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Ⅰ．制限酵素EcoRVによるDNA加水分解反応に
Ⅰ．おけるMg2+イオンの役割

［ I.  Onishi,  S.  Sunaba,  N.  Yoshida,  F.  Hirata  and  M.  Irisa,  J.］ 

Phys. Chem. B, 122 (2018) 9061］
　マグネシウムイオンを始めとする小さなイオンは酵素
反応において「補助因子」として重要な役割を演じてい
ることが知られている．しかもその影響はイオンの種類
に極めて敏感であり，例えば，本研究の対象である
EcorV（加水分解反応によってDNaを分解する II─型制
限酵素のひとつ）の場合，Mg2+をCa2+で置き換えただ
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 this was the final year of the four-years appointment of the fellow at toyota riken. therefore, the report 
includes not only that concerned with the research carried out in the final year, but also a review of the 
entire research program for the four years. In section I, the reserch carried out this year, concerned with 
an “enzymatic reaction,” is reported. It is a work collaborated with Prof. Irisa (Kyushu Institute of 
technology) and Prof. Yoshida (Kyushu University). the problem is intimately related to the research title 
“structural fluctuation of protein in aqueous soution.” the section II is devoted to a review of the research 
project carried out during the four-years appointment. It also includes the results of the work with respect 
to the computational algorithm for evaluating the variance-covariance matrix of the structural fluctuation, 
which plays a crucial role in the actual application of the theroy to life phenomena.
 It is the primary mission for a toyota-riken fellow to make compilation of his life work. the fellow 
has published a book entitled “Exploring Life Phenomena with Statistical Mechanics of Molecular Liquids” 
from CrC Press recently. the book is introduced briefly in Section III.

　本フェローは表記の課題の元に豊田理研における研究を進めてきたが，本年度で最終年度を迎えた．
したがって，本報告では最終年度に行った研究の報告とともに，豊田理研フェローとして行った過去4
年間の研究のまとめを行う．まず，第Ⅰ節において，本年度行った「酵素反応」に関する研究の報告を
行う．この研究は九州工業大学（入佐准教授）および九州大学（吉田准教授）と共同でフェロー就任以
前から継続して行ってきた研究であるが，豊田理研での課題である「蛋白質の構造揺らぎ」と溶液の密
度揺らぎが密接に絡み合った問題である．第Ⅱ節では，表記課題に基づいて豊田理研で行って来た研究
のまとめを行うとともに，具体的な計算アルゴリズムに関する本年度の成果を報告する．
　豊田理研フェローに課せられたひとつのミッションは研究の「集大成」を行うことであるが，本フェ
ローはそのミッションを果たすべくフェロー就任と同時に単行本の執筆を開始した．その本がこの2月
末に出版されたので第Ⅲ節で紹介を行う．

けで反応は進行しなくなる．これはこの補助因子の影響
が「クーロン相互作用」という一般的な相互作用によっ
て説明できるものではなく，活性部位内における原子レ
ベルの結合位置（分布）およびその揺らぎに極めて特異
的であることを示唆している．しかも，イオンの分布お
よびその揺らぎは蛋白質の構造揺らぎと密接に相関（共
役）しており，反応の進行に伴って，当然，その結合位
置（分布）は変化していかなければならない．これま
で，制限酵素による加水分解反応の研究においてはX線
結晶解析などの手法を通じて反応の諸段階における小イ
オンの位置を決定する研究が活発に行われているが，未
だ，コンセンサスは得られていない．その主な原因は蛋
白質─DNa複合体の構造揺らぎとイオン分布が互いに
密接に共役していることにある．本研究では3D-rISM/

KH理論および分子動力学（MD）シミュレーションを
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の高さは他のピークに比べて約1/2の高さであり，その
結果，X線解析では検出できなかった可能性がある．
　そこで本研究では，IV†の位置にあるMg2+イオンの役
割を明らかにする目的で，この位置に1個のMg2+イオ
ンを置いた構造を初期構造としてMDシミュレーション
を行った．その結果を図２に示してある．図2（a）には
MDシミュレーション初期構造をしめしてある．（初期
構造には3D-rISM/KH計算で求めた水分子の配置も示
されている．）図2（b）には1ナノ秒後の構造を示してあ
る．
　このMDシミュレーションの結果，EcorV-DNa複合
体の構造及び溶媒の（水およびイオン）配置に次の変化
が生じた．
（1） DNaの切断に関わるリン酸基（scissileリン酸

基）に捻れが生じ，求核攻撃に適した配置に移動
した．

用いて，加水分解反応の前駆体におけるMg2+イオンの
位置（分布）を決定した．さらに，その前駆体から出発
する加水分解反応の経路をQM/MM法に基づいて決定
したので，以下に報告する．
（１）	EcoRVの反応前駆体におけるMg2+イオンの位置

（分布）および役割
　3D-rISM/KH理論を用いて決定されたEcorV-DNa

複合体中のMg2+イオンの分布を図1（a）に示す．図中，
オレンジ色の網目構造で示してあるのがMg2+イオンの
分布である．この結果をX線結晶解析に基づく実験結果
（図1（b））と比較すると興味深いことがわかる．まず，
実験で決定されたMg2+イオンの位置， I*， II*， III*に関し
ては，3D-rISM計算の結果にもほぼ対応する位置に分
布のピーク（I†，II†，III†）が見られる．一方，3D-rISM/

KHの計算結果にはX線結晶解析では検出されなかった
もうひとつ分布のピーク（IV†）が見られる．このピーク

図 I-1	 EcorV-DNa複合体中のMg2+イオンの分布：
 （a）3D-rISM/KH計算，（b）実験結果（ref. 1）．

図 I-2	 MDシミュレーション：
 （a）初期構造，（b）1ナノ秒後の構造（平衡構造）．
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（2） IV†の位置にあったMg2+ イオンが図中Bの位置に
移動し，基質と成る水分子を配位した．

（3） 1個の水分子の位置と配向が変化し，求核試薬と
なり得る配置に移動した．

　本研究ではこのMDシミュレーションで得られた平衡
構造をM構造（Structure M）と名付けた．興味深いこ
とに，このM構造は（蛋白質─DNa複合体の構造およ
びイオンの結合位置ともに）X線結晶解析で得られた
BamHI-DNaの構造と良く似ている．（図 I-3）特に，
EcorVのM構造におけるMg2+の位置は，ほぼ，BamHI

のCa2+の位置（B）と重なっている．
　BamHIはECorVに類似の蛋白質であるが，Mg2+イ
オンがCa2+によって置き換えられており，加水分解反応
に対する触媒活性をもたない．このため，BamHIは加
水分解反応が起きる直前の構造に比定されており，本研
究の結果はこの実験的仮説に符合するものである．そこ
で，我々はM─構造を反応始状態として，量子化学計算
によって加水分解反応の反応経路を解析した．
（２）	EcoRVによる加水分解反応の経路
　ここでは上に述べたM─構造を反応始状態とするQM/

MM メタダイナミクス計算の結果を報告する．（EcorV-

DNa複合体はホモダイマーであり，ふたつのサブユ
ニットから構成されるが，ここではひとつのサブユニッ
トに関する結果のみを報告する．）
　QM 計算には amber に実装されている半経験的手法
（DFtB3/3OB）を用いた．反応座標としては，下記の
二つの原子間距離を選んだ．
（1） scissile リン酸基の P と求核剤の水分子の O の距

離（rC1）
（2） scissile 結合の長さ（rC2）
　この反応には多くの役者（化学種）が関与している．
もちろん，主役は化学反応に直接関わるDNa鎖と基質
の水分子であるが，その他に求核剤として働く水分子，

マグネシウムイオン，活性部位のアミノ酸残基（asp90, 

Lis92），などである．これらの化学種間の一連のプロト
ン移動によって反応が進行する．まず，求核剤および基
質の水分子はプロトン移動に適した配置に置かれていな
ければならない．その位置を定義するのが二つのMg2+

イオンである．求核剤の水分子はM─構造内のaに位置
するMg2+のひとつの配位子になっている．一方，基質
の水分子はBの位置にあるMg2+に配位している．これ
らの水分子の位置は3D-rISM計算およびMD計算から
求めたものである．この反応には二つの反応機構が予想
される．（図 I-4）そのひとつは解離型（Sn1型）機構で
あり，この場合はP-O3結合の解離が起きた後に，水分
子との反応が起きる．（図 I-4の「赤」の実線）もうひと
つは会合型（Sn2型）機構であり，この場合は基質の水
分子がリン酸基に結合した後に，P-O3の結合が切れる．
（図 I-4の「青」の一点鎖線）この二つの反応経路に沿っ
た自由エネルギー（平均力ポテンシャル）の変化を図 I-5

に示す．会合型の反応機構（「青」一点鎖線）の場合，
平均力ポテンシャルは反応経路に沿って，一つの障壁を
もっている．この障壁は基質である水分子とリン酸基と
の結合活性種形成に伴うエネルギー障壁である．一方，
解離型（「紫」実線）の場合，平均力ポテンシャルは二

図 I-3	 EcorV-DNa複合体のMD初期構造および平衡構造（M構造）とBamHI-DNa構造の比較
 （DNa，ball & stick：Protein，stick：EcorV，green：BamHI，blue：EcorV 内のMg2+の位置（3D-rISM），green sphere：BamHI-DNa内

のCa2+の位置，yellow sphere）

（a）初期構造 （b）平衡構造（M構造）

図 I-4 加水分解反応の二つの経路．
 「赤」の実線：解離型機構，「青」の一点鎖線：会合型機構．
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つの障壁を持っている．詳細な解析の結果，これら二つ
のうち “C” の位置にある障壁は二つのアミノ酸残基
（asp90，Lys92）間のプロトン移動に伴う障壁であるこ
とが分かった．このプロトン移動により，Lys92が塩基
性に変わり，求核剤水分子からプロトンを引き抜き，
OH–イオンを作り出す．このOH–イオンがリン酸基を求
核的に攻撃するのである．一方，“E” の位置にある障壁
は基質であるOH–イオンがプロトンを受け取って水分子
となる際のエネルギー障壁であることが分かった．これ
ら一連の反応において求核剤および基質の水分子は
Mg2+イオンの配位子として留まった．
　以上，九州工業大学（入佐正幸准教授）および九州大
学（吉田紀生准教授）と共同で行った制限酵素（EcorV）
によるDNa加水分解反応に関する3D-rISM， MD， お
よびQM/MMに基づく研究の結果をかいつまんで報告
したが，この研究を通じていくつかの結論が得られたの
で以下に述べる．
（1） 酵素反応に於いて「補助因子」としての金属イオ

ンが多岐にわたる役割を演じる．本研究において
は少なくとも二つの役割を演じている．そのひと
つは，蛋白質─DNa複合体の構造に対する影響
である．二つのMg2+イオンが作る強い静電場の
影響によってDNa鎖に捻れが生じ，それが化学
反応の反応始状態（前駆体）の構造を準備する結
果になっている．同時に，二つのMg2+イオンに
配位された水分子は反応の基質および求核剤と
して的確な位置に配置されている．

（2） 酵素反応においては補助因子としてのイオンや
水分子と蛋白質構造の共役した揺らぎが重要な
役割を演じる．本研究において IV†の位置におけ
るMg2+イオンの存在確率は I†の位置に比べて約
1/2であった．すなわち，この位置のイオンは系
の平衡状態ではなく，「揺らいだ」状態である．
しかし，この揺らいだ状態こそが反応の始原系と
して重要な役割を演じていることが本研究を通
じて明らかになった．

（3） 上に述べた結論は実験や計算科学に基づいて行
われた従来の酵素反応解析に重要な疑問を投げ

かける．従来，酵素反応の解析においては，X線
結晶解析によって決められた蛋白質構造と水や
イオンの位置に関する座標が使われてきた．しか
し，それらの座標は最高の「分解能」をもつもの
であっても，平衡構造に関するものである．それ
らの平衡構造が酵素反応の始原系としてはほと
んど意味をなさないことを本研究は明らかにし
た．

（4） 3D-rISM 理論は揺らいだ状態にある酵素（蛋白
質）や「補助因子」の構造（座標）に関する情報
を与える．

Ⅱ．蛋白質構造揺らぎの分散・共分散行列
Ⅱ．（〈ΔRΔR〉）の計算アルゴリズムの開発

II-1.	 過去の研究のレヴュー
　溶媒（水やイオン）の密度揺らぎと共役した蛋白質の
構造揺らぎはその機能発現において本質的役割を演じ
る．本フェローは3D-rISM理論と一般化ランジェヴァ
ン理論を組み合わせることにより，溶媒の密度揺らぎと
共役した蛋白質の構造揺らぎを記述する新しい理論を提
案し，その計算科学的方法論の構築を目指して研究を進
めてきた．この理論は下記のランジェヴァン型方程式に
よって記述される．［B. Kim and F. Hirata, J. Chem. Phys., 
138 (2012) 054108-1に既報］

M
d 2 R (t)
dt 2

= kBT L 1( ) R (t)

ds
0

t
(t s)

P (s)
M

+W (t)

 （1）

（1）式において，ΔRα（t）は蛋白質内のα番目の原子の揺
らぎ（平衡構造からの変位）を表し，ΔRα（t）≡Rα（t）–〈Rα 〉
で定義される．この式において右辺第一項は変位に比例
する（Hook型の）復元力であり第二項は記憶項（摩擦
項），第三項は熱運動に由来する揺動項である．第一項
に含まれるLは分散・共分散行列であり，その要素は下
記の式によって定義される．

 　　　　Lαβ = 〈ΔRΔR 〉αβ （2）

（1）式はその右辺第二項，第三項を無視すると，いわゆ
る調和振動子の形式をしている．従って，（1）式はこの
調和振動子の運動が熱運動に由来するランダムな力に
よって駆動され，速度に比例する摩擦力によって減衰す
るという物理的描像を表している．
　ところで，（1）式の第一項におけるkBT（L–1）αβは，も
し，蛋白質が真空中に置かれていればいわゆる力の定数
（Hessian）であり，ポテンシャルエネルギーの座標（変

図 I-5	加水分解反応の二つの経路に沿った自由エネルギー（平均力
ポテンシャル）変化
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位）に関する二階微分で表現される．しかし，実際の蛋
白質は水溶液中にあるため，それは単なる分子内原子間
相互作用の力学的ポテンシャルエネルギーではない．溶
媒和自由エネルギーを含めた平均力ポテンシャル（自由
エネルギー）の二階微分でなければならない．すなわ
ち，

 kBT L 1( ) =
2F R{ }( )
R R

 （3）

　 F R{ }( ) =U R{ }( ) + μ R{ }( )  （4）

（4）式において，{R}は蛋白質の構造（原子座標）をあ
らわし，F（{R}），U（{R}）およびΔμ（{R}）は，それぞれ，
蛋白質の平均力ポテンシャル（自由エネルギー），力学
的ポテンシャルエネルギー，および溶媒和自由エネル
ギーである．すなわち，（1）式で記述される蛋白質の構
造揺らぎは溶媒を含めた自由エネルギー曲面内の揺らぎ
でなければならない．そして，（3）式を座標の変位に関
して2階積分を行うとわかるように，その自由エネル
ギー曲面は二次形式になっている．ただし，その二次曲
面は蛋白質内の原子数のオーダー（~104）の変数によっ
て張られた多次元空間内の二次曲面である．

F R{ }( ) = 1
2
kBT R L 1( ) ,

,

R  ·  （5）

このことはまた（5）式で定義される自由エネルギー曲
面内の構造揺らぎがガウス分布をとることを意味する．
すなわち，

w( R1, R2 ,..., RN )

=
A

2( )3N
exp 1

2
A R R

 （6）

ここで，Aαβは次式で表される．

   ∂ 2F（{R}）/ kBT
 Aαβ = ———————— （7）
  ∂ΔRα ∂ΔRβ

蛋白質の構造揺らぎの分布に関する（6）式の結果はX

線や中性子の小角散乱実験の結果と符号している．（6）
式をフーリエ変換すると左辺は散乱実験の強度（構造因
子）に対応するが，右辺はやはり波数ベクトルに対する
ガウス関数になる．したがって，両辺の対数をとり，波
数ベクトルに対してプロットすると負の傾きをもつ直線
になる．このようなプロットはX線小角散乱実験の分野
でGinierプロットと呼ばれているが，（6）式はそのよう
な実験と完全に符号している．

　蛋白質の構造揺らぎを規定するHessianに関する（3）
式の表現は，熱力学的摂動に対する構造応答やそのダイ
ナミクスを記述する上で大きな可能性を与える．何故な
ら，それに含まれる溶媒和自由エネルギー曲面は本フェ
ロー等がこれまで開発してきた3D-rISM/rISM理論に
よって求めることができるからである．「温度」，「圧
力」，「変成剤」，「アミノ酸置換」などの熱力学的摂動に
対する蛋白質の構造応答を記述する線形応答理論は下記
のように導かれる．まず，熱力学的摂動による自由エネ
ルギーの変化を下記の式で表す．

 

F R{ }( ) = 1
2
kBT R L 1( ) ,

,

R

R f

·

 （8）

（8）式右辺第一項は（5）式で表される非摂動系の自由
エネルギーである．一方，第二項は摂動による自由エネ
ルギー変化であり，摂動力（f）とそれによる構造変位
（ΔRα）で表現されている．この式に変分原理（∂F/∂ΔRα 

= 0）を適用すると熱力学的摂動に対する蛋白質の構造
応答を表す次の方程式を得る．

R = kBT0( ) 1 R R
0
f  （9）

（9）式によると，fβという熱力学的摂動を加えると蛋白
質の平均構造（原子座標）は〈ΔRα〉だけ変化（応答）す
るが，その応答関数は非摂動系の分散・共分散行列
（〈ΔRαΔRβ〉0）になっている．（9）式はさらに「解析接続」
の考えを適用することにより，「非線形」領域に拡張す
ることができる．このためには，まず，（9）式の摂動
（fβ）をいくつかの大きさに分割し，その個々の摂動が線
形の範囲に留まるようにする．その j番目の摂動を fβ

jと
すると，それに対する応答〈ΔRα〉j+1は次式によって表現
される．

R
j+1

= kBTj( ) 1
R R

j
f j      （10）

（9）式および（10）式に含まれる応答関数（〈ΔRαΔRβ〉）
は（7）式によって蛋白質の自由エネルギーと関係づけ
られ，また，自由エネルギーは3D-rISM理論によって
蛋白質の構造（原子座標）の関数として与えられるの
で，熱力学的摂動に対する蛋白質の構造応答を計算する
ことが可能となるのである．
　以上，本フェローが豊田理研に赴任する前に行った
「蛋白質の構造揺らぎ」に関する研究の簡単なレヴュー
を行ったが，以下では，赴任後に行った主な研究につい
てまとめる．
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II-2.	 中性子非干渉性弾性散乱
　蛋白質の構造揺らぎは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230K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．本研究では II-1節でまとめた理論
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．［F. Hirata, J. Mol. 

Liquid, 270 (2018) 218に既報］
　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, = 0) winc R{ }( )
exp iQ R( )d R

 （11）

その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．（11）式において，winc （{ΔR}）は本
質的には（6）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，次の式を得る．

winc ( R}) = 2 L( ) 3n /2 exp 1
2

R2

L

n

{  （12）

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，次式で与えられる．

     Lαα = 〈ΔR2
α〉 （13）

（12）式を（11）式に代入し，揺らぎの「等方性」を考慮
すると（12）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．

     SEISF (Q, = 0) = exp L
2
Q2

n

 （14）

あるいは対数をとって，

logSEISF (Q, = 0) = 1
2

L
=1

n

Q2

=
1
2
MQ2

 （15）

（15）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，実験結果を予測している．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，図 II-1

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．

　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）

　　　 M = kBT
1

KE + KW  （16）

（16）式中のKE
ααおよびKW

ααは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次式で
定義される．

KE =
2U R{ }( )
R R

,    KW =
2 μ R{ }( )
R R

,   （17）

力の定数に対する水和からの寄与（KW
αβ）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（16）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

図 II-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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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 elastic-

ity: 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 II-2にその仮説
を概念的に描いてある．［F. Hirata, J. Mol. Liq., 270 (2018) 

218に既報］

II-3.	 蛋白質のフォールデイングとアンフィンセンの
仮説

　本研究で開発している「構造揺らぎ」の理論はいわゆ
る「蛋白質フォールデイング」問題に対しても新しい理
論（方法論）を提供する．
　蛋白質は一定の熱力学条件（溶媒環境）のもとで，ラ
ンダムコイル状態からそのアミノ酸配列（一次構造）に
固有の特異な天然構造（三次構造）に可逆的に巻戻る
（フォールデイング）．この現象はその発見者の名前をつ
けて「アンフィンセンのドグマ」と呼ばれている．蛋白
質は天然構造のもとにおいてのみその固有の機能を発揮
することができるため，「フォールデイング」機構は生
命現象の素過程として生物物理分野の最重要問題のひと
つに位置づけられている．本フェローはこれまで述べた
来た「蛋白質構造揺らぎ」の理論をこの問題に適用し，
フォールデイングに対する新しい描像と方法論を提案し
た．
　本稿 II-1節で述べた理論から得られた蛋白質フォール
デイングに関する新しい方法論および描像は次のとおり
である．
（a） 蛋白質の構造はある熱力学条件のもとでその平

衡構造の周りでひとつの分布をとっている．その
分布は（6）式で記述されるガウス分布であり，
その分布を特徴付ける分散・共分散行列は（2）
式で表現される．

（B） 熱力学条件の変化に伴う蛋白質の構造変化はこ
のガウス分布の平均値（平衡構造）および拡がり

（分散・共分散行列）の変化もたらすが，その変
化は「線形応答理論」あるいは「非線形応答理
論」によって（9）式または（10）式で記述され
る．

　蛋白質フォールデイングに関して（10）式から予想さ
れる描像を図 II-3に概念的に示す．（ここで「概念的に」
と断りをつけたのは，この図が実際の計算結果を示した
ものではなく，さらに，このガウス分布がこの図で表さ
れたような単純なものではなく，蛋白質の原子数
（~104）ほどの自由度をもつ多次元空間内の超曲面だか
らである．）

　図 II-3は熱力学条件の変化（Pi）に伴う蛋白質の構造転
移に関する二つのポピュラーなモデル（二状態モデルお
よび中間状態モデル）を含んでいる．もし，構造分布
（w （{R}））が熱力学条件（例えば，圧力）の変化に伴っ
て天然構造（{RN}）および変性状態（{RD}）にのみ
ピークをもつガウス分布であれば，それは二状態モデル
と看做すことができる．その中間の状態はいわば遷移状
態であり，その状態の確率分布は無視できるほど小さ
い．一方，天然構造および変性状態の中間に顕著な分布
があれば，その構造転移は中間状態を経由して起きると
考えることができる（中間状態モデル）．どのような構
造変化が起きるかを知るためには，蛋白質水溶液の原子
間相互作用モデル（ハミルトニアン）を与えて，（10）
式を解く必要がある．（10）式において，摂動（fj

β）は変
化させる熱力学条件に応じたいわばインプットである
が，分散・共分散行列〈ΔRΔR 〉αβは蛋白質の自由エネル
ギー曲面の原子座標に関する2階微分として（3）式に
従って求めることができる．［F. Hirata, et al., J. Chem. Phys., 
148 (2018) 020901に既報］

II-4.	 分散・共分散行列の計算アルゴリズムの開発
　上に述べたように，蛋白質の構造揺らぎが関わる物理
において分散・共分散行列〈ΔRΔR 〉αβの評価が鍵となる．
しかしながら，蛋白質の構造の自由度が莫大（~104）で

図 II-2　平均自乗変位の温度依存性の概念図

図 II-3	 蛋白質の構造転移を表す概念図．
 {RN}および変性状態{RD}はそれぞれ天然構造および変成状

態を意味する．Pi （i = 1 ~ 6）は熱力学条件（圧力，温度，変
成剤濃度等）に対応している．



38 水溶液中の蛋白質の構造揺らぎを制御する統計力学理論の構築

図 II-5　構造揺らぎの分散・共分散行列

図 II-6　構造揺らぎのスペクトル

あるため，実際の数値計算はそれほど容易ではない．現
在は，ジペプチドやエンケファリン（図 II-4）のような
小さな「蛋白質（ペプチド）」を対象にその計算アルゴ
リズムの開発に取り組んでおり，その予備的な結果を以
下に報告する．

　分散・共分散行列の計算には次の3つのアルゴリズム
が考えられる．（1）3D-rISM/MDシミュレーション
（自由エネルギー曲面上のMDシミュレーション）を
行って，そのトラジェクトリから，直接，分散・共分散
行列を求める方法．（2）3D-rISM/MDシミュレーショ
ンを行って，そのトラジェクトリの多重回帰解析

（multiple regression analysis）からHessianを求め，そ
の逆行列を計算する方法．（3）（7）式に従って蛋白質の
自由エネルギー曲面の二次微分からHessianを求め，そ
の逆行列を計算する方法．三つの方法によって求めた分
散・共分散行列およびHessian行列を図 II-5および図
II-6に示す．（図中，“analytical” と記したのは上記（3）
の方法）
　この結果に関するいくつかの特徴を以下に述べる．
（a） 図 II-5において，「緑」の領域は順位相の揺らぎ

の相関を表し，「赤」の領域は逆位相の相関を表
す．異なるアミノ酸の間で順位相の相関が見られ
るのは興味深い．このような小さなペプチドでも
集団的モードがあることを意味している．

（B） 図 II-6において，（b）および（c）のスペクトル
には「負」の固有値が見られる．この「負」の固
有値はペプチドの遅い揺らぎが自由エネルギー
曲面の極大点（または鞍点）を経由することを意
味する．

（C） 3D-rISM/MDのトラジェクトリを介する二つの
方法で求めた分散・共分散行列およびHessianは
良く対応している．（R = 0.60）

図 II-4　エンケファリン
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（D） 自由エネルギー曲面の二次微分から解析的に求
めた分散・共分散行列およびHessian行列は少し
一致が悪い．（R = 0.54）

　これらの結果はまだpreliminaryなものであるが，現
在，論文にまとめているところである．

Ⅲ．	単行本 “Exploring		Life		Phenomena		with		Sta-
tis	tical	Mechanics	of	Molecular	Liquids（CRC	
Press）” の出版

　豊田理研就任に前後して，本フェローはCrC出版社
（taylor & Francisグループ）から単行本執筆のオファー
をもらった．研究所におけるフェローの第一義的ミッ
ションは「研究の集大成」であると聞いていたので，
ちょうど良いタイミングと考え，執筆を引き受けた．そ
の本がこの2月の終わりに出版された．以下にその裏表
紙の「宣伝文」を転載し報告に代える．

　“In a living body, a variety of molecules are working in 
concerted manner to maintain its life, and to carry forward the 
genetic information from generation to generation. a key word 
to understand such processes is “water,” which plays an 
essential role in life phenomena. this book sheds light on life 
phenomena, which are woven by biomlecules as warp and water 
as weft, by means of statistical mechanics of molecular liquids, 
the rISM and 3D-rISM theories, both in equilibrium and 
non-equilibrium. a considerable number of pages are devoted 
to basics in mathematics and physics, so that students who  
have not been majored in physics may be able to study the 
book by themselves. the book will be also helpful to those 
scientists seeking better tools for the computer-aided drug 
discovery.”
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