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多彩な反応性をもつ金属錯体触媒と、精緻な反応場を提供するバレル型タンパク質の融合により、
アシンメトリー配位圏を有するバイオハイブリッド触媒を構築し、従来の金属錯体や酵素にはない
新たな位置選択性や官能基選択性を付与した合成反応の開拓を目指している。具体的には、反応性
の高い Rh 錯体を固定化したバイオハイブリッド触媒を活用し、位置選択的な炭素−炭素結合形成
反応、また、バレル空孔内に 拡張型のアシンメトリー配位圏を構築し、不斉 Diels-Alder 反応など
に取り組んでいる。
多環芳香族ユニット含む合成触媒は、有機触媒も含めて、
芳香族基質の認識が可能なため、エナンチオ選択的な閉環反
応などが進行する。我々は、これまでに強固な バレル構
を有するニトロバインディン

の疎水空孔を活用して、

様々な金属錯体触媒を共有結合により残基選択的に固定化
したバイオハイブリッド触媒を開発した。そこで、芳香族基
質の認識を狙い、ピレン部位を

の空孔に固定化したアシ

ンメトリックな反応場を作製し、不斉 Diels-Alder 反応の選 図１ ピレン連結したバレルタンパク
択 性 を 評 価 し た （ 図 １ ）。 NB の Cys96 に 対 し て N-(1- 質を反応場に利用した不斉 Diels-Alder
pyrenyl)maleimide を共有結合的に連結した。同様に、10 種

反応

類の NB 変異体についても調製した。一連のコンジュゲート
は、ピレン部位の誘起 CD に二通りのパターンに大別された
ことから、マレイミド部位の付加により生成する立体配置の
違いにより、NB の空孔内においてピレン部位は図２に示す
2 通りの配向をとると推察された。このようなピレン部位の
配向の違いが、反応の選択性に寄与すると考え、Diels-Alder 図２ ドッキング計算により推定され
反応を検討した。基質であるアザカルコンとシクロペンタジ る基質の結合構
エンに対して、Cu(NO )2、NB 複合体を添加し、3 日間 4 ℃で反応後に、生成物を評価した。各変
異体の一連の結果から、NB-Pyr は 95 %endo と 69 %ee と高い endo 選択性と立体選択性で反応が進
行した。基質の結合様式をドッキング計算により予想したところ、左の構

では基質が空隙内に入

り込み、NB 空孔内のフェニルアラニンとピレン部位との相互作用により安定化している（図２）。
以上、ピレン部位をバレル型タンパク質の疎水空孔に結合したアシンメトリックな反応場を構築し、
Diels-Alder 反応の選択性が制御可能であることを見出した。
1) Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 13618–13622. Front Cover.
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多座配位子と複数の金属イオンとの自己集合により構築される多核金属錯体は、金属イオン間の
相互作用により単核錯体とは大きく異なる構 ・電子状態を有する。そのため、多核金属錯体では、
特異なスピン状態・反応性・光物性等が発現し、これらの物性は金属イオンの種類・核数に応じて
多彩に変化しうる。すなわち、多核金属錯体は新規機能性材料の創出を目指す上で非常に魅力的な
分子群であるといえる。
多核金属錯体の可能性を示す一つ
の研究例として、我々は最近、単一
種の金属イオンと多座配位子との自
己集合により得られる対称的な構
を持つ錯体(鉄 5 核錯体、図 1 左）が
良好な酸素発生触媒として機能する
ことを報告した

1)-2)。この鉄

5 核錯

体は、電気化学的条件下で酸素発生
触媒を促進し、その電流変換効率
96％であった（図 1 右）
。また、酸素

図 1 鉄 5 核錯体の構

ならびに触媒能

発生 度（触媒回転頻度（TOF）
）は毎秒 1,900 回に達した。この値は既存の鉄錯体触媒と比較し
て 1,000 倍以上大きなものであった。そして、触媒の耐久性を示す触媒回転数も 100 万回以上と、
耐久性も十分に高いことが判明した。更に、実験科学的手法ならびに量子化学計算に基づく反応機
構解析の結果、鉄 5 核錯体の有する多核構

及び近接した活性サイトがその良好な触媒能の発現に

極めて重要な役割を果たすことが明らかとなった。以上より、金属錯体の多核化が高機能性分子の
開発にとって重要な戦略となることが明確に示された。
本研究では、上記の成果ならびに天然の金属酵素の構

にヒントを得、多核金属錯体中に非対称

性を導入することで電子状態のチューニングを行い、新奇機能性材料の創製を目指す。研究グルー
プにより開発された鉄 5 核錯体をテンプレートとし、構成要素である金属イオン種の種類・配置・
数を種々に変化させた異種金属 5 核錯体を創製する。得られた錯体に対して構

の非対称化が電子

状態・物性に与える影響を包括的に理解し、最終的には高機能性材料の自在創出へと繋げる。
【参考文献】
1) M. Okamura, M. Kondo, R. Kuga, Y. Kurashige, T. Yanai, S. Hayami, V. K. K. Praneeth, M.
Yoshida, K. Yoneda, S. Kawata, S. Masaoka, Nature, 2016, 530, 465–468.
2) M. Kondo, S. Masaoka, Chem. Lett., [Highlight Review], 2016, 45, 1220–1231.
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近年、発光性メカノクロミズムの研究が盛んに行われている。有機分子や金属錯体からなる結晶や
粉末に対して機械的刺激（すりつぶす、こする）という簡易な外部刺激を与えることで、その発光
（フォトルミネッセンス）の色が変化する現象が発光性メカノクロミズムである。一般に、機械的
刺激によって、結晶や粉末を構成する分子の配列・配座が変化することで発光特性が切り替わるこ
とが知られている。これまでに、発光が変化する前後の分子の配列や配座の変化として種々の様式
が報告されてきたが、集合系の反転中心の有無が切り替わる例はこれまで未報告であった。このよ
うな材料は発光の色のみならず、機械的刺激によって円二色性や円偏光発光特性も切り替わる可能
性を有する。近年我々は、錯体 1 が結晶－結晶相転移に基づいて発光性メカノクロミズムを示し、
反転中心のない分子配列が反転中心のある分子配列へと相転移することを初めて明らかにした[1]。
錯体 1 は、黃緑色に強く発光する微結晶 1ch を調製することができる。1ch に機械的刺激を印加
すると、発光強度の弱い緑色発光を示す 1ground に変化した。粉末 X 線回折測定を行うと、1ch と 1ground
が互いに異なる結晶相を有することが明らかとなった。いずれも対応する単結晶の作成に成功した
ので X 線構

解析を試みた。1ch の空間群は P212121 であり、金原子間相互作用（金原子間距離：

3.1089(9) Å）を介して 1 次元カラム構

を形成していることが明らかとなった。一方の 1ground の空

間群は P-1 であり、2 分子の錯体 1 が金原子間相互作用（金原子間距離：3.343(1) Å）を介してダイ
マーを形成し、隣接ダイマーとの間に反転中心を持つことを明らかにした。すなわち、機械的刺激
によって、反転中心を持たない不斉空間群から、反転中心のある非不斉空間群へと変化しているこ
とが明らかとなった。単一の分子が、不斉および非不斉の空間群に属する結晶系を与える場合、非
不斉の結晶系の方が熱力学的に安定であることが古くから知られている[2]。すなわち、1 の発光性
メカノクロミズムは、熱力学的に安定な相への相転移と理解することができる。分子配列の変化に
よって不斉中心の有無が切り替わり、発光性メカノクロミズムを示す系は前例がない[1]。今後は、
機械的刺激を与える前後の円二色性や円偏光発光特性の変化に関し調査する予定である。

[1] M. Jin, T. Seki, H. Ito, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7452–7455. [2] O. Wallach, Liebigs Ann. Chem. 1895,
286, 90–143.
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本研究では、レドックス活性能を有するキラル錯体分子集
合体を創成し、凝集相における電気化学反応を誘発すること
で、不斉構

と連動した異方的相状態の動的変換と機能発現

を指向している（右図）
。具体的には、種々のレドックス活性
錯体分子から構築される結晶相・液晶相・液体相に対する直
接電気化学的レドックスを誘発することで、①不斉分子の状
態変換に基づいた機能、②集合相に基づいた機能及び、③そ
の相乗効果に基づく機能発現（変換）を目指している。これ
により電気（化学）による不斉の ON/OFF・伝搬・増幅・記録
や、電気化学駆動型の巨視的物性の異方性制御の実現が期待される。
レドックスという電子状態柔軟性と、液晶を代表とする柔軟な物理構 の共存とその動的変換に
向け、これまでに種々の中性/イオン性レドックス活性
液晶群を報告してきた。[1]本領域発足後には、新たにレ
ドックス活性キラル錯体集合体の電気化学的状態変換
の礎を築くべく、右図のアンバイポーラ型レドックス
特性を示す平面型 Ni 錯体アニオンと、対称性が異なる
アンモニウムカチオンから結晶・液晶・非晶質相を作
り分けると共に、室温における直接的なレドックスを
誘起することに成功している。[2]興味深いことに、各化
合物の酸化プロセスの進行により共通して中性の結晶
性酸化相が生成するのに対し、Li+イオンの挿入を伴う
還元プロセスはカチオン種に強く依存した液晶ー液
晶’変換等の相変換が進行した。この事は、たった一
電子の移動によりマクロ構

の異方性を電気化学的に

制御しうることを示す。現在、本プラットフォームに
不斉を導入した錯体ユニットを用い、目的とするキラ
ル物性の動的変換系の構築にチャレンジしている。
[1] a) H.-C. Chang et al., J. Mater. Chem., 2007, 17, 4136, b) Inor. Chem., 2011, 50, 4279, c) Dalton Trans., 2013,
42, 15995.
[2] H.-C. Chang et al., Chem. Eur. J., 2018, in press (Inside cover, Hot paper)
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自然界をボトムアップからの視点で見たとき、生物と無生物の境目は、分子の「動き」が「集団」
として振る舞っているか否かの違いにあると、筆者は捉えている。化学領域では、分子の自発的集
積などの「組織化による静的な構

形成」の研究が推し進められてきたものの、生命のような、
「分

子の動態が組織化された集団運動系」を狙った研究例は乏しい。
筆者は、生命のような自律的に駆動する分子システムの創出を目標に研究を進めてきた。最近は、
化学反応で分子を構

変化させ、その過渡的な動きを分子の組織化挙動へとつなげるという指針で

研究を展開している。不完全な結果ながら、これまでに、青色光照射下の光定常状態でアゾベンゼ
ン誘導体を含有する結晶が継続的にフリップ運動する「自励振動運動」の発現に成功した（動画：
https://www.youtube.com/watch?v=M0epKeaS2_E）1)。これは、同条件下でアゾベンゼンが継続的に EZ, Z-E 異性化することに端を発した現象である。この成果は、分子の動きが組織化した画期的な自
律運動系ではあるものの、生命の自律的駆動の仕組みとは異なる点が多くある。たとえば、生物は
結晶ではなく、分子が液相で複雑に絡み合っている。あるいは、多くの生物は、ATP などの結合エ
ネルギーをエネルギー源に運動をしており、光を直接的なエネルギー源にしていない。
生命に倣った自律駆動分子システムの創出に向けて、このプロジェクトでは、化学エネルギーを
エネルギー源にした自律運動の実現を目指す。アプローチとしては、これまでの研究と同じく、
「化
学反応で分子を構

変化させ、その動きを分子の組織化挙動へ

とつなげるという指針」で行っていく。継続的に動く分子とし
て触媒を用い、組織化挙動を創り出すために液晶を用いる。光
を用いる場合に比べ、エネルギーの入力や副成物の排出方法の
工夫や、微視的可逆性の問題への対応など、困難な点が多い。
もっと具体的な方法論はないのかと指摘されることも多いが、
現在の物理学はいくつかの鍵現象を教えてくれるものの、それ
を実現するための分子設計までは教えてくれない。一方で、手
探り段階とは言え、世界的にも目標が重なりそうな研究活動が
活性化しつつあり 2)、その潮流に乗り遅れない、いや、先導す
る研究を展開していきたい。
1) T. Ikegami, Y. Kageyama, K. Obara, S. Takeda, Angew. Chem. Int. Ed. 55, 8239-8243 (2016).
2) 例えば M. Schmittel, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 57, 241-245 (2018); D. A. Leigh, et al., Nature 534，
235-240 (2016); L. J. Prins, et al., Nat. Chem. 8, 725-731 (2016).
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無機物を中心に非線形光学特性あるいは、マルチフェロイクス、強磁性
金属等の交差相関物性を有する化合物群の探索が精力的に進められている。こ
れらの物質系では、アシンメトリカルなスピン配置、空間群を有し、結晶中で
電子やスピンが持つ複数の自由度が相互に関連し物性を発現する。一方、無機
物におけるマルチフェロイクスの起源が、スピンフラストレーションを伴うス
ピン秩序構

によるものであると推定されている。このようなスピンフラスト

レーションは生体系におけるマルチ銅酵素にもみられ、これにインスパイアー
された三核銅(II)錯体の磁気的、触媒化学的研究が盛んに行われている。した

図１ ５核クラスター
ヘリケートの構

がって、反転対称をもたないアシンメトリカルな金属錯体、あるいはその集合
体は、新たな物性発現のステージになり得る。また、新たな機能性材料として、
有機物をビルディングブロックとした水素結合型誘電体の物性研究が精力的
に行われており、特異的な誘電挙動が見出されている。このような状況のもと、
金属錯体のさらなる物性探索のため、新たなアシンメトリー集合体創生を目指
して、極性空間群を有する金属錯体ハイブリッド MOF集合体の構築を提案する。
我々はこれまでに、同じキラリティーをもつ二つのトリス体が作る三重らせん
空間内に、三角形型金属酸化物ナノクラスター内包したカプセル状の五核クラ
スターヘリケートを報告している(図 1)

１）

。特に、Cu(II)イオンを用いた系に

図 2 極性空間を持つ
１次元 MOF の構

関して、中央の三角クラスター部分のスピンフラストレーションが上下の Cu(II)イオンにより保持
され、基底状態の縮重が極低温においてもほとんど解けず、特異的なスピン配置を示した。また、
様々な多重水素結合ネットワークを構築可能なアキラルな一次元鎖MOFと水素結合パートナーから
なる金属錯体ハイブリッドMOFが、水素結合のパートナーとなるゲスト分子、カウンターイオン、溶
媒を選択することでその集積構

の制御が可能であり、特に、水和イオンカウンターパートナーとし

た場合、多重水素結合形成により反転対称を持たない極性C2空間群となることを見出し、強誘電性が
多重水素結合に与える影響を明らかにした(図 2)2）。そこで本研究では、多重水素結合サイトをもつ
アキラルなビルディングブロックより成り立つ一次元MOFとフラストレーション部位を内包するク
ラスターヘリケートを用いて、アシンメトリカルな極性空間群を有する新たなハイブリッドMOF集合
体を合成する。さらに、極性配位空間に置かれたクラスターヘリケート内のフラストレーション部位
の磁気挙動を詳細に検討し、水素結合、誘電性、フラストレーションの相関を明らかにする。
参考文献

(1) Nature, 2016, 530,465; Chem. Eur. J., 2010, 16, 11139; Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45,

5459. (2) 2018 submitted.
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谷口 耕治
東北大学金属材料研究所・錯体物
A04 公募研究者

体

ー
顔写真
約 4cm×3cm

化学研究部

・

教授

空間反転対称性の破れた（反転中心を持たない）物質では、強誘電性、圧電性、第二次高調波発
生など、系のもつ非対称性により誘起される様々な物性が知られ、機能性材料として我々の身の回
りでも利用されている。近年、この空間反転対称性の破れに加えて、時間反転対称性（時間の巻き
戻し操作に対する対称性）も同時に破れた系である、キラル磁性体、極性磁性体などの “非反転対
称磁性体”において、新奇な電子物性が報告され関心を集めている。特にマルチフェロイクスと呼
ばれる、磁気秩序と強誘電秩序が共存した系では、磁性と誘電性の強い結合（巨大電気磁気効果）
が見出され、本筆者らもメカニズムの解明や新規電子物性の開拓を進めてきた[1-4]。
我々は静的な電磁場だけでなく、動的な電磁場（電磁波）に対する電気磁気効果（磁場（H）で
分極（P）or 電場（E）で磁化（M）が誘起される効果）として光応答（光学的電気磁気効果）の研
究にも取り組んできた。光学的電気磁気効果からは、物質中を伝搬する光の方向（k）に依存して
明るさが異なって見える、“光のダイオード効果”とも呼ぶべき現象が期待される（図１）。
我々はこれまでに非反転対称磁性体の酸化物において、強磁性モーメントの方向を磁場で制御す
ることで、系の対称性を極性状態、キラル状態と切り替えられることを見出し、従来の約 1000 倍
にも及ぶ巨大な光のダイオード効果を見出してきた[5-7]（図２）。ただ、無機物ではイオンの充填
で結晶構

が決まってしまう為、電気磁気効果に必要な空間反転対称性の破れを、物質設計で導入

するのはほぼ不可能であり、上記のような現象は、外場で対称性の制御が可能なごく限られた化合
物でのみ、観測が可能であった。現在の研究では、分子の設計性を磁性体に組み込むことの出来る
有機・無機ハイブリッド化合物に着目して、非反転対称磁性体の物質開発を行い、光のダイオード
効果を実現することを目指している。

図２.光のダイオード効果の CCD による検出

図１.光のダイオード効果の概念図

[1] Phys. Rev. Lett. 2006, 97, 097203. [2] Phys. Rev. Lett. 2007, 99, 227206. [3] Phys. Rev. Lett. 2008, 101,
207205. [4] Phys. Rev. Lett. 2009, 102, 147201. [5] J. Phys. Soc. Jpn. 2008, 77, 013705. [6] Phys. Rev. Lett.
2008, 101, 117402. [7] Nat. Mater. 2009, 8, 634.
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❖トピックス
・J. Fraser Stoddart 教授講演会

"My Journey to Stockholm" 開催報告

【開催日】2018 年 3 月 16 日（金）
、
【場所】東京大学本郷キャンパス・安田講堂、
【参加人数】約 400 名
「分子機械の設計および合成」によって 2016 年ノーベル化学賞を受賞した J. Fraser Stoddart 教授を講師
としてお招きし、東京大学大学院理学系研究科化学専攻および工学系研究科化学三専攻が主催、日本学
術振興会および文部科学省新学術領域研究「配位アシンメトリ」が後援となり、"My Journey to Stockholm"
と題した特別講演会を東京大学安田講堂にて開催した。当日は雨天であったにもかかわらず、学内外か
ら約 400 名の教職員及び学生が参加し、安田講堂 1 階がほぼ埋まるほどであった。まず塩谷教授による
Stoddart 教授の紹介から始まり、続いて約 1 時間半に渡って Stoddart 教授の特別講演が行われた。講演
では、Stoddart 教授の生い立ちから始まり、数々の研究遍歴を経てノーベル化学賞受賞に到るまでの軌
跡を丁寧かつ魅力的にお話いただいた。分子機械やそれに繋がるカテナン・ロタキサンの開発に対して、
Stoddart 教授がいかに先駆的且つ精力的に研究を進められてきたかが改めて認識され、その卓越した先
見性や研究に対する熱意は感動的であった。また講演の端々には、研究および人生に対する Stoddart 教
授からの暖かく且つ強いメッセージが散りばめられており、若手研究者や学生は大いに勇気付けられた
と感じた。加えて講演後に行われた Stoddart 教授への特別プレゼントの授与も大いに盛り上がりを見せ、
盛況のうちに閉会となった。
今回の講演会には、配位アシンメトリー関係者にも多数ご参加いただいた。また講演内容も錯体化学
および超分子化学に密接に関係しており、例えば講演中に紹介された分子機械では異方的な分子運動を
合理的に設計するものも含まれていたことから、本領域に対して大きな示唆を与えるものであった。

後方から見た講演会の全景

8

2018 年
「配位アシンメトリー」News Letter Vol.11

Stoddart 教授の講演
文責

カテナンの鋳型合成についての説明

塩谷光彦（領域代表・A01 代表

東京大学大学院理学系研究科・教授）

❖トピックス
・新学術領域研究「配位アシンメトリ」融合基礎・実習コース SPring-8

研修会報告

新学術領域研究「配位アシンメトリ」
（領域代表：塩谷光彦教授・東京大学）の融合基礎・実習コ
ースの 1 つとして、
「配位アシンメトリにおける放射光先端計測の利活用法」と題し、大型放射光
施設 SPring-8 での研修会を開催した。本コースでは、近年、多様化する錯体化学分野の若手研究者
による先端的計測手法の利活用をより一層推進してもらうことを目的とした。プログラムに放射光
X 線を用いた実習を取り入れるため、ユーザータイム中の 1 月 16～17 日の 2 日間にわたり大型放
射光施設 SPring-8 で実施した。年明けの忙しい時期にも関わらず、若手研究者を中心に 21 名の方々
に参加して頂いた。これまでにも、錯体化学分野では放射光 X 線を用いた研究が推進されている
が、本コースでは、その中でも最も汎用的、且つ MOF のガス吸着実験などで成果事例のある粉末
構

解析に照準を絞ってプログラムを作成し、測定の基礎講習、成果事例の講演、リートベルト解

析の実習およびビームライン（粉末構 解析ビームライン：BL02B2）で実習を行った。
1 日目、本コースの開催にあたり塩谷領域代表から参加者への新学術領域研究「配位アシンメト
リ」及び本領域研究での融合基礎・実習コースの趣旨について説明が行われた。その後、本コース
の最初のセッションとして、リガクの佐々木明登氏と小中尚氏により粉末構
用いた未知粉末 X 線構

解析の講義と実習が行われた。未知粉末構

ルーチン化してきたといえども、未だ単結晶構

解析ソフト PDLX を

解析では、様々な手法により

解析のように直接法で位相を解いたりすることは、

放射光 X 線を以てしても非常に希である。本未知粉末構

解析の実習では、粉末回折データのピー

クサーチ、指数付け、位相決定、リートベルト解析に至るまでを丁寧に講義して頂いた。特に、錯
体分子中に含まれる有機分子の束縛を用いたリートベルト解析による精密化のテクニックなどに
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ついて、参加者は熱心に耳を傾けていた。
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構築されており、初めて実験を行うユーザーに対しても負担が少なく利用できることが紹介された。

2 日目の午前の基礎講習では、河口彰吾研究員による BL02B2 の概要と実験の実例を講演して頂
いた。BL02B2 は、試料交換ロボット、自動センタリングシステムなどの汎用化されたシステムが
また、MOF などのガス吸着や水蒸気雰囲気下の粉末 X 線回折計測においても、静的な計測だけで
なく動的なその場観察による構

解析が可能であることに参加者からは興味が示された。次に、

SPring-8 を実際に研究の現場で利活用された成果事例として、本新学術領域研究の公募班である京
都大学の大坪主弥先生にご講演を頂いた。大坪先生は、これまで放射光 X 線を用いることにより粉
末 X 線構

解析のみならず、薄膜、単結晶の構

解析による多孔性金属錯体材料のキャラクタリゼ

ーションにより研究を推進されている。本講演では、
「SPring-8 の高輝度放射光を利用した多孔性金
属錯体の研究例」の題目で、疎水性空間を持つ多様な錯体ナノチューブ内の水分子クラスターの単
結晶構

解析、種々の結晶配向性 MOF ナノ薄膜構 解析によるダウンサイズ効果の解明、プロト

ン伝導性多孔性錯体におけるゲストの吸着・脱離体の未知粉末構

解析について、詳細に講演いた

だいた。また、これまでに SPring-8 を用いて MOF のガス吸着・脱着構

を MEM 解析によって可

視化に成功されている大阪府立大学の久保田佳基先生にも最近の研究成果について講演を頂いた。
本講演では、
「BL02B2 における構

物性研究」の題目で、多孔性配位高分子のガス吸着構

解析に

よる吸着酸素の磁性と分子配向の相関の解明、水素分子のオルソ－パラ変換現象、及びスピネル酸
化物の軌道整列と構

相転移の相関の解明について講演を頂いた。いずれの講演においても、物質

に関する質問からテクニカルな質問まで、普段尋ねることが難しい点を含め幅広い議論が行われ、
大変有意義な時間を過ごすことができた。
2 日目の午後からの実習・見学会では、2 グループに分かれ、実習のグループは、参加者が持参
した試料の準備から測定までを実際に体験して頂き、放射光実験を肌で感じてもらった。上述のと
おり、通常の温度依存性を観測する測定では、ガラスキャピラリーに試料を封入してホルダーに取
り付けるだけで、試料交換ロボットと自動試料センタリングシステムにより、数分で高質の粉末 X
線回折データが収集できることを認識して頂けたと考えている。また、見学のグループは、SPring8 の各ビームライン及び同サイトに併設されている X 線自由電子レーザーSACLA の概要と研究成
果を説明しながら見学した。SPring-8 には、回折以外にも、小角散乱、X 線吸収分光、イメージン
グなどの先端計測に特化した共用ビームラインが 26 本あり、起源を明らかにしたい現象や物性に
ついて X 線を用いた手法によって、直接的に観測・解析することが可能である。
本コースは、使用できるビームタイムの制約などもあり、タイトなスケジュールであったが、大
変密度の高い融合基礎・実習コースであったと考えている。また、放射光施設での実験は、申請書
などの準備が必要でハードルが高いとよく聴くが、大強度の X 線源でしか観測できない現象も多
い。今後、新学術領域での放射光先端計測の利活用がより一層進むことを期待している。
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本コースの参加者による集合写真

基礎講習の講演の様子

ビームラインでの実習の様子

文責 阿部正明（A02 計画研究者 兵庫県立大学大学院物質理学研究科・教授）
杉本邦久（A02 研究分担者 高輝度光科学研究センター・研究員）
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❖トピックス
・研究業績
1) 坂本 良太 氏 (東京大学大学院理学系研究科・助教、A01 公募研究者)が、以下の賞を受賞しま
した。
・第 5 回 ATI 研究奨励賞 2018、2018 年 5 月 17 日
受賞内容「史上初の有機二次元トポロジカル絶縁体『ジチオレンナノシート』への挑戦」

文
1) 寺西 利治 氏 (京都大化学研究所・教授、A04 代表)らの論文(Nanoscale, in press, 2018)が、Back
Cover に選ばれました。(図 1)
2) 阿部 正明 氏 (兵庫県立大学大学院物質理学研究科・教授、A02 計画研究者) らの論文
(ChemPhotoChem, 2, 416-420, 2018)が、Front Cover に選ばれました。(図 2)
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