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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめて下さい。) 
 

本研究では、温度とサイズを規定した水素結合クラスターイオンの光解離分光装置を開発した。本

計測法により、光学活性な物質に付加したアミノ酸の直線偏光による不斉分解反応を、宇宙環境に類

似した極低温孤立状態下で実験的に検討した。今回、アミノ酸光学異性体分離カラムとして使用され

る(+)-(18-クラウン-6-エーテル)-2,3,11,12-テトラカルボン酸(18C6TA)を光学活性な物質のモデル分子

として、温度制御したプロトン化トリプトファン(TrpH+)光学異性体の紫外光解離実験を行った。 

温度制御(9–300 K)した D-TrpH+-(+)-18C6TA と L-TrpH+-(+)-18C6TA の紫外光解離質量スペクトルで

は、キラルクラウンエーテル上での解離反応として CO2脱離が D 体と L 体に共通して観測された。極

低温領域の D-TrpH+-(+)-18C6TA では C–C結合開裂による NH2CH2COOH 脱離が観測された。DFT

計算から錯体の安定構造を求めると、L体では NH3
+基がエーテル環と水素結合しているのに対して、

D 体では分子間で C–H···O 水素結合が形成され、NH3
+基の水素原子の一つがエーテル環から外れた構

造となった。光解離の違いにキラル分子間の相互作用が関係していることが明らかになった。 

温度の上昇に伴って D 体の NH2CH2COOH 脱離が抑制され、室温では L 体と類似した紫外光解離反

応となった。この温度依存性は、D-TrpH+-(+)-18C6TA の NH3
+基がエーテル環に入り込んだ L 体類似

の安定構造への異性化を示していると考えられる。以上の結果から、光学活性な物質に付加したアミ

ノ酸が、極低温孤立状態下の不斉光分解反応によって L 体過剰となる可能性が実験的に示された。 

本研究成果から「宇宙空間でラセミ体が生成するが、光学活性な物質に付加した状態では、直線偏

光でも D-アミノ酸が選択的に光分解して L 体過剰が生じた」という生体分子の光学異性体比偏りの起

源に関する新たな仮説を提案し実証した。 
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欧文概要 ＥＺ 
 

A tandem mass spectrometer for photodissociation spectroscopy of temperature-controlled hydrogen-bonded 

cluster ions was developed, and enantiomer-selective ultraviolet photolysis of temperature-controlled protonated 

tryptophan (TrpH+) on the chiral crown ether, (+)-(18-crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid (18C6TA), was 

examined. The spectra of D-TrpH+-(+)-18C6TA at 9–320 K showed that the loss of NH2CH2COOH due to Cα–Cβ 

bond cleavage decreased gradually with increasing temperature. The spectrum at room temperature was similar to 

that of L-TrpH+-(+)-18C6TA, which showed no temperature dependence on photolysis. The chiral-specific 

photolysis of cold D-TrpH+-(+)-18C6TA was attributed to the structures involving the chiral-dependent interactions 

of the Cα–H group of TrpH+ with the oxygen atoms of (+)-18C6TA. The results showed that enantiomer-selective 

photolysis of cold amino acids on chiral substances in the gas phase could induce an excess of L-amino acids. 

 

 


