬時に色が変化

・酢酸では蛍光が弱まる。
・塩酸，トリフルオロ酢酸では，色の変化
に対
応してスペクトルも変化

酸性ガスの検出に成功

酸性ガスの検出

塩酸，酢酸，トリフルオロ酢酸と
いった酸性ガス中に暴露

液体状態
酢酸蒸気
塩酸蒸気
トリフルオロ酢酸蒸気

OPE-Py 2の場合

OPE-Py 1の場合



16

検出メカニズム

ピリジン環が検出部位となり、
酸性ガスのプロトンをトラップ

ピリジン環がカチオンになると、電子不足のピリジン環へ電子が移
動するようになる。エネルギー移動が活発になり色調変化
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繰り返し特性

カチオン化したピリジン環は塩基性ガスに晒すか、酸性ガスが抜けると
また元の色、スペクトルに戻る。
再度、酸性ガスにより色・スペクトルが変化。

何度でも利用可能なガスセンサ
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 有機発光体は室温で固体で存在するため成
型加工の面で問題があったが、液体状態と
することで改良に成功した。

• 従来のガスセンサは専用の装置が必要で
あったが、色調により検出を判断するため、
装置の必要なし。

• 液体材料であるため、場所を選ばす塗布が
可能、従来のガスセンサが設置しにくい場
所にも簡単に設置できる。
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想定される用途

• 塗布した箇所が即座にガスセンサとなる、
どこにでも設置できるガスセンサ

• 塗るだけで設置可能なため、従来のガスセ
ンサの設置が難しい箇所の環境のモニタリ
ング

• 色調から有毒ガスの存在を直感的に判断で
きるため、工場の安全管理やオフィス内の
環境モニタリング

• ウェアラブル端末としての活用



20

実用化に向けた課題

• 合成段階が多く量産化が課題，またコスト
面にも課題がある。今後，合成方法の簡略
化，最適化を行い改善法を模索する。

• 今後、耐熱，耐薬品，耐久性についての検
討実験を行い、実用化した場合に必要な
データを取得していく。



21

企業への期待

• 応用できる分野、場面、製品や、ニーズを
教えていただきたい。

• 目視型のガス検出センサの開発を希望する
企業との共同研究を希望。

• 蛍光法による測定法や、目視型のセンサの
導入を考えている企業には、本技術の導入
が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：化合物、それを用いた発光若し
くは

電子材料、及びガスセンサ材料

• 出願番号 ：特願２０１６-２１８４７５

• 出願人 ：学校法人東京電機大学

• 発明者 ：足立直也、岡田麻里
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お問い合わせ先

東京電機大学

研究コーディネーター 安江 準二

ＴＥＬ ０３−５２８４−５２２５

ＦＡＸ ０３−５２８４−５２４２

e-mail crc＠jim.dendai.ａｃ.ｊｐ


