
テラヘルツ波の特長

テラヘルツ（THz＝1012 Hz）波は

無線と光の間のエネルギーを持ち，結

晶のフォノンモード，分子の低波数の

振動モード，気体の回転モードなど分

子のさまざまな情報を含んでいます．

図１にテラヘルツ波帯における化学

物質の特徴的な吸収周波数を示しま

す（1）．中赤外吸収分光法ではテラヘ

ルツ分光法と比べて高い周波数の振動

モードを扱うため，分子の官能基への

帰属ができます．しかし，テラヘルツ

分光法では分子間の水素結合やファ

ンデアワールス相互作用＊１など分子間

の結合に関する低い周波数の振動モー

ドを決めることができます．多くのア

ミノ酸結晶では結晶中の水素結合に共

鳴するテラヘルツピークが現れます．テ

ラヘルツ分光の特長は水溶液中に溶解

している生体分子，有機分子結晶，

高次構造を持つタンパク分子，二重ら

せん構造をしているDNAなど，水素結

合や生体分子による分子ネットワーク

の情報を得られることです．

図２に水中における生体分子からな

る分子クラスタおよび分子ネットワー

クにおける水素結合の様子を示します．

テラヘルツスペクトルから，それぞれの

ピークに対応した連続的な周波数のイ

メージ，すなわち化学イメージを得る

ことができます．分子クラスタは医薬

分子や水和分子などを含み，さらに分

子ネットワークを形成します．この分

子ネットワークは薬の効果などと深く

関係することから，バイオ・メディカ

ル分野で重要です．しかし，分子クラ

スタのサイズはナノメートルオーダであ

り，クラスタに水分子を含む場合の測

定手法は限定されるため，分子ネット

ワークの詳細はいまだ明らかになって

いません．分子ネットワークの共鳴周

波数位はテラヘルツ帯にあることから，

テラヘルツ分光やイメージングの重要

なターゲットです．テラヘルツ分光は，

有機酸，アミノ酸，糖類，薬剤，ポ

リペプチド，DNA，タンパク質，がん

細胞など生体試料の分子内水素結合

を同定するうえで有用なツールです．

アミノ酸分子や医薬分子の結晶は多

くの場合，水素結合を含んでいるため，

テラヘルツスペクトルに数本のピークが

現れ，そのピークを用いて定量分析が

可能です． 病理学上の組織検査や郵

便物の爆薬検査などの応用が現在注目

を集めているように，テラヘルツ分光

は基礎研究だけでなくさまざまな実用
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テラヘルツ化学イメージングによる医薬分子の
可視化
テラヘルツ分光法は水素結合や水和結合，そのほか分子ネットワークに関
する化学結合などに関して，分子間の相互作用の検出や同定を可能にします．
最近の超短パルスレーザや光伝導アンテナなどのテラヘルツ部品の性能向上
によって，テラヘルツ時間領域分光法（THz-TDS）の感度が向上し，テラヘ
ルツ化学イメージング（TCI）が可能となってきました．本稿ではTHz-TDS
およびTCIの原理について説明し，アミノ酸を例に多成分の定量分析法につ
いて解説します．さらに，その応用例として医薬品の結晶多形の可視化技術
について紹介します．
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水素結合振動モード 
歪みモード 

低周波数分子振動モード 

結晶のフォノン振動モード 

回転モード（気体分子） 

図１　化学物質の特徴的な吸収周波数 
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＊1 ファンデアワールス相互作用：電気的に中
性の原子，分子間で働く凝集力のこと．
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的な応用を期待されています．

テラヘルツ化学イメージング（TCI:

Terahertz Chemical Imaging）で

は一般的なX線イメージングとは異な

り，分子ネットワークのスペクトルか

ら分子認識を行います．TCIでは分子

の分布だけではなく分子のネットワー

クを明らかにする能力を持つため，新

しい医療診断や医薬品評価の方法を

提供できると考えられます．テラヘル

ツ波は医薬品錠剤を透過し，錠剤の

コーティングの均一さの検査や結晶多

形の識別などを可能にします．分子結

晶の多形では，結晶内に異なる水素結

合のタイプを持つため，結晶構造に違

いがあり，それが溶解性，融点，医薬

分子のバイオアベイラビリティ（生物

学的利用能）などの違いを示します．

バイオアベイラビリティは医薬分子の

物理化学的性質ではなく，体内にどれ

だけ吸収され有効になるかという，投

薬量を決める重要な指標です．

テラヘルツ時間領域分光法の原理

とシステム

テラヘルツ時間領域分光法（THz-

TDS: Terahertz-Time Domain Spec-

troscopy）はもっとも広く使われてい

る分光法です．近年のテラヘルツ技術

の進歩によってTHz-TDSの分光器は

市販化され，新しい分析化学法として

認められつつあります．THz-TDSはコ

ヒーレントの発生・検出のシステムで

テラヘルツ波パルスの繰り返し周波数

は80 MHz程度です．典型的なTHz-

TDSのシステム構成を図３に示しま

す（2）．10～100フェムト秒の超短パル

スレーザは２つに分岐され，それぞれ

テラヘルツ波発生器と検出器に照射さ

れます．もっとも代表的なテラヘルツ

波発生器と検出器は光伝導アンテナで

す．コヒーレントなサブピコ秒テラヘル

ツパルス波は試料に照射され，試料を

透過する際にテラヘルツパルス波の電

場強度の変化が起きます．周波数領域

で光の強度を測定する代わりに，時間

領域でこの電場強度を測定します．時

間領域でのテラヘルツパルス波の測定

は遅延ラインを用いた測定が一般的で

す．繰り返しのテラヘルツパルス波を

測定し，フーリエ変換＊２によって強度

と位相に変換します．THz-TDSは検

出器を含め構成部品はすべて常温で動

図２　分子ネットワークのテラヘルツスペクトル 
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＊2 フーリエ変換：実空間にて記述された関数を
対応する波数空間の関数に変換，またはそ
の逆を行う変換で，時間的に変化する量の
スペクトルを得るためによく用いられます．



作すること，これまでの周波数領域測

定の遠赤外分光法と比較して感度が

高いのが特長です．

図４に透過型THz-TDSと３次元可

動ステージを使ったTCIシステムの例

を示します（3）．ステージを走査しなが

らテラヘルツパルス波の波形を測定・

記録し，フーリエ変換を用いて周波数

ごとのイメージへ変換します．錠剤な

どの試料は真空チャンバ内に固定され，

大気中の水の吸収を減衰させることが

できます.

THz-TDSによる定量化学分析

THz-TDSで得られる吸収の度合い

（吸光度）と試料濃度や試料の光路長

の関係について，実測スペクトルを用

いた定量的議論はこれまでなされてい

ませんでした．汎用分析・センシング

法としてのTHz-TDSの有用性を示す

ためには，テラヘルツ吸収ピークにつ

いての定性的な議論と並行して，吸光

度と試料濃度や試料の光路長の関係，

ノイズレベルと検出限界の関係など，

定量的な議論を行うことが必要です．

図５（a）にL-グルタミン酸という必須

アミノ酸の結晶を含む錠剤を３種類の

異なる濃度で測定した吸収スペクトル

を示します（4）．アミノ酸結晶は，アミ

ノ酸分子どうしやアミノ酸と水和した

水分子との間に分子間水素結合を介

して安定な結晶構造をとります．１本

のスペクトルには数本の分子間水素結

合が反映されていると考えられます．

主な２つのピークについて検量線を図

５（b）に示します．この図からピーク強

度（バックグラウンド吸収を含む）と

アミノ酸濃度が比例関係にあり，定量

分析が可能であることが分かります．

さまざまな異なるアミノ酸について，

0.5～3.0 THzの領域のモル吸収係数

を算出し，これらを標準スペクトルと

して用いて，数種類のアミノ酸を混合

した錠剤試料の定量化学分析を行い

ました．図５（c）の上段に数種類のア

ミノ酸を成分に含む市販のサプリメン

トの錠剤のスペクトルを示します（5）．

L-グルタミン酸やL-ロイシンなど５種
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類のアミノ酸が検出され，標準スペ

クトルのデータベースによる自動解析

によって，それぞれの濃度を定量する

ことができました．図５（c）の下段には

錠剤を薬包紙に包んだときのスペクト

ルおよび解析結果を示します．テラヘ

ルツ波は物質の透過性が高いため，薬

包紙に包んでもピークの位置や強度に

はほとんど影響がなく，標準スペクト

ルによる定量分析は可能でした．今後

のデータベースの質の向上やフィッティ

ング手法の改良により，さらなる定量

精度の向上が期待できます．

TCIによる医薬分子の可視化

TCI技術はテラヘルツ吸収スペクト

ルによって，分子ネットワークに基づ

いた分子の種類ごとの２次元あるいは

３次元分布と，その分子の濃度を知る

ことができます．図６にはその医薬分

子への応用として，ヒスタミン受容体

拮抗薬（H2ブロッカー）で胃薬の成

分であるファモチジンの２つの結晶多

形の識別の例を示します．結晶多形は

同じ分子で構成されながら分子のつな

がり方が異なるもので，化学的性質の

違いから薬の効き目が大きく異なるこ

とが報告されています．図６（a）には

ファモチジンのA型とB型の結晶多形

を含む錠剤（ポリエチレンバインダ）

の吸収スペクトルおよびTCIシステム

による連続した周波数の透過イメージ

を示します（6）．テラヘルツスペクトル

ではA型とB型は異なるところに吸収

ピークを持つことから識別が容易なこ

とが分かります．

図６（b）にはA型およびB型に特徴的

なピークを使ったファモチジンのテスト

錠剤および市販錠剤薬の吸収イメージ

を示します（7）．錠剤のサイズはそれぞ

れ直径10 mmおよび7.6 mmです．A

型とB型はそれぞれ1.6 THzと1.2 THz

付近にピークを持ちます．テスト錠剤

では左側にA型の破片，右側にB型の

破片を入れたところ明瞭に識別できま

した．さらに，市販錠剤薬のイメージ

では，A型はほとんど含まれず，有効

成分であるB型が広く分布しています．

医薬分子の結晶多形を錠剤内で可視

化したのは初めてです．錠剤の成型に

は数種の方法があり，本手法がすべて
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図５　アミノ酸を成分に含むサプリメントの錠剤のスペクトル測定例 
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の錠剤に適用できるとは限りませんが，

医薬品の安全性がより一層求められる

中で，新たな検査手法が開拓されるこ

との意味は大きいと思われます．

今後の展開

テラヘルツ分光法を使った定量化学

分析法や化学イメージング法について，

医薬分子やサプリメントを例に紹介し

ました．テラヘルツ波の技術に関係す

る研究者は増加していますが，テラヘ

ルツ波の化学分析応用に関してはまだ

始まって間もないのが現状です．水素

結合や分子ネットワークの検出に有効

な１～３ THzの測定が難しいこと，

テラヘルツスペクトルの理論解析の手

法が確立されていないこと，THz-TDS

のスペクトル解析の複雑さ，装置価格

などの要因があると考えられます．し

かし，テラヘルツ波によってこれまで見

えなかったものを見えるようにすること

が，バイオ，薬学，ライフサイエンス

分野において強力なツールになること

への期待は大きく，私たちは今後さら

にこの分野の技術革新を進めていきた

いと思います．
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味戸 克裕

テラヘルツ分光はこれまでの化学分析で
調べることの難しかった分子間の相互作用
の情報が得られます．薬をはじめ，溶解す
るという現象は分子どうしの間に水分子が
入ることであり，「物質の溶けやすさ」の解
明につながります．
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図６　ファモチジンを成分に含む市販錠剤（胃薬）のイメージ測定例 
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