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１．は　じ　め　に
　ミュオンは負または正の素電荷（∓e）と1/2のスピン
をもつ素粒子で，20世紀前半に宇宙線由来の素粒子とし
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 Muon (m) is an elementary particle with a negative or a positive electron charge (∓e) and a spin of 1/2. 
Muon spin rotation/relaxation/resonance (mSR) spectroscopy is a method which uses a spin polarized muon 
beam and monitors the depolarization process of muon spins. It is the powerful tool to elucidate the magnetic 
field in materials. Depolarization of muon spin is also caused by magnetic field which originates from 
nuclear spins of hydrogen atoms around the muon stopping sites. Therefore, mSR is expected to offer 
information on dynamics of nuclear spins of hydrogen atoms, and in some cases, dynamics of muon spin 
itself. The mass of muon is one ninth that of proton and is called as light proton, so dynamics of muon 
cause the attention from a viewpoint of proton dynamics. Under such a background, mSR experiments of 
the components of proteins, i.e., amino acids and a peptide bond, were carried out together with quantum 
chemical calculations. In the case of peptide bonds, m+ addition occurred at an oxygen atom of a peptide 
bond and m+ would form a so-called hydrogen bond and fluctuate between two oxygen atoms. Furthermore, 
m+ addition at a nitrogen atom, which is calculated to be the metastable state, would occur at around 250 
K. The proton transfer mechanism through a peptide bond was proposed based on the x-ray crystallographic 
analysis and theoretical studies of cytochrome c oxidase. It was revealed that mSR is a unique and noteworthy 
tool in life science to investigate proton dynamics of biomolecules from this perspective.

　ミュオンは，負または正の素電荷（∓e）と1/2のスピンをもつ素粒子である．物質にスピン偏極した
ミュオンを照射し，ミュオンのスピン偏極が物質内の磁場を感じて変化する様子を観測するミュオンス
ピン回転・緩和・共鳴法（muon spin rotation・relaxation・resonance：mSR）は，物質内の磁場の情報
を得る手段として活用されている．生体物質においては，ミュオンスピン偏極の緩和は，ミュオンの停
止位置近傍の水素原子の核磁気モーメントがつくりだす核双極子磁場などの影響を受けて起こる．従っ
て，水素の揺らぎをモニターする手段となりうる．また，ミュオンの質量は，プロトンの約1/9で，正の
電荷を持つミュオン（m+）は，軽いプロトン（H+）ともみなせることから，ミュオン自身のダイナミク
スの情報は，プロトンのダイナミクスについて考察する手掛かりを与えると期待される．このような背
景のもとに，生体分子内でミュオンがどこにどのような状態で停止するかを明らかにすることを目的と
して，タンパク質の構成要素であるアミノ酸やペプチド結合のmSR測定と解析を，理論化学計算を併用
して行った．ペプチド結合について，m +はペプチド結合の酸素原子近傍に停止し，水素結合様の
O–m+･･･O結合に沿って大きな揺らぎを持つこと，また，温度に依存して準安定状態である窒素原子に
停止した分子種が出現する可能性が示された．ペプチド結合へのプロトン付加はタンパク質におけるプ
ロトン移動の観点から関心がもたれており，mSRが生命系におけるプロトンダイナミクスのユニークな
研究手段となりうることが示された．

て発見された．質量がプロトンの約1/9，電子の約200

倍であることから，負電荷を持つミュオン（m –）は重い
電子，正電荷を持つミュオン（m+）は軽いプロトンとも
呼ばれる．宇宙線由来のミュオンは，その高い透過性を
利用して，ピラミッド，火山，また，原子炉の透視に利
用され，近頃，話題にのぼることも多い1）．一方，20世
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２．実　　　　　験
　試料は，市販品を購入し，粉末X線回折測定を行って
データベース（Cambridge Structure Database；CSD7））と
対照して結晶構造を確認の上，実験に使用した．mSR実
験は J-PARCのMLF内のミュオン実験装置ARTEMIS

で行った．データ解析にはmusrfit8）とWiMDA9）を用い
た．
　mSR実験には，回転法（rotation），緩和法（relaxation），
共鳴法（resonance）がある．今回用いたのは正ミュオン
（m+）を用い，主としてスピン緩和を観測する方法（m+ 

SR）である．偏極したm+を試料へ照射すると，m+は周
囲から電子を捕獲してミュオニウム（Mu：m+・e–）と
呼ばれる水素原子様の状態となり，Muとして（図1
（a）），または，不飽和結合があるとMuがこれに付加し
て，ミュオニウム化ラジカルを生成して停止する（図1
（b））．一度獲得した電子を再放出して，m+として停止す
る場合もある．装置の時間分解能限界よりも速く緩和す
る成分については，シグナルを得ることができず，失わ
れた成分（lost component）と呼ばれている．パルス
ミュオン源では，時間分解能はパルス幅に依存し，現在
測定を進めているJ-PARC/MLFのミュオンビームのパ
ルス幅は~100 nsであるので，これよりも速い時間ス
ケールで終了する現象はモニターすることができない．

　物質内にとどまったMu，または，m+は，周囲の磁場
との相互作用により，スピン偏極が変化していく．寿命
2.2 msで崩壊するときにm+は陽電子を放出するが，陽電
子の向きは崩壊時のミュオンスピンの向きと相関を持つ
（図2（a））10）．前方と，後方へ放出される陽電子数の比を
観測し（asymmetry），これにより，ミュオンのスピン
偏極の変化を検出すると（図2（b）），asymmetryの時間
変化から，ミュオンの感じる磁場の情報を得ることがで
きる．
　ミュオン自身がスピンをもつことから，磁化率測定な
どと異なり，外部磁場をかけないでも，試料内の磁場の

紀後半には，加速器を用いて，ミュオンを人工的に作り
出すことが可能となり，現在，日本，イギリス，カナ
ダ，スイスの4か国でミュオン実験施設が稼働してい
る．日本の大強度陽子加速器施設（J-PARC）内の物
質・生命科学実験施設（MLF）にあるミュオン実験施
設は，世界最大のミュオンパルスビーム強度を実現して
いる．
　ミュオンを人工的に作り出すことが可能になると，素
粒子物理学の研究とともに，スピン偏極したミュオン
ビームを利用する物性研究，ラジカル化学研究などが展
開された．また，負ミュオンを用いた非破壊分析手法が
実用化され，はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウ
のサンプルの分析，刀などの文化財の非破壊分析への応
用も進んでいる2）．
　ミュオン科学の生命科学分野への応用は，早い段階か
ら意図され，1990年台にカナダのTRIUMFにおいて，
一連の生体関連物質のミュオン実験が行われた3）．世界
初のパルスミュオン施設をKEKに建設し，「ミュオンラ
ジオグラフィーの開拓と大規模構造体の非破壊的研究」
で2019年日本学士院賞受賞された永嶺氏は，トランス
─ポリアセチレンに代表される鎖状高分子化合物におい
てソリトンが高分子鎖に沿って移動する現象に着目し，
トランス─ポリアセチレンにミュオンを照射して生成す
るミュオニウム化ラジカルを用いて，ソリトンの移動が
引き起こす磁場のゆらぎを，ミュオンスピンの緩和を通
してモニターできることを明らかにした（ミュオン電子
ラベル法）4）．さらに．鳥養氏らとの共同研究として，こ
の手法による蛋白質や，核酸における電子移動の検出を
目指した先駆的な試みを報告している5）．また，2017年
には，ライデン大学のグループを中心にアルツハイマー
病にかかわるといわれているフェリチンを，ミュオン
ビームを用いて解析するという医療応用研究も報告され
た6）．J-PACにおいても，この数年来，生体分子をター
ゲットとした課題申請が増加してきている．しかし，生
体高分子の複雑さに阻まれ，生命現象をターゲットとし
たミュオン解析手法は未だ確立できていない状況にあ
る．このような背景のもとに，永嶺氏らとの共同研究と
して，ミュオンスピン回転・緩和・共鳴法（mSR）の生
命機能解析への展開を目指した研究に取り組んできた．
　生体高分子の研究にmSRを生かすためには，まず，生
体分子のどこに，どのような状態で，ミュオンが停止す
るかを明らかにする必要がある．タンパク質に注目し，
2017年からその構成要素であるペプチド結合およびア
ミノ酸のmSR実験をMLFにおいて開始した．2019年か
らは豊田理化学研究所の客員フェローとして研究を推進
し，mSR実験と理論化学計算を併用した解析により大き
な進展を得たので報告する．

図１ ミュオニウム（Mu）とミュオニウム化ラジカルの生成．
（a）	m+は電子を捕獲しMuとなる．
（b）	Muが不飽和結合に付加してミュオニウム化ラジカルが生

成される．
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様子を知ることができる点に特徴がある（零磁場測定）．
また，偏極したミュオンスピンの方向に沿った磁場（縦
磁場）を印加し，ミュオンスピンを内部磁場からデカッ
プリングすることにより，内部磁場の大きさの情報を得
ることができる．一方，ミュオンスピンの偏向方向に垂
直な磁場（横磁場）をかけ，歳差運動の周波数を測定す
ると，電子との束縛状態にあるミュオニウムと，ミュオ
ンとでは，ラーモア回転周期が約100倍異なるので，試
料内のミュオンとミュオニウムの量比の同定が可能であ
る．
　生体分子は磁性を持たない分子がほとんどである．し
かし，ミュオンスピンの緩和は周囲の水素原子などのも
つ核磁気モーメントがつくりだす核双極子磁場により引
き起こされることから，停止位置近傍の水素原子の核ス
ピンの揺らぎをモニターすることができる．さらに，電
子スピンの揺らぎや，ミュオン（m+）自身の揺らぎ（H+

の揺らぎに対応）も緩和に反映される．本稿では零磁
場，縦磁場，および弱い横磁場をかけた実験を行い，理
論化学計算を併用して，ミュオン，ミュオニウム，ミュ
オニウム化ラジカルの生成比，停止位置，ダイナミクス
についての解析を行った．

３．タンパク質の構成単位であるアミノ酸における	
３．ミュオンの停止位置と停止状態の解析

　グリシンは，側鎖が1原子の水素のみからなる最も簡
単なアミノ酸である．グリシンの構造式を図３に，結晶
構造を図４に示す11）．グリシンは多形が知られている
が，単斜晶系，空間群P21/nの結晶を粉砕して測定に用
いた．アミノ酸は，水素イオン濃度が中性付近の水溶液
中で双性イオン構造をとるが，グリシンは，結晶内でも
カルボキシル基のプロトンがアミノ基へ移動して（図3
（b）），イオン化したカルボキシル基（COO–）とアミノ
基（NH3

＋）がイオン結合性の水素結合を作っている．
　粉末結晶状態のグリシンにミュオンを照射して得られ
たmSRスペクトルを図５に示す．零磁場（zero field：
ZF）下での緩和スペクトルと横磁場（transverse field：
TF）2 mT下でのスペクトルより，シグナルの主成分は

m+として停止した成分（D成分）に由来すると結論され
た．100 mT程度の縦磁場印加によりasymmetryの微増
がみられ，ミュオニウム化ラジカル成分（R成分）もわ
ずかに存在するとみられる．
　結晶内でグリシンが双イオン性構造であることを考え
ると，m+はCOO–に付加したと推定される．ミュオニウ
ムは不飽和結合にラジカル付加するので，グリシンのも
つカルボキシル基のC=Oにミュオニウム化ラジカルが
生成する可能性も考えられるが，実験より，その生成確
率は低いことが明らかになった．
　一方，タンパク質を形成するアミノ酸の中で，機能部
位に存在し，タンパク質の機能に大きくかかわっている
のは芳香族アミノ酸である．ヒスチジン，チロシン，ト
リプトファン（図６）のmSRスペクトルを図７に示す．
　トリプトファンでは，m+成分（D成分）はわずかで，
多くはミュオニウム化ラジカルを形成している（R成

図２	（a）	m+の崩壊で放出される陽電子の角度分布10）．
  緑矢印　ミュオンスピンの向き．
	 （b） 試料に対する陽電子検出器の配置．
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図３	（a）	グリシンの構造式．
	 （b） 双性イオン構造．CO2

–の2つのC-O距離はほぼ等しく，
負電荷は非局在化している．
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図５ グリシン（微結晶）のミュオンスピン緩和スペクトル．
 R　ミュオニウム化ラジカル成分；D　m+成分；黒　横磁場（TF）

2 mT；赤　零磁場（ZF）；他色　縦磁場（LF）下より上へ0.7, 
1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 8.5, 22.8, 61.0, 200, 395 mT．

図４ グリシンの結晶構造（単斜晶系，空間群P21/n）11）．

 中央分子の関与する水素結合を水色破線で，最近接酸素原子
対（分子間O･･･O距離3.1 Å）を緑色両矢印線で示す．
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分）という結果がえられた（図7（a））．グリシン同様，
結晶内でトリプトファン分子の末端はイオン化して
COO–，NH3

+となっている．グリシンではミュオニウム
化ラジカル成分がほとんど観測されなかったことと対照
すると（図５），ミュオニウム化ラジカルは，トリプト
ファンの側鎖の窒素を含む芳香族環（インドール環）の
部分に形成されたと結論される．また，COO–にm+とし
て停止するよりも，インドール環へラジカル付加して停
止する確率が高いことが示された．
　ヒスチジンでは，m+に由来するシグナル（D成分）と
ミュオニウム化ラジカルに由来するシグナル（R成分）
の比は，1:1.2程度で，トリプトファンと比べて，m+成
分がかなり多い（図7（b））．ヒスチジンの側鎖のイミダ
ゾール環の窒素はプロトネーションが起こる部位であ
り，m+付加が予測される．グリシンのmSRデータを参
照すると，分子の末端のCOO–に停止するm+も存在する
と予想され，イミダゾール環の窒素に停止するm+との比
率を見積もる必要がある．窒素原子に停止していれば，
m+のスピン緩和に対する窒素原子の核スピンの影響があ
るはずで，15N置換体との比較などを行うことにより，
この点を明確にしていく必要がある．
　チロシンでは，m+成分（D成分）と，ミュオニウム化
ラジカル成分（R成分）由来のシグナルが，約1:2.5程
度であり，ミュオニウム化ラジカル成分が主成分ではあ
るが，m+成分の比率がトリプトファンと比べると多い
（図7（c））．ベンゼン（C6H6）では，ミュオン照射によ
り生成する成分の約65%はミュオニウム化ラジカルで

あるが，m+の成分も15%程度観測され，また，水酸基
を持つエタノール（CH3CH2OH）では，m+が主成分で
あることが報告されている12）．従って，チロシンにおけ
るミュオニウム化ラジカル成分は，フェニル環の不飽和
結合部分に生成したとみられが，m+の停止位置の候補と
しては，分子の末端のCOO–，芳香環（–C6H4–），水酸
基（–OH）の3か所が挙げられる．これらのうち，m+が
水酸基に停止したならば，水酸基の水素原子と近距離に
なることを反映したoscillationが観測されると予測され
る（次節参照）．

４．ペプチド結合におけるミュオンの	
４．停止位置と停止状態の解析

4.1.	 ペプチド結合のmSRスペクトルの縦磁場依存性
と零磁場スペクトルの温度依存性

　タンパク質はアミノ酸が， ペプチド結合によりつながっ
た高分子である．ペプチド結合へのミュオンの停止位置
および停止状態を知るために，ペプチド結合をもつ最も

図６ トリプトファン（a），ヒスチジン（b），チロシン（c）の分
子構造．

(a)

(b)

(c)

	（a）

	（b）

	（c）

図７ 芳香族アミノ酸のミュオンスピン緩和スペクトル．
 （a）トリプトファン．（b）ヒスチジン．（c）チロシン．
 Rミュオニウム化ラジカル成分；D　m+成分；下から上へZF, 

LF 0.45, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.5 13.9, 22.8, 37.3, 61.0*, 100 
mT（*トリプトファン，チロシンのみ）．
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	（b）

	（c）
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簡単な分子といえるN─メチルアセトアミド（NMAA：
CH3CONHCH3）（図8（a））のmSR実験を行った．
　NMAAは，ペプチド結合間の水素結合により，結晶内
で一次元鎖を形成している（図8（b））13）．274 Kでorder-

disorder転移が起こる．高温相は低温相と比べてa軸長
が1/2となり，乱れを持つ構造（図8（c）上図と下図の重
ね合わせ）となり14），301 Kで融解する．高温相の構造
の乱れは水素結合した分子鎖の並進的な変位に由来する
とみられる．
　95 KのmSRスペクトルを図９に示す．ZFおよびTF 2 

mTで観測されたシグナルは，m+成分に由来する（D成
分）．ミュオニウム化ラジカル成分は，水素原子等の核
磁気モーメントに由来する内部磁場により，速い時間ス
ケールで緩和して，ZF下では観測できない．しかし，LF

印加により内部磁場からデカップルされ，次第に観測に
かかるようになり，LFの大きさに依存してasym metry

値が増加する（R成分）．両成分の量比は1:2程度と見
積もられる．また，NMAAのZF緩和スペクトルは指数
関数的な減衰となっており，グリシン（図５）と比べて
動的性格が強い．
　分子構造に基づく考察より，ミュオニウム化ラジカル
は，ペプチド結合のカルボニル基（C=O）へMuがラジ
カル付加して生成したと考えられる（図10（b））．一方，
ペプチド結合は，カルボニル基のOが負に，NH基のH

が正に分極した共鳴構造を持つので，m+成分はO–の近
傍にm+が停止した構造（C=O– m+）に由来するとみられ
る（図10（a））．この推定を検証するため，DFT計算を
行った．これについては，次節に記載する．

　次に，NMAAは，温度に依存した転移が274 Kに存
在することから，ZFスペクトルの温度依存性を調べた
（図11（a））．150 K以下ではZFスペクトルに変化は見ら
れないが，160 K近傍から2つの変化が生じた．一点目
は，t = 0におけるasymmetryの増加である．もう一点
は，250 K前後で2～6 m領域にみられる変化である．こ
の変化は，X線回折実験により報告されている転移温度
（274 K）14）より100 K近く低い温度で起こり始めた．
　TF 2.3 Gの測定において，Muのラーモア回転周波数
に相当するシグナルは，低温（50 K）では観測されな
かったが，200 K～ 290 Kではこれが観測されるように
転じた（図11（b））．Muに由来するシグナルが加わった
ことが，t = 0におけるasymmetry値の増加の原因とい
える．低温では，遊離のMuが存在しない，もしくは電
子を捕獲しているMuは周囲の核スピンの影響を受けて
瞬時にスピン偏極が失われるので，観測されなかったと
みられる．200 K以上の温度領域でMuのシグナルが観
測されたことは，低温とは異なるサイト（準安定位置）
にMuが停止した可能性を示唆しており，今後の検討課
題である．一方，図11（a）において矢印を付した2～ 6 

m領域の変化は，フッ素化合物のmSRで観測されている
oscillationに対応している可能性が考えられた．フッ素
化合物のmSRにおいて，フッ素（核スピン1/2）の極近
傍にm+が停止し，F– m+もしくは，F– m+– F構造が出現
すると，近接するFの核磁気モーメントが作り出す双極

図８ N─メチルアセトアミド（NMAA）の結晶内の分子配置と結晶
構造．水素結合を水色破線で示す．
（a）	NMAAの構造式と結晶内での分子配向．
（b）	秩序相．水素結合により分子が一次鎖を形成 13）．
（c）	disorder相14）．結晶構造解析により上図と下図が重ね合

わさった構造が得られる．秩序相における赤円内と水色
円内の分子の重ね合わせに相当しており，水素結合鎖に
沿い，並進的な位置の乱れが起きているモデルで説明さ
れる．

	（a） 	（b） 	（c）

図10 N─メチルアセトアミドのペプチド結合へのミュオン（m+）の
付加構造（a）とミュオニウム（Mu）の付加により生成する
ミュオニウム化ラジカル構造（b）．

(a) (b)

+ Muµ

	（a） 	（b）

図９ Ｎ─メチルアセトアミドのミュオンスピン緩和スペクトル（95 
K）．

 R　ミュオニウム化ラジカル成分；D　m+成分；黒　横磁場（TF）
2 mT；赤　零磁場（ZF）；他色　縦磁場（LF）下より上へ2.0, 
5.0, 13.9, 100, 200, 300, 395 mT．
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子磁場の影響で特徴あるoscillationが観測される15）．
NMAAにおいては，水素原子（核スピン1/2）の極近傍
にミュオンが停止するサイトが出現したことを示唆して
いる．この仮説に立ち，スペクトルのフィッティングを
行ったところ，水素の極近傍に停止したミュオンからの
シグナルは，m+成分由来のシグナルの2割程度を占め，
m+と水素原子の距離は1.2～ 1.5 Åと見積もられた．こ
こまでの議論で想定してきたペプチド結合のカルボニル
基の酸素にm+が付加した構造では（図10（a）），最近接
の水素はメチル基（-CH3）の水素原子で，m+–H距離は
2.3 Å程度である．一方，m+がペプチド結合の窒素原子
に付加すると，窒素原子にはもともと水素原子が結合し
ているので（図10），m+と水素原子の距離は1.7 Å程度
と推定される．このような250 K近傍でのoscillation成
分の出現は，ペプチド結合をもち，order-disorder転移
が起こらないトリグリシン（NH3

+CH2CONHCH2CONH 

CH2COO–）でも観測されたことから，ペプチド結合に
特有の現象の可能性が高い．そこで，ペプチド結合への
m+の停止位置と停止状態を検討するため量子化学計算を
開始した．その結果を次節に記載する．
4.2.	 NMAAにおけるミュオン，ミュオニウムの停止

位置，停止状態についての理論計算
　NMAAにおけるミュオンおよびミュオニウムの停止
位置を議論するために，ミュオン付加に対応するH+付
加（プロトネーション）と，ミュオニウム付加に対応す

る水素付加についての量子化学計算を北里大学理学部神
谷健秀博士との共同研究として進めている．
　まず，孤立分子についてDFT計算を行った（図12）．
計算には，Gaussian1616）．を使用した．基底関数として
B3LYP/6-31G（d, p）を用いて構造最適化を行い，B3LYP/ 

6-311++G（2d, 2p），wB79XD/6-311++G（2d, 2p）を用い
たエネルギー計算も併せて行った．H+付加については，
カルボニル基の酸素原子に対してH+付加が起こる構造
が，窒素原子に対して起こる構造よりも約70 kJ/mol安
定との結果が得られた．なお，酸素原子に対するH+付
加において，H+がペプチド結合の窒素原子に対してト
ランス位にある構造がシス位にある構造よりも約10 kJ/

mol安定となった．酸素原子にH+付加が起きてもペプ
チド結合の平面構造は保持されており，C=O結合は二
重結合性を残している（図12（b））．
　一方，水素付加については，予想通り，カルボニル基
にMuが付加した構造が安定構造としてえられ，水素が
酸素の側に付加する構造が，炭素に付加する構造よりも
安定との結果となった（図12（c））．カルボニル基の二
重結合性は失われ，分子は非平面構造となり，C-O結合
についての回転障壁は~5 kJ/mol程度と極めて低い．
ミュオンの質量はプロトンの約1/9であることを考える
とC-O結合周りの内部回転は容易に起こると予想され
る．

　mSRの温度変化実験において，250 K近傍で，窒素原
子にm+が停止した分子種の出現が示唆されたが，孤立分
子についての計算結果では，酸素原子への付加体と窒素
原子の付加体へのエネルギー差は約70 kJ/molあり，窒
素原子への付加体の出現を説明できない．そこで，次の
ステップとしてプロトン付加について，結晶構造モデ
ルを用いた計算をONIOM法17）を用いて進めている．
NMAAの結晶構造に基づいて，58分子からなる系を作
り，PM7で構造安定化計算を行い初期構造とした．次
に，中央の2分子はwB79XD/6-31++G（d, p）を用いて求
めたプロトン付加構造をもとにQM計算，この2分子を
取り巻く第1層の14分子はPM7で最適化，この外側の
第2層の42分子は初期値に固定した（図13）．

図12 N─メチルアセトアミド（孤立分子）（a）についてDFT計算
で得られたプロトン付加構造（b），および水素付加により生
成するラジカル構造（c）．

	（a） 	（b） 	（c）

図11	（a）	 N─メチルアセトアミドの零磁場下のスピン緩和スペクト
ルの温度依存性（0～ 12 ms）．黒　95；赤　145；緑　195；
青　250；赤紫　293 K．矢印　水素原子と近接したサイト
の出現に由来するとみられるoscillation成分．

 （b）	 270 KでのmSRスペクトル（0～ 4 ms）　赤　縦磁場2.3 
G；黒　零磁場．

	（a）

	（b）
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　現時点で採用している結晶様構造モデルにもとづく計
算では，プロトンの酸素への付加，窒素への付加いずれ
においても，付加したプロトンが周辺分子と水素結合を
形成するように分子配向が変化し（図14），両付加体の
エネルギー差が2 kJ/mol程度まで減少した．ONIOM法
で用いる基底関数，および，固定領域と可変領域の設定
などについてのさらなる検討を進めているが，実験デー
タに基づく低温では最安定構造である酸素への付加体の
みが存在し，250 K近傍では，窒素に付加した分子種が
加わるという仮説をよく説明する結果となった．また，
酸素へのH+付加体において，水素結合O–H+･･･Oのポ
テンシャルはフラットに近いという結果が得られた．こ
れは，O– m+･･･O（水素結合に相当）に沿ったm+の運動
性が高いことを示唆しており，NMAAのm+に由来する
緩和スペクトルが，指数関数的な減衰となっており（図
９），グリシン（図５）と比べて動的性格が強いという
実験結果をよく説明する．

５．まとめと今後の展望
　タンパク質の構成要素であるペプチド結合および芳香
族アミノ酸等について，ミュオンの停止位置および停止
状態の解析をm+SR実験，理論計算両面から行った．
　芳香族アミノ酸であるトリプトファン，ヒスチジン，
チロシンのいずれにおいても，mSRスペクトルにはm+

成分とミュオニウム化ラジカル成分が共存したが，その
量比には明らかな差異が認められた．今後，各分子内で
のミュオンの停止位置を実験的に確定することが課題と
なっている．このうち，ミュオニウム化ラジカルの停止
位置の詳細の決定には，1～3 T程度の高縦磁場印加によ
る準位交差共鳴（Level Crossing Resonance：LCR）測
定や，高横磁場によるスピン回転周波数の測定が有効で
ある10）．後者の測定には，DCミュオン源であるカナダ
のTRIUMF，または，スイスのPSIの利用が必要であ
り，COVID-19パンデミック収束後になすべき課題と
なっている．
　一方，ペプチド結合については，m+が付加した構造の
顕著な温度依存性が，200 K近傍から融点の300 Kまで
の温度領域において認められた．この原因を探るため
に，理論化学計算を，ONIOM法を併用して行った．実
験，計算両面から，酸素原子へのm+付加が安定構造であ
るが，250 K近傍では準安定な窒素原子への付加構造が
出現した可能性が示唆された．また，酸素原子へ付加し
たm+は，揺らぎが大きいことが示された．シトクロムc

酸化酵素において，プロトン移動の一つのルートとし
て，ペプチド結合を介した機構が存在する可能性が提案
されている（図15）18）．m+は，軽いプロトンともいえる
ことから，mSRで得られたm+のダイナミクスに関する
情報は，ペプチド結合へプロトネーションした分子種の
ダイナミクスの情報を提供しており，mSRが生命現象解
明のユニークなツールとなることが示された．

図13 N─メチルアセトアミドの結晶様構造モデルについて行った酸
素原子へのプロトン付加についてのONIOM計算結果．

 赤楕円内2分子　QM計算；赤破線領域内14分子　PM7で構
造最適化；赤破線外42分子　PM7で最適化した初期構造に
固定．

図14 N─メチルアセトアミドの結晶構造様モデルを用いたONIOM
法計算により得られたペプチド結合へのプロトン付加構造．
（a）	酸素原子へのプロトネーション．
（b）	窒素原子へのプロトネーション．

 矢印　プロトン付加部位；*プロトネーション前の構造での水
素結合部位；数値　原子間距離．

	（a） 	（b）

図15	シトクロムc酸化酵素の結晶構造に基づき提案されているペ
プチド結合を介したプロトン移動18）．
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