
 蛋白質の構造揺らぎと Anfinsenの熱力学仮説 67

*平田文男　フェロー

蛋白質の構造揺らぎとAnfinsenの熱力学仮説
*平　田　文　男*

Structural fluctuation of protein,  
and Anfinsen’s thermodynamic hypothesis

*Fumio HIRATA*

　蛋白質はそのアミノ酸配列（一次構造）と適当な熱力学条件を与えると特異な天然構造に巻戻る
（フォールデイング）ことが知られている．この現象はそれを発見した功績に因んでアンフィンセンの熱
力学仮説（いわゆる「アンフィンセンのドグマ」）と呼ばれている．本フェローは，自身が提案した蛋白
質構造揺らぎの統計力学理論に基づき，アンフィンセンの熱力学仮説を理論的に証明することに成功し
た．この理論によれば，蛋白質の構造揺らぎの確率分布はガウス分布をとっており，蛋白質の巻き戻り
過程は熱力学条件の変化に伴うガウス分布の一次モーメント（平均値or平衡構造）および二次モーメン
ト（揺らぎの分散）の変化として記述される．
 The thermodynamics hypothesis, casually referred to as “Anfinsen’s dogma,” is described theoretically 
in terms of a concept of the structural fluctuation of protein, or the first moment (average structure) and 
the second moment (variance and covariance) of the structural distribution. The new theoretical concept 
views the unfolding and refolding processes of protein as a shift of the structural distribution induced by 
a thermodynamic perturbation, with the variance-covariance matrix varying. Based on the theoretical 
concept, a method to characterize the mechanism of folding (or unfolding) is proposed.

序
　我々生物の体内では酵素やイオンチャネルなど様々な
蛋白質がそれぞれの役割（機能）を果たすことによって
生命活動を営んでいる．蛋白質がその機能を果たすため
には，ある特異な天然構造（平衡構造）とその周りの揺
らぎが重要な役割を演じる．例えば，酵素は生体内で起
きる化学反応の触媒として機能する蛋白質であるが，そ
れが触媒として働くためには，基質分子（酵素によって
変換される化学種）をその活性部位（空孔）内に取り込
まなければならない．しかし，活性部位への基質分子の
結合にとっていわゆる平衡構造（最安定構造）が最も適
しているとは限らない．最安定構造の活性部位の入り口
が閉じた状態では，基質分子は侵入することができない
からである．むしろ，平衡構造よりはポピュレーション
の少ない「揺らいだ構造」であれば基質を入り込むこと
ができる場合がある．（その方がより一般的である．）一
方，化学反応によって生成された新しい化学種は蛋白質
外に排出されるが，それに伴って，蛋白質はもとの立体
構造を回復しなければならない．そうでなければ，次の

サイクルの化学反応を触媒することができないからであ
る．このことは蛋白質の構造揺らぎが「線形」であるこ
とを示唆している．（もし，非線形であれば，蛋白質の
構造は塑性変形（plastic deformation）を起こし，元に
は戻らない．）
　それでは， 何故，蛋白質の構造揺らぎは線形なのだろ
うか？　その理由はふたつある．ひとつは多自由度の確
率変数に普遍的に成り立つ「中心極限定理」である．1）　蛋
白質は小さなものでも10000個以上の原子から成り立っ
ており，その運動は水分子からの揺動力を受けて確率過
程とみなすことができる．この確率過程に対して中心極
限定理が成り立っているのである．中心極限定理は揺ら
ぎが線形であること，別の言葉で言えば，その確率分布
が正規分布（ガウス分布）であることと同義である．
　蛋白質の構造揺らぎが線形になるもうひとつの理由は
「水」である．蛋白質の構造安定性にとってその二次構
造（α-Helixやβ-sheet）を支える骨格原子間の水素結合
が中心的役割を演じている．天然構造から変性状態への
転移のように蛋白質構造が大きく変わる場合，当然，多
くの（分子内）水素結合は切れなければならない．も
し，真空状態でそういう変性が起きたらどうなるだろ
う．そのような変性は塑性変形を引き起こし，熱力学条
件を天然条件に戻したとしても，もとには戻らないだろ
う．しかし，周囲の環境が水であれば，変性条件におい
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て切断された分子内・・・水素結合は水分子との分子間・・・水素結
合で補償され，天然条件に戻すと元の分子内水素結合を
回復することにより，天然構造に戻ることができる．
　本フェローはこれまで蛋白質水溶液の位相空間の解析
に基づき，蛋白質の天然構造周りの揺らぎを記述する一
般化ランジェヴァン方程式を導いた．2）　その方程式は蛋
白質の構造揺らぎが「線形」であることを示している．
さらに，その理論と線形応答理論を組み合わせることに
より，温度，圧力，変性剤濃度などを変えた場合の蛋白
質の構造変化を求める新理論を提案した．3）　本研究では，
この理論を蛋白質のフォールデイング問題に適用し，い
わゆるAnfinsenのドグマ（熱力学仮説）に対する理論
的証明を与えたので，ここに報告する．4）

Ⅰ．Anfinsenの熱力学仮説とLevinthalの
Ⅰ．パラドックス

　Anfinsenの熱力学仮説は俗に「Anfinsenのドグマ」と
呼ばれる仮説である．例えば，Wikipediaでは下記のよ
うに紹介されている．
 “Anfinsen’s dogma is a postulate in molecular biology that, 

at least for small globular proteins, the native structure is 

determined only by the protein’s amino-acid sequence.” 

　すなわち，「蛋白質の天然構造はアミノ酸の配列のみ
によって決定される」というのが一般的な理解である．
しかし，この理解は「アンフィンセンの仮説」に対する
全くの誤解に基づいている．アンフィンセン自身の説明
は下記のとおりである．
 "This hypothesis states that three-dimensional structure of 

a native protein in its normal physiological milieu (solvent, 

pH, ionic strength, presence of other components such as 

metal ions or prosthetic groups, temperature, and other) is 

the one in which the Gibbs free energy of the whole system 

is lowest; that is, the native conformation is determined by 

the totality of interatomic interactions and hence by the 

amino acid sequence, in a given environment.” 5)

　すなわち，適当な熱力学条件（環境）を与えれば，蛋
白質の特異な三次元立体構造がその一次構造（アミノ酸
の配列）によって決定されるという仮説である．しか
し，いずれにしても分子レベルでの生命現象の中で最も
神秘的な事象であることに変わりはない．
　蛋白質のフォールデイングを論じる上で避けて通るこ
とができないもうひとつの問題がある．それは俗に言う
「Levinthalのパラドックス」である．Levinthalは以下の
ような思考実験を行って，完全に変性した蛋白質が天然
構造に折り畳むには天文学的な時間がかかることを示し
た．6）

　今，100個程度のアミノ酸からなる蛋白質を考える．
「折り畳み」のような大きな構造変化に関わる自由度は

ペプチド結合周りの二面角であり，その可能な角度はひ
とつのアミノ酸当たり三つある（一つのトランスと二つ
のゴーシュ）．そうすると，100個のアミノ酸をもつ蛋
白質では，その可能な構造の数は～3100になる．もし，
ひとつの二面角の変化に10–9秒程度の時間がかかるとす
ると，蛋白質の折り畳みに3100×10–9～1040秒の時間を
要することになる．（ここでは，二面角の変化に要する
時間を～10–9秒としたが，それを～10–12秒としても事情
は変わらない．水の自由度を考慮すれば，蛋白質内の二
面角がピコ秒程度で変化することは絶対にあり得ないが
･･･．）しかし，Anfinsenを含む多くの研究者による実験
結果は蛋白質が試験管内において～10–3から～103秒程度
で折り畳むことを示している．これがLevinthalのパラ
ドックスと呼ばれるものである．
　このパラドクスを解くために，Levinthal自身および
その後の実験家の多くは，いわゆる「折り畳み経路
（folding pathway）」モデルを提唱している．すなわち，
蛋白質の構造変化はランダムに起きるのではなく，ある
経路に沿っておきるというモデルである．7）　一方，それ
とは異なる理論モデルがP. Wolynesおよびその追随者達
によって提唱され，現在，この分野の国際舞台を席巻し
ている．「エネルギー地形モデル」あるいは「ファネル
モデル」と名付けられているこのモデルは蛋白質の天然
構造のエネルギーが変性状態に比べて圧倒的に低い（安
定）ということを仮定したモデルであり，そのモデルの
妥当性そのものに疑問が残る．8）

　本フェローは，これらのモデルとは全く異なる蛋白質
のフォールデイング概念を最近のJCP誌上で提案したの
で報告する．（ここで，「モデル」という言葉を使わず，
あえて「概念」とした理由は，次節以降で明らかにな
る．）4）

Ⅱ．蛋白質の構造揺らぎの理論
　新しい蛋白質フォールデイング概念の出発点は，Kim
およびHirataが一般化ランジェヴァン理論に基づいて導
いた「蛋白質構造揺らぎ」の運動方程式である．2）（この
節および次節の記述は2016年度の報告と一部重複する
が，説明のため再度記述する．）

  d2∆Rα（t）
 Mα  ̶ ̶̶̶ = –kBTΣ （L–1）αβ・  dt2

  β

    Pβ（s）
 ∆Rβ（t） – ∫

0

t

dsΣ  Γαβ（t – s）・ ̶ ̶̶ + Wα（t） 

（1）

   β Mβ

ここで，∆Rα（t）は蛋白質内の原子αの平衡位置からの変
位（∆Rα（t）= Rα（t）–〈Rα〉），すなわち “揺らぎ” を表して
いる．この式はランジェヴァン方程式の形式をもってお
り，右辺第1項は変位に比例する復元力，第2項は原子
の速度に比例する摩擦力，また第3項には周りの溶媒か
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らの揺動力が含まれている．この右辺第2項と第3項を
無視すると，この方程式は形式的に連成調和振動子の式
になっている．興味深いのはこの第1項が変位に比例す
る復元力の形式（フック型）をもっていることである．
通常（真空中）の連成系の場合，それを調和振動子とし
て取り扱うためには，“微小振動” という仮定を置く必
要がある．そうすると，力の定数はポテンシャルエネル
ギーの原子座標に関する2階微分で与えられる．（ポテ
ンシャルを原子変位で展開した場合の2次項）しかし，
本方程式の導出においては一切そのような仮定を置いて
いない．本理論において変位に比例する復元力項は蛋白
質と溶媒を含むすべての原子座標に関する統計平均の結
果として自然に導かれたものである．そして，その “力
の定数 ” は蛋白質の揺らぎの分散・共分散行列
（〈∆R∆R〉）によって下記の様に表現される．

 kBTL–1 ≡  kBT〈∆R∆R〉–1 （2）

当然，この分散・共分散行列における統計平均〈･･･〉は，
蛋白質内の原子座標だけではなく溶媒原子を含む全系の
座標に関する統計平均を意味する．我々は真空中の “調
和振動子” との類推から，この “力の定数” に対して下
記の定義を与えた．

  ∂ 2F（{R}）
 kBT（L–1）αβ = ̶̶̶̶̶  （3）
  ∂∆Rα∂∆Rβ

ここで，F（{R}）は蛋白質の自由エネルギー曲面であ
り，蛋白分子内の原子間相互作用エネルギー（U（{R}））
と溶媒和自由エネルギー（∆µ（{R}））の和として，次式
で与えられる．

 F（{R}）= U（{R}） + ∆µ（{R}） （4）

水溶液中の蛋白質構造の平衡点（安定点）がその自由エ
ネルギー曲面の最小点であることを考慮すると “力の定
数” に関するこの定義は極めて自然であろう．この水溶
液中の蛋白質の自由エネルギー曲面は本フェローが発展
させてきたRISM理論および3D-RISM理論に基づいて
蛋白原子座標の関数として求めることができる．した
がって，“力の定数” も（3）式から求めることができる
ことになる．

Ⅲ．蛋白質構造のガウス分布と線形応答理論
　さて，蛋白質の構造揺らぎの復元力が変位に比例する
形で（1）式のように表現できるということは，その自
由エネルギー曲面は変位の二次形式で下記のように表現
できるということを意味する．同時に，その揺らぎは線
形であり，またその確率分布はガウス分布であることを
意味する．

 F（{∆R}）= 1–
2 

kBT Σ  ∆Rα・（L–1）α , β・∆Rβ  （5）
  α , β

蛋白質の構造揺らぎがガウス分布をとることは決して自
明ではない．我々が導いた（1）式によって初めて明らか
になったことである．一方，（後で分かったことである
が）実験的にはその証明がすでに行われていた．それは
片岡および後藤による溶液X線小角散乱の実験結果であ
る．9）

　片岡等は溶液内蛋白質（ミオグロビン）の様々な状態
（天然構造，モルテングロービュル状態，完全変性状態
など）のX線小角散乱実験を行ない，その平均自乗変位
（MSD）を波数ベクトルの自乗に対してプロットした．
（Guinierプロット）そうすると，その小角部分（≤0.07A–1：
実空間では，≥90A）は蛋白質の状態に関わり無く直線
になることを示した．Guinierプロットの小角領域は蛋
白質のグローバルな構造に対応しているから，片岡等の
実験は蛋白質のグローバルな構造揺らぎがその状態に関
わり無くガウス分布をとることを示している．
　蛋白質のグローバルな構造揺らぎが線形（ガウス分
布）であることは，熱力学的なパラメタ（環境）の変化
に伴う蛋白質の構造変化を記述する理論にとって巨大な
意義をもつ．それはこの問題に対して物理の一般的な方
法論である線形応答理論を適用できるからである．10）

　蛋白質水溶液に何らかの熱力学的摂動を加えたとしよ
う．そうするとその摂動によって蛋白質の構造は変化す
る．この構造変化は変分原理に基づいて下記のように求
めることができる．まず，蛋白質の自由エネルギー曲面
に摂動（f）に比例する自由エネルギー変化の項を付け
加える．

 F（{∆R}）= 1–
2
 kBT Σ  ∆Rα・（L–1）α , β・ 

（6）
  α , β

∆Rβ –Σ  ∆Rα・fα 
 α

この式に変分原理を適用することにより，摂動（f）に
よって引き起こされる蛋白質の構造変化を記述する線形
応答理論が下記のように得られる．4）

 〈∆Rα〉1 = （kBT0）–1Σ 〈∆Rα ∆Rβ〉0・fβ  （7）
  β

　上で述べた線形応答理論（静的）は圧力，温度，変性
剤濃度などの変化（熱力学的摂動）に対する蛋白質の構
造変化の記述に応用することができる．例えば，圧力変
化の場合，

   ∂∆V
–

〈∆Rα〉 = （kBT0）–1Σ 〈∆Rα ∆Rβ〉0 （̶̶̶）  P （8）
  β ∂Rβ  P, T
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上式中，Pは圧力（変化），∆V
–は蛋白質の部分モル容積，

〈∆Rα ∆Rβ〉0は非摂動系の構造揺らぎの分散・共分散行
列，そして，〈∆Rα〉は圧力変化によって引き起こされる
蛋白質の構造変化を表す．この式の物理的意味を見てみ
よう．圧力（P）を上げると部分モル体積（∆V

–）を小さ
くするように蛋白質のある原子βに変位が起きる．（ル・
シャテリエの法則）その変位は分散・共分散行列を介し
て，原子αの変位を誘起する．最終的な構造変化（〈∆Rα〉）
はすべての原子（β）に関して上記の寄与を足し合わせ
たものである．
　以上の理論的結論を概念図に示すと図１のようになる
だろう．すなわち，蛋白質構造はある圧力（P1）におい
てあるガウス分布（青色の曲線）をしており，その平衡
構造（ガウス分布の一次モーメント）および分散・共分
散行列（二次モーメント）は〈R1〉および〈∆Rα ∆Rβ〉で表
される．これに対して圧力（P2）が加わると，ガウス分
布の中心は〈R〉2に移動する（赤色の曲線）．（ここでは小
さな摂動を仮定して，分散・共分散行列は変化しないと
している．）

Ⅳ．蛋白質フォールデイングの理論
　蛋白質のフォールデイングはグローバルな構造変化で
あり，上で述べた「線形応答理論」をそのまま適用する
ことはできない．例えば，熱変性状態の蛋白質の温度を
下げて天然構造に巻き込ませる場合を考えよう．この場
合，構造揺らぎの分散・共分散行列（（7）式の応答関
数）が変化することは容易に予想できる．それは変性状
態の構造エントロピーの方が天然構造のエントロピーに
比べてはるかに大きいからである．このことは大きな温
度変化に対する構造の応答が線形では無いことを意味す
る．我々は「解析接続」の概念を応用することにより，
熱力学摂動（例えば，温度変化）に対する蛋白質の構造
応答を非線形領域に拡張した．それには，まず，熱力学

的摂動（例えば，温度）をいくつかの小さなステップに
分け，それぞれのステップ内では応答が収斂半径内に収
まるようにする．そうすると，個々のステップ内では摂
動に対する構造応答が線形の範囲に収まる．こうして，
下記の式が得られる．3，4）

 〈∆Rα〉j + 1 = （kBTj）–1Σ 〈∆Rα ∆Rβ〉j ・f j  （7）
  β 

β

この式において，添字 jは上記の分割の j番目のステップ
を意味する．
　図２に，（7）式に基づく蛋白質の構造変化を概念的に
示してある．この概念の最も重要な特徴は，フォールデ
イング過程を一個・・の蛋白質の構造変化と捉えるのではな
く，蛋白質集団（アンサンブル）の分布（ガウス分布の
一次モーメントと二次モーメント）の変化と捉えること
である．第Ⅱ節で述べたように，蛋白質集団がガウス分
布をとることは「仮定」やモデルなどでは無い．それは
位相空間における蛋白質水溶液の時間発展方程式（一般
化ランジェヴァン方程式）に基づく理論的帰結であり，
確率過程に対して幅広く成り立つ「中心極限定理」の表
現でもある．

　ここで提案された蛋白質フォールデイングの概念は
Levithalのパラドックスに対する回答も与える．先に述
べたように，Levithalのパラドックスは一個・・の蛋白質の
折り畳み過程に伴う二面角の変化の解析に基づいてい
る．その場合は確かにLevithalが指摘するように，蛋白
質の折り畳みには天文学的な時間を要するだろう．一
方，我々の概念では（～1020個ほどもある）蛋白質集団
の分布（ガウス分布）の変化を問題とする．この分布の
変化にはそれほど長い時間を要しないだろう．今，ある
温度で平衡になっている構造分布を考えよう．その分布
の中心にある最安定構造は当然ながら多数派を形成して
いる．しかし，中心から少しだけ揺らいだ位置（構造）
にも（最安定構造ほどではないが）多数の構造が分布し

図１ 圧力変化に対する蛋白質の構造応答を表す概念図．
 横軸（{R}）は蛋白質の構造（原子座標）を，縦軸はその構

造の確率分布を表す．（実際の分布はこのように単純な分布で
はなく，分散・共分散行列の異なる多数のガウス分布の重ね
合わせである．）

図２ 蛋白質の構造転移を表す概念図．
 {RN}および{RD}はそれぞれ天然構造および変性状態を意味

する．
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ているに違いない．それらの揺らいだ構造の二面角の分
布は最安定構造とそれほど違わないだろう．したがっ
て，小さな熱力学的摂動に伴う少数の二面角の変化に
よって，分布の中心が摂動を与える以前の揺らいだ構造
に移動することができる．この分布の移動にそれほど長
い時間は要しないことは容易に想像できる．（少なくと
も天文学的な時間は要しない）蛋白質のフォールデイン
グはこのようなプロセスにより行われていると考えれば
Levithalのパラドックスは解決する．
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