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凝集反応系の非平衡非定常ダイナミクスの研究
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Abstract: A new standard theory for the condensed state chemical reactions is aimed to be established in

perspective of nonlinearity, nonequilibrium and nonstationarity, by developing such methods in computational

sciences as quantum chemistry, molecular dynamics and load-sharing techniques.   Finally, the theory will be

applied to some practical systems relating to the biological and environmental issues.  

Ｉ．緒言　
近年、凝集反応系では、溶媒、表面やタンパク質などの分子環境場に由来する非定常性や非平衡性が、振動エ

ネルギー移動過程における非熱平衡分布の観測として実験的に捕捉され始め、漸く理論と実験との連携が可能と

なってきた。こうした時代状況を背景に、本研究課題においては、平衡統計力学や線形応答理論に基づいた凝集

系の化学反応理論の限界を明らかにして、凝集反応系におけるエネルギー移動機構や反応分子内のエネルギー再

分配機構を非平衡非定常ダイナミクスという観点から捉えて新しい実験事実の解釈を試みる。そのために遷移状

態理論やKramers-Grote- Hynes理論が独自の展開を示す、(i)溶液反応、(ii)表面反応、(iii)酵素反応における、従来

の大量な研究データの集積と近年の特異な実験事実の解析を進めて、三分野の複数の研究者からなるネットワー

ク・トライアングル上に構造化・データ化して研究を進める。その際、非線形、非平衡、非定常、の「三つの

“非”」を重要なコンセプトとして、新概念の提出と理論の建設を試みると共に、量子化学や分子動力学法などの

計算科学の手法や負荷分散の技術を基礎にモデル計算とシミュレーションを実行し、数値データの可視化を通し

て、仮説の吟味・定量化を進めて最終的に理論を確立する。重要な点は、非平衡非定常ダイナミクスを扱う一般

理論はまだないという点であり、コンピュータ・シミュレーションなどによる計算科学技術の積極的な活用が唯

一有力かつ一般的な研究手段である。

II．研究内容とその中間成果
II-1．凝集反応系のダイナミクスは位相的アンサンブルの現実的実現［１-３］
平衡統計力学の大前提には、『観測系の時間的断面の集まりである時間的アンサンブルを考える代わりに、対象

としている観測系と全く同じ構造をもつ観測系を多数個想像し、これ

らの系が、時間的母集団における微視的状態の実現確率と等しい確率

で、微視的状態に分布する』と考える仮定がある。このときのアンサ

ンブルを位相的アンサンブルと呼ぶ。現実の実験においては、測定操

作がいかに短時間であろうと、時間的アンサンブルに関する統計平均、

すなわち、一つの系に対する長時間平均が観測されるが、観測系が平

衡状態のときには、これが位相的アンサンブルに関する統計平均（集

団平均）に等しいと考えうることが平衡統計力学の成功につながる。

ところが、実験系の中には測定操作において集団平均をおこなって

いる場合がある。凝集系における光励起分子内反応における緩和ダイ

ナミクスはその良い例で、溶液中、表面上、タンパク質内などを問わ

ず、通常、観測されるサンプルにはアボガドロ数個に近い反応分子が

存在している。こうした緩和ダイナミクスは、分子一個に対する長時 図１　緩和ダイナミクスの観測
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間平均としては理解できない。もし一分子を観測して長時間平均を求めることができたとしても、溶質分子の初

期状態が異なるために観測の度に異なる結果を得るはずで、何を見ているのかわからないことになる。このよう

に緩和過程などにおける反応分子の時間的応答（非平衡・非定常性）を知るためには、むしろ多数の分子に対す

る集団平均（時間に依存した分布関数f(x,u;t)についての平均）を考えることが重要になる［１-３］。

II-2．凝集系における非平衡非定常性の解明とその可視化［１-６］
溶液反応、表面反応、タンパク質内反応などにおける非平衡非定常過程を念頭に、振動エネルギー再分配ダイ

ナミクスに対して局所的温度分布や局所的熱流束の概念を適用して、過渡的エネルギー移動における熱浴モード

の役割を明らかにした。図2に凝集反応系における非平衡非定常速度分布の典型的時間変化を示した。ｔ=100ま

ではマクスウェル‐ボルツマンの速度分布則から大きく異なることが判る。また非平衡統計演算子の方法を適用

することにより従来熱浴モードと考えられてきた並進モードと回転モードを考慮したフォッカー-プランク方程式

を定式化した。この方程式の解析から非マルコフ的な取り扱いが本質的に必要なことが明らかになった［２］。

さらに非平衡分子動力学シミュレーションの手法を一酸化炭素結合型ミオグロビン(ＭｂＣＯ) (図３)のＣＯ光解離

過程に適用して、ＣＯ解離後の余剰エネルギーのヘムへの緩和過程において、計算から得られた緩和の時定数が

実験をうまく再現することが判った。またその緩和過程における活性中心の原子群の速度自己相関関数のフーリ

エ変換から、時間分解されたヘムの振動モードの強度変化を計算してＭｂＣＯ内の非定常過程を微視的な原子の

動きとして捉えることに成功した[５]。

(a)t=5

(d)t=60

(b)t=10

(e)t=100

(c)t=20

(f)t=400

図２　凝集反応系における非平衡非定常速度分布の典型的時間変化

図４　タンパク質の秩序化(ρ)と相対運動(ｘ)の結合
による滑り運動

図３　ＣＯ結合型ミオグロビンの構造
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II-3．タンパク質の特異的機能発現メカニズムとネットワーク利用［７-９］
本研究では最近報告された１分子レベルでのアクチンフィラメント上でのミオシン頭部の特徴的運動がタンパ

ク質のフォールディングで発展したエネルギーランドスケープ模型を適用することで説明することができること

を示した(図４)［７］。具体的にはタンパク質のエネルギー分布を粗視化したランダムエネルギー模型を用いてモ

ンテカルロ計算を行った。その結果自由エネルギー面を適切に設計すれば、メトロポリス法という詳細釣り合い

を破らないダイナミクスでも一方向的かつ多ステップにわかれた運動が生じることを示した［７］。

また特異的反応が実現する反応場としての水の構造と運動を理論的に解析した。低温での水－水相転移を記述す

るオーダーパラメータを開発し、分子動力学計算により、常温で２種類の水のクラスターが共存していることを

示した。基準振動解析により、低温での２種類の水のクラスターの生成消滅による熱ゆらぎと拡散運動とのカッ

プリングを明らかにした。この成果は、生体分子のまわりの水の構造と運動を記述する新しい理論的方法となる

［８、９］。

II-4．不均一触媒表面における反応エネルギー移動と視覚的解析［１０］
金属表面上での分子の吸着・脱離は、触媒反応

の重要なステップであり、非平衡非定常ダイナミ

クスが顕著に表れる凝集反応過程である。最近、

Pd(110)表面上でNO分解反応により生成したN2分

子が、490Kで面法線から[001]方向に37°傾いた方

向に脱離するという特異な実験結果が報告された。

本研究では、この実験結果を計算科学的に解釈し

て説明することを目的とする。その非平衡性・非

定常性という特徴を明確にするためには、反応ダ

イナミクスに密接に関係する平衡構造情報を知ら

なければならない。そのために現時点までに、

Pd25クラスターにおけるN2、NO、CO分子の吸着

構造を明らかにした(図５)。特にN2についてはトップサイトへのエンドオン構造が最安定であることが判明した

(図５)［１０］。

II-5．超臨界液体における特異的触媒作用の計算化学的探索［１１］
超臨界流体の分子論的描像を明らかにするために、NMRの構造データや密度の温度・圧力依存性などの実験デ

ータを基礎に、最大分子数６から構成される環状構造をもつ水クラスター、および鎖状構造をもつメタノールク

ラスターを非経験的分子軌道法(HF(MP2)法レベル)で構造最適化した。得られた構造をもとにプロトンNMRの化

学シフトをHF(MP2)法レベルで計算した。また臨界点におけるクラスターからモノマーへの解離度の計算に必要

な熱力学的量を、MP2法とCCSD(T)法を用いて計算した。ここで基底関数は、6-31+G(d)レベルである。計算は本

プロジェクトで購入したSGI/OCTANEと関西新技術研究所所有のSGI/ORIGIN2000を用いた。現時点までは、

超臨界流体の実験データから存在するクラスターがモノマーあるいはダイマーであることを根拠に非経験的分子

軌道法を用いて臨界点におけるOHプロトンの化学シフトの実験をおおむね説明できた。すなわち超臨界状態の分

子論は電子状態理論によるアプローチでかなり説明できる［１１］。

III．ネットワークの活用について
利用可能なコンピュータ・システムの性能と性格を考慮して、量子化学計算は各サイトの高スカラー性能マシ

ーンにより実行し、その上でデータ集積と解析には学術情報ネットワークを積極的に利用した。また、分子動力

学計算は高ベクトル性能が期待されるSX-4（基礎化学研究所）や、プログラムのパラレル化によりORIGIN2000

A5

図５　Ｐｄ２５へのＮ２の吸着構造



25

物
質
・
材
料
分
野

A5

（関西新技術研究所）や、ALPHAクラスターシステム（名古屋大学）を利用して負荷分散をはかった。特に関西

新技術研究所と名古屋大学との共同研究である研究課題II-5においては、画像データなどを相互に活用することで、

大幅に研究期間を短縮して成果をまとめることができ、ネットワーク利用の有効性を実証できた。

IV．まとめ及び今後の予定と研究体制
各研究開発項目における個別の研究は着実に成果を挙げてきている。今後は現時点までに得られてきた個別の

反応過程に対する研究成果を総合的に考察して、凝集反応系に対する非平衡非定常性ダイナミクスについての微

視的な化学反応理論の構築を目指す。また三年間を通して開発した数値シミュレーションや可視化のためのアプ

リケーションソフトウエアや新規に考案したアルゴリズムについての工業的所有権等の派生の有無を検討する。

平成１３年度には成果公開と本研究分野の広報を兼ねて総合的な公開シンポジウムを開催すると共に総合報告集

としてまとめる。

１．名古屋大学 (長岡研)： 「凝縮系の非平衡非定常性の解明とその可視化」

２． 同上　　　 (笹井研)： 「タンパク質の特異的機能発現メカニズムとネットワーク利用」

３．基礎化学研究所(松原研)： 「不均一触媒表面における反応エネルギー移動と視覚的解析」

４．関西新技術研究所(山口研)： 「超臨界液体における特異的触媒作用の計算化学的探索」
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