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業業績績紹紹介介：：吸吸着着種種のの脱脱離離にに伴伴うう電電気気二二重重層層のの構構造造変変化化をを電電極極電電位位のの変変化化ととししてて観観測測

山方 啓 （北大触媒・A02公募班）  
 
論文題目："Dynamics of Double-Layer Restructuring on a 
Platinum Electrode covered by CO: Laser-Induced 
Potential Transient Measurement" 
著者：Akira Yamakata and Masatoshi Osawa 
雑誌巻号：The Journal of Physical Chemistry C 112, 
11427-11432 (2008) 
 
 電極界面での電子移動や反応は水分子のスタティッ

クな構造とダイナミクスに支配される。水分子は大き

な双極子モーメントを持つため、水和構造の揺らぎは

化学ポテンシャルを変化させる。界面における水分子

の挙動は、電場の強さや吸着分子との相互作用、水素

結合ネットワークに依存する。したがって、反応機構

の理解にはこれらの相互作用が電極過程にどのような

影響を与えるかを調べることが重要である。 
 電極界面水分子の構造はX線散乱や振動分光法を用
いて調べられてきた。水分子は負電位では水素原子を

下に向けて配列し、電位を上げると、表面電荷がゼロ

になる電位（potential of zero charge、pzc）を境に水素
原子を上に向けて配列する。すなわち、電気二重層の

電場を遮蔽する誘電体として機能する。したがって、

パルスレーザーを照射して界面水分子を加熱すると、

配向が乱されて電極電位が変化する。Climentらは、負
電位では電位が負方向にジャンプし、正電位では正方

向にジャンプすることを報告している[1,2]。 
 本研究では、レーザー照射に伴う界面水分子の構造

変化を電位変化から追跡し、清浄表面と分子が吸着し

た表面とで比較した。これは、電極反応が進行するな

かで、水分子がどのような振る舞いをするかを調べる

ための一つのモデルである。 
 COが吸着したPt電極に負電位（< 0.9 V vs Ag/AgCl）
で 532 nm（50 mJ cm-2, 6 ns, 10 Hz）のレーザーパルス
を照射すると、図 1のように表面温度が高い間（< 20 
μs）電位は負方向にジャンプし、その後、約 70 μsかけ
て正方向に電位がシフトすることを見いだした。はじ

めの負電位ジャンプは図 2（左と中央）のように水分
子の配向変化によるものであるが、この変化量は清浄

表面よりも 30倍以上大きいことが分かった。これは、
水-Ptよりも水-CO間の相互作用の方が弱いことを反映
している。 

 負電位ジャンプに続いて起こる正電位シフトは、図

2（中央と右）のように、COが熱脱離してできた空き
サイトに水分子が下向きに吸着したためである。この

正電位シフトには初期電位依存性があり、低電位ほど

大きく、最大になる時間も遅い。低電位（フェルミ準

位が高い）では、CO の吸着熱が大きくなるため、脱
離しにくくなるはずだが、水の吸着熱も大きくなるた

め、CO は水に押しのけられて脱離しやすくなったと
考えられる。COの脱離は表面温度が高い間（<< 20 μs）
に起こるため、電位変化に要する時間（~ 70 μs）は電
気二重層の構造最適化に要する時間を反映している。

この時間はレーザーパワーを変えて CO の脱離量を変
えても変わらないため、純粋に電極電位に依存するこ

とが分かった。電位が低くなると（pzc からの乖離が
おおきくなると）電場が強くなり、水和したカチオン

の数が増える。水分子は互いが水素結合で繋がってい

るため、強い電場とカチオンの水和水と結合した水分

子はより遠距離まで構造に影響を与える。したがって、

再構築にも長い時間がかかると考えられる。 
引用文献 
[1] V. Climent et al., J. Phys. Chem. B 106, 5258 (2002). 
[2] A. Yamakata et al., J. Phys. Chem. B 110, 6423 (2006). 
 

図 1 COが吸着した Pt電極に 532 nmのポンプ光
を照射した際の電極電位の変化の初期電位依存性。

図 2 界面水分子の構造変化による電位変化の機構。
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液液体体ヘヘリリウウムム温温度度ででのの単単一一タタンンパパクク質質のの可可視視蛍蛍光光分分光光にに成成功功  
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松下 道雄（東工大院理工・A03 計画班代表） 
藤芳 暁 （東工大院理工・A03 計画班分担） 
 
論文題目："Visible Fluorescence Spectroscopy of Single 
Proteins at Liquid-Helium Temperature" 
著者： Satoru Fujiyoshi, Masanori Fujiwara, and Michio 
Matsushita 
雑誌巻号：Physical Review Letters 100, 168101 (2008). 
 
 タンパク質は連続的に多数の準安定構造間を行き来しなが

ら、生理機能を発現している。準安定構造を分光学的に調べ

るには、タンパク質を凍結させて構造変化を抑制すればよい。

このような観点から、光合成細菌の色素タンパク複合体の近

赤外吸収に関する単一タンパク質分光が液体ヘリウム温度で

行われ、準安定構造の研究に成果を挙げてきた[1, 2]。しかし、

十年経った今日、可視域に吸収を持つタンパク質一分子の本

格的な分光は未だ行われていない。これは偏にタンパク質一

分子の可視蛍光検出が低温では困難であることに依る。そこ

で、我々は独自の反射型分光装置を開発し、世界で初めて液

体ヘリウム温度で単一タンパク質の可視蛍光分光に成功した。 

図 1. ヘリウム温度の反射型単一タンパク質分光装置．

 単一タンパク質の可視蛍光分光が低温で困難であるのは、

対物レンズの制限によって生じる色収差と光学バックグラウ

ンドの増大とによる。前者の色収差は、我々が最近開発した

低温用反射型対物レンズ[3]を用いた反射光学系を構成する

ことで解消し、波長領域 400 - 1000 nm に対応する装置を完成

させた。後者の光学バックグラウンドは二光子励起過程を用

いることで抑制した。 
 図１に開発した単一タンパク質分光装置を示す。この装置

では、励起光(920 nm)と蛍光(500 nm 中心)の両方が通る光路

に反射光学系を用いることで色収差を最小にした。対物レン

ズを液体ヘリウム中の試料の直近に配置することで、目的と

する単一のタンパク質からの蛍光を 10 時間以上に亘り見失

うことなく測定することができる。 
 図 2 に 1.5 K で測定した単一 Green-Fluorescent Protein (GFP)
の二光子蛍光スペクトルを示す(装置の分光感度は補正済み)。
図 2a と図 2b はそれぞれ異なる GFP からの蛍光である。両者

とも最も強いピークが 0-0 遷移に対応するが、スペクトル形

状が明らかに異なる。図 2b だけに見られる第二のピーク

(16500 cm-1 付近)は振電遷移である。また、単一 GFP の 0-0
遷移周波数を集団平均と比べると、図 2a では 300 cm-1程度し

かずれてないが図 2b では 2000 cm-1以上あり、このずれは不

均一幅の約２倍に相当する。数種類の Green-Fluorescent 
Protein(GFP)の研究から、GFP には複数の構造異性体が存在し、

それぞれの異性体の蛍光スペクトルの形状やピーク位置は大

きく異なることが報告されている[4]。この報告と、得られた

スペクトル形状とピーク位置から、図 2 の個々の GPF はそれ

ぞれ異なる構造異性体に帰属される。 
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図 2. ヘリウム温度の単一 GFP の蛍光スペクトル. 緑と赤

のスペクトルが単一 GFP の信号、黒の破線が集団平均の信

号である．2Ωは二光子励起のエネルギーを示す． 

[1] A.M. Oijen, et al. Science 285, 400 (1999). 
[2] H. Oikawa, et al. J. Am. Chem. Soc. 130, 4580 (2008). 
[3] S. Fujiyoshi, et al. Appl. Phys. Lett. 91, 051125 (2008). 
[4] T.M.H. Creemers, et al. Nat. Struct. Biol. 6, 557 (1999). 
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業業績績紹紹介介：：光光情情報報伝伝達達ををススタターートトささせせるる特特異異なな立立体体障障害害  

須藤雄気 （名大院理・公募研究代表者） 
神取秀樹 （名工大院工・公募研究代表者） 
 
論文題目："Steric Constraint in the Primary Photoproduct 
of Sensory Rhodopsin II Is a Prerequisite for Light-Signal 
Transfer to HtrII" 
著者：Motohiro Ito, Yuki Sudo, Yuji Furutani, Takashi 
Okitsu, Akimori Wada, Michio Homma, John L. Spudich, 
and Hideki Kandori 
雑誌巻号：Biochemistry 47, 6208-6215 (2008) 
 
生物は、有害な紫外線を避けるための蛋白質を保持

している。ある種の細菌は２種類の紫外線センサー蛋

白質、センサリーロドプシン I（SRI）とセンソリーロ

ドプシン II（SRII もしくは pR と呼ばれる）を持ち、

これらがそれぞれ２回膜貫通型蛋白質、HtrI(for 

SRI)・HtrII(for SRII)と膜中で複合体を形成している。

センサー蛋白質が受けた光情報は、HtrI もしくは

HtrII に伝達される。その後、下流のリン酸化カスケ

ードを通して、べん毛モーターの回転方向を制御する。

これにより紫外線を回避する「負の走光性」が実現す

る。 

これら反応が始まるきっかけは光センサー蛋白質

の「光励起」であるが、実際に蛋白質内部ではどのよ

うな構造変化が、そのきっかけとなっているのであろ

うか。私たちは以前から光センシングに必須のアミノ

酸[1]・構造変化[2]・相互作用[3]などを様々な角度か

ら検討してきた。これらの結果及び最近の解析から、

シグナル発生部位が、Thr204・Tyr174・発色団レチナ

ール付近に局在していることが明らかになりつつあっ

た[4,5]。本論文では、1)野生型・変異体 SRII-HtrII

複合体のシグナル伝達効率を in vivo で測定した。2) 

SRII の K 中間体に特異的に現れる C-D 伸縮振動[6]・

水素面外偏角振動（HOOP）の FTIR 信号をこれら変異体

において測定した。その結果両者には正の相関性があ

ることが見出された（図１）。この FTIR 信号は、Thr204

と発色団（レチナール）との立体障害に由来するもの

であることが最もストレートな解釈であり、このこと

は、光レセプターからべん毛モーターにおける数μm

に及ぶ情報伝達経路は、光励起に伴うレチナールと

Thr204 の立体障害という極めてローカルな現象から

スタートしていることを意味する。この成果は、化学

結合変化と、細菌の生物学的応答（走光性）を結びつ

けたものと評価され、Biochemistry 誌の注目論文（Hot 

Article）として取り上げられた。また、生命現象を分

子科学的な言葉で説明しようという試みは、本特定領

域研究の趣旨とも合致するものと考えている。 

 
引用文献 
[1] Y. Sudo, Y. Furutani, H. Kandori and J. L. Spudich, J. 
Biol. Chem. 281, 34239-34245 (2006). 
[2] Y. Sudo, Y. Furutani, K. Shimono, N. Kamo and H. 
Kandori, Biochemistry 42, 14166-14172 (2003). 
[3] Y. Sudo, M. Yamabi, S. Kato, C. Hasegawa, M. 
Iwamoto, K. Shimono and N. Kamo, J. Mol. Biol. 357, 
1274-1282 (2006). 
[4] Y. Sudo and J. L. Spudich, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
103, 16129-16134 (2006). 
[5] Y. Sudo, Y. Furutani, J. L. Spudich and H. Kandori, J. 
Biol. Chem. 282. 15550-15558 (2007). 
[6] Y. Sudo, Y. Furutani, A. Wada, M. Ito, N. Kamo and H. 
Kandori, J. Am. Chem. Soc. 127. 16036-16037 (2005). 

図 1. 本論文で明らかになったシグナ

ル発生機構（左）。光励起に伴い発色団

レチナール（黄色）が異性化し、Thr204

との間で立体障害を引き起こす。その

程度とシグナル伝達効率との間に正の

相関があることを見出し、シグナル伝

達をスタートさせる特異な構造変化を

同定した（右）。 

3



     特定領域研究「高次系分子科学」ニュースレター No. 11 
平成 20 年 8 月 

 
NNaattuurree  CChheemmiissttrryy 誌誌がが化化学学反反応応中中間間体体構構造造のの観観測測をを紹紹介介  

藤井朱鳥 （東北大院理・計画研究 A01 班）     
 
 先にニュースレター７月号で報告した求核置換反応中間体クラスターの赤外分光研究 (Angew. Chem. Int. Ed. 
2008, 47, 6008-6010) が、Nature Chemistry 誌（先行電子版を発行中）の research highlights に紹介されました。Web
には英語版に加えて日本語版もあり、自由にアクセス出来ます。 
http://www.nature.com/nchem/reshigh/2008/0708/full/nchem.39.html （英語版） 
http://natureasia.com/japan/nchem/updates/article.php?id=14 （日本語版） 
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須須藤藤氏氏、、神神取取氏氏ららのの論論文文がが BBiioocchheemmiissttrryy 誌誌のの HHoott  AArrttiiccllee にに選選ばばれれるる

水谷泰久 （阪大院理・総括班）     
 

Biochemistry 誌に掲載されました、須藤雄気氏（A03 班・公募班研究代表者）および神取秀樹氏（A03 班・公募

班研究代表者）らによるセンサリーロドプシンに関する論文が、5 月の Hot Article に選ばれました。Hot Article は、

誌に掲載された論文の中から、毎月 5~10 報が選ばれるもので、本研究成果の注目度の高さを示しています。研究

成果の詳細は、本号 2 ページをご覧ください。 
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第第３３回回ミミニニ公公開開シシンンポポジジウウムム  

「「ククララススタターー化化学学のの新新展展開開――凝凝縮縮相相ととのの接接点点」」報報告告

関谷 博 （九大院理・総括班）     
 
第３回ミニ公開シンポジウム「クラスター化学の新

展開―凝縮相との接点」が平成２０年７月１２日に神

戸大学瀧川記念会館において開催された。今回のミニ

公開シンポジウムは、A01 班の冨宅喜代一氏のグルー

プと関谷博氏のグループが共同で計画したものであ

る。本ミニシンポジウムには研究者と大学院生を合わ

せて 28 名が参加した。会議は 13:30 分から開始され

領域代表の藤井正明氏と A01 班長の関谷博氏により

ミニ公開シンポジウムの目的や今回のシンポジウム

の趣旨について説明がなされた。 
引き続き以下の 4 件の依頼講演が行われた。藤井幹

也氏は、Ar８クラスターの蒸発がクラスター構造の変

化を伴いながら進行することを理論計算から導出し、

放出される運動エネルギーの観測からクラスター温

度と比熱が得られることや解離反応の観測によって

固液相転移について考察できることを示した。太田薫

氏は、フォトンエコー法の原理について解説し、フォ

トンエコーによる実験から、プロトン性や非プロトン

性溶液中のエネルギー揺らぎの時定数の測定を行い、

凝縮系のダイナミクスについて得られた一連の結果

について講演した。これまで水素結合が存在する極性

溶媒中のエネルギー揺らぎについての報告はあるが、

水素結合をもたない極性溶媒中の振動ダイナミクス

について初めて得られた結果の詳細が紹介された。石

川春人氏は蛋白質のコンフォーメーションスイッチ

の観測について講演した。ミオグロビンのヘムに一酸

化炭素が結合すると A0、 A1 、A3のエネルギー的に

準安定な状態に対応する 3 種類の伸縮振動が観測さ

れる。石川らは A1－A3 の割合が１：１となる L29I
変異体を用い、二次元赤外分光法を適用することによ

り、A0－A3 間のスイッチ時間のタイムスケールを初

め て 50 ピ コ 秒 と 決 定 し た 。 寺 本 央 氏 は

N-acetyl-tryptophan methylamide (NATMA)を生体

分子のモデル系とし、異性化反応の振動モード選択性

がどのような機構によって引き起こされるかについ

ての理論的に研究について講演した。Zwier らのグル

ープは、孤立気相状態の NATMA の３つのコンフォ

ーマーの NH 基を赤外レーザーで励起したときの異

性化の量子収率について報告している。寺本氏は分子

動力学計算を用いて Zwier らのグループの結果を定

性的に再現することができた。引き続き行われた総合

討論では、神戸大の石川春樹氏がクラスターにおける

“揺らぎ”が分子構造や反応に及ぼす効果をどのよう

な方法を用いると計測できるかについて紹介すると

ともに最近製作したクラスター温度制御装置を用い

た実験結果について講演した。九大の迫田憲治氏は、

過去の研究例からどのような物理量を測定するとク

ラスターの“揺らぎ”について有用な情報が得られる

かについての展望および揺らぎがプロトン移動反応

に及ぼす効果に関する研究計画を示した。 
今回のテーマは、クラスター化学において殆ど報告

例が無い“揺らぎ”を中心に凝縮相との接点を探る挑

戦的なものであり、どのように議論が展開するかやや

不安ではあった。しかしながら、若々しい講演者の情

熱と、大幅に時間を超過する熱気溢れる質疑によって

充実したシンポジウムとなった。最後に会場のお世話

をしていただいた神戸大富宅研究室の皆様に御礼申

し上げます。 

講演１「クラスターの蒸発ダイナミクスと温度」

(東大院総合文化)藤井幹也 
講演２「赤外フォトンエコー法による溶液中の

構造揺らぎの計測」（神戸大分子フォ

ト）太田 薫 
講演３「二次元赤外分光法による蛋白質コンフ

ォーメーションスイッチの直接観測」

（大阪大院理）石川春人 
講演４「生体分子系における化学反応の選択性

と統計性の原理的理解」寺本 央  
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第第 44 回回ミミニニ公公開開シシンンポポジジウウムム  開開催催報報告告

水谷泰久 （阪大院理・総括班） 
 
第 4 回ミニ公開シンポジウム「プロトンポンプを考

える：タンパク質と水素結合ネットワークの協奏的ダ

イナミクス」が、平成 20 年 8 月 6 日（水）に、大阪

大学待兼山会館（豊中キャンパス）で開催された。 
本研究領域の一つのキーワードは「連動性」である。

タンパク質はまさしくこの「連動性」によって機能す

る分子といえる。特にプロトンポンプはその典型例で

ある。そこで、「タンパク質と水素結合ネットワークの

協奏的ダイナミクスが、プロトンポンプ機構の鍵であ

る」という認識に立ち、分子の連動性と機能を考える

ことを意図してシンポジウムを企画した。 
シンポジウムでは、最初に、シンポジウム企画者の

水谷が、趣旨について説明した。特に、タンパク質と

水素結合ネットワークの連動性、方向性をもったプロ

トン移動を生み出すステップ間の連動性という 2 つの

側面を強調した。 
続いて、最もよく研究されている二つのプロトンポ

ンプに関する講演が行われた。小倉尚志氏（兵庫県立

大）は、チトクロム酸化酵素について、ヘムの酸化還

元をトリガーとするプロトン移動、プロトン放出基、

H3O+イオンの取り込み、プロトン移動の逆流を防ぐ部

位という 4 つの観点から、X 線結晶構造解析を基に推

定されたプロトンポンプ機構を議論した。また、結晶

構造からだけではわからない、微小であるが機能に重

要な構造変化を、共鳴ラマン分光法、赤外分光法を用

いた研究から議論した。 
神取秀樹氏（名工大）は、バクテリオロドプシンの

プロトンポンプ機構について話題提供を行った。OH－

イオンポンプ説、プロトン放出基、プロトン輸送の向

きに関する普遍性についての話題が提供された。2 番

目の話題については、H5O2+イオンが細胞外へのプロ

トン放出基であることを示唆する赤外スペクトルが紹

介された。この点に関し、神取氏からは事前に、「2 つ

の解離型カルボン酸に挟まれながら、なぜ H5O2+イオ

ンが安定に存在しうるのか」という「宿題」を講演者、

企画者に出していただいていた。理論研究者を中心に

この問題について議論した。 
中迫雅由氏（慶應義塾大）は、タンパク質水和水の

水素結合ネットワークに関する話題提供を行った。ク

レフト部分の水素結合ネットワーク、糊の役割を果た

すタンパク質会合体間の水和水素結合ネットワークに

ついてイントロダクションを述べられた後、Protein 
Data Bank に登録されている結晶構造データを解析

し、水素結合ネットワークを系統的に解析した成果を

述べられた。また、既報のバクテリオロドプシンの X
線結晶構造解析の結果について、問題点を指摘された。

この問題点は結晶の性質（双晶）に由来するというこ

とで、その指摘は専門家ならではのものであった。 
八木清氏（東大）は、非調和性をもったポテンシャ

ルに関する分子振動計算について話題提供した。非調

和性はプロトン移動に対しても重要であり、ポテンシ

ャルの高精度計算の発展に期待がもたれる。その他、

チトクロム酸化酵素、バクテリオロドプシンに関する

量子化学計算のこれまでの研究に関するレビューがな

された。 
林重彦氏（京大）は、QM/MM 法によるバクテリオ

ロドプシンの分子シミュレーションの研究について述

べられた。レチナールの光異性化に伴って、近傍の水

素結合ネットワークが崩れるが、初期中間体では崩壊

前にネットワークにひずみが生じ、そこにプロトンポ

ンプのエネルギーが蓄積されるという、氏が以前に提

案した新しい見方を基に議論が行われた。 
総合討論の後、北川禎三先生（評価委員、豊田理研）

から講評をいただいた。生体分子科学研究の重要性を

改めて強調されるとともに、明らかにすべき問題を明

確にして、特定領域ならではの成果を出してほしいと

いう期待を述べられた。 
猛暑の中、シンポジウムには研究者、大学院生、合

わせて 29 名の方々が参加していただいた。企画者と

しては、「プロトンポンプを考える」という、限定した

内容のシンポジウムにどれくらいの参加者があるか不

安であったが、幸い領域内外から予想以上の参加者が

あり、かつ議論にも積極的に参加していただいた。改

めて、プロトンポンプが分子科学として重要かつおも

しろい研究対象であることを認識した次第である。 
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