非線形ラマン分光干渉法を用いたキラル分子の立体構造解析
Stereochemical analysis of chiral molecules
by nonlinear Raman spectral interferometry
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We aimed at developing a new Raman-based spectroscopic method for studying chiral molecules. Based on a
coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) process, which is one of the third-order nonlinear Raman effects, we
developed a new Raman optical activity (ROA) spectroscopic system. With the use of supercontinuum in visible
generated with a photonic crystal fiber pumped with both 532 nm and 1064 nm, multiplex CARS-ROA spectrum
covering the whole fingerprint region was obtained. In the visible excitation, CARS-ROA spectrum of (-)-β-pinene
showed higher contrast ratio of the chirality-induced signal to the achiral background than that of the previously
reported near-infrared CARS-ROA spectrum.
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図 1 に可視白色レーザーを用いた実験装置を示す。
光源にはマイクロチップ Nd: YAG レーザー（浜松ホ
トニクス：パルス幅: 400 ps, 波長: 1064 nm, 繰り返
し: 25 kHz, 出力: 600mW）を用いた。この光源から
の光パルスを非線形光学結晶である LBO に集光し、
第二高調波発生による波長変換を行った。波長変換
後の可視光パルス（532 nm）と、基本波である近赤

Fig. 3(a) CARS spectrum of (-)-β pinene (exposure
time: 1 hour), (b) CARS-ROA spectra of (+)-β
Fig.1. Experimental setup for CARS-ROAspectroscopy;
PCF: photonic crystal fiber.

pinene (red) and (-)-β pinene (green) (exposure time:
1 miniute)，(c) CARS-ROA spectra of (+)-β pinene
(red) and (-)-β pinene (green) (exposure time: 1
hour)，(d) CARS-ROA spectra of (-)-β pinene (deep
red) using our previous setup using a near infra-red
laser source (exposure time: 1 hour)，(e) caluculated
result of CARS-ROA spectrum.
図 2 に示すような幅広いスペクトル成分を持つスー
パーコンティニューム光（白色レーザー）を得るこ
とに成功した。
発生させた白色レーザー光と、白色発生前に取り
分けた可視光パルス（532 nm）とを用い、CARS 測

Fig.2. Supercontinuum (white-light laser) generation
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broadband supercontinuum generation.

ル CARS 光）である。この光強度は大変微弱である
ので、高感度検出を目的として、類似の分光法でよ
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I (θ ) ∝ sin (θ − α ) χ1111 + cos (θ − α ) χ 2111

2

したがって、 I (θ ) と I ( −θ ) との間の差スペクトル
は近似的に以下の様に書き表せる。

I (θ ) − I ( −θ ) ∝ 2θα χ1111 + 4θ Re  χ1111* χ 2111 
2
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り除くため、I (θ )
計算し、それを (θ

I ( −θ ) という形のスペクトルを
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でフィットすることにより、 α の値を見積もった。
その結果を以下の式に代入し、歪みを取り除いた
CARS-ROA スペクトルを得ることに成功した。
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次に、本研究で得られたスペクトルと、我々が近
赤外光で得た CARS-ROA スペクトル（既報）との比
較を行った。図 4 に結果を示す。信号強度は約 2 倍
程度増強していることがわかる。これは、可視レー
ザーを用いたことによる、前期共鳴ラマン増強的な
要因が考えられる。

結果・考察
本装置及び解析方法を用いて proof-of-principle 的
実験を行った結果を図 3(a-c)に示す。試料は分子液
体の β ピネン（赤：(+)、 緑(-)）であり、測定時間
は図 3(b)， (c)でそれぞれ 1 分及び 1 時間である。比
較のため、通常の CARS スペクトルを図 3(a)に、ま

以上のように、可視光レーザーを用いた
CARS-ROA スペクトル測定装置を開発した。露光時
間 1 分でも、良好な信号対雑音比（ S/N 比）で
CARS-ROA スペクトルを得ることが可能であるこ
とが示された。S/N 比が向上した本手法を用いるこ
とで、タンパク質・多糖類水溶液など様々な系に、
キラル・ラマン分光が適用できる可能性を切り拓い
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