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北海道大学工学部研究報告

第125号　　（差障手060年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　Hokkaido　University．　No．　125　（1985）

高分子の内部運動と核磁気緩和

堤 耀　広　　秀　島　光　夫
（昭秘59年11月30日受理）
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Abstraet

　　In　order　to　stttdy　the　molecular　dynamics　in　polymer　systems，　the　Ruclear　magnetic

relaxation　is　investigated　theoretically．　The　spectral　densities　of　fluctuating　dipolar

interactions　are　calculated　for　a　spln－pair　uRdergoing　multiple　internal　rotations

superlmposed　on　the　lsotroplc　or　an｝sotropic　overall　motion．　Six　types　of　lnternal

rotations　including　the　stochastic　rotational　diffusion　and　the　rotational　jump　among

unequivalent　two　or　three　sites　are　tal〈en　into　account．　Applications　of　these　calcul－

ations　are　made　using　three　synthetic　poiypeptides　in　soitttion，　and　the　segmental

motion　of　the　main　chain　and　£he　internal　rotation　iR　the　side　chain　are　discussed　in

detai玉．

1．緒 言

　最近FT－NMR（Fourier　Transform　Nuclear　Magnetic　Resonance）装置の進歩により，

NMRによる分子のコンポメーション及び動的挙動の研究が飛躍的に増加してきた。　FT－NMR

は以前のCW（Continuous　Wave＞法に比べ短時間で多数の同一スペクトルを重ね合わせる事が

できるので高感度の測定をする事ができる。又，もう一つの特長は，T、（スピンー格子緩和時間〉，

T2（スピンースピン緩和時間），　NOE（Nuclear　Overha疑ser　Enhancenme鍛t＞等，分子運動に関

した核磁気緩和壷を容易に湖定できることである。高分子の分野でも後者の利点を利用して溶液

申における動的挙動が多くの研究者によって調べられるようになった。それと問時に核磁気緩和

の理論的取り扱いも，より具体的な運動モデルに基いてなされるようになり，測定結，果を詳細に

検討することが可能になりつつある。ここでは、後者の立場からその概要を運動モデルの簡単な

ものから順を追って解説的に述べるとともに，これを層いた最近の筆者の研究を紹介する1）一12｝。

2．核磁気緩和の一般的な事

　核磁気緩和は，観測している核に対する磁気的相互作用によって起こる。従って，分子が運勤

している場合はこの相互作用の揺動Fh（t）が緩和に著しい影響を及ぼす。この揺動のスペクトル密

度」，（ω）はFh（t）の相関関数Gh（τ）＝〈Fh（o）Fh杖τ）〉のフーリエ変換によって与えられる13）。
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即ち

J，（　w）　rr　frmO．e　Gh（　r）　exp（　一i　（D　T）dT
（1）

ここでは，孤立した13C－1Hスピン対の13C緩和がiHとの双極子一双極子相互作用によって起こ

る場合に限ることにする。又，核間距離は一定とする。そうするとF，（t）はオイラー角α，β，γ

に対するWignerの回転行列14）15＞D鼎（α，β，γ）＝exp（一lmα）d鼎（β）exp←inγ）を使

って

　　　　　　Fh（t）＝　Chr－3DK8　（　q，　o，　O）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　　　　　　　　C。＝一m，C。1漏平面，　C．、m＞廊

と書ける。ここで，θ，opはスピン対ベクトルの実験室系での方向を定義する角度であり，時間の

関数である。一一方，核磁気緩和のパラメータはJ，（ω）により次のように表わせる13｝。

　スピンー格子緩和時間

　　　　　（1／Ti）＝（1／16）K　［Jo（　cvc一　a）H）　＋18Ji（　（vc）＋9」2（　toc＋　toH）］

スピンースピン緩和時間

　　　　　（1／T2）　＝（　！／32　）K　［4Jo（o）　十Jo（　toc－teH）　十18J　i（　toc）

　　　　　　　　十36J2（ωの十9J2（ωc÷『ωH）］

（3）

（4）

　核オーバーハウザー効果
　　　　　　N・E－1魂あ（　　Jo（　（vc一　toH）一9J2（　ctic十　tuH）coc一　a）H）　一1一　18Ji（　toc）　十9J2（　tuc’1一　coH）　・（・）

ここで，K罵晃彊h2，γc，γH，及び，ωc，ωHはそれぞれ13C，　iHの磁気回転比及び，共鳴周波数

である。結局，核磁気緩和から運動についての情報を得るにはJ，（ω）が運動のモデルとどのよう

な関係にあるかを知ればよいわけである。以下，高分子の核磁気緩和の解析に使われる種々の運

動モデルについて，Jh（ω）が具体的にどのような形になるか，筒単に説明する。

　　　　　　　　　　　　　　　3．回転楕円体モデル16）17）

　このモデルは分子全体，或いは，スピン対の属しているグループの運動が回転楕円体で近似で

きる場合に適用できる。この圓転体の長軸をZ。軸，短軸をXo，　Yo軸にとり，スピン対の方向を

極座標の角度で（，El。，α。）とすると（図1），　Fh（t）は

　　　　　　Fh（t）　：Chr－3　1il］　Dseth（a，　3，　7）Dfu2，’o（ao，　Bo，　O）　（6）

　　　　　　　　　　　　　　　　m＝　一2－2

となる。（α，β，γ）は実験室系と回転体の座標系との間のオイラー角であり，凶聞の関数である。

』この時，スペクトル密度は次のように表せる。

　　　　　　Jh（　a｝）　：（2／5）Ck　rrm6Z｛din2，’o（Bo）｝2f（T＊）　（7）
　　　　　　　　　　　　　　　　m

　　　　　　　　　　　　　r＊
　　　　　　f（T“）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）　　　　　　　　　　　1畢ω2τ＊2
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　　　　　　1／r”　＝＝　6Di十m2（D　ii　一DD

ここで，D〃，Dよは長軸，短軸回りの團転拡散係数である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　z

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dtl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dよ
　　　　　　　　　　　　　　D．L　／X　a．／xi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YD

　　　　　　　　　　　　　XD

　　　　　　　　　　　　　　図1　回転楕円体モデル。D／／とD⊥は回転拡散

　　　　　　　　　　　　　　　　係数。
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（9）

　　　　　　　　　　　　　　　4．等方的な回転体モデル

高分子が等方的な回転拡散運動をしている時は，⑨式でD摂D⊥とおけばよい。團転拡散係数

をD。とすると〆は単一の稲関時間r。＝（6D。〉　1となり，　J，（ω〉は

　　　　　　J・（・）一（2／5）1÷農。8C差ビ6　　　　　　　（1。）

と簡単になる。このモデルは高分子の核磁気緩和の解析において通常最もよく用いられている。

参考のために，25MH、でのT，，　NOEの計算カーブをToについて図2に示した（カーブA，　A’）。
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T1はTo＝5×　IO－9secで極小値40msecの値を持つ。又，　NOEはToの小さな所で約3，　T。の大き

な所で，1．15となる。いずれも大きなT。依存性を示し，実験値との比較から容易にT。を決めるこ

とができる。高分子の場合，溶1睡中でToは通常10　9～IO一’osecのorderで非常に短い。この事は，

主としてsegment運動がT，に寄与していることを示している。高分子の運動が，分子全体の運動

と局所的なsegment運動に分けられるとすれば，観測される相関時間は

　　　　　　1／τ。＝（1／τ。．。．。）＋（1／τ、eg）　　　　　　　　　　　　　（ll）

と書ける。z。，。，。は分子量と共に増加するから，分子量の大きい所ではTs。g，がT1を決めることに

なる。実際T，はあるcr三ticalな分子量以上では分子量に依存しなくなる。

5．相関時習の分布

　4の取扱いでは単一の相関時間を仮定したが，高分子の場合必らずしもこのモデルが成立しな

い。この時，（10）式のスペクトル密度は分布について平均する必要がある18）。即ち，分布関数をS（Te＞

とすると，

J・（・）一（・／5）C蓋r・
?。．．鋭毎｝d筍 （1　2）

例えば，よく知られているCole－Cole分布の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cos（1－7）rr／2
　　　　　　Jh（　to　）　＝（　Ys）ck　r－6　to－i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
　　　　　　　　　　　　　　　　　cosh（　71n　ca　ro）　十　sin（1　一　7）　rr／2

となる。ここで，r。は平均の相関時間である。又，γは分布幅に関するパラメータでγ＝1の時

単一分布となる。図2にγ＝0．6，0，8に対する計算結果をそれぞれカーブB，B’及びC，　C’で示

した。T1，　NOEのカーブは共に分布が広くなるとゆるやかになる。特にT，は極小近傍で極小の

位置は殆んど変らないのに対し，その値が分布と共に大きくなっているのが特徴である。

6．内部回転運動と核磁気緩和

　上で述べた取扱いは，高分子に結合している全てのi3C－iH対について可能である。しかし，

flexibleな側鎖の運動は主鎖の運動とそれ自身の内部運動との重ね合せであると考えた場合，5

の取扱いでは後者についての詳しい情報が得られない。そこで，内部回転がある場合の核磁気緩

和が最近調べられるようになった。先ず最初に，内部回転の軸が一ケの場合を考えてみよう（図

3＞。この時スペクトル密度は

」・（・）一（1／5）C短二蠕£・・（一E・τ）T・（・）Tr（・）d鴇㌔（B・）d‘綱

　　　　×　d‘d2，’，　（Bi　）d‘b2，’，　（Bi　）〈exp［一i｛a　7i（o）一b　7i（　r）｝］　〉　exp　（　一i　（D　T）

　　　　s，・・・…　，b＝一2一一2　（14）
と書ける。ここで，E、＝6Dよ÷S2（D／／－D、），又，　Tm　（s）とTr（s）は定数16）。この場合β。は回

転楕円体の畏軸に対する内部回転軸の角度で時間に依存しない。β1は回転軸に対するスピン対ベ

クトルの角度，γi（0），γi（τ）はスピン対の回転軸の回りの時刻0，時刻τにおける内部圃転角で

ある。〈………〉は内部回転についての統計平均であり，圏転のモデルに依存する。ここで取扱う
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モデルを列記すると次のようになる。

1）

2）

3）

4）

5）

6）

自由な回転拡散19）。

束縛された回転拡散20》。

2つの等価なsite間のJump2｝。

120．離れた3つの等価なsite間のJump2）3｝19）。

1200離れた3つの非等価なsite問のJumpi｝“3）。

s至te間の角度が可変の3つの非等価（この内2つは等価）なsite間のJumpi）｝3）。
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これらのモデルの内，1）と6）について説明してみる。

　先ず，1）のモデルでは，

　　　　　　〈・・・…〉＝　exp（一a2Dir）Sab　（15）

と書ける。D1は内部圓転軸の回りの團転拡散係数である。このときスペクトル密度は

　　　　　　Jh（　to）　＝（2／5）　Ck　r－6　21d（．’！a（Bo）12　l　dt2，L（fii）12　f（　r＊）　（1　6）

　　　　　　　　　　　　　　　　m，a

となる。ここで，

　　　　　　lk＊　＝6D」L　十m2（D／i　一Di）十a2Di　（1　7）

更に，D／／＝D⊥とおくと，

　　　　　　Jh（　tu　）＝（2／5）CK　r－6　Z　ldS2k　（Pi　）12　f（　r“）

　　　　　　　　　　　　　　　　a　（1　8）　　　　　　1／T“　：（1／ro）十a2Di

となる。これを使うと面諭が等方的な運動をし，且つ，側鎖の1番目のボンドのまわりの回転が

騒転拡散の場合を取扱うことができる。

　これに対して6）は，discreteなsite間のjumpモデルで，例えばアルキル鎖に対しては，より

現実的なモデルと言える。site数は最大3つ迄考慮することができる。図4にその模式図を示し

た。角度εはsitelの位置，　W呈は各s圭te閥のJump　rate（sec一1）である。図のようにWiを定
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i義するとsite　2，3は平衡状態で等価なWeightを持つことになる。通常アルキル鎖ではん＝12e“

であり，site　1をトランス（t）（ε・180．〉とするとsite　2，3はゴーシュ（g＋，　g一）となる。これは

モデル5）に対応する。更に，W1＝W2・・W3とするとモデル4）であり，W1》W，ではモデル3）を得

る。又，x＝180。とおくと，180。離れた2つの非等価なsite間のjumpモデルとなる。モデル6）の

場合，

　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　〈………〉＝Σ　Aa，b（q）B（q）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

　　　　　　　　　　　q＝1

である2｝3）。A。b（q）はε，　X，　Wtの，　B（q）はτ，　W，の関数である。　D〃＝Dよの時のスペクトル

密度は

　　　　　　J，（ω）＝（2／5）C書r－6Σld蟹も（βi）12A。，a（q）f（τ＊）

　　　　　　　　　　　　　　　a・q　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20＞
　　　　　　1／τ＊＝（1／τ。）＋λ9

玉

図4　内部圃転モデル6）。W【はjump　rate．

ここで，λ1＝0，λ2　＝　2wl÷w2，λ3＝w2＋2w3。この場合，　T、，　T2，　NOEはjump　rate　Wiと角

度κの関数として表わされ，内部回転について更に詳しい情報を得ることができる。

　次に，いくつかの内部回転軸を持つflexibleな側鎖の場合を考えてみる。この場合はN番唱の

回転軸に結合したスピン対についてω式は拡張されて次のように書ける。

　　　　　　」・（・）一（1／5）C蓋ビ・fd・Σ…←E、・）T、（・）T・（・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，aN　　　　　　　　　　　　　　　　　　s，a，a1ド”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b．b　1，…，bN

　　　　　　　　　・濁臨・E（β・臨、（β・）｝1ゑ〈・x・卜i｛・・γ・（・）一b・γ・（・）｝1＞（21＞

　　　　　　　　×d籔β（βN）d～譲，。（βN）exp（一iωτ）

ここでβ1～βN一三は回転軸間の角度，βNはN番目の回転軸とスピン対ベクトル聞の角度である。ア

ルキル鎖では，β1～βN＝70．50と置けばよい。又，〈・・…一〉は，各回転軸のまわりの運動について

の平均を蓑わす。全ての内部回転がモデル1）の時，主情の運動が等方的であるとして，

　　　　　　」・（・）一（・／5）c茗r6講側｛四ld・ξ払、・1（β・）1・｝臨（f・・）1・f（～）　（・・）

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　1／τ’　m（1／τ・）＋ΣalD」　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　　　　　　　　　　　　　　1＝＝1
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Djはj番瞑の回転軸の圓りの回転拡散係数である。

一方，モデル6）では

　　　　　　Jh（　to）＝（2／5）CZ　rn6　Z　．　d‘a2？，a2（Bi）d（a2？，b2（Bi）

　　　　　　　　　　　　　　　al，　一・　aN　，qb一・　qN

　　　　　　　　　　　　　　　b2，　bN

　　　　　　　　　・｛N－1、隻d留・…（β・）d留・、・1（β1）｝d編）d織．Q（魚）A・。a2（qi）

　　　　　　　　　・｛　Nll　Aak，bk（qkノ己皿2）｝f（・＊）

175

（24）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　1／τ＊　：（1／τ。）＋Σλq、，t　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　　　　　　　　　　　　　　t＝・1

と書ける3）。更に，主鎖の相関時間に分布がある時は，吻，⑫4）式を適当な分布関数で平均すること

になるが，今のところ，これは数値的に行なわれている。又，㈱，四式は全ての内部回転が騒転

拡散，或いは，Jumpモデルの場合であるが，両者，或いは，1）～6）のモデルのいずれかを組み合

わせることもできる4｝～12）。それには，伽式の対応する〈………〉をそれぞれのモデルで置き換え

ればよい訳である。しかしながら，測定結果を検討するに当り，どのモデルを選択するかについ

てはかなりの怪意性がある。この任意性は単一周波数での測定では取除くことが困難であるが，

2つ以上の周波数多核（例えば1H，2D）の測定をも併せて行うことにより，判る程度モデルを

しぼることができる。

　　　　　　　7．ポリペプチドのセグメント運動と側鎖の内部回転運動

　以上の取扱いの応用例として，最近，筆者が行なった水溶牲ポリペプチドの核磁気緩和につい

て簡単に紹介する。用いた試料は，ポリ（N。一ヒドロキシエチル　L一グルタミン）（PHEG），ポ

リ（Nビヒドロキシプロピル　L一グルタミン）（PHPG），ポリ（L一ヒスチジン）（PLH）である。

図5にこれらポリマーの化学構造成を示す。

　　H　　　　　　O
一（一　N－ X．H－e’一）7．

K一

　　C　H
　　　　2　　　　　　　PHEG　　l6
　　？，H2

　　8ド恐・一C・H・一　C・H・一　OH

H　　　　　O
　　　　　コけ
N－ X。H－c’一＞h

躍：　P…
　　9・一口♂C・H2－C・H・一C・H2－OH

　　　　図5　PHPG，　PHEG，　PLHの化学溝造。

　H　　　　　　O
　　　　　　ほ一〈’　N” H・K－c’一＞h

　　　9β“2

，韓，

　　　　＼1／

　　　　PL蕪
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　7－a　ポリ（N。一ヒドsuキシプロピル　L一グルタミン）（PHPG）

　PHPGは水溶液中ではほぼランダムであるが，アルコール添加により，a一ヘリックスにコンポ

メーション変化することが知られている。ここでは先ず，ランダムコイル状態での結果について

説明する6）。

　図6に主鎖C、のT，の温度変化を示す。主鎖の運動が等方的であるとすると，相関時間丁。の温

度変化を内部運動のない場合のスペクトル密度の式，㈹，を用いて検討できる。図6で実線はTo

の温度変化をTo＝τAexp（△H／RT），　Co｝e－Cole分布のパラメー・・一：タをγ　・0．7として計算：したも

のである。但し，鍬＝4．84×10’1‘sec．，△H＝6　Kcal／mol。計算値：は実測結果をよく説明しているこ

とがわかる。点線は70の温度変化を示したものであるが，室温では5×10－1。sec程度であり，主

鎖は活発なセグメント運動を行なっていると考えられる。尚，Toに対し，単一分布（γ＝1）を仮

定した場合，2つの周波数の実測結果を同時にシミュレートすることは困難であることを付け加

えておく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lo’e
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図6　PHPG　CaのT，。
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幽 ユO　　　M　　　脳
　　　1◎シゼK”

36

図7　PHPG　CβのT1。　O；22．63MHz，

　　＠　i　62486MHZe

　側鎖については，⑳，囲式を用い，主訴の相関時間の分布を考慮して，内部運動を詳細に検討

した。その結果，C。一Cβ，Cβ一C，についてはモデル6），　C，一C，，CゲC，についてモデル

4），N，一Ccについてはモデル1＞が適当であることがわかった。尚，　N、一Cζには側鎖ペプチド

グループ全体の運動が反映している。300Cで得られた内部回転についてのパラメータを表1－aに

示す。又，國7にはCβについての実測のT，と計算カーブを1例として示した。表1－aより，

C。一Cβについてはsite2，3間のjump　rate　W3はsite　l，2，　site　1，3問のjump　rate　Wi，　W2

に比べ，非常に小さいことがわかる。一方，CrCη，C，一Ceについては，より回転の自由度

が増加しており（W譜0），側鎖ペプチドグループを境にして内部回転の性質が多少変化してい

る。jump　rateの値から各siteの存在比
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　　　　W，P，　＝

　　　2W，十W，
　　　　　　W，
P2＝P3＝
　　　　　2W，十W，

（26）

を求めると，表1嚇のようになる。これらの値は（）に示したiH　vicinal　coupling　constant　3」か

ら求めたものと非常によく対応しており，内部回転のモデルが妥当であることを示している。

衰1－a　PHPG側鎖の内部外転パラメータ。（300K）　衷1－b　PHPG側鎖の圓転異性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体比。（）は’H　vicinal　coupling

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による結果。

ボンド モデル W1 W2 W3 P1 P2 P3

C。一Cβ 6＞ 8．Ox108 4．8×109 謎 0 0，750 0，125 0，125

（0．630） （0．240） （0．130＞

Cβ一Cγ 6） 1．4x109 7，0×108 窪 0 0，200 0，400 0，400

（0。200） （0．400） （0．400）

Nε一Cζ 1＞ 3．0×109塞

Cζ一Cη 4） 4．5×109 4．5x109 4．5×109 0，333 0，333 0，333

（G．333） （G．333＞ （Q333）

Cη一Cθ 4） 3．0×109 3．0×109 3．0×109 0，333 0，333 0，333

（0．350） （0．350） （0．300）

＊回転拡散係数 （sec－i）

　次にコンポメーション依存性について述べる12）。但し，測定試料，測定周波数は上記実験とは異

なっていることを指適しておく。國8に15，100MHzで測定したランダムコイルに対するT1，

NOEを示す。　NT，は15MHzでは主鎖から離れるに従い急速に増加するが，100MHzでは一担

minimumが生じている。又，　NOEは15MHzでは全体的に大きな値（iHによる双極子相互作用

では最大値：が約3）を示すが，1eeMHzでは小さな値から三々に増加している。このように強い

周波数依存性が観測された。図9にはα一ヘリックスに対する結果を示した。NT、については，周

波数依存性が更に大きくなっている。又，NOEについては，15MHzでの値が全体的にかなり減

少しているのが特徴的である。以上の結果を基に，PHPGの主鎖および側鎖の運動のコンボメー

ション依存性を検討した。

　先ず，主鎖については図1に示した回転楕円体を絹いて，C。のT，，　NOEを解析した。その結

果，2っの周波数でのT，，NOEを同時に満足する回転拡散係数D〃，　Dよの値は，ランダムコイ

ルではD戸D⊥；1．5×1G8sec’i．，ヘリックスではD〃＝2．5x107sec一｝，　D⊥瓢1，G×106sec’i．

となった。比Dl！／D↓はランダムコイルでは1であり運動が等方的であることを示す。一方，α一

へりックスではD〃／D遼25となり，主鎖はかなり思方的な運動を行なっていることがわかる。以

上，主鎖については妥当なコンポメーション依存性となった。

　側鎖のNOEとT，については，モデル1）とモデル4）の2つの内部回転を用いて，どちらがより

実測値を説明するか定性的に検討した。表2－aは100MH，のT，の実測値のみを用い，運動モデ

ルをモデル1）（回転拡散）に固定した時の解析例である。内部回転の回転拡散係tw　D，は108～10’O

sec二1の値：を示すが，α一ヘリックスに対する方が全体的に小さい。又，　CR－Crボンドより先端

では急に大きくなり，蝦鎖の影響がCγ附近迄及んでいることが定性的にわかる。しかし，これら

のD，は1eOMH，のNOE，15MHzでのT，，　NOEなどを同時に説明することができない。これ

はモデル1）が適当でないことを示している。そこで，N。　一一・Cζボンド以外のボンドに対してモデ
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ル4）のjumpモデルを適用してみたところ，実測値をほぼ説明できた。得られたjump　rate　Wの

値を表2－bに示す。CrC，，　Cη一Cθボンドのまわりのjump　rate，　N，一C，ボンドのまわり

の回転拡散係数は主鎖の形態に殆んど依存していない。一方，主鎖に近いC。一Cβ，CグC，ボ

ンドについては強い形態依存性が見られ，ヘリックスでは1桁値が小さくなっていることがわか

る。

NTI（13c） （sec）

1．　0

O．　1 o

　　　　　＠

100　MHz
　　　　　o
　＠

o
15　MHz

a）

＠

o

ca　cB

NOE
3

2

1

ユ5　MHz

ss

op

as

100　MHz

　　　！3
NT．（　　　　　c）

mp

b）

C”v　Cc　Cn　Ce　Ca　CB　C￥　Cg
　図8　PHPGのT，とNOE（ランダムコイル，303K）。

（sec）

Ce

i．　o

O．　1

o．　oi

　　1oo
＠　　　＠

o

＠

廻Hz

　　150

o

魏Hz

a）

mp

o

Cn　Ce

NOE

3

2

1

ca　CB Cy　c．g

　　工5　凹HzO

o　　　O　　　麟

＠

100　MHz

b）

o
as

ca　CB Cy　Cc Cn　Ce

図9　PHPGのT、とNOE（α一ヘリックス，303K）。
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表2．PHPG側鎖の内部回転のコンボメーション依存性。

a・T1（IOOMHz）のモデル1）による解析。　　　　　b．15，100MHZのT、，　NOE．に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対するモデル1），4）を周いた解析。

ボンド α一ヘンリックス ランダムコイル モデル α一ヘリックス ランダムコイル

C。一Cβ 4×108 5×108 4） 2×108 2×109

Cβ一Cγ 2×108 7×108 4） 2×108 1×109

N，一Cζ 5×109 3×109 1＞ 3x109 3×109

Cζ一Cη 3×109 6×109 4） 5×109 5×109

Cη一Cθ 3×109 7×109 4） 5×109 4×109

数値は圃転拡散係数（モデル1＞），junp　rate（モデル4）〉を表す。（secE｝）

　7－b　ポリ（N，一ヒドロキシエチル　L一一グルタミン）（PHEG）及び

　　　　　ポリ（L・一ヒスチジン）（PLH）

　PHEG，　PLHについては水溶液中，ランダムコイルの条件下でT，の温度依存性を測定した。

測定装置は13Cについては，15，20，23，25，63，100MH，，　IHについては60，100，250，400

MHzのスペクトロメータを用いた。ここでは紙面の都合で結果のみを示す。

　PHEGの主鎖C、の相関時間は，　Cole－Coleの分布パラメータγ；0．75でT。＝TAexp（△H／RT）

の温度依存性を示す。ここで，△H＝7．8Kca1／mal，η＝2．6×10一15sec．又，　PLHについては，

γ＝0．75，△H嵩6。3Kcal／mal，τA灘8．7×1e－issec．であった。側鎖の内部回転のモデル及び30QK

に於けるjump　rateを表3及び4に示す。

表3．PHEG側鎖の内部回転パラメーータ。（300K：）

ボンド モデル W1 W2 W3
C。一Cβ

bβ一Cγ

m，一Cζ

bζ一Cワ

6＞6）1）4）

9。7×109

Q．2×109

T．Ox108事

U。4×109

5，7×1010

P．4×109

U．4x109 6．4×109

＊　　回彰…拡散係数 （Sec－1）

衰4．側鎖の内部回転パラメータ。（300K）

ボンド モデル W鼠 W2
C。一Cβ

bβ一C5

6）＊

R）寧＊

4．3×107

P．8×王09

1．3×108

＊　W3　nt　O　（sec－i）
＊＊90．離れた等価な2site間のjump．

お　わ　り　に

　以一iz，数式的になり過ぎたが，高分子の核磁気緩和に関して，現在まで検討されている種々の

運動モデルについて，筆者の研究結果を用い簡単に紹介した。尚，実験結果の詳細な議論につい

ては紙面の都含で出来なかったが，次の機会に行ないたいと考えている。
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