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1.	イントロダクション  

テラヘルツ(THz)とはその名の通り、1012(1 兆)ヘルツを表

す周波数の単位である。近年、研究が進められているテラ

ヘルツ波はおよそ 0.1〜10THz の周波数の電磁波を指し、

遠赤外線とミリ波・マイクロ波の間の境界領域に存在する。

この研究室では、テラヘルツ波を用いた分光法に関する研

究が行われている。分光法の例として、広く用いられてい

る赤外分光(IR)は、赤外線を照射し、物質の分子振動によ

る吸収スペクトルを解析することで、官能基を同定するの

に適している。我々は、赤外線とは異なる領域の電磁波で

あるテラヘルツ波を照射し、物質がどのように応答するか

を解析することで、物質を異なる側面(結晶の格子振動、

分子のねじれ振動など)から観測しようと試みている。 

今回私は、テラヘルツ時間領域分光法(terahertz time-domain 

spectroscopy: THz-TDS)により、ペプチドの物性を測定した。

THz-TDS装置の基本構成図は以下の通りである。 

 
図 1. THz-TDS装置の構成図 

フェムト秒(1000兆分の 1秒)レーザーから放射された光パ

ルスがビームスプリッターにより、テラヘルツ波を発生さ

せるポンプ光と検出するプローブ光に分けられる。テラヘ

ルツ波の発生および検出素子は、光パルスが到達した時の

み作動する。プローブ光の光路上には検出素子に到達する

時間を遅らせる時間遅延ステージがあり、テラヘルツ波を

検出するタイミングを僅かに変えプロットしていくこと

で、発生したテラヘルツパルス波の波形を計測することが

できる。 

 

2.	実験方法  

測定したペプチドは以下の 4種類であり、[1]と同様の番号

でこれらのペプチドを表記する。 

 

表 1. ペプチドの配列 

No. 4 13 25 27 
ペプチド

の 
アミノ酸

配列 

Boc-Dma
a-DPro-A
cpc-Leu-
OMe 

Boc-Dma
a-DPro-A
cpc-Phe-
OMe 

Boc-Dma
a-DPro-Ai
b- 
Leu-OMe 

Boc-Dma
a-DPro-Ai
b- 
Phe-OMe 

省略表記：Boc, tert-butylcarbamate; Dmaa, L-β-dimethylaminoalanine; 
Acpc, 1-aminocyclopropyl-1-carboxamide; Aib, α-aminoisobutyramide 
 

4,13には Acpcが、25,27には Aibが含まれている。この違

いが、それぞれの二次構造の違いをもたらすとされている。

4 と 13 および 25 と 27 の構成はお互いに非常によく似て

いるが 4と 25は Leuが、13と 27は代わりに Pheが含ま

れている。 

これらのペプチドをサンプルとして扱いやすくするため、

テラヘルツ波を透過しやすいテフロン 1100mgとペプチド

40mg を均一に混ぜ錠剤状にし、測定した。テフロンのみ

の錠剤も参照用のサンプルとして作り、同様に測定した。 

THz-TDS では、まずテラヘルツパルス波の波形が計測さ

れる。その後、フーリエ変換より周波数に対する強度と位

相を求める。そうすることで様々な周波数依存性の光学定



数を求めることが可能になる。ここでは吸光度係数を求め、

それぞれのペプチドの結果を比較した。サンプルは温度を

変化させて測定され、主に 300K, 200K, 100K, 65Kにて行

われた。 

 

3.	実験結果と考察  

測定された結果は以下の通りである。これらの結果は、ピ

ークの位置の標準偏差とピークの幅の平均値を比較する

ことにより、ピークの位置が測定日に依らず、それぞれの

サンプルにおいて一定であると分かっている。 

 
図 2. No.4および No.13の吸光度係数 (65K) 

 

 
図 3. No.25および No.27の吸光度係数 (65K) 

 

図 2は 4と 13の吸光度係数を比較したグラフであり、図

3は 25と 27の結果を比較したグラフである。図 2から分

かる通り、4 と 13 は非常に似たピークを 3 つ示した。一

つ目は、4の 1.15 THzと 13の 1.17 THz、二つ目は、4の

1.45THzと 13の 1.48THzだ。さらに、4の 2.29THzおよび

13 の 2.35THz にて似ているピークを示した。しかし、

1.89THz において 13 にのみ固有なピークが現れた。この

特徴は 4と 13の構造の違いによるものだと考えられる。 

一方、図 3において 25も 27も特徴的なピークではなく、

ブロードなピークを示した。特徴的なスペクトルを示さな

かった原因として、結晶構造が単一でなくピークが散在し

てしまったことが考えられる。PXRDにより、25と 27を

解析し、これらはアモルファスであったということが、そ

の考察の裏付けになっている。 

 

4.	今後の展望  

今回、興味深い結果が得られた 4,13 については、DFT 計

算をすすめ、このピークの違いがどのような振動モードや

構造の違いに起因するのか明らかにする。25,27 について

は、再結晶を行い特徴的なピークが見られるか測定する。

また、一連の実験にてスペクトルを得るのに 40mgのペプ

チドを用いた。この量を一回の測定で消費するのは非効率

的である。将来的には 3~5mg のペプチドで十分になるよ

う、錠剤の作り方を工夫しなければならない。 

さ ら に 、 新 し い ペ プ チ ド と し て No.31 

(Boc-Dmaa-DPro-Ala-Phe-OMe)が興味深いと考えられる。こ

れは 13とXRDではほぼ同じ構造を示した。仮に、THz-TDS

にて構造の違いを観測できた場合、化合物の構造解析法と

して画期的な手がかりとなるだろう。 

THz 領域でのペプチドの応答はまだ未開拓の分野である。

今後も、これらのペプチドにつき得られる特定のスペクト

ルを明らかにしながら研究がすすめられるだろう。 
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① 研究活動における日米の違い 

Rice 大への派遣の時に感じた研究活動の日米の違いとし

て、時間のフレキシブルさそのものではなく、人によって

拘束時間が異なることが当たり前だという皆の共通認識

があること、を挙げた。それは今回も感じた。 

幸か不幸か私のメンターは夜遅くまで研究をする方で、土

日も働いていたので、私も研究漬けの日々を送った。共同

研究先の有機化学の研究室は、平日はコアタイムがあり、

土曜日も働いているそうで、私が現在所属している研究室

とさほど変わらない。 

しかし Yale 大は、異なる国や地域から様々なバックグラ

ウンドを持って、多種多様な人々が学びに来る大学である。

そこには、日本人特有とも言える暗黙の了解が無く、個々

の研究スタイルが尊重されていると感じた。 

研究についての違いとしては、これは米国のスタイルとし

てくくれるものではなく、研究室によるものだと思うが、

学生主体で自由度が高いという点を強く感じた。ラボのメ

ンバーは、このラボは自分が興味のあるテーマを自ら見つ

けて研究できるので楽しいと言っていた。また、私が今回

研究したペプチドは、特にこれといった目的があったから

選んだわけではなく、学生同士の繋がりがあったため、そ

こから共同研究して見たら面白いのではないかというと

ころから始まったそうだ。ただ、自由ということは良い反

面、生産性のない結果に終わるという可能性も大いにあり、

難しい部分もあると感じた。 

最後に、米国で学ぶ上で一番魅力的なことは、皆、常にデ

ィスカッションを好んでしているということだ。些細なこ

とでも、お互いに質問し合い議論が進んでいくので、一度

に色々な視点からみんなが考えられる。皆、教授からの正

解を待たず、どんどん意見を出し自分たちで解決していく。

教授は教える立場というよりはディスカッションの一員

という立ち位置でミーティングはすすめられた。私が毎度、

賢いと感心させられるのは、意見をいうだけでなく、聴く

力がある事だ。お互いに相手の言っていることをしっかり

対等の立場で聞き、受け入れた上で議論している。教え、

教わるというスタイルが根強い日本では、あまり見られな

い光景であり、今後見習いたいと思った。 

 
最終日、メンバー全員で校舎の前にて。 

 
	 ラボのメンバーのキャリアパスについて興味があり、こ

の夏に卒業する女性の方にインタビューさせて頂いた。彼

女は将来について広い視野を持っていて、サイエンス以外

のキャリアにも興味を持っているという。しかし私生活の

ことも考え、New Havenで仕事を探すという。本当に優

秀な方なので、私は少し勿体無いと思ってしまったが、そ

れが彼女の私生活との両立のために欠かせないことなの

だろう。Rice 大でも Yale 大でも、周りにいた graduate 

studentは既婚の方が多かった。 

また、私がいたラボでは旅行に行った写真や思い出をグル

ープミーティングで皆に共有するという習慣がある。教授

もすすんで休日に行った活動について共有していた。 

今回のインターンシップでは仕事をしながら私生活を充

実させるのが当たり前という考えをさらに強く感じた。日

本の働く体制は変わろうとしているが、まだまだ家事・育

児をするために夫婦どちらか(主に女性)が仕事を辞めない

といけない、休まないといけない、という風習が根強い。

また、過労による社会問題は深刻である。これは将来のキ

ャリアについて考えるいま、米国で働くという選択肢が非

常に魅力的に見える要素の一つだ。 
 
② 米国の文化・生活面での発見や苦労 

New Havenは今まで私が滞在したことのある大都市とは

違い、大きなスーパーが周りにあまり無く、治安もあまり

良くなかった。そのため、移動手段やどこで日用品や食料

を買え揃えようか、最初のうちは困った。宿のホストはハ

ウスルールに少し厳しく、ラボの人たちは別のキャンパス



にいることが多かったので、ストレスフルで情報を思うよ

うに得られず大変だった。一人暮らしをしたことも無かっ

たので、自分の身を守るのは自分しかいないという状況も

新しく、最初の一週間は不安だらけの日々だった。 

しかし、交友関係が広がってからは、New Havenでの生

活がとても楽しくなってきた上に、深い話もできる仲の良

いセラピストの友達もできた。夏には私は、意外と新たな

交友関係を作ることを楽しんでいる、という一面を発見し

たが、今回はその子と話すことで私が今まで気がつかなか

った面を多く知ることができた。 

米国の人々は日常的に誰とでも会話をするので、タクシー、

バス、カフェなど至る所で様々な方とお話しでき、またそ

れを当たり前のように楽しむようになっていた。ただ、

New Havenは寒くて雪が多いということもあってか、ヒ

ューストンよりも少し静かで落ち着いた雰囲気がある気

がした。また、実際の数値はさておき中国人がとても多い

ように感じた。同じアジア人として仲間意識を持ち、温か

く受け入れてくれた方も多く、私も中国の歴史や文化をも

っと知りたいと思うようになった。 

 
宿のホストや同居人も中国人でした。 

 

本プログラムに参加の成果・意義 
夏は、ある程度しっかりとプログラムが組まれていて、最

終的な目標もポスタープレゼンという形で決まっていた

ため、与えられた課題をどう自分なりにこなし価値を見出

すかということが主だった。 

この春の経験は、夏とは全く違った。メンターが今後、論

文にしていきたいと考えているテーマそのものに携わる

ことができ、ラボでのグループミーティングにおいても積

極的に発表する場を与えて頂いたので、よりラボの一員と

して研究に携わることができた。しかし、あちらが長期に

わたってやる研究を手伝うということで、私個人の最終的

な目標が見えず、モチベーションを保つのが大変な時期が

あった。最終週まで最終報告書をどうするか聞いてもあま

りはっきりせず、不安な時期が長かった。 

最後まで教えて頂く事ばかりだったが、7週間、分からな

いことは一つ残らず質問し続けるという意志は貫くこと

ができた。夏以前は何をするのも自信が無く、質問をする

勇気も無かったが、夏に周りにインスパイアされ、自分が

変わり始めた。この春はその成長を存分に発揮することが

できた。夏は周りに頼っていた部分もあったので、この春

の経験を通して、一緒に乗り越える仲間がいるというのは

自分にとって非常に重要な事だと分かった。 

この春の経験を通して、自分の行動力やいろいろなタイプ

の人とうまくコミュニケーション取れる力、生活能力など、

研究だけでなく、人間力が少しつき、自信がついた。また、

自分が今まで鵜呑みにしてきた「当たり前」が、実は間違

っていた、さらに改善できる、ということに違う環境で生

活することで初めて気がつかされた、良い経験になった。 

将来については、よく言えば、職種も国も問わず、まだ広

い視野を持って考えている。何より、この一年間は、それ

までの自分にとっては考えられないような経験の連続だ

った。背伸びをし続けていればいつか身の丈になる、とい

う言葉を胸に、これからも色々なことに挑戦していきたい。

そしていつか国を問わず社会に貢献できる人間になりた

い、と強く思うようになった。 
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