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１． 研究計画の概要 
 
 大きなサイズの中性またはプロトン付加水
クラスターにアミノ酸１分子を埋め込む。そ
の赤外分光により、多数の水分子によって形
成されるアミノ酸の水和構造について解明
を進める。 
 
２． 研究の進捗状況 
 
 研究計画の前半に当たり、大サイズクラス
ターの赤外分光に関して、方法論を確立した。
また、アミノ酸を含む大サイズ水クラスター
の構造を考える上で参照データーとなる、中
性及びプロトン付加水クラスターの赤外分
光を行った。 
 中性クラスターに関しては、従来の赤外－
紫外二重共鳴分光法のスキームを再検討し、
電子遷移波長ではなく、質量分析法をサイズ
選別の手段として採用することにより、
Δn<10 程度のサイズ選択性を保って大サイ
ズクラスターの赤外分光を行うことが可能
であることを実証した。また、この方法を用
いて、n=50 程度までのサイズの中性水クラ
スターの赤外分光を行い、水の水素結合ネッ
トワーク中の部分構造がサイズにより変化
していく様子を捉えることに成功した。 
 プロトン付加水クラスターに関しても、重
連型四重極質量分析器と新型赤外 OPO 光源
の整備、導入を行い、水 200 量体というこれ
までに例の無い大サイズまでサイズ選別赤
外分光を行える体制を整えた。 
 
３．現在までの達成度 
 

 ①当初の計画以上に進展している。 
 
（理由）当初計画では、全５年の研究期間の
内、まず前半３年を大サイズクラスターの赤
外分光のための開発に費やし、後半２年で実
際にアミノ酸分子を含むクラスターの分光
研究を進めることを予定していた。前半３年
が完了した現時点で、大サイズのクラスター
の赤外分光について方法論を確立させるこ
とが出来た。当初はサイズ選択に電場を用い
ることが出来るプロトン付加クラスターの
みを対象として考えていたが、計画途中で中
性クラスターに関しても大サイズに対応し
たサイズ選択赤外分光スキームの開発に成
功した。更に、アミノ酸を水和したクラスタ
ーのスペクトルと直接比較可能な水クラス
ターのスペクトルが、中性、プロトン付加の
それぞれにおいて、この３年間で計測するこ
とが出来た。アミノ酸を含む大サイズクラス
ターのスペクトルが観測されれば、スペクト
ルの相違点から直ちにアミノ酸の溶媒和に
伴う水側水素結合の構造変化について知見
を得られる体制が整った。  
 
３． 今後の研究の推進方策 
 
 当初予定に則り、今後２年間でアミノ酸を
含む大サイズの中性およびプロトン付加水
クラスターの赤外分光を推進し、水クラスタ
ーのスペクトルとの比較から、アミノ酸の大
規模水和構造について新たな知見を得る。 
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