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 はじめに  

     

 京都大学化学研究所スーパーコンピュータシステムは、1992 年 1 月より運用

を開始した京都大学の研究設備で、複数のスーパーコンピュータが高速ネット

ワークで結ばれたネットワークスーパーコンピューティングシステムを提供し

ています。2012 年 1 月に導入された現在のシステムは、化学計算サーバとゲノ

ムネット計算サーバとして SGI UV1000（総 CPUコア数 3072）を、ゲノムネット

ウェブサーバとゲノムネット開発サーバとして Sun Fire X4800（総 CPU コア数

768）を採用しています。化学研究所スーパーコンピュータシステムは、分子シ

ミュレーションをはじめとする計算化学関連の応用ソフトウェア、ゲノム解析

やバイオインフォマティクス研究で必要となる分子生物学関連のデータベース

とソフトウェアが整備されており、新しい研究環境を必要とする京都大学内の

研究者に広く開放されています。また、分子生物学関連のデータベースとソフ

トウェアはゲノムネットデータベースサービス（http://www.genome.jp/）とし

て、広く国内外の研究者に提供しています。 

 この報告書は、平成 25年度の 355名の登録利用者の中から電子メールだけの

利用者や、特に報告する内容のなかった利用者を除き、61 件の研究成果報告     

をまとめたものです。また、システム稼働状況、化学研究所 WWW サーバ利用状

況、ゲノムネットデータベースサービス利用状況についても報告しています。 

 今後とも、スーパーコンピュータシステムをより良いものにしていくために、

皆さまのご意見やご要望をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

2014年 3月 

 

                            

         京都大学化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 

 http://www.bic.kyoto-u.ac.jp/ 
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新規な低配位典型元素化合物の合成とその性質 
Synthesis of Novel Low-coordinated Compounds of Main Group Elements 

 
京都大学化学研究所	 物質創製化学研究系有機元素化学研究領域・笹森貴裕 

 

背景と目的 

	 二つの遷移金属ｄ電子ユニットを有機π電子共役系で架橋したｄ̶π電子系化合物は、混合原子価モ

デルとして基礎化学的な観点からのみだけでなく、有機電子材料化学の観点からも興味が持たれてい

る。ｄ電子ユニットとしては、フェロセンをはじめとする様々な遷移金属元素について研究が行われ

ている一方、有機π電子系架橋ユニットとしては、エチレンなど第二周期元素π電子系の研究に限ら

れている。これは、高周期元素π結合が非常に反応活性で取り扱い困難であるためである。我々は、

かさ高いフェロセニルユニットを設計・合成し、反応活性な P=P,Sb=Sb, Bi=Biユニットを立体保護す

ることで、新規なｄ－π電子系である 1,2-ビス（フェロセニル）ジニクテン 1-3の合成に成功した。 

検討内容 

 1,2-ビス（フェロセニル）ジニクテン 1-3の構造最適化[B3PW91/6-31G(d) (C, H), 6-31+G(2d) (P), DZVP 

(Fe)]をいくつか行い、安定な配座について検討した。また、最も安定な配座であった Ci対称の構造を

用 い て 構 造 最 適 化 お よ び TD 計 算 [TD-B3PW91/6-31G(d) (C, H), TZ(ECP) (P,Sb,Bi), 
Lanl2DZ(ECP) (Fe)]を行い、電子スペクトルの帰属を行った。計算には Gaussian 09を用いた。 

結果と考察 

	 1,2-ビス（フェロセニル）ジホスフェン 1-3 について、X 線結晶構造解析結果と Ci 対称にて最適化

された構造パラメータを比較した。その結果、X 線構造で見られた構造と類似した構造が得られたこ

とから、この計算は物性計算にも適したモデルであると考えた。また、TDDFT 計算の結果から、1-3

の紫外可視吸収スペクトル（ヘキサン）により観測された特徴的な吸収（λmax = 547 nm for 1, 606 nm for 

2, 603 nm for 3）は、主に Feのｄ電子に由来する軌道から E=Eユニットのπ*軌道への MLCT遷移であ

ることが分かった。 

Fe

E
E

Fe

But

But
But

But

But

ButBut

But

1: E = P
2: E = Sb
3: E = Bi

observed and optimized structures

E=E /Å
C–E /Å

C–E–E/º

E = P (1) 
observed

2.0286(6)
1.8080(17)
1.8454(17)
111.23(5)
93.22(5)

E = P (1)
calculated

2.063
1.841
 
101.29

E = Sb (2) 
observed

2.6700(7)
2.158(5)
 
98.28(13)

E = Sb (2)
calculated

2.666
2.173
 
97.74

E = Bi (3) 
observed

2.8307(3)
2.2688(3)
 
96.17(9)

E =Bi (3)
calculated

2.774
2.251

96.67

 
 

参考論文： 

M. Sakagami, T. Sasamori, H. Sakai, Y. Furukawa, N. Tokitoh, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2013, 86, 1132. 
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典型元素を含む新規結合様式の創出 

Synthesis of Compounds Having Novel Bonds of Main Group Elements 

京都大学化学研究所 物質創製化学研究系有機元素化学研究領域 水畑 吉行 

 

背景と目的	 

	 我々は、Tbtや Bbt基による速度論的安定化の手法を用いて、種々の含ケイ素および含ゲルマニウム

芳香族化合物を安定な化合物として合成・単離することに成功し、これらが母体炭化水素の系と同様

に芳香族性を示すことを実験・理論の両面から明らかにしてきた 1)。また、さらに高周期の元素である

スズを含む 2-スタンナナフタレンの合成・単離にも成功しており、スズの系においても芳香族性が発

現することを明らかにした 2)。しかし、これまでに合成・単離された中性の含スズ芳香族化合物はこの

一例のみであり、スズの系についてより理解を深めるためには、 も単純な芳香族化合物であるベン

ゼンのスズ類縁体であるスタンナベンゼンの合成・単離が必要不可欠であると考えら

れる。しかしスズ原子上に Tbt や Bbt 基を有するスタンナベンゼンの合成を検討した

ところ、室温では容易に自己二量化してしまいその観測をすることができなかった 3)。

そこでスズ上の保護基に加え、隣接炭素上にも置換基

(t-butyl基)を導入した結果、スタンナベンゼンの安定性は

向上し、単量体(1)−二量体の平衡混合物として合成するこ

とに成功した。 

 

検討内容	 

	 得られたスタンナベンゼン 1 は二量体との平衡混合物であるため、そのＸ線結晶構造解析による詳

細な構造パラメーターの決定には至っていない。そこでまず実際の分子およびスズ上の置換基を簡略

化した各種モデル分子に対し、構造 適化を行った。 適化された構造に対し、NMR計算を行い実測

値との比較を行うことでその構造の妥当性を評価した。 

 

結果	 

	 以下用いた基底関数を 

A: LANL2DZ for Sn, 6-31G(d) for C, H(, Si)  

B: TZV for Sn, 6-311+G(2d,p) for C, H(, Si) 

C: (7433111/743111/7411/2 + 1s1p1d1f)4) for Sn, 6-311++G(3df,3pd) for C, H 

とする。実際の分子および各種モデル分子に対する構造 適化の結果を Table 1に、119Sn, 1Hおよび 13C 

NMRの GIAO計算値および実測値を Table 2および 3にまとめた。環内原子の番号は上記の図に示し

た。 

Sn
C6

C5
C4

C3

C2

R

t-Bu

H3

H4

H5

H6

SiMe3

SiMe3
X

Me3Si
SiMe3

Me3Si
SiMe3

Tbt: X = H
Bbt: X = SiMe3

1: R = Bbt Dmp

Sn

stannabenzene
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Table 1.  Selected bond lengths (Å) for stannabenzenes. 

R Methods Sn–C2 C2–C3 C3–C4 C4–C5 C5–C6 C6–Sn 

H B3LYP/A 2.039 1.401 1.406 1.405 1.394 2.017 

Dmp B3LYP/A 2.054 1.397 1.411 1.401 1.397 2.015 

Bbt B3LYP/A 2.057 1.403 1.404 1.404 1.392 2.030 

Bbt MPW1PW91/A 2.052 1.398 1.400 1.400 1.388 2.029 

Bbt M06X/A 2.030 1.396 1.403 1.402 1.392 2.014 

CH3 B3LYP/C 2.076 1.393 1.402 1.400 1.386 2.055 

 

Table 2.  Calculated and observed chemical shifts (ppm) in 119Sn and 1H NMR. 

R GIAO Optimization Sn H3 H4 H5 H6 

H B3LYP/B B3LYP/A 87.05 8.31 6.64 8.29 8.47 

H B3PW91/B B3LYP/A 99.74 8.50 6.83 8.46 8.59 

Dmp B3LYP/B B3LYP/A 234.60 8.06 6.43 8.23 8.01 

Bbt B3LYP/B B3LYP/A 197.55 8.20 6.48 8.24 7.74 

Bbt B3PW91/B B3LYP/A 189.51 8.41 6.67 8.39 7.91 

Bbt B3LYP/B MPW1PW91/A 209.52 8.13 6.37 8.20 7.66 

Bbt MPW1PW91/B MPW1PW91/A 203.33 8.37 6.58 8.38 7.87 

Bbt B3LYP/B M062X/A 226.30 8.05 6.40 8.14 7.67 

Bbt M062X/B M062X/A 218.90 8.26 6.61 8.36 7.88 

CH3 B3LYP/C B3LYP/C 321.20 8.41 6.69 8.47 8.67 

Bbt Observed 271 8.28 6.71 8.37 8.81 

Tbt Observed 275 8.20 n.d. 8.30 8.81 

 

Table 3.  Calculated and observed chemical shifts (ppm) in 13C NMR. 

R GIAO Optimization C2 C3 C4 C5 C6 

H B3LYP/B B3LYP/A 190.10 142.50 112.97 143.27 147.20 

H B3PW91/B B3LYP/A 189.72 145.55 116.01 146.32 148.72 

Dmp B3LYP/B B3LYP/A 181.52 138.18 108.18 142.93 137.57 

Bbt B3LYP/B B3LYP/A 179.91 142.60 111.02 143.55 147.87 

Bbt B3PW91/B B3LYP/A 181.00 145.80 114.42 146.74 149.49 

Bbt B3LYP/B MPW1PW91/A 178.27 141.33 109.64 142.55 147.32 

Bbt MPW1PW91/B MPW1PW91/A 178.83 145.01 113.00 146.28 148.58 

Bbt B3LYP/B M062X/A 175.24 141.47 109.47 142.26 145.29 

Bbt M062X/B M062X/A 179.83 146.06 114.06 146.86 149.88 

CH3 B3LYP/C B3LYP/C 196.64 148.75 117.19 150.57 155.62 

Bbt Observed 179.85 138.59 112.39 141.35 149.31 
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考察	 

	 Table 1のいずれの計算結果においても、スタンナベンゼン環は平面構造として 適化された。四つ

の環内 C–C結合長は、ほぼ同様の値を示し、その範囲は 1.386-1.411 Åと結合交替の小さい構造を有し

ていることがわかった。二つの環内 Sn–C結合長はその手法により、若干のばらつきが見られるものの、

Sn–C2 間結合が Sn–C6 結合に比べやや伸長している傾向は一致している。一方でこれらの値は一般的

な Sn–C単結合長(2.14 Å)と既知の Sn=C二重結合長(2.003-2.016 Å)の間であることから、先の C–C結合

長の議論と合わせ、環全体に電子の非局在化した構造を有していることが示唆される。 

	 119Sn NMR では極めて広い領域にシグナルが観測される(およそ±2000 ppm)。それを鑑みると 119Sn 

NMR計算の結果(Table 2)は、R = Hの系を除きよく実測値を再現していると言える。R = Hの系はその

電子的効果が実際に用いている炭素置換基と大きく異なるため、実測値とのずれが大きい。 

	 1H (Table 2)および 13C (Table 3) NMR計算の結果も、概して実測値を再現していると言える。しかし、

Sn原子の隣接炭素上のプロトン(H6)の値は実測値に比べ1 ppm程の大きなずれが見られる(Table 2中グ

レー網かけ部。R = Hの場合、数字上は実測値に近いがこれは Sn–Hの置換基効果による低磁場シフト

と考えられる)。そこで基底関数として Cを用いてメチル置換体の構造 適化および NMR計算を行っ

たところ、119Snおよび 1H NMRの実測値をよく再現することができた。13C NMR計算の結果において

は低磁場側へのずれがやや大きくなっており、さらなる検証が必要であるが、現在のところ本モデル

が もよく 1の構造・電子状態を記述しているものと考えている。Sn–C結合長(Table 1)は、基底関数

Cでの結果が Aによるものに比べやや伸長している。 

	 以上の結果より、GIAO計算結果と NMR実測値が良い一致を示したことは、構造 適化によって得

られた構造が 1 の溶液中での構造を良く再現していることを示唆する。環の平面性および電子の非局

在化は芳香族化合物の性質として特徴づけられるものであり、スタンナベンゼンにおける芳香族性の

発現を支持する結果であると言える。 

 

参考論文	 

1) Tokitoh, N., Acc. Chem. Res. 2004, 37, 86-94. 

2) (a) Mizuhata, Y.; Sasamori, T.; Takeda, N.; Tokitoh, N., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1050-1051.  (b) 

Mizuhata, Y.; Sasamori, T.; Nagahora, N.; Watanabe, Y.; Furukawa, Y.; Tokitoh, N., Dalton Tran. 2008, 

4409-4418. 

3) Mizuhata, Y.; Noda, N.; Tokitoh, N., Organometallics 2010, 29, 4781-4784. 

4) (a) Koga, T.; Yamamoto, S.; Shimazaki, T.; Tatewaki, H., Theor. Chem. Acc. 2002, 108, 41-45.  (b) Sekiya, 

M.; Noro, T.; Osanai, Y.; Koga, T., Theor. Chem. Acc. 2001, 106, 297-300. 
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特異な光・電子物性を有する新規ヘテロπ共役系典型元素化合物の創製 
Development of novel hetero-π-conjugated molecules with unique optoelectronic properties 
京都大学化学研究所	 物質創製化学研究系	 有機元素化学研究領域・吾郷友宏 

 
背景 
	 ボロールは、ホウ素上の 2p軌道とブタジエン部位のπ*軌道との共役による LUMOの低下
に起因して特異な性質を示すことから興味が持たれ、近年盛んに研究されている 1。一方、ボ

ロールの高周期元素類縁体であるアルモールは、ルイス塩基錯体としての合成例が知られて

いるのみであり 2、アルモール本来の構造、性質、反応性は明らかにされていない。我々は、

アルミニウム上にかさ高い 2,4,6-(t-Bu)3C6H2 基（以下、Mes*基と略す）を導入することで、
ルイス塩基配位の無い安定なアルモール 1の合成に初めて成功した（Scheme 1）。アルモール
1のアルミニウム部位は THF中でも三配位構造を保っており、Mes*基によってルイス塩基の
配位が抑制されていることが分かった。また、X線結晶構造解析から 1の AlC4環のブタジエ

ン部位には C-C結合交替が存在していることが示された。アルモール 1 と種々の還元剤との
反応を検討したところ、THF中で金属リチウムを作用させた際に 1 の二電子還元が進行し、
アルモールジアニオンをリチウム塩 2 として単離することに成功した。結晶中でジアニオン
2 はリチウムイオンが結合した接触イオン対として存在し、AlC4環は平面構造をとり C-C 結
合交替が減少していた。 

 

Et

Et Et
Li

Et
Li

Al Mes*

EtEt

Et
Et

Al Mes*
EtEt

Et
Et

(thf)Li

(thf)Li

Mes*AlCl2
toluene

1 (48%) 2 (41%)

Li

THF

 
Scheme 1. Syntheses of alumole 1 and its dianion 2. 

 
検討内容 
	 アルモールジアニオンの構造を明らかにするために、母体アルモールのジアニオン 3 及び
リチウム塩 4の構造 適化を DFT-B3PW91/6-311G(2df)レベルで行った。リチウム塩 2の NMR
化学シフト計算は、GIAO 法を用いて B3PW91/6-311+G(2df)レベルで行った。全ての計算は
Gaussian 09を用いて行った。 
 
結果 
	 母体アルモールのジアニオン 3 の 安定構造では、アルミニウム周りのピラミッド化と五

員環の非平面化が見られ、ホスホールなどの等電子的な高周期ヘテロール類の構造に類似し

ていた。平面型のジアニオン 3 は安定構造としては得られず、非平面構造のアルミニウム部
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位のピラミッド反転の遷移状態に対応していることが分かった（Figure 1）。一方、リチウム
塩 4の安定構造では AlC4五員環が平面構造をとるとともに C-C結合交替が減少しており、実
際のリチウム塩 2 の結晶構造を再現していた。これらの結果は、リチウムイオンとアルモー
ルジアニオンとの相互作用によって、アルモールジアニオンの AlC4五員環部の平面構造が安

定化されることを示唆している。 

4 (planar)
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1.9461.435

1.429

Li

Li
Al H

Al

Li

Li

Li–Al 2.529
Li–Cα 2.235
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3 (pyramidal)
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Σ(∠Al): 332ºΣ(∠Al): 360º

1.9821.378

1.447

1.9501.389

1.435

Al
H

2–
Al H2–

3 (planar)
Transition state

AlAl

 

Figure 1. Optimized structures and the selected bond lengths (Å) of free dianion 3 and lithium salt 4. 
 

	 次に、リチウム塩 2 の結晶構造を用いて GIAO 法により NMR 化学シフト計算を行ったと
ころ、重ベンゼン中の実測値と良い一致が見られたことから(Table 1)、溶液中でも 2の接触イ
オン対構造が保たれていると考えられる。また、2の AlC4五員環中央の NICS値は–15.0と大
きく高磁場シフトしており、Li2AlC4クラスターの内部に大きな磁気遮蔽効果が存在すること

が示唆される。 
 

Table 1. Observed and calculated NMR chemical shifts of lithium salt 2.a 

 δ(Cα) δ(Cβ) δ(Li) δ(Al) 

Observed valuesb 102.6 112.5 –6.0 198 
Calculated valuesc 112 116 –5.5 177 

a Chemical shifts are reported in ppm. b In C6D6. c The calculated 13C, 7Li, and 27Al NMR chemical 
shifts are referenced against those of SiMe4 (0 ppm), Li(OH2)4 (0 ppm), and Al2Me6 (153 ppm), 
respectively. 
 
発表論文 
Agou, T.; Wasano, T.; Jin, P.; Nagase, S.; Tokitoh, N. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10031. 
 
参考文献 
1) Braunschweig, H.; Kupfer, T. Chem. Commun. 2011, 47, 10903. 
2) a) Hoberg, H.; Krause-Göing, R. J. Organomet. Chem. 1977, 127, C29. b) Krüger, C.; Sekutowski, 
J. C.; Hoberg, H.; Krause-Göing, R. J. Organomet. Chem. 1977, 141, 141. 
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特異な構造をもつ有機分子の電子的性質 

Electronic Properties of Organic Molecules with Novel Structure 

化学研究所 構造有機化学 村田靖次郎 

 

背景と目的 

フラーレンは sp
2炭素が球状に結合した分子であり，これまで骨格外側に官能基を付加させることに

より様々な機能が付与されてきた。しかし，フラーレンの新たな機能を開拓するには，従来にない手

法でその構造と電子状態を制御することも必要である。開口フラーレン類は，小分子を内包した内包

フラーレン 1,2の前駆体として有用であり，フラーレン内部に小分子を導入することができれば，その

外形を変化させることなく電子状態を内側から制御することが可能になる。しかし，開口フラーレン

類の有機合成法は限られているため，さらなる開発が望まれている。 

当研究室では既に，水分子を内包したフラーレン H2O@C60の有機化学的な合成法を開発した
3。こ

の手法を内部空間の大きい C70に適用することに興味がもたれるが，C70は C60に比べて対称性が低い

ため精製の困難な異性体混合物を与えることが多く 4，開口部をもつ C70誘導体の合成は当研究室の報

告を含めて未だ数例しかない 1,5,6。本研究では，C70骨格上に巨大な開口部を構築し，開口部からの原

子・分子の導入に関して実験および計算化学の両面から検討した。さらに，硫黄原子がフラーレン骨

格上の炭素原子を置換したチアフラーレン C69S誘導体の合成について検討した。 

 

結果と考察 

まず，H2O@C60の合成経路
3を参考に，C70の骨格上

に 13 員環の開口部を構築した化合物 1 を合成し，そ

の構造を X線結晶構造解析により決定した。次に，C70

開口体 1 に対する水分子の挿入反応を検討した 

(Scheme 1)。この反応では，熱的に開口部から水分子

が脱離することにより，1の開口部が 16員環に拡大さ

れた 2 が発生した後，水分子が C70骨格内部に導入さ

れると期待した。H2O@C60 の合成条件
3 を参考に，1

のトルエン溶液に水存在下 120 °Cで高圧（9000気圧）

を作用させたところ，溶液中に多量の沈殿が生じた。

種々の溶媒を検討した結果，クロロベンゼン溶液に高

圧（9000 気圧）を作用させると内包率 24%で H2O@1

が生成したが，C60の場合と比較して水分子の導入が困難であることがわかった。この理由について考

察するために，アルゴン原子の導入をモデル系として理論計算をおこなったところ，開口 C70誘導体 1’

に導入する障壁エネルギーが類似の構造をもつ C60誘導体 3の値に比べて 4.7 kcal/mol高くなり，1’の

開口部のサイズがより小さいことが示唆された。H2O@1（内包率 6%）を用いて開口部の閉環を検討し

たところ，H2O@C70（内包率 5%）が得られたが，水分子を効率的に導入するためには更なる開口部の

7



拡大が必要である。 

開口部を拡張する方法はいくつかあるが，当

研究室で開発した硫黄挿入による環拡大反応は

開口部を拡大するのに有用である 6-8。そこで，

この反応を 13員環開口体 1に適用した。まず，1

を真空下で加熱することにより，水分子が脱離し

た開口体 2を発生させた後，TDAE (テトラキス

ジメチルアミノエチレン) 存在下での単体硫黄

との熱反応を検討した(Scheme 2)。この反応では，

2の開口部に硫黄原子が挿入され，開口部が拡大

された 17員環開口体5の生成を期待したものの，

別の化合物 4 が 36%収率で生成することがわか

った。化合物 4 の構造は X 線結晶構造解析によ

り決定し，硫黄原子がカルボニル炭素 aと置き換

わった構造をもつことが明らかとなった。これは，

フラーレンの骨格炭素が硫黄で置換されたチアフラーレン C69Sの開口誘導体と考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

参考論文 

1) G. Vougioukalakis, M. Roubelakis, M. Orfanopoulos, Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 817.  

2) M. Murata, Y. Murata, K. Komatsu, In Organic �anomaterials: Synthesis, Characterization, and Device Applications; T. Torres, G. Bottari, 

Eds.; John Wiley & Sons: Hobbken, New Jersey, 2013; pp 225-240. 

3) K. Kurotobi, Y. Murata, Science 2011, 333, 613.  

4) A. Hirsch, M. Brettreich, Fullerenes: Chemistry and Reactions; WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. kGaA Publishers: Federal Republic of 

Germany, 2005.  

5) P. Birkett, A. Avent, A. Darwish, H. Kroto, R. Taylor, D. Walton, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995, 1869.  

6) Y. Murata, S. Maeda, M. Murata, K. Komatsu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6702.  

7) Y. Murata, M. Murata, K. Komatsu, Chem. Eur. J. 2003, 9, 1600. 

8) T. Futagoishi, M. Murata, A. Wakamiya, T. Sasamori, Y. Murata, Org. Lett, 2013, 15, 2750.  
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分子内にカルボキシレートを持つ求核触媒の創製と触媒活性	 

Synthesis and catalytic activities of DMAP catalysts with an internal carboxylate	 

京都大学化学研究所  物質創製化学研究系 精密有機合成化学研究領域 古田 巧 

 

背景と目的 

DMAP (1) と酸無水物 2 を組み合わせるアルコールのアシル化

は代表的な求核触媒反応で、エステル合成に広く用いられている。

この反応ではまず DMAP と酸無水物との反応によりアシルピ

リジニウムイオン 3 が生成する。次いで 3 へのアルコールの求

核攻撃でエステルが生成するが、その際 3 のカウンターアニオ

ンであるカルボキシレート 4 が一般塩基として働き、遷移状態

で水酸基を脱プロトン化することで、反応を促進していると推測

されている (Scheme 1,TS-A)。本触媒反応の律速段階は、このア

ルコールの求核攻撃にあることから、活性化に寄与するカルボキ

シレートの塩基性や遷移状態での位置がアシル化の結果に影響を及ぼすと考えられる。実際にアシル

化剤として塩化アセチルを用いるより、塩基性の強いカルボキシレートを生じる酸無水物を用いる方

が、より速くアシル化が進行することが知られている。 

	 当研究室では、官能基化した求核触媒 

6 によるグルコース誘導体 7 の 4 位

第二級水酸基選択的アシル化を開発して

いる。本反応ではアシル化剤として酸無

水物を用いることが重要で、酸塩化物を

用いると 4 位選択性は低下し、6 位アシ

ル化体 9 が主生成物となる (Scheme 2)。

この結果は、カルボキシレートがアシル化の効率のみならず位置選択性にも影響を及ぼすことを示し

ている。 

	 このようにアシル化反応の鍵となるカルボキシレートであるが、一般塩基として働くその存在位置

は、これまで実験的に解明されていなかった。今回、遷移状態 (TS-A) でのイオンペアの相対位置と

距離の制御を目的に、ピリジン環とカルボキシレートを種々のスペーサーで連結した触媒 10a-13a 

(Figure １) を設計、

合成した。これらの

触媒活性を評価する

ことで、アシル化反

応に寄与するカルボ

キシレートの位置を明らかにすべく研究を行った。 
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検討内容・結果 

	 触媒活性は、無水酢酸 10当量を用いる擬一次反応条件下 (Scheme 3)、

シクロヘキサノールのアセチル化の反応速度で評価した。ビフェニル

型触媒 10a の場合、対応するメチルエステル 10b と同等の活性を示

し、カルボキシレートによる加速効果は見られなかった (k10a = 1.2 x 

10–2 min–1, k10b = 1.2 x 10–2 min–1; k10a/k10b = 1.0) (Figure 2a)。またカルボキシル基を持たない 10c も含め、

これらの触媒は DMAP に比べ活性が低いことから、DMAP 3位への置換基導入は触媒活性の低下を招

くこともわかった。一方、ナフタレン環上にカルボキシレートが直結した 11a は、対応するメチルエ

ステル 11b や、置換基を持たない 11c に比べ高い活性を示した (k11a = 1.3 x 10–1 min–1, k11b = 1.0 x 10–2 

min–1; k11a/k11b = 13, k11c = 1.4 x 10–2 min-1; k11a/k11c = 10) (Figure 2b)。またその触媒活性は、DMAP と同程

度まで向上することがわかった。触媒 10a と同様、DMAP 3 位に置換基を持つ 11a は、本来触媒活

性が低下する構造を持つ。それにも関わらず DMAP と同程度の活性を示すことは、ペリ位のカルボ

キシレートが触媒活性の向上に寄与していることを如実に表している。 

触媒  12a お

よび  13a に

ついても、対

応するメチル

エステル体と

の触媒活性を

比較したが顕

著な差は見ら

れず、これら

の分子内カルボキシレートは活性の向上に寄与しないことも明らかにした。	  

	 高い触媒活性を持つ  11a に由来する  N-アセチルピリジニウムイオンの立体構造を  DFT 計算 

{B3LYP/6-31G(d)} で求めた (Figure 3)。その結果、分子内のカルボキシレートは、ピリジニウムイオ

ンの真上に位置し、これら両官能基は向かい合って近傍に固定されていることがわかった（カルボキ

シル基炭素−ピリジン 3 位：2.8 Å, カルボキシル基酸素−N-アセチル基炭素：3.7 Å）。すなわち、ピリ

ジン環上約 2.8 Å の距離にあるカルボキシレートは一般塩基として機能し、遷移状態 (TS-B) でアル

コールを活性化することでアシル化を加速すると考えら

れる。 

	 以上の検討から、DMAP 触媒アシル化において、反応

加速に寄与するカルボキシレートの位置を明らかにする

ことが出来た。本研究は求核触媒の活性をカルボキシレ

ートの位置で制御できることを示しており、触媒設計の観点からも有用な知見と考えられる。 

 

参考文献 

Nishino, R.; Furuta, T.; Kan, K.; Sato, M.; Yamanaka, M.; Sasamori, T.; Tokitoh, N.; Kawabata, T.  

Angew. Chem. Int. Ed. 52, 6445-6449 (2013). 
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キラル特性を有する高分子高次構造の創製 

Fabrication of polymeric hierarchical strucures with chiral property 

京都大学化学研究所 高分子材料設計化学研究領域 榊原圭太  

 

背景と目的 

異種の合成高分子鎖を共有結合で連結したブロック共重合体やグラフト共重合体は、分子サイ

ズと同等の大きさの周期構造を自己組織的に形成する、いわゆるミクロ相分離により、数十 nm

の種々の周期形態を発現する。この性質を利用して、次世代の光学・磁性・電子材料やエネルギ

ー変換材料に有効な超微細機能系を構築する試みに注目が集まる。とりわけ、有機材料による準

結晶パターニングが発表されて以来、いくつかの構造明確な星形共重合体などが提案されている。

しかし、キラルな周期構造を有するミクロ相分離や準結晶は未開拓である。こうした背景から、

セルロースの繰り返し単位内にある３つの水酸基（2-OH,3-OH,6-OH）にそれぞれ異なる非相溶

高分子鎖を位置選択的にグラフト化することによる、セルロース分子鎖に特有のらせん性を反映

した新規なミクロ相分離構造の開発を現在遂行している。この目的達成のためには、各グラフト

側鎖の種類・分子量・置換位置の設計が極めて重要となる。そこで本研究では、分子シミュレー

ションを駆使して、グラフト側鎖が及ぼす分子全体のコンフォメーション（らせん構造）を分子

動力学計算により推定するとともに、最終的に得られる相分離構造を粗視化することで、Å～サ

ブμm スケールにまで及ぶ各々の空間スケールに特徴的なキラルな構造及びそれぞれの階層構造

がどのように相関しているかを精査することを目的とする。 

A鎖=2位

B鎖=３位

C鎖=6位

2
13

4
5

6 C鎖

ミクロ相分離らせん構造

分子力学計算 粗視化シミュレーション

 

 

検討内容 

既報に従い6-O-methoxytritylcellulose (1)を
合成した1)。続いて既報2)の条件を参考に、1を
DMAcに溶解し、thexyldimethylsilylchloride 
(TDMS-Cl)及びimidazoleを添加することで

6-O-methoxytrityl-2-O- 
thexyldimethylsilylcellulose (2)を新たに合成

した。一方、1にATRP開始基である

α-bromoisobutyryl基（αBriBu基）を導入する

ために、1をTHF/ DMF = 2:1に溶解させ、

pyridine存在下、αBriBu-Brを添加することで3

O
O

OR2
R3O

O

OMe

O

Br or H
O

Br
n

R2 , R3 =

3

4

R2 Si= 2R3 = H,

HR2 , R3 = 1

or H

 

Scheme 1. 

11



を合成した。3をマクロ開始剤とし、anisole中、CuBr、CuBr2、4,4’-dinonyl-2,2’-dipyridyl (dNdipy)
存在下、styreneのATRPにより化合物4を合成した。導入されたグラフト側鎖の分子量を評価す

るために、4をアルカリ条件下で加水分解し、得られたpolystyreneをGPC分析に供した。 
合成実験と並行して、Materials StudioのモジュールにあるDiscoverを活用し、本合成経路の

妥当性や各水酸基の反応性を予測すると共に、分子設計の指標としてグラフト側鎖が及ぼす分子

全体のコンフォメーション（らせん構造）の解析を行った。 
 

結果と考察 

化合物2の1H-NMRスペクトルより、TDMS基の置換度は0.97と見積もられた。また、13C-NMR
スペクトルにおいてグルコピラノース環の1位、及び6位の炭素のピークがそれぞれ鋭く出現した

ことから、TDMS基の高位置選択的な導入が示唆された。続いて、2の3位残存水酸基にmethyl
基、allyl基、αBriBu基を導入することを試みた。Methyl基の導入には成功したが、allyl基およ

びαBriBu基の導入は十分に進行しなかった。そこで、 
一級及び二級水酸基に異なる側鎖を導入することを目指して、1の残存水酸基にαBriBu基を導

入することを試みた。THF/ DMF 混合溶媒中、pyridine存在下、80 °Cで一昼夜反応させた結果、

元素分析により求められたαBriBu基の置換度は0.90に達した。位置選択性を確認するために、3
を脱trityl化続いてpropionyl化して得た化合物の13C-NMRスペクトルを測定したところ、2位の水

酸基に優先的にαBriBu基が導入されていることが確認された。このように、置換反応が優先的に

2位に起こることを明らかとするために、Materials StudioのモジュールにあるDiscoverを活用し

た。現在、解析を継続して行っている。 
また、3をマクロ開始剤としたstyreneのATRPを行った。GPC分析の結果、加水分解により切

り出されたpolystyrene鎖が狭い分子量分布を有していたことから、重合の制御が確認された。ま

た、数平均分子量に関して、理論値と加水分解/GPC分析により得られた実測値の比からATRP開
始効率を算出したところ、ほぼ100%と求められた。ゆえに、高密度でpolystyrene側鎖が導入さ

れたhairy-rod型ポリマー4が合成し得たと判断した。 
 

 本研究では、グラフト側鎖の種類（たとえば PS、PMMA、PEO）や分子量、置換位置（2 位、3

位、6 位）と各種環境における分子全体のコンフォメーションの関係を分子動力学計算により推

定し、かつ薄膜におけるミクロ相分離構造を粗視化シミュレーションすることを遂行する。シミ

ュレーションと実際の系を比較するため、コンフォメーションの解明には円二色性分光法を、キ

ラルなミクロ相分離構造の解明には透過型電子顕微鏡観察や小角 X 線散乱測定などを行う予定と

している。 

 

発表論文 

該当なし 

 

参考論文 

1) Gómez, J. A. C., et al., Macromol. Chem. Phys. 1996, 197, 953-964. 

2) Klemm, D., et al., Macromol. Biosci. 2001, 1, 49-54. 
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精密合成反応の設計 

Design of Precision Synthetic Reaction 

京都大学化学研究所 高分子制御合成研究領域  山子 茂 

背景と目的 

 シクロパラフェニレン（CPP）はアームチェア型のカーボンナノチューブ（CNT）の最小構成単位であると共に、

フラーレンの構成単位でもあることから、電子材料や光電子材料への応用など、ナノ電子材料への応用が期

待されている。CPPの材料科学への応用を考えた場合、CNTやフラーレンに対してCPPの持つ潜在的な優位

性は、化学変換による誘導体合成の容易さであると考えられる。すなわち、アーク放電等の物理的方法によ

り合成される CNT やフラーレンに対し、CPP は有機合成によるボトムアップ法で合成できることから、原理的

に誘導体合成へ適している。そこで、本研究では種々の誘導体の合成を見据え、CPP への置換基の導入や

CPP の構造変化により、その類縁体の電子状態がどのように影響を受けるのかを検討した。 

検討内容 

 [8]CPP を標準化合物として選び、置換様式やヘテロ元素の導入、さらには、チューブ状に π 系を拡張させる

ことによる電子状態の変化について理論的検討を行った。構造の最適化は DFT 計算を用い、B3LYP/6-31G*

あるいは、B3LYP/3-21G*基底関数を用いた。また、ＣＰＰおよび誘導体にはパラフェニレンユニットの回転に

由来する回転異性体が存在するが、最も安定な異性体について比較を行った。 

結果および考察 

 最適化した構造と HOMO, LUMO エネルギーを図１に示した。フルオレンの環状四量体

（[C6H3(C[CH3]2)-C6H3]4）では HOMO の上昇と LUMO の低下により、[8]CPP よりもさらに HOMO-LUMO ギ

ャップが小さくなった。また、電子求引性の置換基であるフッ素や窒素を持つ誘導体 [(C6F4)8, (C5NH4)8]では、

軌道エネルギーの大きな低下が見られた。さらに、チューブ状化合物[(C10H4)8, (C14H4)8]では HOMO の上昇

と LUMO の低下により、HOMO-LUMO ギャップが極めて小さくなった。いずれの化合物も大変興味深いこと

から、良い合成のターゲットであることが示唆された。 
 

(C6H4)8

([8]CPP)
[C6H3(C[CH3]2)-C6H3]4 (C6F4)8 (C5NH4)8 (C10H4)8 (C14H4)8

LUMO (eV)
HOMO (eV)

-1.70 (-1.60)
-5.45 (-5.35)

-1.60
-4.90

-2.73
-6.86

-2.54
-5.45

(-2.76)
(-4.34)

(-2.38)
(-5.00)  

Figure 1. Structure and HOMO/LUMO energies of [8]CPP and its derivatives obtained by 

DFT calculations at the B3LYP/6-31G* level of theory. Structures of tubular compounds and 

energy values in parentheses were obtained at the B3LYP/3-21G* level of theory. 
 

参考論文 

Yamago, S.; Kayahara, E.; Iwamoto, T. Chem. Rec. 2014, in press. 
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多角形有機金属錯体を前駆体とした環状共役π分子の新しい合成法の開発 

Synthesis of cyclic -conjugated molecules from multinuclear platinum complex 

京都大学化学研究所 高分子制御合成領域  岩本 貴寛 

 

背景と目的・検討内容 

近年、多層 CNT やフラーレンピーポッドに代表される、凸状と凹状の構造を持った共役分子から

なる高次構造体の存在が報告され、盛んに研究されている。しかし、その構造形成を支配する因子に

ついては、必ずしも十分な理解が行われていない。 

一方で、我々はすでに CPPが C60をサイズ選択的に包接し、この錯体がフラーレンピーポッドの最

短モデルとなっていることを明らかにしている。1, 2 さらに、C70 をゲスト分子として用いた際は、

[10]CPP のみならず [11]CPP が C7 0 と 1:1 の包摂錯体を形成し、[10]CPP との錯体では C7 0

は短軸方向で CPP と相互作用しているのに対し、 [11]CPP との錯体では C7 0 の長軸方向

で CPP と相互作用していることを明らかにしている。そこで、今回は、CPP 内で C70 が

このような配向を取る起源をより詳細に明らかにするために、理論計算により錯体の構

造を見積もった。 2,  3  

 

結果・考察 3 

 基底関数として M06-2X/6-31G*を用い DFT 計算を行った。その結果、[10]及び[11]CPP が C70

を包接することでそれぞれ 181 kJ/mol, 141 kJ/mol安定化した。さらに、理論計算から得られた錯体

の構造は、[10]CPP 内では、C70の長軸が CPP に対して平行な“Lying”の配向を取る構造が最安定

であった（Figure 1a）。この C70[10]CPP 錯体は対称性が高く、おおよそ C5v対称性を持っていた。さ

らに、[10]CPP のフェニレンユニットは C70の短軸側にある 2 つの[5]CPP ユニット（オレンジ色と黄色）

と交互に相互作用していることが分かった。また、層間距離は 0.35 nmであり、ファンデルワールス力

を駆動力として錯形成していることが示唆された（Figure 1b）。この相互作用は C60の直径と C70の短径

が一致していることからも分かるように C60[10]CPP 錯体と類似の相互作用様式であることが分かっ

た。一方で、C70[11]CPP 錯体の構造は、C70の長軸が[11]CPPに対して、垂直な“Standing”の配向

を取る構造が最安定であった（Figure 1c）。この C70[11]CPP 錯体は、異方性を持つ C70 の長軸側で

CPP が相互作用しているために C70[10]CPP 錯体と比べて対称性が低かった。また、層間距離は

0.36-0.42 nmであったことから、C70[10]CPP 錯体と同様にファンデルワールス力の重要性が示唆され

た（Figure 1d）。さらに、[11]CPPは C70を包摂することで楕円形に歪むことが示唆された。錯形成後

の[11]CPPの曲率は 0.92となり、C70の曲率 0.89に近づいていた。これは引力となるファンデルワー

ルス力を最大化するためと考えられる。さらに、この変形に伴う不安定化は 9.5 kJ/molのみであった。

よって、[11]CPP はこのような変形に対してエラスティックな性質を有しており、このエラスティッ

クな性質が、C70のような異方性を持つゲスト分子との相互作用において、重要であることが示唆され

た。 

これまでフラーレンピーポッドなどにおいて、異方性条件下での凸凹状相互作用に関する理解は

十分ではなかった。よって、上記の結果は、凸凹状相互作用の理解を深めるとともに、フラーレン
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ピーポッドの構造や物性を制御するうえで重要な知見となるものと期待している。 

 

 

参考論文 

1) Iwamoto, T.; Watanabe, Y.; Sadahiro, T.; Haino, T.; Yamago, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 

8342. 2) Yamago, S; Kayahara, E.; Iwamoto, T. Chem. Rec. 2014, in press. 3) Iwamoto, T.; 

Watanabe, Y.; Takaya, T.; Haino, T.; Yasuda, N.; Yamago, S. Chem. Eur. J. 2013, 19, 14061. 

 

Figure 1. Optimized structure of a) C70[10]CPP, b) C70[10]CPP (top view), c) C70[11]CPP and 

d) C70[11]CPP (top view) at the M06-2X/6-31G* level of theory. Numbers indicate the 

interfacial distances (nm), defined by the distance between the centroids of phenylene units of 

CPP and the nearest centroids of a hexagon or pentagon of C70. 
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含歪みπ共役化合物の合成とその物性評価 

Synthesis of Strained π-Conjugated Molecules and Evaluation of their Physical Properties 

 

京都大学化学研究所　材料機能化学研究系高分子制御合成領域　茅原栄一 
 

背景と目的 

シクロパラフェニレン (CPP) はアームチェア型カーボンナノチューブやフラーレンの最小構

成単位であることから、次世代の有機機能性分子として興味が持たれている。1) この数年の間に、

我々を含めた3つのグループによりCPPの化学合成が報告され、CPPをはじめとした環状π共役系

分子の合成研究が盛んになっている。しかし、高度に歪んだ構造を持つ[5]CPPの合成は未だ達成

されていなかった。また、[5]CPPはフラーレンと同じ直径を持つことから、極めて興味深いエレ

クトロニクス特性が期待できることが我々の理論計算から予測されていた。1c) 本研究では、新し

い合成経路による[5]CPPの合成に成功した (Scheme 1)。2) 

 

RO

RO

OR

OR

THF

60 oC, 6 h

58%

OSiEt3

Et3SiO

Et3SiO

OSiEt3

Br

Br

Et3SiO

M(L)

Et3SiO

OSiEt3

OSiEt3

PtCl2(cod) (1 equiv)

or
Ni(cod)2/bpy (2 equiv)

THF
reflux, 15 h

63%

R = SiEt3
R = H

SnCl2･2H2O
(10 equiv)

TBAF (4.2 equiv)
THF, rt, 2 h
94%

[5]CPP

 
Scheme 1. Synthesis of [5]CPP 

検討内容と結果 2) 

スパコンラボラトリーでは、得られた[5]CPPの

理論的な知見を得るために、DFT計算（B3LYP/ 

6-31G*）による[5]CPPの構造探索、配座解析を行

った。さらに、最安定構造を用いてTD-DFT計算を

行い、電子スペクトルの帰属を行った。[5]CPPの

クロロホルム中のUV-vis スペクトルにおいて、

335nmに強い吸収と650nm付近まで伸びたブロード

な弱い吸収が観測された (Figure 1)。TD-DFT計算の

結果より、短波長側の強い吸収は縮退したHOMO-1、

HOMO-2からLUMOおよびHOMOから縮退したLUMO+1、LUMO+2への遷移であり、長波長側の

ブロードな弱い吸収はHOMO-LUMO遷移であることが分かった。さらに、HOMO-LUMOギャップ

を見積もったところ、2.47 eV（UV-vis スペクトルより求めた実測値）、2.71eV (計算値) であり、

[5]CPPがフラーレン (2.88 eV、計算値) に匹敵する狭いバンドギャップを有していることが分か

った。今後、有機ナノエレクトロニクス材料の開発研究へ応用出来る可能性が示唆された。 

References:  1) Review: a) Sisto, T. J.; Jasti, R. Synlett 2012, 23, 483. b) Omachi, H.; Segawa, Y.; Itami, 
K. Acc. Chem. Res. 2012, 45, 1378. c) Yamago, S.; Kayahara, E.; Iwamoto, T. Chem. Rec. 2014, in press. 
2) Kayahara, E.; Patel, V. K.; Yamago, S. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 2284. 
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Figure 1. UV-vis spectrum of [5]CPP in
CHCl3 along with the oscillator strengths (red
bars) obtained by the TD-DFT calculation. 
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ガラスの構造研究 

Study on the Structure of Glass 

 

化学研究所 横尾俊信 

Introduction 

We investigate the effect of surface defects and 

the related low-coordinated surface atoms on the 

defect-induced magnetism in MgO nanocrystallites 

using hybrid density functional theory calculations. It 

has been demonstrated that when Mg vacancies are 

introduced at the surface or near surface of cube-like 

MgO clusters, a magnetic state becomes lower in 

total energy than the nonmagnetic singlet state (S=0) 

by several electron volts, resulting in the robust 

spin-polarized ground state [1]. The total spin S of 

the clusters in their ground state is equal to the 

number of the surface Mg vacancies introduced. The 

resulting spin density is not only located at the 

surrounding O atoms neighbor to the Mg vacancy 

site but is also extended to the low-coordinated 

surface O atoms along the <110> direction. This 

directional spin delocalization allows a remote (~1 

nm or longer) vacancy-vacancy interaction, 

eventually leading to a long-range ferromagnetic 

interaction. 

 

Methods 

We here employed several top-down clusters 

based on cuts from the cubic rock-salt structure as 

representative models of nanometer-sized MgO 

crystals. We first consider a (4×4×4)-atom block of 

stoichiometric Mg32O32 cluster consisting in total of 

64 atoms, as shown in Fig. 1(a). To evaluate the 

effect of a surface Mg (or O) vacancy on the stable 

spin state we intentionally removed one Mg (or O) 

atom at one of the corner sites of the 4×4×4 cluster. 

We then performed full geometry optimization for 

 

 

Figure 1. (a) A (4×4×4)-atom block of the Mg32O32 cluster. 

A corner Mg (or O) atom, indicated by an arrow, is 

removed to create an Mg-(or O-) deficient cluster. 

Molecular orbital energy-level diagrams of occupied 

molecular orbitals (solid lines) and unoccupied 

molecular orbitals (dotted lines) calculated for (b) 

the O-deficient Mg32O31 cluster in the spin-singlet 

state, (c) the Mg-deficient Mg31O32 cluster in the 

spin-singlet state, (d) the Mg-deficient Mg31O32 

cluster in the spin-triplet state. 
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these Mg-deficient (Mg31O32) and O-deficient 

(Mg32O31) clusters, starting from ideal cubic 

configurations, at the spin-restricted singlet (S=0) 

and spin-unrestricted triplet (S=1) spin states 

without imposing any structural constraints. All 

the DFT calculations in this work were carried out 

using the gradient corrected Becke’s three 

parameters hybrid exchange functional in 

combination with the correlation functional of Lee, 

Yang, and Parr (B3LYP) with the GAUSSIAN-09 

code. Mulliken’s population analysis was 

conducted to calculate the spin densities of the 

clusters at B3LYP/6-31G(d) level.  

 

Results and Discussion 

We found that irrespective of the assumed 

spin state, the starting cubic configuration is 

almost retained for all the clusters employed after 

full geometry optimization although slight outward 

atomic displacements with respect to the respective vacancy sites were seen. It should be noted, however, that 

the stability of the spin state varies depending on the type of defect included in the cluster. The lower energy spin 

state of the O-deficient (Mg32O31) cluster is the singlet (S=0) state, in agreement with the results of supercell 

calculations. As for the Mg-deficient (Mg31O32) cluster, however, the triplet (S=1) state is substantially lower in 

total energy than the singlet (S=0) state by ~1.3 eV. Such a large triplet-singlet energy gap has not been obtained 

for the Mg vacancy in the supercell-based model, where the triplet state is generally almost degenerate with the 

singlet state.  

The spin-polarized ground state of the Mg-deficient cluster can be interpreted in terms of the molecular 

orbital diagrams shown in Fig. 1. As for the Mg-deficient cluster in the singlet state, the lowest unoccupied 

molecular orbital (LUMO), which is characterized basically by 2p orbitals of O atoms, is only slightly higher in 

energy than the highest occupied molecular orbital (HOMO) by ~0.5 eV [see Fig. 1(c)]. This contrasts with the 

case of the O-deficient cluster in the singlet state, where the LUMO is higher in energy than the HOMO by ~1.7 

eV [see Fig. 1(b)]. It hence follows that spontaneous spin polarization is expected to occur in the Mg-deficient 

cluster because of a small HOMO-LUMO gap, which costs less energy to flip a spin, leading to the spin 

polarized ground state [see Fig. 1(d)].   

We next investigate the spin-magnetization density, which is defined as the local density difference between 

the spin-up and spin-down states, of the Mg-deficient cluster in the triplet state (see Fig. 2). One sees from Fig. 2 

that most of the spin is distributed over the oxygen atoms adjacent to the corner Mg vacancy. This feature is 

basically in agreement with that calculated previously for the Mg vacancy introduced into an MgO supercell. In 

the present Mg-deficient cluster, however, a non-negligible spin density is further spread out of the nearest 

 

 

Figure 2. Spin density map on one of the (100) planes for the 

Mg31O32 cluster in the spin-triplet state. Large and small circles 

represent Mg and O atoms, respectively. The values indicated 

are Mulliken atomic spin densities; the values below 0.001 are 

omitted. 
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neighbor oxygen atoms along the <110> directions on the {100} surfaces. We also found that the value of the 

Mulliken atomic spin density of the surface Mg and subsurface O and Mg atoms are below 0.0005, indicating 

that the defect derived spin density is preferentially distributed over the low-coordinated surface O atoms.  

 

Conclusions 

we have shown from a series of DFT calculations on MgO nanoclusters that a Mg corner vacancy can 

induce a delocalized spin distribution over several neighboring surface O atoms along the <110> directions. This 

directional spin delocalization enables a pair of distant (~1 nm or longer) Mg vacancies to interact 

ferromagnetically, resulting in the spin polarized ground state. These results allow us to suggest that the 

low-coordinated surface atoms are prerequisite for long-range ferromagnetic interaction, hence providing a 

delocalized mediating state or a percolation network for defect-related ferromagnetism in nanoscale oxides. 

 

 

発表論文 

T. Uchino and T. Yoko, “Spin-polarized ground states and ferromagnetic order induced by low-coordinated 
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水を主役とした ATPエネルギー変換 
ATP-energy conversion and hydration 

 
京都大学 化学研究所 分子環境解析化学領域 

松林 伸幸 

1. はじめに	 

F1モータータンパク質は、ATP（アデノシン 3 リン酸）の合成と加水分解を司る重要な生体物質

である。その機能を発揮する最小単位であるbサブユニットでさえ数百残基からなる巨大系であり、こ

れまでに、大規模高並列分子動力学シミュレーションによって、構造ゆらぎの相関解析などが行われ

てきたが、水をも含めた自由エネルギー論の定量的展開は困難な状況にある。先行研究では、モデル

計算や、部分的に原子レベルで取り扱ったエネルギー論の議論がされているが、溶媒中におけるタン

パク質の揺らぎまで全原子で取り扱った例はない。本共同研究では、水和効果の定量的解析を行うた

めに、分子動力学シミュレーションをエネルギー表示溶液理論と組み合わせ、F1 タンパク質における

ATP反応と構造変化のカップリングに及ぼす水和の効果を、自由エネルギーのレベルで解析する。 

 

2. MD計算と自由エネルギー解析  

F1タンパク質（F1）は、いくつかのサブユニットから形成される。ATP 加水分解の触媒活性を担

うβサブユニット（466残基、7121原子）のみに注目し、自由エネルギー解析を行った。ATP加水分解

過程において、βサブユニットは、3つの化学プロセス（ATP結合、加水分解、生成物解離）に伴う構

造変化を起こす事が知られており、本研究では、ATP結合過程に注目した。 

ATP結合前（β E）と ATPが１分子結合した（β TP-ATP）構造は、F1の結晶構造（PDB code: 2JDI）

を用いた平衡ゆらぎ中の分子動力学シミュレーションから用意した。それぞれのβサブユニットを純水

中へ、水の密度が 1 g/cm3となるように入れた。βサブユニットの ATP 結合過程には、βサブユニット

の構造変化（openから closed）と、β TPへの ATP結合の 2つの過程が含まれる。その 2つの過程を分

離し、それぞれについて、水和効果を解析する為に、ATP 単体及び、βTP 単体の系を用意した。本研

究で扱う ATPにはマグネシウムイオンが 1原子結合している。βE + ATP とβTP + ATP系からbサブユ

ニットの構造変化、βTP + ATPとβTP-ATP系から ATP結合に伴うエネルギー収支を解析した。 

βE, βTP-ATP, 及び ATP 系を純水中でゆらがせ、平衡ゆらぎ中における代表的な構造をサンプリ

ングした。本計算で行ったすべての分子動力学シミュレーションでは、ユニットセルのサイズは

240×150×150 Å3, 水の個数は 179820 である。全系のサイズは、約 60 万原子系となる。分子力場は、

CHARMM22/CMAP（βサブユニットおよび水）、CHARMM27（ATP）を用いた。アンサンブルは NVT、

温度は 300 K、Lennard-Jones相互作用は switching rangeが 10–12 Åの switching functionで計算し、静電

相互作用は particle mech Ewald法で計算した。5 nsの平衡化後、50 nsのシミュレーションから 1 nsご

とにスナップショットを抜き出し、それぞれの系において 50 個の構造を用意した。50 ns シミュレー

ションにおける、結晶構造からの平均二乗偏差は、2-3 Åであった。βTP単体の構造は、50個のβTP-ATP

構造から ATP部分のみを取り除いて用意した。ATPを取り除いた後、βTP構造を固定した状態で、水

のみの平衡化を 1 ns行った。溶媒和自由エネルギーの計算には、エネルギー表示法を用いた。 
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3. 結果と考察	 

βE + ATP とβTP + ATP系のエネルギー収支からβサブユニットの構造変化に伴う水和の役割を明

らかにした。溶媒和自由エネルギーの変化が負となる事から、水はβサブユニットの open 構造から

closed構造への変化を促進する駆動因子の役割があることがわかった。一方で、構造エネルギーは不安

定になる事がわかった。構造エネルギーと溶媒和自由エネルギーの和値の変化は正であり、ATP が結

合していない状態で、βE からβTP への変化は自発的に起こらないことを示す。βサブユニット単体の

ＭＤシミュレーションにおける構造ゆらぎの解析では、βE構造がβTP構造より安定になると示唆され

ており、本結果と矛盾しない。すなわち、ATPの誘起無しでも、ATPを「迎え入れる」構造を取るこ

とは無いということを明らかにした。 

次に、βTP + ATPとβTP-ATP系のエネルギー収支から ATP結合に伴う水和の役割を解析した。溶

媒和自由エネルギーの変化は約 220 kcal/molとなり、水は ATP結合の阻害因子として働く事がわかっ

た。構造エネルギーの変化は、約 230 kcal/molの安定化を示し、その安定化の大部分はβサブユニット

と ATPの間の結合エネルギーが占めていた。その、結合エネルギーから生じる大きな安定化は、水和

の不安定化でゆるやかなものとなり、βTP + ATPからβTP-ATP系への変化に伴う、構造エネルギーと

溶媒和自由エネルギーの和値の変化は 20 kcal/mol程度の安定化となる。 
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溶液および界面の振動分光学 

Vibrational Spectroscopic Study of Solution and Surface Chemistry 

―赤外分光法による Nafion 膜中に存在する水分子の水和構造の解明― 

京都大学化学研究所 分子環境解析化学領域  下赤卓史 

    

背景と目的背景と目的背景と目的背景と目的    

Nafion は吸湿性が高く，スルホニル基が容易にアニオン化し，対イオンとして生成するヒドロニウ

ムイオンによって，高いプロトン伝導性を示すことから，固体燃料電池の材料として広く用いられて

いる．我々は以前，Nafion膜中の水を NMRで調べ，水分量に依存した，運動性の異なる 3種類の水

の存在を明らかにし，バルク水の他に Nafionに強く吸着した 2種類の水分子が存在することを示した

[1]．今回，これらの水和構造を明らかにするため，Nafion の脱水和過程を赤外分光法で調べ，量子化

学計算による振動バンドの帰属から膜中の水和構造を解明した． 

    

実験実験実験実験・・・・計算計算計算計算    

温度可変の透過型セルに Nafion膜を固定し，赤外スペクトルを測定した．測定は 25 °Cおよび，60 

°C から 140 °Cまで 20 °C間隔で測定した．また各温度で，スペクトル変化のない平衡状態に達する

まで約 10分間隔で測定した．量子化学計算は密度汎関数法（B3LYP）により，基底関数 6-31++G(d,p)

を用いて，ペンタフルオロエタンスルホン酸（PFES）の構造最適化と基準振動計算を行い，得られた

振動数は 0.9613のスケール因子を乗じて，赤外スペクトルと比較した． 

 

結果結果結果結果とととと考察考察考察考察    

OH伸縮振動（νOH）バンドと OH変角振動（νOH）バンドから，25 °Cではスルホン酸イオンとヒ

ドロニウムイオンの他に，バルク

水が含まれていた．バルク水は 60 

°C でほぼすべてが脱離し，80 °C

では平衡状態に達するまで，ヒド

ロニウムイオンに水和していた水

分子の脱離が起こった．一方，こ

の温度領域までは，指紋領域に大

きな変化が見られなかった． 

Fig. 1に 60 °Cから 140 °Cにお

ける平衡状態で測定したNafionの

赤外スペクトルを示す．100 °C以

上ではνOH のバンド強度が単調に

減少し，新たに 1414 cm-1 と 906 

cm-1にバンドが現れ，140 °Cまで

Fig. 1. 60 °Cから 140 °Cにおける平衡状態で測定した Nafionの赤外ス

ペクトル 挿入図は指紋領域の拡大図 
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バンド強度が増加した．これらのバンドの変化は，ス

ルホン酸イオンとヒドロニウムイオンが，縮合・脱水

し中性のスルホニル基へ変化するモデルで説明されて

きたが[2,3]，それぞれのバンドの詳細な帰属は明らかで

はなかったため，PFES をモデル分子として，量子化

学計算による帰属を行った．Fig. 2(a)は，60 °Cと 140 

°C における平衡状態の赤外スペクトルの指紋領域を

拡大したもので，Fig. 2(b)は計算で得られたスペクト

ルである．140 °Cで観測されている，加熱により増加

した二つのバンドは，Fig. 2(b)の(i)中性の無水和 PFES

では説明できず，(ii)スルホニル基に水分子が 1水和し

た環状体（Fig. 3）でうまく説明できることがわかった．

このことから，水和したヒドロニウムイオンから水が

脱離し，スルホン酸イオンを中性化するが，以前のモ

デルで考えられていた，無水和物は生成しないことが

わかった．この環状体中の水分子は，以前の NMR 測

定により存在が示唆された，運動性の極めて低い水分

子をうまく説明し[1]，高温でも脱離しないことがわか

った． 

    

文献文献文献文献    

[1] C. Wakai et al. Anal. Chem. 85858585, 7581 (2013).  

[2] S. Morita et al. J. Mol. Structure 974974974974, 56 (2010).  

[3] R. Buzzoni et al. J. Phys. Chem. 99999999, 11937 (1995).    

 

 

 

 

Fig. 2. (a) 60 °Cと 140 °Cにおける平衡状態での赤

外スペクトル (b)量子化学計算により得られた，

(i) PFES と(ii)PFESの 1水和環状体の計算スペク

トル 

Fig. 3. PFESの 1水和環状体の最適化構造 
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有機分子集合体の電子構造の研究 

Study on electronic structures of organic molecular aggregates 

 

京都大学化学研究所 分子集合解析 

 吉田弘幸 

 

 

背景と目的 

 有機固体は、有機分子がファンデルワールス力や静電力のような弱い相互作用で集合した固体である。こ

のような有機固体では、多形と呼ばれることなる結晶構造をもつことが知られている。構造の変化に伴って、

電子構造や物性にも大きな違いが現れるため、結晶構造と電子構造や物性の関係を調べることは重要な研

究課題である。 

 鉛フタロシアニン(PbPc)は、物性の異なる 2 種類の多形(単斜晶[1]、三斜晶[2] )が知られている。単斜晶は

一次元に分子がスタックしており、10-2 S m-1 [3]の高い伝導度を持つ。一方で、三斜晶では 10-10 S m-1 [2]と伝

導度に大きな違いがある。こうした電気伝導度の違いの要因として、それぞれの多形で最高占有軌道

（HOMO）および最低非占軌道（LUMO）のバンド分散に大きな違いがあることが示唆される。しかし、バンド構

造を実験的に測定するには、結晶性の高い単一配向薄膜をそれぞれの多形について得なければならないが、

そのような薄膜を得ることは難しい。結晶構造と電子構造を関連付けるには、第一原理による計算が有効で

ある。このようなことから、PbPc の単斜晶と三斜晶についてエネルギーバンドを計算し比較した。 

 

計算方法 

 結晶構造には、既報の単結晶 X 線回折のデータ[1,2]を用いた。電子構造は、Accelrys 、Materials Studio

上の Dmol3により計算した。交換相互作用には GGA-PBE を、基底関数には DNP を用いた。 

 

結果と考察 

 計算したバンド構造を下図に示す。対称点は(0, 0, 0)、X (0.5, 0, 0) 、Y (0, 0.5, 0) 、Z (0, 0, 0.5) である。 

それぞれの多形には、いずれも単位格子中に独立な 4 分子があるため、準位は 4 つに分裂している。また、

LUMO および LUMO+1 は単分子では縮退している。 

単斜晶では 4つのバンドの分裂幅は小さい。また、πスタック方向である-Z方向にのみ一次元的なバンド

分散がある。バンド幅は HOMO で 0.5 eV、LUMO で 0.6 eV であり、有機半導体としては大きい。このことは単

斜晶が一次元的な伝導を示すことを示唆する。 

 一方、三斜晶ではいずれの方向についてもバンド分散は小さかった。また、各準位は４つのバンドに分裂し

ている。a’軸のHOMOバンドに注目すると低エネルギー側の 2本と高エネルギー側の 2本でそれぞれ逆位相

の分散曲線となっている。三斜晶では分子間接触のある凹面同士、凸面同士の二量体を a 軸方向に沿って

形成しており、二量体中の分子軌道の位相によって結合性軌道と反結合性軌道に分裂していることに由来し

ている。これは二分子層膜の光電子分光の結果[4]とよく一致している。 
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また、HOMO-1 バンドに着目すると、単斜晶では三斜晶と比べより HOMO に近接していることが判った。 

単斜晶では、シャトルコックの圧縮が確認されており、これは一次元カラム形成によるものと説明されている。

結果、Pb-N 間の結合長が短縮し、Pb6s 軌道の不安定化につながったものと考えられる。 

 

まとめ 

 本研究では、単斜晶と三斜晶について PbPc のエネルギーバンドを計算した。この結果、単斜晶ではπスタ

ック方向である-Z 方向に一次元的なバンド分散がみられた。このバンド幅は HOMO で 0.5 eV、LUMO で 0.6 

eVであり、有機半導体としては大きく、PbPc単斜晶が高い伝導度を示すことと一致する。一方、三斜晶では、

準位の分裂が確認され、バンド分散は小さかった。このことは三斜晶の伝導度が低いことを説明する。 

  

本研究は、京都大学化学研究所の白石 龍、吉田弘幸、Richard MURDEY、佐藤直樹による研究である。 
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図 1: 鉛フタロシアニンの(a)単斜晶と(b)三斜晶のエネルギーバンド。 
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平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

高強度フェムト秒レーザープラズマ相互作用の PIC シミュレーションによる解析 

Analysis of high-intensity femtosecond laser plasma interaction using PIC simulation 

化学研究所 先端ビームナノ科学センター レーザー物質科学研究領域  畑昌育 

背景と目的 

高強度フェムト秒レーザーと薄膜との相互作用により発生する電子線の放射特性は，ミリメートル以上の導

電領域の影響を受けていることが実験により示唆されているが，電子線放射の詳細なメカニズムは明らかに

なっていない．高強度フェムト秒レーザープラズマ相互作用の解析には，Particle-In-Cell（PIC）シミュレーショ

ンが広く用いられているが，広域の計算には不向きであるため，前述のような実験の解析にはミリメートル以

上の領域を適切に計算可能なシミュレーションコードが必要とされる．このような背景から，本研究では，高強

度フェムト秒レーザーと薄膜との相互作用をフルスケールシミュレーションするための課題の整理を目的とし

て，実験の PIC シミュレーションを行い，現状の PIC シミュレーションにより実験がどこまで再現されるかを明ら

かにした．  

 

検討内容 

電子密度 10ncr（ncr は臨界密度），幅 100 μm，厚さ 9 μm の平板プラズマにスケール長 1 μm のプリプラ

ズマを付けたターゲットプラズマ（アルミニウム；A = 27，Z = 10）に，波長 800 nm，強度 3×1018 W/cm2，スポッ

ト径（FWHM）5 μm，パルス幅（FWHM）50 fs のガウシアンパルス波形のレーザーを入射角 15 度で照射する． 

以上の条件で，500 fs の二次元 PIC シミュレーションを行い，ターゲットから放出した 51–306，306−511 keV，

511 keV 以上の電子の放射角度分布を取得し，実験との比較を行った． 

 

結果と考察 

図１にターゲットから放出した 51–306，306−511 keV，511 keV

以上の電子の放射角度分布示す．図１から，生成された電子は，

ターゲットの面方向に強く放射されていることがわかる．しかし，

電子空間分布の時間発展を調べたところ，51−511 keV の面方向

伝播電子の大部分はターゲット内部を面方向に走り側面から飛

び出した電子であることがわかった．実験において，これらの電

子がターゲット内部を伝播し続けるとは考えられないため，シミュ

レーション結果は，511 keV 以上の高エネルギー電子は面方向

に伝播できるが，それ以下のエネルギーの電子は面方向に伝播

できないということを示していることになる．一方，シミュレーショ

ンと同様な配置の実験（但し，ターゲットの幅はミリメートル以上）

では，シミュレーションにおいて確認できなかった低エネルギー

電子の面方向伝播を示唆する結果が得られている．したがって，本シミュレーションでは低エネルギー電子の

放射角度分布において実験結果を再現できていないことがわかる．本シミュレーションでは，プリプラズマの

スケール長やプロファイルは仮定であり，これらを正確に取り扱うことで上記の結果は変わり得る．しかし，別

図１	 50–306，306–511 keV，511 
keV以上の電子の放射角度分布 
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に行ったプリプラズマのスケール長を大きくしたシミュレーションでは，電子放射角度分布に変化はあったもの

の，面方向伝播電子に対する実験との差異は変わらず存在した．この差異はシミュレーションと実験との空間

規模の違いに起因すると考えられる．本研究では空間二次元のシミュレーションを実施したが，実験と同規模

の大規模シミュレーションを行う場合には，次元の違いが大きく効いてくるため三次元シミュレーションが必須

であると考えられる．従来の PIC コードにより，実験と同規模の三次元シミュレーションを行うことは不可能で

あるため，フルスケールシミュレーションを可能とする広域シミュレーションコードの開発がこれからの課題で

ある． 

 

発表論文 

 なし 

参考論文 

 なし 
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平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

EELS スペクトルの計算機シミュレーション 

Computer simulation of EEL Spectrum 

化学研究所 複合ナノ解析化学領域  根本 隆 

 

背景と目的 

 電子線エネルギー損失分光法(EELS)は電子顕微鏡と組み合わせることで、サブナノメートルオーダ

ーの局所分析を行える手法として注目されている。EELS スペクトルには、試料構成元素に対応した損

失エネルギーのピークが生じるだけでなく、電子線による励起過程に応じた情報がそのピークの微細

構造として現れ、試料の電子構造などを局所的に解析することが可能となっている。また、低エネル

ギー損失領域には試料のプラズモン振動に対応するスペクトルが生じ、物質の電磁場に対する応答を

検出することができる。これらの信号は複雑に重畳しており、その詳細な解釈にあたっては計算機シ

ミュレーションとの比較検討が必須となっており、詳細な解析に対応した計算負荷に対応するため、

当スーパーコンピュータシステムの利用を試みている。 

 

検討内容 

本年は低エネルギー損失領域の解析を中心に検討を行った。既存のプログラム DDEELS (N. Geuquet et 

al.) を用い、試料をダイポール近似して近傍を通過する電子線のエネルギー損失の再現を試みた。

DDEELS で最も計算に時間がかかる部分は方程式の解法の部分であり、MKL による逆行列計算を行う部

分が計算時間の大部分を占めている。そこで、そのループの外側部分での並列化を試みるとともに、

計算モデルの簡略化を試みている。 

 

結果 

本計算においては、2万個前後のダイポールによる近似計算を行いたいと考えており、その場合、6万

×6 万要素の行列の計算を行うために一度に 30 GB 程度のメモリ量が必要となる。これを波長に対し

て並列化して計算することを考えているが、小規模な計算で試した結果、現実的な計算時間、メモリ

量に収まりそうになく、計算条件の再検討を行っている。 

現時点では、当スーパーコンピュータに適応するようにプログラムを書き直すことができていないこ

とが一つの問題であり、十分に性能を生かすことができていない。今後はプログラムのチューニング

とともに計算条件の最適化を行い、現実的な計算時間に収まる見込みが立ち次第、本格的な計算に入

る予定である。 

 

発表論文 

なし 

 

参考論文 

なし 
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平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

タンパク質の X 線結晶構造解析 

X-ray Crystal Structure Analysis of Proteins 

化学研究所 構造分子生物科学研究領域  山内 貴恵 

 

 

背景と目的 

 微生物の持つ様々な代謝経路の中で、芳香族化合物の代謝経路は古くから微生物学者や生化学者の関

心を集めてきた。本研究室では、芳香族化合物である-レゾルシン酸を唯一の炭素源として生育が可能であ

る根粒菌 Rhizobium sp. strain MTP-10005 において、-レゾルシン酸から始まり、レゾルシノール代謝系へと

つながる新規代謝経路及びそこで働く酵素群に着目し、これらの機能発現機構を酵素化学的・構造生物学的

見地から明らかにすることを目的に研究を行っている。本菌ではまず、-レゾルシン酸脱炭酸酵素（GraF)によ

り-レゾルシン酸がレゾルシノールへと変換される。次にレゾルシノール代謝系でモノオキシゲナーゼ(GraA) 

とフラビン還元酵素(GraD)の二成分系で機能するレゾルシノール水酸化酵素、ヒドロキシキノール 1,2-ジオキ

シゲナーゼ（GraB）、マレイル酢酸還元酵素（GraC）の 4 種類の酵素が順次働くことによって、レゾルシノール

が、ヒドロキシキノール、3-ヒドロキシ-cis,cis-ムコン酸、マレイル酢酸 を経て 3-オキソアジピン酸へと変換さ

れる。これらの酵素をコードする遺伝子群はオペロンを形成しているが、その中にはレゾルシノール分解代謝

においては用いられない機能未知のタンパク質（GraE）もコードされている。 

 多くの微生物が graE と相同性のある遺伝子をもっているが、その機能の詳細はほとんど明らかになってお

らず、立体構造の報告が一件あるものの、その機能の詳細は明らかになっていない。そこで、本研究では機

能未知タンパク質である GraE の機能を明らかにするために、X 線結晶構造解析によりその立体構造を決定

することを目的に実験を行った。 

 

検討内容および結果 

 GraEを大腸菌発現系にて大量発現し、各種クロマトグラフィーを用いて単一精製した試料を用いて結晶化を

行った。また、多波長異常分散法または重原子同型置換法を用いた位相決定を目的として、GraE 中のメチオ

ニン残基をセレノメチオニンで置換したタンパク質（SeMetGraE）の発現系を構築し、大量発現と単一精製を行

った。結晶化条件のスクリーニングから、10 mg/ml (50mM Tris-HCl pH 8.0) GraE 溶液について、NaH2PO4・

K2HPO4 pH 8.4 を沈殿剤溶液とする 20℃のシッティングドロップ蒸気拡散法で比較的大きな結晶を得ることが

できた。SeMetGraE については、X 線結晶構造解析に適した大きさの結晶はまだほとんど得られていないた

め、結晶化条件の最適化を引き続き行っている。GraE の結晶について高エネルギー加速器研究機構 物質

構造化学研究所 放射光化学研究施設において X 線回折実験を行い、分解能 3.5 Å の回折強度データ収集

を行った。現時点では SeMetGraE の結晶で解析が可能な回折強度データの収集に至っていないため、

Discovery studio を使用したホモロジーモデリングにより構築した GraE のモデル構造を初期構造モデルとして

用いることによる分子置換法での位相決定を試みている。 
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平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

高効率有機分子変換反応を可能とする新規金属触媒の設計と合成 

Design and Synthesis of Metal Catalysts toward Efficient Organic Molecular Transformation 

 

化学研究所  附属元素科学国際研究センター  典型元素機能化学領域 

   中村 正治 

 

【背景と目的】 

 クロスカップリング反応は，液晶，有機 EL 材料，医農薬などの機能性有機化合物の開発およ

び工業生産に幅広く利用される基盤化学技術の一つである。従来パラジウムやニッケルなどのレ

アメタルが触媒として用いられてきたが，近年，調達が容易で環境負荷および生体毒性の低い鉄

が触媒として注目され，新規の鉄触媒クロスカップリング反応の開発研究が世界中で行われてい

る。我々の研究グループでは，図１に示すような有機リン化合物を配位子として用いることで種々

の鉄触媒クロスカップリング反応の制御が可能であることを見出し報告している[1]。図 1 に示す

フェニレン架橋ビスホスフィン配位子（SciOPP）と塩化鉄との錯体，FeCl2(SciOPP) 1 を触媒とし

て用いることで，有機マグネシウム反応剤を始めとする種々の有機金属反応剤とハロゲン化アル

キルとの効率的なクロスカップリング反応の開発に成功した。これらのカップリング反応は従来

のパラジウム触媒では困難な反応であり鉄触媒に特徴的な反応性[2–4]であるが，その原因などは未

だ明らかにはなっていない。 

 
図 1.鉄クロスカップリング触媒の分子構造と FeBr2(SciOPP) 2 の結晶構造 

 有機金属触媒分野における反応機構解析には NMR 分析による反応中間体の構造解析が一般的

だが，第一遷移金属錯体全般は常磁性を示すことが多いため，NMR スペクトルから構造解析に必

要な情報を十分に得られないことが研究分野全体の発展を妨げている。我々は計算科学に立脚し

た反応機構解析に基づいてクロスカップリング反応に適した鉄触媒の開発に成功しているが，よ

り高活性な鉄触媒の開発のためには反応機構の実験的な解明が必要不可欠である。そこで，本研

究では，鉄触媒クロスカップリングの反応機構の解明を目的として，放射光 X 線吸収分光法

（XAFS: X-ray Absorption Fine Structure）を用いた反応溶液中の鉄触媒中間体の構造解析に取り組

んだ。 
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【結果と考察】 

 本研究では，鉄クロスカップリング反応溶液の XAFS 測定を行い，鉄錯体と有機マグネシウム

反応剤から生成する触媒中間体の同定と構造解析を計算化学的に求めた構造および結晶データベ

ースから収集した構造情報に照らし合わせながら進めた。これまでの研究から，塩素配位子を有

する鉄錯体 1 を用いた場合，反応系中において有機マグネシウム反応剤および臭化アルキルに由

来する臭素と塩素配位子が混在するためスペクトルが複雑化し，解析が困難であることが明らか

となっているため，臭素配位子を有する鉄錯体 2 を用いて実験を行った。また，すでに立体的に

嵩高いメシチル基を導入することで，想定される鉄触媒中間体であるアリール鉄 3 およびジアリ

ール鉄錯体 4 の単離および単結晶構造解析に成功しているため，本課題においても反応機構解明

のためにメシチルマグネシウム反応剤を用いて実験を行った。鉄錯体 2 と有機マグネシウム反応

剤の混合溶液，およびこれらの混合溶液とハロゲン化アルキルの混合溶液を Ar 雰囲気下で調製し，

PTFE 窓材を有する専用のガラス製セルに封入することで測定サンプルは作製した。実験は

BL14B2 ビームラインにおいて，イオンチェンバーを用いた透過法によって Fe K-edge（7.1 keV）

の XAFS 測定を行った。 

 鉄錯体 2 と 1 当量あるいは 2 当量の臭化メシチルマグネシウムとの反応により，図 2 に示すよ

うな Fe K-edge の XANES スペクトルが得られた。基準試料である 0 価の鉄フォイル，＋III 価の

塩化鉄，および+II 価の鉄錯体 2 と比較することで，いずれの反応中間体も鉄+II 価を保持してい 

 

 

 

図 2. FeBr2(SciOPP) 2 と MesMgBr との量論反応 THF 溶液の XANES スペクトル 
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ることが確認された。鉄錯体 2 と 1 当量の臭化メシチルマグネシウムとの反応で得られる反応溶

液では，7109 eV に 1s→3d 遷移に帰属される pre-edge ピークが観測されることから，前駆体から

の正四面体構造を保持した中間体が生成していると考えられる。また，鉄錯体 2 と 2 当量の臭化

メシチルマグネシウムとの反応で得られる反応溶液では，7109 eV に 1s→3d 遷移と思われる

pre-edge ピークが観測されるだけでなく，7113 eV 付近に pre-edge ピークと思われる肩ピークが観

測された。このピークは，以前の実験結果から臭化フェニルマグネシウムとの反応において観測

された pre-edge ピークとよく一致することから，平面四角形構造の Ni 錯体等においてしばしば観

測される 1s→4pz 遷移に由来するものと考えられる。 

 別途合成・単離した FeBrMes(SciOPP) 3 および eMes2(SciOPP) 4 の BN ペレット，THF 溶液の Fe 

k-edge の XANES スペクトルがこれらの反応溶液の FXANES スペクトルと一致したことから，反

応系中において想定しているハロアリール鉄中間体 3 およびジアリール鉄中間体 4 が生成してい

ることが強く示唆された。さらに，単結晶 X 線構造解析により得られた鉄中間体 3 および 4 の座

標を用いて，当量反応溶液の EXAFS スペクトルの FEFF フィッティングを行った結果，図 3 に示

すように非常に高い精度で一致を示したことから，反応溶液中においても単結晶構造解析の結果

と同様に，正四面体構造を有するハロアリール鉄中間体 3 および平面四角形構造を有するジアリ

ール鉄中間体 4 が生成していることが明らかとなった。尚，これらの構造解析の結果から得られ

た構造情報は CCDC の結晶構造データベース検索から得られた過去の鉄ホスフィン錯体のものと

良い一致を示す。 

 

 

図 3. FeBrMes(SciOPP)3 および FeMes2(SciOPP)4 の EXAFS スペクトルと FEFF フィッティング 
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 ジアリール鉄中間体 4 と 3 当量の臭化デシルとのクロスカップリング反応溶液の XAFS 測定を

行った結果，XANES スペクトルおよび EXAFS スペクトルから定量的にハロアリール鉄中間体 3

が生成することが明らかとなった。一方で，ハロアリール鉄中間体 3 と 3 当量の臭化デシルとの

反応溶液では，全くスペクトルに変化は見られなかった。これらの結果から，鉄触媒クロスカッ

プリング反応において，ジアリール鉄中間体が活性な反応中間体であることが明らかとなった。 

【今後の展望】 

 第一周期遷移金属触媒のスピン状態と反応性の相関には，特に金属元素個々の性質が現れるこ

とから比較元素科学として興味深い研究課題である。今後の研究によって，同反応の反応機構の

解明と，スピン制御に基づく遷移金属触媒の反応性の精密制御に新機軸を打ち立てたいと考えて

いる。多種多様な有機金属反応剤を用いた反応開発研究には，有機金属錯体の X 線結晶構造解析

データベースへのアクセス，および量子化学計算的手法による反応機構・反応経路の検討，化学

種の電子状態の精査は必須であり，スーパーコンピューターラボラトリーの利用なくして研究を

進めることは不可能であった。また，X 線吸収スペクトル測定および不安定有機鉄化合物の微小

結晶 X 線構造解析など高輝度光科学研究センターSPring-8 のラインスタッフの方々の多大なる協

力によって研究を進めてきた。最後に謝辞を加えて本年度の成果報告としたい。 
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1. Synthesis and Self-Assembly of NCN-Pincer Pd-Complex-Bound Norvalines, K. Ogata, D. Sasano, K. 

Isozaki, R. Yoshida, T. Takenaka, H. Seike, T. Ogawa, H. Kurata, N. Yasuda, H. Takaya, M. Nakamura, 
Chem. Eur. J., 19, 12356–12375 (2013). 

2. Metal Array Fabrication Based on Ultrasound-Induced Self-Assembly of Metalated Dipeptides, K. 
Isozaki, Y. Haga, K. Ogata, T. Naota, H. Takaya, Dalton Trans., 42, 15953–15966 (2013). 

3. Synthesis, Structure, and Function of PCP Pincer Transition-Metal-Complex- Bound Norvaline 
Derivatives. H. Takaya, T. Iwaya, K. Ogata, K. Isozaki, T. Yokoi, R. Yoshida, N. Yasuda, H. Seike, T. 
Takenaka, M. Nakamura, Synlett, 24, 1910–1914 (2013). 

4. Synthesis of Novel C2 and C1 Symmetrical CHIRAPHOS Derivatives and Their Application in 
Palladium-Catalyzed Miyaura-Michael Reaction. Jin. M.; Nakamura, M. Chem. Lett., 42, 1035–1037 
(2013). 

5. DFT Study on 5-Endo-Trig-Type Cyclization of 3-Alkenoic Acids Using Pd–SPRIX Catalyst: 
Importance of the Rigid Spiro Framework for Both Selectivity and Reactivity, R. K. Gabr, T. 
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9518–9525 (2013). 

6. Ligand-Controlled Iron-Catalyzed Cross Coupling of Benzylic Chlorides with Aryl Grignard Reagents, 
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遷移金属錯体の構造探索 

Investigation into the structures of organometallic compounds 

元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学  脇岡正幸 

 

背景と目的 

	 パラジウム触媒によるヘテロアレーン類とハロゲン

化アリールの脱ハロゲン化水素型のカップリング(直接

的アリール化)は、有機金属反応剤を必要としない原子

効率に優れたクロスカップリング反応として注目を集

めている(Scheme 1a)。最近では、有機薄膜太陽電池な
どへの応用が期待されているπ共役系高分子の合成に

も応用され、我々のグループを含めて活発に検討されて

いる。今後、活性と汎用性に優れた重合触媒を開発する

ためには、直接的アリール化の反応機構に基づき、直接

的アリール化反応に対するヘテロアレーン類の反応性

を支配する因子を知ることが重要である。	 

	 直接的アリール化反応は、クロスカップリング反応と

類似の触媒サイクルにより進行するものと考えられて

いる(Scheme 1b)。クロスカップリング反応との違いはアリール錯体 C1 からジアリール錯体 C3 が生
成する過程にある(step b–c)。この過程について DFT計算を用いた詳細な研究が行われ、アリールカル
ボキシレート錯体 [PdAr(O2CR-κ2O)L] を中間体とする concerted metalation–deprotonation(CMD)機構に
よりアレーンの C–H結合切断が起こり、ジアリール錯体が生成する過程が提唱された。しかし、アレ
ーンの C–H 結合切断に対して十分な反応性を示すアリール錯体 C1 は合成されていなかった。そこで
本研究では、直接的アリール化の反応機構に関する情報の収集を目的として、C–H 結合切断に対して
活性を示すアリール錯体の開発を行うとともに、開発したアリール錯体とヘテロアレーン類との反応

ついて速度論的手法ならびに DFT計算を用いて解析した。 

結果と考察 

	 種々検討の結果、アセテート架橋の二核あるい

は四核錯体 [PdAr(µ-O2CMe)(PPh3)]n(C4)が 2-メ
チルチオフェン 1と容易に反応し、対応する直接
的アリール化生成物 2 をほぼ定量的に与えるこ
とを見出した(Scheme 2)。この反応では、錯体
C4 の半量が 2 とパラジウム黒に変わり、残りの
半量がビスホスフィン錯体 C5に変換される。ま
た、溶液 IR スペクトルと反応速度の解析結果か
ら 、 多 核 錯 体 C4 は 溶 液 中 で 単 核 錯 体	 

[PdAr(O2CMe-κ2O)(PPh3)](C1)との平衡にあり、
C1 が真の活性種として 1 と反応することが明ら
かとなった。 
	 錯体 C4a–cは、Chart 1に示す種々のヘテロア
レーン類と反応して対応する直接アリール化生

成物を生成した。括弧内に、競争反応(1,4-ジオキ
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サン, 90 °C)により求めたフェニル錯体 C6aに対する相対反応性比を示す。ビチオフェン 5は、構造的
類似性が高いにも関わらず、モノチオフェン 1に比べてかなり高い反応性(8.2倍)を示した。また、ベ
ンゾチアゾール 3 (pKa = 27)は、チオフェン 1 (pKa = 42)よりもはるかに酸性度が高いにも関わらず、
かなり反応性が低いことが分かった。そこで次に、これらの理由についてモデル錯体 
[PdPh(O2CR-κ2O)(PH3)] (C1d)を用いて DFT計算による解析を行った。 
	 Figure 1に 1の反応座標を示す。反応は、1の配位、CMD機構による C–H結合切断、ジアリール錯
体 C3dからの還元的脱離の三つの素反応により構成され、還元的脱離の遷移状態(TSRE)がエネルギー

的に最も高かった。すなわち還元的脱離が直接的アリール化反応の律速段階である。この結果は、1
の重水素化ラベル実験の結果(kH/kD = 1.0)とも一致した。ビチオフェン 5も同様の経路で反応し、1の
反応に比べて還元的脱離の遷移状態が少し低いことが分かった。	 
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Figure 1. Energy change (ΔG, kcal/mol) in direct arylation of 2-methylthiophene (1) with 
[PdPh(O2CMe-κ2O)(PH3)] (C1d) estimated by DFT calculations. 
 
	 一方、ベンゾチアゾール 3 と C1d との反応では、右の図のように 3 が窒素原子により
パラジウムに配位するため C–H 結合切断の前駆錯体となる配位錯体が顕著に安定化し
(ΔG = –5.0 kcal/mol)、この安定化エネルギーが律速段階である C–H結合切断(kH/kD = 3.3)
の活性化エネルギーに加算されるため(ΔG‡ = 23.8 + 5.0 = 28.8 kcal/mol)、反応が遅くなる
ことが分かった。実際、C1cと 3の配位錯体(C2c’)が結晶として単離された(Figure 2)。 
	 従来、直接的アリール化反応に対するアレーン類の反応性は

C–H 結合切断過程のみを考慮に入れて議論されることが多かった。
これに対し本研究の結果は、直接的アリール化が多段階反応であ

り、素反応の各段階が複雑に絡み合ってアレーン類の反応性が変

化していることを示している。 
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生体分子情報データベースの開発 

Development of Database for Biomolecular Information 

 

化学研究所バイオインフォマティクスセンター化学生命科学  五斗進 

 

背景と目的 

 

 近年のオミックス情報解析技術の発展により、ゲノム、メタゲノム、トランスクリプトーム、プロテ

オーム、メタボロームなどの大量の情報が得られるようになってきた。これらは単に生体分子の情報

というだけでなく分子間の関連情報という観点から、新しいタイプの情報でもある。これらを効率よ

く管理し、そこから新しい生物学的知見を発見するためのツールを備えたデータベースの開発はバイ

オインフォマティクス分野での重要課題の一つである。我々は、生体分子情報データベースおよびバ

イオインフォマティクス技術の開発に取り組み、その成果をゲノムネット（http://www.genome.jp/）
で広く公開している。特に、DBGET/LinkDB と KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 
はその中核をなすものである。本研究では、ゲノムネットにおけるデータベースおよびシステムの改

良を行う。また、データベースを用いた解析として、ネットワークという観点から遺伝子の機能予測

や創薬などの応用に結びつけることも目標としている。 
 
検討内容 

	 

	 平成 25年度も平成 24年度に引き続き、化合物・反応・遺伝子・ネットワークに関するデータベー
スの拡張と解析を中心に以下の内容を検討した。 

1) DBGET/LinkDBの拡張 
2) ゲノムネット計算ツールの拡張 
3) KEGGの拡張 
4) 医薬品相互作用ネットワークの解析 

 

 

結果と考察 

 
1) DBGET/LinkDBの拡張 
 
	 LinkDB はデータベースエントリー間の関係を抽出しデータベース化したものであり、database1
の entry1と database2の entry2に何らかの関係がある場合に以下のような３項関係で表現している。 

database1:entry1 database2:entry2 original 
ここで第 3項は２つのエントリー間の関係を表すリンクのタイプであり、現在は original（database1
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に記述があるリンク）、reverse（database2 に記述があるリンク）、equivalent（データベース間で同
じオブジェクトを指していると我々が定義したもの）、indirect（複数のデータベース間にまたがるリ
ンクをあらかじめ計算で求めておいたもの）の４種類を定義している。LinkDB では、このような３
項関係をプログラムで扱いやすいように RDF形式でも提供しているが、平成 25年度は、より高度な
データベース検索へと応用するために、RDF を SPARQL と呼ばれる質問言語で検索できるように
Virtuosoを用いてデータベース化した。今後は、Stanzaなどを用いた使用例の作成とインタフェース
の改良を行う。 
 
 
2) ゲノムネット計算ツールの拡張 
 
	 ゲノムネットではゲノムネット計算ツールとして BLAST などの配列解析ツール以外に、遺伝子機
能自動アノテーションシステム KAASなどのゲノム解析ツール、化合物の類似構造・部分構造検索シ
ステム SIMCOMP/SUBCOMPなどの化学解析ツールを開発・提供している。 
	 平成 25年度は、平成 24年度に構築した KAASと KEGG MODULEを用いて機能評価する枠組み
をウェブツールとして実装し、MAPLE（Metabolic and Physiological Potential Evaluator）
（http://www.genome.jp/tools/maple/）システムとして公開した。ユーザーがマルチ FASTA形式のア
ミノ酸配列情報を入力すると、システムは KAASを用いて各アミノ酸配列に対して機能と由来生物種
の情報をアノテーションして、その情報を元にしてモジュール充填率を計算する。MAPLE では個別
のゲノム配列やメタゲノムサンプルに対してアノテーションするだけでなく、複数のゲノム配列やメ

タゲノムサンプルを簡単に比較できるようになった。現在、数千遺伝子程度のバクテリアゲノムであ

れば数時間、数十万遺伝子のメタゲノムであれば数日で計算が終了する。システムのディスク容量の

関係で計算結果は 10日間だけサーバに保存されるため、計算結果をダウンロードする機能もつけてい
る。しかし、現在は計算結果をアップロードする機能がないため、計算結果をウェブ上でグラフィカ

ルに表示して見るためには再度計算する必要がある。今後は、結果をアップロードして再解析できる

ようにするとともに、計算速度と精度の改善、インタフェースの改良を進める。 
	 KEGG に登録されているすべての遺伝子（タンパク質をコードする遺伝子）をクラスタリングした
KEGG OC (Ortholog Cluster) に関しては、平成 24年度に引き続き定期的にデータ更新し、最新版は
平成 25年 3月 13日版で、2,964ゲノムの約 1,176万遺伝子を含む 1,324,921クラスタ（うち、複数
の遺伝子を含むクラスタは 520,731）からなる。データの更新は今後も継続して行う。遺伝子ネット
ワークを用いた遺伝子機能予測への応用に関しては、現在、生物種分布情報に基づいた OC クラスタ
の分類を検討しているところである。 
	 化学解析ツールに関して、化合物構造をフィンガープリント表現する新しい方法 KCF-S（KEGG 
Chemical Function and Substructure）を設計し、2つの化合物間を触媒する酵素反応が存在するか
どうかを判定する問題などに応用した[1,2]。今後は、この方法を改良した上で、新規酵素反応パスウ
ェイを予測する問題や新規酵素反応に対応する遺伝子を予測する問題に応用する。 
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3) KEGGの拡張 
 
	 平成 25年度は、KEGG MODULEや RMODULEとグローバルマップとの関係を整理したパスウェ
イ表示を実装するとともに、医薬品相互作用データベース検索インタフェースを構築した[3]。モジュ
ールとバクテリアのオペロンなどとの関係から、進化的な制約に関する機能とゲノムとの関連解析は

引き続き行う。 
	 ゲノムデータに関しては Human Microbiome Project から約 600 サンプル分のデータを取得し
KAAS アノテーションを付けた後、MGENES に登録した。また、サンゴと褐虫藻のゲノムを OIST
から取得し、DGENESに登録した。今後は、EGENESを廃止する予定なので、植物ゲノムプロジェ
クトのデータを積極的に DGENESに追加する予定である。。 
 
 
4) 医薬品相互作用ネットワークと副作用の解析 
	 FDA AERSに報告された副作用の情報から、医薬品・効能・副作用の関係をバイクラスタリング法
を用いて特徴づけし、類似した副作用を引き起こすメカニズムの同定を試みた。また、患者の年齢・

性別・体重の情報と関連付けて、それらが副作用に及ぼす影響を解析した[4]。さらに、医薬品の標的
タンパク質と副作用から、副作用に関与するタンパク質ドメインを推定する方法を開発した[5]。 
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drug-induced adverse reaction clusters towards understanding of their mechanisms. Comput 
Biol Chem in press (2014). 

5. Iwata, H., Mizutani, S., Tabei, Y., Kotera, M., Goto, S. and Yamanishi, Y.; Inferring protein 
domains associated with drug side effects based on drug-target interaction network. BMC 
Syst Biol 7(S6):S18 (2013). 
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KEGG Chemical Function形式を応用した化学部分構造データの生成と代謝パスウェイ再構築へ

の応用 

Generating chemical substructure data using KEGG Chemical Function format and its application to the 

metabolic pathway reconstruction. 

化学生命科学研究領域 小寺正明 

 

背景と目的  

 

目的化合物の代謝パスウェイが未同定であるとき、そのパスウェイに関する仮説を立てるには

官能基や化学部分構造を指す語彙を用いて自然言語で記述する方法がよく用いられる。一方で、

計算化学や化学情報学の分野では、化合物は化学記述子と呼ばれる数値表現で記述される。こ

の化学記述子は、生化学者がよく用いる官能基などの語彙と対応が付くものは少なく、計算に

より得られた結果を解釈する際に困難を生じている。私は KEGG Chemical Function (KCF)形式と

呼ばれる化学構造記述フォーマットを応用し、生化学者が「官能基」「化学部分構造」として認

識する構造をグラフ理論的に模倣する形で自動生成することを行なった。得られた KEGG 

Chemical Function-and-Substructure (KCF-S) の応用として、化合物集合からの特徴抽出、化合物

のクラスタリング、および化学構造からの代謝パスウェイ再構築を行い、良好な結果を得るこ

とが出来た。 

 

検討内容  

 

本研究では、筆者が 2008 年に発表した BiSSCat データベース（参考文献 2）で定義された「部

分構造」の定義に対して、服部らが 2003年に発表した KEGG Chemical Function (KCF)形式（参

考文献 3）で定義した KEGG Atom Typingを適用し、化合物中に存在する複数の部分構造を文字

列の集合（自然数ベクトル）として表現した。 

 

結果と考察  

 

化合物のデータ集合として、KEGG COMPOUND、KEGG DRUG、KNApSAcKの３つのデータベ

ースを用いて、それぞれのデータベースに特徴的な部分構造を抽出した。３つのデータベース

はそれぞれ化合物データの収集目的が異なり、結果として化合物の特徴も異なる（それぞれ中

39



心代謝、医薬品化合物、植物二次代謝を主な目的としている）。KEGG COMPOUNDに特徴的に

多く出現する部分構造としてはチオエステル結合、βケトカルボニル構造、イミダゾール環、

アデニン環などがあった。KEGG DRUG に特徴的に多く出現する部分構造としては第三級アミ

ンや、ピペリジン環などがあった。KNApSAcKに特徴的に多く出現する部分構造には 5-アレニ

ルベンゼン 1,2,3-トリオール環や、p-ヒドロキシベンゾエート骨格などがあった。このような解

析は、既存の他の化学記述子においては行なえず、部分構造と対応づけられる KCF-S を用いる

ことの利点のひとつである。 

	 既存の他の化学記述子との比較として、筆者らが開発した化学構造からの代謝パスウェイ再

構築実験（参考文献 1）の性能評価を行なった。手法としては、任意の２つの化合物を表すベク

トルから、差分だけを考慮したベクトル、共通部分も考慮したベクトルを生成し、それらをサ

ポートベクターマシンで「酵素反応式中に含まれる化合物ペア」と「含まれないペア」に分類

する問題を解いた。結果として、化学情報学分野で知名度の高い PubChem fingerprintや MACCS 

key を上回る性能を得ることが出来た。 

	 以上の結果の詳細は BMC Systems Biology誌にて発表済みである（発表論文 1）。今後は、薬

物・タンパク質相互作用解析や、酵素タンパク質配列との関連解析などに応用する予定である。 

 

発表論文  

1. Masaaki Kotera, Yasuo Tabei, Yoshihiro Yamanishi, Yuki Moriya, Toshiaki Tokimatsu, Minoru 

Kanehisa and Susumu Goto.	 “KCF-S: KEGG Chemical Function and Substructure for 

improved interpretability and prediction in chemical bioinformatics.” BMC Systems Biology, 

7(Suppl 6):S2 (2013). 
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代謝反応および生合成経路の予測に資する 

植物代謝産物の分類とオントロジーの構築 

化学生命科学 時松 敏明 

 

背景と目的 

植物は総計１００万種以上の代謝化合物を生合成すると推定されており 1)、その中には多数の医薬品のシー

ド、工業原材料、栄養的、そして生理的に重要な代謝化合物が存在する。また、植物は生薬の主要な原料で

もある。また、これらの代謝化合物のうち、化学構造が決定されている化合物はおよそ 6 万種程度にすぎず、

いまだ構造が明らかになっていない有用代謝化合物がまだまだ存在するものと推測される。このため、植物メ

タボローム研究はますます重要な研究分野となっており、メタボロームを用いた新規化合物の発見や代謝経

路決定の研究が進められている。これらの研究を進めるための基盤データとしては、高品質の代謝化合物デ

ータベースや代謝化合物と遺伝子をつなぐ代謝パスウェイデータベースの存在が重要である。当研究室では、

長期にわたってこれらのデータベースを開発・維持し、他のデータベースとのリンク情報の提供を含め、統合

的なデータベース環境を提供してきた。 

しかしながら、植物代謝産物の分野においては、我々のデータベースが現在カバーしている範囲は非常に限

定的であり、さらなる情報の充実を必要としている。このため、奈良先端大金谷研究室が開発している

KNApSAcK データベースの情報を用いて植物代謝産物の骨格構造分類を行い、骨格分類と代謝経路を対応

付けたオントロジーを構築することにより、不足情報をカバーすることを企図した。本年度は、手始めに植物の

重要な代謝化合物を多数含み、構造分類がわかりやすい TypeIII ポリケチド合成酵素（PKS） から派生する

化合物群の構造による分類を行った。 

 

検討内容 

化合物データとしては、KEGG COMPOUND （17,184化合物(2014年)2gつ現在）および KNApSAcK（奈良先端

大金谷研究室、50,897化合物（2013年 5月現在）を用いた。 

まず、文献より TypeIII PKSおよびそれらが生合成する化合物骨格を抽出し、TypeIII PKS派生化合物骨格の

階層型オントロジーを作成した。KNApSAcK の各化合物について、KCF-S を用いたクラスタリングとマニュア

ルによるキュレーションにより、これらの化合物骨格に分類される化合物の探索を行った。 

 

結果 

文献より、16種のTypeIII PKSから派生する 53の骨格による化合物分類を規定した（図１、2つの代表構造を

決められない化合物分類を含む）。KEGG COMPOUND および KNApSAcK の化合物をこれらの骨格分類に

あてはめたところ、現在も継続的に作業中であり暫定的な結果であるが、KEGG COMPOUNDで 812化合物、

KNApSAcKで 10,015化合物がTypeIII PKS 派生の化合物骨格に分類された。53の骨格分類のうち 8の骨格

分類については、KNAｐSAcK にのみ化合物が存在する骨格であった。また、Chalcone synthase（CHS）から

派生するFlavonoidがKEGG COMPOUNDで638化合物（78.6 %）、KNApSAcKで8751化合物（87.3 %）とTypeIII 

PKS 派生化合物の大半を占めていた。 

41



 

図１． TypeIII PKS およびそこから派生する化合物骨格 

 

考察 

今回、KEGG COMPOUND と KNApSAcKの 2つのデータベースの分類を行うことにより、KEGG COMPOUND

ではカバーできていない骨格があることが定量的に示された。双方のデータベースの性格上、これは妥当な

結果であるので、両方のデータベースを補完利用することにより、情報の充実を図ることが必要であると考え

られる。 

今回の分類により、代謝経路完全に決定されていない化合物について、部分的な代謝経路情報が付与でき

たので、今後他の化合物群においても分類を行い植物代謝産物全般にわたり有用情報の提供を可能にする

ことが必要であると考察される。 

 

 

参考文献 

[1] Afendi, F.M., Okada, T., Yamazaki, M., Hirai-Morita, A., Nakamura, Y., Nakamura, K., Ikeda, S., Takahashi, H., 

Altaf-Ul-Amin, M., Darusman, L.K., Saito, K., Kanaya, S.; KNApSAcK Family Databases: Integrated Metabolite-Plant 

Species Databases for Multifaceted Plant Research. Plant Cell Physiol., 53, e1 (2012). 
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ポリケチド合成酵素ファミリーの包括的解析 

Comprehensive analysis of polyketide synthase families 

京都大学化学研究所バイオインフォマティクスセンター化学生命科学  清水 祐吾 

 

背景と目的 

ポリケチドはバクテリアや菌類、植物等によって産生される天然化合物(二次代謝物質)であり、ポリフェノー

ル、マクロライド、ポリエン、エンジイン、ポリエーテルといった多様な化学構造を取り得ることや、自己防衛、

情報伝達、毒性因子、色素生成、摂食阻害、UV 防御などの様々な生物学的機能が知られている。また、エリ

スロマイシン、ラパマイシン、ロバスタチンといった臨床的に重要な多くの薬品を含む、抗生物質、抗癌剤、抗

寄生虫剤、免疫抑制剤、コレステロール低下剤等の薬理活性を持つ多様な化合物が含まれていることが知ら

れているタンパク質ファミリーである。ポリケチドは生物内においてポリケチド合成酵素(PKS)によって触媒さ

れることで合成されている。その過程は脂肪酸合成酵素(FAS)による脂肪酸合成経路と類似しており、アセチ

ル CoAやマロニル CoAなどの単純なスターター基質にマロニル CoAやその誘導体の伸長鎖基質を繰り返し

縮合、修飾を行うというものである。縮合の回数、各伸長鎖における修飾の種類と有無、そして他の酵素によ

る反応後修飾によってポリケチドの広範な多様性が生み出されている。 

現在、ゲノム決定や配列解析によってポリケチドと推定されるタンパク質の遺伝子配列が大量に発見され

ているが、その機能は未知のものも多く、タンパク質の配列から計算機的に生成物ポリケチドの化学構造及

びその性質を予測するという試みが行われている。PKSはその反応様式及び配列ドメイン構成によって大きく

３種類に分類されているが、従来の分類ではとらえられないような PKS も見つかっており、生成物予測に利用

できるような包括的な分類体系を整えることが必要となっている。そこで本研究では、PKS ファミリーの候補と

なるタンパク質を包括的に探索し、網羅的に分類を行った。さらにPKSの中でも特に未知の部分の多いタイプ

IIIの PKSに着目してより詳細な分類を行った。 

 

検討内容 

ゲノムが解明された生物種の遺伝子・タンパク質データベースである KEGG GENESに対し、既知の PKSで

ある pikAIII(タイプ I)、actIORF1,2,3(タイプ II)、CHS1(タイプ III)のそれぞれをシードとし配列類似度検索法である

PSI-BLASTを用いて PKS、PKS類似タンパクの遺伝子の抽出を行った。PSI-BLASTの繰り返し回数は 10回

まで行い、繰り返し毎に e-value10-3の閾値にて配列を取得した。これらの遺伝子のタンパク質配列のドメイン

情報をタンパク質のドメインデータベースである PFAMと隠れマルコフモデルを用いたドメイン検索ソフトウェア

である HMMER を用いて抽出(閾値 e-value10-3)し、得られたデータを必須ドメイン(KS、ACP、AT)の組み合わ

せによって網羅的に分類をすることでその特徴付けを行った。また、PFAMにおける KSドメインの定義の違い

を利用することによりタイプ IIIのPKS候補を抽出し、その配列をマルチプルアラインメントし、Neighbor-Joining

法を用いて系統樹を作成した。 

 

結果と考察 

各シードから得られた PSI-BLASTの結果を比較した結果、タイプ I とタイプ IIのシードから得られた結果は
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一致性が高くなった。また、タイプ IIIシードから得られた結果とそれ以外のタイプのシードから得られた結果に

は繰り返し回数が4以下では重複がほとんど見られなかったが5回目以降では重複が見られた。そこで、繰り

返し回数 4の PSI-BLAST結果を採用し、これに加えてドメイン情報を使用することでタイプ I～IIIを区別するこ

とが可能となった。しかしながら、FAS のように PKS と近縁のファミリーのタンパク質で、類似の反応系を持っ

たものはPKSと同様のドメインを持っていることが知られており、この分類中にも FASやその他類似の非PKS

配列が大量に含まれる結果となった。系統樹を作成した結果(図 1、ここではタイプ IIIのもののみを示す)、この

FAS を含む非 PKS 配列を PKS 配列と区別することが可能になり、タイプ III 候補配列では 939 配列中 348、

すなわち全体のおよそ 4割弱が非 PKS配列であることがわかった。KEGG GENESに含まれる既知 PKS配列

に加え、全ゲノムが決定されていない生物における既知 PKS 配列を UniProt データベースより取得し系統樹

に挿入(図 1青色部、ここではバクテリアタイプのもののみを示す)することで既知PKS配列を含むクラスターを

分類することが可能になった。また、近い既知 PKS 配列のないクラスターに関しても KEGG OC や KEGG 

ORTHOLOGYの情報を付加することによってある程度の分類を行うことが可能となった。 

 

 

 

図 1. タイプ IIIのPKS候補配列で作成した系統樹。上は FAS等の非PKS配列を含む状態、下は非PKS

配列を除去した状態(外群として使用した FASを除く)。紫色、赤色、緑色、水色の部分はそれぞれ

バクテリア、菌類、植物、原生生物の配列。青色の部分は既知のバクテリアタイプ III PKSの配列。 
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薬剤の有害反応に関する薬剤疫学解析 
Pharmacoepidemiological characterization of drug-induced adverse reactions 

化学研究所 化学生命科学  水谷紗弥佳 
 
背景と目的 
薬剤の副作用はいまだ高い罹患率、死亡率を記録している。実際、予期せぬ副作用の発現

は患者の生活の質を低下させるだけでなく、薬剤治療の中断につながることもあり、薬剤の

安全性を考える上で非常に重要な問題である。しかしながら、副作用発現の分子作用機序は

ほぼ未解明のままである。毒性や副作用を創薬段階で予測し回避することは最重要課題であ

るが、それと同時に、市販後に報告された副作用例から関連知識を抽出し、副作用発現機構

を解明、予測することも重要な研究課題である。近年、医薬品に関する様々な知識、情報が

公開文書や添付文書、または学術論文から抽出され、商用、公共のデータベースに蓄積され

ている。医薬品データには薬物の化学成分、化学構造、標的タンパク質、薬物代謝酵素、効

果、副作用など様々な属性があり、異なる属性にまたがるデータ間の重要な関係を抽出する

ことは副作用発現機構の理解につながる。 
アメリカ食品医薬局（FDA）が提供している Adverse Event Reporting System (FAERS) [1] は、
薬剤による有害反応（ADR）の記録を大規に収集したデータベースであり、投与された薬剤
とそれによる ADRだけでなく、患者の症状、性別、年齢、体重などの生理学的データなどを
含み、薬剤疫学的に非常に有用なデータである。我々は、FAERS から得た ADRと薬のプロ
ファイルに対して機械学習の方法を用いて有害反応と薬剤の関係人口統計学的に特徴づけた。 
 
検討内容 
FAERS に登録された ADR の報告のうち 425,273 報告を用いて、1,909 の薬と 5,802 の 
ADR に対してその報告数を表す行列を作成し、機械学習の方法のひとつであるバイクラスタ
リングをこのデータ行列に適用した。バイクラスタリングは、データ行列から数値変化パタ

ーンの類似した部分行列を抽出する。すなわち、あるバイクラスターに含まれる ADR は、
そのバイクラスターに抽出された薬の全てに対して同じような頻度で有害反応を起こした、

とみなすことが出来る。バイクラスタリングのアルゴリズムは、Iterative Signature Algorithm 
[2] を使用した。各バイクラスターに抽出された ADR の医学的類似性を評価するために、
医学用語の分類システム MedDRA [3] と Gini 係数を用いて定量化した。また、FAERS に
登録された適応症（薬剤治療の目的）データを用いて薬剤適応の類似性を評価した。患者の

性別の分布は Welch の t-検定、年齢及び体重の分布は Fisher の t-検定を用いた。 
 
結果 
FAERS の有害反応報告データから作成したデータ行列にバイクラスタリングを適用したと
ころ、240 の薬と 691 の ADR を含む 163 のバイクラスターが抽出された [4]。MedDRA を
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用いて各バイクラスターの評価を行った所、医学的に類似した ADR がまとまってひとつの
バイクラスターに現れている一方、同じバイクラスターに現れる薬剤は、その薬剤適応がま

ちまちであることが分かった。すなわち、薬剤の有害反応はその薬効と必ずしも相関せず、

異なる薬効を持つ薬剤が何らかの共通作用機序を経て同じ有害反応を起こすことが示された。

表１に 163 のバイクラスターの例を示す。さらに、我々の使用したアルゴリズム Iterative 
Signature Algorithm では、バイクラスター間の重複を許すため、同じ薬剤に対して ADR の
異なるバイクラスター同士を比較したところ、バイクラスター間で患者の性別、年齢、体重

の分布が有意に異なるものがあることが分かった。すなわち、同じ薬剤を投与しても、性別、

年齢、体重によって有害反応の発現が異なることことが示された。その一例を図１に示す。 

 

 

図１	 患者の年齢により異なる薬剤有害反応が確認された例 

表１	 抽出されたバイクラスタの例 
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考察 
提案手法は、薬剤有害反応の作用機序への議論を可能にするとともに、有害反応発現を患者

の生理学的性質に関連付けることが出来る。薬物は、標的分子を刺激•抑制することによりそ

の薬理効果を示す。従って、薬物の標的分子ネットワークへの影響を推定することが必要で

ある。さらに、薬剤有害反応は本来意図しない標的分子への結合が原因になっている可能性

が指摘されている。今後の課題として、薬物の作用点と、それが引き起こす有害反応の分子

ネットワークを推定することが必要である。 
 
参考論文 
 
[1]http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrug
Effects/default.htm 
[2] Ihmels, J., Bergmann, S. and Barkai, N., Defining transcription modules using large-scale gene 
expression data. Bioinformatics 20, 1993-2003 (2004). 
[3] https://www.pmrj.jp/jmo/php/indexj.php 
[4] Mizutani, S., Noro, Y., Kotera, M., and Goto, S.; Pharmacoepidemiological characterization of 
drug-induced adverse reaction clusters towards understanding of their mechanisms. Comput Biol 
Chem (APBC paper), in press (2014). 
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後生動物におけるイントラジェニック miRNA とホスト遺伝子の機能関連解析 

Functional relationship between miRNA and its host gene in metazoan species 
化学研究所 化学生命科学 西村 陽介 

 

背景と目的 

 miRNA は動物や植物等の様々な生物種がコードする機能性低分子 RNA であり、後生動物においては

複数のターゲット遺伝子の発現抑制を行うことによってシグナル伝達や細胞分化等の制御分子として機

能する。また癌を始めとする各種疾患にも重大な関連が指摘され、臨床診断マーカーや創薬ターゲットと

して注目を集めている。後生動物においてmiRNAによるターゲット遺伝子の発現抑制効果は一部の例外

を除き、ターゲット mRNA の 3’UTR に不完全ながら相補的に結合することによる mRNA の分解促進や翻

訳抑制を行うことによって生じる。しかし実験的に確認されたターゲット遺伝子は少なく、個々の miRNA が

どのような細胞制御機能を果たしているかについては未だ解明途上である。 

 後生動物 miRNA の半数程度は既知のタンパク質コード領域にゲノム上で重複していることが知られて

いる。これらの miRNA と遺伝子はそれぞれイントラジェニック miRNA とホスト遺伝子と呼ばれるが、一つの

ユニットとして同時に転写されるものが多く、発現量の相関が見られるという報告がなされており、相互に

機能的な関連性があるのではないかと推測される。そこで報告者はイントラジェニック miRNA がホスト遺伝

子の機能的レギュレーターであるという仮説を立てた。計算機を用いて miRNA のターゲットを予測し、イン

トラジェニック miRNA とホスト遺伝子との機能的な関連について種間比較を含めた手法によりこの仮説の

検証を行うことによって、イントラジェニック miRNA の機能解明を行うことを目的とした。 

 

手法と結果 

  前述の仮説を検証するために、イントラジェニック miRNA のホスト遺伝子に対する制御モデルとして、

直接的制御モデルと機能的制御モデルを構築した。前者はイントラジェニックmiRNAが直接ホスト遺伝子

をターゲットとするモデルで、後者はイントラジェニック miRNA がホスト遺伝子と同一機能カテゴリー内の

遺伝子を制御することを通じてホスト遺伝子の機能を間接的に制御するモデルである。miRNA のターゲッ

ト情報については、実験的に確認されたターゲットを用いてテストセットを構築し、発表されている 5 つの

予測手法の精度を評価した結果、その中から３つの手法を組み合わせて予測することが最良であるという

結果を得た。このターゲット情報をもとにイントラジェニック miRNA とホスト遺伝子の各組に対して直接的

制御モデルと機能的制御モデルを用いて仮説の検証を行った。機能的制御モデルに関してはパスウェイ

と機能階層情報を機能カテゴリーとして用い、ホスト遺伝子と同じ機能カテゴリーにイントラジェニック

miRNA のターゲットが集中的に存在するかについて統計的検定を行った。この予測結果をもとにイントラジ

ェニック miRNA とホスト遺伝子の各組に対して直接的制御モデルと機能的制御モデルを用いて仮説の検証を

行った。機能的制御モデルに関しては KEGG データベースのパスウェイと機能階層情報(BRITE)を機能カテゴ

リーとして用い、ホスト遺伝子と同じ機能カテゴリーにイントラジェニック miRNA のターゲットが集中的に存在す

るかについて統計的検定を行った。結果として、直接的制御モデルは全体の 12.6%の組で、間接的制御モデ

ルは 27.3%の組でそれぞれ確認された。さらに、両者のうち少なくともどちらかが成立する組は 34.9%に達し、少

なくない数のイントラジェニック miRNA がホスト遺伝子のレギュレーターとして機能している可能性が示唆
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された。 

 また、これらの制御モデルが種間で保存されているかどうかを検証した。ホスト遺伝子の進化的な類縁

関係を調べると、種間で保存されているイントラジェニック miRNA とホスト遺伝子が多数存在していること

が分かった。そこでホスト遺伝子のオーソログ情報を用いて、種間で保存されているホスト遺伝子とイント

ラジェニック miRNA を調べた所、174 のオーソログにおいてイントラジェニック miRNA が 3 生物種以上で

保存されていた。さらにその中で 65 のオーソログにおいて直接的制御モデルか機能的制御モデルのど

ちらかが 3 生物種以上で保存されていることが確認された。 

 さらに近年では、前駆体 miRNA から２つの異なる成熟 miRNA (3p arm, 5p arm) が生じ、その両方が機能的

であるという知見が蓄積されてきている。そこで発表者はイントラジェニック miRNA の 3p arm, 5p arm の両方の

ターゲットが、ホスト遺伝子が関連する KEGG パスウェイ上にどのように分布しているかを調べた所、3p arm と

5p arm がそれぞれ排他的に分担してホスト遺伝子が関わるシグナル伝達ネットワークの構成遺伝子をターゲッ

トとしている例が見られた。この結果は、イントラジェニック miRNA が 3p arm と 5p arm の双方を介してホスト遺

伝子のシグナル伝達ネットワーク上でレギュレーターとして機能していることを示唆している。 

 

考察 

 直接的制御モデルや間接的制御モデルによって、少なくない数のイントラジェニック miRNA がホスト遺伝子

のレギュレーターとして機能していることが示唆され、さらにそれらの制御関係がホスト遺伝子のオーソログに関

して保存される傾向にあることが分かった。これらのことから、イントラジェニック miRNA のホスト遺伝子に対する

レギュレーターとしての機能が進化の過程を通して重要であるという可能性が考えられる。今後も継続的に解

析を進めて行きたい。 
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基質・生成物ペアの構造に基づく代謝酵素遺伝子の予測 

The metabolic enzyme gene prediction based on the structure of the substrate-product pair 

 

化学研究所付属バイオインフォマティクスセンター化学生命科学 守屋 勇樹 

 

背景と目的 

 生体内における様々な化合物の代謝経路を再構築することは、多様な生体現象を理解する上で非

常に重要である。これまで多くの代謝産物が同定され、PubChem、KNApSAcK、KEGG COMPOUND

といったデータベースに蓄積されているが、その多くは生合成・分解経路が明らかにされておらず、

中間代謝物や代謝酵素などが同定されていない。また、植物界全体では少なくとも 1,000,000 種類の

代謝産物を合成するという推定もされており、現在の KEGG PATHWAY や MetaCyc と言った代謝経

路データベースはそのごく一部を再構築しているに過ぎない。この状況に対して、我々は以前に、

代謝経路の未知な代謝産物における合成・分解反応を推定し中間代謝物を予測するツール、PathPred

を作成した[1]。これにより、これまで不明瞭であった代謝経路を、連続反応に置き換えることが可

能となった。本研究では代謝経路の再構築に必要な次の段階として、反応の代謝酵素予測を目的と

した。 

 

手法 

 KEGG REACTION データベースでは 6,506 の反応において、その反応を代謝する酵素がオーソロ

ググループ（KEGG Orthology、KO)の形で同定されており、そのうち 4,984 反応は複数の反応を代

謝する酵素によっても代謝されている。これは多くの反応が、他の反応と代謝酵素を共有している

ことを意味している。そこで本研究では同一の酵素によって代謝される反応を推定することで、反

応の代謝酵素予測を行った。 

 同一の酵素によって代謝される反応同士は構造類似性を持つと考えられるが、現在反応間の類似

性を検出する手法が存在しない。そこで、化合物を記述子としての部分構造とその数で表現した

KCF-S[2]を拡張し、基質・生成物ペアを表現するための aligned KCF-S を定義した（図１）。これに

より反応同士の類似性を基質・生成物ペアのレベルで計算することが可能になった。 

 まず、代謝酵素の未知な

問い合わせ基質・生成物ペ

アにおいて、E-zyme プログ

ラム[3]を用いて構造アラ

インメントを行い、問い合

わせペアの aligned KCF-S

を作成した。次に類似した

基質・生成物ペアを KEGG 

RPAIRデータベースから検

出した。その際、aligned  

KCF-S 間の Tanimoto 係数

を類似度として用いた。次 図１：aligned KCF-S と KCF-S の記述子の例 
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に同一の KO によって代謝される基質・生成物ペアに共通して見られる部分構造を、その KO に特

徴的な構造として抜き出すことで、KO を表現する aligned KCF-S を作成した。最後に問い合わせ基

質・生成物ペアと KO 間の類似度を計算し、最も類似度の高い KO を問い合わせ基質・生成物ペア

の代謝酵素とした。 

 また、今回提案した基質・生成物ペアのレベルでの類似度を用いた手法と比較するため、化合物

レベルの類似度を用いた手法を次のように定義した。基質同士の類似度、及び生成物同士の類似度

の平均を基質・生成物ペア間の類似度とし、RPAIR データベース中で最も類似度の高くなるペアを

代謝する KO を、問い合わせペアの代謝酵素とした。 

 

結果と考察 

 手法を評価するため、交差検定の一つである leave-one-out cross-validation を行い、次の３つの指

標によって評価した。assign rate: KO をアサインしたテストの割合、correct rate: アサインした KO

の中に正解が少なくとも一つ含まれていたテストの割合、TP rate: それぞれのテストにおける正解

KO の割合の平均。図２は様々な類似度の閾値で代謝酵素の予測を行った結果を示している。緑で

示された線は今回提案する基質・生成物ペアのレベルでの類似度（aligned KCF-S）を用いた結果で、

青で示された線は化合物レベルの類似度（KCF-S）を用いた結果を表している。その結果、提案す

る手法において correct rate 及び TP rate が全体に渡って高くなっており、aligned KCF-S は化合物レ

ベルの類似度に基づいた手法よりも、反応と代謝酵素との関連性を検出できている。また、類似度

0.9 を閾値とした場合 assign rate は 50%を超え、その際の correct rate 及び TP rate はそれぞれ 78%と

69%となり、反応の代謝酵素予測の第一段階として有用な手法と言える。 

 
 

参考論文 

[1] Moriya, Y., Shigemizu, D., Hattori, M., Tokimatsu, T., Kotera, M., Goto, S., and Kanehisa, 
M.; PathPred: an enzyme-catalyzed metabolic pathway prediction server. Nucleic Acids Res. 38, 
Web Server issue (2010).  
[2] Kotera, M., Tabei, Y., Yamanishi, Y., Moriya, Y., Tokimatsu, T., Kanehisa, M., and Goto, S.; 
KCF-S: KEGG Chemical Function and Substructure for improved interpretability and 
prediction in chemical bioinformatics. BMC Syst Biol 7 (2013). 
[3] Yamanishi, Y., Hattori, M., Kotera, M., Goto, S., and Kanehisa, M.; E-zyme: predicting 
potential EC numbers from the chemical transformation pattern of substrate-product pairs. 
Bioinformatics 25 (2009). 

図２：手法の性能比較
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生物情報ネットワークの解析と制御
Analysis and Control of Biological Information Networks

京都大学化学研究所 数理生物情報研究領域 阿久津達也

背景と目的
生物情報ネットワークの解析はバイオインフォマティクスおよびシステム生物学における主要研
究課題の一つである。我々は遺伝子ネットワークの離散数理モデルであるブーリアンネットワーク
を用いて、定常状態計算やネットワーク推定および制御などのアルゴリズムについて継続的に研
究を行ってきた。以前の研究においてブール関数がCanalyzing関数に制約されたブーリアンネッ
トワーク対する静的定常状態検出アルゴリズムを開発したが、本年度はそこで不十分であった点
を改善した [1]。さらに、静的定常状態からブーリアンネットワークを推定・補完する方式につい
て理論的研究を行った [2]。一方、多くの生物情報ネットワークが持つスケールフリー（次数分布
のべき乗則）という性質についても我々はこれまで継続して研究してきた。昨年度は最小支配集
合を用いた制御問題の定式化とその解析を行ったが、本年度はその方法論を二部グラフ構造を持
つネットワークに適用した [3]。さらに、以前より代謝ネットワークにおいて１個もしくは複数の
反応をノックアウトした際の影響範囲推定方式についても研究してきたが、本年度は代謝流束均
衡解析に基づく方法を開発した [4]。

検討内容
ブーリアンネットワーク（BN）は n個の頂点（１個の頂点が１個の遺伝子に対応する）をもち、
各頂点は１（発現）か０（非発現）のどちらかの状態をとる。頂点の状態は単位時刻ごとに同時
に変化するが、頂点の状態変化の制御規則はブール関数により与えられる。BNにおいてはアトラ
クターとよばれる静的もしくは周期的な定常状態が重要な役割を果たし、多くの研究が行われて
きた。我々はブール関数が Canalyzing関数に制約された BNに対する静的定常状態検出アルゴリ
ズムを以前に開発したが、正の自己ループがある場合にアルゴリズムが適切に動作しないという
問題があった。そこで、この問題点を克服するための検討を行った。

BNに関しては遺伝子発現データからのネットワーク構造推定という研究課題もあり、これも以
前より研究を行ってきた。以前の研究では遺伝子発現の時系列データが与えられると仮定してい
たが、時系列データを正確に測定することは現在の技術を持ってしても困難である。一方、多数の
サンプルからの発現データは数多く蓄積されつつある。それらの多くは定常状態にあるデータで
あると考えられる。そこで、与えられたデータが定常状態であるという条件のもとでネットワー
ク推定や補完を行う方式について理論的検討を行った。
スケールフリーネットワークの制御に関しては、昨年度行った最小支配集合と線形制御理論に
基づく解析手法を二部グラフ構造を持つスケールネットワークの解析に適用するための方法につ
いて検討を行った。
代謝ネットワークの影響範囲推定方式については、これまで離散モデルに基づく研究を行って
いたが、可逆反応の適切な取扱いが困難であるという問題があった。そこで、その困難を克服す
るため、代謝流束均衡解析における基準モードを用いる方法と、線型計画法を用いる方法の二種
類の検討、開発、比較を行った。
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結果
Canalyzing関数からなるBNの静的定常状態検出については、正の自己ループがある場合も正し
く動作するO(1.871n)時間アルゴリズムを開発した。さらに、この研究の副産物として、Canalyzing
関数集合の充足可能性問題を解くアルゴリズムの時間計算量の改善という結果も得た [1]。一方、
静的定常状態からの BN推定・補完に関しては、補完が一般的に計算困難であることを示すとと
もに、任意のブール関数が利用可能な場合には推定が多項式時間で行えることを示した [2]。
二部グラフ構造を持つスケールフリーネットワークの最小支配集合による制御に関しては、昨
年度示した通常のスケールフリーネットワークに対する結果と同様の結果が成立することを示す
とともに、新たに最大次数の最小支配集合のサイズに対する影響も理論的に導出し、それらの結
果を計算機シミュレーション、および、ネットワークデータ解析により確認した [3]。
代謝ネットワークの影響範囲推定に関しては、提案する代謝流束均衡解析に基づく方法の有効
性を既存の遺伝子ノックアウト実験データを用いて確認した。さらに、計算時間に関しては、ネッ
トワークサイズが小さい場合には基準モードを用いる方法が有効であるが、それ以外の場合には
線形計画法を用いる方法がはるかに有効であることがわかった [4]。

考察
Canalyzing関数からなる BNの静的定常状態検出については以前のアルゴリズムの問題点の克
服という結果を得たが、動的定常状態検出については non-trivialな結果が得られておらず、今後
の課題となっている。静的定常状態からのBN推定・補完に関しては、BN以外のモデルの利用も
含めて実用的な手法の開発が課題となっている。二部グラフ構造を持つネットワークの制御では、
代謝ネットワークのように双方向に辺がある場合の解析が課題となっている。代謝ネットワークの
影響範囲推定に関しては、実際のノックアウト実験結果と予測結果の差が未だに大きいため、代
謝ネットワーク以外の情報の利用や機械学習手法との融合などが課題となっている。
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2265-2274, 2013.

[3] J. C. Nacher and T. Akutsu, Structural controllability of unidirectional bipartite networks,
Scientific Reports, 3, 1647, 2013.

[4] Y. Zhao, T. Tamura, T. Akutsu and J-P. Vert, Flux balance impact degree: A new
definition of impact degree to properly treat reversible reactions in metabolic networks,
Bioinformatics, 29, 2178-2185, 2013.
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タンパク質ドメイン構成に基づくプロテオーム圧縮 

Proteome compression via protein domain compositions 

化学研究所バイオインフォマティクスセンター数理生物情報研究領域  林田守広 

背景と目的 

生体は自らの生命を維持していることからも一つの非平衡開放系とみなすことができる．孤立系においては

不可逆過程であればエントロピーは増大する．生物は進化の過程において，突然変異や組み換えなどによっ

て DNA の塩基配列情報を変化させながらも自らの生命を維持させてきた．生物一個体の持つ情報量はどの

くらいだろうか？生物の持つ情報を DNA の塩基配列とすると，この配列を圧縮することによって大体の情報

量を知ることができる．圧縮率が高ければ DNA 配列に繰り返しや冗長な部分が多く，配列長に比べて情報量

は少ないと考えられ，逆に圧縮率が低ければ情報量は多いと考えられる． 

現在までに DNA 塩基配列やタンパク質アミノ酸配列を圧縮するための様々な手法が開発されてきた．多くは

部分配列の繰り返しや頻度に基づいている．一方で，タンパク質はドメインと呼ばれる部分構造を持ち，同種

のドメインが異なる種類のタンパク質に含まれている例も存在する．本研究ではこのタンパク質のドメイン構

成を個体の持つすべてのタンパク質について圧縮することによって，生体の持つ情報量について考察する． 

 

検討内容 

生体の持つタンパク質の集合を𝑃𝑃，ドメインの集合を𝐷𝐷とする．各タンパク質𝑃𝑃𝑖𝑖  (∈ 𝑃𝑃)に含まれるドメイン𝐷𝐷𝑚𝑚  (∈

𝐷𝐷)の集合も𝑃𝑃𝑖𝑖で表す．ここで同種のドメインが複数含まれていれば𝑃𝑃𝑖𝑖は多重集合となる．本研究ではプロテオ

ーム𝑃𝑃を圧縮し，𝑃𝑃を構成するための最小の文法を見つける．文法としては，以下の３つの規則を考える． 

1. タンパク質𝑃𝑃𝑖𝑖がドメインのみから構成される場合． 

ドメインの番号が情報として必要であるので，𝑃𝑃𝑖𝑖に含まれるドメインの数を|𝑃𝑃𝑖𝑖|として，|𝑃𝑃𝑖𝑖| ⌈log|𝐷𝐷|⌉のコスト

がかかるとする． 

2. タンパク質𝑃𝑃𝑖𝑖がタンパク質𝑃𝑃𝑗𝑗からドメインの削除と新たなドメインの挿入によって構成される場合． 

遺伝子重複と呼ばれる現象に対応し，進化的に𝑃𝑃𝑗𝑗が複製されて𝑃𝑃𝑖𝑖が形成されたと考える． 

𝑃𝑃𝑗𝑗の指定と，𝑃𝑃𝑗𝑗に含まれるドメインの取捨選択，また|𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑗𝑗|個の新たなドメインに⌈log|𝑃𝑃|⌉ + �𝑃𝑃𝑗𝑗� + |𝑃𝑃𝑖𝑖 −

𝑃𝑃𝑗𝑗|⌈log|𝐷𝐷|⌉のコストがかかるとする． 

3. タンパク質𝑃𝑃𝑖𝑖が二つのタンパク質𝑃𝑃𝑗𝑗 ,𝑃𝑃𝑘𝑘から新たなドメインの挿入によって構成される場合． 

遺伝子融合と呼ばれる現象に対応し，進化的に𝑃𝑃𝑗𝑗と𝑃𝑃𝑘𝑘が融合し複製されて𝑃𝑃𝑖𝑖が形成されたと考える． 

ドメインの削除は可能な組み合わせの数が膨大になるため考慮しない．この場合に2⌈log|𝑃𝑃|⌉ + |𝑃𝑃𝑖𝑖 −

𝑃𝑃𝑗𝑗 − 𝑃𝑃𝑘𝑘|⌈log|𝐷𝐷|⌉のコストがかかるとする． 

最小コストをもつ上のような文法を見つける問題は，辺に重みの付いた有向ハイパーグラフに対する最小大

域木を見つける問題に変換できる．ハイパーエッジの持つ頂点の数が 2，つまり普通の辺だけの場合は多項

式時間で最小大域木を見つけることができるが，ハイパーエッジの頂点の数が 3 以上では NP 困難になるこ

とが知られている．本研究では，最適解を見つけることが困難であるので，上の 3 つ目の規則を除いて最適

解を見つけた後，除いた規則のうちある基準を満たすものだけを再び加えて最適解を求める，ヒューリスティ

ックな手法を提案する（詳細は文献[1]）． 
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結果 

タンパク質データベース UniProt から 14 の生物種，D. discoideum, E. coli, S. cerevisiae, S. pombe, C. elegans, 

D. melanogaster, A. thaliana, O. sativa, D. rerio, X. laevis, G. gallus, M. musculus, P. troglodytes, H. sapiens に

ついて，タンパク質ドメイン構成の情報を取得し，提案手法を適用した．規則 1, 2 のみを使った場合の圧縮サ

イズは常に，圧縮前のサイズよりも小さく，すべての規則を使った場合の圧縮サイズよりも僅かではあるが大

きかった．また元のサイズからの圧縮率の比較からは，M. musculus と H. sapiens が他の生物種に比べて圧

縮率が高く，同じドメインが高等な生物種ほど頻繁に活用されていることが示唆された．さらに抽出された規

則 3 の文法からは，一度他の二つのタンパク質から遺伝子融合によって形成されたタンパク質が，他のタン

パク質の遺伝子融合の材料になっている例がいくつか発見された． 

 

考察 

本研究では，タンパク質ドメイン構成に基づくプロテオーム圧縮のためのヒューリスティックな手法を提案し，

実際に 14 の生物種に対して適用した．これまでに DNA 塩基配列やタンパク質アミノ酸配列に対する圧縮は

研究されてきたが，ドメイン構成に基づく圧縮では最初の研究である．また生物の進化でみられる，遺伝子重

複，遺伝子融合という現象に基づいて文法を構成した．圧縮率では，M. musculus と H. sapiens が他の生物種

に比べて圧縮率が高く，高等な生物種ほど同じドメインが頻繁に活用されていることが示唆された．しかしな

がら，生物種間の比較のためには，より自由度の高い文法に対する最適化アルゴリズムの開発が求められ

る．さらに現実的な時間で解を得るために効率的なアルゴリズムの開発が求められる． 

 

 

参考論文 

1. M. Hayashida, P. Ruan, and T. Akutsu, Proteome compression via protein domain compositions, Proc. IEEE 

International Conference on Systems Biology (ISB2013), 2013. 
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タンパク質立体構造および相互作用の情報解析手法 

Computational methods for analyzing protein tertiary structures and protein interactions 

京都大学化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 数理生物情報  阮佩穎 

 

背景と目的 

生物に様々な機能を賦与している遺伝子にとって、主要な機能発現の本体であるタンパク質を解

析することは重要であり、タンパク質の機能と立体構造の解明が創薬などさまざまな分野への応

用につながる。近年、種々の生物種のゲノム配列解析が急速な発展を見せる反面、タンパク質の

立体構造の解明は実験によって決定するには時間がかかると同時に費用を要するため、立体構造

データの増加はそれほど高くないのが現状である。そのため、予測によって決定する方法が重要

になっている。また、より高次の構造として複数のタンパク質が結合した複合体と呼ばれる構造

がある。複合体は転写や代謝などの多くの生命現象に関与しているので、複合体を予測すること

ができれば、遺伝子制御ネットワークや代謝ネットワークを理解する手掛かりとなる。これまで、

タンパク質立体構造および複合体予測の情報解析手法はいくつか研究されてきたが、現在では十

分な精度や効率を持つアルゴリズムは提案されておらず、新しい手法の登場が期待される。それ

ぞれのタンパク質が、どのような構造を持てばその機能を発現できるのか、を解明することが重

要である。本研究では、タンパク質立体構造の解析、高精度・高速モデリング技術の開発、高精

度の複合体予測手法の開発を目指す。 

 

検討内容 

複合体によっては酵素として化合物を反応させたり、転写因子として遺伝子を発現させたりする

ことが知られている。複合体を高精度に予測できれば、代謝ネットワークと遺伝子制御ネットワ

ークの解明に貢献できる。しかし小さいサイズの複合体は、酵母の複合体データベース

CYC2008[1]においては二量体が 42%、三量体が 21%のように多数を占めるにも関わらず、構造が

より大きなサイズの複合体よりだいぶ単純であるため、これまで高精度に二量体を予測する手法

は存在せず、ほとんどが少なくともサイズ 4 以上の複合体を対象にしていた[2,3]。したがってサ

イズ 2、3の小さいサイズの複合体についての精度の高い予測手法の開発が期待される。 
 

結果 

本研究は右の図のように、タンパク質を頂点、相互作

用を辺とした重みつきタンパク質相互作用（PPI）ネ
ットワークを入力として、ヘテロ二量体タンパク質複

合体を予測する。PPIの重みはその相互作用の信頼度
を表す。PPI の重み、隣接する辺、ドメインの数など
に基づいた７つの特徴ベクトルを設計した。サポート

ベクトルマシン（SVM）を用いた計算機実験結果は従
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来手法を予測精度において上回った。さらに、タンパク質のドメイン構成が既知の複合体と同じ

ならば、それらのタンパク質が複合体になる可能性が高いというアイディアに基づき、ドメイン

カーネルというオリジナルなカーネルを提案した。既存手法で F-measure が 0.31 であったもの
がドメインカーネルにより 0.63に大幅に改善した。 
 

参考論文 

[1]S. Pu et al, Up-to-date catalogues of yeast protein complexes. Nucleic Acids Research 
37:825-831, 2009. 
[2]Y. Qi et al, Protein complex identification by supervised graph local clustering. Bioinformatics 
24:i250-i258, 2008. 
[3]O. Maruyama. Heterodimeric protein complex identification, ACM Conference on 
Bioinformatics, Computational Biology and Biomedicine, 499-501, 2011. 
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遷移金属触媒反応開発を支援する統計有機化学分野の開拓  

Creation of a field of statistical organic chemistry that supports development of transition metal 

catalyzed reactions  

 

京都大学化学研究所バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 山口滋 

 

背景と目的 

 医薬品開発において in silico スクリーニングは重要なプロセスのひとつになっている。In 
silico スクリーニングを行う際に利用される技術の一つとして化合物の構造と生理活性を定
量的に相関づける QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)	 と呼ばれる統計モデルの
構築・応用がある。QSAR モデル構築・応用のための技術を反応開発に適応すべく研究を行
っている。現在は不斉触媒反応の QSARモデル作成を目指している。使うべき記述子を決定
する補助とするため、また作成した QSARモデルの妥当性をサポートするために量子化学計
算による反応機構解析を行っている。	 

 

検討内容・結果 

	 不斉触媒反応の反応機構解析を、gaussian09プログラムを用いた DFT計算により行い、遷移
状態を求めた。種々遷移状態を求めてその活性化エネルギーを算出した。不斉触媒反応にお

いて立体選択性発現のために求められる各エナンチオマーへ通じる遷移状態間のエネルギー

差は小さく、DFT計算では定量的な評価は難しい。しかし、得られた遷移状態の構造は直感
的には、実験で得られる主生成物へとつながる構造のほうが不安定であった。一方、解析し

ている不斉触媒反応において溶媒効果が立体選択性に影響を与える系であることがわかって

いる。つまり、量子化学計算において溶媒を露に含めて遷移状態構造を求める検討を行う必

要があることがわかった。そこで溶媒を含めて量子化学計算を行うために現在第一原理分子

動力学計算の利用を検討している。第一原理分子動力学計算を行う標準的なプログラムであ

る CPMD (Car-Parrinello Molecular Dynamics) codeなどを利用して、溶媒箱中での不斉触媒反
応の遷移状態構造を計算していく予定である。 
 

参考論文 

なし	 
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機械学習アプローチに基づく生物学データ解析法に関する研究
A study on machine learning approach for biological data analysis

化学研究所バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学研究領域　烏山 昌幸

背景と目的
タンパク質の相互作用ネットワークやシグナル伝達経路などバイオインフォマティクスにおい
てはグラフとして表現されるデータが解析の対象となることは多い．一方で，遺伝子の発現量に
代表されるような数値型のデータも生体内のメカニズムの理解のために重要な情報を含んでいる
ことは広く認識されている．そのため，グラフと数値という異なるタイプのデータを統合的に解
析する統計的な手法に対する需要が高まっている．
数値データを解析する統計的な基礎手法としては主成分分析や因子分析と呼ばれる多変量の共
分散構造を解析する方法が知られている．これらの手法は古典的な手法ではあるが近年の大規模
データ解析の場面においても汎用的な基礎手法として利用されている．ただし，これらの方法で
はグラフの情報を含めることはできない．一方で，グラフを解析するためのアプローチとしては
グラフ理論に基づく方法が広く用いられている．スペクトラルクラスタリングに代表されるこの
アプローチではグラフの構造を考慮しつつも，グラフのエッジに重みをもたせることで数値デー
タの情報も扱うことができる．しかし，グラフ理論に基づくがゆえにデータの統計的な性質 (協調
的な変動など)の解釈に関してこの方法で解析することは難しい．

検討内容
本研究ではグラフと数値データの情報を考慮した基礎解析手法の開発を目指し，グラフィカル
ガウシアンモデル (GGM)と呼ばれるモデルに基づく汎用アルゴリズムの設計を行った．
GGM においてはグラフの構造をガウス分布の条件付き依存関係として導入することができる．
我々はGGM によって推定されたガウス分布が数値データのグラフ上での変動を表現していると
解釈し，そこからグラフ上での相互作用と数値データの関係性を読み解くための基礎アルゴリズ
ムの導出を行った．具体的にはGGM によって推定されたガウス分布に対して因子分析を適用す
ることで，グラフ上の共分散構造に対して解釈性の高い表現を獲得できることを示した．この手
法を以降ではGraph FA (Graph Factor Analysis)と呼ぶ事とする．
因子分析のモデルは以下のような線形式で表現される

x = Af + ϵ,

ここで xは発現量等の数値データであり多変量のベクトルである，Aは因子負荷行列と呼ばれる
xの共分散構造を説明する行列，f は潜在的な因子を表現しており xより低い次元数を持つベクト
ルであり，ϵは各次元が独立なベクトルである．通常の因子分析では与えられた数値ベクトル xの
観測値集合を用いて推定を行う．特にAは共分散構造の要約として xの各次元の共変動に関する
情報を持っている．Graph FAではGGM によって推定されたガウス分布からこのAを推定する
ことでグラフの構造に沿った，つまりグラフ上で隣接する変数同士の共変動情報が観察できるこ
とを解析的に導出した．
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結果
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図 1: GO term enrichment analysisによる比較.

Graph FA, Graph PCA: 提案手法．FAと PCA

はそれぞれ因子分析と主成分分析を表す．Graph

PCAは因子分析の近似として主成分分析を用い
たもの．PCA, FA: 主成分分析と因子分析．Lap

PCA: スペクトラルグラフ理論を用いて正則化さ
れた主成分分析．SC: スペクトラルクラスタリ
ング．

Graph FA がグラフ上の共分散構造を適切
に抽出することを示すために実験による比較を
行った．ここでは遺伝子発現量のデータとして
乳がんに関する研究で用いられたものを使用す
る [1]．また，それらに含まれている遺伝子に
対応するタンパク質相互作用のネットワークを
Pathway Commons[2]から取得した．
ここではいくつかの手法を用いてタンパク質
のネットワークから発現量データ上で大きな相
互作用が観察される部分ネットワークを抽出す
るタスクを考える．Graph FAであればAの各
列ベクトルから値が大きい要素に対応するネッ
トワークを抽出する．比較する他の手法でもほ
ぼ同様の手順で部分ネットワークを抽出する．
この場合，抽出されたネットワークが生体内で
協調的に働いているような部分であることが望
ましいと考えられる．このことを評価するため
にここではGO term enrichment analysis[3]と
呼ばれる方法を用いた．GO termは遺伝子に
対して生物学的な働きごとにアノテーションを
付加したものであり，今回であれば抽出された
ネットワーク上で隣り合った遺伝子が多くのア
ノテーションを共有していることが自然だと思
われる．
図 1は実験結果の一部を示す．横軸は超幾何検定における p値の対数をとった値であり，縦軸
はその p値で有意とされたGO termのうちグラフ上で隣接していたものの数である．Graph FA

は他の手法と比較して多くのGO termを共有していることがわかる．

考察
今回はグラフと数値データの統合的解析を行う基礎手法としてGGMと因子分析に基づく手法

(Graph FA)を開発した．実験的にはGraph FAが抽出した部分ネットワークはGO termを多く
共有しているという観点から生物学上でも何らかの意味を持つ遺伝子集合である可能性が示唆さ
れた．ただし，具体的にデータの内容 (今回の場合であれば乳がん患者の発現量)に関連した解釈
はこれからの課題であり，このアプローチの正当性を実証する必要がある．

参考論文
[1] M. J. van de Vijver, and et al. A gene-expression signature as a predictor of survival breast

cancer. New England Journal of Medicine, 347(25):1999–2009, 2002.

[2] E. G. Cerami, and et al. Pathway Commons, a web resource for biological pathway data.

Nucleic Acids Research, 39 (Database-Issue): 685–690, 2011.

[3] M. Ashburner. Gene ontology: Tool for the unification of biology. Nature Genetics, 25:

25–29, 2000.
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　　　　　　　　　　　　　データマイニングによるヒストンの機能解析 

         The functional analysis of histones by data mining 

 　　　　　　　　 京都大学化学研究所　バイオインフォマティクスセンター  夏目やよい 

 

背景と目的 

本研究の目的は、ショウジョウバエの発生時においてヒストン修飾のパターンがどのように変化して

いくのか、その変化が発生をどのように調節しているのかを明らかにすることである。現在、Drosophila 

Regulatory Elements modENCODE project によってショウジョウバエの胚から成虫までの 12 段階におい

てヒストン修飾と遺伝子発現を網羅的に調べた巨大なデータセット（GSE15292 他、以下 modENCODE

データ）を用いた解析をすすめている。これまでに、Ash1 と Pol II の結合領域におけるヒストン修飾

の動的変化に絞ったサブセットを用いて既知のヒストン修飾変化パターンの検出を試みる preliminary 

analysis をおこない、期待される結果を得ることに成功した。一方で、充分な感度で検出ができなかっ

た変化パターンがあったことから、より感度・精度の高い解析手法に改良する必要があると判断した。

そのため、近年機械学習の分野で注目を集めている spectral learning (Journal of Computer and System 

Sciences (2012)78(5):1460-1480)によって各観測値の出現確率と各種パラメータ数学的に計算するアプ

ローチをとることにし、人工データを用いて動作確認をおこなった。 

 

 

検討内容 

離散値を扱う HMM（dHMM） 

解析手法、人工データは前回の領域会議で報告したものを用いた。HMM を用いた解析をおこなうに際

して、下記のような解析条件で検討をおこなった。設定した閾値は、パラメータとして調節可能であ

る。 

① データ 1、データ 2 を閾値（ここでは 1）以上であれば 1、閾値未満であれば 0 と変換してバイナ

リ行列を得た。 

②ヒストン修飾の変化パターンが観測される確率を計算する際に用いる計算式において、分母が閾値

（ここでは 0）未満であればその観測値は信頼できないとして無視した。 

③発生段階が次の段階に進む際にヒストン修飾の変化が起こった場合、条件確率は低くなる。ヒスト

ン修飾の変化が起きたとみなす閾値を 0.3 とした。 

 

連続値を扱う HMM（cHMM） 

① データ 1、データ 2 を平均 2、分散 1 の分布をとるように変換した。 

② カーネル密度推定（カーネル関数：ガウシアン）と呼ばれる方法を導入して、バイナリ変換するこ

となく計算を続けた。 

③ その他の閾値などは dHMM と同じにした。 
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比較結果 

SD1、SD2 は、上記のバイナリ変換後のピーク例のように data1 のピーク（赤）が data2 のピーク（青）

よりも先に現れるように作成されている。dHMM では cHMM と比較してより明確に data1 と data2 の

ピーク差を検出することができたため、dHMM を採用することとした。 

 

ChIP-seq データのプロセシング手順 

ヒストン修飾の有無をピーク検出ソフトウェアで決定したのちに、ヒストン修飾が起きていることを

示すピークを①一番 TSS が近い遺伝子、または②オーバーラップしている遺伝子（必ずしも一番 TSS

が近い遺伝子ではない）にアサインすることにより、各遺伝子およびその近傍でヒストン修飾の有無

を 0/1 で表した行列（以後、ヒストン修飾カタログ）をあらかじめ作成した。更に、Ash1 および PolII

の ChIP-chip データ（GSE18176）から MAT を用いて Ash1 および PolII の結合部位を検出した際にも、

同じ基準で結合部位を遺伝子にアサインし、得られた遺伝子リスト分をヒストン修飾カタログから抜

き出して以降の解析に用いた。 

 

結果・考察 

ChIP-chip のデータ解析の結果、Ash1 結合部位は 149 個の遺伝子に、PolII 結合部位は 5643 個の遺伝子

にアサインされた。Ash1 結合部位近傍遺伝子 149 個のうち、PolII 結合が検出された 123 個の遺伝子分

をヒストン修飾カタログから抜き出し、dHMM で解析した。その結果、前回同様に H3K4me3 のピー

クが H3K27me3 よりも先に現れるパターンが検出されたほか、以前検出することができなかったパタ

ーン（H3K27ac→H3K27me3）を検出することができた。 
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X 線管からのスペクトル解析 

X-ray spectrum analysis from X-ray tube 

化学研究所 先端ビームナノ化学センター 構造分子生物科学 正岡聖 

 

背景と目的 

CT の画質を悪くする原因として、X 線が被写体に照射されると、被写体を透過する際に低エネルギーの X

線はより多く吸収されるため、X 線の実効エネルギーが高くなるビームハードニングという現象がある。ビーム

ハードニングが起こると、X線の線質が変化するため物質の質量減弱係数に線形性が失われ、アーチファクト

の原因となる。このビームハードニング現象を抑えるため、まず、X 線管から放出される X 線のエネルギー分

布を計算し、これが被写体を透過した場合の実効エネルギーの変化を調べる。そして、この変化が最小にな

るような条件を探り、最適化を行う。全体として原子番号の大きい物質をフィルターとして使用した場合にビー

ムハードニングが抑えられる傾向があるが、目的に応じて最適なスペクトルを得るため、各種のフィルターを

使用してその適性を調べた。 

 

検討内容 

X線管内部で加速された電子がターゲットに衝突する際に制動放射（特性X線含む）によりX線が発生する。

ビームハードニングを抑えるためには、究極的には X 線を単色化できればよいのであるが、それは非常に難

しく、仮にできたとしても撮影に非常に時間がかかってしまうため、非合理的である。そこで、付加フィルターを

使用することで、スペクトルを少しでも単色に近づけるということが一般に行われている。 

まず、ターゲットで発生した X 線が、X 線管の容器を透過して放出された後の X 線のエネルギー、照射方向

をモンテカルロ法で１粒子ずつ計算してスペクトルを算出する。これらの X 線は、放出される角度によりターゲ

ットにおける自己吸収の影響で陽極側の線量が異なる（ヒール効果）ため、通常はこれを補正している。そこ

で、X 線管の焦点からは、上記スペクトルの X 線が一様に放出されているとみなす。そして、この X 線を、フィ

ルターに透過させた後のスペクトルを算出する。この場合、フィルターは薄いので、X 線の減弱係数を使用し

た計算で十分である。これにより、被写体に入射する前の X線スペクトルを調節することができる。この X線を

被写体に照射した後の X 線のスペクトルを、被写体の厚さを変えた場合について計算し、その変化を調べる

ことにより、そのビームハードニングの様子が分かる（下図参照）。これを各種フィルターで行うことで、最適な

フィルター条件が分かる。 

 

detector

X-ray generator

X-ray

Additional filter
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今回の実験では、現在使用しているフィルター（A）、アルミ板 3mm（B）、銅フィルター160µm（C）、タングステ

ンフィルター50 µm（D）の４種類のフィルターを使用して調べた。管電圧は 80kV と 100kV で行った。 

 

結果 

ビームハードニング効果は、D（W フィルター）が他の 3 つのフィルターよりも小さく、特に 80kV ではかなり小

さく、効率的に抑えられていた。一方、被写体コントラストは A（現在使用しているフィルター）が最も良い結果

となった。再構成画像を調べると、Dにおいてはリングアーチファクトが見られ、CT画像としては十分な結果が

得られなかった。これは、タングステンの表面がタングステンの製法上荒くなってしまうということが影響してい

ると思われた。 

今後もさまざまなフィルターを用いて適性を調べていく予定である。 
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有機デバイスの基礎科学と高機能化 

Basic Science and Functionalization of Organic Devices 

京都大学化学研究所 分子材料化学研究領域 梶 弘典 

 

背景と目的 

有機凝集系における電荷輸送特性を明らかにすることは、基礎科学

の観点のみでなく、有機エレクトロルミネッセンス(有機 EL)などへの応

用的観点からも重要である。我々はこれまで、量子化学計算による電

荷移動特性の解析を行ってきた[1, 2]。本研究ではホスト材料として広く

用いられる N,N’-dicarbazole-3,5-benzene (mCP、Fig. 1）について、MD

計算によって非晶モデル構造を構築した。このモデル構造に対して再

配列エネルギーおよび電荷移動積分の計算を行い、Marcus 理論[3]に

基づいた、二分子間の電荷移動速度定数（kCT）の計算を行った。算出した kCT を用いて、非晶構造中の有機

分子の配置を顕わに考えた電荷輸送シミュレーションを行うことにより、非晶薄膜からなる有機 EL 素子の電

荷輸送現象を、分子レベルから理解することを試みた。 

 

実験 

 量子化学計算(B3LYP/6-31G(d))により mCP の中性、カチオン、アニオン状態について構造最適化を行い、

得られた構造を用いて再配列エネルギーを計算した。また、非晶モデル構造の構築は以下の通り行った。立

方体セル中に、10分子または 100分子の mCP をランダムに配置し、温度 598 K、密度 0.1 g cm
-3として初期

構造を構築し、構造最適化を行った。次に、300 K、NPT条件下で 300 psの間MD計算を行い、非晶モデル

構造とした。最終的なモデル構造の密度は 10、100分子いずれの場合も 1.0 g cm
-3となった。MD計算の力場

は、量子化学計算で構造最適化計算を施した mCP の各結合距離が維持されるようパラメータを補正した

Dreiding 力場を用いた。得られた構造に対し、隣接中心間距離が 20 Å 以内の分子ペアについて、拡張

Hückel 法により電荷移動積分を計算した。これら、再配列エネルギーおよび電荷移動積分の結果から、マー

カス理論[3]に基づいて、正孔、電子に対する電荷移動速度定数 kCT
+、 kCT

－ を下記の式(1)に従い計算し

た。 

 

𝑘CT =
4𝜋2

ℎ
𝐻AB
2 1

√4𝜋𝜆𝑘B𝑇
exp(−

𝜆

4𝑘B𝑇
) (1) 

 

ここで、HAB は電荷移動積分、λ は再配列エネルギーである。π、h、kB、T はそれぞれ円周率、プランク定数、

ボルツマン定数、および、絶対温度である。次に、mCP 非晶薄膜に電界が印加された場合の電荷移動シミュ

レーションを行った。電界は、非晶モデル構造の a, b, あるいは c軸方向に印加した。この際、電場が印加され

るため、電荷移動前後の自由エネルギー変化 ΔGを考慮して kCTを計算する必要がある。ΔGは、電気素量 q、

電場 F、電荷が二分子間を hopping移動する距離 Δxを用い、次式(2)から得られる。 

 

 
Figure 1. mCPの構造 
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∆𝐺 = 𝑞𝐹∆𝑥    (2) 

 

得られた kCT の重みに応じたホッピング先の選択確率に基づき、モンテカルロ法によりホッピング試行を決定

した。電荷が対極（膜厚 100 nm）に移動するまでの過程をシミュレートし、移動度を計算した。電界強度は 300 

- 1000 V
1/2

cm
-1/2、温度は 298 Kとした。非晶構築計算には Amorphous cellおよび Forciteを用いた。再配列エ

ネルギーおよび電荷移動積分の計算には Gaussian09 を用いた。電荷輸送シミュレーションには自作プログラ

ムを用いた。 

 

結果・考察 

 mCP の正孔輸送、電子輸送に対する再配列エネ

ルギーは、それぞれ0.07 eV、0.14 eVと計算された。

この結果は、mCPが電子に比べ、正孔の輸送能に

優れていることを示唆する。Fig. 2 には、セル中に

100 分子を配置（以降 mCP-100）、および、10 分子

を配置（以降 mCP-10）し、MD 計算により構築した

非晶構造を示す。Fig. 3 には、mCP-10、mCP-100

に対して隣接二分子間の電荷移動積分を計算した

結果を示す。mCP-100 の結果は、mCP-10 の結果

に比べて値に大きな変動が認められた。これは、

分子数を増加させたことにより、隣接分子間配置

の多様性が増大したことを反映していると考えられ

る。また、mCP-10の場合、電子輸送に比べ正孔輸

送に対する値がやや大きい一方で、mCP-100の場

合には逆に、正孔輸送に比べて電子輸送に対する

値が大きいという結果が得られた。この要因につ

いては現在解析中であるが、Fig. 4 に示すように

mCPの HOMOが分子全体に非局在化しているの

に対して LUMO は両端の carbazole 基に強く局在

化しており、隣接分子間配置の多様化に伴って

carbazole基が近接する相対的な分子配置が生じ、

隣接分子間の LUMOの overlapが飛躍的に大きく

なったものと考えられる。 

 以上の計算によって得られた再配列エネルギーおよび電荷移動積分の値を用い、モデル非晶構造の各軸

方向に電界を印加した場合の移動度 μを計算した。結果を Fig. 5に示す。正孔に対する移動度と電子輸送に

対する移動度の比は、mCP-10では 4.9 - 90倍、mCP-100では 2.7-4.2倍となり、mCP-10、mCP-100いずれの

場合においても正孔に対する移動度が電子輸送に対する移動度に比べやや高いという結果になった。後者

の正孔輸送に対する電子輸送の比は、報告されている実測移動度の比[4-6]とほぼ同程度であった。また、

mCP-10に比べ、mCP-100においては各軸方向における電荷移動度の差が小さく、本質的に等方的な非晶構

 

Figure 3.  (a) 正孔(mCP-10)、(b) 正孔(mCP-100)、
(c) 電子(mCP-10)、(d) 電子(mCP-100)に対する隣
接二分子間の電荷移動積分の値。 

 

Figure 2.  (a)  mCP-10、(b) mCP-100の構造。 
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造をより良く再現できていることがわかる。しか

し、mCP-100 においても、正孔輸送に対する移

動度は 10
-2

 cm
2
V

-1
s

-1オーダー、電子輸送に対し

ては、10
-2

-10
-3

 cm
2
V

-1
s

-1 オーダーと、実測値

[4-6]に比べて 1-2桁高い結果となった。また、シ

ミュレーション結果は負の電界依存性を示して

おり、実測で観測される正の電界依存性と異な

る。これらの要因に関しては現在検討中である

が、今回の計算においては、各分子に対する

HOMO および LUMO のエネルギー分布、いわ

ゆる diagonal disorderを考慮していない。現実を

より正確に再現するためには、この diagonal 

disorder を考慮した計算を行う必要がある。 

Fig. 6には、mCP-100を用いた100 nmの薄膜に

対する正孔および電子移動トラジェクトリを示す。

電界印加方向のみならず、電界に垂直方向の

成分を含めた複雑な経路を通って対極に到達し

ていることが目視できるが、印加電界強度の増

大とともに電界印加方向のパスが有利となり、より効率的な経路を通っていることがわかる。 

現在、Materials Studioのモジュールである Amorphous Cell、MS Forcite、CASTEPを活用し、本手法の非

晶系への展開と有機デバイスにおける構造－物性相関の解明に取り組んでいる。また、GIPAW 法を用いた

 

Figure 4.  拡張Hückel法により求めたmCPのHOMO

およびLUMOと、分子中の各セグメントの(a) HOMOお
よび(b) LUMOへの寄与。 

 

Figure 5.  (a) mCP-10、(b) mCP-100 における電荷移
動度の計算値（青色：正孔輸送、赤色：電子輸送）。 

 
Figure 6.  (a) 300 V

1/2
cm

-1/2、(b) 1000 V
1/2

cm
-1/2の電界印加条件下における mCP-100に対する正孔移動

過程（トラジェクトリ）、および、(c) 300 V
1/2

cm
-1/2、(d) 1000 V

1/2
cm

-1/2の電界印加条件下における mCP-100

に対する電子移動過程。  
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計算も行った[7]。その研究により、有機 EL デバイスの中で有機材料はどのような構造をとっているのか、ま

た、電荷輸送においてデバイス中で実際にどのようなことが起こっているのかを、分子・電子のレベルから明

らかにしたいと考えている。 
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ブーリアンモデルによる遺伝子制御ネットワークの解析 

Analysis of gene regulatory network on Boolean model 

化学研究所 数理生物情報研究領域 田村武幸 

 

背景と目的 

 

生命活動は膨大な数の遺伝子が、細胞内で互いに複雑に制御しあうことによって維持されて

いる。ヒトの場合には２万数千個の遺伝子が存在するが、ある遺伝子 A は別の遺伝子 B の働

きを促進したり、逆に A が C の働きを抑制したりすることが知られている。DNA に記述さ

れた遺伝子の持つ情報は、RNA によって読み取られた後(転写)、翻訳されてタンパク質が生

成されて機能する。ある遺伝子がどの程度働いているかは、対応するタンパク質の量(発現量)

により計測される。近年、DNA マイクロアレイの技術により、各遺伝子の発現量が網羅的に

測定できるようになり、遺伝子間の制御関係を数理的に表現したネットワークが得られるよ

うになってきた。それに伴い、遺伝子制御ネットワークを数理的に解析する手法の開発が要

請されている。遺伝子制御ネットワークの数理モデルとしては、ブーリアンネットワーク(BN)、

ベイジアンネットワーク、微分方程式系が多く研究されている。各モデルはそれぞれ一長一

短あるものの、BN は離散的な決定性の数理モデルであり、遺伝子制御の因果関係を簡潔な

知識として表現するためには最適である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ブーリアンネットワーク（BN）                  状態遷移図 

 

BN において各ノードは遺伝子に対応し、活性化していれば１、活性化していなければ０が

割り当てられる。時刻 t+1 におけるノード v の値は、時刻 t における v の親ノードの値から

ブール関数で表現された制御関数を用いて計算される。上左図は BN の例であり、∧は AND、

∨は OR、●は否定を表す。例えば時刻 t において、 )1,0,0(),,( 321 vvv が割り当てられたと

すると、時刻 t+1 における各ノードの値は、 )0,0,1(),,( 321 vvv となる。BN の各ノードの値の
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遷移は、上右図のような状態遷移図で表現される。よって、以後(1,0,0)→(1,1,1)→(1,1,0)→

(0,1,0)と遷移し、いったん(0,1,0)となった後は(0,1,0)から動かなくなる。この(0,1,0)のように、

状態遷移図において自己ループが形成される状態を(周期１の)定常状態という。また状態遷

移図の中に長さ２以上の閉路が存在するとき、周期的定常状態が存在するという。 

 

検討内容 

 

BN のノードのうち、いくつかのノードを外部からコントロール可能であると仮定する(これ

らを外部ノードと呼ぶ)。外部ノードに適切な値を割り当てることにより、BN を望ましい状

態へ導く問題を BN の制御問題という。本研究課題では、同じノード（遺伝子）を持つが制

御関係が異なる２つの BN を制御する問題を扱う。例えば１つの BN は正常な細胞の遺伝子

制御ネットワークに対応し、もう１つの BN は癌細胞の BN に対応する。両者とも同じ遺伝

子集合を持つが、制御関係は異なる。 

 

結果 

上記の複数の BNを制御する問題を整数計画問題で定式化し、最適な制御方法を計算する問題

のシミュレーションを本スーパーコンピュータシステムで行った。結果として我々の開発し

た手法は、複数の BN を高速かつ高精度に制御できる事が検証された。研究成果は 2014 年１

月に上海で開催された APBC2014で発表された。 
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平成２５年度  京都大学化学研究所 スーパーコンピューターシステム 利用報告書 

XAFS 分光法によるガラス材料の構造解析 

Structural Analysis of Glass Materials by XAFS Spectroscopy 

京都大学化学研究所 先端ビームナノ科学センター構造分子生物科学研究領域・梅咲則正 

背景と目的 

Cr を含有する酸化物固溶体は天然にも多く存在するが、これらの固溶体中における Cr イオン

の存在形態は必ずしも明らかにされていない。天然に存在する酸化物固溶体の多くは、ガラス成

分である SiO2を主成分とするシリケート固溶体であるが、これらの固溶体中で Cr イオンは 2～6

価の価数をとる可能性があり、特に価数が高い場合にはその近傍に酸素イオンを伴って錯イオン

を形成することから、同一相中でも酸化状態によっては複雑な配位構造を持つことが予想される。

また、Crを固溶した化合物からは、Crイオンが 6価の状態で環境へ溶出し、生態系に悪影響を及

ぼす可能性が懸念されることから、Crイオンの化学形態ならびにその安定性を明らかにする必要

がある。 

本研究では、ガラス成分であるシリケート固溶体の中で最も一般に存在し、かつ 6価 Crイオン

を固溶する可能性のある Dicalcium silicate（Ca2SiO4）に注目した。Dicalcium silicate は温度によっ

て安定な結晶状態が異なり、低温では斜方晶の整然とした構造を持つγ相が安定であるが、高温

では単斜晶の歪んだ構造を持つβ相が安定であることが知られている。また、Crは酸化状態によ

って異なる価数を取り、その近傍に多数の酸素イオンを伴うことから、化合物中へ固溶すること

によって結晶構造の歪みやそれに伴うCr配位状態の変化が生じる可能性がある。しかしながら、

Ca2SiO4への Cr 固溶性に対する母相の結晶状態や雰囲気の影響は明らかではない。そこで本研究

では、熱処理条件の異なるγ-Ca2SiO4+Cr固溶体試料の作製を行い、SPring-8 を利用した XAFS 分

光測定により Cr-K吸収端近傍の XANESスペクトルを測定し、第一原理バンド計算により構造モ

デルを構築して、Dicalcium silicate へ固溶した Crの電子状態や配位状態に対する精密な評価を行

った。 

検討内容 

処理条件の異なるγ-Ca2SiO4+Cr固溶体試料の作製を行い、SPring-8を利用した XAFS 分光測定

により Cr-K吸収端近傍の XANESスペクトルを測定した。得られた XANES スペクトルを再現す

るために構造モデルを構築し、Materials Studioの CASTEP により全電子エネルギーと内殻励起ス

ペクトルの計算を行い、実験から得られた XANES スペクトルと比較することにより、Dicalcium 

silicateへ固溶した Crの電子状態や配位状態に対する精密な評価を行った。 

結果と考察 

γ-Ca2SiO4における Crイオンの固溶位置や価数、γ-Ca2SiO4に生成する欠陥など Cr イオン

の固溶状態の解明のために、γ-Ca2SiO4の Si 位置への Cr 置換固溶を仮定し、設定した固溶モ

デルについてCASTEP/Materials Studioを用いた第一原理バンド計算によるCrイオンの固溶状
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態の解析を行った。 

図１に、SPring-8で測定を行ったγ-Ca2SiO4+Cr固溶体試料の Crの K-XANESのプレエッジ領域

とγ-Ca2SiO4の Si 位置への Cr 置換固溶した構造モデルの XANES スペクトル比較を示す。こ

の図からわかるように、実測と第 1 原理計算から求めた XANES スペクトルは、非常に良い一致

を示した。この計算結果から、Cr(VI)イオンが Siイオンを置換して、Caイオン空孔を形成して固

溶していると考えられる。 

 

 
図１ γ-Ca2SiO4+Cr 固溶体の Cr-K 吸収端近傍の XANES スペ

クトルの実測値(a)と構造モデルの第一原理計算から求めた

XANESスペクトル(b)の比較 
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平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

原子力材料挙動のモデリング研究 

Modeling of Nuclear Reactor Materials Behavior under Irradiation 

京都大学エネルギー理工学研究所  森下和功 

【背景と目的】 

環境・エネルギー問題を恒久的に解決する将来的なテクノロジーのひとつに核融合炉発電があり、現在フラン

スのガダラッシュで国際熱核融合実験炉（ITER）が建設中である。核融合反応は、以下の式で示される。 

 

     2D+3T→4He(3.52MeV)＋1n(14.06MeV)  ・・・(1) 

 

ただし、D は重水素、T は三重水素である。反応後はヘリウムと中性子(n)に分裂し、高エネルギーの中性子から

エネルギーを取り出すことを想定している。その際、核融合炉壁は、核融合反応によって作り出された中性子や、

炉心プラズマ領域において中性化して飛び出してしてくる水素同位体・ヘリウムなどの照射を受ける。特に、ヘ

リウムの照射効果は著しく、超高密度のヘリウムバブルなどの独特な格子欠陥を形成することが知られている。 

ヘリウムバブルとは、希ガスであるヘリウム原子が固体内に空洞を作り、三次元状に集合したものである。こ

れが材料表面に形成されると、表面層の剥離や重水素・三重水素の放出特性に変化を与え、結果としてプラズマ

の閉じ込めの安定性を阻害する可能性がある。 

最近の研究により、エネルギーの低いプラズマによる照射においても高密度のヘリウムバブルが形成されるこ

とが明らかになり（従来の理論では形成されるはずがないと考えられてきた）、その挙動の解明が必須とされてい

る。透過型電子顕微鏡などの実験手法だけでは原子レベルでの挙動についての知見を得ることはできないので、

本研究ではコンピュータシミュレーションを用いて核融合炉材料中におけるヘリウムの基礎的な挙動を解明する

ことを目的とする。 

【研究手法】 

本研究では純鉄にヘリウムを照射する系についての分子動力学計算を行った。He-He間および He-Fe間のポテン

シャルについては、京都大学化学研究所のスーパーコンピュータシステムで提供されている Materials Studio 6.1

に同梱されている DMol3を利用して作成した。DMol3は密度汎関数理論に基づく第一原理計算ソフトであり、内殻

電子まで含んだ計算が可能であることから、原子間ポテンシャル作成に最適であると考えられる。なお、Fe-Fe間

は、金属中における自由電子が及ぼす多体効果を含んだ Finnis-Sinclar ポテンシャルを利用した。実験系として

は、原子数 432個の Feのスーパーセルを作成し、その中にいくつかのヘリウムを配置し、NTPアンサンブル法(粒

子数、温度、圧力が一定)を使用してヘリウムの挙動を調べた。 

【結果および考察】 

鉄中のヘリウムはОサイト（6個の鉄原子を頂点とする八面体の中心）の中心が安定な存在位置となった。鉄中

に 2 個のヘリウムを配置した場合、低温下ではヘリウム同士がペアを組んだ構造が安定に存在する。ヘリウムペ

アは、お互いの距離が約 2.4Åである第 3近接に配位し、このときの結合エネルギーは約 0.12 eVであった。低温

化ではヘリウムペアは分解しないで格子中を移動する傾向にあることから、Оサイト間のジャンプ頻度を直接カ

ウントすることにより、移動の活性化エネルギーを導出した。その結果、孤立したヘリウムにおける移動の活性

化エネルギーは 0.036 eV、ヘリウムペアにおいては 0.035 eV であり、両者に有意な差は見られなかった。一方、
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温度が高くなるとヘリウムペアは分解しやすくなり、ペア状態から独立状態に移る遷移温度（50%のヘリウムペア

が分離する温度）は 102.5Kであった。計算精度にはまだ問題があるものの、この温度においてヘリウムのペア状

態と孤立状態間におけるギブスの自由エネルギー差が 0 になると仮定すると、両者のエントロピー差は 1.17×

10-3eV/Kとなった。 

次に、鉄中に 10 個および 18 個のヘリウムをランダムに配置し、系の温度を 150 K として分子動力学計算を行

い、1.5 ns 経過したときの鉄中のヘリウムの様子を図１にそれぞれ示す。ヘリウムは互いに第 3 近接を保ちつつ

集合体を形成していき規則的な配列を有した格子間ヘリウム集合体を形成することが明らかになった。しかしな

がら、計算温度を室温（300K）とすると、このような集合体は形成されずにそれぞれのヘリウムは孤立した状態

のままであった。一方、スーパーセル中のヘリウム数を 30個にすると、 300 Kでも集合体を形成していくが、そ

の過程で周囲の鉄原子を複数個（合計 18個）まとめて押し出す現象が観察された。その後、すべてのヘリウム原

子はこの空孔に捕獲され、ヘリウムバブルが形成された。これは、ヘリウムが結晶中に高濃度に存在する状況下

では原子空孔が存在しなくても、ヘリウムバブルの形成が行われうることを示唆している。 

 

【謝辞】 

本研究を実施するにあたり、琉球大学教育学部 岩切宏友 准教授、京都大学大学院 エネルギー科学研究科 博士

課程 山本泰功氏、同 修士課程 中筋俊樹氏に多くのご協力をいただきました。ここに感謝の意を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図１ 分子動力学計算により形成された鉄中の格子間ヘリウム集合体。青が鉄原子、濃黄がヘリウム原

子で格子間ヘリウム集合体付近の構造を抜粋して表示している。(a) 10 He、 (b) 18 He 

 

(b) (a) 
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平成２５年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

生体高分子の分子シミュレーション  

― 天然セルロースの構造 ― 

 

Molecular Simulation of Biopolymers 

― Structure of Natural Cellulose ― 

 

生存圏研究所・生物機能材料分野 田 中 文 男 

 

背景と目的 

  セルロース科学の分野では、天然セルロースの結晶構造には二種類の構造（三斜晶系の cellulose I

と単斜晶系の cellulose I）があるとされている。しかしながら、報告されている何れの構造も、最も

良い信頼度因子の値でも 0.18程度であり、結晶学的には構造精密化の出発点にも達しておらず、仮説

として結晶構造と認められるための条件も満たしていない。従って、当然のことながら、ケンブリッ

ジの結晶学データーベースには登録されておらず、結晶構造の専門家である結晶学者からは、天然セ

ルロースの結晶構造が決まっているとは認められていない。また、構造解析のために得られている回

折データーは繊維図のみであり、供試可能な試料の形状の問題からワイセンベルグカメラの像もプリ

セッションカメラの像も撮影するのは困難であり、得られる回折パターンのクオリティーも極めて低

いため、三次元的な格子の取り方にも疑問の余地が残されている。従って、天然セルロースの結晶構

造の報告は、二つの構造があるとの前提のもとに、繊維図上で回折ピークを恣意的に分離帰属して別々

の異なる二つのデーター群に分け、構造精密化の過程で分子鎖の繊維軸方向のシフトに違いがあると

して二つの構造が提案されたに過ぎないとも考えられる。さらにこれらのシフトの量についても、二

つの構造の信頼度因子の値が共に悪いことから、必ずしもそのまま受け入れることは出来ない。一方、

cellulose Iの格子の a軸および b軸をそれぞれ２倍に取ったラージセルを考えた場合、cellulose Iの

格子は殆どこのラージセルの格子の ab 面に投影されるような形で含まれてしまっている。つまり

cellulose Iの格子はこの cellulose Iのラージセルのサブセルに過ぎないのではないかと言う可能性も

考えられる。従って、天然セルロースの結晶が二つの格子構造ではなく、一つの格子構造に集約して

表現できる可能性も考えられる。ちなみに、β(1,4)Dキシランの結晶構造では斜方晶系の格子で表

現される構造と六方晶系の格子で表現される構造の二つの構造が誘導されたが、両者は全く同じ一つ

の構造を表現しており、単に格子の取り方が違っていただけであることが証明されている。にもかか

わらず、特に我が国のセルロース科学者の間では確たる根拠も示さず、天然セルロースの結晶構造は

二つの構造で決まっているとの主張がなされている。いずれにせよ、天然セルロースについては結晶

学的信頼度因子の値があまりにも悪いことから、二つの構造を考えるのも、一つの考え方ではあるが、

結晶学的には一つの構造で表現する可能性についても、もう少し検証してみる必要がある。

  そこで、天然セルロースの結晶構造に対し提案されている格子構造についてアンニーリングを行

い、報告値並びに、最適化された格子構造が与える回折パターンの計算値を求め、比較検討すること

にした。
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検討内容

  天然セルロースの結晶構造について、報告されている cellulose I、cellulose Iの結晶構造、なら

びに上記の cellulose Iのラージセルの構造モデルに対して複数の力場において、構造最適化を行った

後、高温分子動力学シミュレーションによるアンニーリングを行って歪みを解放し、その後再び、構

造最適化の処理を行い、乱れを含んだ安定な結晶構造モデルを算出した。これらの結晶構造モデルに

対して、理想結晶と考えた場合と、実際のセルロースの X 線回折プロファイルに近い回折ピークの広

がりを持たせた場合の回折パターンの計算値を算出し、それらの回折パターンの比較検討を行った。

なお、結晶構造のアンニーリング、構造最適化には CFF91、PCFF、COMPASSの三種の力場を用い

た。 

結 果 

  理想結晶と考えた場合の回折パターンの分布には、微小ピークに若干の違いが認められたが、主

要ピークには殆ど差がなかった。一方、広がりを持たせて算出した天然セルロースの X 線回折パター

ンでは、回折パターンの間に明確な差違が認められず、何れも同じと考えて差し支えない範囲に収ま

っていた。 

考 察 

  報告されている結晶構造の理想結晶に対するディラック関数的な回折パターンの計算値では主要

ピークを除いて微少ピークには差違が認められたが、若干の強度差を除いて主要ピークには殆ど差は

認められなかった。これらの回折ピークにおいても、広がりを持たせると、微少ピークに認められた

差違もピークの広がりに埋没し、二種類の天然セルロースの結晶構造に基づく回折強度分布はお互い

に区別が付かなくなってしまった。これらを区別するためには、含まれるピークの数を指定し、予め

ディラック関数的な回折ピークの位置にピーク位置を固定して、数学的にピーク分離の操作を行う必

要があった。実際に観測される回折ピークでも、構造の揺らぎのため、回折ピークにはかなりの広が

りが認められるため、個々のピークに含まれる微少ピークの数、位置の判定にはかなりの任意性が強

いられ、分離されるピークの信頼性が低いことは予想された。天然セルロースの結晶構造が二つであ

るとした報告は、結晶学の専門誌ではなく、通常の化学誌に投稿されているため、繊維図の回折像の

写真と誘導された構造モデルは示されているが、結晶構造の報告に必須の詳細な回折強度データーの

一覧が添付されておらず、残念ながら第三者による構造精密化のプロセスの妥当性の検証ができない

状況にあった。さらに、今回のすべてのシミュレーションの結果からも、ピーク分離のプロセスに内

在する強い任意性が認められ、現時点では未だ天然セルロースの結晶構造が一つの格子構造で表現可

能か、或いは二つの格子構造を用いなければ表現できないのかと言う問題に結論を下すまでには至ら

ず、何れの可能性も未だ否定できないとの結論に至った。従って、次のステップとしては、天然セル

ロース結晶の回折強度データーを入手し、今回アンニーリングして歪みを取り除き、構造の乱れを内

在させたラージセルの結晶構造モデルを初期構造として実際に構造精密化を繰り返し、より良い結晶

学的信頼度因子の値を与える一つの結晶構造に辿り着けるかどうかを検討する必要性が認められた。 

発表論文 

１．田中文男、2011 Cellulose R&D、29-30、2011. 

２．田中文男、2013 Cellulose R&D、152-153, 2013. 
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金属酸化物表面における吸着構造 

Adsorption structures on metal oxide surfaces 

理学研究科化学専攻分子分光学分科 松本吉泰 

 

背景と目的 

我々は金属表面に吸着した分子の超短パルスレーザー励起による振動ダイナミクスの解明を目指した実験

研究を行っている。最近、時間分解和周波発生振動分光を用いて、金属表面上の一酸化炭素分子（CO）の

光刺激脱離過程をサブピコ秒の時間スケールで追跡する成果を得た。これは、ＣＯの伸縮振動数の瞬時振

動数のサブピコ秒スケールでの時間変化から、分子の脱離に関与するＣＯ－基板間振動モードの励起ダイナ

ミクスを推定しようという試みである。得られた実験データの解釈のために、ＣＯ分子の銅基板上での吸着状

態に依存して、ＣＯ伸縮振動数がどのように振動数シフトするかを調べる必要があり、第一原理計算によりこ

れを調べた。 

 

検討内容 

銅(100)表面のオントップサイトに吸着したＣＯについて、 

１）分子の重心座標と表面原子間の距離Ｚ 

２）分子軸と表面法線方向のなす角θ 

の２つを変化させながら、Ｃ－Ｏ間距離 d を変えた構造について、エネルギー

計算を繰り返し、Ｃ－Ｏ伸縮振動数がＺおよびθにどのように依存するかを調

べた。 

計算には CASTEP を用い以下の条件で行った。 

GGA, RPBE functional 

Ultrasoft pseudopotential 

Cutoff 300 eV, k-point grid 4×4×1 

 

結果と考察 

図１に計算結果から得られたＣ－Ｏ伸縮振動数のＺ，θ

依存性を示す。 

図の等高線は各Ｚおよびθでの d の平衡位置におけるエ

ネルギーを示し、Ｚ軸方向はＣＯ分子の脱離運動のポテ

ンシャル、θ方向は束縛回転運動のポテンシャルを意味

する。図中の数字は各点におけるＣ－Ｏ伸縮振動数であ

り、吸着平衡位置からＺが小さくなる方向では急激にブル

ーシフト、Ｚが大きくなる方向へは一旦レッドシフトしたの

ち気相の振動数に向かってブルーシフトする様子がわか

った。 

図１：COの吸着ポテンシャル（等高線）と
Ｃ－Ｏ伸縮振動数（数字）のＺ，θ依存性。
（図の作成は放送大学 安池智一准教授の
ご協力による） 

 θ
＋
π

/2
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また束縛回転運動の励起は振動数のレッドシフトをもたらす。現在これらの計算結果と、時間分解和周波測

定より得られた、時間領域での振動数シフトの実験結果を比較することで、脱離過程におけるＺ、θ方向の分

子－基板振動励起ダイナミクスの解明を目指して考察を進めているところである。 
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ケモインフォマティクスおよびバイオインフォマティクスを活用したケミカルバイオ

ロジー研究 

Chemical Biology Research Utilizing Chemo- and Bio-Informatics 

 

薬学研究科 医薬創成情報科学専攻 掛谷秀昭 

 

ステロイドホルモン合成酵素である 3β-hydroxysteroid dehydrogenase（3β-HSD） 

には 3β-HSD1 と 3β-HSD2 の 2 つのアイソザイムが存在する。3β-HSD1 は胎盤や性

腺などの末梢組織に広く存在し、一方、 3β-HSD2 は副腎皮質、卵巣、睾丸に限局し発

現する。これまでに 3β-HSD1 は、様々な疾患に関与することが示唆されており、例え

ば、乳がん細胞では estradiol の生成を介してがんの悪性化を促進することが報告さ

れている 1)。また、副腎球状層における 3β-HSD1 の高発現が aldosterone の産生異常

を引き起こし、生体リズム異常マウスの塩分摂取による高血圧症の発症の原因であるこ

とも見出され 2)、 3β-HSD1 は乳がんや高血圧症治療における新規標的として期待され

ている。しかしながら、現在までに報告されている 3β-HSD 阻害剤はステロイド誘導

体やフラボノイドなどの数種のみであり、新しい阻害剤の開発が希求されている。 

そこで本年度は、これまでに得られた既存阻害剤の 3次元構造のドッキングシミュレ

ーションの結果を基に、ステロイド誘導体 trilostane の有する極性官能基および立体

化学の重要性を検討するために各種誘導体を合成し、構造活性相関研究を行った。その

結果、3β-HSDのサブタイプ選択性を発現するための合成戦略に有用な知見を得た。 

 

（参考文献） 
1) Thomas, J. L. et al. Mol. Cell. Endocrin. 302, 174 (2009). 
2) Doi, M. et al. Nat. Med. 16, 67 (2010). 
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パイロフィライト中のナノポアにおけるメタンの流動現象 

Hydrodynamics of Methane in Pyrophylite Nanopores 
 

工学研究科 都市社会工学専攻 環境資源システム工学研究室  澤 侑乃輔 
 
背景と目的 
 
 ナノポアにおける流体挙動を解明することの重要性が高まってきている。というのも、それが石油・
ガス貯留層工学、バイオテクノロジー、そして環境工学など多くの産業と関わっているからである。
貯留層工学に関しては、粘土は様々な浸透率をもち、浸透率が低いと二酸化炭素、メタン、有毒化
学物質や放射性廃棄物を閉じ込める良好なバリアとなりうる一方、シェールガス、シェールオイルの
生産における障壁にもなる。 
 粘土層間の流体の移動に影響を与える要素は様々であり、粘土のタイプ、対イオンの性質、他分
子の存在、温度、電荷などが挙げられる。また準弾性中性子散乱や分子動力学シミュレーションに
よって、層間の空隙に閉じ込められている水の移動は非常に拡散性があるということが示せたとい
うことが報告されている。Botan らは 2011 年に、ポアの幅を 2nm から 9nm まで変え、流体挙動に対
する表面の影響を調べるといったシミュレーションを行い、粘土の表面では 2.1Åのすべりが生じた
と報告した。また彼らは 2013 年には、粘土中のナノポアにすべりなし境界条件、すべり境界条件を
適用し、電荷が境界条件に与える影響についても議論している。そのシミュレーションでは荷電され
たモンモリロナイトと荷電されていないパイロフィライトが扱われた。その結果、粘土表面におけるす
べりなし境界条件、またすべり境界条件は水分子と表面との静電気的な相互作用に強く依存してい
るということが分かった。しかしながら、すべりに対する粘土のタイプの影響はほとんど見られなかっ
た。 
 本研究では、パイロフィライトと石英中のナノポアのメタンの流体挙動を調べる。パイロフィライトの
正確な構造を得る必要があったが、従来使用していたソフトではそれが困難であったため、今回マ
テリアルスタジオを利用した。このソフトと可視化ソフトである vesta を併用し、正確な粘土構造を得
ることができた。マテリアルスタジオを利用した理由としては以下の二点が挙げられる。一つは水素
を付加できるということである（図 1）。参考論文[1,2]で示されているパイロフィライトの構造と同じも
のであれば、水素以外の原子の配置をインターネットからダウンロードできるので、マテリアルスタ

 

Al 

Si 

O 

H 

 Adding Hydrogen “H” 

(a) 

(b) 

 
図 1. パイロフィライトの原子配置 

(a)水素付加前 (b)水素付加後  
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ジオを用いてそこに水素を付加した。しかしこの段階ではまだ正確な構造ではない。そこで、マテリ
アルスタジオを利用した二つ目の理由として、原子同士の結合の長さや結合角を調整できるという
ことが挙げられる（図 2）。参考論文中のデータに合うように結合の長さ、結合角を調整し、最終的に
正確な構造を得ることができた。 

結果 
 
 上記のように O-H 結合の長さ、及び Al-O-H 結合の角度を調整することで、パイロフィライトの正
確な構造を得ることができた。この構造データは分子動力学シミュレーションに適用することができ
る。 
   
今後の方針 
 
 今回は研究の方向性の変化に伴い、当初のものとは異なる目的のために本ソフトを利用した。今
後は、巨大分子構造を持つ有機物であるケロジェンの分子構造をより正確に構築するために本ソフ
トを利用したいと考えている。分子構造が得られれば、それを用いてケロジェン中での流体挙動をシ
ミュレートできる可能性があり、地下の貯留層における石油・ガスなどの埋蔵量を推定する際の手
がかりになるのではと考えている。 
 
参考論文 
 
[1] Molecular Models of Hydroxide, Oxyhydroxide, and clay phases and the developent of a General 
force field. R. T. Cygan, J-J Liang, and A. G. Kalinichev. J. Phys. Chem. B. 2004, 108, 1255-1266. 
[2] Single crystal X-ray refinement of pyrophyllite-1 Tc. J. H. Lee and S. Guggenheim. Am. Mineral. 
1981, 66 350-357. 

Bonds: 1.10999 Å

Angle: 127.36120

Adjusting 
Bonds:  “O-H” 
and Angle “Al-
O-H”

(b)’

(c)

 

図 2. パイロフィライトにおける H-O 結合の長さと Al-O-H 結合の角度 

   (b)’ Bonds: O-H 1.10999Å, Angle: 127.3612o (c) Bonds: O-H 1.050Å, Angle: 106.193o 
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触媒有機化学に関する研究 

Studues on Catalytic Organic Chemistry 

 

   工学研究科 物質エネルギー化学専攻 辻 康之 

 

背景と目的 

二酸化炭素 （CO2）は安価、安定、低毒性かつ豊富に存在する有用な炭素源であり、その利用

法の一つとして安息香酸誘導体の合成が挙げられる。安息香酸誘導体は医薬品や材料において重

要な役割を果たす部分構造であり、古典的には Grignard 試薬や有機リチウム試薬と CO2とを反応

させる合成法が知られている。しかしこれらの反応は官能基許容性の乏しさなど有機合成上問題

点があった。そこで近年、有機亜鉛試薬や有機ホウ素試薬と遷移金属触媒を組み合わせた、CO2

からの安息香酸誘導体合成反応が報告されている。しかしこれらの有機金属試薬は対応するハロ

ゲン化アリールから予め調整する必要があり、ハロゲン化アリールを触媒的に直接安息香酸へと

変換する手法はより有用である。ところがそのような反応は極めて限定されている。反応溶液に

電圧を印加する電解反応が最初に報告されたが、特殊な反応装置を用いる必要があるため一般性

がない。ごく最近、パラジウム触媒を用いた反応が報告されたが、この反応では比較的反応性の

高い臭化アリールしか基質として適応できないという制約があった。さらに発火性があり取り扱

いに注意を要する有機亜鉛試薬や 10 気圧の CO2圧を必要とし、必ずしも汎用性の高い反応とは言

えない。そこで本研究では、より反応性の低い塩化アリールのカルボキシル化反応を温和な条件

で進行させることを目指し、ニッケル触媒を用いることによりこれを達成したので以下報告する。 

 

結果 

反応条件の最適化および基質適応範囲 

 4‐ブチル‐1‐クロロベンゼンを基質として最適条件を検討したところ、触媒として

NiCl2(PPh3)2、配位子として PPh3、還元剤としてマンガン粉末、添加剤としてヨウ化テトラエチル

アンモニウム（Et4NI）、溶媒として 1,3‐ジメチル‐2‐イミダゾリジノン（DMI）を選択した場

合に常温、常圧の CO2雰囲気下でカルボキシル化は進行し、トリメチルシリルジアゾメタンによ

るメチル化ののち、GC 収率 95%で目的物 2a が得られた（表 1、エントリー1）。PPh3を添加しな

かった場合、ニッケル触媒によるホモカップリングにより生じるビアリール体 3a が 27%生じ、目

的物の収率は低下した（エントリー2）。対照実験としてニッケル触媒、あるいは二酸化炭素を除

いた条件で反応を行うと基質はほぼ消費されず、2a や 3a も生じなかった。この結果は系中でア

リールマンガン種が生じていないことを示唆する結果であると考えられる（エントリー3、4）。ま

たヨウ化物イオンはマンガンからニッケル触媒への電子移動を促進する働きをしていると考えら

れ、Et4NI を除いた条件では反応はほとんど進行しなかった（エントリー5）。PPh3に代えて他のホ

スフィン配位子を検討したが反応の効率は大きく低下した（エントリー6、7）。またこの反応では

還元剤として用いる単体金属の選択も重要であり、マンガン以外の粉末亜鉛やアルミニウム、削 
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NiCl2(PPh3)2 (5.0 mol %)

Et4NI (10 mol %)
DMI (0.75 mL)

HCl aq.
X COOH

PPh3 (10 mol %)

Mn (3.0 equiv)

25 ºC, 20 h

0.50 mmol

ClNClC

O

MeO C

Me

O

Me

76%a

ClF3C

74%a

Cl

90%a72%

ClMeO

a NiCl2{P(p-MeOC6H4)3}2 (5 mol %), P(p-MeOC6H4)3 (10 mol %), 40 ºC, 24 h.
b NiCl2(PPh3)2 (10 mol %), PPh3 (20 mol %), 60 ºC.

ClBpin
AcO Cl

S
Cl

58% (35 ºC, 24 h) 82%

78% 52% (35 ºC, 30 h)

R R

CO2 (1 atm)

BrtBu

80%

XtBu

72%b (X = OTf)

73%b (X = OTs)

OMe

H H

H

TfO 51%b

Table 2. Scope of Substrates
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状マグネシウムなどを還元剤として用いた場合にはほとんどカルボキシル化反応は進行しなか

った（エントリー8、9）。 

本触媒系は様々な官能基を有する塩化アリールを基質としても進行し、エステル基やアミド基

のような Grignard 試薬と反応する官能基や、鈴木・宮浦クロスカップリング反応の反応点となる

ボロン酸エステルのような官能基についてもそれらを損なうことなく目的のカルボン酸が得られ

た。さらにアリールブロマイドや、フェノールから 1 段階で誘導可能なトリフラート（-OTf）あ

るいはトシラート（-OTs）を反応点とした基質を用いた場合にもカルボキシル化は良好に進行し

た（表 2）。 

また興味深いことに PPh3 に代えて、配位子として 2,2’‐ビピリジン（bpy）を用いた場合には

塩化アルケニルのカルボキシル化も進行し、対応する‐不飽和カルボン酸を良好な収率で得る

ことに成功した（スキーム 1）。 

 

 
 

スルホナートやハロゲン化アルケニルは上述したパラジウム触媒を用いた反応においてはカル

ボキシル化が達成されていない基質であり、合成化学における本反応の有用性は高いと言えるだ

ろう。 

 

反応機構探索と推定反応機構 

 本反応の鍵段階は CO2の挿入である。式 1 に示すように 0 価ニッケルとクロロベンゼンとの酸

化的付加により合成した錯体 1 を触媒反応とほぼ同様の条件で反応させたところ、マンガン共存

下ではカルボキシル化が進行したにもかかわらず、マンガン非存在下では反応はほとんど進行し

なかった。この結果から、還元により系中でニッケル 1 価が生じ、この化学種が CO2と反応して

いるのではないかと考えられる。 

そこで、2 価の NiCl2(PPh3)2 と 0 価の Ni (PPh3)4を当量混合することで 1 価の NiCl(PPh3)3を得る

反応を参考に、当量の Ni(PPh3)4を共存させた状態で酸化的付加錯体 1を CO2と反応させたところ、

期待した通りカルボキシル化が進行した（式 2）。これは酸化的付加錯体と当量の 0 価ニッケルか

ら 1 価のアリールニッケル種が系中で生じていることを強く示唆する結果である。 

さらに均一系の 1 電子還元剤であるコバルトセン（CoCp2）を還元剤として用いた場合には Et4NI

を除いた条件でもカルボキシル化が進行し、安息香酸エステルは 47%得られた（式 3）。この結果

は系中で 1 価のアリールニッケル種が生じていることの更なる裏付けとなるだけでなく、ヨウ化
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物イオンが電子移動の過程のみに関与しているということをも示唆するものであるだろう。 

Ph Ni(II) Cl Ph COOMeMn (20 eq.)
Et4NI (2.0 eq.)
PPh3 (2.0 eq.)
DMI, 25 ºC, 20 h

(1) HCl aq.

(2) TMSCHN2

Et2O/MeOH
47 %

CO2 (1 atm)

PPh3

PPh3

trace (without Mn)

0% (without Et4NI)

(1)

Ph COOMe
Ni(PPh3)4 (1.0 eq.)
Et4NI (2.0 eq.)
PPh3 (2.0 eq.)
DMI, 25 ºC, 20 h

(1) HCl aq.

(2) TMSCHN2

Et2O/MeOH
34 %

CO2 (1 atm)
(2)

1

1

Ph COOMe
CoCp2 (3.0 eq.)
Without Et4NI
PPh3 (2.0 eq.)
DMI, 25 ºC, 20 h

(1) HCl aq.

(2) TMSCHN2

Et2O/MeOH
47 %

CO2 (1 atm)
(3)1

 

 以上の結果から想定される反応機構を図 1 に示した。まずマンガンによる還元によって 2 価の

ニッケル錯体から 0 価ニッケルが生成し、それにたいして塩化アリールが酸化的付加する（step a）。

そこで生じる 2 価のアリールニッケル種がマンガンによる 1 電子還元によって 1 価のアリールニ

ッケル種となり（step b）、より求核力の高い 1 価のアリールニッケル種の炭素‐ニッケル結合に

二酸化炭素が挿入することでニッケルカルボキシラートが生じる（step c）。最後にニッケルカル

ボキシラートが還元されることで 0 価ニッケルが再生し、触媒サイクルが完結する。 

この触媒サイクルでもっとも重要なのは 1 価のアリールニッケル種を生じさせる段階である

（step b）。本触媒系において塩化アリールのカルボキシル化反応を常温、常圧の CO2雰囲気下と

いう極めて穏和な条件で進行させることができたのは、マンガンという適切な還元剤を利用し、

求核力の強い 1 価のニッケル種を発生させた点にあると考えられる。 

Ni(II)Ln

Ni(0)Ln

Mn(0)
Mn(II)

Ar Ni(II)Ln

1/2 Mn(0)

Ar Ni(I)LnCO2

ArCOO Ni(I)Ln

1/2 Mn(0)

Ar Cl
1/2 (ArCOO)2Mn

1/2 MnCl2

Key Intermediate

Cl

step a

step b
step c

step d

Figure 1. Plausible Mechanism  

 

参考論文 

Fujihara, T.; Nogi, K.; Xu, T.; Terao, J.; Tsuji, Y. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9106-9109. 
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パイ共役系の電子物性に関する理論的研究
Theoretical Study on Electronic Properties of pi-Conjugated Systems

京都大学大学院工学研究科分子工学専攻　佐藤　徹

1 背景と目的
アントラセン (A) の蛍光量子収率は 33%であり、塩素二置換体である 9,10-二塩化アントラセン

(DCA) では 55%に向上する [1]。DCAの蛍光量子収率が向上することが解明できれば、その知見
をもとにして、高い量子収率を有する分子の設計指針が得られると期待できる。蛍光量子収率を向上
するためには無輻射過程を抑制し、蛍光過程を向上させればよい。
無輻射過程である内部転換 (IC)や振動緩和 (VR)は振電相互作用により引き起こされるため、振

電相互作用定数 (VCC)が小さいことが望ましい。振電相互作用密度 (VCD)[2]の概念を用いると、振
電相互作用を電子構造と振動構造の関係から解析でき、振電相互作用を制御することができる。[3, 4]
本研究では VCDの概念を用いてアントラセンにおける塩素置換の効果を明らかにする。

2 検討内容
基底状態 S0でA, DCAを構造最適化し、振動解析を行った。得られた構造から S1の force計算

を行い、FC状態における VCC V1,α を求め、さらに VCD解析を行った。S0 は B3LYP/cc-pVTZ、
S1はTD-B3LYP/cc-pVTZで計算を行った。使用したプログラムパッケージはGaussian 09である。

3 結果と考察
A, DCAともに S1-S0間で電気双極子遷移が許容であることが分かった。塩素置換により振動子強

度が 0.0524から 0.0904へほぼ倍増しているが、これはTDMが増大しているためである。A, DCA

の S1の FC状態における最大相互作用モードの VCCに差はなかった。VCCが二番目に大きいモー
ド αでは塩素置換により VCCが 5.0 × 10−4a.u.から 3.6 × 10−4a.u. へと低下し、それに伴い再配
列エネルギーも 0.233eVから 0.221eVと低減していることが分かった。DCAの FC S1状態におけ
る対角 VCD解析をそれぞれ図 1に示す。モード αは C-C伸縮モードである。ポテンシャル導関数
vα は図 1aのようになり、C-C伸縮が大きい炭素原子で vα が大きいことが分かる。Aも同様の vα

であった。S1と S0の間の差電子密度∆ρ1は図 1bのようになり、アントラセン両端の炭素における
∆ρ1 が大きい。塩素置換によりアントラセン両端の∆ρ1が低減していることが分かった。vαと∆ρ1

の重なりにより図 1cのような振電相互作用密度 η1,αが得られる。アントラセン両端の炭素における
vαと∆ρ1の重なりが大きく、η1,αが大きいことから、振電相互作用は両端の炭素の領域で生じてい
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ることが分かった。塩素置換によりアントラセン両端の∆ρ1の低減に伴って η1,αが小さくなる。そ
のため塩素置換により VCCが小さくなることが分かった。アントラセン両端の ∆ρ1 を低減すれば
VCCが小さくなり、VRにおける再配列エネルギーが抑制されると考えられる。

(a) (b) (c)

図 1: 二塩化アントラセンのフランクコンドン S1状態における対角振電相互作用密度解析: (a) ポテ
ンシャル導関数 vα; (b) 差電子密度∆ρ1; (c) 振電相互作用密度 η1,α。

参考文献
[1] S. Ateş and A. Yildiz, J. Chem. Soc. Faraday Trans. I 79, 2853-2861 (1983).

[2] T. Sato, K. Tokunaga, and K. Tanaka, J. Phys. Chem. A 112, 758-767 (2008).

[3] K. Shizu, T. Sato, K. Tanaka, and H. Kaji, Appl. Phys. Lett. 97, 142111 (2010).

[4] K. Shizu, T. Sato, K. Tanaka, and H. Kaji, J. Mater. Chem. 21, 6375-6382 (2011).
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化学反応と電子物性に関する理論的研究	 

Theoretical Studies of Chemical Reaction and Electronic Properties 
	 

工学研究科分子工学専攻量子機能化学講座	 	 	 	 笛野	 博之	 

 

背景と目的 

	 近年、人間に近い柔らかな動きをする家庭用ロボットの開発にあたり、柔軟に伸縮可能なソフト

アクチュエーターとして導電性高分子は優れた材料である。本研究では結晶軌道法解析により、ポリ

ピロール鎖間にアニオンをドープした際の鎖間距離の伸縮に伴って発生する力を理論的に求めた。 
結果と考察 

ソフトアクチュエーターの負荷特性についての伸縮挙動を表すため基本式[1]に従い、当該高分子材
料の長さ、電解伸縮長さ（アニオンがドープされたときの伸縮長さ）より電解伸縮長さをもたらすた

めに必要なエネルギーΔW、機械的出力エネルギーEMout を求めた。これらの値を見積もるため、

Gaussian09を用い B3LYP/ 6-31G**法によ
る結晶軌道計算を行った。 
	 ドープされるアニオンとして TFSI(トリ
フルオロメタンスルホニルイミド)を用いた。
ポリピロール 2本鎖モデル AA（（単位セルは
テトラピロール）、面間に TFSI分子１個が
ドープされたときの安定構造 BB を求めた。
（Fig. 1）TFSIのMulliken 正味電荷は
−0.815であって、アニオン性はかなり強い。
モデル AA、BB の平均面間距
離及びその差 Δdav(AA-BB)、

TFSIが挿入された安定
構造から TFSIを除いた
ピロールモノマー当たり

の発生力 F、エネルギー差ΔW、及び収縮に伴う単位重量当たりの機械的出力エネルギーの最大値
EMout,maxを求めた。（Table 1）本研究で得られた EMout,maxは 104 J kg−1のオーダーであり、実験で報告

されている最大値 9.2×10-1 J kg−1[2]よりかなり大きいが、実験からも構成の改良に伴って比較的容易
にオーダーを改善できるものであり、本研究における値はある種の上限値を与えるものと考えられる。 
参照文献 
[1]G. M. Spinks and V.-T. Truong, Sensors and Actuators A, 119, 455 (2005).  

[2]生嶋君弥, J. Stephen, 小野敦, 長光左千男, Panasonic Tech. J., 56(3), 10 (2010).  
発表論文	 

M. Kobayashi, N. Hayakawa, K. Nakabayashi, T. Matsuo, D. Hashizume, H. Fueno, K. Tanaka, and K.Tamao,  

Chemistry Letters , in press. 

Table 1  Calculated data for anion drive. 

dav(A) dav(B) Δdav(A-B) F ΔW EMout,max 

(in Å)  (in Å) (in Å) (in dyn) (in Hartree) (in J kg−1) 

5.4092 10.8510 5.3614 4.1202×10−6 2.0260×10−2 2.5543×104 

 Fig. 1 Two-chain model BB of polypyrrole doped  
with a TFSI molecule. 

88



平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

光合成モデル化合物の合成 

Synthesis of Photosynthetic Model Compounds 

工学研究科分子工学専攻光有機化学分野 梅山有和 

 

背景と目的 

近年、カーボンナノチューブ

やグラフェンを始めとするナノ

カーボン材料が大きな注目を集

めている（Figure 1）。これらは特

異な構造や優れた電荷輸送特性

等を示すことから、光電変換デバ

イスを始めとする有機エレクト

ロニクス分野での応用が期待されている。しかしながら、ナノカーボン材料は凝集しやすく、水や有

機溶媒に難溶であるため、これらをそのまま湿式プロセスにて用いることは難しい。したがって、化

学修飾を施して溶媒への溶解性を高めることが重要となる。その際、修飾基として電子ドナー性発色

団を用いることで、溶解性の向上に加えて、ドナーの光励起状態からナノカーボン材料への電子移動

が起こり得る。そのため、これらの複合材料は有機光電変換デバイスへの応用が期待される。中でも、

共有結合による化学修飾は、非共有結合による修飾と比較して、両者間の結合が強固であるため複合

体としての安定性が高くなるという利点がある。本研究では、ナノカーボン材料として単層カーボン

ナノチューブ（SWNT）に着目した。発色団であるピレンユニットが、SWNT 側壁上で強い相互作用

を示す隣接した位置に共有結合連結される系と、相互作用しない離れた位置に連結される系を作り分

ける手法を開発し、その光物性の検討を行った。 

 

検討内容 

ジアゾニウム塩を有する 1-フェニルピレンを用いた芳香族付加反応を行うことで、1-フェニルピレ

ンが連結した SWNT-1-Py を 1 段階で得た

（Scheme 1a）。また、SWNTに対する芳香族

付加反応により p-ヨードフェニル基を連結し

た SWNT-PhIを合成し、ボロン酸を有する 1-

フェニルピレンとの Suzuki カップリング反

応を行うことで、1-フェニルピレンが連結し

た SWNT-2-Pyを 2段階で得た（Scheme 1b）。 

 

結果と考察 

SWNT-1-Pyおよび SWNT-2-Pyの紫外-可視吸収スペクトルを DMF溶液中で測定した（Figure 2）。

紫外から可視領域にかけて SWNTに由来する右下がりの吸収が観察されるとともに、紫外領域にピレ

 
Figure 1. Structures of nanocarbon materials illustrated using Materials Studio. 
a) Graphene, b) carbon nanotubes, and c) fullerenes.  

Scheme 1. Pyrene functionalization of SWNT. 
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ン部位に由来する吸収ピークが見られた。またピレン部位由来

の吸収波形に着目すると、SWNT-1-Py のスペクトルでは、1-

フェニルピレンには見られないブロードな吸収帯が 450 nm に

ショルダーとして観測された。これは、SWNT-1-Pyでは SWNT

上で 2つのピレニル基が近接した位置に存在し、ダイマー状態

を形成していることを示唆する。一方、SWNT-2-Pyでは長波長

領域の吸収帯は観測されなかった。これは、SWNT-PhI におい

て p-ヨードフェニル基同士は近接した位置に導入されるが、続

く Suzukiカップリング反応の収率が低いことから、ピレン同士

が SWNT上で隣接しない、あるいは 1段階反応過程における選

択的なダイマー形成の可能性が考えられる。 

それぞれの複合体の熱重量分析（TGA）測定および紫外-可

視吸収スペクトルから修飾率を見積もったところ、SWNT-1-Py

では SWNT炭素 200個に 1個、SWNT-2-Pyは 500個に１個のピレンユニットが導入されていることが

わかった。これらの結果は、SWNT-1-Py において SWNT の長さ 2 nm に１つのピレンダイマーが、

SWNT-2-Pyでは 2.5 nmに 1つのピレンモノマーが導入されていることに対応する。すなわち、1つの

ダイマーおよびモノマーは SWNT上で孤立して存在し、他のピレンダイマーおよびピレンモノマーと

の相互作用はないと考えられる。さらに、ピレンダイマーおよびモノマーが SWNTに連結している構

造を、高分解能透過電子顕微鏡（HR-TEM）観察により直接可視化することに成功した。これは、π共

役系平面分子を分子レベルで可視化することに成功した初めての例である。 

励起状態でのピレン・ピレン間およびピレン・SWNT 間の相互作用を検討するため、ピレン修飾

SWNTの過渡吸収スペクトル測定を行った。その結果、SWNT-2-Pyではナノ秒時間領域でピレンモノ

マーに由来する 1重項励起状態が SWNTにより失活する過程が観測された。一方、SWNT-1-Pyではま

ずピコ秒時間領域でピレンダイマー構造に起因する過渡種が失活し、引き続いてナノ秒時間領域で

SWNT-2-Pyに類似したピレンモノマーに由来する 1重項励起状態が SWNTにより失活する過程が観測

された。すなわち、ピレンモノマー・ダイマーの両方において、励起されたピレンが電荷分離状態を

形成することなく、基底状態に失活してしまうことがわかった。 

以上、SWNTを足場とすることでピレンダイマー、モノマー構造を選択的に形成し、かつ直接可視

化することに初めて成功し、その構造と光物性の相関を解明できた。 

 

発表論文 

該当なし 

 

参考論文 

該当なし 

 

 
Figure 2. Absorption spectra of 
SWNT-1-Py (bold solid line), 
SWNT-2-Py (solid line), SWNT-PhI 
(dashed line) and Py-ref (dotted line) 
in DMF. 
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多孔性配位高分子の合成と性質 

Synthesis and properties of porous coordination polymers 

京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻  植村 卓史 

 

【背景と目的】 

金属イオンと有機配位子の自己集合からなる多孔性配位高分子は、ゼオライトといった従来の多孔

性材料と異なり、「細孔サイズ、形状の合理的設計」、「細孔表面の機能化・修飾が可能」、「高い規則性」、

「柔軟で動的な骨格」を特徴として有する新しい物質群である。これらの特徴を利用して実際に系統

的に合成した多孔性配位高分子において、異なる吸着能が得られた。これらの細孔の形状や大きさは

大差ないため、ゲスト分子と細孔壁の相互作用の違いに起因するものと考えられる。その相互作用の

情報を得ることを目的として量子化学計算を行った。このように理論的な解析を行うことで実際の合

成の重要な指針を与えることができる。 

 

【検討内容】 

今回合成した多孔性配位高分子において、メタノールの吸着挙動に顕著な違いが見られたため、そ

れぞれの多孔性配位高分子の有機配位子とメタノール分子との相互作用の違いが、用いた有機配位子

によるものと確認するため、メタノール分子を有機配位子近傍で様々な位置に配置し、Gaussianを用

いて構造最適化を行った。使用した基底関数は6-31++G**、計算方法はMP2である。物理吸着はその吸

着エネルギーが小さく分散力が重要となることが多いため、これらの計算条件を用いた。本来は分子

間力の評価であり、吸着エネルギーの評価には基底関数重なり誤差（BSSE）の考慮が必要となるが、

今回はエネルギーの評価ではなく配位子による差の有無の確認であるため、BSSEに関しては考慮して

いない。 

 

【結果・考察】 

計算の結果、メタノール分子の吸着量が少ない多孔性配位高分子を構成する有機配位子上では、ゲ

スト分子は安定化を受けないことが明らかとなった。一方、吸着量の大きい配位高分子を構成する有

機配位子上では、メタノール分子は配位子上で安定化した。このことから、多孔性配位高分子の吸着

量は、細孔の形状や大きさだけでなく、細孔表面の環境によっても影響を受けることを確認し、吸着

能を制御する上で重要な指針を得ることに成功した。 

 

【発表論文】 

なし 

 

【参考論文】 

なし 
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HOPG基板上における分子配列のモデリング 

Model study of molecular ordering on the HOPG surface 

京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻  廣瀬 崇至 

【背景と目的】 

単一の分子を電子素子として応用することを目指す分子エレクトロニクス分野は、より高度な動作原理をも

つデバイスおよび究極の省エネルギーデバイスを実現する観点から近年大きな注目を集めている。走査型ト

ンネル顕微鏡 (STM) は単一分子を識別できる優れた空間分解能を有しており、基板上に固定された分子

の電気的特性を調査すること可能である。ジアリールエテンは、着色体の熱安定性や高い光耐久性を有する

フォトクロミック化合物であり、分子レベルでのスイッチング素子やメモリー材料としての応用が期待されてい

る。本研究では、我々の研究室で合成したジアリールエテン誘導体の分子配列を高配向性熱分解グラファイ

ト (HOPG) 基板上において観測し、その光応答性を検討することを目的とした。 
 

【検討内容】 

本研究で用いたジアリールエテンは、HOPG 基板と高い親和性を持つ長鎖アルキル基と基板上での分子

配列を安定化させることが期待される水素結合ネットワークを形成するアミド基を分子の両端に有している。

このジアリールエテンの開環体は、オクタン酸/HOPG 界面上で安定な二次元分子配列を形成することが認

められた。得られた分子配列の格子定数および配列パターンを参考にして分子配列モデルをMM/MD計算に

よりシミュレーションすることを検討した。計算では適度な大きさの HOPG 基板を計算に含め、構造最適化プ

ロセスの中で HOPG基板の炭素原子の座標を固定する制限を加えた。また、分子間水素結合の影響を考慮

することを目的として、MM/MD計算の力場には DREIDING force field を採用した。 
 

【結果・考察】 

得られた分子配列の格子定数は a = 6.3 ± 0.2 nm, b = 1.04 ± 0.04 nm,  = 88.6 ± 0.9° であった。また、

観測された配列パターンを STM 観測により詳細に調査した所、ジアリールエテン 1 分子と考えられる輝点か

らアルキル鎖が 2本同じ方向に伸びている様子が認められた。これらの実験結果を基にしてMM/MD計算を

行った所、パラレル配座を取るジアリールエテン開環体の 2分子が head-to-headに配列しており、アミド基に

よる分子間水素結合ネットワークを介して HOPG基板上でストライプパターン状の分子配列を形成しているこ

とが明らかとなった。この結果は、パラレル配座を取ることができないジアリールエテンの閉環体が HOPG 基

板上で安定な分子配列を形成しないことを説明する上で重要な知見である。本研究では更に (i) 紫外・可視

光照射を用いてジアリールエテンの二次元分子配列の形成と消滅が室温・固液界面上で可逆に制御できる

こと、(ii) アミド基による水素結合ネットワークに由来して、HOPG 基板上における分子配列形成プロセスが

高い協同性を有していることなどを明らかにし、光応答性の二次元分子配列挙動を分子レベルで設計・制御

する上で重要な指針を得ることに成功した。 
 

【参考論文】 

"Phototriggered Formation and Disappearance of Surface-Confined Self-Assembly Composed of 

Photochromic 2-Thienyl-Type Diarylethene: A Cooperative Model at the Liquid/Solid Interface" 

Soichi Yokoyama, Takashi Hirose, Kenji Matsuda  

Chem. Commun. 2014, Advance Article. [Doi: 10.1039/c3cc48895k] 
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HOPG 基板上における分子配列のモデリング 

Model study of molecular ordering on HOPG surface 

工学研究科 合成・生物化学専攻  横山 創一 

 

背景と目的 

有機分子を用いた表面の機能化は分子デバイスへの応用が可能であり、広く注目を集めている。

有機分子をデバイスに組み込むためにはナノレベルでの配列を制御することが重要である。これ

を解決する手法として自己組織化を用いたボトムアップ型の分子配列があげられ、この技術を利

用することで様々な配列様式をもつ構造体が作製可能となる。本研究では、分子エレクトロニク

スの応用が期待されているジアリールエテン分子を用いて、基板上に規則配列させ、その配列構

造を走査型トンネル顕微鏡 (STM) により解析した。さらに実測のデータからMM/MD計算によ

る配列モデルを組み立て、配列を安定性させる要因を探ることとした。 

 

検討内容 

  フォトクロミック分子であるであるジアリールエテンを HOPG 基板上に配列させるため、長鎖アル

キル基・アミド基を側鎖に導入することとした。この分子設計をもとにジアリールエテン 1o, 1c を合

成し、HOPG 基板上における配列を STM 測定により観察を行った。また、配列した構造に対して、

Materials Studioを用いてジアリールエテン分子が配列モデルを作成し、MM/MD計算によるシミュレー

ションを行った。計算では適度な大きさの HOPG基板を計算に含め、構造最適化プロセスの中で HOPG

基板の炭素原子の座標を固定する制限を加えた。また、分子間水素結合の影響を考慮することを目的

として、MM/MD計算の力場には DREIDING force fieldを採用した。さらに、STM像とシミュレーシ

ョンによる結果を比較し、どのように配列を安定化しているか考察を行った。STM測定には PicoScan 

(Molecular Imaging) もしくは Agilent5500 (Agilent) を用いて、定電流モード下、固液界面上で測定を行

った。探針には Pt/Ir (8/2) 線をメカニカルカットで作製したものを用いた。 

Scheme 1 

 

結果と考察 

ジアリールエテン 1o、1c のオクタン酸溶液を HOPG 基板上に滴下し、STM を用いて液中観察を行

った。250 Mの溶液中ではジアリールエテン開環体 1oは配列を形成したのに対して、閉環体 1cに関

しては配列が観察されなかった (Figure 1a,b)。高解像度の STM像を見ると、明るいスポットが多数見

られ、これはジアリールエテンのコア部であることが示唆される (Figure 1c)。一つのコア部から同じ
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方向に 2 本のアルキル鎖が伸びている様子から

ジアリールエテンはパラレル体のコンフォメー

ションを取り、head-to-head型の配列を取ってい

ることが示唆された。閉環体が配列を形成しな

かったのは、開環体のように安定な配列を形成

したパラレル体のような安定なコンフォメーシ

ョンを取れなかったためであると考えられる。 

さらに、ジアリールエテン 1oの配列構造につ

いて考察を行うため、MM/MD 計算を行いシミ

ュレーションしたモデルに注目した。作成した

モデルを Figure 1d に示す。作成したモデルを

STM像に重ねるとほぼ一致しており (Figure 1c)、

このモデルが妥当であることがわかる。モデル

のアミド基に注目すると全て同一直線状に乗っ

ていることが判明し、安定な水素結合ネットワ

ークを形成していることが示唆される。モデリ

ングした分子構造をとりだし、上と横から見た

全体像を Figure 2に示した。上から分子像を見る

と、分子内分子間で水素結合間距離は 3.06 Å 

(N-O 間)を保ちながら水素結合ネットワークが

形成されていることが分かる。また、横側から分子像を見ると反応点のメチル基が剛直で立体的に嵩

高いヘキサフルオロシクロペンテンの下側にもぐり込むようなコンフォメーションをとっていること

が分かった。このようにジアリールエテン 1oは HOPG基板上で安定な水素結合ネットワーク形成とコ

ンフォメーション形成によって配列を安定化していると考えられる 1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Model of molecular structure for 1o ordering. (a) top view (b) side view. 

 

参考論文 

1. Soichi Yokoyama, Takashi Hirose, Kenji Matsuda, Chem. Commun. 2014, in press. 

3.06 Å 

3.06 Å 

3.06 Å 

(a) (b) 

40 nm 40 nm

Figure 1. STM image of (a) 1o and (b) 1c at the octanoic 

acid/HOPG interface.  (c) High resolution STM image of 

1o at the octanoic acid/HOPG interface. Lattice parameter 

(a, b, ) = (6.3 nm, 1.0 nm, 89°).  (d) MM/MD 

simulation of the ordering of 1o. Green line and arrows 

shows hydrogen network of 1o ordering. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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分離プロセスの量子化学的研究	 
Quantum	 Chemical	 Studies	 on	 Separation	 Engineering	 

	 

京都大学大学院工学研究科	 

化学工学専攻	 田門	 肇	 

	 

＜背景と目的＞	 

本研究課題では、吸着剤と吸着質の分子間相互作用や、乾燥過程における分子の動的挙動など、吸

着工学や乾燥工学などにおける微視的な諸問題を取り上げ、分子軌道法や分子動力学法などの分子シ

ミュレーションを用いて検討を行うことを目的としている。今年度はガラス状態の糖（糖ガラス）中

における水分子の動的挙動について分子動力学（MD）シミュレーションにより検討したので、以下
その概要を報告する。 
食品や医薬品の中には、糖類添加により生じる高粘度状態あるいはガラス状態を利用して、香気成

分や品質を保持するものが多数存在する。しかしながら、水分子や糖類の動的挙動が保持作用に及ぼ

す影響などの微視的な知見は十分には得られていない。当研究室では、そうした基礎的知見を得るた

めの研究の一例として、MDシミュレーションを用いて、糖類が形成するガラス（糖ガラス）中におけ

る水分子の動的挙動に関する検討を行っている。特に今年度は、糖ガラス内における各種分子間相互

作用のうち、最も主要な項であると考えられる水素結合に着目し、水素結合がガラス転移温度 Tgに及

ぼす影響について検討を加えた。	 

＜検討内容＞	 

単糖類であるフルクトースについて、そのガラス状態を MD シミュレーションにより解析した。計

算にはAccelrys社のMaterials	 Studioを用いた。分子力場にはDREIDING力場と、水同士の相互作用

を適切に表現する TIP3P 力場を組み合わせて使用した。NPT アンサンブルで数種の系の温度に対して

シミュレーションを行った。時間の刻み幅は 1	 fs に設定し、10 万ステップ（100	 ps）の熱平衡計算

の後、さらに10万ステップ超の計算を実施して水分子の双極子自己相関関数（DACF）ならびに回転緩

和時間τを求め、その絶対温度依存性からガラス転移温度 Tg の推算値を求めた。また、糖-糖間や糖-

水間などに生じる水素結合に着目し、水素結合の数や寿命について検討を加えた。	 

＜結果と考察＞	 

計算で得た Tgは、フルクトース濃度が95	 wt%,	 60	 wt%の場合、それぞれ-5.0℃,	 -88.0℃であった。

また、303K の計算結果からフルクトース分子１個当たりの水素結合数を求めた（表１）。なお、どち

らの濃度でも243K-303K の範囲で水素結合数を求めたが、温度によらずほぼ一定であった。水素結合

数が多い方が Tg が高い傾向があると期待されるが、95	 wt%の場合よりも 60	 wt%の方が多く、含水率

上昇に伴う Tgの低下は水素結合数では説明できない。一方、糖同士間水素結合の寿命は95	 wt%,60	 wt%

でそれぞれ 6.6	 ps,	 3.1	 ps、糖-水間水素結合

の寿命はそれぞれ 2.7	 ps,	 2.4	 ps となり、糖

同士間水素結合の方が寿命が長い。以上より、

フルクトース 95	 wt%の方が 60	 wt%の場合より

Tgが高いのは、寿命が長い糖同士間水素結合の

本数が多いためと考えられる。	 

表１	 フルクトース１分子当たりの水素結合数[本]	 

	 95	 wt%	 60	 wt%	 

糖同士間	 3.69	 	 0.71	 

糖分子内	 0.16	 	 0.02	 

糖-水間	 1.66	 11.09	 

総結合数	 5.51	 11.82	 
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吸着工学・乾燥工学等に関する分子論的検討	 
Theoretical	 Studies	 on	 Microscopic	 Problems	 in	 Separation	 Engineering	 and	 Drying	 

	 

京都大学大学院工学研究科	 

化学工学専攻	 	 鈴木哲夫	 

	 

＜背景と目的＞	 

本研究課題では、吸着工学や乾燥工学などの種々のプロセスに関連する物理化学的な諸問題を取り

上げ、分子軌道法や分子動力学法などの計算機化学的手法を用いて検討を行うことを目的としている。

今年度はガラス状態の糖（糖ガラス）中における水分子の動的挙動について分子動力学（MD）シミュ

レーションにより検討したので、以下その概要を報告する。	 

食品や医薬品の中には、糖類添加により生じる高粘度状態あるいはガラス状態を利用して、香気成

分や品質を保持するものが多数存在する。しかしながら、水分子や糖類の動的挙動が保持作用に及ぼ

す影響などの微視的な知見は十分には得られていない。そこで、本研究ではMDシミュレーションを用

いて、糖ガラス中における水分子の動的挙動に関する検討を行った。	 

＜検討内容＞	 

単糖類であるα-グルコースについて、そのガラス状態をMDシミュレーションにより解析した。計

算にはAccelrys社のMaterials	 Studioを用いた。分子力場にはDREIDING力場と、水同士の相互作用

を適切に表現する TIP3P 力場を組み合わせて使用した。NPT アンサンブルで数種の温度に対してシミ

ュレーションを行った。時間の刻み幅は1	 fsに設定し、10万ステップ（100	 ps）の熱平衡計算の後、

さらに10万ステップ超の計算を実施して水分子の双極子自己相関関数（DACF）ならびに回転緩和時間

τなどを求め、動的挙動を考察した。	 

＜結果及び考察＞	 

α-グルコース濃度が70-98wt%の各濃度について、おのおの数種類の温度に対してMDシミュレーシ

ョンを実施し、水分子のDACFからτを求めた。得られたτを絶対温度の逆数に対して片対数プロットし

た。95wt％の場合のプロット例を図１に示す。高温の７つのデータと低温の３つのデータがそれぞれ

異なる直線上にならんでいることがわかる。双

方の直線が交わる温度を求めると-0.6℃とな

り、ガラス転移温度 Tgの実験値（T.	 R.	 Noel,	 

et.al.,	 Carbohydr.	 Res.,	 282	 (1996)	 

193-206）と概ね一致する値となった。これよ

り、τの絶対温度依存性に着目することで、Tg

を推算可能であると考えられる。そこで、70、

92、94、96、98wt%の各濃度についても同様の

手順で Tg を推算したところ、いずれの濃度に

おいても概ね実験値と一致する結果が得られ

た。以上より、水分子のDACFを用いた解析は、

Tgを推算する上で有用であると考えられる。	 
図１	 回転緩和時間τの絶対温度依存性	  
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多孔性配位高分子の吸着誘起構造転移 

Adsorption-induced structural transition of porous coordination polymer 

工学研究科化学工学専攻界面制御工学分野  田中 秀樹 

 

【背景と目的】 

多孔性配位高分子(PCP/MOF)は，その構造の多様性から新規吸着材料として期待されている。

中でもソフトなフレームワーク構造を有するものは吸着誘起構造転移を示し，その構造転移現象

の多様性や，フレームワークに対する機能性付与のための良好なデザイン性から，本新規材料は

極めて広い分野から注目を集めている。しかし，その複雑な吸着誘起構造転移挙動のメカニズム

解明は容易ではなく，その方法論も確立されていない。例えば，ある PCP と吸着分子の組み合わ

せによって生じる吸着誘起構造転移挙動の工学的応用可能性の探索を，全て吸着実験によって行

なうことは極めて困難であり，その吸着誘起構造転移挙動の予測モデルの構築は，PCP 設計のた

めのツールとして必須であると言える。そのような要求に対して，本研究では，比較的シンプル

な吸着誘起構造転移を示すと考えられる zeolitic imidazole framework -8 (ZIF-8)を対象とすること

で，そのメカニズム解明のための手法(モデル化法)の開発・検証を可能とし，かつ，将来的に(コ

ストのかかる実験を行なわずして)分子シミュレーションのみによって PCP の新規機能性の探索

を可能とすることを目的とした。 
ZIF-8(図 1(a))は，二価の金属カチオン(Zn2+)と 2-メチルイミダゾールアニオン(リンカー)から

構成され，その金属カチオンとリンカーとの強い結合力から熱的安定性が極めて高く，様々な分

野への応用(ガス貯蔵・分離，ガスセンサー，触媒担体等)が期待されている。この ZIF-8 は sodalite
型の骨格構造を持ち，直径 0.31 nm と極めて小さな細孔入口 (ウィンドウ)を有しているが，その

ウィンドウサイズよりも大きな分子を吸着することが観測されていることから，リンカーが一定

の角度で回転することにより，そのウィンドウサイズが拡大するものと考えられている。事実，

最近の高圧液体中における ZIF-8 の in situ X 線回折測定[1]によって，実際にリンカーが回転して

いることが報告されている他，そのリンカーの回転が，分子吸着に伴う，ZIF-8 フレームワークの

吸着誘起構造転移によるものであることが，分子

シミュレーションによって明らかとされている

[2]。このリンカーの回転による吸着誘起構造転

移現象は，その後，種々の吸着分子によっても実

験的に確認され，かつ，吸着分子種に非常に敏感

であることが報告されている。しかし，現在まで

のところ，その吸着誘起構造転移のメカニズムは

明らかとされていないことから，今回の在外研究

ではその解明を試みた。 

【結果・考察】 

θ IM = 0º −30º(図 1(b)参照)の範囲でリンカーを回転させた種々の ZIF-8 モデルを構築し，グラン

ドカノニカルモンテカルロ(GCMC)法によってその Ar 吸着等温線を計算した。分子間相互作用に

は Lennard-Jones (LJ)ポテンシャルを仮定し(Ar−Ar：σff = 0.34 nm, εff / k = 119.8 K, Ar−ZIF-8：
universal force field (UFF))，ZIF-8 骨のポテンシャルは，LJ ポテンシャル(UFF)，クーロンポテン

図 1 (a) ZIF-8 の結晶構造(2 × 2 × 2 unit cells) 
(b) 2-メチルイミダゾールアニオンの回転軸 
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シャル，Zn2+まわりの配位結合に関するねじれ

角等の結合性ポテンシャルの総和で表される

ものとした。ZIF-8 の atomic charge および結合

性ポテンシャルの力の定数は密度汎関数理論

(DFT)法によって計算した (GGA/PBE/DNP, 
DMol3)。ただし，汎用的な force field である

UFF はポテンシャルを過大評価する傾向にあ

り，まという問題がある。そこで，GCMC 法と

実験による Ar 吸着等温線(87 K)とを比較する

ことで，そのポテンシャルパラメーターの精密

化を行なった。 

GCMC法によって得られた種々のθ IMにおけ

るAr吸着等温線(87 K)の熱力学的積分により，

系の自由エネルギー変化∆Ωのθ IM および圧力

依存性(図 2)を求めたところ，Ar ガス圧力の増

加に伴って，∆Ωには2つの極小値(θ IM = θ IM(s), 
θ IM (l))が生じることが分かった。つまり，圧

力増加に伴ってリンカーは活性化過程を経ず

にθ IM(s)まで回転し，θ IM(s)からθ IM (l)までの

経路上に存在するエネルギー障壁 EAと，系の

エネルギー揺らぎ EFLが等しくなる時(圧力

Pad)，リンカーがθ IM (l)まで回転する吸着誘起構造転移を生じるということが明らかとなった。

また，実験結果(Ar 吸着等温線(87 K))とシミュレーション結果との比較を行なうことで EFL = 0.5 
kT/リンカーが得られ，吸着過程におけるリンカーの回転構造転移(θ IM(s)→θ IM (l))は自発的構造

転移であることが分かった。一方，脱着過程ではθ IM (l)とθ IM(s)における∆Ωが等しくなる圧力

Pde(< Pad)においてリンカーの回転(θ IM(l)→θ IM (s))が誘起される平衡構造転移を生じることが

明らかとなった。これは，脱着過程における吸着分子数が吸着過程よりも大きいために，系のエ

ネルギー揺らぎEFLが圧力Pdeにおけるエネルギー障壁EA = 0.6 kT/リンカーよりも大きくなるため

と理解できる。 
以上の知見をもとに，温度 79 K，83 K，91 Kにおける ZIF-8 の Ar 吸着誘起構造転移挙動を GCMC

法+自由エネルギー解析によって予測したところ，実験結果を良好に再現することができ(図 3)，
本研究における吸着誘起構造転移モデルの妥当性を確認することができた。 
 

【発表論文】 

H. Tanaka et al., J. Phys. Chem. C, submitted. 
 
【参考論文】 

[1] Angew. Chem., Int. Ed. 48, 7087 (2009). 
[2] J. Am. Chem. Soc. 133, 8900 (2011). 

図 2 Ar−ZIF-8 系の自由エネルギー変化∆Ωの

θIM および圧力依存性(87 K) 

図 3 GCMC シミュレーションおよび実験に

よる ZIF-8 への Ar 吸着等温線の比較 (91 K) 
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クラスターイオンビームと固体表面の相互作用 

Interaction between cluster ion beams and solid surfaces 

京都大学大学院 工学研究科 附属光・電子理工学教育研究センター  龍頭啓充 

 

背景と目的 

 今日イオンビーム技術は, 半導体工業をはじめとする様々な産業分野において広く利用されている. 中でも

半導体デバイス製造においては, イオン注入や微細加工の鍵となる技術として, 欠かすことが出来ないもので

ある. 近年の更なる微細化のため10nm以下の極めて浅い領域へのイオン注入が必要であり, これには多原子

分子イオンの利用が有効である. 多原子分子イオンは短飛程で, 高い質量電荷比を持つため, 実用的なビ

ーム強度で, 極めて浅いイオン注入を実現出来る. 一方で多原子分子は様々な元素の組合せや, 多種多用

な官能基を有するため, 新規な表面処理・修飾への応用も期待できる. 

我々は, 多原子分子イオンビームの材料として直鎖アルカンを用い, その照射効果を検討してきた. 電子

衝撃法を用いたイオン化により, CnH2n+1
+  (n = 2-12)の種々のフラグメントイオンが生成される. 本研究では, 

n-テトラデカン(C14H30)から生成されるフラグメントの, C3H7分子, C12H25分子イオンのSi(100)表面への照射効果

について予備研究にて評価している. 図1にC3H7+, C6H13+およびC12H25+を照射したSi(100)の表面段差測定

結果を示す. それぞれの分子イオンを数kVで加速し, 照射炭素量を4.0x1016 carbons/cm2 として照射している. 

1炭素原子当りのエネルギーで比較すると, C3H7は表面段差が正方向に増加し, C12H25は表面段差が負方向

に変化する傾向であることがわかる. これは1炭素原子当たりのエネルギーが同程度であっても, 分子サイズ

に依存して堆積とエッチングが生じていることを意味している. しかしながら, いかしてこれら堆積やエッチング

が生じているかは明らかとなっていない. このため, 第一原理計算を用い検討を行なった. 

 

 

図 1： C3H7
+, C6H13+および C12H25

+を 4x1016 carbons/cm2 照射した Si(100)の表面段差.  

左図は実験結果, 右図はイオン照射の模式図. 
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検討内容 

 C12H26 分子を Si(100)表面へ縦（長手）方向に入射した場合について計算を行った. 計算には, Materials 

Studio 6.1 および 7.0 の第一原理計算コード CASTEP を用いた. 図 1 に初期状態のシリコン結晶(100)及び入

射分子の配置を示す. シリコン結晶は単位格子 2x2x2.75 セルとし, 真空層として 2.5nm を作成した. C12H26 分

子に基板表面に垂直に入射する方向の初速度を与え, シリコン表面と C3H8 および C12H26 分子の衝突のシミュ

レーションを行った. 初速度は, 炭素原子 1 個当たりの入射エネルギーが 50 eV の場合に相当する 25.8 

nm/ps と設定した. 計算時間については, イオン注入のシミュレーションコードの SRIM[1]を用い, 50eV の C

原子が Si に入射して停止するまでの時間を 70-130 fs と見積もられたため, これを基準とした. 

           

(a)C3H8                        (b)C12H26 

図 2：シリコン結晶に入射する C3H8 分子および C12H26 分子の配置（初期状態） 

 

結果及び考察 

 図 3 に Si 表面に入射した時点から 72fs 経過後の C3H8 分子および 125fs 経過後の C12H26 分子のシミュレー

ション結果を示す. C3H8 分子では, 3 個の炭素原子のうち 2 個が最表面と 2 層目の Si に, 1 個は 4 層目の Si

と結合しており注入深さが浅いことがわかる. この注入深さのレンジは SRIM による計算とほぼ一致するため, C

原子単体のイオン注入と同様の相互作用となっていると考えられる. 一方 C12H26 分子では, 衝突の際に

C12H26 分子のうちの先行する原子が衝突初期において, 基板原子を押しのける「露はらい効果」により, 後続

の炭素原子がエネルギーを失うことなく固体内へ侵入していることがわかる, また, C12H26 分子の構成原子が

同時に Si 結晶表面に衝突し, 狭い範囲の Si 格子に高密度にエネルギーを付与することとなり, Si 表面原子の

結合が切れ表面から活発に脱離する様子が見られる. これらのことから, 本シミュレーションは定性的に実験

結果と一致していると考えられる.  
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(a) C3H8 (70 fs 後)                (b) C12H26 (125 fs 後) 

 

図 3：入射開始から(a) 70 fs 後の C3H8 分子および(b)125 fs 後の C12H26 分子の分子動力学計算結果 

 

参考文献 

[1] J.F. Ziegler, J. Biersack, U. Littmark, ‘‘The Stopping and Range of Ions in Matter”, Pergamon Press, 1985. 
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エネルギー機能材料の電子構造と光物性

Electronic states and optical properties of
the functional energy materials

京都大学大学院エネルギー科学研究科　蜂谷　寛

1 背景と目的
SiC, TiO2, ZnO 等はワイドギャップ半導体とよばれ、次世代パワーデバイスや光触媒、発光デ

バイスなどへの応用が期待されて活発に研究されている。これらの材料の電子移動などの物性は、
赤外域に振動モードを有する格子振動 (フォノン)と電子の相互作用が重要な役割を担っていると
考えられており、選択的なフォノン励起により特定の格子振動が及ぼす電子状態への影響を解明
することが可能であると考えられるほか、相変化や電荷移動を積極的に利用した相変化制御の可
能性も示唆されつつある。
しかしながら、従来の熱的なフォノン励起では、特定の格子振動を選択的に励起することは困

難であり、熱的なフォノン励起に代わる技術が必要となる。そこで、中赤外領域の光がフォノン
の吸収領域に対応していることに着目し、波長可変な中赤外レーザーで光学的 (非熱的)にフォノ
ン励起を行い、さらにアンチストークスラマン散乱測定法を用いて中赤外レーザーによる選択的
フォノン励起を直接的な手法で実証することを目的とし、実験を行った。

2 検討内容
サンプルとして 6H-SiC を用い、熱的なフォノン励起の影響を抑制するために極低温 (14 K)に

まで冷却した。冷却したサンプルに、6H-SiC の光学フォノンモード (ラマン・赤外活性)に対応
する 10.4 µmの波長に調整した中赤外パルスレーザー (KU-FEL [B1])、およびラマン散乱測定用
のプローブ光 (Nd-YAG レーザー: 532 nm)を同時照射した。また、バックグランド測定として、
Nd-YAG レーザーのみ照射し、14 K におけるラマン散乱スペクトルを測定した

3 結果
FIG 1 に示すように、フォノンモードの吸収波長 (10.4 µm : 970 cm−1)に対応した中赤外パル

スレーザー照射により、フォノンモードのエネルギーに対応する波数にピークが観測された。ま
た、14 K への冷却によって、フォノン生成は抑制されることが確認された。

4 考察
赤外活性な A1 振動モード (970 cm−1 FIG. 2 左)と不活性な E2 振動モード (790 cm−1 FIG. 2

右)は、いずれもラマン活性ながら、それぞれに帰属される散乱バンドの観測されるエネルギーに
対応する励起波長 (10.4 µm および 12.5 µm)に FEL を調節した結果は、FIG. 1 に示すとおり、
前者では 散乱ピークが生じる一方で、後者では観測されない。また、帰属される散乱バンドのな
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い 9.05 µm 入射に対しては対応波数でのピークは観測されず、仮に FEL 入射波長 10.4 µm に対
するピークが FEL 励起光と Nd:YAG プローブ光との和周波 (SFG)光によるものである場合には
入射波長に対してピークの有無ではなくピークの大小として観測されるはずであるから、アンチ
ストークス散乱光は、中赤外 FEL レーザー光の吸収による光学的な直接フォノン励起によって生
じるものであることを検証することができた。

発表論文
なし

参考文献
[B1] H. Ohgaki, T. Kii, K. Masuda, H. Zen, S. Sasaki, T. Shiiyama, R. Kinjo, K. Yoshikawa,
T. Yamazaki, Jpn. J. Appl. Phys., 47, 8091 (2008)
[B2] K. Yoshida, T. Sonobe, H. Zen, K. Hachiya, K. Okumura, K. Mishima, M. Inukai, H. Negm,
T. Konstantin, M. Omer, T. Kii, K. Masuda, H. Ohgaki, Appl. Phys. Lett., 103, 182103 (2013)

FIG. 1 Anti-Stokes Raman scattering spectra by Nd:YAG laser excitation with and without FEL
irradiation (14 K) [B2]

FIG. 2 A1 mode (970 cm−1, FLO(0); left) and E2 mode (790 cm−1, FTO(2/6); right).
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マグネシウム合金における第一原理計算 

The first principles calculations of magnesium alloys 

京都大学大学院エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 馬渕守 

背景と目的 

マグネシウム(Mg)は実用金属中最も低密度であり、軽量材料として高いポテンシャルを有しており、比強度

や比剛性、リサイクル性などの点でも優れているため、近年注目を集めている金属材料の一つである。しかし

ながら、Mgはその hcp 構造に起因する異方性が変形のすべり系を制限し、加工性が悪いという欠点がある。

すなわち、底面すべりでの変形が起こりやすい一方、柱面すべりでの変形が起こりにくく、その不均一変形の

ため加工の際に破断に至ってしまう。近年、Mg-Zn-Ca3 元系合金において加工性が劇的に改善するという結

果が得られた。この加工性の改善は底面すべり変形と柱面すべり変形の異方性の低減に起因することが実

験的にわかっている。その一方で、この異方性の低減はMg-Zn、Mg-Caの 2元系では起こらないこともわかっ

ている。そこで、本研究では、ZnとCaの同時添加が底面すべり/柱面すべりの異方性を改善したことに着目し、

その異方性改善メカニズムを電子論的に明らかにすることを目的とする。具体的には、純 Mg、Mg-Zn-Ca、

Mg-Ca、Mg-Zn といった合金モデルを作成し、底面・柱面すべりの起こりやすさを転位の移動性の評価方法で

ある Generalized Stacking Fault Energy（GSFE）、またその最大値である Unstable Stacking Fault Energy（γus）

を用いて整理した。 

 

検討内容 

本研究での第一原理計算には、CASTEP を利用した。

底面すべりと柱面すべりの起こりやすさを評価するため、

それぞれ（a）底面すべりモデルと（b）柱面すべりモデル

を作成した（pure Mg モデル）。続いて、それぞれ（a）底

面すべりモデル、（b）柱面すべりモデルに対して、図 1

のとおりに Zn1 と Ca の位置にある Mg 原子をそれぞれ

Zn と Ca に置換した Mg-Zn-Ca モデル、Ca の位置にあ

る Mg原子を Caに置換した Mg-Caモデル、Zn2の位置

にあるMg原子を Znに置換したMg-Znモデルの 3つの

合金モデルを作成した。この時Mg-Zn-Caモデルにおい

ては、Zn と Caを最も安定になるように配置した。作成し

たそれぞれのモデルに対し、すべり面を境に上下の構

造をずらすことにより GSFE を計算した。 

 

結果及び考察 

図 2 に各 Mg 合金モデルにおける底面すべりの GSFE

曲線を示す。pure Mg に対して、Zn を添加するとやや

GSFE が下がり、Ca を添加すると大きく GSFE が減少す

図 1 計算モデル: （a） 底面すべり、（b）柱面すべり 
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図 2 各 Mg 合金モデルにおける底面すべり GSFE曲線 
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ることがわかる。ZnとCaを同時に添加したMg-Zn-Ca

モデルに対しては、Mg-Zn と Mg-Ca の間になってい

る.。一方、図 3に示される柱面すべりの GSFE曲線を

見ると、、底面すべりの GSFE と同様に Zn はやや

GSFE を低下、Ca は大きく GSFE を低下させる効果を

示す。しかしながら、Zn と Ca を同時に添加すると、底

面すべりの場合と異なり、Mg-Zn-Ca モデルの GSFE

および、γus は Mg-Ca よりやや低い値を示した。以上

の底面すべり、柱面すべりのγus の値を表 1 にまとめ

る。最終的にMg-Zn-Caモデルが底面と柱面のγusの

比が最も大きくなっていることがわかる。 

この原因を調べるため、各モデルの電子密度分布

を図 4 に示す。電子密度分布から Ca の周りでは電子

密度が大きく減少していることがわかる。また、Zn の

周りでは電子密度が増加している一方、その周辺の

Mgの電子密度が低下している。これは Mg, Zn, Ca の

電気陰性度の大きさが Zn > Mg > Ca の順番になって

おり、この順番で電子をひきつける力が強いことに起

因している。このため、底面すべりモデルでは、Caの 1層下の面に Znが存在するため、Caによって奪われた

電子が Zn により補完されるため（図 4 矢印部）、Mg-Ca より高い GSFE を示したと考えられる。その一方で柱

面すべりモデルでは、そのような現象は見られず、Mg-Ca よりやや低い GSFE となったことが示唆される。 

  以上より、Zn と Ca を同時添加すると、その最安定位置と元素間の電気陰性度に起因する電子の移動の

ために、底面すべりと柱面すべりの異方性が緩和され、高い加工性を有する Mg 合金が作製できたことが示

唆された。 
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(mJ/m2) 
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図 3 各 Mg 合金モデルにおける柱面すべり GSFE曲線 

表 1 各 Mg 合金モデルの底面・柱面γus とその比 

図 4 各 Mg 合金モデルにおける電子密度：(a), (c), (e). (g) 底面すべりモデル、(b), (d), (f), (h)柱面すべりモデル 
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多孔質金属の表面特性 

Surface properties of porous metals 

エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻ミネラルプロセシング分野 袴田 昌高 

 

背景と目的 

ZnO や TiO2などの半導体は光触媒性を有し有害な有機物を分解する働きをもつことから、空気洗浄

機やコーティング材として広く用いられている。しかし、これら光触媒半導体のほとんどは紫外線領

域、すなわち 3.2 eV以上のバンドギャップを持つため、可視光条件下では光触媒特性を示さない。 

一方最近の研究から、ナノ多孔質 Au に ZnO を薄く蒸着した Au/ZnO ナノ複合材料は可視光条件下

で光触媒特性を示すことが示された (Fig. 1)。昨年度実施した第一原理計算により、ナノ多孔質 Auの

表面には大きなひずみが存在しており、これが ZnO のバンドギャップに影響を及ぼしたことが示唆さ

れたが、Au/ZnO 界面に起因する電場の影響も考えられる。 

そこで本研究では、ZnO が良好な光触媒特性を示した原因を解明することを目的として、Au/ZnO 界

面により生じる電場の第一原理計算による評価を試みた。 

 

計算手法 

Au(111)/ZnO(0001)/真空モデル (Fig. 2) を作製し、Auの格子定数を±5%変化させた上で、CASTEP コ

ードによる構造最適化計算と電子状態密度計算を行った。特に Au/ZnO 界面により ZnO 内に生じる電

場の影響を、参考論文 [1–3] の手法を参考に評価した。 

 

Fig. 1 (a) MO concentration variation with time after sample immersion. (b) MO solution appearance 

immediately after immersion of nanoporous Au with and without ZnO sputtering. The former immediately 

turned the surrounding solution red, suggesting the rapid decomposition of MO. 
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結果および考察 

Table 1に、第一原理計算で計算された Auの格子定数、ZnO の格子定数、ZnO 内に生じた電場をま

とめて示す。Auの格子定数が大きくなった場合でも小さくなった場合でも、ZnO 内の電場が大きくな

っていることがわかる。ナノポーラス Au特有の格子ひずみが ZnO 内の電子のふるまいに影響し、Fig. 

1 のような光触媒特性の向上が起こったと考えられる [4]。 

 

発表論文 

なし 

参考論文 

[1] L. Dong, S. P. Alpay, J. Appl. Phys. 111, 113714 (2012) 

[2] G. Zhang, X. Luo, Y. Zheng, B. Wang, Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 7051 (2012) 

[3] Y. Dong, L. J. Brillson, J. Electron. Mater. 37, 743 (2008) 

[4] M. Hakamada, M. Yuasa, T. Yoshida, F. Hirashima, M. Mabuchi, Appl. Phys. A, in press. 

Table 1 Results of first-principles calculations on Au/ZnO models, showing relationship between strain in Au 

and ZnO, and ZnO built-in electric field 

界面でのZnの位置
Auの

格子定数変化 (%)

ZnO (0001) の

面間隔変化 (%)

ZnO内の

電場 (V/nm)

0.05 0.064 0.404

0 0.095 0.175

−0.05 0.133 0.424

0.05 0.061 0.445

0 0.098 0.043

−0.05 0.128 0.263

fcc hollow site

hcp hollow site

Fig. 2 Atomic configuration of Au(111)/ZnO(0001)/vacuum model. 
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植物種子タンパク質の構造と機能 

         Structure and function of plant seed proteins 

 

京都大学大学院農学研究科品質設計開発学分野 丸山 伸之 

 

背景と目的 

食物アレルギーの症状を示す人の数は増加しているにもかかわらず、アレルギー症状を引き起

こす機構については不明な点が多い。植物由来の食品素材に対してアレルギー症状を示すことは

多く、種子類（小麦、落花生、大豆など）と果物類が原因食物の上位を占める。果物類に関する

アレルギー症状は、花粉による感作後の交差反応による口腔アレルギー症候群として発症する場

合が多いが、場合によっては重篤な症状を示す場合がある。報告されている果物類に対するアレ

ルゲンの多くは、防御タンパク質、プロフィリン、非特異的脂質輸送タンパク質である。一方、

種子類に関するアレルゲンでは、種子貯蔵タンパク質が多くを占めている。種子貯蔵タンパク質

に関連するアレルゲンの多くは、cupinおよびprolaminの２つのsuperfamilyに属している。Cupin 

superfamily は germin という安定性の高いタンパク質のモチーフをもとに見出された

superfamily であり、多様な機能をもつタンパク質が属している。豆類の主要なアレルゲンであ

る 7Sおよび 11S グロブリンは、ともに cupin superfamilyに属し、加工特性を担う重要なタンパ

ク質である。7S グロブリンは分子量が 5 万から 7 万のサブユニットからなる 3 量体構造をもち、

分子量は 15万～20万であり、11Sグロブリンは分子量が 5万ほどのサブユニットからなる 6量体

構造をもち、分子量は約 30 万である。7S グロブリンと 11S グロブリンの立体構造はいずれも１

つのサブユニット中にジェリーロール構造と呼ばれるβ-バレル構造を 2個もち、そのサブユニッ

ト内に擬似 2 回軸をもっている。β-バレル構造を中心にもつコア部分の構造の 7S および 11S グ

ロブリン間の類似性は高く、3 個のサブユニットからなる 3 量体構造についても良く保存されて

いる。一方、prolamin superfamily には 2S アルブミン、トリプシンインヒビター、脂質結合タ

ンパク質などが含まれる。2Sアルブミンは、ラージサブユニットとスモールサブユニットにより

形成される。落花生において 2S アルブミンは主要なアレルゲンであり、そのアレルゲン性には安

定なタンパク質構造が寄与していると考えられている。一方、ゴマにおいても 2Sアルブミンはア

レルゲンとされているが、その重要性については明確になっていない。 

 

検討内容 

ゴマに対するアレルギー患者血清を用いてゴマ種子タンパク質に対する特異的 IgE 値を解析し

た。 脱脂したゴマ種子からタンパク質を抽出し、クロマトグラフィーにより 11S グロブリン、

7Sグロブリン、2Sアルブミンを精製した。それらに対して特異的 IgE値を測定したところ、すべ

ての種子貯蔵タンパク質に対して高い抗体値を示すことが明らかとなった。さらに、2Sアルブミ

ンには 2 つの分子種が存在しているために、それらのアレルゲン性について比較したところ、両

者に対する特異的 IgE 値が大きく異なることを見出した。現在、タンパク質解析用ソフトウェア
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Discovery Studio を用いて 2S アルブミンには 2 つの分子種の構造安定性について解析を進め、

アレルゲン性の違いの原因について検討している。 

 

参考論文 

1) Carrazco-Peña L, Osuna-Castro J, De Leon Rodriguez A, Maruyama N, Toro-Vazquez J, 

Morales-Rueda J, Barba De La Rosa AP 

Modification of solubility and heat induced gelation of amaranth 11S globulin by protein 

engineering. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry (2013) 61, 3509-3516. 

2) Shutov AD, Rudakova AS, Rudakov SV, Kakhovskaya IA, Schallau AA, Wilson KA, Maruyama 

N  

Degradation of β-conglycinin β-homotrimer by papain: independent occurrence of limited 
and extensive proteolysis 

Biosci. Biotechnol. Biochem. (2013) 77, 2082-2086. 

3) Prak K, Mikami B, Itoh T, Fukuda T, Maruyama N, Utsumi S 

Purification, crystallization and preliminary crystallographic analysis of the soybean 

mature glycinin A1bB2  

Acta Crystallo. Sect. F Struct Biol Cryst Commun (2013) 69, 937-41. 
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変調磁場を用いて作製した擬単結晶の構造解析 

Crystal structure analysis of magnetically Oriented microcrystal array prepared under modulated 

magnetic field 

農学部森林科学専攻  木村史子 

 

背景と目的 

時間変調磁場を用いて 2軸性微結晶即ち斜方晶，単斜晶、三斜晶の微結晶を 3次元的に配向させ，配向を固

定し，擬単結晶（Magnetically Oriented Microcrystal array, MOMA）を作製することが出来る．我々は，

L-alanine（空間群 P212121）， LiCoPO4（空間群 Pnma ），Sucrose（空間群 P21），1,3,5-triphenylbenzene (TPB)

（空間群 Pna21 ）で MOMA を作製し 1)，MOMA を用いて LiPO4，Sucrose 及び TPB の結晶構造解析を行

った 2,3)．まだ，構造解析を行っていない L-alanine の擬単結晶を作製し，構造解析を行ったので報告する．

また，擬単結晶を結晶構造解析に供するためにより良い擬単結晶を作製する必要がある．印加する時間変調磁

場を最適化するため，配向に関係した異方的磁気エネルギーを求め磁化軸の熱揺らぎを計算したので，併せて

報告する． 

 

実験 

L-alanineを乳鉢ですり潰し，0.25% sodium dodecyl sulfate (SDS)アセトン溶液を 0.1ml

加えた後UV硬化モノマー(協立化学産業㈱社製No. 8815, viscosity of 1.2 Pa s)に分散

させた．L-alanine 重量濃度は約 10%だった． L-alanine 懸濁液を 5T の静磁場中で 2

時間変調回転（90毎にq=25 rpm とs =5 rpmで角速度が切り替わる，q＞s）させた

後，紫外線を照射し，L-alanine 微結晶の配向を固定し，L-alanine の擬単結晶を得た． 

作製した擬単結晶を約 0.80 mm×約 0.80 mm×約 0.90 mm にカットし，Ｘ線回折測

定に供した．測定は Rigaku R-AXIS RAPID イメージングプレートディフラクトメー

タで行った．Ｘ線は Cu-K線を用いた．カメラ長及び測定温度は 127.40 mm，23±1℃

であった．回折スポットが得られた最大の 2の値は 136.4°だった．回折スポットの強

度について，吸収補正， Lorentz 効果・偏光効果補正を行った． 

結晶構造は直接法とフーリエ法によって解析し，非水素原子は異方的に精密化した．

水素原子は ”riding model” を用いて精密化した．  

Cambridge Structural Database の Conquestを用いて L-alanine 単結晶の構造を取

得した．Mercuryを用いて擬単結晶から得られた原子配置を単結晶から得られた原子

配置と比較した． 

 

結果及び考察 

X 線構造解析した結果を Table 1 に示した．擬単結晶の結晶学的データは単結晶のデ

ータとよく一致している． R1値が単結晶より擬単結晶では高いが，6.62%であるので，

構造解析に成功したといえる．得られた構造と単結晶構造解析で得られた構造を比

較した図を Fig. 1 に示した．擬単結晶と単結晶から得られた構造の平均二乗偏差

（root mean square deviation）は 0.0055 Åとなり，構造が非常によく一致した．

即ち，L-alanine の擬単結晶を用いて単結晶を得ることなく構造解析ができる事が示

Fig. 2  Magnetic 

susceptibility of a 

crystal. 𝜒1 > 𝜒2 >
𝜒3. 

Fig. 1 Comparison of 

L-alanine structures 

determined in this 

study (blue) and the 

structure reported 

previously (red).  

(RMSD=0.0055 Å), 
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2軸性結晶は，3つの直交する磁化軸が異なる磁化率

を有している．結晶系では，斜方晶，単斜晶，三斜

晶がそれに属する．2軸性結晶の磁化率テンソルは

(1)式の様に表せる． 

𝝌 = (
𝜒1 0 0
0 𝜒2 0
0 0 𝜒3

) (1)  

ここで，𝜒1 > 𝜒2 > 𝜒3 と置く．𝜒1を磁化容易軸，𝜒3

を磁化困難軸と呼ぶ． 

2軸性結晶が変調回転磁場下に置かれた場合には，磁

化容易軸が回転磁場に追随しないとした条件（RRR

条件）のもとでは，異方的磁気エネルギー∆  は変調

回転磁場一周あたりのエネルギーの平均値として求

めることができる： 

 ∆ =      ⁄   1 ∫        𝝌 
 
 ⁄   

2 
 ⁄

 
  

(2) 

ここで，V は結晶の体積，  は真空の透磁率，B は

磁束密度，A は結晶座標系から実験座標系への ZYX

型座標変換行列を表す（Fig. 3 参照）．今，変調回

転時は 90 度毎に角速度q とs（q＞s）が切り替

わるとすると，磁化軸の熱揺らぎの２乗は次式で表

される 4)． 

< Δ𝜓2 >= C 
   𝑟 + 1 

 χ  χ3     +   𝑟 +   +    
 

< Δ𝜃2 >= C
   𝑟 + 1 

 χ1  χ3    +   𝑟 +    +    
 

< Δ 2 >= C 
 𝑟 + 1 

   χ1  χ   𝑟  1 
 

C =         2 ⁄ （  はボルツマ

ン定数， は絶対温度），r はq/s

を 表 す ． ま た ， 磁 化 軸 と

Δ𝜓，Δ𝜃，Δ の関係は Fig. 4に示

している．尚，これらの計算には

Mathimaticaを用いた． 

Fig. 5 に L-alanine と TPB の r

に対する磁化軸の熱揺らぎを示した．青色で示した L-alanine は r =2.4 で

<y>1/2 と <f>1/2を同じにすることが出来る．即ち，r =2.4で擬単結晶を

作製すればよい事が出来る．実際には r =5で擬単結晶を作製したが，<y>1/2

Fig. 3 Euler angles representing 

rotations about z-, y1-, and x2-axes. The 

xyz (crystal) system is shown in black, 

and the x3y3z3 (laboratory) system is 

shown in green. 

Fig. 4 Relation of 

fluctuation of the 

𝜒1𝜒2𝜒3-axes with respect 

to the laboratory 

xyz-axes. 

Table 1 Crystal graphic data obtained from MOMA and 

single crystals. 

sample L-alanine MOMA L-alanine 

crystal system orthorhombic orthorhombic 

space group P212121 P212121 

temperature 293.1 295(2) 

a  (Å) 5.7837(3) 5.7762(9) 

b  (Å) 6.0328(3) 6.0345(10) 

c  (Å) 12.3406(6) 12.361(3) 

º 90.0000  90.00  

º 90.0000  90.00  

º 90.0000  90.00  

V  (Å3) 430.59(4) 430.86(14) 

Z 4 4 

 max (X-ray source) 68.2 (Cu) 26.37 (Mo) 

R1 0.0662 0.0378 

wR2 [all data] 0.1718 0.0754  

GOF 1.018 1.044 

CCDC No.  970543 756484 

R1 =  ||Fo| - |Fc|| /  |Fo|, wR2 = [  ( w (Fo
2
 - Fc

2
)
 2
)/ w(Fo

2
)
 2
]
 1/2

 

111



の揺らぎが 0.3°から 0.35°になる程度なので，配向が

非常に悪い擬単結晶ではない．一方，赤色で示した TPB

では， <y>1/2 と <f>1/2の曲線は交点を持たなが，

r ＞5 で作成すれば，配向乱れの少ない擬単結晶が作

製できる．このように，擬単結晶の作製条件を最適化

することにより，単結晶構造解析に耐えうる擬単結晶

作製が容易に行える．また，ここでは示さないが静磁

場と回転磁場を用いて磁化率の異方性を決定する方法

4)を併用すると，磁化率の異方性が未知の試料でも r 

に対して<y>1/2 ，<>1/2 と <f>1/2を計算するこ

とにより，擬単結晶作製条件を最適化することが可能

である． 

 

 

参考論文 

1) T. Kimura, F. Kimura, and M. Yoshino, Langmuir, 22, 3464-3466 (2006). 

2) T. Kimura, C. Chang, F. Kimura and M. Maeyama, J. Appl. Crystallogr. 42, 535-537 (2009). 

3) F. Kimura, T. Kimura, W. Oshima, M. Maeyama, and K. Aburaya, J. Appl. Crystallogr. 43 151-153 (2010). 

4) T. Kimura, T. Tanaka, G. Song, K. Matsumoto, K. Fujita and F. Kimura, Cryst. Growth Des., 13, 1815(2013). 

 

 

Figs. 5  Fluctuations of  < Δ𝜓2 >1 2⁄ , <
Δ𝜃2 >1 2⁄ , and    < Δ𝜙2 >1 2⁄  as a function of r.  

Blue lines are for  L-alanine and red lines are for 

TPB.  Solid, dotted, and broken lines correspond 

to the fluctuation of    < Δ𝜓2 >1 2⁄ , < Δ𝜃2 >1 2⁄ , 

and < Δ𝜙2 >1 2⁄ , respectively.  
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有機微粉末結晶の ab initio 結晶構造解析 

Ab initio crystallography of organic crystalline powder 

人間・環境学研究科 相関環境学専攻 分子・生命環境論講座  津江広人 

 

背景と目的 

	 すべての生物は，外来分子のキラリティーに対して敏感に反応することから，医薬品，農薬，食品，

香料を扱う分野で，純鏡像体に対する需要が高まっている．既知の結晶性のラセミ体のうち，ラセミ

混合物として存在するものは全体の 10％未満であり，残り 90％以上はラセミ結晶として存在する．前

者については，優先晶出法を用いて光学分割が可能である一方，後者については，単純な再結晶によ

る光学分割は原理的に不可能と考えられてきた．近年見出された優先富化現象 1は，ラセミ結晶の光学

分割を可能とする新規光学分割法であることから，そのメカニズムを解明することは大変に重要であ

る．しかし，優先富化現象を示す PyrTMe-OPhのラセミ体を有機溶媒から再結晶して得られる結晶は，

微粉末結晶として得られるため，粉末Ｘ線回折データからの結晶構造解析が必須となる．そこで本研

究では，PyrTMe-OPhの放射光粉末Ｘ線回折データを測定し，結晶構造の解析を試みた． 

 

検討内容 

	 ラセミ体の PyrTMe-OPhの粉末Ｘ線回折パターンは，SPring-8のビームライン BL02B2にて測定した．

次いで，ソフトウェア Materials Studioのモジュール Reflex+を用いて，X-Cellにより指数付けと空間群

の決定を行った後，Pawley 法により格子定数を精密化した．現在，Powder Solve を用いて初期構造

の探索を行っているところである． 

 

結果と考察 

	 PyrTMe-OPhの微粉末結晶については，実験室系の粉末Ｘ線回折装置を用いて回折パターンを測

定したが，指数付けさえ行うことができなかった．しかし，今回，放射光を用いて粉末Ｘ線回折

測定を行ったことにより，粉末Ｘ線回折データから指数付けを行うことができた．得られた格子

定数は，a = 12.0714 Å，b = 16.2280 Å，c = 14.6148 Å，β = 91.43°であり，空間群は P21/cと決定さ

れた．現在，PyrTMe-OPhが示す優先富化現象の発現メカニズムを解明するため，その結晶構造解

析を進めているところである． 

 

発表論文 

なし 

参考論文 

[1] Tamura, R.; Takahashi, H. Fuimoto, D.; Ushio, T. Top. Curr. Chem. 2007, 269, 53. 
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リチウムイオン電池の正極界面反応の機構解明 

Elucidation of chemical reaction at anode/electrolyte interface in lithium ion battery 

Graduate School of Human and Environmental Studies, Yuki Orikasa 

 

リチウムイオン電池は高電圧、高エネルギー密度、高サイクル特性、高充電速度、安全性など

の観点から、現在、パソコン、携帯電話、小型電子機器などで広く用いられている。近年、電気

自動車や工場などにおいて使用するために、これまで以上に高容量、高サイクル特性を備えたリ

チウムイオン電池の開発が強く求められている。この開発のためには、リチウムイオン電池内部

における電極と電解液の界面（電極／電解液界面）での化学反応を解明し、制御することが重要

であると考えられている。電極／電解液界面では、空間電荷層や電気二重層が形成され、溶媒和・

脱溶媒和などの化学犯行が進行していると考えられ、これらの状態が電池特性に大きな影響を与

えている。特に、正極と電解液の界面（正極／電解液界面）は、電池の容量やサイクル特性にお

いて重要な役割を果たしていると考えられており、構造や電子状態の解析が必要であると考えら

れる。しかし、正極／電解液界面は、固体と液体に挟まれたいわゆる“埋もれた界面”であり、

その実験的観測が困難であることから、未だ不明な点が多く残っている。電気化学測定などによ

る間接的な測定結果を基に様々な推測がなされているが、分光学的な解析に乏しく、詳細な構造・

電子状態解析はほとんど行われていない。 

当研究グループでは、SPring-8 などの高輝度 X 線を用いた放射光 X 線反射率測定などの実験

で得られたデータを解析することで、電池動作下におけるリチウムイオン電池の正極／電解液界

面の構造を明らかとして、電池特性改善の指針を得ることを目的として研究を進めている。ここ

で、X 線反射率測定で得られたデータを解析するためには、正極／電解液界面の電解液中の分子

構造を推定する必要があるが、無作為にその構造を推定することは非常に難しい。そこで、電解

液中の分子のバルク構造を計算科学的手法より明らかとして、計算で定めたバルク構造を基に、

正極／電解液界面における電解液の構造を推定することで、X 線反射率測定で得られたデータを

解析したいと考えている。 

本年度は、X 線反射率測定により電極／電解液界面の構造解明に成功したイオン液体である

1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate（[Bmpy
+
][FAP

-
]）1のバルク構造

を明らかにすることを目的とした。アクセルリス社の D-mol
3を用いて、真空下に孤立した[Bmpy

+
]

と[FAP
-
]の分子構造を最適化し、分子内の構造を同定した。さらに、イオン液体の密度を基に、分

子をランダムに配置することで、液体中の[Bmpy
+
][FAP

-
]の構造の最安定構造を求めた。これらの

計算で得られた液体中の分子構造を、X 線全散乱測定で得られたデータと比較し、計算で得られ

た分子構造の妥当性を検討した。計算で得られた分子構造は、X 線全散乱測定で得られたデータ

と良く一致し、液体中の分子構造を確定することに成功したと考えている。今後さらに、異なる

イオン液体や、キャリアイオンが添加された系における溶液構造を解明することで、X 線反射率

測定のデータの解析に役立て、リチウムイオン電池の正極／電解液界面の分子構造を解明する予

定である。 
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多価カチオン二次電池正極材料の反応機構解明 

Reaction mechanisms of the cathode material in multivalent cation batteries 

人間・環境学研究科 相関環境学専攻 森 拓弥 

 

 

 近年、エネルギー問題に対する関心の高まりとともに、蓄電池への注目が高まっている。蓄電

池は、現在小型電子機器での利用が中心となっているが、今後、自動車や工場などで使用するた

めに、さらに高容量の蓄電池の開発が強く求められている。電気自動車用蓄電池では500 whkg
-1

 以

上という非常に大きなエネルギー密度が必要であるという試算もあり、また現在主に用いられて

いる蓄電池であるリチウムイオンニ次電池の材料の資源・安全面の問題から、リチウムイオン二

次電池を凌ぐ性能・特性を有するポストリチウムイオン二次電池の開発が求められている。その

中で、多価カチオン二次電池は、高容量であることから、リチウムイオン二次電池を超える次世

代の二次電池として注目されている。特に、マグネシウムイオンをキャリアイオンとして用いる

マグネシウムイオン二次電池は、マグネシウムの比較的卑な酸化還元電位（-2.38 V VS SHE）、

高い比重量容量（2205 mAhg
-1）、体積容量（3837 mAhcm

-3）などから、高エネルギー密度化が可

能であり、将来的な実用化が期待されている蓄電池である。また、マグネシウムはリチウムと比

較して、資源が豊富、高融点といった特長があり、低コスト化かつ高い安全性が見込める。この

ような利点からマグネシウムイオン二次電池はポストリチウムイオン電池として高い注目を集め

ている。 

 マグネシウムイオン二次電池の開発において最も大きな問題として、電解液が挙げられる。マ

グネシウムイオン二次電池で使用できる電解液は、グリニャール試薬を用いた電解液などが見出

されている1が、安全性に問題があり、工業的実用化は不可能であると考えられている。そのため、

マグネシウムイオン二次電池において、実用的に用いることが電解液は未だ開発されておらず、

実用化への大きな妨げとなっている。当研究グループでは、安全性を備え、かつ、マグネシウム

イオン二次電池で充放電可能な電解液の開発を進めている。しかし、トライアンドエラーの実験

を続け、無作為に新規な電解液を探索することは非常に困難であると考えている。そこで本研究

では、マグネシウムイオン二次電池で使用できる可能性がある電解液中の分子構造を計算科学的

に明らかとして、充放電特性との関連を考察することで、マグネシウムイオン二次電池で使用可

能な電解液の分子構造の法則を見出すことを目的としている。 

 まず、マグネシウムイオンの充放電が可能である既報の電解液であるグリニャール試薬を用い

た電解液（Mg(AlCl2EtBt)2のテトラヒドロフラン溶液）
1の溶液内構造を明らかにすることから検

討を始めた。マグネシウムイオンの充放電が可能な電解液では、マグネシウムイオンが二核錯体

を形成しているという提案 2があり、その提案の妥当性から検討している。現在、Mg(AlCl2EtBt)2

のテトラヒドロフラン中における分子構造、および溶媒和構造について、構造最適化を進めてい

る。構造決定後、電子状態の検討、および、新規な電解液での構造、電子状態の検討を進める予

定である。 
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高次元マクロ構造を持つ配位高分子/酸化物複合体の合成手法の確立 

Developing the Synthetic Methodology for the Hierarchical Architecture of Porous Coordination Polymers 

using Metal Oxides 

 

京都大学物質–細胞統合システム拠点 北川グループ  古川修平 

【背景と目的】 

近年注目されている材料に多孔性配位高分子と呼ばれる物質群がある。多孔性配位高分子は金属イオン

と有機配位子などからなる分子レベルの自己集合錯体であり、その構造の他の物質に類を見ないほど多様な

結晶性の化合物群である。用いる有機配位を適切に選ぶことでこれら構造に様々な機能を付与することもでき、

形成されるナノ空間を利用して貯蔵・分離など様々な応用研究が展開されている。一方で、実用的な側面から

見てみると、それら物質の配列制御や複合化など加工という点に関しては発展途上と言わざるを得ない。そこ

でこれら加工を容易に行う方法として、多孔性配位高分子を合成後に加工するのではなく、用意された場（土

台）を利用して多孔性配位高分子を合成するという方法を提案した。本研究ではその土台として金属酸化物な

ど構造が明確かつ制御技術も十分に発展している物質を選んでいる。金属酸化物の構造も結晶性のものが多

く同じ結晶性化合物である多孔性配位高分子の土台としても適していると考えられる。金属酸化物の構造その

ものに関しては多様とは言えないが、その機能に関しては伝導性・触媒機能・光応答性など多岐にわたり、多

孔性配位高分子との複合化によって加工にとどまらない多重機能化などへの展開も期待できる。 

本研究では多孔性配位高分子と金属酸化物の複合化を目的とし、理論計算によってそれら複合化に適し

た酸化物と多孔性配位高分子の組み合わせを見出し、その組み合わせ選択のための基本原理を明らかにす

ることを目指した。 

 

【検討内容】 

まず複合に適した錯体を検討するため金属二核からなる錯体ユニットに注目し、モデル錯体を用いて系中

に存在するイオンとの相互作用およびその安定化・不安定化を評価した。モデル計算に関して、構造最適化と

安定化エネルギーの評価はともに Gaussian 09 を用いた。計算方法は密度汎関数法を用い、汎関数は B3LYP, 

M06, B3PW91の比較を行った。基底関数は 6-31G(d),6-311G(d)を用いてDZ,TZレベルの基底関数依存性を

確認した。さらに溶液中での反応であるため、溶媒和モデルとして PCM（Polarizable Continuum Model）による

評価を行った。実際の合成実験による複合化では、水溶媒を想定しており、PCM の solvent に関しては水を選

択した。 

 

【結果と考察】 

計算方法に関しては B3LYP/6-31G(d)レベルが適していたため、このレベルによる評価が妥当であると結論

づけた。しかし、PCM を用いない場合、錯体ユニットの金属の種類によらず非常に大きな安定化（数百

kcal/mol）となり、複合化に向けた適度な安定化とは言えないレベルであった。複合化のためには、系中に存

在するイオンの安定化は、少しの加熱などで超えられる程度のエネルギー障壁でなければならない。一方で

PCM による評価を行ったところ、妥当な安定化が得られ、錯体ユニットの金属依存性も見出す事ができた。こ

れらの結果によって、実際に合成を行うための指針を得る事ができた。 

118



平成 25 年度    京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書 

 

三次元分子設計による蛋白質応答型 RNA スイッチの設計 

Three-dimensional molecular design of Protein-responsive RNA switches 

 iPS 細胞研究所 初期化機構研究部門  齊藤博英 

背景と目的 

 

 我々は、細胞内で発現する特定の蛋白質に応答してショートヘアピン RNA (shRNA)の活性を ON/OFF

制御することで、細胞の状態に応答するRNAiシステムを開発している。具体的には、shRNAのループ部

位に特定の蛋白質と相互作用する RNAモチーフを導入した shRNAスイッチ（蛋白質応答型 shRNAスイ

ッチ）の構築を進めてきた。この蛋白質応答型 shRNA スイッチの作動原理を明確にし、多様な蛋白質に

適用できるシステムに拡張するため、我々は新たにスイッチの 3D分子設計法を提案し、この設計法をも

とに、ヒト内在性の蛋白質である U1Aおよび NF-κBの p50ドメインに応答する shRNAスイッチを構築し

た（Nucleic Acids Res. 2012） 

 

検討内容 

 

 まず、Discovery Studio 上で Protein Database から取得した RNPモチーフの結晶構造と 21～27塩基

対の A型 RNA二重鎖を結合して shRNAスイッチの 3D分子モデルを構築した（図 a）。そして図 bのよう

に、蛋白質（ここでは U1A蛋白質の例を表示）に結合した shRNAスイッチと Dicerを 3D分子モデル上で

重ね合わせた時に、結合した蛋白質とDicerが立体阻害を起こせば、RNAiの抑制が起こると考えられる。

この設計をもとに作製したスイッチを Dicer cleavage Assay及び ヒト培養細胞で評価した。 
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結果 

 

 3D 分子設計による Dicer 切断阻害機能及び細胞内での shRNA スイッチ機能の予想と、スイッチの機

能評価実験の結果が一致した。この結果から立体構造的に蛋白質応答型 shRNA スイッチの細胞内で

の機能や効率を予測する手法を確立することに成功した。この設計法を詳細に検討し公表した (Method 

Mol. Biol. 2014） 

 

考察 

 

 現在、新たな蛋白質分子に応答する shRNA スイッチを設計開発するとともに、強制発現レベルではな

いに内在性の蛋白質発現量にも応答できる shRNA スイッチ開発を目指している。 

 

 

参考論文 

1. Kashida S, Inoue T, Saito H. (2012). Three-dimensionally designed protein-responsive RNA devices for 

cell signaling regulation. Nucleic Acids Res. 40: 9369–78. 
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　 2013年度

　　　　　WWWサービスの利用状況
日本ＳＧＩ(株)　西川　和嗣　

 

月別の利用件数と利用国数  日本以外からの件数  日本からの件数  国数 

 

国別の利用件数(2013年度) 上位50機関の利用件数(2013年度) 上位50機関の利用件数(2013年度)

　注）・.kuins.net は JPドメインに含みます。
　　　・上位50機関の利用件数グラフは、上位50機関の総利用件数を100%とした比率です。

 

2013年度　主な機関別の利用件数

ドメイン名 総件数 化学研究所情報 研究室情報 スパコン情報

2iij .net 70311 12683 40467 17161

aist.go.jp 36401 5731 23784 6886

amazonaws.com 30222 13448 2563 14211

asahi-net.or.jp 51118 17191 27909 6018

au-net.ne.jp 158954 31317 105857 21780

bbtec.net 218317 48603 135478 34236

crust-r.net 38590 6589 28367 3634

dion.ne.jp 187888 56079 100592 31217

e-mobile.ne.jp 84571 23534 48687 12350

eaccess.ne.jp 36489 8368 23363 4758

eonet.ne.jp 254142 83450 138973 31719

genome.ad.jp 136299 18637 1173 116489

google.com 45032 9828 30594 4610

googlebot.com 522566 315069 141043 66454

hitachi.co.jp 34436 11115 11895 11426

hokudai.ac.jp 45666 8056 30215 7395

home.ne.jp 50982 9602 30804 10576

infoweb.ne.jp 179573 44907 110871 23795

kanazawa-u.ac.jp 34936 19079 12066 3791

kcn.ne.jp 71931 47636 21663 2632

kyoto-u.ac.jp 2514616 1033467 878356 602793

kyushu-u.ac.jp 65257 13410 43458 8389

mesh.ad.jp 131374 35307 76582 19485

msn.com 325125 96726 150922 77477

nagaokaut.ac.jp 29928 5283 22899 1746

nagoya-u.ac.jp 75770 15120 42201 18449

nims.go.jp 28012 6356 18576 3080

nttpc.ne.jp 60759 9659 42783 8317

ocn.ne.jp 669620 180870 370053 118697

osaka-u.ac.jp 218777 33778 156756 28243

osakafu-u.ac.jp 38965 8537 19381 11047

panda-world.ne.jp 137497 29760 91197 16540

plala.or.jp 116919 29732 64327 22860

sistrix.net 24829 8392 330 16107

so-net.ne.jp 147731 24777 96879 26075

spmode.ne.jp 162851 29888 116117 16846
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t-com.ne.jp 26289 6466 16046 3777

titech.ac.jp 72213 12360 43212 16641

tohoku.ac.jp 96617 17782 63127 15708

tokyokasei.co.jp 28737 18897 6591 3249

tsukuba.ac.jp 30460 5312 18102 7046

tus.ac.jp 29243 3556 10475 15212

u-tokyo.ac.jp 235848 39982 167711 28155

ucom.ne.jp 197954 33904 141519 22531

vectant.ne.jp 60378 16487 33399 10492

yandex.com 45290 13957 20912 10421

yournet.ne.jp 68188 18628 38009 11551

zaq.ne.jp 82608 18142 54986 9480
Others or  unknown 879752 231959 442387 205406
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表１　国別のWWW利用件数 (2013年度)
国名  (ドメイン名) 総件数 WWW (medicus) (お薬手帳) (/tools/) (LinkDB) (react ion) (rest (Genome)) KEGG (rest(KEGG)) DBS

Ascension
Island (ac)

496 325 (0) (0) (0) (3) (0) (0) 170 (1) 1

Andorra (ad) 343 298 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 45 (0) 0
United Arab
Emirates (ae)

18404 14740 (22) (0) (109) (244) (0) (0) 3629 (26) 35

aerospace  (aero) 510 429 (14) (0) (0) (1) (0) (0) 81 (0) 0
Ant igua and
Barbuda (ag)

204 176 (0) (0) (7) (0) (0) (0) 14 (0) 14

Alban ia (al ) 2048 1678 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 369 (1) 1

Armenia (am) 27493 9256 (3) (0) (39) (31) (2) (0) 18219 (13720) 18
Nether lands
Ant i l les (an)

676 511 (0) (0) (21) (0) (0) (0) 164 (0) 1

Angola (ao) 370 286 (2) (0) (9) (2) (0) (0) 82 (0) 2

Argent ina (ar ) 610438 523999 (293) (1) (2505) (6851) (1) (4) 86101 (29192) 338
Amer ican
Samoa (as)

60 27 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 33 (0) 0

Asia (asia) 35 25 (0) (0) (2) (0) (0) (0) 10 (6) 0

Austr ia (at ) 2145720 432475 (156) (0) (3095) (2708) (1) (2) 1712591 (1536798) 654

Austral ia (au) 1911985 1075489 (1477) (2) (14741) (6085) (0) (48053) 834013 (542961) 2483

Aruba (aw) 4070 4045 (0) (0) (15) (1) (0) (0) 25 (0) 0

Aland (ax) 28 18 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 10 (0) 0

Azerbai jan (az) 1150 1035 (2) (0) (4) (0) (1) (0) 112 (0) 3
Bosn ia
Hercegovina (ba)

4905 4341 (1) (0) (27) (88) (0) (0) 533 (0) 31

Bangladesh  (bd) 26030 21635 (36) (0) (712) (131) (0) (0) 4370 (170) 25

Belgium (be) 953483 409862 (467) (0) (4631) (10791) (1) (2) 543095 (292537) 526

Bulgar ia (bg) 47670 34604 (16) (0) (183) (103) (1) (1) 12979 (2046) 87

Bahrain (bh) 1336 740 (6) (0) (8) (4) (0) (0) 568 (0) 28

bitnet (bitnet) 15646 865 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 14781 (13500) 0

Business (biz) 14309 5575 (25) (0) (151) (42) (2) (0) 8726 (5285) 8

Bermuda (bm) 383 281 (0) (0) (0) (3) (0) (0) 98 (0) 4
Brune i
Darussalam (bn)

2397 1796 (6) (0) (9) (5) (0) (0) 584 (0) 17

Bol ivia (bo) 4626 4013 (6) (0) (18) (16) (0) (0) 598 (0) 15

Brazi l (br ) 9406012 1511772 (1357) (21) (18596) (55257) (4) (18) 7891153 (7183827) 3087

Bahamas (bs) 124 119 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 5 (0) 0

Bhutan (bt ) 2329 2308 (2) (0) (396) (1) (0) (0) 12 (0) 9

Botswana (bw) 1240 1176 (2) (0) (10) (2) (0) (0) 62 (0) 2

Belarus (by) 17122 13940 (12) (0) (161) (92) (0) (0) 3154 (282) 28

Bel ize (bz) 18 14 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 3 (0) 1

Canada (ca) 9053949 1283749 (1963) (13) (22030) (25143) (2) (6185) 7763660 (7345053) 6540

Catalan (cat ) 1867 1471 (0) (0) (32) (3) (0) (0) 395 (11) 1

Cocos Islands (cc) 14251 4572 (521) (0) (26) (13) (0) (0) 9593 (12044) 86

Switzer land (ch) 1882031 1033759 (3525) (5) (4872) (22178) (3) (641) 843711 (580338) 4561

Cote D' ivo ire (c i ) 7013 4829 (29) (1) (89) (56) (1) (0) 2126 (5) 58

Cook Islands (ck) 8 8 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Chi le (c l ) 1687113 149625 (50) (0) (2379) (1594) (0) (4) 1537317 (1474566) 171

Cameroon (cm) 293 278 (0) (0) (0) (5) (0) (0) 15 (0) 0

China (cn) 22211832 2904113 (264054) (59) (39045) (18462) (99) (961302) 19301079 (16167274) 6640

Colombia (co) 775084 270169 (118) (0) (3489) (12299) (0) (9) 504568 (427598) 347

Commerc ial (com) 224513616 75106226 (6197282) (5728) (137262) (105794) (1410) (315243) 147951498 (4406118) 1455885

cooperat ive (coop) 280 234 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 46 (0) 0

Costa Rica (cr ) 45850 13114 (3) (0) (101) (53) (0) (1) 32735 (28905) 1

Cuba (cu) 18356 5787 (1) (0) (44) (52) (0) (4) 12565 (8071) 4

Cape Verde  (cv) 144 134 (0) (0) (0) (2) (0) (0) 10 (0) 0
Chr istmas
Island (cx)

58 57 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 1 (1) 0

Cyprus (cy) 10956 9683 (0) (0) (27) (70) (0) (0) 1269 (1) 4

Czechoslovakia (cz) 701808 343276 (177) (0) (7070) (1796) (9) (1) 356793 (270221) 1739

Germany (de) 44304179 14163253 (19380) (124) (132369) (229216) (21) (23872) 30087651 (27588980) 53275

Denmark (dk) 551809 320773 (77) (0) (2891) (1808) (0) (2) 230755 (130240) 281

Domin ica (dm) 15 15 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
Domin ican
Republ ic (do)

10887 9659 (4) (0) (14) (13) (0) (0) 1205 (0) 23

Alger ia (dz) 565 424 (0) (0) (10) (10) (0) (0) 140 (0) 1

Ecuador (ec) 14096 11219 (6) (0) (154) (43) (0) (0) 2831 (410) 46
USA
Educat ional (edu)

36859964 18285567 (2643) (193) (143417) (66786) (60) (1920548) 18545730 (12837352) 28667

Eston ia (ee) 72196 59776 (15) (0) (450) (280) (0) (0) 12333 (121) 87

Egypt (eg) 71786 16473 (22) (0) (237) (67) (0) (18) 55252 (51237) 61

Er it rea (er ) 10 10 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Spain (es) 26226078 12090216 (221) (2) (15860) (39802) (6) (32568) 14134858 (13593044) 1004

Eth iopia (et ) 121 117 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 4 (0) 0
European
Union (eu)

202613 76613 (175) (0) (8511) (566) (0) (31) 125102 (109192) 898130



Union (eu)

Fin land (fi ) 1232714 385807 (545) (6) (6404) (1636) (1) (4) 845289 (323830) 1618

Fi j i (fj) 384 343 (6) (0) (8) (1) (0) (0) 40 (0) 1

Falkland Islands (fk) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Micronesia (fm) 58 37 (8) (0) (0) (0) (0) (0) 20 (0) 1

Faroe Islands (fo) 207 185 (0) (0) (2) (0) (0) (0) 21 (0) 1

France (fr ) 5583240 1900760 (904) (1) (25212) (16072) (9) (640) 3680251 (3078024) 2229

gbl (gbl) 246652 174671 (22422) (17) (151) (37) (4) (1) 71333 (7) 648

Grenada (gd) 4 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 4 (0) 0

Georgia (ge) 9369 8283 (12) (0) (31) (7) (0) (0) 1073 (1) 13

Guernsey (gg) 16 16 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Ghana (gh) 3458 2873 (11) (0) (115) (57) (1) (0) 565 (3) 20

Gibraltar (gi ) 17 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Green land (gl ) 195 190 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 4 (0) 1

Gambia (gm) 15 15 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
USA
Government (gov)

903782 552637 (196) (0) (5637) (3715) (2) (57402) 350640 (224395) 505

Greece (gr ) 441900 196643 (99) (4) (1983) (2369) (0) (3101) 245099 (151718) 158

South Georgia (gs) 2 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Guatemala (gt ) 39375 24152 (46) (0) (830) (2555) (0) (3) 15127 (206) 96

Guyana (gy) 2980 2217 (9) (0) (4) (26) (0) (0) 761 (0) 2

Hong Kong (hk) 5452844 5203610 (255) (7) (3604) (8159) (0) (65477) 249138 (168087) 96

Honduras (hn) 1205 1059 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 146 (0) 0

Croat ia (hr ) 46282 35860 (31) (7) (170) (143) (0) (0) 10353 (961) 69

Hait i (ht ) 8 8 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Hungary (hu) 517842 287346 (667) (2) (1171) (978) (0) (5) 228348 (144184) 2148

Indonesia (id) 215804 171591 (337) (1) (1150) (847) (1) (3) 43742 (10651) 471

Ire land (ie ) 301735 191110 (21) (0) (2592) (1531) (0) (2) 110445 (36766) 180

Israe l (i l ) 400720 201701 (91) (8) (3243) (1294) (0) (0) 197382 (135056) 1637

Isle  of Man (im) 47 46 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 0 (0) 1

India (in ) 1855554 1189666 (15622) (42) (28760) (22264) (1) (483) 662266 (231928) 3622
In format ion
domains (in fo)

9602 6865 (253) (2) (708) (80) (0) (1) 2688 (9) 49

In ternat ional (in t ) 2396 2308 (1) (0) (0) (6) (0) (4) 88 (0) 0
Br it ish Indian
Ocean
Terr itory (io)

15240 13530 (9) (0) (65) (70) (1) (0) 772 (4) 938

Iran (i r ) 36889 28484 (14) (0) (393) (180) (0) (0) 8356 (405) 49

Ice land (is) 81482 38511 (3) (0) (180) (244) (0) (0) 42934 (4853) 37

Italy (i t ) 3788660 1502925 (746) (6) (15098) (9746) (10) (48) 2284930 (1645002) 805
Bai l iwick of
Jersey (je )

15 14 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Jamaica (jm) 135 102 (0) (0) (0) (4) (0) (0) 33 (0) 0

Jordan (jo) 12782 11017 (40) (0) (60) (19) (0) (0) 1723 (1) 42

Japan (jp) 124603202 81968981 (7317836) (205010) (313715) (60346878) (442) (2928423) 42314953 (16302539) 310137

Kenya (ke) 10180 9032 (2) (0) (91) (78) (0) (0) 1035 (449) 113

Kyrgyzstan (kg) 747 595 (10) (0) (1) (9) (0) (0) 149 (0) 3

Cambodia (kh) 1450 982 (200) (0) (4) (0) (0) (0) 467 (0) 1

Korea (kr ) 6021634 1469205 (369) (0) (21139) (6571) (2) (6) 4551721 (3824216) 708

Kuwait (kw) 1720 1666 (0) (0) (118) (28) (0) (0) 53 (0) 1

Cayman Islands (ky) 114 105 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 9 (0) 0

Kazakhstan (kz) 15416 13104 (16) (0) (33) (51) (1) (1) 2268 (0) 44
Lao People 's
Democrat ic
Republ ic (la)

380 298 (16) (0) (1) (0) (0) (0) 82 (1) 0

Lebanon  (lb) 7310 5880 (4) (0) (29) (35) (0) (0) 1350 (0) 80

Liechtenste in (l i ) 157378 103425 (8) (0) (32) (4) (0) (0) 53945 (2) 8

Sr i Lanka (lk) 3700 3275 (5) (0) (76) (8) (0) (0) 379 (4) 46

Lithuan ia (l t ) 81952 58897 (43) (2) (182) (206) (0) (7) 22889 (281) 166

Luxembourg (lu ) 114561 59406 (35) (0) (174) (337) (0) (10) 55124 (42474) 31

Latvia (lv) 11948 8374 (10) (0) (179) (36) (3) (0) 3448 (2) 126
Libyan Arab
Jamahir iya (ly)

4416 3911 (0) (0) (11) (33) (0) (0) 494 (0) 11

Morocco (ma) 8006 6747 (6) (2) (89) (50) (0) (0) 1208 (0) 51

Monaco (mc) 31707 3589 (23) (0) (41) (34) (0) (0) 28105 (25145) 13

Moldova (md) 37859 17661 (25) (0) (23) (93) (0) (0) 20060 (13161) 138

Montenegro (me) 4589 2221 (255) (0) (35) (1) (0) (3) 2319 (18) 49

Madagascar (mg) 642 565 (4) (0) (13) (1) (0) (0) 75 (0) 2

USA Mil i tary (mi l ) 68937 50518 (340) (4) (543) (110) (0) (5221) 18365 (8280) 54

Macedon ia (mk) 3722 3195 (2) (0) (41) (15) (2) (0) 521 (0) 6

Mali (ml) 6 6 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Myanmar (mm) 646 631 (2) (0) (1) (8) (0) (0) 15 (0) 0

Mongol ia (mn) 1309 1229 (9) (0) (48) (1) (0) (0) 78 (0) 2

Macau (mo) 96 43 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 53 (0) 0

mobi le (mobi) 566 7 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 559 (559) 0

Maur itan ia (mr) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0131



Montserrat (ms) 17 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Malta (mt) 321 291 (0) (0) (5) (0) (0) (0) 30 (0) 0

Maur it ius (mu) 172 161 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 11 (0) 0

Maldives (mv) 184 123 (3) (0) (0) (0) (0) (0) 61 (0) 0

Malawi (mw) 66 66 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Mexico (mx) 10799378 1267675 (419) (2) (10928) (29868) (1) (36) 9530462 (9141406) 1241

Malaysia (my) 219340 109460 (346) (7) (1647) (844) (18) (0) 109664 (71643) 216

Mozambique (mz) 432 331 (7) (0) (1) (1) (0) (0) 101 (0) 0

Namibia (na) 1959 1712 (20) (0) (32) (3) (0) (0) 235 (0) 12

New Caledon ia (nc) 725 563 (4) (0) (2) (3) (0) (0) 154 (0) 8

Niger (ne) 11 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 6 (0) 2

Network (net) 53406555 43284343 (942593) (22422) (118677) (185064) (157) (360967) 9832414 (4913205) 289798

Niger ia (ng) 84 81 (0) (0) (1) (1) (0) (0) 3 (0) 0

Nicaragua (n i ) 3584 3196 (2) (0) (4) (38) (0) (0) 383 (0) 5

Nether lands (n l ) 16209720 14754233 (1751) (12) (11006) (11140) (13) (20203) 1451470 (1102095) 4017

Norway (no) 408106 206071 (170) (0) (2272) (3003) (0) (5) 200399 (135385) 1636

Nepal (np) 9576 7931 (44) (4) (45) (60) (0) (0) 1597 (2) 48

Neutral Zone (nt ) 1 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Niue (nu) 761 616 (5) (0) (1) (3) (0) (0) 142 (1) 3

New Zealand (nz) 2053541 202395 (308) (0) (1828) (2414) (0) (1) 1850674 (1770235) 472

Oman (om) 3074 2405 (3) (0) (26) (34) (0) (0) 665 (0) 4

Organ izat ions (org) 2464085 681998 (4008) (40) (5590) (3182) (14) (11940) 1772597 (1535003) 9490

Panama (pa) 3303 2743 (0) (0) (5) (1) (0) (0) 549 (0) 11

Peru (pe) 32275 25688 (14) (0) (88) (54) (0) (0) 6562 (2598) 25
French
Polynesia (pf)

3841 2811 (6) (0) (965) (9) (0) (0) 1030 (399) 0

Papua New
Guinea (pg)

179 159 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 20 (0) 0

Phi l ippines (ph) 3156083 1848706 (1239409) (6) (362) (70) (16) (0) 1278927 (16) 28450

Pakistan (pk) 141875 93722 (37) (0) (6432) (1531) (2) (0) 47900 (27550) 253

Poland (pl ) 2635090 726765 (297) (10) (4296) (5157) (3) (9) 1907539 (1270565) 786

Puerto Rico (pr ) 17 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

professional (pro) 69 50 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 19 (0) 0
Palest in ian
terr itor ies (ps)

3448 2910 (1) (0) (19) (39) (0) (0) 537 (0) 1

Portugal (pt ) 1692826 435158 (70) (1) (2716) (2622) (2) (1) 1257164 (1136538) 504

Palau (pw) 7 3 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 4 (0) 0

Paraguay (py) 4151 3577 (9) (0) (11) (42) (0) (0) 570 (0) 4

Qatar (qa) 87 66 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 21 (0) 0

Reun ion (re ) 215 212 (0) (0) (0) (3) (0) (0) 3 (0) 0

Romania (ro) 160381 135327 (59) (1) (227) (321) (6) (0) 24859 (8850) 195
Republ ic  of
Serbia (rs)

67095 45024 (7) (0) (245) (184) (0) (0) 21924 (12115) 147

Russian
Federat ion (ru )

3677889 3222319 (1225) (59) (2743) (3909) (6) (110) 445847 (87959) 9723

Rwanda (rw) 457 446 (1) (0) (42) (1) (0) (0) 10 (0) 1

Saudi Arabia (sa) 19380 16571 (5) (0) (123) (56) (0) (0) 2762 (605) 47
Solomon
Islands (sb)

14 14 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Seyche l les (sc) 162 75 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 29 (0) 58

Sudan (sd) 39 38 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Sweden (se) 4946696 581365 (300) (0) (14124) (4093) (0) (6) 4363957 (4130626) 1374

Singapore (sg) 930186 501100 (865) (2) (3367) (2147) (0) (53) 428723 (342432) 363

St .  He lena (sh) 57 20 (10) (0) (0) (0) (0) (0) 37 (0) 0

Sloven ia (si ) 53921 27151 (6) (0) (455) (174) (0) (0) 26719 (18927) 51

Slovakia (sk) 55008 44020 (26) (1) (252) (178) (1) (0) 10923 (10) 65

Sierra Leone (sl ) 34 25 (3) (0) (0) (0) (0) (0) 9 (0) 0

San Mar ino (sm) 751 735 (0) (0) (0) (3) (0) (0) 16 (0) 0

Senegal (sn) 4 4 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Sur iname (sr ) 49 49 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 0 (0) 0
Sao Tome and
Pr inc ipe (st )

7 2 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 5 (0) 0

USSR (su) 21112 13103 (3) (0) (28) (531) (0) (0) 8008 (2808) 1

El Salvador (sv) 652 515 (1) (0) (1) (1) (0) (0) 134 (0) 3
Syr ian Arab
Republ ic (sy)

116 49 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 66 (0) 1

Swazi land (sz) 15 15 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
Turks and Caicos
Islands (tc )

446 402 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 43 (0) 1

Togo (tg) 4 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 4 (0) 0

Thai land (th ) 371015 244542 (2552) (466) (3745) (1098) (0) (1) 125873 (72014) 600

Tajikistan (t j) 98 92 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 6 (0) 0

Toke lau (tk) 1605 821 (56) (0) (6) (0) (0) (0) 431 (0) 353

Timor-Leste (t l ) 70 70 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

t ld (t ld) 353 353 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Turkmenistan (tm) 4 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 3 (0) 0132



Tunisia (tn ) 8 8 (0) (0) (0) (4) (0) (0) 0 (0) 0

Tonga (to) 208 44 (7) (0) (0) (0) (0) (0) 163 (0) 1

East Timor (tp) 12 12 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Turkey (t r ) 573549 309007 (392) (0) (1725) (3056) (0) (25) 262514 (162187) 2028

t rave l (t rave l) 17 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
Tr in idad and
Tobago (t t ) 2166 1976 (3) (0) (10) (2) (0) (0) 187 (9) 3

Tuvalu (tv) 6549 2986 (787) (31) (25) (16) (0) (0) 3551 (0) 12

Taiwan (tw) 5403301 4197984 (2132) (41) (16241) (252994) (3) (312) 1204206 (828469) 1111

Tanzan ia (tz) 537 443 (1) (0) (0) (7) (0) (0) 84 (0) 10

Ukrain ian SSR (ua) 166811 106444 (1115) (5) (378) (1693) (1) (79) 57415 (123) 2952

Uganda (ug) 1390 1213 (3) (0) (22) (4) (0) (0) 177 (0) 0
United
Kingdom (uk)

6641470 2864278 (915) (29) (43877) (20861) (4) (34976) 3770537 (2921951) 6655

USA (us) 93943 75884 (231) (0) (823) (5547) (0) (0) 17784 (3260) 275

Uruguay (uy) 233164 29610 (9) (0) (290) (191) (0) (0) 203532 (188303) 22

Uzbekistan (uz) 1015 910 (6) (0) (3) (4) (0) (0) 104 (0) 1
Saint  Vincent and
the Grenadines (vc)

5 4 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Venezue la (ve) 2386 2064 (3) (0) (15) (4) (0) (0) 322 (1) 0
Virgin  Islands
(U.S. ) (vi )

283 276 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7 (0) 0

Viet Nam (vn) 5864571 4141251 (200317) (14648) (47567) (80903) (149) (3133) 1717241 (507464) 6078

Vanuatu (vu) 6 1 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 5 (0) 0
Wall is and Futuna
Islands (wf)

1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Samoa (ws) 6439 4670 (1) (0) (3) (0) (0) (0) 1763 (37) 6

Yemen (ye) 16568 14637 (44) (0) (8) (71) (1) (0) 1915 (2) 16

Yugoslavia (yu) 27542 7857 (0) (0) (107) (63) (0) (0) 19683 (17306) 2

South Afr ica (za) 556996 444337 (76) (8) (2532) (812) (0) (15) 112462 (84571) 197

Zambia (zm) 381 310 (6) (0) (0) (0) (0) (0) 71 (0) 0

Zimbabwe (zw) 769 739 (0) (0) (3) (4) (0) (0) 29 (0) 1

Others or unknown 414924421 190750102 (2151810) (12446) (671463) (861468) (1012) (106929) 223945942 (63600644) 228370

合　計 1074945579 497628773 (18408254) (261511) (1977429) (62520790) (3513) (6908155) 574814926 (215121670) 2492734
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表２　主な機関別のWWW利用件数 (2013年度 上位50ドメイン)
ドメイン名 総件数 WWW (medicus) (お薬手帳) (/tools/) (LinkDB) (react ion) (rest (Genome)) KEGG (rest(KEGG)) DBS

googlebot .com 163023277 43386138 (966787) (702) (4273) (983) (25) (1610) 118526598 (11051) 1110541
genome.ad. jp 61908844 61030759 (16200) (10131) (41606) (60286006) (256) (2836) 765382 (1380) 109607

msn.com 29863513 11442973 (5041124) (3518) (14992) (2789) (264) (174) 18305055 (2450) 115485
choopa.net 26796204 26562982 (6416) (8) (115) (39) (2) (11) 18600 (142) 214622

bjgwbn .net .cn 18600484 991922 (13) (0) (2601) (295) (0) (961257) 17608562 (15629481) 0
far .ub.es 14768076 10400837 (19) (0) (267) (300) (0) (0) 4367234 (4251116) 5
few.vu .n l 13585208 13585090 (0) (0) (6) (0) (0) (0) 118 (36) 0

eusebia.biomol .de 13405009 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 13405009 (13393128) 0
osaka-u .ac . jp 12771060 291972 (6328) (51) (6303) (1125) (1) (20) 12476679 (12234158) 2409

bio in f.un i- jena.de 9917644 9514689 (0) (0) (126) (13) (0) (0) 402955 (391023) 0
baidu .com 8506776 5287916 (80502) (7) (2464) (5988) (73) (20) 3182737 (62) 36123

ecologia.unam.mx 8236403 3369 (0) (0) (76) (65) (0) (0) 8233030 (8230722) 4
u-tokyo.ac . jp 7500141 5434222 (418787) (1589) (13993) (2313) (10) (345) 2056637 (731763) 9282
comcast .net 7328846 6086569 (185678) (17) (12653) (15424) (2) (37585) 1239237 (610612) 3040

ursu la.ucv.es 6300756 14 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 6300742 (6300740) 0
tu fts.edu 5259926 1369723 (4) (0) (221) (89) (0) (1349394) 3890194 (3888727) 9

lou isvi l le .edu 5142836 5081517 (1) (0) (26655) (83) (0) (0) 61303 (34810) 16
cc .mcgi l l .ca 5067730 28959 (3) (0) (131) (11096) (0) (1) 5038769 (4966992) 2

ocn .ne . jp 4362804 873053 (1164327) (29643) (7666) (2797) (15) (839) 3486889 (105355) 2862
exabot .com 4338269 4186464 (26) (0) (285) (29) (4) (33) 151428 (233) 377

ust lnx15-
n2 .ust .hk 4197597 4197555 (1) (0) (185) (17) (0) (0) 41 (2) 1

iq.usp.br 3737247 66560 (1) (0) (490) (668) (0) (1) 3670447 (3675852) 240
soft layer .com 3481755 3155884 (5940) (310) (1663) (272) (32) (104) 322609 (1062) 3262

korea.ac .kr 3454739 141810 (10) (0) (1754) (523) (0) (0) 3312862 (3246459) 67
tanet .edu .tw 3333882 3210628 (35) (0) (3355) (632) (1) (299) 123131 (86057) 123

prodatanet .com.ph 3118283 1817752 (1239336) (6) (182) (31) (16) (0) 1272180 (0) 28351
botan .su .se 3078592 35 (0) (0) (38) (6) (0) (0) 3078553 (3078041) 4

bio .un i-
goett ingen .de 3070390 122525 (0) (0) (82129) (116) (0) (0) 2947770 (2939950) 95

spmode .ne . jp 2925742 112187 (849694) (9047) (566) (134) (1) (2) 2813350 (2525) 205
cs.un i-

duesse ldor f.de 2694943 15816 (0) (0) (781) (65) (0) (0) 2679123 (2674065) 4

ufrgs.br 2536051 1134 (3) (0) (144) (88) (0) (0) 2534912 (2552227) 5
amazonaws.com 2366372 1245832 (18398) (114) (1964) (4198) (741) (84013) 1118680 (841195) 1853

vpns.upv.es 2182846 117 (0) (0) (16) (2) (0) (0) 2182729 (2182729) 0
uc i .edu 2091835 27353 (13) (0) (384) (277) (0) (0) 2064427 (22761) 55

au-net .ne . jp 2077946 128873 (634090) (4103) (959) (213) (5) (22) 1948594 (546) 479
ke io .ac . jp 1973525 211398 (7749) (177) (2649) (451) (1) (14) 1762082 (1630244) 45

t itech .ac . jp 1951434 1819668 (589) (0) (4696) (1102) (0) (1626272) 130914 (72167) 852
r r .com 1830487 856493 (2057) (44) (67614) (7577) (1) (29) 971952 (379280) 2042

p.mai l . ru 1642840 1586503 (220) (26) (167) (15) (1) (20) 55180 (77) 1157
kyushu-u .ac . jp 1542796 1457607 (5746) (172) (4427) (570) (0) (1283278) 85060 (5481) 129

i tzflsrv042 .un i-
muenster .de 1539205 1143 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1538062 (1539858) 0

dep-
in format ique .u-

psud. fr
1522317 2500 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1519817 (1517993) 0

bbtec .net 1507018 183086 (548264) (18804) (2407) (770) (2) (295) 1323147 (22537) 785

vcu .edu 1503206 1307435 (728) (0) (4181) (786) (49) (17) 195476 (185039) 295
emory.edu 1453686 350518 (3) (0) (350) (137) (0) (329724) 1103132 (1099882) 36

un ivie .ac .at 1447892 155253 (4) (0) (945) (317) (0) (0) 1292508 (1290103) 131
purdue .edu 1428985 1395458 (2) (0) (1658) (356) (0) (8) 33440 (22804) 87

panda-wor ld.ne . jp 1414884 84519 (477252) (5194) (584) (135) (2) (0) 1330182 (11) 183
cmm.uch i le .c l 1306653 498 (0) (0) (13) (7) (0) (0) 1306155 (1305778) 0

205 .com.vn 1288002 1287820 (725) (5) (297) (2910) (2) (0) 157 (1909) 25
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表３　国別のWWWアクセスノード数 (2013年度)
国名  (ドメイン名) ノード数 WWW (medicus) (お薬手帳) (/tools/) (LinkDB) (react ion) (rest (Genome)) KEGG (rest(KEGG)) DBS

Ascension
Island (ac)

18 17 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 6 (1) 1

Andorra (ad) 37 30 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7 (0) 0
United Arab
Emirates (ae)

1415 1151 (12) (0) (45) (37) (0) (0) 320 (4) 14

aerospace  (aero) 29 24 (4) (0) (0) (1) (0) (0) 8 (0) 0
Ant igua and
Barbuda (ag)

36 34 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 1 (0) 1

Alban ia (al ) 102 83 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 30 (1) 1

Armenia (am) 810 664 (1) (0) (12) (16) (1) (0) 182 (40) 4
Nether lands
Ant i l les (an)

102 83 (0) (0) (9) (0) (0) (0) 19 (0) 1

Angola (ao) 47 35 (1) (0) (3) (1) (0) (0) 11 (0) 2

Argent ina (ar ) 11084 9609 (51) (1) (708) (431) (1) (1) 2170 (38) 86
Amer ican
Samoa (as)

6 5 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

Asia (asia) 3 3 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 1 (1) 0

Austr ia (at ) 9718 8582 (86) (0) (990) (653) (1) (2) 2433 (182) 81

Austral ia (au) 30304 26903 (664) (2) (2820) (1458) (0) (13) 6128 (298) 305

Aruba (aw) 393 387 (0) (0) (4) (1) (0) (0) 7 (0) 0

Aland (ax) 6 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 3 (0) 0

Azerbai jan (az) 127 108 (2) (0) (1) (0) (1) (0) 20 (0) 2
Bosn ia
Hercegovina (ba)

461 394 (1) (0) (15) (10) (0) (0) 72 (0) 11

Bangladesh  (bd) 908 777 (15) (0) (197) (46) (0) (0) 253 (5) 11

Belgium (be) 14878 13150 (153) (0) (1305) (874) (1) (2) 3547 (150) 134

Bulgar ia (bg) 2485 2123 (9) (0) (59) (38) (1) (1) 479 (9) 20

Bahrain (bh) 123 88 (4) (0) (6) (4) (0) (0) 36 (0) 5

bitnet (bitnet) 51 51 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 13 (6) 0

Business (biz) 310 255 (12) (0) (18) (23) (2) (0) 82 (6) 2

Bermuda (bm) 18 15 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 3 (0) 3
Brune i
Darussalam (bn)

195 137 (3) (0) (3) (1) (0) (0) 58 (0) 4

Bol ivia (bo) 507 434 (4) (0) (6) (8) (0) (0) 78 (0) 7

Brazi l (br ) 66037 55040 (350) (7) (4192) (2606) (4) (17) 16622 (771) 1039

Bahamas (bs) 21 19 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

Bhutan (bt ) 52 49 (2) (0) (16) (1) (0) (0) 4 (0) 2

Botswana (bw) 68 60 (2) (0) (5) (2) (0) (0) 14 (0) 2

Belarus (by) 1680 1467 (9) (0) (58) (16) (0) (0) 252 (4) 17

Bel ize (bz) 3 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 1

Canada (ca) 39954 35700 (720) (12) (5296) (1993) (2) (16) 9247 (630) 377

Catalan (cat ) 85 78 (0) (0) (11) (3) (0) (0) 15 (2) 2

Cocos Islands (cc) 120 87 (23) (0) (4) (6) (0) (0) 52 (1) 4

Switzer land (ch) 15435 13619 (259) (2) (1557) (1124) (3) (6) 4102 (340) 190

Cote D' ivo ire (c i ) 171 148 (2) (1) (10) (5) (1) (0) 51 (2) 19

Cook Islands (ck) 2 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Chi le (c l ) 5109 4448 (14) (0) (564) (326) (0) (3) 1286 (87) 63

Cameroon (cm) 25 24 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 4 (0) 0

China (cn) 47117 41034 (4701) (40) (5510) (2376) (86) (31) 16989 (751) 2962

Colombia (co) 11747 10492 (48) (0) (837) (551) (0) (3) 2111 (149) 131

Commerc ial (com) 266518 220890 (26701) (1694) (19145) (9757) (948) (610) 82957 (3576) 14863

cooperat ive (coop) 24 19 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 6 (0) 0

Costa Rica (cr ) 343 296 (2) (0) (26) (18) (0) (1) 88 (7) 1

Cuba (cu) 120 117 (1) (0) (16) (19) (0) (1) 38 (10) 1

Cape Verde  (cv) 20 16 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 4 (0) 0
Chr istmas
Island (cx)

3 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Cyprus (cy) 511 435 (0) (0) (12) (26) (0) (0) 92 (1) 3

Czechoslovakia (cz) 10167 8518 (85) (0) (726) (421) (9) (1) 2484 (170) 163

Germany (de) 79523 70811 (1035) (61) (8833) (6144) (18) (64) 22380 (1982) 1242

Denmark (dk) 6172 5530 (31) (0) (570) (468) (0) (1) 1571 (119) 51

Domin ica (dm) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
Domin ican
Republ ic (do)

1039 882 (2) (0) (7) (7) (0) (0) 157 (0) 13

Alger ia (dz) 46 35 (0) (0) (2) (3) (0) (0) 14 (0) 1

Ecuador (ec) 567 498 (3) (0) (39) (16) (0) (0) 101 (7) 7
USA
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USA
Educat ional (edu)

170264 158178 (648) (5) (26826) (12543) (20) (173) 39204 (3189) 1614

Eston ia (ee) 2549 2199 (9) (0) (113) (90) (0) (0) 547 (5) 21

Egypt (eg) 1228 1082 (8) (0) (83) (31) (0) (4) 216 (19) 16

Er it rea (er ) 2 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Spain (es) 17518 15846 (77) (1) (2884) (1562) (5) (7) 4793 (512) 126

Eth iopia (et ) 10 9 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0
European
Union (eu)

1336 1177 (21) (0) (156) (82) (0) (2) 426 (26) 49

Fin land (fi ) 27817 26568 (53) (2) (760) (569) (1) (3) 2329 (158) 99

Fi j i (fj) 55 48 (4) (0) (5) (1) (0) (0) 7 (0) 1

Falkland Islands (fk) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Micronesia (fm) 4 2 (3) (0) (0) (0) (0) (0) 3 (0) 0

Faroe Islands (fo) 21 17 (0) (0) (2) (0) (0) (0) 3 (0) 1

France (fr ) 29258 25551 (303) (1) (4111) (2275) (8) (28) 8271 (515) 261

gbl (gbl) 128 122 (48) (5) (24) (4) (1) (1) 98 (5) 21

Grenada (gd) 1 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Georgia (ge) 697 595 (7) (0) (15) (6) (0) (0) 124 (1) 6

Guernsey (gg) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Ghana (gh) 443 384 (7) (0) (47) (18) (1) (0) 136 (2) 11

Gibraltar (gi ) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Green land (gl ) 17 15 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 1

Gambia (gm) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
USA
Government (gov)

6589 6086 (52) (0) (1051) (577) (2) (8) 1773 (151) 116

Greece (gr ) 10455 8934 (34) (1) (593) (469) (0) (7) 2498 (122) 60

South Georgia (gs) 1 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Guatemala (gt ) 2468 2024 (38) (0) (244) (149) (0) (3) 831 (25) 54

Guyana (gy) 116 105 (3) (0) (2) (6) (0) (0) 20 (0) 2

Hong Kong (hk) 4256 3851 (117) (2) (542) (295) (0) (5) 1274 (100) 21

Honduras (hn) 130 108 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 23 (0) 0

Croat ia (hr ) 3002 2562 (8) (1) (84) (76) (0) (0) 543 (10) 29

Hait i (ht ) 2 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Hungary (hu) 10157 8673 (90) (1) (431) (282) (0) (3) 2173 (60) 111

Indonesia (id) 8541 7716 (200) (1) (348) (228) (1) (3) 1246 (44) 148

Ire land (ie ) 3848 3539 (11) (0) (469) (367) (0) (2) 987 (49) 31

Israe l (i l ) 8195 7321 (26) (2) (965) (393) (0) (0) 1622 (61) 187

Isle  of Man (im) 7 6 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 0 (0) 1

India (in ) 37341 33043 (522) (12) (6207) (1979) (1) (19) 8616 (338) 741
In format ion
domains (in fo)

564 423 (64) (1) (26) (40) (0) (1) 187 (6) 16

In ternat ional (in t ) 28 25 (1) (0) (0) (2) (0) (1) 6 (0) 0
Br it ish Indian
Ocean
Terr itory (io)

514 436 (7) (0) (23) (62) (1) (0) 126 (4) 24

Iran (i r ) 712 623 (4) (0) (109) (54) (0) (0) 162 (2) 12

Ice land (is) 909 792 (3) (0) (58) (61) (0) (0) 232 (9) 7

Italy (i t ) 38867 33977 (324) (4) (4319) (2088) (9) (11) 9544 (627) 199
Bai l iwick of
Jersey (je )

3 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Jamaica (jm) 11 7 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 4 (0) 0

Jordan (jo) 1348 1184 (10) (0) (31) (13) (0) (0) 180 (1) 19

Japan (jp) 2336413 186568 (2125401) (11553) (32819) (9595) (151) (252) 2220332 (1506) 2964

Kenya (ke) 429 400 (2) (0) (44) (27) (0) (0) 46 (3) 14

Kyrgyzstan (kg) 83 67 (6) (0) (1) (3) (0) (0) 15 (0) 2

Cambodia (kh) 173 112 (46) (0) (3) (0) (0) (0) 62 (0) 1

Korea (kr ) 15203 14135 (101) (0) (3466) (1237) (2) (5) 4297 (282) 91

Kuwait (kw) 89 85 (0) (0) (26) (10) (0) (0) 7 (0) 1

Cayman Islands (ky) 22 20 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

Kazakhstan (kz) 1777 1545 (12) (0) (19) (27) (1) (1) 262 (0) 17
Lao People 's
Democrat ic
Republ ic (la)

14 11 (6) (0) (1) (0) (0) (0) 9 (1) 0

Lebanon  (lb) 266 241 (2) (0) (14) (18) (0) (0) 63 (0) 9

Liechtenste in (l i ) 184 172 (6) (0) (10) (1) (0) (0) 147 (2) 2

Sr i Lanka (lk) 93 88 (3) (0) (30) (3) (0) (0) 17 (1) 9

Lithuan ia (l t ) 3419 2847 (13) (2) (67) (76) (0) (5) 768 (3) 41

Luxembourg (lu ) 778 686 (18) (0) (64) (72) (0) (2) 240 (31) 5

Latvia (lv) 755 605 (4) (0) (28) (14) (1) (0) 169 (2) 18
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Latvia (lv) 755 605 (4) (0) (28) (14) (1) (0) 169 (2) 18
Libyan Arab
Jamahir iya (ly)

538 474 (0) (0) (9) (13) (0) (0) 73 (0) 4

Morocco (ma) 705 585 (3) (1) (23) (23) (0) (0) 132 (0) 12

Monaco (mc) 292 225 (14) (0) (10) (14) (0) (0) 96 (6) 3

Moldova (md) 1560 1285 (10) (0) (18) (24) (0) (0) 341 (9) 27

Montenegro (me) 216 146 (35) (0) (14) (1) (0) (1) 88 (4) 19

Madagascar (mg) 91 80 (3) (0) (4) (1) (0) (0) 10 (0) 2

USA Mil i tary (mi l ) 1197 962 (125) (2) (77) (41) (0) (1) 387 (1) 23

Macedon ia (mk) 282 242 (2) (0) (9) (8) (2) (0) 50 (0) 4

Mali (ml) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Myanmar (mm) 66 61 (2) (0) (1) (3) (0) (0) 9 (0) 0

Mongol ia (mn) 272 255 (8) (0) (6) (1) (0) (0) 22 (0) 2

Macau (mo) 4 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

mobi le (mobi) 2 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (1) 0

Maur itan ia (mr) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Montserrat (ms) 6 6 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Malta (mt) 38 32 (0) (0) (4) (0) (0) (0) 7 (0) 0

Maur it ius (mu) 24 21 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 3 (0) 0

Maldives (mv) 19 14 (3) (0) (0) (0) (0) (0) 6 (0) 0

Malawi (mw) 7 7 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Mexico (mx) 41138 36540 (193) (1) (2768) (2253) (1) (5) 8852 (360) 350

Malaysia (my) 3611 3202 (135) (4) (397) (196) (6) (0) 817 (40) 66

Mozambique (mz) 54 38 (5) (0) (1) (1) (0) (0) 16 (0) 0

Namibia (na) 146 130 (4) (0) (19) (1) (0) (0) 17 (0) 6

New Caledon ia (nc) 46 33 (3) (0) (1) (1) (0) (0) 12 (0) 2

Niger (ne) 2 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 1

Network (net) 634541 419445 (159216) (1001) (24823) (15160) (104) (222) 253142 (3228) 7071

Niger ia (ng) 13 12 (0) (0) (1) (1) (0) (0) 2 (0) 0

Nicaragua (n i ) 351 293 (2) (0) (3) (14) (0) (0) 60 (0) 5

Nether lands (n l ) 27063 24072 (211) (3) (1973) (1577) (11) (15) 5838 (374) 326

Norway (no) 6281 5614 (32) (0) (633) (365) (0) (4) 1462 (112) 80

Nepal (np) 491 445 (17) (1) (26) (17) (0) (0) 96 (2) 12

Niue (nu) 59 47 (3) (0) (1) (1) (0) (0) 15 (1) 1

New Zealand (nz) 5568 4890 (170) (0) (415) (334) (0) (1) 1297 (99) 77

Oman (om) 62 54 (1) (0) (9) (2) (0) (0) 16 (0) 3

Organ izat ions (org) 8445 7612 (269) (14) (1009) (600) (11) (98) 2434 (335) 253

Panama (pa) 61 55 (0) (0) (3) (1) (0) (0) 13 (0) 1

Peru (pe) 1223 1063 (5) (0) (31) (24) (0) (0) 215 (1) 15
French
Polynesia (pf)

40 36 (2) (0) (5) (1) (0) (0) 9 (3) 0

Papua New
Guinea (pg)

18 15 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 4 (0) 0

Phi l ippines (ph) 2150 1720 (140) (3) (169) (42) (16) (0) 798 (5) 714

Pakistan (pk) 2454 2207 (17) (0) (535) (207) (2) (0) 550 (12) 34

Poland (pl ) 34331 26145 (76) (4) (1479) (1323) (2) (4) 10341 (175) 202

Puerto Rico (pr ) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

professional (pro) 10 6 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 4 (0) 0
Palest in ian
terr itor ies (ps)

323 295 (1) (0) (11) (13) (0) (0) 35 (0) 1

Portugal (pt ) 11510 10008 (27) (1) (817) (595) (2) (1) 2593 (295) 163

Palau (pw) 3 2 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 1 (0) 0

Paraguay (py) 432 358 (6) (0) (3) (8) (0) (0) 77 (0) 3

Qatar (qa) 14 9 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 5 (0) 0

Reun ion (re ) 12 11 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 2

Romania (ro) 6389 5347 (35) (1) (78) (126) (6) (0) 1217 (7) 96
Republ ic  of
Serbia (rs)

3781 3199 (6) (0) (79) (74) (0) (0) 664 (5) 40

Russian
Federat ion (ru )

25926 21058 (442) (28) (932) (824) (6) (61) 6401 (305) 1072

Rwanda (rw) 34 32 (1) (0) (8) (1) (0) (0) 3 (0) 1

Saudi Arabia (sa) 871 769 (5) (0) (35) (26) (0) (0) 142 (9) 12
Solomon
Islands (sb)

1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Seyche l les (sc) 88 45 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 29 (0) 27

Sudan (sd) 3 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Sweden (se) 16877 15065 (98) (0) (1876) (1277) (0) (6) 4511 (238) 159

Singapore (sg) 6623 6118 (555) (1) (733) (460) (0) (3) 3229 (209) 191137



St .  He lena (sh) 5 4 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

Sloven ia (si ) 792 701 (2) (0) (76) (65) (0) (0) 190 (30) 14

Slovakia (sk) 4332 3649 (13) (1) (135) (76) (1) (0) 822 (4) 35

Sierra Leone (sl ) 5 3 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

San Mar ino (sm) 13 10 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 4 (0) 0

Senegal (sn) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Sur iname (sr ) 4 4 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 0 (0) 0
Sao Tome and
Pr inc ipe (st )

2 1 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

USSR (su) 246 199 (2) (0) (19) (18) (0) (0) 86 (4) 1

El Salvador (sv) 57 43 (1) (0) (1) (1) (0) (0) 15 (0) 2
Syr ian Arab
Republ ic (sy)

10 8 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 3 (0) 1

Swazi land (sz) 3 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
Turks and Caicos
Islands (tc )

69 55 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 15 (0) 1

Togo (tg) 2 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

Thai land (th ) 21795 19052 (917) (12) (1590) (330) (0) (1) 3300 (69) 243

Tajikistan (t j) 16 14 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 3 (0) 0

Toke lau (tk) 5 4 (0) (0) (1) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Timor-Leste (t l ) 9 9 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

t ld (t ld) 42 42 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Turkmenistan (tm) 2 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Tunisia (tn ) 1 1 (0) (0) (0) (1) (0) (0) 0 (0) 0

Tonga (to) 18 9 (4) (0) (0) (0) (0) (0) 10 (0) 1

East Timor (tp) 3 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Turkey (t r ) 25321 21543 (94) (0) (715) (603) (0) (14) 5104 (252) 226

t rave l (t rave l) 1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0
Tr in idad and
Tobago (t t ) 305 270 (2) (0) (6) (2) (0) (0) 34 (2) 3

Tuvalu (tv) 683 321 (273) (7) (19) (10) (0) (0) 386 (0) 15

Taiwan (tw) 19454 17482 (682) (7) (2510) (1239) (2) (10) 5427 (341) 153

Tanzan ia (tz) 37 29 (1) (0) (0) (3) (0) (0) 7 (0) 1

Ukrain ian SSR (ua) 8525 7152 (182) (2) (196) (188) (1) (21) 2240 (64) 433

Uganda (ug) 82 70 (3) (0) (11) (2) (0) (0) 17 (0) 0
United
Kingdom (uk)

45614 41765 (273) (1) (6471) (3136) (4) (341) 10819 (975) 681

USA (us) 2709 2497 (16) (0) (124) (64) (0) (0) 348 (12) 92

Uruguay (uy) 1832 1418 (4) (0) (155) (75) (0) (0) 587 (50) 14

Uzbekistan (uz) 107 89 (4) (0) (3) (3) (0) (0) 21 (0) 1
Saint  Vincent and
the Grenadines (vc)

4 3 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0

Venezue la (ve) 276 240 (2) (0) (9) (3) (0) (0) 42 (1) 1
Virgin  Islands
(U.S. ) (vi )

13 11 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2 (0) 0

Viet Nam (vn) 165873 85094 (69083) (436) (10625) (3500) (96) (29) 90079 (638) 1714

Vanuatu (vu) 2 1 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 1 (0) 0
Wall is and Futuna
Islands (wf)

1 1 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0

Samoa (ws) 53 45 (1) (0) (2) (0) (0) (0) 19 (3) 4

Yemen (ye) 1215 1089 (6) (0) (8) (40) (1) (0) 169 (2) 4

Yugoslavia (yu) 155 142 (0) (0) (40) (29) (0) (0) 63 (2) 2

South Afr ica (za) 4777 4310 (23) (1) (462) (202) (0) (1) 827 (72) 52

Zambia (zm) 25 22 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 6 (0) 0

Zimbabwe (zw) 99 92 (0) (0) (3) (4) (0) (0) 6 (0) 1

Others or unknown 790948 672556 (53285) (934) (79325) (41133) (739) (671) 219325 (9491) 19084

合　計 5317877 2576741 (2450102) (15880) (282315) (141286) (2297) (2829) 3137393 (35070) 62889
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月別の利用件数   日本以外からの件数  日本からの件数  国数 

国別のWWW利用件数(2013年度)

 

アクセスノード数の推移   日本以外からのノード数  日本からのノード数 

国別のアクセスノード数(2013年度)

上位50機関のアクセスノード数(2013年度) 上位50機関のアクセスノード数(2013年度)
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　注）・上位50機関のアクセスノード数グラフは、上位50機関の総ノード数を100%とした比率です。

 

月別のMEDICUS利用件数  日本以外からの件数  日本からの件数  国数 

国別のMEDICUS利用件数(2013年度)

 

MEDICUSアクセスノード数の推移   日本以外からのノード数  日本からのノード数 

国別のMEDICUSアクセスノード数(2013年度)
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上位50機関のMEDICUSアクセスノード数(2013年度) 上位50機関のMEDICUSアクセスノード数(2013年度)

　注）・上位50機関のMEDICUSアクセスノード数グラフは、上位50機関の総ノード数を100%とした比率です。

 

月別のTOOLS利用件数  日本以外からの件数  日本からの件数  国数 

国別のTOOLS利用件数(2013年度)

 

TOOLSアクセスノード数の推移   日本以外からのノード数  日本からのノード数 
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国別のTOOLSアクセスノード数(2013年度)

上位50機関のTOOLSアクセスノード数(2013年度) 上位50機関のTOOLSアクセスノード数(2013年度)

　注）・上位50機関のTOOLSアクセスノード数グラフは、上位50機関の総ノード数を100%とした比率です。

 

月別の KEGG利用件数  日本以外からの件数  日本からの件数  国数 

国別の KEGG利用件数(2013年度)
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KEGGアクセスノード数の推移   日本以外からのノード数  日本からのノード数 

国別の KEGGアクセスノード数(2013年度)

上位50機関の KEGGアクセスノード数(2013年度) 上位50機関の KEGGアクセスノード数(2013年度)

　注）・上位50機関の KEGGアクセスノード数グラフは、上位50機関の総ノード数を100%とした比率です。

 

月別の KEGG API 利用件数  日本以外からの件数  日本からの件数  国数 
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国別の KEGG API 利用件数(2013年度)

 

KEGG API アクセスノード数の推移   日本以外からのノード数  日本からのノード数 

国別の KEGG API アクセスノード数(2013年度)

上位50機関の KEGG API アクセスノード数(2013年度) 上位50機関の KEGG API アクセスノード数(2013年度)
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　注）・上位50機関の KEGG API アクセスノード数グラフは、上位50機関の総ノード数を100%とした比率です。
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                                                                    平成25年度研究課題一覧

化学研究所 物質創製化学研究 有機元素化学 笹森　貴裕 新規な低配位典型元素化合物の合成とその性質

化学研究所 物質創製化学研究 有機元素化学 水畑　吉行 典型元素を含む新規結合様式の創出

化学研究所 物質創製化学研究 有機元素化学 吾郷　友宏 特異な光・電子物性を有する新規ヘテロπ共役系典型元素化合物の創製

化学研究所 物質創製化学研究 構造有機化学 村田　靖次郎 新規フラーレン誘導体の電子的性質

化学研究所 物質創製化学研究 構造有機化学 村田　靖次郎 特異な構造をもつ有機分子の電子的性質

化学研究所 物質創製化学研究 構造有機化学 村田　靖次郎 フラーレンの構造変換に関する研究

化学研究所 物質創製化学研究 構造有機化学 若宮　淳志 機能性π共役系化合物の開発

化学研究所 物質創製化学研究 構造有機化学 村田　理尚 新しいπ電子共役系の設計，合成，および性質

化学研究所 物質創製化学研究 構造有機化学 小松　紘一 特異構造をもつ有機分子の電子的性質

化学研究所 物質創製化学研究 精密有機合成化学 古田　巧 分子内にカルボキシレートを持つ求核触媒の創製と触媒活性

化学研究所 物質創製化学研究 精密無機合成化学 寺西　利治 精密無機合成化学

化学研究所 物質創製化学研究 精密無機合成化学 佐藤　良太 高品質無機ナノ粒子を使用した光エネルギー輸送・変換プロセスの高効率化

化学研究所 物質創製化学研究 精密無機合成化学 坂本　雅典 ナノ粒子超構造の構築

化学研究所 材料機能化学研究 高分子材料設計化学 辻井　敬亘 高分子ブラシの構造と物性

化学研究所 材料機能化学研究 高分子材料設計化学 大野　工司 リビングラジカル重合法による新規機能性高分子の合成

化学研究所 材料機能化学研究 高分子材料設計化学 榊原　圭太 キラル特性を有する高分子高次構造の創製

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 山子　茂 精密合成反応の設計

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 登阪　雅聡 透過型電子顕微鏡による高分子結晶の高分解能観察

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 中村　泰之 高周期15族元素化合物を用いる新ラジカル化学の創製

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 岩本　貴寛 多角形有機金属錯体を前駆体とした環状共役π分子の新しい合成法の開発

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 茅原　栄一 含歪みπ共役化合物の合成とその物性評価

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 大西　駿 高分子重合による放射線検出技術の開発

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 PATEL V.KUMAR 超分子化学的アプローチによる環状π共役分子の創製

化学研究所 材料機能化学研究 高分子制御合成 黒田　順一郎 高分子重合による放射線検出技術の開発

化学研究所 材料機能化学研究 無機フォトニクス材料 横尾　俊信 ガラスの構造研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 小野　輝男 ナノスピントロニクス

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 田中　健勝 ナノスピントロニクスの研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 谷口　卓也 ナノスピントロ二クスの研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 山口　美保 ナノスピントロニクス研究に関する事務補佐

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 楠田　敏之 極低温物性化学実験室の管理

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 千葉　大地 ナノスピントロニクス

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 森山　貴広 ナノスピントロニクス

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 荒川　智紀 TMR素子の雑音測定

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 上田　浩平 磁壁電流駆動

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 知田　健作 電流ゆらぎ相関測定による固体素子中の量子相関の検出

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 平松　亮 磁性体の研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 西原　禎孝 磁性体の研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 田中　崇大

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 松尾　貞茂 ナノスピントロニクス研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 河口　真志 ナノスピントロニクスに関する研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 吉村　瑶子 ナノスピントロニクスに関する研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 畑　拓志 ナノ磁性体の研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 永田　真己 希土類希釈系におけるスピンホール効果の研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 柿堺　悠 遷移金属磁性体における電界効果の研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 山田　貴大 磁性の電界制御

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 神屋　道也 ナノ構造磁性体のスピンダイナミクス

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 那須　三郎

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 田辺　賢士 スピン波の研究

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス 島村　一利 ナノスピントロニクス

化学研究所 材料機能化学研究 ナノスピントロニクス カブジン　キム 電流誘起スピンダイナミクスを利用した省エネルギー次世代デバイスの開発

化学研究所 生体機能化学研究 生体機能設計化学 二木　史朗 機能性人工蛋白質の創出

化学研究所 生体機能化学研究 生体機能設計化学 二木　史朗 機能性ペプチドの創製

化学研究所 生体機能化学研究 生体機能設計化学 田中　由美 生体機能設計化学の研究支援

化学研究所 生体機能化学研究 生体機能設計化学 今西　未来 亜鉛ファンがータンパク質を用いた転写制御分子の創製

化学研究所 生体機能化学研究 生体機能設計化学 中瀬　生彦 ペプチドの膜透過

化学研究所 生体機能化学研究 生体機能設計化学 武内　敏秀 ペプチドの膜透過

化学研究所 生体機能化学研究 生体触媒化学 平竹　潤 gamma-Glutamyltranspeptidase 阻害剤 (GGsTop) のケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 生体触媒化学 上村　美由紀 生体触媒化学の研究支援

化学研究所 生体機能化学研究 生体触媒化学 肥塚　崇男 酵素機能の解明

化学研究所 生体機能化学研究 生体触媒化学 渡辺　文太 酵素阻害剤の設計と合成研究

化学研究所 生体機能化学研究 生体分子情報 青山　卓史 植物の細胞内の情報伝達

化学研究所 生体機能化学研究 生体分子情報 青山　卓史 分子生物学

化学研究所 生体機能化学研究 生体分子情報 寺本　日出美 植物分子生物学の研究

化学研究所 生体機能化学研究 生体分子情報 安田　敬子 分子生物学
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化学研究所 生体機能化学研究 生体分子情報 柘植　知彦 植物環境応答制御機構の分子基盤

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 上杉　志成 ケミカルバイオロジー：小分子化合物を起爆剤とした生物学の研究

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 渡邉　はるひ
たんぱく質間相互作用の阻害ならびに検出を行うための 有機分子の設計と合成、
生物実験による機能評価

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 大神田　淳子 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 下川　浩輝 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 中島　光恵 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー Frisco L.Heidie ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 茅　迪 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 高屋　潤一郎 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 王　辰宇 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー Mbenza M.Naasson ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 佐藤　慎一 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 平田　直 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 渡邉　瑞貴 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 金　桂花 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 郭　亭坊 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 勝田　陽介 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 竹野谷　美穂子ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー Perron Amelie ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー 岩田　淳 ケミカルバイオロジー

化学研究所 生体機能化学研究 ケミカルバイオロジー Parvatkar T.Prakash 非メバロン酸経路を標的とする新規複素環含有抗菌剤の合成と評価

化学研究所 環境物質化学研究 分子材料化学 梶　弘典 有機非晶質科学の研究

化学研究所 環境物質化学研究 分子材料化学 後藤　淳 制御重合に関する研究

化学研究所 環境物質化学研究 分子材料化学 福島　達也 有機半導体材料の局所および凝集構造に関する固体NMR研究

化学研究所 環境物質化学研究 水圏環境解析化学 宗林　由樹 水圏微量元素の研究

化学研究所 環境物質化学研究 水圏環境解析化学 梅谷　重夫 新規配位子の分子設計

化学研究所 環境物質化学研究 分子環境解析化学 中原　勝 超臨界水の化学

化学研究所 環境物質化学研究 分子環境解析化学 長谷川　健 界面の振動分光

化学研究所 環境物質化学研究 分子環境解析化学 松林　伸幸 生体高分子の水和

化学研究所 環境物質化学研究 分子環境解析化学 松林　伸幸 水を主役としたATPエネルギー変換

化学研究所 環境物質化学研究 分子環境解析化学 若井　千尋 NMRによるイオン液体のダイナミクス

化学研究所 環境物質化学研究 分子環境解析化学 下赤　卓史 溶液および界面の振動分光学

化学研究所 環境物質化学研究 分子微生物科学 栗原　達夫 低温菌の低温適応機構の解析

化学研究所 環境物質化学研究 分子微生物科学 栗原　達夫 極限環境微生物の生理機能解析

化学研究所 環境物質化学研究 分子微生物科学 江崎　信芳 カルコゲンバイオファクターの生合成機構

化学研究所 環境物質化学研究 分子微生物科学 江崎　信芳 バイオファクターの生合成

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 金谷　利治 アモルファス高分子のダイナミックス

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 金谷　利治 高分子物質科学領域のホームページ

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 金谷　利治 Eメールの利用

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 金谷　利治 Eメールの利用

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 石田　華子 Eメールの利用

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 西田　幸次 高分子電解質溶液の構造

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 井上　倫太郎 散乱法による高分子ダイナミクス

化学研究所 複合基盤化学研究 高分子物質科学 高橋　伸明 結晶性高分子の構造解析

化学研究所 複合基盤化学研究 分子レオロジー 渡辺　宏 からみ合い高分子の分子レオロジー

化学研究所 複合基盤化学研究 分子レオロジー 渡辺　宏 化学研究所連絡用

化学研究所 複合基盤化学研究 分子レオロジー 増渕　雄一 高分子ダイナミクスと構造の計算

化学研究所 複合基盤化学研究 分子レオロジー 松宮　由実 高分子系の流動誘電緩和

化学研究所 複合基盤化学研究 分子レオロジー 畝山　多加志 高分子からみあい系のマルチスケールシミュレーション手法の開発

化学研究所 複合基盤化学研究 分子集合解析 吉田　弘幸 有機分子集合体の電子構造の研究

化学研究所 複合基盤化学研究 学際連携融合 年光　昭夫 学際連携融合（有機合成化学の研究と産学・学学連携の推進）

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 粒子ビーム科学 岩下　芳久 加速器研究のための3D 電磁場計算

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ レーザー物質科学 阪部　周二 レーザー物質科学

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ レーザー物質科学 西島　慶 レーザー物質科学

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ レーザー物質科学 橋田　昌樹 Laser Material Science

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ レーザー物質科学 清水　雅弘 レーザー物質相互作用

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ レーザー物質科学 畑　昌育 高強度フェムト秒レーザープラズマ相互作用のPICシミュレーションによる解析

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 複合ナノ解析化学 根本　隆 EELSスペクトルの計算機シミュレーション

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 構造分子生物科学 畑　安雄 タンパク質のX線結晶構造解析

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 構造分子生物科学 藤井　知実 タンパク質のX線結晶構造解析

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 構造分子生物科学 山内　貴恵 タンパク質のX線結晶構造解析

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 中村　正治 新たな機能および反応性を有する有機金属化合物による次世代合成化学の開拓

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 中村　正治 高効率有機分子変換反応を可能とする新規金属触媒の設計と合成

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 皆川　俊江 新物質・新触媒・新反応の創成に基づく次世代有機合成化学の開拓

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 高谷　光 メタル化ペプチドを用いる多金属元素集積型分子デバイスの創製

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 畠山　琢次 新規有機金属活性種の設計とその合成的応用
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化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 礒崎　勝弘 分子性金属活性種の解析手法の開発と超分子反応場の構築・反応制御

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 中川　尚久 鉄触媒による精密有機合成化学の開拓に関する実験補佐

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 LAKSMIKANTA　ADレアメタルを凌駕する鉄触媒による精密有機合成化学の開拓

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 GOWER　Nicholas
鉄触媒を用いた環境調和型炭素-炭素，炭素-ヘテロ元素結合生成反応の機構研
究

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 渡邉　猛
新物質・新触媒・新反応の創成に基づく次世代有機合成化学の開拓に関わる合成
研究

化学研究所 元素科学国際研究センター 典型元素機能化学 竹中　健朗 新規な典型元素および遷移金属元素化合物の合成方法および反応性検討の研究

化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 小澤　文幸 研究・教育

化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 小澤　文幸 遷移金属／典型元素相乗系錯体の創製と機能に関する研究

化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 池田　奈緒子 元素科学研究にかかる事務処理

化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 中島　裕美子 遷移金属錯体に関する理論計算

化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 遷移金属錯体の構造探索
化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 脇岡　正幸 遷移金属触媒によるπ共役系高分子の構造制御合成
化学研究所 元素科学国際研究センター 遷移金属錯体化学 竹内　勝彦 Eメールの利用

化学研究所 元素科学国際研究センター 光ナノ量子元素科学 金光　義彦 光ナノ科学

化学研究所 元素科学国際研究センター 光ナノ量子元素科学 金光　義彦 光ナノ元素科学

化学研究所 元素科学国際研究センター 光ナノ量子元素科学 金光　義彦 光ナノ元素科学

化学研究所 元素科学国際研究センター 光ナノ量子元素科学 永田　貴美子 光ナノ科学

化学研究所 元素科学国際研究センター 光ナノ量子元素科学 太野垣　健 ナノ構造光物性

化学研究所 元素科学国際研究センター 光ナノ量子元素科学 井原　章之 ナノ構造光物性

化学研究所 元素科学国際研究センター 無機先端機能化学 島川　祐一 無機機能性材料の合成と評価

化学研究所 元素科学国際研究センター 無機先端機能化学 島川　祐一 機能性酸化物材料の研究

化学研究所 元素科学国際研究センター 無機先端機能化学 菅　大介 機能性遷移金属酸化物の研究

化学研究所 元素科学国際研究センター 無機先端機能化学 齊藤　高志 無機固体化学の研究

化学研究所 元素科学国際研究センター 無機先端機能化学 市川　能也 遷移金属酸化物薄膜の合成と物性

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 ARUN G INGALE in silico analysis of C.Jejuni

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 五斗　進 生体分子情報データベースの開発

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 小寺　正明
KEGG Chemical Function 形式を応用した化学部分構造データの生成と代謝パス
ウェイ再構築への応用

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 時松　敏明 高精度植物アノテーション情報を利用した植物代謝経路構築

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 清水　祐吾 ポリケチド合成酵素ファミリーの包括的解析

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 水谷　紗弥佳 薬剤の有害反応に関する薬剤疫学解析

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 西村　陽介 後生動物におけるイントラジェニックmiRNAとホスト遺伝子の機能関連解析

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 藤田　恵

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 金　昭
がん原ウイルス由来の遺伝子とヒト細胞のがん化パスウェイに関与する遺伝子との
相同性解析

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 守屋　勇樹 基質・生成物ペアの構造に基づく代謝酵素遺伝子の予測

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 化学生命科学 武藤　愛 代謝経路から酵素反応連続パターンの検出

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 数理生物情報 阿久津　達也 生物情報ネットワークの解析と制御

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 数理生物情報 林田　守広 タンパク質ドメイン構造に基づくプロテオーム圧縮

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 数理生物情報 阮　佩穎 タンパク質立体構造および相互作用の情報解析手法

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 馬見塚　拓 機械学習に基づく生体分子パスウェイの解析

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 山口　滋 遷移金属触媒反応開発を支援する統計有機化学分野の開拓

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 Hancock P. Timothy 代謝経路のアクティブパスマイニング

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 烏山　昌幸 機械学習アプローチに基づく生物学データ解析法に関する研究

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 夏目　やよい データマイニングによるヒストンの機能解析

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 生命知識工学 Nguyen　Canh　バイオインフォマティクス

化学研究所 化学研究所共通 吉谷　直樹 広報関係の事務及び情報収集

化学研究所 化学研究所共通 鹿江　薫 所長秘書業務その他一般事務

化学研究所 化学研究所共通 藤橋　明子 質量分析業務

化学研究所 化学研究所共通 上村　美由紀 同窓会事務関連業務

化学研究所 化学研究所共通 中野　友佳子 広報関係業務

化学研究所 化学研究所共通 濱岡　芽里 広報関係業務

化学研究所 化学研究所共通 井上　純子 広報関係業務

化学研究所 化学研究所共通 武平　時代 広報関係業務

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 構造分子生物科学 正岡　聖 X線管からのスペクトル解析

化学研究所 環境物質化学研究 分子材料化学 梶　弘典 有機デバイスの基礎科学と高機能化

化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 数理生物情報 田村　武幸 ブーリアンモデルによる遺伝子制御ネットワークの解析

化学研究所 物質創製化学研究 精密有機合成化学 川端　猛夫 軸性不斉エノラートを用いる４置換炭素の不斉構築

化学研究所 先端ビームナノ科学センタ 構造分子生物科学 梅咲　則正 XAFS分光法によるガラス材料の構造解析

エネルギー理工学研究所 エネルギー機能変換研究部門 松田　一成 半導体ナノ構造のイメージング分光

エネルギー理工学研究所 エネルギー機能変換研究部門 森下　和功 原子力材料挙動のモデリング研究

生存圏研究所 生存圏開発創成系 生物機能材料分野 田中　文男 生体高分子の分子シミュレーション

防災研究所 地震防災研究部門 中島　正愛 地震時における構造物の破壊

防災研究所 斜面災害研究センタ 福岡　浩 高速地すべりの運動機構

宇治地区事務部 総務課 田村　京市 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 岡田　智恵美 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 森脇　幸司 E-mail利用

脇岡　正幸
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宇治地区事務部 総務課 吉谷　直樹 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 大前　勉 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 東　年昭 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 小寺　裕之 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 長瀬　孝之 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 隅井　妙 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 松永　倫紀 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 竹本　由紀 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 宮本　真理子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 酒井　博美 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 石橋　秀子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 上地　恭子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 中西　洋子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 上道　京子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 岩崎　保子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 亀井　優希 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 野田　麻紀 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 高橋　知世 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 原田　育恵 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 糸田　理江 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 中村　阿耶子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 廣庭　朋世 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 岡田　哲也 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 長友　優有 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 林　達也 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 鯵坂　久美子 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 田中　亮 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 大槻　薫 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 中村　浩美 E-mail利用

宇治地区事務部 総務課 東城　初和 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 浅井　正彦 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 山崎　紀久 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 奥田　昌也 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 竿　智巳 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 池田　豪 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 上野山　直子 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 大西　正子 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 三木　好未 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 松本　真紀 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 松重　優子 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 山田　迪永 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 香川　大作 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 秦　洋平 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 北村　加奈 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 津田　智子 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 宮内　徹也 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 北村　聡美 E-mail利用

宇治地区事務部 経理課 川口　龍馬 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 小林　英治 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 織田　秀夫 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 吉岡　陽子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 治岡　淳一郎 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 平田　美穂 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 中野　進治 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 井上　夏樹 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 田上　款 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 谷川　禅 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 福島　典子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 北川　伸代 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 中谷　浩美 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 鹿間　順子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 李　風英 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 池田　恵 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 俣野　牧子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 戸田　順子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 吉岡　陽子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 八木　裕美 E-mail利用
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宇治地区事務部 研究協力課 鵜飼　健司 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 村瀬　真美子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 伊勢戸　素子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 今野　創祐 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 粟津　静乃 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 織田　真澄 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 中野　直子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 近藤　幸子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 長尾　愛美 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 中坊　ひろよ E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 河上　愛 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 三好　良子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 塚本　恵子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 藤田　容子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 髙橋　智良美 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 今村　美鈴 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 杉谷　朋子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 西村　博子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 井出　恵美子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 岡崎　久美子 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 喜多山　篤 E-mail利用

宇治地区事務部 研究協力課 吉岡　佐知子 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 岡本　重人 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 山本　潮 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 田中　義郎 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 梶川　道雄 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 島原　健治 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 川上　浩 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 吉田　啓子 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 辻　繁男 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 本有　健一郎 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 井渕　加奈 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 三木　康弘 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 橋口　甲子朗 E-mail利用

宇治地区事務部 施設環境課 藤江　英雄 E-mail利用

宇治地区事務部 総合環境安全管理センタ 清水　節子 E-mail利用

宇治地区事務部 総合環境安全管理センタ 田中　雅邦 E-mail利用

宇治地区事務部 旅費事務掛 岡野　則晃 E-mail利用

宇治地区事務部 旅費事務掛 長谷川　有里子E-mail利用

宇治地区事務部 旅費事務掛 立花　則子 E-mail利用

宇治地区事務部 旅費事務掛 大山　慶子 E-mail利用

宇治地区事務部 旅費事務掛 福田　明子 E-mail利用

宇治地区事務部 旅費事務掛 高谷　真知子 E-mail利用

宇治地区事務部 おうばくプラザ 奥林　誠 E-mail利用

理学研究科 理学部 物理学第一専攻 荒木　武昭 ソフトマターの相転移ダイナミクス

理学研究科 理学部 化学専攻 松本　吉泰 金属酸化物表面における吸着構造

薬学研究科 薬学部 創薬科学専攻 大野　浩章 ドラッグライクテンプレートの開発研究

薬学研究科 薬学部 医薬創成情報科学専攻 掛谷　秀昭
ケモインフォマティクスおよびバイオインフォマティクスを活用したケミカルバイオロ
ジー研究

工学研究科 工学部 都市社会工学専攻 澤　侑乃輔 パイロフィライト中のナノポアにおけるメタンの流動現象

工学研究科 工学部 マイクロエンジニアリング専攻 立花　明知 原子分子相互作用系に関する理論的研究

工学研究科 工学部 材料化学専攻 木村　俊作 ポリペプチドのコンホメーションに関する研究

工学研究科 工学部 材料化学専攻 浦山　健治 有限要素法による高分子ゲルの力学挙動の解析

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 大江　浩一 ルイス酸触媒による異種アルケンの二量化反応

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 三木　康嗣 両親媒性ポリマーを用いる光腫瘍イメージング

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 岡本　和紘 遷移金属触媒を用いた新規変換反応の開発

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 井上　正志 触媒材料の新規合成

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 阿部　竜 高効率可視光応答型光触媒系の開発

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 和田　健司 有機エネルギー資源の接触変換反応のための触媒設計と調整

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 細川　三郎 金属酸化物ナノ粒子の合成とその応用

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 東　正信 光触媒・光電極による高効率水分解システムの開発

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 八田　博司 放射線化学に関する研究

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 田邉　一仁 光機能性人工核酸の開発

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 伊藤　健雄 DNA内過剰電子移動反応に関する研究

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 辻　康之 触媒有機化学に関する研究

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 寺尾　潤 新規分子触媒の開発

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 藤原　哲晶 遷移金属錯体触媒を利用する二酸化炭素固定化反応の開拓

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 東　正信 物質エネルギー化学専攻の研究推進
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工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 小久見　善八 リチウム二次電池に関する研究

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 江口　浩一 炭化水素の低温燃焼触媒の研究

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 陰山　洋 機能性固体化学

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 奥宮　元子 固体化学

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 小林　洋治 固体化学

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 山本　隆文

工学研究科 工学部 物質エネルギー化学専攻 タッセル　セドリック 固体化学

工学研究科 工学部 分子工学専攻 佐藤　徹 パイ共役系の電子物性に関する理論的研究

工学研究科 工学部 分子工学専攻 伊藤　彰浩 開殻分子の電子構造に関する理論的研究

工学研究科 工学部 分子工学専攻 笛野　博之 化学反応と電子物性に関する理論的研究

工学研究科 工学部 分子工学専攻 俣野　善博 ホスホールの化学

工学研究科 工学部 分子工学専攻 梅山　有和 光合成モデル化合物の合成

工学研究科 工学部 分子工学専攻 東野　智洋 有機分子を用いた新規な機能性材料の開発

工学研究科 工学部 合成・生物化学専攻 植村　卓史 多孔性配位高分子の合成と性質

工学研究科 工学部 合成・生物化学専攻 廣瀬　崇至 HOPG基板上における分子配列のモデリング

工学研究科 工学部 合成・生物化学専攻 横山　創一 HOPG基板上における分子配列のモデリング

工学研究科 工学部 合成・生物化学専攻 伊藤　夏輝 らせん状多環芳香族分子の超分子組織化と分光特性

工学研究科 工学部 合成・生物化学専攻 池ノ内　順一 上皮細胞特異的な細胞膜の脂質非対称性の維持機構とその細胞機能

工学研究科 工学部 化学工学専攻 田門　肇 分離プロセスの量子化学的研究

工学研究科 工学部 化学工学専攻 鈴木　哲夫 吸着工学・乾燥工学等に関する分子論的検討

工学研究科 工学部 化学工学専攻 田中　秀樹 多孔性配位高分子の吸着誘起構造転移

工学研究科 工学部 光・電子理工学教育研究センタ 龍頭　啓充 クラスターイオンビームと固体表面の相互作用

工学研究科 工学部 大学院工学教育推進センタ 大嶋　光昭 新規研究課題の調査探索手法および目標設定に関する研究

エネルギー科学研究科 エネルギー基礎科学専攻 八尾　健 機能性酸化物の結晶構造解析

エネルギー科学研究科 エネルギー基礎科学専攻 蜂谷　寛 エネルギー機能材料の電子構造と光物性

エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 馬渕　守 マグネシウム合金における第一原理計算

エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 楠田　啓 鉄系材料の破壊機構

エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 袴田　昌高 多孔質金属の表面特性
エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 浜　孝之 金属粒界・相境界の原子シミュレーション
エネルギー科学研究科 エネルギー応用科学専攻 陳　友晴 ポーラス金属の機能解明
農学研究科 農学部 農学専攻 丸山　伸之 植物種子タンパク質の構造と機能
農学研究科 農学部 森林科学専攻 木村　史子 変調磁場を用いて作製した擬単結晶の構造解析
農学研究科 農学部 応用生命科学専攻 植田　充美 コンビナトリアル・バイオ工学
農学研究科 農学部 応用生物科学専攻 佐藤　貴則 土壌微生物のメタトランスクリプトーム解析
農学研究科 農学部 地域環境科学専攻 赤松　美紀 生理活性物質の構造活性相関
農学研究科 農学部 地域環境科学専攻 小川　雄一 全反射減衰テラヘルツ時間領域分光法を用いた細胞計測
人間・環境学研究科 相関環境学専攻 津江　広人 有機微粉末結晶のab initio結晶構造解析
人間・環境学研究科 相関環境学専攻 折笠　有基 リチウムイオン電池の正極界面反応の機構解明
人間・環境学研究科 相関環境学専攻 森　拓弥 多価カチオン二次電池正極材料の反応機構解明
低温物質科学研究センタ 低温機能開発研究 寺嶋　孝仁 遷移金属酸化物薄膜の合成と物性
物質ー細胞統合システム拠点 今堀グループ 今堀　博 人工光合成系の開発
物質ー細胞統合システム拠点 今堀グループ 黒飛　敬 色素増感太陽電池の開発
物質ー細胞統合システム拠点 北川グループ 古川　修平 高次元マクロ構造を持つ配位高分子/酸化物複合体の合成手法の確立
先端医工学研究ユニット 研究部門 近藤　輝幸 高次生体イメージング先端テクノハブプロジェクト研究
先端医工学研究ユニット 研究部門 木村　祐 高感度Gd-MRI造影剤のPEG化および抗体修飾によるDDS構築
iPS細胞研究所 初期化機構研究部門 齊藤　博英 三次元分子設計による蛋白質応答型RNAスイッチの設計
iPS細胞研究所 初期化機構研究部門 長田　江里子 RNA-タンパク質複合体の分子デザイン
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