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｢複雑な多谷ポテンシャルエネルギー面上で生起する動力学的諸問題｣

超分子および超分子集合体における認識と応答

一分子レベルの現象からマクロな出力応答への橋渡し-

科学技術振興事業団 ･相田ナノ空間プロジェクト 有賀克彦

1.Bottom-up 型ナノテクノロジーに果たす超分子の役割

ナノメー トルレベルの構造を思いのままに構築し､超微細機能系を作製するナノテクノロジ

ーが注目されているが､そこには､小型機器の開発等に伴う人間生活の利便性向上のにみられ

る実際的な効用の他に､まだ見ぬナノレベルの様々な現象に対する純科学的な興味の追求も含

まれる｡超微細構造を作製するための方法論には､Top-down型と Bottom-up型のアプローチ
があるo卓越したリソグラフィー技術に見られるように大きな素材を削ってゆくことによって

所望の微細構造を作製する Top-down型のテクニックの発展には目を見張るものがあり､実質

的に現在のナノテクノロジーを支えてきた｡しかしながら､加工するためのツールを用いるこ

の方法は､加工ツールの構造精度 (例えば､光の波長や AFM チップの先端曲率など)に依存

した大きさの構造しか作製できないという限界をはらむ｡それとは逆方向のアプローチ､つま

り最小単位である原子や分子を集合させて構造を作製する Bottom-up型のアプローチが､近年

注目を集めている｡分子が適当なパー トナー分子を認識し､特異的な構造を形成していく過程

は､まさしく超分子化学が扱っていく分野である 日-7]｡超分子化学の方法で､ナノメー トル

レベルの構造を作製し機能させていくためには､分子の振る舞いを我々が手にできる大きさの

作用で制御しなければならない｡求める現象はナノメー トルレベルでありながら､それを制御

するのは人為的な作用であるから､この大きなスケール差を埋めるための方法論や原理の開発

を避けて通ることができない｡

2.光学的刺激や電気的刺激によって駆動される超分子の応答

光や電気によって分子に変化を起こすことは比較的容易であり､光学的 ･電気的な刺激によ

って超分子の応答を制御する試みは古くからある｡図1に示したものはクラウンエーテルによ

る分子認識特性を制御した例である 【8,9】｡図 1 (A)では､2つのクラウンエーテルがアゾベ

ンゼン部位によって連結されており､Uv 光照射によってアゾベンゼン部位がシス型に異性化

すると､ゲス ト分子を2つのク

ラウンエーテルによって挟み込

むとができる｡(B)の例では､

2つのチオール基を参加してジ

スルフィドにして連結すると､

分子構造の変化が起きゲストに

対する認識性が向上する｡これ

らの例では､分子が光の照射や

電子の授受によって構造変化し

うるという特性を巧みに利用し

ている｡

図2に示した系では､エネ

ルギーの集積による機能発現が

なされているが､ここには構造

を巧みに構築することによって

1+1-2以上の効果を得ると
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図1 外部刺激によるクラウンエーーーテ ルの分子認 識能の 制御
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いう超分子化学の特

徴が現れている｡こ

の分子はアゾベンゼ o
ン部を中心として周

囲にベンゼン基をユ

ニットとしたデンド

リマ-が結合されて

おり､赤外光を照射

すると中心部のアゾ

ベンゼンのシスから

トランスへの異性化

を起こす 【10-17】｡

アゾベンゼンの異性

化は赤外光のような

低エネルギー照射で

は起こらない現象で

あるので､多数のベ

エネルギー集
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図2 低エネルギ-の集積によるアゾベンゼンの異性化

ンゼン基の振動励起

エネルギーの中心部への集約が異性化を引き起こしていると考えられる｡通常､振動励起エネ

ルギーは分子間の衝突によって速やかに失われるものであるが､デンドリマ-のような閉鎖空

間ではエネルギーの散逸が抑えられている｡つまり､無作為に分子を集合させるのではなく､

デンドリマ-のような意図的な構造を作ることによって効率的なエネルギー集約がなされてい

るといえる｡類似の機能は､生体では光合成における光捕集に見られる 【18,19]｡

脂質膜などの超分子集合体上では､複数の機能系を同時に固定化することができ､それらを

連結することによって､情報伝達の簡単なモデルを構築することができる｡図3に示した例で

は､酵素の活性が光刺激によって

制御されるが､酵素自体の機能が 人工レセプターに阻害剤がトラップされ

光の影響を受けるのではなく､近 ると辞乗活性が増大する･L
､ー/L j 世ON傍に固定されている人工レセプタ

ーの分子認識能の変化が酵素活性

に反映されることになっている

【20,21]｡系には酵素の阻害剤であ

る銅イオンが加えられているが､

可視光照射によりレセプターが ト

ランス体となっている場合には銅

イオンに対するアフィニティーが

高く､銅イオンは酵素を阻害し得

ないので活性が oN状態となる｡

一方､uv光でシス異性体とした

人工レセプター

翻 繭 R RR 緬-.

-も N..N& _芸 ､電尋′N=N

場合には銅イオン捕捉能が減少し､人工レセプターに

酵素は銅イオンによる阻害を受け よるスイッチ

ることになる (oFF状態)｡これ

は､光刺激をトリガーとするスイ

ッチング回路に本系はなぞらえる

ことができる｡
図3 光刺激による酵素活性の制御

(スイッチング回路になぞらえられる)
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3.力学的に駆動される超分子応答とその難しさ

上記のように､光刺激や電気刺激によって超分子系を制御することは､分子設計さえきちん

としていれば困難なことではない｡これらの刺激には､光子や電子といった刺激の単位が存在

する｡光照射や酸化還元というのはそれらの集団を授受していることであり､容易に刺激単位

が超分子系に作用することができる｡一方､より古典的な刺激である力学刺激については､こ

のような刺激の単位というものがない｡分子を変形したり動かしたりする分子機械の開発が興

味を持って進められているが､報告の多くは､光照射することによって分子を回転させるなど

【22】､力学刺激以外の駆動力によるものである｡例えば､図4の例では､分子は熱エネルギー

を動力として回転している 【231｡しかしながら分子に直接力学的な摂動を与えるものとしては､

図 5が例としてあげられる｡この例では､AFM チップの先端によってカーボンナノチューブ

をたわませると､その導電性が変化する 【241｡カーボンナノチューブや AFM チップのような

微小素子の駆動の例は特別なものであり､一般的には､分子に直接さわって力学的に駆動する

ことはほぼ不可能である｡力学的刺激によって超分子システムから応答を得ることが困難であ

るのは､光学刺激や電気的刺激のように刺激の単位を集団として入力することができないから

である｡

qcH】ゝ qCHlh

-_- _- _-- ー ;-le d_T 3 _-- _- tー :

図4 熱エネルギーで回転する分子 図5 カーボンナノチューブをたわませて

導電性を変化させる｡

4.超分子集合体を用いた戦略

一目で見える大きさの力学刺激で分子現象を制御する-

そこで､発想を逆転させて､刺激を受ける分子のほうを集団としてみてはどうだろうか?分

子に直接さわって動かすことはできないが､それが集まってできた超分子集合体ならば容易に

動かすことができるかもしれない｡圧縮 ･膨張ができる超分子集合体として､気一水界面上の

単分子膜構造を我々は取り上げた｡これは､水面上に両親媒性分子が一分子膜厚で規則配列し

た構造体で､一分子あたりの専有面積を容易に制御し､膜を圧縮 ･膨張させることができるも

のである｡我々は､圧縮によってコンフォメーション変化を起こす分子としてステロイ ドシク

ロファン分子を開発し､それを単分子膜とした (図6) 【20,25,26】｡この分子は､中心のシク

ロファン環の周囲に剛直な平板上のステロイ ド部位が4つフレキシブルなスペーサーを介して

つながれている｡ステロイ ド部として､親水面と疎水面を表裏に持つコール酸を用いると､気

一水界面において特異的な構造変化を起こすことになる｡単分子膜に圧力がかかっていない膨

張した状態では､ステロイ ド部は親水面を水面につけて横たわり､ステロイドシクロファンは

開いたコンフォメーションをとる｡単分子膜を圧縮すると､コンパクトな分子構造が安定とな

り､ステロイ ド環が立った構造になるO後者の構造では立体的なキャビティ-が形成され､そ

の中にゲスト分子が取り込まれる｡ステロイ ドシクロファン単分子膜を蛍光性ゲス ト分子の水

溶液上に展開し単分子膜を圧縮すると､キャビティ-の形成とともに蛍光性ゲスト分子が取り
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込まれ､水中で消光されていた蛍光分子が発光

するようになった｡単分子膜の圧縮 ･膨張を繰

り返すとともに､蛍光強度の増減が繰 り返し観

察された｡実際の単分子膜の圧縮･膨張は数十cm

でおこなわれるが､それによって駆動されるの

はナノメー トルレベルの分子の開閉であるO力

学的刺激による分子の駆動は､分子を単独とし

て扱うのではなく超分子集合体とすることによ

って達成された｡

5.最後に

分子や超分子に刺激を与えそこから特定の応

答を取 り出すことが盛んに研究されてお り､将

来的には空間的にある特定の超分子にだけ刺激

を与えて応答を得るような高解像度の機能系の

開発が目指されるだろう｡光学刺激や電気刺激

の場合には､光子や電子といった単位が存在し､

バルクの光照射や電気刺激を超分子系に印加す

るだけで､(集団応答ではあるが)それらの刺激

の単位を個々の超分子に与えることができる｡

このバルクの入力のサイズをいかに絞っていく

かが､空間的な高解像度応答系の開発につなが

るo一方､刺激の単位のない力学的応答系の場

図 6 ステロイ ドシクロファン単分子膜の

圧縮 ･膨張による分子認識 ･発光特

性の制御
合には､分子に直接さわって動かす H分子機械"

の開発が将来的な目標であるが､まずは本稿で

述べたようにそのような分子を規則的に並べた超分子集合体を力学的に駆動することからはじ

めることになろう｡その場合に､ランダムな分子の動きが誘起されてしまうとエネルギーの散

逸につながるので､分子の動きが同調 (シンクロナイズ)されることが必要である｡刺激によ

って動く分子の設計は超分子化学者の役割であったが､それをどのように駆動するかについて

は理論物理からのアプローチが必須であるように思えてならない｡
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