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研究ノート

1. はじめに

　蛋白質がつかさどる酵素反応や電子伝達のメカニ
ズムの解明は、これまでも生命科学の主要なテーマ
の一つであった。しかし、特に理論的にその電子構
造の詳細な解析をするには、蛋白質の分子量は巨大
すぎ、また溶媒や膜分子も関わるヘテロな系であり、
さらには常温中で大きなゆらぎを伴っているために、
活性に関わる部分を取り出してモデル化を行ったり、
蛋白質や溶媒のダイナミクスを省略したり無視した

解析が行われ、必ずしも精度の高いモデルによる解
析はなされてこなかった1)。しかし、近年における
超高速のスーパーコンピュータの出現とそれに応じ
た新しい計算プログラムの開発は、この分野の研究
に大きなパラダイムシフトをもたらしており、もは
や低分子化合物でのモデル化をせずとも、蛋白質の
動的構造に基づいた電子構造解析を可能にし、エン
トロピーを含んだ自由エネルギーの解析も行われつ
つある。本稿では、このようなことが可能になりつ
つある背景を述べるとともに、我々の新たなソフト
ウェア開発とそれを用いた最近の研究結果とを報告
する。

２．次世代スーパーコンピュータ計画

　内閣府の総合科学技術会議によって「国家基幹技
術」として位置づけられた「次世代スーパーコンピ
ュータの開発・利用」プロジェクトは、2006 年度
から具体的な次世代スーパーコンピュータの基盤的
設計が開始され、2012 年に神戸ポートアイランド
にて稼働が始まる計画である。当初はベクトル・
マシンの導入も検討されたが、その後再検討がなさ
れ、2009年 8月には、8コア128 GFLOPSからなる
CPUと多次元トーラス・ネットワークによって構
築される、10 PFLOPSの性能をもつ超高速マシン
の仕様が公開されている。
　このような世界トップの超高速性能を目指す次世
代スーパーコンピュータの開発だけでなく、同時に、
このマシンを最大限利活用するためのソフトウェア
も国内で開発し普及させ、さらにはこのような超高
速マシンを使いこなせる人材の教育を行うべきだと
して、文部科学省では種々の施策を進めている。特
に「次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム」
では、(i)予測する生命科学・医療および創薬基盤，
(ii)新物質・エネルギー創成，(iii)防災・減災に資
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図1：プロリンの異性化反応自由エネルギー地形
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する地球変動予測，(iv)-次世代ものづくり，(v) 物
質と宇宙の起源と構造の５つの分野を特に特定して
「戦略分野」として定め、それぞれの分野の研究開
発を推進する「戦略機関」を公募によって選定し、
次世代スーパーコンピュータの研究・教育を総合的
に進めようとしている。
　国内だけでなく、米国においても20 PFLOPS級
のマシンの開発計画が既に提案されており、さらに
はGPGPUやAnton等の専用チップなど、各種のア
クセレレータの開発もしのぎを削って行われており、
シミュレーション計算が急速に進展できる基盤が揃
いつつある。

３．蛋白質の電子状態解析を進めるQM/MD連成

　　計算ソフトウェアの開発

　我々は、文科省が行う次世代スーパーコンピュー
タのためのライフサイエンスのためのソフトウェア
開発研究を行う「次世代生命体統合シミュレーショ
ン・ソフトウェアの研究開発」に参加し、特に蛋白
質の電子状態の解析を行うためのQM（量子力学）
/MD（分子動力学）連成計算を行うためのソフト
ウェア（コード名：Platypus (PLATform for dYnamic
Protein Unified Simmulation)の開発を進めている。
Platypusは「かものはし」の意味で、量子力学計算
と古典力学計算の「あいの子」をイメージして命名
している。
　このプログラム Platypusの主な特徴は、次の通
りである。
1)オリジナルなコードによって超並列を実現する
　Ab initio QM（RHF, UHF, R-DFT, U-DFT, MR- 
　DFT, CASCI, MRCI, CIS)と、古典力学による分
　子動力学との連成計算ができる。
2)周期境界系に対して、Particle Mesh Ewald法に
　替わる新たな長距離相互作用計算手法を導入し、
　ab initio QM/MD 連成計算を高精度で高速に実
　行できる。
3)Multicanonical MD やUmbrella Sampling 法等の
　手法による ab initio QM/MD計算で、電子状態
　を含めた自由エネルギー計算が可能である。

４．QM/MD 連成計算による酵素機能の計算

　我々は、上記したQM/MD連成シミュレーション
プログラムPlatypusによって、プロリンの cis-trans 

異性化酵素Pin1 の機能解明を進めている。まず、
水中（TIP3P）のペプチドAce-Pro-Nmeの cis-trans 
遷移をアンブレラポテンシャル法と4-31G基底関数
を使ったQM/MM計算を組み合わせてシミュレー
ションし、その異性化反応座標上の自由エネルギー
を得た2)。
　プロリン残基の一つ前のアミノ酸との間のペプチ
ド結合面における cis-trans異性化反応は、障壁エ
ネルギーが 20 kcal/mol と高い一方、cis状態も
trans 状態もどちらの自由エネルギー値もほぼ同一
で両方が天然蛋白質には良くみられる。この遷移エ
ネルギー障壁が水中においてどのように安定されて
いるかは、実はこれまで詳細な計算がなされてこな
かった。しかし、障壁のエネルギーが高いために、
通常の分子動力学計算では有効なサンプリングが出
来ない。そこで我々は、障壁部分で有効なサンプリ
ングを達成するために、アンブレラ・サンプリング
法を採用し、このペプチドをTIP3P モデルの水で
取り囲む孤立系に設置した。ペプチドを4-31G基底
関数で記述されるQM空間で、水に対してはTIP3P 
モデルを使用したMM空間として取り扱い、300 K 
におけるアンブレラ・サンプリング法＋カノニカル
分子動力学計算とをPlatypus にて実施した。
　図1 に、この計算によるトラジェクトリーから得
られた異性化反応軸に沿った自由エネルギー地形を
示す。この研究によって、異性化に寄与する中間状
態が従来知られている正ピラミッド型だけではなく、
逆ピラミッド型としても存在し、かつ中間状態はこ
の二つの正逆ピラミッド構造間を大きくゆらいでい
ることを発見した。そして、遷移状態は分子内水素
結合が分子間水素結合を僅かに上回り正のピラミッ
ド型遷移状態を実現していることを見出した。



図2：プロリン異性化中間状態の正ピラミッド構造と
　　　逆ピラミッド構造
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　図2 に、この正ピラミッド構造と逆ピラミッド構
造のプロリン・ジペプチドを示す。正ピラミッド構
造ではプロリンの窒素原子とアミド水素原子の間で
水素結合を形成することでこのピラミッド型構造を
安定化している一方、逆ピラミッド型構造は、溶媒
の水分子による水素結合がやはりプロリンの窒素原
子に作用してこの構造を安定化している。すなわち、
従来の真空中でのQM 計算や古典論によるMD計
算だけからでは理解できなかった、主鎖窒素原子の
sp2 混成軌道からsp3 混成軌道への電子構造の大き
な揺らぎが周囲の水分子による水和と分子内水素結
合によって誘起され、異性化反応遷移状態の安定化
に寄与していることを、初めて明らかにした2)。
　一方、Pin1 と実験で高活性が確認されているペ
プチドとの複合体に対して cis-trans 異性化反応に
対するQM/MD連成計算を予備的に実施したところ、
酵素の関わりより、遷移状態がさらに数kcal/mol 
ほど安定化され、触媒反応が加速されることが分か
った。

５．おわりに

　蛋白質計算科学と呼ばれる新しい分野は、分子シ
ミュレーションによって、生命の最も基本的な分子
素子である蛋白質の機能を明らかにしようとするも
のである。この蛋白質の持つヘテロでダイナミック
な特徴が、その理論的解析をするために、シミュレ
ーション計算を欠かせないツールとしている。しか
し、生命科学に対するモチベーションと知識を有し、
物理・化学を理解し、さらには情報科学の最新のス
キルを身につけないと、この新しい学際分野の研究
を、世界に伍して進めていけない。その意味でも、
日本国内での人材が多くはないが、次世代スーパー
コンピュータや様々なマシンが日本には揃っている。
このような研究環境を活かして、多くの方々に、こ
の新しい分野に飛び込んで来ていただきたいと思っ
ている。ちなみに、本年2009年には、「バイオスー
パーコンピューティング研究会（B S C R C ,  
http://bscrc.riken.jp/）」も立ち上げた所である。
多くの方々に興味を持っていただき、ご参加いただ
ければ幸いである。
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