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研究成果の概要（和文）：本研究では、X線結晶構造解析と量子化学計算を融合した、タンパク質－リガンド複
合体の新しい精密構造決定手法を開発している。フラグメント分子軌道法に基づいて、エネルギー計算、構造最
適化、相互作用解析、および電子密度解析を駆使し、実験による構造解析の分解能を実質的に上げることを試み
た。結果として、Pim1キナーゼ阻害剤の高精度活性予測や抗インフルエンザ薬の水和、またエストロゲン受容体
の低分解能結晶構造からの高分解能構造の予測、特徴量の抽出、などにおいて、量子化学計算が極めて有用であ
ることを示した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we are developing a new precise structure determination 
method of protein - ligand complex by using X-ray crystal structure analysis and quantum chemical 
calculation. Based on the fragment molecular orbital method, we attempted to use the energy 
calculation, structure optimization, interaction analysis, and electron density analysis to 
substantially increase the resolution of structural analysis by experiment. t was shown that  
quantum chemical calculations are quite useful in predicting high-precision activity of Pim 1 kinase
 inhibitors, hydration of anti-influenza drugs, prediction of high-resolution structures from 
low-resolution crystal structures of estrogen receptors.

研究分野： 量子化学計算を用いた、計算生命科学、計算構造生物学および創薬等分子設計への応用

キーワード： フラグメント分子軌道法　創薬分子設計　計算構造生物学　電子密度解析　構造精密化　超分解能解析
　量子化学計算　タンパク質
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
構造生物学の重要な基盤技術である X 線

結晶構造解析では、結晶の分解能が事実上の
制限となっており（一般的な分解能は 2Å程
度）、タンパク質のプロトン化状態やリガン
ドの精密配座を決定することは依然として
困難である。現実的には、実験で得られる分
解能に計算からの情報を加味し、実質的に分
解能を上げる「超分解能」の達成が実用上の
課題と言える。 
一方で、フラグメント分子軌道(FMO)法は、

北浦教授らによって提案された日本初の理
論手法であり、タンパク質の高速高精度な電
子状態計算が可能であることから、主に創薬
分野において相互作用エネルギー解析ツー
ルとしての利用が進んでいる。本研究では、
X 線結晶学と FMO 量子化学計算を融合した
新しい超分解能構造決定手法を開発する。 
 
２．研究の目的 
本研究は、X 線結晶構造解析の分解能を量

子化学計算によって実質的に上げ、世界中の
構造生物学者が精密な分子解析をするため
の新規基盤技術の開発を目的とする。要素技
術として研究代表者らが長年開発を行って
いる FMO 法を用いて構造最適化および電子
密度計算を行い、X 線結晶構造解析による構
造や電子密度との数値比較を行う。対象系は、
酵素反応や創薬分子設計に重要なタンパク
質－リガンド複合系について検討する。結果
として得られる分子構造（原子座標）は化学
的に精度の高いものであり、またリガンド－
アミノ酸残基間の精密な相互作用情報が同
時に得られる。量子化学（QM）計算に基づ
いて、X 線結晶構造解析の分解能を補完し、
化学的な議論に耐えうる構造を作成するこ
とを目的とする。 

 
３．研究の方法 
応用計算の対象タンパク質としては、エス

トロゲン受容体(ER)、Pim1 キナーゼ、p38 
MAP キナーゼ、クランビンを用いた。また水
和リガンドの系では、oseltamivir, zanamivir お
よびシアル酸を用いた。 

FMO 計算では、エネルギー計算は
FMO2-MP2/6-31G*法を標準的に使用し、高精
度計算においてはFMO3およびFMO4法を用
いた。部分構造最適化計算では、リガンドと
周辺の数アミノ酸残基最適化領域とした
FMO2-HF/6-31G*計算を基準とし、高精度化
の た め の FMO2-MP2/6-31G* 計 算 や
ONIOM-HF/6-31G*:UFF 法による QM/MM 計
算も行った。また、溶媒効果の考慮は
Poisson−Boltzmann 法を付加的に用いた。構造
モデリングにおける古典力学(MM)計算には
Amber10:EHT 力場を用いた。 
 電子密度計算は、FMO2-HF/6-31G*レベル
で行った。通常の電子密度計算に加えて、本
研究で開発した、熱揺らぎを考慮した電子密
度の計算も行った。 

全ての FMO 計算は、専用プログラムであ
る ABINIT-MP を用いて行い、結果の可視化
には専用 GUI システムである BioStation 
Viewer を用いた。またタンパク質複合体の分
子モデリングは統合計算化学システム MOE
を用いて行った。 
 
４．研究成果 
(1) QM 構造最適化を用いた X 線結晶構造の
精密化と高精度活性予測（発表論文②、③） 
 
 セリン/スレオニンキナーゼ Pim1 阻害剤の
開発において、Benzofuranone 骨格への窒素の
導入位置のわずかな違いにおける優位な活
性変化（いわゆる”activity cliff”）が観測され
ている（図１）。このような微小な構造変化
の扱いは古典的手法では極めて困難である
ことから、FMO 法を用いた活性予測を試みた。 

 
結果として、QM/MM 構造最適化と FMO 計
算、さらに MM-PBSA による溶媒効果を組み
合わせることで、MM 法による構造を用いた
場合と比べて、活性値との相関が劇的に改善
した（図２）。 

 
 
次 に 、 抗 イ ン フ ル エ ン ザ 薬 で あ る

oseltamivir, zanamivir および基質のシアル酸
の水和構造および水和エネルギーを、
QM/MM最適化構造とMM最適化構造を用い
た FMO2, FMO3, FMO4 計算によって評価し
た。MM構造では過剰な電荷移動が観測され、
QM による適切な水和構造の作成が必要であ
ることが明らかとなった。 
また ER の例では、同一のリガンド(17β 

estradiol)との複合体構造におけるリガンド相
互作用エネルギーを評価したところ、低い分
解能(PDBID: 1ERE, 3.1Å)の構造に対する
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図１  Pim1 阻害剤と活性値 

図２  FMO 計算値と活性値との相関（左：古典手
法、右：量子化学手法を用いた構造最適化による）。 



FMO 構造最適化によって、高い分解能
(PDBID: 2YJA, 1.8Å)の結果に近づくことが
明らかとなった。さらに、FMO-MP2 レベル
の構造最適化計算によって、リガンドと
Glu353 間のプロトン共有構造が得られた。こ
れによってＸ線結晶構造解析から推測され
る、異常に短い水素結合距離を説明すること
ができ、Ｘ線の電子密度分布とも一致した。
また FMO 計算による電子密度解析からもこ
の結果を裏付けることができた。 
 
(2) 熱揺らぎを考慮した電子密度解析法の開
発 
 

X 線結晶構造解析による電子密度と FMO
電子密度を数値比較する際に問題となるの
が、熱揺らぎの影響である。X 線結晶構造解
析では、温度因子(B-factor) を熱揺らぎの指
標としており、温度因子を考慮することによ
って、静的構造に対する FMO 電子密度分布
にも熱揺らぎの効果を取り込むことができ
ると考えられる。そこで本研究では、温度因
子 を 考 慮 し た 電 子 密 度 計 算 機 能 を
ABINIT-MP プログラムに組み込んた。 
 X 線結晶構造解析の電子密度データは、
Electron Density Server (EDS)のサイトから得
られる、CNS 形式のグリッドデータを用いた。
FMO 電子密度計算では、同一の CNS グリッ
ド点上に計算値をマッピングし、数値比較を
行った。電子密度の計算手順としては、まず
温度因子から各原子の位置揺らぎの確率密
度分布を算定し、それと電子密度分布(x,y,z) 
とから熱揺らぎを取り込んだ電子密度分布
thermal(x,y,z)を計算した。クランビンの例
(PDBID: 3NIR)では、電子密度に反映されてお
り、タンパク質の内側よりも外側の方が大き
く揺らいでいる様子がわかる（図３）。 

 
この機能を用いて、ER－リガンド複合体
(PDBID: 2QTU) における実験値と FMO 計算
値の数値比較を行った。Fo－Fc map における
信頼度因子(R 因子)の評価を行ったところ、
熱揺らぎ補正前は 2.60Åだったのに対して、
補正後には 1.79Åにまで減少し、双方の数値
比較が容易になった。 
 
(3) FMO 法による、タンパク質‐リガンド相
互作用解析手法の開発（発表論文①） 
 

福澤が代表を務める FMO 創薬コンソーシ
アムや HPCI 課題と連携したスーパーコンピ
ュータ「京」の活用によって（課題番号
hp170183）、多くのタンパク質－リガンド複
合体構造に対する FMO 計算の実行や、計算
結果を活用した解析手法の開発が可能とな
っている。そこで、PDB で公開されている複
合体構造の FMO 計算を網羅的に行い、リガ
ンドとアミノ酸残基とのフラグメント間相
互作用エネルギー(IFIE)のパターンに基づい
て化合物のクラスタリングを行う VISCANA
解析を行った。図４は ERαと 22 種のリガン
ドとの VISCANA 結果であるが、アゴニスト
とアンタゴニストが明確に分離され、それぞ
れのタイプの相互作用に重要な水素結合な
どの特徴を抽出することができた。 
 

 
次にもう１つのデータ解析手法として、活

性値をより良く再現するための特異値分解
を行った。対象データとして、P38 MAP キナ
ーゼの 60 複合体構造や図４で用いた ER の
22 複合体構造の FMO 計算結果を用いた。
FMO 計算結果から得られる IFIE の生データ
は、特に静電的な相互作用が過大評価される
ことが課題となっている。ここでは特異値分
解によって、ノイズとなる成分を検出・除去
することを目的として検討を行った。 
結果として、過剰な静電相互作用の影響を

受けやすい、第一特異ベクトルを棄却するこ
とで、活性値との相関がよくなることや、
DFG ループのように特徴的なコンフォメー
ション変化に係る相互作用が第二特異ベク
トルに現れるなどの興味深い結果が得られ
た。今後は IFIE を４つのエネルギー成分（静
電項、交換反発項、電荷移動項、分散項）に
分割する PIEDA を用いることでより精密な
検討を進める。 
計算機の発展に伴って可能となるこれら

のデータ解析技術は今後益々発展すると考
えられる。 
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