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of Protein Obtained from the Incoherent Neutron Scattering
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 a variety of models and hypothesis have been proposed to interprete the temperature dependense of 
the mean square displacement (MSD) of protein, that is obtained from the neutron scattering measurement, 
but a consensus seems yet to be achieved. the most controversial point is concerned with the physics 
behind the abrupt change of gradient of MSD plotted against temperature. the phenomenon is attributed 
to different physics by different authors, such as glass transition, alpha to beta transition, harmonic to 
anharmonic transition, coupling of protein and hydrated-water dynamics, and so forth. in this report, we 
propose a theory to analyse the elastic incoherent neutron scattering (EiNS) data of aqueous solutions of 
protein, based on the generalized Langevin theory combined with the 3D-riSM/riSM equation. [B. Kim 
and F. Hirata, J. Chem. Phys., 138 (2012) 054108] the theory gives closed equations for the elastic 
incoherent structure factor (EiSF) and MSD as a function of temperature. Based on the theory, the abrupt 
change of the gradient of MSD in the temperature dependence is interpreted as an onset of “solvent-induced 
elastcity,” or “free energy elasticity,” with increasing temperature.

　タンパク質の構造揺らぎを直接検出する実験的方法のひとつに「非干渉性中性子散乱」実験があ
る．この実験から得られるタンパク質の平均自乗変位（揺らぎの大きさ）を温度に対してプロット
すると直線になるが，その傾きが約230 K付近で不連続的に大きくなる．この現象に対して「ガラ
ス転移」，「線形─非線形転移」など様々な物理的解釈が与えられているが，未だ共通の物理的描像
は得られていない．本フェローは本研究においてタンパク質の構造揺らぎに関する統計力学理論を
開発しているが，この理論に基づいて上記の現象に対する一般的物理描像を与えることができたの
で報告する．

序
　蛋白質内の構造は熱運動によって絶え間なく揺らいで
いる．蛋白質に固定した座標内でのひとつの原子の位置
をRαとすれば，その構造揺らぎは次式によって定義す
ることができる．

 ΔRα = Rα – 〈Rα〉　（α  = 1 ~ N）

ここで，〈Rα〉 はα原子の平均（平衡）位置，Nは蛋白質
内の原子数を意味する．この構造揺らぎはX線小角散乱
や中性子の非干渉性散乱から得られる平均自乗変位， 
M =Σα〈ΔR2〉，に直接反映される．この平均自乗変位を
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温度に対してプロットすると温度とともに直線的に増加
するが，その傾きは約230 K付近で急激に変化する．こ
の振る舞いをめぐって「ガラス転移」，「線形─非線形転
移」，「エルゴード─非エルゴード転移」など，様々な物
理的解釈が与えられているが未だ決着がついていない．1）

　本フェローはこれまでの研究において，一般化ラン
ジェヴァン方程式と3D-riSM理論に基づき蛋白質の構
造揺らぎに関する新しい統計力学理論を提案している．
本研究ではこの理論に基づいて蛋白質の平均自乗変位と
その温度依存性に関する新しい物理的解釈を与えたので
報告する．［F. Hirata, J. Mol. Liquid, 270 （2018） 218に既
報］

Ⅰ．蛋白質の構造揺らぎと力の定数
　蛋白質の構造揺らぎに関して本フェローがこれまでに
明らかにした重要なポイントは，構造揺らぎが「線形」
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であり，その確率分布がガウス分布をしているというこ
とである．2）　すなわち，

w（ΔR1, ΔR2, ... , ΔRN ） = 

（1） ‖A‖= √ ——— exp ［– 1–
2

 ΣΣ  Aαβ ΔRα  ΔRβ  ］
  
 （2π）3N

  α β

ここで，Aαβ は揺らぎの分散・共分散行列の逆行列であ
り，次式で定義される．

 Aαβ = 〈ΔRα ΔRβ〉–1 （2）

我々は，調和振動子との類推から，このAαβをHessian

（力の定数）と解釈した．［B. Kim & F. Hirata］ただし，
蛋白質は（真空中の振動子と異なり）水中に居るので，
水和分子の力の定数と看做し，次の表現を与えた．

   ∂ 2F（{R}）/ kBT
 Aαβ = ———————— （3）
  ∂ΔRα ∂ΔRβ

上式において，F（{R}）は水和蛋白質の自由エネルギー
であり，蛋白質内原子の相互作用エネルギー（U（{R}））
と水和自由エネルギー（Δμ（{R}））の和として，下記の
式によって表現される．

    F（{R}） = U（{R}） + Δμ（{R}） （4）

（4）式を（3）式に代入すると，溶媒中の蛋白質の力の定
数は二つの寄与に分かれる．

    Aαβ  = KE
αβ + KW

αβ （5）

ここで，KE
αβ およびKW

αβはそれぞれ「力の定数」に対する
蛋白内原子間相互作用エネルギー（U）および溶媒和自
由エネルギー（Δμ）からの寄与を表し，次式で与えられ
る．

  ∂ 2U（{R}）  ∂ 2Δμ（{R}）
    KE

αβ = ————— , KE
αβ —————— （6）

  ∂ΔRα ∂ΔRβ  ∂ΔRα ∂ΔRβ

Ⅱ．中性子非干渉性散乱と平均自乗変位
　中性子の非干渉性（弾性）散乱実験から得られる，構
造因子は次式で定義される．

            SEISF（Q, ω  = 0） ≡

        ≡∫winc（{ΔR}） exp（–iQ · ΔR）dΔR （7）

実験は粉末状にした資料に熱中性子を照射することに
よって行われる．したがって，その資料は，溶液系の場
合と同様に，空間的な等方性条件を満たしていると考え
ることができる．（7）式において，winc（{ΔR}） は本質的
には（1）式で定義される構造揺らぎの確率分布関数で
あるが，中性子に対して大きな散乱断面積をもつのは水

素原子（H）だけであること，および「非干渉性」散乱
であることを考慮すると，次のように書き換えられる．

  
n
 ΔR2

α
 

winc（{ΔR}） = （2π Lαα）–3n/2 exp ［– 1–
2

 Σ  ——— ］  α  Lαα  
（8）

ここで，αは水素原子を意味し，Lααは分散・共分散行列
の対角項を意味し，次式で与与えられる．

 　Lαα = 〈ΔR2
α〉 （9）

（8）式を（7）式に代入し，揺らぎの「等方性」を考慮
すると（7）式の積分は解析的に行うことができ，中性
子の干渉性散乱因子に対する次の式を得る．

  n LααSEISF（Q, ω  = 0） = Π exp
 （  – —— Q2 ） （10）

  α 2

あるいは対数をとって，

  n

 log SEISF（Q, ω  = 0） = – 1–
2 （ΣLαα） Q2 

  α=1

 = – 1–
2  

MQ2 

（11）

（11）式は中性子の非干渉性散乱因子が波数ベクトルの
自乗（Q2）とともに直線的に減少することを意味してお
り，実験結果と一致している．さらに，その傾き（平均
自乗変位，M）に反映される「構造揺らぎ」は温度とと
もに増大することは直感的にも明らかであるので，下図
のような振るまいが予想される．この図の振る舞いも中
性子非干渉性散乱実験の結果と完全に一致している．

Ⅲ．平均自乗変位の温度依存性
　さて，上に述べた式（2）～（6）および（9）式を考慮す
ると，平均自乗変位の温度依存性に関する次式が得られ
る．3）

図１．中性子散乱因子の波数および温度依存性（T1 <T2 <T3 <T4）
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   1 
 M = kBTΣ（ ——————— ） （12）
  α  KE

αα + KW
αα

（12）式中のKE
ααおよびKW

ααは（6）式で定義されており，
構造揺らぎの復元力に関わる「力の定数」の意味をもっ
ており，それぞれ，蛋白質内原子間相互作用および水和
自由エネルギーからの寄与を表す．この水和の寄与は蛋
白質内原子間相互作用を弱める方向に働くことは容易に
想像することができる．例えば，蛋白質内のアミノ酸残
基間や骨格原子間の水素結合は水分子との水素結合に
よって緩められたり，あるいは置き換えられたりする．
そうすると，「KE

ααとKW
ααの符号は反対でなければならな

い」という結論が成立する．この結論および（12）式を
考慮すると，一般に，溶媒中における蛋白質の平均自乗
変位（M）の温度依存性は真空中に比べて大きいという
結論が得られる．さらに，この温度依存性の変化はある
温度で急激に起きることが予想される．何故なら，蛋白
質溶液の温度を下げていくと，蛋白質の揺らぎそのもの
が凍結し，揺らぎは蛋白質内部の相互作用エネルギー
（（4）式中のU（{R}）によって支配されることになるから
である．そして，この蛋白質構造（および水）の凍結温
度が230 K付近にあるのではあるまいか．すなわち，蛋
白質の揺らぎはT<230 Kの低温ではエネルギー的弾性
（Energy elasticity: KE

αα）によって支配され，T >230 Kで
は溶媒に誘起された弾性（Solvent induced elasticity: 
KW

αα）によって支配されると考えることができる．これ
は現在のところ仮説に過ぎないが，図2にその仮説を概
念的に描いてある．
　図2に示した仮説が正しいかどうかを検証するために
は，（6）式に示したエネルギーおよび溶媒和自由エネル
ギーの2階微分を求める必要がある．その課題は現在立
命館大学との共同研究として進行中であるが，ここで示
した揺らぎの理論は，それ自身，物質の弾性に関する新
しい概念を提起している．

　従来，良く知られた「弾性」の概念にはふたつある．
ひとつは通常の金属バネなどに働く弾性であり，これは
その力の定数や弾性係数がポテンシャルエネルギーに関
する変位（歪み）の二階微分で得られることから，「エネ
ルギー弾性」と呼ばれる．もうひとつの弾性はゴムなど
に働く「エントロピー弾性」である．「エントロピー弾性」
の名前の由来は次のとおりである．ゴムは高分子である
が，それが伸びた状態では分子が取り得る構造の数，す
なわち「エントロピー」は減少する．従って，ゴムを伸ば
すとエントロピーを大きくする方向に復元力が働くので
ある．本報告で述べた「弾性」の由来はこれら二つの概念
のいずれとも異なっている．その復元力の由来は，溶媒
和の自由エネルギーの変位に関する二階微分にあり，「溶
媒誘起弾性（solvent induced elasticity）」と名付ける．

参　考　文　献
1) W. Doster, et al., Nature, 337 (1989) 754.

2) B. Kim and F. Hirata, J. Chem. Phys., 138 (2012) 054108.

3) F. Hirata, J. Mol. Liquid, 270 (2018) 218.

4) 中川鶴太郎　著「粘弾性」，岩波全書，1960年．

図２．平均自乗変位の温度依存性の概念図




