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業業績績紹紹介介：：ククララウウンンエエーーテテルルのの超超音音速速ジジェェッットトレレーーザザーー分分光光      

ーーククララウウンンエエーーテテルルキキャャビビテティィーー内内のの水水和和ククララススタターー成成長長のの観観測測ーー

江幡孝之 （広大院理・公募班 A01 研究代表者）    

論 文 題 目 ： "Structure of hydrated clusters of 
dibenzo-18-crown-6-ether in a supersonic jet 
−Encapsulation of water molecules in the crown cavity−" 
著者：Ryoji Kusaka, Yoshiya Inokuchi, and Takayuki 
Ebata* 
雑誌巻号：Phys. Chem. Chem. Phys., 10. 6238 (2008) 
 
 我々の研究グループは、「超音速分子線レーザー分光

による包接化合物の分子取り込み機構の解明」という

タイトルで研究を進めている。包接化合物は超分子の

一種で分子内に空洞を持ち、ファンデルワールス力や

水素結合で他の分子の包接や自己会合できる分子であ

る。代表的なものとしては、シクロデキストリン、ク

ラウンエーテル、カリックスアレンがよく知られてい

る。包接化合物の特徴としては、 
(1) 分子間相互作用を起こすための水酸基やベンゼン

環を持っている。 
(2) ゲスト分子を包接しやすいように分子が柔らかい

（たわみやすい）構造をしている。 
が、挙げられる。 
この後者の特徴のため、包接化合物には多くのコンフ

ォメーションや異性体が存在し、室温条件下ではこれ

らが平均化された構造しか観測できないことや、特異

的な構造の発見が困難である。超音速ジェットは、気

体の断熱膨張により分子冷却を行う方法で、上記問題

を解決する有効な方法である。我々は、世界に先駆け

て、超音速ジェットレーザー分光をカリックスアレン

1やクラウンエーテル 2に用いてきた。クラウンエーテ

ルやカリックスアレンは分子量が大きいため、ジェッ

ト生成のための新規高温パルスノズルを制作した。 
 本論文は、クラウンエーテルの超音速ジェットレー

ザー分光の第２報目の論文で、Phys. Chem. Chem. Phys.
の第 10 巻 6238 頁に掲載された。行った研究は、ジベ

ンゾ−１８−クラウン−６−エーテル（DB18C6）とその

水和クラスター（DB18C6-(H2O)n）の電子スペクトル

および赤外スペクトルの観測と、量子化学計算をもと

にした構造決定である。実験は、孤立 DB18C6 気体お

よび DB18C6-(H2O)nを超音速分子線で生成し、レーザ

ーレーザー誘起蛍光法で電子スペクトルを観測した後、

UV-UV ホールバーニング（UVHB）分光法で分子種の   
選別、さらにそれぞれの分子種に、IR-UV 二重共鳴法

で OH 伸縮振動領域の赤外スペクトルの観測を行った。 

 
 電子スペクトル、UVHB の測定結果、ジェット中に

は boat 型、chair 型の２つの DB18C6 単量体コンフォ

マーが存在し、boat 型が主成分であることを量子化学

計算との比較から決定した。水和クラスターは boat 型
の DB18C6 の空洞内に成長する。最

初の水分子は、２つの水酸基がそれ

ぞれベンゼン環の隣の２つのエーテ

ル酸素の中心を向いた構造で水素結

合する。さらに赤外スペクトルと量

子化学計算の解析結果、大きなサイ

ズのクラスターは、この１個

目の水分子がついた構造が核

となって、水素結合ネットワ

ーク構造が延びるかたちで成

長していくことが明らかにな

った。この研究は、Phys. Chem. 
Chem. Phys. 第10巻41号の表

紙に掲載された。 

 

第２回分子科学討論会優秀講演賞受賞 

 この論文の第１著者の日下良二君は、この研究に関

して第２回分子科学討論会（福岡）で発表し、見事、

優秀講演賞を受賞しました。 
[引用文献] 
[1] T. Ebata, Y. Hodono, T. Ito and Y. Inokuchi, J. Chem. 
Phys., 126, 141101 (2007) 
[2] R. Kusaka, Y. Inokchi, and T. Ebata, Phys. Chem. Chem. 
Phys., 41, 6201 (200８) 
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業業績績紹紹介介：：植植物物青青色色光光受受容容体体 pphhoottoottrrooppiinn11 とと 22 のの LLOOVV11 ドドメメイインンのの立立体体構構造造

中迫雅由 （慶大理工・公募研究代表者）     
 
論文題目： "Structural basis of LOV1-dimerization of 
Arabidopsis phototropin 1 and 2" 
著者：Masayoshi Nakasako, Kazunori Zikihara, Daisuke 
Matsuoka, Hitomi Katsura and Satoru Tokutomi 
雑誌巻号：J. Mol. Biol. 381, 718-733 (2008) 
 
植物は、光合成活性の効率化を図るために、多様か

つ巧妙な光環境応答の仕組みをもっている。その典型

例として、個体受光面積を広げるための光屈性

（phototropism）が古くから知られており、ダーウイン

は、青色光が屈曲性に有効であることを報告していた。

1997 年に青色光受容体の実体としてフォトトロピン

（phototropin: phot）が発見された。phot は、光屈性の

他にも、気孔開口や葉緑体定位運動を光依存的に誘導

し、光合成活性の効率化を行っている 1)。 

phot 分子は約 1,000 個のアミノ酸残基からなり、フ

ラビンモノヌクレオチドを結合して光受容を担う

Light-Oxygen-Voltage sensing (LOV)ドメインを 2 つ

（LOV1、LOV2）とシグナル伝達に関わる蛋白質リン

酸化酵素（キナーゼ）ドメインをもち、青色光により

活性制御される酵素として働く。LOV2 がキナーゼ活

性の光制御分子スイッチとして働き、LOV1 が光感受

性制御にかかわることが示唆されている。多く高等植

物には、2種類の phot (phot1 と phot2) が存在し、phot1
が弱光から中強光の広い光強度範囲で、phot2 が中強

光から強光域の青色光センサーとして働く。 

現在、全長フォトトロピンを人工的かつ大量に作り

だすことが困難なため、部分構造の解析からその全容

に迫る戦略で構造生物学的研究が進行している。phot1、
phot2 の LOV1 ドメインの立体構造を明らかにするた

め、各 LOV1 を組み換え大腸菌で発現させて精製し、

結晶を得た。得られた結晶は、いずれも多結晶で、回

折強度測定に困難を極めた 2)。phot1 LOV1については、

大型放射光施設 SPring-8 の BL44B2 で、多結晶から切

り出した 0.02 mm の極細結晶にＸ線を照射して回折測

定を行った。phot2LOV1 結晶では、単結晶領域の切り

出しが不可能で、BL41XU の 0.03 mm 径Ｘ線ビームを

単結晶性領域にピンポイント照射して回折データを得

た。これらの工夫により、結晶学的非対称単位を占有

する各 LOV１ドメイン二量体の立体構造を 2.0～2.1Å

で決定した（図１）。 

Ｘ線小角散乱実験 3)から、いずれの LOV1 も水溶液

中で二量体を形成することが知られていた。今回の結

晶構造解析により、二量体化の構造基盤が会合界面を

形成する数個のアミノ酸残基と取り込まれた十数個の

水分子であることが明らかとなり、全長 phot が生体内

で二量体構造を有することが強く示唆された。さらに、

LOV1 の遺伝子操作から、各残基の寄与を検討した。 

 生体内では蛋白質間相互作用によって情報伝達がな

される。伝達機構に利用される蛋白質部分構造として

Per-Arnt-Sim(PAS)ドメイン構造があり、同種または異

種 PASドメインの解離・会合が、シグナル伝達や遺伝

子発現制御に利用されている。LOV1 ドメインが、PAS
ドメインに分類されることから、二量体構造を基に

PAS 会合体の構造的特徴を分類し、一般的な会合機構

についても言及することができた。 

今後、phot 全長の結晶構造解析による、光エネルギ

ー－生体内信号変換の分子機構の解明が待たれる。 

 

 
引用文献 
[1] J. M. Christie Annu. Rev. Plant. Biol. 58, 21-45 (2007). 
[2] M. Nakasako et al. Acta Cryst. F64, 617-621. (2008). 
[3] M. Nakasako, T. Iwata, D. Matsuoka and S. Tokutomi, 
 Biochemistry 43, 14881-14890 (2004). 

図 1.  Phot1LOV1 と phot2LOV1 二量体の結晶構造 
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Science 誌 Perspectives 欄に研究成果が紹介される

竹内佐年 （理研・A02 計画研究分担者） 
田原太平 （理研・A02 計画研究代表者） 
 
ニュースレター11 月号で報告した研究成果（Science 322, 1073 – 1077, 2008）が Science 誌の Perspectives 欄に紹介

されました。この Perspectives 欄は最近の注目すべき研究論文を取り上げて、その重要性と科学的意義について解

説するものです。 
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Nature Chemistry 誌が反応分子の実時間構造追跡を紹介

竹内佐年 （理研・A02 計画研究分担者） 
田原太平 （理研・A02 計画研究代表者） 
 
ニュースレター11 月号で報告したシス-スチルベン超高速光異性化における実時間構造追跡の研究成果（Science 
322, 1073 – 1077, 2008）が Nature Chemistry 誌（先行電子版）の Research Highlights 欄に紹介されました。 
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田原グループの研究成果が新聞紙に掲載される

田原グループ（A02 班、計画研究）の竹内佐年氏と田原太平氏らによる超高速反応分子の構造ダイナミクスの実

時間追跡に関する研究成果（Science 322, 1073 – 1077, 2008）が科学新聞に掲載されました。研究内容の詳細は 11
月号の業績紹介欄をご参照ください。 
 
 

科学新聞 2008 年 11 月 28 日号 
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石石橋橋孝孝章章氏氏のの WWiilllliiaamm  FF..  MMeeggggeerrss  AAwwaarrdd 受受賞賞おおよよびび  

受受賞賞記記念念シシンンポポジジウウムム  報報告告

山口祥一 （理化学研究所・A02 班）     
 
石橋孝章氏（A02 班、研究計画代表者）と前田俊樹

氏（石橋氏の指導する大学院生）が、Society of Applied 
Spectroscopy の William F. Meggers Award を受賞された。

本特定領域の仲間として、心からお祝いを申し上げた

い。この賞は、Applied Spectroscopy誌の掲載論文の内、

際立って優れた内容と認められる論文が 1 年に 1 報選

ばれ、その著者に送られるものである。対象となった

論文は、 
Toshiki Maeda and Taka-aki Ishibashi, “Ultraviolet 
Sum-Frequency Generation Spectrometer with a Wide 
Tunability of the Ultraviolet Probe,” Applied Spectroscopy, 
61, 459-464 (2007). 
である。紫外領域に吸収をもつ界面種の振動電子二重

共鳴 SFG 分光法のための分光装置の論文でり、紫外光

領域の広い波長範囲（235-390 nm）で紫外プローブを

波長可変化した初めてのマルチプレックス方式の振動

SFG 分光装置が詳しく紹介されている。この論文は、

プローブ光を可視領域から紫外領域まで拡張すること

で、振動電子二重共鳴 SFG 分光の応用対象を重要な生

体分子を多く含む芳香族分子系全般に一気に拡大する

ための基礎技術の開発という重要性を持っている。 
授賞式は米国ネバダ州で行われた FACSS 2008 (the 

35th annual Federation of Analytical Chemistry and 
Spectroscopy Societies)において、2008 年 9 月 30 日に

行われ、石橋孝章氏に記念の楯と賞金の小切手が贈ら

れた。翌 10 月 1 日午前中の全体会議において、

“Development of a Multiplex Spectrometer for 
Doubly-Resonant SFG Spectroscopy”と題して石橋氏に

よる受賞講演が行われ、電子励起プロファイルによる

表面種の識別や薄膜のキラリティの検出等の二重共鳴

SFG 分光の応用例が紹介された。 
Meggers Award では、FACSS 会議において、受賞者

の研究と関連するテーマで受賞記念シンポジウムを行

うことが恒例となっている。今年度の記念シンポジウ

ムは、10 月 1 日午後に山口の企画により、界面非線形

分光の新しい技術をテーマに行われた。（招待講演 5

件、一般講演 1 件）座長は、山口、岩田耕一氏（東京

大学 ）、Terry L. Gustafson 氏（オハイオ州立大学）に

よってつとめられた。シンポジウムは、振動 SFG 分

光の祖であるY. R. Shen教授による基調講演から始ま

り、新しい手法や装置などを使った研究が発表され、

活発な議論と意見交換が行われた。シンポジウムのプ

ログラムは以下のとおりであった。 
・Advances in Sum-Frequency Spectroscopy Technique; Y. 
Ron Shen (University of California at Berkeley) 
・Air-Aqueous Interfaces Studied using Vibrational Sum 
Frequency Spectroscopy; Heather Allen (The Ohio State 
University) 
・Sum Frequency Generation Imaging Microscopy of Self 
Assembled Monolayer Patterns; Steven Baldelli (University 
of Houston) 
・Precise Structural Analysis of Interfaces and Materials by 
Nonlinear Optical Stokes Ellipsometry; Garth Simpson 
(Purdue University) 
・Study of Interfacial Molecule using Novel Nonlinear 
Electronic Spectroscopy; Pratik Sen (Molecular 
spectroscopy Lab., RIKEN) 
・Label-Free Detection of Drug-Biological Membrane 
Interaction; Trang T. Nguyen (University of Utah) 

 

 
記念シンポジウムの講演者および座長（左より、

Gustafson、Simpson、Shen、Allen、Ishibashi、Baldelli、
Nguyen、Sen、Yamaguchi、Iwata の各氏） 
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大大西西ググルルーーププのの木木村村建建次次郎郎講講師師がが日日本本表表面面科科学学会会技技術術賞賞をを受受賞賞

大西洋 （神戸大院理・A02 班）     
 

A02 計画班の研究分担者である木村建次郎講師（神

戸大院理）が日本表面科学会技術賞を受賞した。受賞

業績は「走査型容量顕微鏡による MOSFET 動作時の

不純物分布計測」である。次世代半導体デバイスの動

作メカニズム解析において必要不可欠な情報であるキ

ャリア密度分布を、デバイス動作特性の測定と同時に、

ナノスケールで二次元可視化する技術の開発に成功し

たことが評価された。電気電子工学専攻を修了した木

村講師は走査プローブ顕微鏡をはじめとするナノ計測

評価技術のエキスパートであり、本年 4 月から本特定

領域研究に研究分担者として参画している。 
比較的単純な構造をもつ素構造（気相クラスター）

から出発して、特異な構造を有する凝縮相（界面）を

経て、分子量 104 を越える超分子化合物や生体物質に

いたる分子高次系の機能を理解することが本特定研究

の中心課題である。そこでは、これまで化学が占有し

てきたボトムアップ型のアプローチに加えて、半導体

工学分野で発達してきたトップダウン的な物性計測が

活躍する予感がある。予感を現実のものとするために

も、ボトムアップ構築した電子伝達系の電荷移動をト

ップダウン計測することはできるだろうか。ボトムア

ップとトップダウンが融合した新しい方法論を本特定

領域から世界に向けて提案したいものである。 
現代の高度情報化社会を支えるLSIの基本構成素子

である電界効果トランジスタ（MOSFET）は、その主

要な素子寸法：ゲート長やゲート絶縁膜厚を nm オー

ダで制御する必要がある。また、Fin-MOSFET など

の新構造素子の開発も急ピッチで進められており、素

子性能を直接支配するチャネルのキャリア密度分布変

化を、直接評価する手法の開発が求められている。こ

のような背景のもとで、木村講師は独自に開発を進め

て き た 走 査 型 容 量 原 子 間 力 顕 微 鏡 (Scanning 
Capacitance Force Microscopy: SCFM)[1,2]および走

査型容量顕微鏡(Scanning Capacitance Microscopy: 
SCM)を駆使して、動作中 MOSFET における二次元

キャリア密度分布計測を達成した。SCFM は AFM の

探針－試料間に角周波数ωの交流バイアス電圧を印加

し、探針－試料間に誘起される静電気力に含まれる角

周波数 3ωの振動成分（振幅が微分容量の大きさ：キ

ャリア密度、位相が微分容量の極性：キャリアの種類）

を検出して探針－半導体試料間の容量変調成分

（dC/dV）をする手法である。高周波容量センサーを

用いて電気的に容量変調成分（dC/dV）を検出する

SCM とは異なり、AFM の高い力検出感度を直接利用

することができる。 一方、LSI ウェハー内の特定の

MOSFET チャネル内キャリア分布を、その素子を動

作させながら評価するため、集束イオンビームアシス

ト蒸着法による立体配線加工技術を開発した。 
これらの技術を用いて、MOSFET の各電極にそれ

ぞれ独立にバイアスを印加して動作（静特性）状態に

おける二次元キャリア密度分布の計測を実施したとこ

ろ、図 1 に示すように、MOSFET 断面のチャネル領

域において、基板方向への二次元的な反転層形成の観

測に成功した。 
木村講師が開発した新しい容量顕微鏡法は、配線幅

50 nm未満の超微細電界効果トランジスタのキャリア

分布をトランジスタ動作中、すなわち in-situ に、計

測することを可能にする。極微細トランジスタ動作の

根元的理解に貢献する成果である。 
なお、本研究は木村講師が京都大学大学院工学研究

科在学中におこなったもので臼田宏治氏・小林圭氏・

山田啓文氏との共同受賞である。 
[1] K. Kobayashi et al, Appl. Phys. Lett. 81, 2629 
(2002). 
[2] K. Kimura et al. Appl. Surf. Sci. 210, 93 (2003). 
[3] K. Kimura et al. J. Vac. Sci. Technol. B 24, 1371 
(2006). 

 
図 1. 左上・右上・左下・右下の順にソース電極とド

レイン電極間を流れる電流増大に対応する顕微鏡像. 
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大大西西ググルルーーププのの野野本本知知理理博博士士がが日日本本分分光光学学会会若若手手講講演演賞賞をを受受賞賞

大西洋 （神戸大院理・A02 班）     
 

A02 班計画研究の分担者である野本知理博士（神戸

大自然科学）が日本分光学会から若手講演賞を授与さ

れた。国際シンポジウム「テラヘルツ分光，顕微分光，

生細胞分光の分子科学および分子イメージング分野に

おける最近の進歩」において発表した講演 Near-surface 
Low-frequency Vibrations of TiO2 (110) Observed by 
Fourth-order Coherent Raman Spectroscopy が評価された。 
可視-可視和周波分光・赤外-可視和周波分光・四次

のコヒーレントラマン分光は、紫外可視吸収・赤外吸

収・ラマン散乱を、偶数次の非線形光学過程と組み合

わせて界面選択性を付与した手法とみることができる。

田原太平班長が率いる A02 班は、これらの界面選択的

光学分光において世界でもっとも高いレベルの研究成

果をあげている。本特定領域研究が提供する異分野ク

ロストークを大いに活用して、界面科学研究に新しい

ベクトルを作り出したいものである。 
表彰された講演は、四次のコヒーレントラマン分光

で観測した半導体表面の振動モードの起源と帰属に関

するものである。四次のコヒーレントラマン分光はイ

ンパルシブ誘導ラマン散乱過程（ISRS）で振動コヒー

レンスを誘起し、ハイパーラマン散乱過程でプローブ

することを意図した分光手法である（図１）。これまで

に液体－気体もしくは液体－液体界面の色素分子や固

体表面の低波数振動モードの四次ラマンスペクトルが

報告されてきたが、振動励起メカニズムや振動モード

の帰属には不明の点が多く残されていた。 

e2

e1

g
v

ω1

ω1ω2ω1

ハイパーラマン過程

ラマン過程

Energy

遅延時間

3ω1−ω2

ビート信号をフーリエ変換

振動状態

電子状態

 

図 1 四次のコヒーレントラマン分光法のダイヤグラム. 

たとえば、半導体表面においては、ISRS 過程に加え

て、表面空乏層電場瞬間遮蔽機構（TDFS）も振動コヒ

ーレンス励起に寄与すると予想される。野本博士は、

光触媒や色素増感太陽電池電極の材料として利用され

ている二酸化チタン単結晶（図２）を用いて、２種類

の励起メカニズムが寄与する度合いを実験的に明らか

にした。 
四次ラマン分光で観測した振動モードが専ら ISRS

によって励起されるならば、入射光の偏光と結晶方位

によって規定されるラマン散乱選択則に従う強度分布

を示すはずである。二酸化チタン表面で観測した 7 つ

の振動モードに対して、ポンプ光の偏光方向と入射方

向を変化させたところ、ある一つの結晶方位・偏光方

向のみで観測されるモードと、ほとんどの結晶方位・

偏光方向で測定されるモードに分類できた。 
ここで、四次ラマン分光で観測した振動モードが、

結晶内部（バルク）の格子振動モードを表面に射影し

たモードであると仮定する。ポンプ過程のラマン散乱

選択則にもとづいて、観測した 7 つの表面振動モード

に対応するバルクの格子振動モードを帰属した。その

結果、観測された表面振動モードのうち 6 種はバルク

の赤外活性モードに由来することが明らかになった。 
さらに、4 種類の偏光・結晶方位全てに信号を与え

た振動モードのビート初期位相にはポンプ偏光依存性

が観測された。これらの結果は単一の励起メカニズム

では説明できない。二種類の励起メカニズム（ISRS と

TDFS）が振動モードごとに異なる度合いで寄与すると

考えなければならない。 
四次のコヒーレントラマン分光法においても、線形

ラマン分光と同様に、偏光や入射角を系統的に変化さ

せる計測が必要であり、それが可能であることを示し

た成果である。 

 

図 2 ルチル型二酸化チタンの単位格子. (110)面を黄色

であらわした.  
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中中迫迫ググルルーーププのの研研究究成成果果がが JJoouurrnnaall  ooff  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy  誌誌のの表表紙紙にに採採用用

さされれ、、新新聞聞にに掲掲載載さされれるる 
 
中迫グループ（A03 班、公募研究）の中迫雅由氏らによる植物の青色光受容体フォトトロピンの立体構造に関す

る研究成果が、Journal of Molecular Biology 誌の表紙に採用され、日刊工業新聞、化学工業日報、科学新聞およ

び SPring-8 ホームページに掲載されました。研究内容の詳細は、本号の業績紹介覧をご参照ください。 

 

日刊工業新聞 2008 年 8 月 25 日朝刊９面 

 

9



     特定領域研究「高次系分子科学」ニュースレター No. 15 
平成 20 年 12 月 

 
 

化学工業日報 2008 年 8 月 26 日朝刊９面 

 

 

科学新聞 2008 年 9 月 5 日朝刊１面 
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Journal of Molecular Biology 誌 2008 年 9 月 5 日号表紙 
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