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今日の内容今日の内容今日の内容今日の内容

 シミュレーションの基礎シミュレーションの基礎シミュレーションの基礎シミュレーションの基礎
•• シミュレーションとはシミュレーションとは
•• 色々なシミュレーション色々なシミュレーション
•• 生物学におけるシミュレーション例生物学におけるシミュレーション例

分子シミュレーション分子シミュレーション 分子シミュレーション分子シミュレーション
•• 方法論方法論

 分子シミュレーションの計算機支援創薬への適用分子シミュレーションの計算機支援創薬への適用
•• 結合親和性計算法結合親和性計算法結合親和性計算法結合親和性計算法
•• 応用例応用例



シミュレーションの基礎シミュレーションの基礎シミュレーションの基礎シミュレーションの基礎



シミュレーションとはシミュレーションとは

 シミュレーション：日本語で「模擬実験」と訳す。シミュレーション：日本語で「模擬実験」と訳す。
 現実の問題（あるいは仮想的な問題）を「模擬」し現実の問題（あるいは仮想的な問題）を「模擬」し
た装置を準備し、その装置を用いた実験を行なって、た装置を準備し、その装置を用いた実験を行なって、
事の次第を分析・予測する手法。その装置が計算機事の次第を分析・予測する手法。その装置が計算機事の次第を分析・予測する手法。その装置が計算機事の次第を分析・予測する手法。その装置が計算機
（コンピュータ）である場合（コンピュータ）である場合を、計算機シミュレーを、計算機シミュレー
ションと言うションと言う。。

 装置を「シミュレータ」、実験の対象を「モデル」装置を「シミュレータ」、実験の対象を「モデル」
と呼ぶ。と呼ぶ。

 実験、理論と併せて実験、理論と併せて第３の手法第３の手法 実験、理論と併せて実験、理論と併せて第３の手法第３の手法



簡単なシミュレーション簡単なシミュレーション
運動方程式: F = mα

(0 )
F=mg

α = (0, -g)
v0 = (v0cosθ, v0sinθ)
v = (v0cosθ, v0sinθ-gt)( 0 , 0 g )
r = (x0+v0tcosθ, 

y0+v0sinθ-gt2/2)



シミュレーションの応用分野シミュレーションの応用分野

物理・工学物理・工学経済経済 物理・工学物理・工学経済経済

生物
シミュレーションシミュレーション

生物教育教育



シミュレーションの実例シミュレーションの実例
候天候

建物の耐性 環境
宇宙

航空機 原子炉航空機 原子炉

電通大・成見准教授 提供



シミュレーションの必要性シミュレーションの必要性

問題が複雑で予測が困難な場合問題が複雑で予測が困難な場合問題が複雑で予測が困難な場合問題が複雑で予測が困難な場合
実システムで試すには時間や費用が掛かり実システムで試すには時間や費用が掛かり
すぎる場合すぎる場合すぎる場合すぎる場合

実システムでは危険を伴う場合実システムでは危険を伴う場合
実システムがまだ存在しない場合実システムがまだ存在しない場合実システムがまだ存在しない場合実システムがまだ存在しない場合



生物学とシミュレーション生物学とシミュレーション



生物学とシミュレーション生物学とシミュレーション

人体、臓器人体、臓器
生体力学シミュレーション生体力学シミュレーション
（（歩行・臓器歩行・臓器[[血管・心臓・眼球血管・心臓・眼球]]
のシミュレーション）のシミュレーション）

細胞の増殖・固体形成のシミュレーション細胞の増殖・固体形成のシミュレーション

タンパク質の生化学反応ネットワークタンパク質の生化学反応ネットワークタンパク質タンパク質

細胞細胞

のシミュレーション）のシミュレーション）

ゲノム配列の類似性に基づくタンパク質構造予測ゲノム配列の類似性に基づくタンパク質構造予測

ドメイン運動・大規模生体高分子の運動ドメイン運動・大規模生体高分子の運動アミノ酸アミノ酸

タンパク質タンパク質
核酸核酸

電子電子

原子原子

化学反応（共有結合の形成・開裂）化学反応（共有結合の形成・開裂）

分子運動分子運動（分子の動態）（分子の動態）分子運動分子運動（分子の動態）（分子の動態）原子原子

最小単位最小単位

化学反応（共有結合の形成・開裂）化学反応（共有結合の形成・開裂）



生体生体力学の力学のシミュレーションシミュレーション

エジンバラ大・幸村准教授 提供



臓器（血管）の臓器（血管）のシミュレーションシミュレーション
http://www.comp-bio.riken.jp/1/members/pages/komura.html



細胞増殖のシミュレーション細胞増殖のシミュレーション

 http://mbi.dkfzhttp://mbi.dkfz--heidelberg.de/projects/cellsim/heidelberg.de/projects/cellsim/



タンパク質の生化学反応ネットワークタンパク質の生化学反応ネットワーク

http://www.ehttp://www.e--cell.org/cell.org/



分子シミュレーション分子シミュレーション分子シミュレーション分子シミュレーション

タンパク質変性・構造形成タンパク質変性・構造形成
イオン透過イオン透過

アミロイド凝集アミロイド凝集 タンパク質変性・構造形成タンパク質変性・構造形成



化学反応シミュレーション化学反応シミュレーション

OkimotoOkimoto et alet al.,., J. Am. Chem. Soc. J. Am. Chem. Soc. 121121, 7349, 7349--7354 (1999).7354 (1999).



分子シミュレーション分子シミュレーション



分子シミュレーション分子シミュレーション分子シミュレーション分子シミュレーション
代表的方法代表的方法代表的方法代表的方法
モンテカルロシミュレーション（ＭＣ）モンテカルロシミュレーション（ＭＣ）
最適化問題の解法の一つ。原子の位置を計算最適化問題の解法の一つ。原子の位置を計算最適化問題の解法の一つ。原子の位置を計算最適化問題の解法の一つ。原子の位置を計算
機で発生させた乱数による確率過程に従って機で発生させた乱数による確率過程に従って
次々と変えていき、そこから構造・熱力学量次々と変えていき、そこから構造・熱力学量
などを計算する。などを計算する。

分子動力学シミュレーション（ＭＤ）分子動力学シミュレーション（ＭＤ）分子動力学シミュレーション（ＭＤ）分子動力学シミュレーション（ＭＤ）
原子間に働く力と時間変位から、ニュートン原子間に働く力と時間変位から、ニュートン
の運動方程式（力＝質量の運動方程式（力＝質量××加速度）を解くこ加速度）を解くこ
とで、時々刻々と変化する原子位置を求める。とで、時々刻々と変化する原子位置を求める。とで、時々刻々と変化する原子位置を求める。とで、時々刻々と変化する原子位置を求める。



方法論方法論

１．モンテカルロ法１．モンテカルロ法１．モンテカルロ法１．モンテカルロ法
MetropolisMetropolisMetropolisMetropolis



Metropolisモンテカルロ法の手順 (1)Metropolisモンテカルロ法の手順 (1)
1. 1. 一様乱数を発生させ、ある原子一様乱数を発生させ、ある原子nnを選ぶ。を選ぶ。

2. 2. 区間区間[0,1][0,1]の一様乱数の一様乱数ηηxx、、ηηyy、、ηηzzを発生させ、原子を発生させ、原子nnの位置の位置
rrii

NN=(=(xx ,,yy ,,zz ))ををrrii =(=(xxnn,,yynn,,zznn))をを
xxnn’ = ’ = xxnn + (2+ (2ηηxx -- 1)1)δδ
yynn’ = ’ = yynn + (2+ (2ηηyy -- 1)1)δδ

’ =’ = + (2+ (2ηη 1)1)δδzznn  =  = zznn + (2+ (2ηηzz -- 1)1)δδ
に変化させる。ここでに変化させる。ここでδδは各原子の最大変位幅を示す。は各原子の最大変位幅を示す。
rrjj

NN = (= (xxnn’, ’, xxnn’, ’, zznn’) ’) とする。とする。

3. 3. 配座配座rrjj
NNのエネルギーのエネルギーUU((rrjj

NN))を計算する。を計算する。



Metropolisモンテカルロ法の手順 (2)Metropolisモンテカルロ法の手順 (2)
4. 4. UU((rrii

NN) ) ≥ ≥ UU((rrjj
NN))ならば、ならば、rrjj

NNををrri+1i+1
NNとしてとして11へ戻るへ戻る。。(( ii )) (( jj )) jj i+1i+1

5. 5. UU((rrii
NN) ) ≤ ≤ UU((rrjj

NN))ならば、区間ならば、区間[0,1][0,1]の一様乱数の一様乱数ηηを発生させ、を発生させ、
ηη ≤ ≤ expexp[[--{{UU((rrjj

NN))--UU((rrii
NN)}/)}/kkBBTT]] ならばならばrrjj

NNををrri+1i+1
NNηη [[ {{ (( jj )) (( ii )})} BB ]] jj i+1i+1

ηη ≥ ≥ expexp[[--{{UU((rrjj
NN))--UU((rrii

NN)}/)}/kkBBTT]] ならばならばrrii
NNををrri+1i+1

NN

としてとして11へ戻る。へ戻る。

局所的最小点からの脱却局所的最小点からの脱却



方法論方法論方法論方法論

２．分子動力学法２．分子動力学法２．分子動力学法２．分子動力学法
Molecular Dynamics Molecular Dynamics 

(MD)(MD)



●分子動力学シミュレーション●分子動力学シミュレーション ＝＝ 高い高い時間時間・空間分解能・空間分解能

分子動力学シミュレーションの分子動力学シミュレーションの役割役割
●分子動力学シミュレーション●分子動力学シミュレーション ＝＝ 高い高い時間時間・空間分解能・空間分解能
＝＝ タンパク質の構造と機能の研究に有用タンパク質の構造と機能の研究に有用

●計算の規模・精度の向上により、計算の信頼度が●計算の規模・精度の向上により、計算の信頼度が高まる高まる●計算の規模・精度の向上により、計算の信頼度が●計算の規模・精度の向上により、計算の信頼度が高まる高まる

↓↓↓↓

●機能解析のための分子動力学シミュレーションの需要が機能解析のための分子動力学シミュレーションの需要が
急拡大急拡大急拡大急拡大
●●ゲノムゲノム→→構造構造⇒⇒機能機能（タンパク質の構造と機能の関連）（タンパク質の構造と機能の関連）
●●生物物理学的な普遍的性質研究から生物物理学的な普遍的性質研究から、個々、個々のタンパク質のタンパク質
の分子生物学研究への分子生物学研究への分子生物学研究への分子生物学研究へ



分子動力学法とは (1)分子動力学法とは (1)

原子間に働く力と時間変位から、ニュートンの運動方程原子間に働く力と時間変位から、ニュートンの運動方程原子間に働く力と時間変位から、ニュートンの運動方程原子間に働く力と時間変位から、ニュートンの運動方程
式（力＝質量式（力＝質量××加速度）を解くことで、時々刻々と変化加速度）を解くことで、時々刻々と変化
する原子位置を求める。する原子位置を求める。

19771977年に年にMcCammonMcCammon, , GelinGelin, , KarplusKarplusらは、らは、5858残基から残基から
なるタンパク質なるタンパク質BPTIBPTIの原子の動きをの原子の動きを8.88.8ピコ秒間シミュピコ秒間シミュなるタンパク質なるタンパク質 の原子の動きをの原子の動きを ピコ秒間シミュピコ秒間シミュ
レーションしたのが生体高分子の分子動力学シミュレーレーションしたのが生体高分子の分子動力学シミュレー
ションの始まりションの始まり((McCammonMcCammon JA, JA, GelinGelin BR and BR and 
KarplusKarplus M Dynamics of folded proteinsM Dynamics of folded proteins NatureNature 267267KarplusKarplus M. Dynamics of folded proteins, M. Dynamics of folded proteins, NatureNature 267, 267, 
585585--590, 1977)590, 1977)。。



分子動力学法とは (2)分子動力学法とは (2)

タンパク質を構成する原子タンパク質を構成する原子iiを質量を質量mmの質点とみなし、の質点とみなし、タンパク質を構成する原子タンパク質を構成する原子iiを質量を質量mmiiの質点とみなし、の質点とみなし、
分子中の分子中のNN個の原子間のポテンシャルエネルギー個の原子間のポテンシャルエネルギーVVをもをも
とに、ニュートンの運動方程式を解くことによって行わとに、ニュートンの運動方程式を解くことによって行わ
れる。れる。

 古典粒子古典粒子
 力の計算力の計算

れる。れる。

( )( )
ニュートン運動方程式を解くニュートン運動方程式を解く

(1)(1)

時刻時刻t=0t=0におけるにおけるNN個の位置ベクトル個の位置ベクトルrrii(0)(0)と速度ベクトと速度ベクト
ルルvvii(0)(0)が初期条件として与えられると、任意の時刻が初期条件として与えられると、任意の時刻ttにに
おける原子の位置と速度がおける原子の位置と速度が(1)(1)式を積分することで求め式を積分することで求めおける原子の位置と速度がおける原子の位置と速度が(1)(1)式を積分することで求め式を積分することで求め
られる。られる。



分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ

1.1. 初期配置（例：初期配置（例：xx、、yy、、zzの三次元座標）の三次元座標）
2.2. 初速度の割り振り（マックスウェル分布）初速度の割り振り（マックスウェル分布）2.2. 初速度の割り振り（マックスウェル分布）初速度の割り振り（マックスウェル分布）
3.3. 力（エネルギー）の計算力（エネルギー）の計算
4.4. 力から、加速度・速度を計算力から、加速度・速度を計算4.4. 力から、加速度・速度を計算力から、加速度・速度を計算
5.5. タイムステップ（タイムステップ（ΔΔtt）後の座標の更新）後の座標の更新
6.6. ３３..へ戻るへ戻る6.6. ３３..へ戻るへ戻る



初期配置と初速度初期配置と初速度
タンパク質分子を解析する場合、原子の初期座タンパク質分子を解析する場合、原子の初期座タンパク質分子を解析する場合、原子の初期座タンパク質分子を解析する場合、原子の初期座
標標rrii(0)(0)として多くはとして多くはXX線結晶構造が用いられる。線結晶構造が用いられる。

初速度初速度 (0)(0)は、温度は、温度 と運動エネルギーと運動エネルギー とのとの初速度初速度vvii(0)(0)は、温度は、温度TTと運動エネルギーと運動エネルギーEEkkとのとの
関係式関係式

T T == EEkk == ∑∑mmii||vvii||
2211

33NkNkBB

22

33NkNkBB

から、所与の温度から、所与の温度TT00が得られるようにマックスが得られるようにマックス
ウェル分布と乱数を使って個々の原子の速度をウェル分布と乱数を使って個々の原子の速度をウェル分布と乱数を使って個々の原子の速度をウェル分布と乱数を使って個々の原子の速度を
無秩序に定める無秩序に定める



初期配置のエネルギー極小化初期配置のエネルギー極小化初期配置のエネルギー極小化初期配置のエネルギー極小化
計算計算 (Energy minimization)(Energy minimization)( gy )( gy )
初期座標初期座標rrii(0)(0)としてのとしてのXX線結晶構造やモデル構線結晶構造やモデル構
造には、好ましくないねじれやゆがみ、原子間造には、好ましくないねじれやゆがみ、原子間造には、好ましくないねじれやゆがみ、原子間造には、好ましくないねじれやゆがみ、原子間
衝突等が含まれる場合がある。衝突等が含まれる場合がある。

エネルギー極小化計算は、エネルギーの一次勾エネルギー極小化計算は、エネルギーの一次勾エネルギー極小化計算は、エネルギーの一次勾エネルギー極小化計算は、エネルギーの一次勾
配（つまり力）を計算して、エネルギーが低く配（つまり力）を計算して、エネルギーが低く
なる方向に系を動かす方法である。なる方向に系を動かす方法である。なる方向に系を動かす方法である。なる方向に系を動かす方法である。

極小化極小化 最小化最小化極小化極小化 最小化最小化



初期配置のエネルギー極小化初期配置のエネルギー極小化初期配置のエネルギー極小化初期配置のエネルギー極小化
計算計算 (Energy minimization)(Energy minimization)( gy )( gy )
最急降下法最急降下法((Steepest descentSteepest descent))
初期点が極小点から離れている場合は早く極小初期点が極小点から離れている場合は早く極小初期点が極小点から離れている場合は早く極小初期点が極小点から離れている場合は早く極小
点に近づくが、収束は遅い。点に近づくが、収束は遅い。

共役勾配法共役勾配法(( ))共役勾配法共役勾配法((Conjugate gradientConjugate gradient))
極小点に近い場合、収束が早く極小点に効率よ極小点に近い場合、収束が早く極小点に効率よ
く近づく。く近づく。く近づく。く近づく。

計算開始当初は、最急降下法を用い、次いで共計算開始当初は、最急降下法を用い、次いで共計算開始当初は、最急降下法を用い、次いで共計算開始当初は、最急降下法を用い、次いで共
役勾配法を用いる。役勾配法を用いる。



分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ

1.1. 初期配置（例：初期配置（例：xx、、yy、、zzの三次元座標）の三次元座標）
2.2. 初速度の割り振り（マックスウェル分布）初速度の割り振り（マックスウェル分布）2.2. 初速度の割り振り（マックスウェル分布）初速度の割り振り（マックスウェル分布）
3.3. 力（エネルギー）の計算力（エネルギー）の計算
4.4. 力から、加速度・速度を計算力から、加速度・速度を計算4.4. 力から、加速度・速度を計算力から、加速度・速度を計算
5.5. タイムステップ後の座標の更新タイムステップ後の座標の更新
6.6. ３３..へ戻るへ戻る6.6. ３３..へ戻るへ戻る



タンパク質のポテンシャルエネルギタンパク質のポテンシャルエネルギー

タンパク質のポテンシャルエネルギータンパク質のポテンシャルエネルギーVV((XX))は、原理的は、原理的
には量子力学のには量子力学の 方程式方程式 を解くこを解くこには量子力学のには量子力学のSchrödingerSchrödinger方程式方程式((HHψψ = W= Wψψ))を解くこを解くこ
とによって求められるとによって求められるが、タンパク質のように自由度がが、タンパク質のように自由度が
大きく、複雑な系では大きく、複雑な系ではSchrödingerSchrödinger方程式の解を解析的方程式の解を解析的大きく、複雑な系では大きく、複雑な系ではSchrödingerSchrödinger方程式の解を解析的方程式の解を解析的
に求めることはできない。そのため、に求めることはできない。そのため、近似的近似的、、経験的経験的なな
VV((XX))の関数型がの関数型がScheragaScheraga、、van van GunsterenGunsteren、、KarplusKarplus、、
KollmanKollmanらにらによって求められてきた。よって求められてきた。KollmanKollmanらにらによって求められてきた。よって求められてきた。

生体高分子ポテンシャルエネルギー計算システム生体高分子ポテンシャルエネルギー計算システム生体高分子ポテンシャルエネルギー計算システム生体高分子ポテンシャルエネルギー計算システム
ScheragaScheraga: ECEPP: ECEPP
KarplusKarplus: : CHARMMCHARMMpp
KollmanKollman: AMBER: AMBER



生体高分子のポテンシャル生体高分子のポテンシャル生体高分子のポテンシャル生体高分子のポテンシャル
エネルギーエネルギー

V = V = ∑∑KKrr(r (r -- rreqeq))
2 2 + + 

∑∑KKθθ(θ(θ--θθeqeq))
2 2 + + 

∑∑KKnn/2{1+cos(/2{1+cos(nφnφ -- r)} + r)} + 

∑∑((AAijij/r/rijij
12 12 -- BBijij/r/rijij

66) + ) + 

(( // ))∑∑((qqiiqqjj//rrijij))

FFii = = –– ▽▽iiVV(r(r11,r,r22,,・・・・・・rrNN))



非結合性相互作用非結合性相互作用((vdWvdW、、非結合性相互作用非結合性相互作用((vdWvdW、、
クーロンクーロン))の計算の計算 例えば、例えば、10,00010,000原子の系の場合、原子の系の場合、

10,00010,000××10,00010,000××0.50.5 ==

50,000,00050,000,000ペアーの計算が必要！ペアーの計算が必要！, ,, , ペアーの計算が必要！ペアーの計算が必要！

ある距離ある距離rrcc以上離れた原子対では計以上離れた原子対では計
算しないという算しないというカットオフ近似カットオフ近似が用が用
いられるいられるいられるいられる

rrcc



分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ

1.1. 初期配置（例：初期配置（例：xx、、yy、、zzの三次元座標）の三次元座標）
2.2. 初速度の割り振り（マックスウェル分布）初速度の割り振り（マックスウェル分布）2.2. 初速度の割り振り（マックスウェル分布）初速度の割り振り（マックスウェル分布）
3.3. 力（エネルギー）の計算力（エネルギー）の計算
4.4. 力から、加速度・速度を計算力から、加速度・速度を計算4.4. 力から、加速度・速度を計算力から、加速度・速度を計算
5.5. タイムステップ後の座標の更新タイムステップ後の座標の更新
6.6. ３３..へ戻るへ戻る6.6. ３３..へ戻るへ戻る



運動方程式解法運動方程式解法
11rrii = ―      = ―      ▽▽iiVV(r(r11,r,r22,,・・・・・・rrNN))
mmii

....

上記運動方程式の解析解を得ることは通常不可能である。上記運動方程式の解析解を得ることは通常不可能である。上記運動方程式の解析解を得ることは通常不可能である。上記運動方程式の解析解を得ることは通常不可能である。

数値解法：数値解法：LeapfrogLeapfrog法法

vvii((t+t+ ∆∆tt)) = v= vii((tt−− ∆∆tt) +     ) +     FFii((tt)∆)∆tt11
22

11
22

11
mmii

11rrii((t+t+∆∆tt)) = = rrii((tt) + ) + vvii((tt+    ∆+    ∆tt) ∆) ∆tt11
22

vvii((tt)) == {{vvii((t+t+ ∆∆tt) +) + vvii((tt − ∆− ∆tt)})}11 1111vvii((tt))           {{vvii((t      t      ∆∆tt)  )  vvii((tt      ∆     ∆tt)})}
22 2222

十分短い十分短い∆∆ttを用いる（原子の結合長の伸縮を用いる（原子の結合長の伸縮==1010フェムト秒フェムト秒))。。



分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ
まとめまとめまとめまとめ

初期構造準備初期構造準備初期構造準備初期構造準備

PDBPDBファイルのファイルの 各原子の初速度各原子の初速度PDBPDBファイルのファイルの
ダウンロードダウンロード

ATOM      1  N   ILE A   1     -3.215   7.391  11.154  0.03  0.00      A   

各原子の初速度各原子の初速度
を割り振るを割り振る

1122
ATOM      2  H1  ILE A   1     -3.796   6.783  11.714  0.23  0.00      A   
ATOM      3  H2  ILE A   1     -2.282   7.220  11.501  0.23  0.00      A   
ATOM      4  H3  ILE A   1     -3.302   7.095  10.193  0.23  0.00      A   
ATOM      5  CA  ILE A   1     -3.539   8.815  11.160  0.03  0.00      A 

T T == EEkk == ∑∑mmii||vvii||
22

11

33NkNkBB

22

33NkNkBB

始めは低温（始めは低温（1K etc1K etc）で）で
エネルギー極小化計算エネルギー極小化計算

始めは低温（始めは低温（1K etc1K etc）で）で
設定し、徐々に温度を上設定し、徐々に温度を上
げるげる



分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ
まとめまとめまとめまとめ

力（エネルギー）の計算力（エネルギー）の計算

原子原子11にかかる力にかかる力

力（エネルギー）の計算力（エネルギー）の計算

1

2

1

2
結合長結合長

クーロン、クーロン、vdWvdW

2

3

5

2

3

5 結合角結合角

44
ねじれねじれ



分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ分子動力学（分子動力学（MDMD））法の流れ法の流れ
まとめまとめまとめまとめ

加速度・速度の計算加速度・速度の計算 && 座標の更新座標の更新加速度・速度の計算加速度・速度の計算 && 座標の更新座標の更新

LeapfrogLeapfrog等の差分法により等の差分法により

vvii((t+t+ ∆∆tt)) = v= vii((tt−− ∆∆tt) +     ) +     FFii((tt)∆)∆tt11
22

11
22

11
mmii

次のステップ次のステップ
ののvvii((tt−− 0.50.5∆∆tt) ) 

rrii((t+t+∆∆tt)) = = rrii((tt) + ) + vvii((tt+    ∆+    ∆tt) ∆) ∆tt11
22

((tt)) {{ ((t+t+ ∆∆tt) +) + ((tt ∆∆tt)})}11 1111

次のステップ次のステップ
の初期座標の初期座標

vvii((tt)) =     =     {{vvii((t+     t+     ∆∆tt) + ) + vvii((tt −     ∆−     ∆tt)})}11
22

11
22

11
22 次ステップの力（エネ次ステップの力（エネ

ルギー）の計算ルギー）の計算



MDMDの条件決めの条件決め

•• 系の温度系の温度
•• 結合長の拘束条件結合長の拘束条件 ((SHAKESHAKE法法):):全原子全原子 oror•• 結合長の拘束条件結合長の拘束条件 ((SHAKESHAKE法法):):全原子全原子 oror
水素原子水素原子

•• 時間刻み：全原子時間刻み：全原子((2fs2fs))、、水素原子水素原子((1fs1fs))•• 時間刻み：全原子時間刻み：全原子((2fs2fs))、、水素原子水素原子((1fs1fs))
•• アンサンブルアンサンブル (NTP(NTP、、NTVNTV、、NVE)NVE)
•• シミュレーションシステムシミュレーションシステム•• シミュレーションシステムシミュレーションシステム



シミュレーションシステムシミュレーションシステム

球状の水球状の水
箱型の水箱型の水

生体高分子シミュレーションでは取り扱う原子数が多くなる生体高分子シミュレーションでは取り扱う原子数が多くなる
水分子＋生体分子水分子＋生体分子10,00010,000--1,000,000 1,000,000 原子原子



周期境界条件周期境界条件



クーロン力の計算クーロン力の計算
ーー EwaldEwald法－法－

周期境界において周期境界において、、基本セル内基本セル内、、および無限個の虚像からの基本セおよび無限個の虚像からの基本セ周期境界において周期境界において、、基本セル内基本セル内、、および無限個の虚像からの基本セおよび無限個の虚像からの基本セ
ルへのクーロンポテンシャルの寄与の総和はルへのクーロンポテンシャルの寄与の総和は、、

UUt tt t == ∑∑∑∑qqii∑∑
11
22

qqjjUUtottot ∑∑∑∑qqii∑∑22 rrijnijnnn ii jj

フーリエ変換によりフーリエ変換により、、

UUrealreal == ∑∑∑∑qqii∑∑ erfcerfc(( )) ……………… 実空間実空間（（収束早収束早））qqjj

rrijnijn

11
22 nn ii jj

ηη
rrijnijn

UUwavewave =       =       ∑                       ∑                       {({(∑q∑qiicos2cos2ππK·K·rrii))
22+(+(∑q∑qiisin2sin2ππK·K·rrii))

22} … } … 波数空間波数空間

22 自己エネルギー自己エネルギー || ||22 補正項補正項

11
22

exp(exp(--ππ 22ηη22KK22))
KK22

11 22ππ
UUselfself = = ∑∑qqii

22 ….. ….. 自己エネルギー自己エネルギー UUcorrcorr =      =      |∑|∑qqiirrii||
22 ….. ….. 補正項補正項11

ππ11//22ηη
22ππ
33VV



タンパク質の分子動力学シミュタンパク質の分子動力学シミュ
レーションの難しさレーションの難しさ
大きな自由度、複雑さ大きな自由度、複雑さ大きな自由度、複雑さ大きな自由度、複雑さ
NN残基で残基で33NNもの可能な配位もの可能な配位

長い緩和時間長い緩和時間ーー時間方向の分離困難時間方向の分離困難長い緩和時間長い緩和時間ーー時間方向の分離困難時間方向の分離困難
基本タイムスケール基本タイムスケール … 1… 1フェムト秒フェムト秒 ((1010--1515秒秒))
機能、折りたたみのスケール機能、折りたたみのスケール… 1… 1マイクロ秒～マイクロ秒～機能、折りたたみのスケール機能、折りたたみのスケール… 1… 1マイクロ秒～マイクロ秒～

11秒秒
 101099以上のスケール差をうめる必要がある以上のスケール差をうめる必要がある!!1010 以上のスケール差をうめる必要がある以上のスケール差をうめる必要がある!!

 拡張拡張MDMDシミュレーションシミュレーション
 専用専用計算機計算機
 地球地球シミュレータシミュレータ・次世代スーパーコンピュータ・次世代スーパーコンピュータ・・BlueGeneBlueGene 地球地球シミュレータシミュレータ・次世代スーパーコンピュータ・次世代スーパーコンピュータ・・BlueGeneBlueGene
 並列計算機並列計算機



MDMDシミュレーションのシミュレーションのMDMDシミュレ ションのシミュレ ションの
創薬への応用創薬への応用



創薬の流れ創薬の流れ創薬の流れ創薬の流れ

構造の同定機能の同定標的生体分子の
創薬のターゲットとなる遺伝子、タンパク質の同定

構造の同定機能の同定
発見

リ ド候補探索
創薬ターゲットに対し、In vitroで活性のある

創薬 コンピュータ・シミュレーション

リード候補探索
（スクリーニング）

化合物を発見。

リード候補化合物の活性を高める

莫大な
費用と時間

標的生体分子と強く結合する
化合物を探すリード最適化

リード候補化合物の活性を高める
In vivoでも活性のあるようなものへの修飾

リ ド化合物の動物や人への有効性 安全性

化合物を探す

前臨床、臨床
リード化合物の動物や人への有効性、安全性
を確認



コンピュータによる薬剤設計の手法コンピュータによる薬剤設計の手法コンピュータによる薬剤設計の手法コンピュータによる薬剤設計の手法

 StructureStructure--Based Drug Design (SBDD)Based Drug Design (SBDD)g g ( )g g ( )
標的分子の立体構造とリガンド分子の構造だけをもと標的分子の立体構造とリガンド分子の構造だけをもと

にドッキングを行い、結合のエネルギーを測定するにドッキングを行い、結合のエネルギーを測定する

 ドッキングプログラム：ドッキングプログラム：AutoDockAutoDock, DOCK, GOLD, ICM, , DOCK, GOLD, ICM, 
FlexXFlexX, Glide, etc., Glide, etc.

 LigandLigand--Based Drug Design (LBDD)Based Drug Design (LBDD)
–– 実験結果から得られた複数の結合活性化合物の構造情実験結果から得られた複数の結合活性化合物の構造情実験結果から得られた複数の結合活性化合物の構造情実験結果から得られた複数の結合活性化合物の構造情

報から報から((ii))薬物に要求される構造を類推しを予測、または、薬物に要求される構造を類推しを予測、または、
(ii)(ii)レセプターの構造を類推して、活性な分子の満たすべきレセプターの構造を類推して、活性な分子の満たすべき
条件リガンド分子の探索を行う （３条件リガンド分子の探索を行う （３DD QSARQSAR de novode novo条件リガンド分子の探索を行う。（３条件リガンド分子の探索を行う。（３DD--QSARQSAR、、de novo de novo 
designdesign））



StructureStructure--Based Drug Design (SBDD)Based Drug Design (SBDD)

薬剤データベース薬剤データベース
(50,000(50,000--1000,0001000,000) DockingDocking(( )

構造と結合エネ構造と結合エネ
ルギーを予測ルギーを予測

標的分子と薬剤の構造さえあればよい（実験的知見が不必要）標的分子と薬剤の構造さえあればよい（実験的知見が不必要）
複合体構造の予測と結合自由エネルギー（スコア）複合体構造の予測と結合自由エネルギー（スコア）
薬剤（薬剤（flexible)flexible)--リセプターリセプター(rigid)(rigid) ドッキングドッキング
リガンドの配座探索には、一般に計算時間がかかりメモリーも消費する。リガンドの配座探索には、一般に計算時間がかかりメモリーも消費する。

計算機能力やアルゴリズム向上によってかなり改善計算機能力やアルゴリズム向上によってかなり改善
複合体構造の予測精度複合体構造の予測精度６０％６０％まで改善（結晶構造からまで改善（結晶構造からRMSDRMSD＜２＜２ÅÅを正解）を正解）

標的分子側の構造変化、溶媒の効果が正確に考慮されていない、評価関数の精度の問題標的分子側の構造変化、溶媒の効果が正確に考慮されていない、評価関数の精度の問題
結合自由エネルギーの予測精度は悪い結合自由エネルギーの予測精度は悪い



結合自由 ネ ギ 予測精度結合自由 ネ ギ 予測精度結合自由エネルギーの予測精度結合自由エネルギーの予測精度
（（XX線結晶構造）線結晶構造）

0

-15 -10 -5 0

0

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

AutoDock3.0AutoDock3.0 Gold 2.2(Gold Fitness Score)Gold 2.2(Gold Fitness Score)

R2 = 0.013
PI = 0.082

-6

-4

-2

-15 -10 -5 0

R
2
 = 0.5969

PI = 0.7585
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◆◆ThrombinThrombin



ド キ グプ グ ム 問題点と解決法ド キ グプ グ ム 問題点と解決法ドッキングプログラムの問題点と解決法ドッキングプログラムの問題点と解決法

 現状現状 現状現状
 ReceptorReceptor--LigandLigand複合体構造の予測精度は徐々に良くなっている。複合体構造の予測精度は徐々に良くなっている。

しかし、その精度が結合自由エネルギーを正確に見積もるに十分しかし、その精度が結合自由エネルギーを正確に見積もるに十分
かは不明であるかは不明であるかは不明である。かは不明である。

 複合体間の結合自由エネルギーの予測精度は正確であるとはい複合体間の結合自由エネルギーの予測精度は正確であるとはい
えない。えない。

問題問題 問題問題
 上記の問題点について考えられる主な原因上記の問題点について考えられる主な原因:: 溶媒効果とタンパク溶媒効果とタンパク

質のダイナミクスを考慮していない質のダイナミクスを考慮していない,,評価関数が適切でないなど評価関数が適切でないなど..

ドッキングソフトでは計算時間が膨大になる！！ドッキングソフトでは計算時間が膨大になる！！

薬剤スクリーニングに薬剤スクリーニングにMDMDを適用し、を適用し、

溶媒効果とタンパク質ダイナミクスの溶媒効果とタンパク質ダイナミクスの
問題を解消問題を解消

解決法解決法



計算機支援創薬技術 おける計算機支援創薬技術 おける計算機支援創薬技術における計算機支援創薬技術における
MDMDへのへの期待期待

（１）（１） ドッキング前に、タンパク質のドッキング前に、タンパク質のMDMDを行い、を行い、
タンパク質の構造多型（揺らぎ）をドッキンタンパク質の構造多型（揺らぎ）をドッキン
グに考慮する（グに考慮する（PrePre--DockingDocking））

ドッキングドッキング



計算機支援創薬技術 おける計算機支援創薬技術 おける計算機支援創薬技術における計算機支援創薬技術における
MDMDへのへの期待期待

（２）（２） ドッキング後に、タンパク質ドッキング後に、タンパク質ーーリガンド複リガンド複
合体の合体のMDMDを行い、構造を最適化し、結合を行い、構造を最適化し、結合
自由エネルギーを計算する（自由エネルギーを計算する（PostPost--
DockingDocking））

→→ ∆∆GG計算計算

ドッキング後ドッキング後 MDMD後後



-- PrePre--Docking Docking ––
タンパク質の構造アンサンブルタンパク質の構造アンサンブルタンパク質の構造アンサンブルタンパク質の構造アンサンブル

11 MDMDシミュレーションで構造アンサンブルをシミュレーションで構造アンサンブルを1.1. MDMDシミュレ ションで構造アンサンブルをシミュレ ションで構造アンサンブルを
作成し、代表構造を選択作成し、代表構造を選択

22 代表構造に対し 化合物のテストセット代表構造に対し 化合物のテストセット2.2. 代表構造に対し、化合物のテストセット代表構造に対し、化合物のテストセット
（実際に結合するものとしないものを混（実際に結合するものとしないものを混
合）でドッキング評価合）でドッキング評価 構造構造 ROC面積合）でドッキング評価合）でドッキング評価 構造構造 ROC面積

構造構造A 0.687
構造構造B 0.617

大きな構造変化には大きな構造変化には 構造構造C 0.579
X線構造線構造 0.540

大きな構造変化には大きな構造変化には
長時間の長時間のMDMDが必要が必要



-- PrePre--Docking Docking --gg
拡張拡張MDMDシミュレーションシミュレーション

レプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレ ションシミュレ ションレプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレーションシミュレーション



拡張拡張MDMDシミ レ シ ンシミ レ シ ン拡張拡張MDMDシミュレーションシミュレーション
レプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレーションシミュレーションレプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレ ションシミュレ ション

通常の定温通常の定温MDMDシミュレーションではシミュレーションでは、、タンパク質の構造がエネルタンパク質の構造がエネル
ギーの局所的な極小点にトラップされギーの局所的な極小点にトラップされ、、抜け出すのに時間がかかる抜け出すのに時間がかかる
場合がある場合がある。。場合がある場合がある。。

解決策：一時的に高温にし解決策：一時的に高温にし、、トラップから抜けるトラップから抜ける。。解決策：一時的に高温にし解決策：一時的に高温にし、、トラップから抜けるトラップから抜ける。。
レプリカ交換法レプリカ交換法・・マルチカノニカル法マルチカノニカル法



拡張拡張MDMDシミ レ シ ンシミ レ シ ン拡張拡張MDMDシミュレーションシミュレーション
レプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレーションシミュレーションレプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレ ションシミュレ ション

レプリカ交換法とはレプリカ交換法とは

300300KK

310310KK 300300KK

310310KK

300300KK

310310KK

320320KK 320320KK 330330KK

330330KK 330330KK 320320KK

系のコピー系のコピー
（（レプリカレプリカ））を用意を用意

それぞれのコピーそれぞれのコピー
を別々の温度でシを別々の温度でシ
ミュレーションミュレーション

あるタイミングあるタイミング
で隣り合う系ので隣り合う系の
温度のみを交換温度のみを交換



拡張拡張MDMDシミ レ シ ンシミ レ シ ン拡張拡張MDMDシミュレーションシミュレーション
レプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレーションシミュレーションレプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレ ションシミュレ ション

様々な温度でシミュレーションしたとき様々な温度でシミュレーションしたとき
（（レプリカ交換しない場合レプリカ交換しない場合））のエネルのエネル（（レプリカ交換しない場合レプリカ交換しない場合））のエネルのエネル
ギー分布ギー分布

レプリカの交換確率レプリカの交換確率

温度温度:: mm,,nn
レプリカ番号レプリカ番号:: ii,,jj∆∆

ww((XXmm
ii→→XXnn

jj)) ==
11 forfor ∆≤∆≤00

ee--∆∆ forfor ∆>∆>00

レプリカ番号レプリカ番号:: ,,jj

ee forfor 00

∆ = (∆ = (ββmm--ββnn)()(EEii--EEjj))

十分にエネルギー分布が重なってい十分にエネルギー分布が重なってい
るようレプリカの温度を設定るようレプリカの温度を設定



拡張拡張MDMDシミ レ シ ンシミ レ シ ン拡張拡張MDMDシミュレーションシミュレーション
レプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレーションシミュレーションレプリカ交換レプリカ交換MDMDシミュレ ションシミュレ ション

レプリカ交換レプリカ交換MMDDシミュレーションをしたときのあるシミュレーションをしたときのある
レプリカのエネルギー分布レプリカのエネルギー分布

広いエネルギー空間をランダムウォーク広いエネルギー空間をランダムウォーク



PostPost--DockingDockingにおけるにおけるgg
結合親和性（自由エネルギー）結合親和性（自由エネルギー）
計算法計算法計算法計算法



-- PostPost--Docking Docking --gg

SteeredSteered MDMDシミュレ ションシミュレ ションSteeredSteered MDMDシミュレーションシミュレーション



SteeredSteered MDMDシミュレーションシミュレーション

タンパク質と結合しているリガンドをタンパク質と結合しているリガンドを強制的な力強制的な力をかけるこをかけるこ
とでとで（（仮想的なバネで引っ張る仮想的なバネで引っ張る））、、それらの分子間相互作用それらの分子間相互作用とでとで（（仮想的なバネで引っ張る仮想的なバネで引っ張る））、、それらの分子間相互作用それらの分子間相互作用
を調べるを調べる。。



SteeredSteered MDMDシミュレーションシミュレーション

リガンドのある原子リガンドのある原子
を速度を速度v,v, ばね定数ばね定数KK
で引っ張るで引っ張るで引っ張るで引っ張る

引っ張る原子にかかる外力引っ張る原子にかかる外力FFはは
FF == KK((xx00 ++ vtvt −− xx))

リガンド分子はリガンド分子は、、引っ張った原子と共有結合しているため引っ張った原子と共有結合しているため、、
分子全体が引っ張られる分子全体が引っ張られる。。



SteeredSteered MDMDシミュレーションシミュレーション

11分子実験分子実験(atomic(atomic forceforce

2000

N
) 分子実験分子実験((

microscopymicroscopy;; AFM)AFM)と同じと同じ
ようなような計算機実験計算機実験ができができ
るる。。

1000

Fo
rc

e 
(p

N

るる。。

0 5 10 15 20 25 30
0

Time (psec)

どの方向にどのくらいの速さで引っ張るかどの方向にどのくらいの速さで引っ張るか？？

色々な条件色々な条件（（方向方向、、速さ速さ））でシミュレーショでシミュレーショ

Time (psec)

色々な条件色々な条件（（方向方向、、速さ速さ））でシミュレーショでシミュレーショ
ンを行いンを行い、、統計的解析をする統計的解析をする。。



JarzynskiJarzynskiの等式の等式

−W−W −∆G−∆G

JarzynskiJarzynskiの等式の等式

<e<e(( ))>> = = ee(       )(       )
WW

kkBBTT

∆G∆G

kkBBTT

非平衡系下での非平衡系下での２つの２つの状態転移において、系状態転移において、系
が外からされる総仕事量のが外からされる総仕事量の指数関数のアンサ指数関数のアンサ
ンブルンブル平均と、それら２状態間の自由エネル平均と、それら２状態間の自由エネル
ギ 差の指数関数は等しいことを証明ギ 差の指数関数は等しいことを証明ギー差の指数関数は等しいことを証明。ギー差の指数関数は等しいことを証明。

JarzynskiJarzynski C (1997) C (1997) Phys Rev Phys Rev LettLett. . 78: 2690.78: 2690.



JarzynskiJarzynskiの等式を使う方法の等式を使う方法JarzynskiJarzynskiの等式を使う方法の等式を使う方法

仕仕
事事
量量

時間時間

引っ張る方向や速度を変え、シミュレーションを行う引っ張る方向や速度を変え、シミュレーションを行う →→引っ張る方向や速度を変え、シミュレ ションを行う引っ張る方向や速度を変え、シミュレ ションを行う
方向と速度の選択が難しい方向と速度の選択が難しい

リガンド分子のクーロン・分子間エネルギーをリガンド分子のクーロン・分子間エネルギーを((UUeleele + + UUvdWvdW))λλリガンド分子のク ン 分子間 ネルギ をリガンド分子のク ン 分子間 ネルギ を((UUeleele UUvdWvdW))λλ
のようにのようにλλでスケーリングし、相互作用の強さを変えるでスケーリングし、相互作用の強さを変える→→
引っ張るのと同じ効果引っ張るのと同じ効果
λλをを 0~10~1ののいくつかの値でシミュレ ションを行い 仕事いくつかの値でシミュレ ションを行い 仕事λλを、を、0~10~1ののいくつかの値でシミュレーションを行い、仕事いくつかの値でシミュレーションを行い、仕事
量を計算する量を計算する



DoubleDouble AnnihilationAnnihilation MethodMethod

クーロンとクーロンとvdWvdWは、は、
別に消滅させる別に消滅させる

クーロン項クーロン項

22
λLJ = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0

vdWvdW項項

1
ca

l/m
ol

)
1

ca
l/m

ol
) αLJ = 0.0

剛体モデル
αLJ = 0.5
Soft-coreモデル

λLJ = 0.95か
ら1.0で変化
が急激

λLJ = 0.95から1.0

0

En
er

gy
 (k

c

0

En
er

gy
 (k

c 0 95から 0
で変化がなめらか
＝ 少々の衝突を
許容

0 1 2 3-1

Distance (Angstrom)
0 1 2 3-1

Distance (Angstrom)



カップリングパラメータ λ
•• Work distributionWork distributionを正確に求めるためには、分布がを正確に求めるためには、分布が

十分にオーバーラップしていることが重要十分にオーバーラップしていることが重要十分にオ バ ラップしていることが重要十分にオ バ ラップしていることが重要
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∆∆GGλλ = = GGλ+1λ+1 − − GGλλ = = −− ββ∑∑lnln‹‹ee{{−− ββ(U(Uλ+1λ+1 −− ββUUλλ)})}››λλ



自由エネルギー摂動計算自由エネルギー摂動計算(FEP)(FEP)

P+LP+L PLPL
ΔG1ΔG1

ΔG1+ΔG4ΔG1+ΔG4＝＝ΔG3+ΔG2ΔG3+ΔG2
ΔG1ΔG1--ΔG2=ΔG3ΔG2=ΔG3--ΔG4ΔG4

( ) ( )( ) ( )

P*+LP*+L P*LP*L

ΔG4ΔG4ΔG3ΔG3

ΔG2ΔG2

(exp)       (cal)(exp)       (cal)

ΔΔGΔΔG==P LP L P LP LΔG2ΔG2
ΔG1ΔG1--ΔG2=ΔG3ΔG2=ΔG3--ΔG4ΔG4

ΔGΔG = = --kkBBTlnTln<<ee--{{U(rU(rNN,,λλi+1i+1))--UU((rrNN,,λλii)}/)}/kkBBTT>>iiBB ii

••正確である正確である

AA 中間体中間体
BB

HH
||

HH
||

DD
|| ••正確である正確である

••計算量や手続きが手間計算量や手続きが手間
λ=0 λ=0.5 λ=1.0

||
H H –– CC－－ HH

||

||
HH –– C C －－ HH

||

||
D D –– HH－－ DD

||



Linear Interaction EnergyLinear Interaction Energy（（LIELIE））gygy（（ ））
methodmethod

ΔGΔG (<(<VV ll >> <<VV ll >> ))ΔGΔGbindbind==αα (<(<VVeleele
boundbound >>--<<VVeleele

freefree>> )+)+
ββ(<(<VVvdWvdW

boundbound >>--<<VVvdWvdW
freefree>) + >) + 

γγ

bound free

•• αα、、ββ、、γγは実験値による結合は実験値による結合親和性親和性とシミュレーションにとシミュレーションによるよる
ΔΔGGの結果をの結果をフィッティング（回帰分析）フィッティング（回帰分析）するすることで求める。ことで求める。

•• LigandLigandのみのシミュレ ションのみのシミュレ ション LigandLigand ProteinProteinのシミュレのシミュレ•• LigandLigandのみのシミュレーション、のみのシミュレーション、LigandLigand--ProteinProteinのシミュレーのシミュレー
ションション



MMPBSA MMPBSA 法法

G =G = <<EE >> ++ <<GG >> ++ <<GG >> -- TSTS

ΔGΔGbindbind = = GGcomplexcomplex –– ((GGproteinprotein + + GGligandligand))

G = G = <<EEMMMM>> + + <<GGPBPB>> + + <<GGSASA>> TSTSsolutesolute

EEMMMM = = EEeeｌｌee + + EEvdWvdW + + EEintint

GGPBPB :: 親水性水和エネルギー（親水性水和エネルギー（PoissonPoisson--BoltzmannBoltzmann式）式）PBPB

GGSASA :: 疎水性水和エネルギー疎水性水和エネルギー （（aa××((露出表面積露出表面積) ) + + bb））

aa= = 0.00542 kcal/mol0.00542 kcal/mol・・ÅÅ22

bb = 0.92 kcal/mol= 0.92 kcal/mol
TSTSsolutesolute ::溶質のエントロピー項（基準振動解析）溶質のエントロピー項（基準振動解析）

<< > : MD> : MDシミュレーションから得られた構造群の平均シミュレーションから得られた構造群の平均



計算方法 精度と速度計算方法 精度と速度計算方法の精度と速度計算方法の精度と速度

LIELIE
MM/PBSAMM/PBSA

SCORESCOREFEPFEP

AccuracyAccuracy SpeedSpeed

1
正確

Docking and EnergyEnergy

0

0.5
Docking and EnergyEnergy

速度低価格



-- PostPost--Docking Docking --

計算機支援創薬における計算機支援創薬におけるMDMDシシ
ミュレーションの実用例ミュレーションの実用例



計算機シミュレーションによる薬剤スクリーニング計算機シミュレーションによる薬剤スクリーニング

目的目的
MDMDシミュレーションシミュレーションを利用しを利用し

PostPost--DockingDocking

MDMDシミュレーションシミュレーションを利用し、を利用し、
タンパク質のダイナミクスと溶媒効果を考慮したタンパク質のダイナミクスと溶媒効果を考慮した
高速、高精度の高速、高精度のスクリーニング方法を確立するスクリーニング方法を確立する

ドッキングソフトによって複合体構造を予測するドッキングソフトによって複合体構造を予測する

MDMDによる構造による構造の微調整・精密化の微調整・精密化

MDMDから結合自由エネルギーをから結合自由エネルギーを測定測定 （（MMPBSAMMPBSA））



計算機シミュレーションによる薬剤スクリーニング計算機シミュレーションによる薬剤スクリーニング
ーー 流れ流れ －－

データベース
(1,000,000化合物)

１次スクリーニング１次スクリーニング: : ドッキングプログラムドッキングプログラム

( , , 化合物)

合物合物 ポ ズポ ズ

２次スクリーニング２次スクリーニング: : 

1,0001,000化合物化合物××10 10 ポーズポーズ = 10,000= 10,000

MD+MMPBSAMD+MMPBSA

10,000 MD 10,000 MD シミュレーションシミュレーション

MMPBSAMMPBSA 解析解析MMPBSA MMPBSA 解析解析

エントロピー解析エントロピー解析
1,000,000 1,000,000 化合物のスクリーニング化合物のスクリーニング
//１ヶ月１ヶ月



マルチポーズマルチポーズででMDMDマルチポ ズマルチポ ズででMDMD

Top scored  pose

4th scored rank pose



計算機シミュレーションによる薬剤スクリーニング計算機シミュレーションによる薬剤スクリーニング

TRYPSIN

計算機シミュレ ションによる薬剤スクリ ニング計算機シミュレ ションによる薬剤スクリ ニング
ーー 計算システム計算システム －－

TRYPSIN



結果 濃縮曲線結果 濃縮曲線結果：濃縮曲線結果：濃縮曲線

MD based MM PBSAMD-based MM-PBSA

ROC curves

Docking
Trypsin HIV-1 Protease Acetylcholine esterase

N. N. OkimotoOkimoto et alet al., ., PLoSPLoS ComputComput. Biol.. Biol. 5, e1000528 (2009).5, e1000528 (2009).



まとめまとめまとめまとめ

11 シミ レ シ ンは 実験 理論と併せて第３の手法としシミ レ シ ンは 実験 理論と併せて第３の手法とし1.1. シミュレーションは、実験・理論と併せて第３の手法としシミュレーションは、実験・理論と併せて第３の手法とし
て、て、様々な分野で活用されてる様々な分野で活用されてる

2.2. 分子シミュレーションの基礎分子シミュレーションの基礎 －手法－手法ーー

3.3. 様々な手法を組み合わせることで、実験では得難い構様々な手法を組み合わせることで、実験では得難い構
造アンサンブルや様々な物理量を求めることができる造アンサンブルや様々な物理量を求めることができる

44 計算機支援創薬技術への応用は ドッキング前と後に計算機支援創薬技術への応用は ドッキング前と後に4.4. 計算機支援創薬技術への応用は、ドッキング前と後に計算機支援創薬技術への応用は、ドッキング前と後に
おいて活用できるおいて活用できる

5.5. しかしながら、しかしながら、現時点では計算量が多くなるため、大規現時点では計算量が多くなるため、大規
模なスクリ ニングに適用することは難しい模なスクリ ニングに適用することは難しい模なスクリーニングに適用することは難しい模なスクリーニングに適用することは難しい

今後の課題：今後の課題：今後 課題今後 課題
効率的・高速な新規手法の開発効率的・高速な新規手法の開発


