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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部と制御部を少なくとも備えたタンパク質構造予測装置において、
　上記記憶部は、
　参照タンパク質の候補となるタンパク質のアミノ酸配列、および、当該タンパク質がリ
ガンドと複合体を形成している状態の立体構造座標を格納した立体構造データを記憶する
立体構造データベースと、
　上記リガンドの立体構造座標を記憶するリガンド座標記憶手段と、
　構造未知の目的タンパク質のアミノ酸配列である目的アミノ酸配列を記憶する目的アミ
ノ酸配列記憶手段と、
　を備え、
　上記制御部は、
　上記目的アミノ酸配列記憶手段に記憶された上記目的アミノ酸配列に基づいて上記立体
構造データベースからホモロジー検索により検索した上記アミノ酸配列を、上記参照タン
パク質の参照アミノ酸配列として取得し、当該目的アミノ酸配列と当該参照アミノ酸配列
との間で配列アライメントを行い、アライメントデータを生成する参照タンパク質検索手
段と、
　上記立体構造データベースに記憶された、上記参照タンパク質と上記複合体を形成する
上記リガンドについて、上記リガンド座標記憶手段から上記立体構造座標を取得するリガ
ンド座標取得手段と、
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　上記参照タンパク質検索手段により生成された上記アライメントデータにおける上記目
的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列のそれぞれの末尾に、上記リガンドの存在を
示すリガンド存在記号を付加する配列修正手段と、
　上記配列修正手段により修正された上記アライメントデータにおける上記参照アミノ酸
配列上の各アミノ酸表記文字および上記リガンド存在記号が指定する、上記立体構造デー
タベースに記憶された上記参照タンパク質の上記立体構造座標、および、上記リガンド座
標取得手段により取得された上記リガンドの上記立体構造座標を参照して、ホモロジーモ
デリング手法に基づいて、当該アライメントデータにおける上記目的アミノ酸配列上の各
アミノ酸表記文字および上記リガンド存在記号に対応する上記立体構造座標を算出するこ
とにより、上記目的タンパク質の全立体構造を、当該目的タンパク質と当該リガンドとの
相互作用計算を行いながら構築する拡張型ホモロジーモデリング手段と、
　を備えたことを特徴とするタンパク質構造予測装置。
【請求項２】
　上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、
　リガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体とし
て結合した状態での上記目的タンパク質の上記全立体構造を構築するため、全体エネルギ
ーの指標となる目的関数として、上記リガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータ
を使用して計算された相互作用関数、および／または、上記目的タンパク質の動的な性質
を反映した動的性質パラメータを使用して、ホモロジーモデリング時に参照する上記参照
タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギーの指標となる目的関数を調整する目的関数
調整手段、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載のタンパク質構造予測装置。
【請求項３】
　上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、
　上記参照タンパク質の立体構造について基準振動計算を行った後、当該参照タンパク質
の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小の状態から当該タンパク質の固有の振動方向
に変化させた座標を新しい参照タンパク質の立体構造として使用する参照タンパク質構造
変更手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のタンパク質構造予測装置。
【請求項４】
　上記動的性質パラメータは、
　上記目的タンパク質の動的挙動を上記参照タンパク質の基準振動解析の計算から得られ
る常温付近のゆらぎのデータ、および／または、上記参照タンパク質の二次構造判定結果
から得られる各二次構造のゆらぎにくさのデータであること、
　を特徴とする請求項２に記載のタンパク質構造予測装置。
【請求項５】
　上記配列修正手段は、
　上記目的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列について、各タンパク鎖のアミノ酸
配列の末尾に終止記号を更に付加すること、
　を特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載のタンパク質構造予測装置。
【請求項６】
　上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、
　上記平均化パラメータを使用した上記目的タンパク質と上記リガンドとの上記相互作用
関数を以下の計算式により計算する相互作用関数計算手段、
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【数１】

　Ｕｌｉｇａｎｄはリガンドとタンパク質の相互作用関数
　Ｋｌｉｇａｎｄ、ε＊、ｒ＊はリガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータ
　ｒｉ，ｊはｉ番目のリガンド原子とｊ番目のタンパク質原子間の距離

　をさらに備えたことを特徴とする請求項２から５のいずれか一つに記載のタンパク質構
造予測装置。
【請求項７】
　上記目的関数調整部は、
　上記参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数（Ｕｐｏｓ）に
対して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、上記目的タンパク質の原子の位置をエ
ネルギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモンテカルロ法を採用し、タ
ンパク質の原子位置に関する関数の比例定数（Ｋｐｏｓ）、および、上記参照タンパク質
の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位置の微小の移動に対応する
摂動の大きさ（ΔＹｉ）に、タンパク質のゆらぎにあたるやわらかさを指標としたパラメ
ータに依存した定数（Ｔｉ）を用いて行う最適化手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項２から６のいずれか一つに記載のタンパク質構
造予測装置。
【請求項８】
　上記リガンド座標取得手段は、
　上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれるリガンド
座標、分子力学法または分子動力学法を用いて作成されたリガンド座標、および／または
、既存のリガンドデータベースから検索したリガンド座標から当該リガンドの立体構造座
標を取得すること、
　を特徴とする請求項１から７のいずれか一つに記載のタンパク質構造予測装置。
【請求項９】
　上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれるリガンド
座標から当該リガンドの立体構造座標を取得した場合に、上記目的タンパク質モデル構造
として妥当な全立体構造が構築された場合、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要素とす
る上記目的タンパク質が、機能既知の該リガンドと相互作用すると判断する第１機能推定
手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１から８のいずれか一つに記載のタンパク質構
造予測装置。
【請求項１０】
　上記リガンド座標を選択する際に、数多くの上記リガンドの立体構造座標が含まれるデ
ータベースから上記リガンドを選択し、上記タンパク質のモデル構造として妥当な全立体
構造が構築された場合、機能既知の当該タンパク質と当該リガンドとが相互作用すると判
断する第２機能推定手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１から９のいずれか一つに記載のタンパク質構
造予測装置。
【請求項１１】
　新規な上記アミノ酸配列および上記リガンド座標、もしくはどちらか一方が新規である
ものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、当該
タンパク質と当該リガンドが相互作用し、当該タンパク質と当該リガンドの両方が共通な
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機能を有すると判断する第３機能推定手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１から１０のいずれか一つに記載のタンパク質
構造予測装置。
【請求項１２】
　上記リガンドが上記目的タンパク質以外のタンパク質であること、
　を特徴とする請求項１から１１のいずれか一つに記載のタンパク質構造予測装置。
【請求項１３】
　記憶部と制御部を少なくとも備えたコンピュータに実行させるためのプログラムであっ
て、
　上記記憶部は、
　参照タンパク質の候補となるタンパク質のアミノ酸配列、および、当該タンパク質がリ
ガンドと複合体を形成している状態の立体構造座標を格納した立体構造データを記憶する
立体構造データベースと、
　上記リガンドの立体構造座標を記憶するリガンド座標記憶手段と、
　構造未知の目的タンパク質のアミノ酸配列である目的アミノ酸配列を記憶する目的アミ
ノ酸配列記憶手段と、
　を備え、
　上記制御部において、
　上記目的アミノ酸配列記憶手段に記憶された上記目的アミノ酸配列に基づいて上記立体
構造データベースからホモロジー検索により検索した上記アミノ酸配列を、上記参照タン
パク質の参照アミノ酸配列として取得し、当該目的アミノ酸配列と当該参照アミノ酸配列
との間で配列アライメントを行い、アライメントデータを生成する参照タンパク質検索ス
テップと、
　上記立体構造データベースに記憶された、上記参照タンパク質と上記複合体を形成する
上記リガンドについて、上記リガンド座標記憶手段から上記立体構造座標を取得するリガ
ンド座標取得ステップと、
　上記参照タンパク質検索ステップにて生成された上記アライメントデータにおける上記
目的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列のそれぞれの末尾に、上記リガンドの存在
を示すリガンド存在記号を付加する配列修正ステップと、
　上記配列修正ステップにて修正された上記アライメントデータにおける上記参照アミノ
酸配列上の各アミノ酸表記文字および上記リガンド存在記号が指定する、上記立体構造デ
ータベースに記憶された上記参照タンパク質の上記立体構造座標、および、上記リガンド
座標取得ステップにて取得された上記リガンドの上記立体構造座標を参照して、ホモロジ
ーモデリング手法に基づいて、当該アライメントデータにおける上記目的アミノ酸配列上
の各アミノ酸表記文字および上記リガンド存在記号に対応する上記立体構造座標を算出す
ることにより、上記目的タンパク質の全立体構造を、当該目的タンパク質と当該リガンド
との相互作用計算を行いながら構築する拡張型ホモロジーモデリングステップと、
　を含むタンパク質構造予測方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラ
ム。
【請求項１４】
　上記拡張型ホモロジーモデリングステップは、
　リガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体とし
て結合した状態での上記目的タンパク質の上記全立体構造を構築するため、上記目的タン
パク質の立体構造の構築の際に全体エネルギーの指標となる目的関数として、上記リガン
ドの原子種類に依存しない平均化パラメータを使用して計算された相互作用関数、および
／または、上記目的タンパク質の動的な性質を反映した動的性質パラメータを使用して、
ホモロジーモデリング時に参照する上記参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギ
ーの指標となる目的関数を調整する目的関数調整ステップ、
　を含むことを特徴とする請求項１３に記載のプログラム。
【請求項１５】
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　上記拡張型ホモロジーモデリングステップは、
　上記参照タンパク質の立体構造について基準振動計算を行った後、当該参照タンパク質
の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小の状態から当該タンパク質の固有の振動方向
に変化させた座標を新しい参照タンパク質の立体構造として使用する参照タンパク質構造
変更ステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載のプログラム。
【請求項１６】
　上記動的性質パラメータは、
　上記目的タンパク質の動的挙動を上記参照タンパク質の基準振動解析の計算から得られ
る常温付近のゆらぎのデータ、および／または、上記参照タンパク質の二次構造判定結果
から得られる各二次構造のゆらぎにくさのデータであること、
　を特徴とする請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１７】
　上記配列修正ステップは、
　上記目的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列について、各タンパク鎖のアミノ酸
配列の末尾に終止記号を更に付加すること、
　を特徴とする請求項１３から１６のいずれか一つに記載のプログラム。
【請求項１８】
　上記拡張型ホモロジーモデリングステップは、
　上記平均化パラメータを使用した上記目的タンパク質と上記リガンドとの上記相互作用
関数を以下の計算式により計算する相互作用関数計算ステップ、

【数２】

　Ｕｌｉｇａｎｄはリガンドとタンパク質の相互作用関数
　Ｋｌｉｇａｎｄ、ε＊、ｒ＊はリガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータ
　ｒｉ，ｊはｉ番目のリガンド原子とｊ番目のタンパク質原子間の距離

　をさらに備えたことを特徴とする請求項１４から１７のいずれか一つに記載のプログラ
ム。
【請求項１９】
　上記目的関数調整ステップは、
　上記参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数（Ｕｐｏｓ）に
対して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、上記目的タンパク質の原子の位置をエ
ネルギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモンテカルロ法を採用し、タ
ンパク質の原子位置に関する関数の比例定数（Ｋｐｏｓ）、および、上記参照タンパク質
の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位置の微小の移動に対応する
摂動の大きさ（ΔＹｉ）に、タンパク質のゆらぎにあたるやわらかさを指標としたパラメ
ータに依存した定数（Ｔｉ）を用いて行う最適化ステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１４から１８のいずれか一つに記載のプログラム
。
【請求項２０】
　上記リガンド座標取得ステップは、
　上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれるリガンド
座標、分子力学法または分子動力学法を用いて作成されたリガンド座標、および／または
、既存のリガンドデータベースから検索したリガンド座標から当該リガンドの立体構造座
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標を取得すること、
　を特徴とする請求項１３から１９のいずれか一つに記載のプログラム。
【請求項２１】
　上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれるリガンド
座標から当該リガンドの立体構造座標を取得した場合に、上記目的タンパク質モデル構造
として妥当な全立体構造が構築された場合、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要素とす
る上記目的タンパク質が、機能既知の該リガンドと相互作用すると判断する第１機能推定
ステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３から２０のいずれか一つに記載のプログラム
。
【請求項２２】
　上記リガンド座標を選択する際に、数多くの上記リガンドの立体構造座標が含まれるデ
ータベースから上記リガンドを選択し、上記タンパク質のモデル構造として妥当な全立体
構造が構築された場合、機能既知の当該タンパク質と当該リガンドとが相互作用すると判
断する第２機能推定ステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３から２１のいずれか一つに記載のプログラム
。
【請求項２３】
　新規な上記アミノ酸配列および上記リガンド座標、もしくはどちらか一方が新規である
ものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、当該
タンパク質と当該リガンドが相互作用し、当該タンパク質と当該リガンドの両方が共通な
機能を有すると判断する第３機能推定ステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３から２２のいずれか一つに記載のプログラム
。
【請求項２４】
　上記リガンドが上記目的タンパク質以外のタンパク質であること、
　を特徴とする請求項１３から２３のいずれか一つに記載のプログラム。
【請求項２５】
　上記請求項１３から２４のいずれか一つに記載されたプログラムを記録したことを特徴
とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２６】
　記憶部と制御部を少なくとも備えたコンピュータに実行させるタンパク質構造予測方法
であって、
　上記記憶部は、
　参照タンパク質の候補となるタンパク質のアミノ酸配列、および、当該タンパク質がリ
ガンドと複合体を形成している状態の立体構造座標を格納した立体構造データを記憶する
立体構造データベースと、
　上記リガンドの立体構造座標を記憶するリガンド座標記憶手段と、
　構造未知の目的タンパク質のアミノ酸配列である目的アミノ酸配列を記憶する目的アミ
ノ酸配列記憶手段と、
　を備え、
　上記制御部において実行させる、
　上記目的アミノ酸配列記憶手段に記憶された上記目的アミノ酸配列に基づいて上記立体
構造データベースからホモロジー検索により検索した上記アミノ酸配列を、上記参照タン
パク質の参照アミノ酸配列として取得し、当該目的アミノ酸配列と当該参照アミノ酸配列
との間で配列アライメントを行い、アライメントデータを生成する参照タンパク質検索ス
テップと、
　上記立体構造データベースに記憶された、上記参照タンパク質と上記複合体を形成する
上記リガンドについて、上記リガンド座標記憶手段から上記立体構造座標を取得するリガ
ンド座標取得ステップと、
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　上記参照タンパク質検索ステップにて生成された上記アライメントデータにおける上記
目的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列のそれぞれの末尾に、上記リガンドの存在
を示すリガンド存在記号を付加する配列修正ステップと、
　上記配列修正ステップにて修正された上記アライメントデータにおける上記参照アミノ
酸配列上の各アミノ酸表記文字および上記リガンド存在記号が指定する、上記立体構造デ
ータベースに記憶された上記参照タンパク質の上記立体構造座標、および、上記リガンド
座標取得ステップにて取得された上記リガンドの上記立体構造座標を参照して、ホモロジ
ーモデリング手法に基づいて、当該アライメントデータにおける上記目的アミノ酸配列上
の各アミノ酸表記文字および上記リガンド存在記号に対応する上記立体構造座標を算出す
ることにより、上記目的タンパク質の全立体構造を、当該目的タンパク質と当該リガンド
との相互作用計算を行いながら構築する拡張型ホモロジーモデリングステップと、
　を含むことを特徴とするタンパク質構造予測方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、タンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記
録媒体に関し、特に、リガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子
半径を持つ剛体として結合した状態でのタンパク質の全立体構造を構築するタンパク質構
造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
多くの生物種において、全ゲノム配列解析が進められて、その配列情報がデータベース化
されている（例えば、非特許文献１参照）。ゲノム配列より、遺伝子の機能を特定、予測
することがある程度可能であるが、配列情報のみでは機能を予測できない遺伝子が非常に
多く存在する。また、遺伝子は、そのＤＮＡ配列からアミノ酸配列に翻訳されたタンパク
質が実際に機能を担っている。
【０００３】
多くのタンパク質は、種々のホルモンやペプチド、タンパク質、農薬、医薬品などの化合
物等といったリガンドと相互作用することにより、生体内で機能を発揮する。多くのタン
パク質とリガンドとの相互作用の共通の性質は、タンパク質とリガンドとの相補性のある
立体構造であり、各タンパク質の特異的な立体構造の特徴がリガンドとの相互作用の強さ
、相互作用するリガンドの機能を決定していると考えられる。
【０００４】
リガンドが結合したタンパク質の立体構造を解明する試みは構造生物学において構造決定
の主力とされるX線結晶構造解析、ＮＭＲを適用して行われ、多くの複合体の構造が解析
されてきている。しかし、ゲノム解析から推定されるタンパク質の数は多く、加えてリガ
ンドの種類も多いと予想されるため、すべてのタンパク質とリガンドの組み合わせについ
ての複合体をX線結晶構造解析などの実験的手法により解明することは極めて困難である
。そこで、目的とするタンパク質とアミノ酸配列の相同性の高い立体構造既知のタンパク
質を探し出し、目的タンパク質の機能を予測することが行われている。
【０００５】
アミノ酸配列から立体構造を作成する方法として、ホモロジーモデリング法が広く知られ
ている。これは、任意のアミノ酸配列（目的アミノ酸配列）が与えられたとき、目的アミ
ノ酸配列と類似の配列を有するタンパク質（参照タンパク質）をプロテイン・データ・バ
ンクPDBのような立体構造データベースから検索し、目的アミノ酸配列と類似配列の間の
アライメント（配列を並置したもの）を与えた後、アライメント情報を基に、参照タンパ
ク質の3次元座標から目的アミノ酸配列上のアミノ酸ごとの3次元座標を作成する手法であ
る。
【０００６】
従来のホモロジーモデリング法としては、例えばFAMS等が挙げられる（例えば、非特許文
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献２参照）。
【０００７】
ここで、このホモロジー法は次の４つのステップよりなる計算科学的手法である。
【０００８】
（ステップ１）任意のアミノ酸配列（目的アミノ酸配列）が与えられたとき、目的アミノ
酸配列と類似の配列を有するタンパク質（参照タンパク質）をプロテイン・データ・バン
クPDBのような立体構造データベースから検索（ホモロジー検索）し、目的アミノ酸配列
と類似配列の間のアライメント（配列を並置したもの）を与える。このデータベース検索
とアライメントを行うためには、FASTA、PSI-BLAST、LIBRA等のコンピュータソフトがあ
る。
【０００９】
FASTAは20種類の天然アミノ酸を意味する20種のアルファベット文字配列のマッチングを
行うプログラムであり、高ホモロジー（アミノ酸の一致度約30％以上、FASTAのe値では約
0.01以下に相当）の参照タンパク質に対して立体構造構築をすると、信頼性の高いモデル
が構築出来るとされている。
【００１０】
一方、PSI-BLASTでは、同じように文字配列のマッチングを行うが、文字が一致している
か否かの情報ではなく、プロファイルと呼ばれる文字の一致の度合いを類縁タンパク質の
文字配列上部位ごとの置換行列として算出し、更に繰り返し計算を行うことによりアライ
メントを最適化する性質を持っている。
【００１１】
また、LIBRAは3D-1D法(threading法ともいう)に基づくプログラムであり、既知立体構造
をプローブにして類似配列を検索するため、FASTAやPSI-BLASTとは検索アルゴリズムが明
らかに異なる。そのため、FASTAやPSI-BLASTとは異なる種類の配列間類似性を指摘できる
場合がある。
【００１２】
（ステップ２）上述したFASTA、PSI-BLAST、LIBRAなどにより算出したアライメントを用
いれば、目的アミノ酸配列と類似配列間のアミノ酸ごとの対応関係が決まるので、この関
係に基づき、参照タンパク質の3次元座標から目的アミノ酸配列上のアミノ酸ごとの3次元
座標を作成する。
【００１３】
（ステップ３）目的アミノ酸配列側に対応するアミノ酸が存在しない場合には、参照タン
パク質側のその位置のアミノ酸座標は用いず、逆に、参照タンパク質側に対応するアミノ
酸が存在しない場合には、その位置の目的アミノ酸配列上のアミノ酸座標は、予め用意し
ておいたタンパク質断片座標データベースから適切なものを検索して作成する。
【００１４】
（ステップ４）上述した（ステップ２）および（ステップ３）によるタンパク質座標の構
築では、アミノ酸残基間に構造的に不適切な隙間や衝突や歪みが生じることがあるので、
エネルギー極小化計算により、これらの構造的な歪みを解消する。
【００１５】
従来のモデリングソフトによっては、（ステップ４）の構造的な歪みの解消をスムーズに
行うため、（ステップ２）～（ステップ４）の計算及び検索処理をタンパク質全原子に対
して同時に行うのではなく、例えばシュミレーティッドアニーリング法（SA法）、分子力
学計算、モンテカルロ法などを用いて段階的に行うものもある。
【００１６】
「SA法」とは、或る系の状態ｘに対して摂動を与え、新しい状態ｘ'を得たとき、新しい
状態でのエネルギー値E(ｘ')が旧状態のエネルギー値E（ｘ）より小さければ高い確率で
、大きければ低い確率で新状態ｘ'への遷移を行うことにより、局所最小点に捉えること
なくエネルギーEの大或的最小点を発見しようというものである。即ち、先ずタンパク質
の骨格を形成するα炭素原子について、次いでα炭素原子を含む主鎖原子について、SA法
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によるエネルギー極小化を行い、最後に側鎖を含むタンパク質全体についてSA法によるエ
ネルギー極小化を行うものである。
【００１７】
「分子力学計算」とは、系のポテンシャルエネルギーEを座標の関数として表し、主に最
大傾斜法または共役勾配法等のエネルギー極小化計算によって、ポテンシャルエネルギー
Eの下がるべき座標変化を計算する方法である。
【００１８】
「モンテカルロ法」とは、統計力学に基づいた確立論的エネルギー最適化計算法である。
【００１９】
以上により、目的アミノ酸配列に対するアライメントが得られれば、その立体構造を予測
構築することができる。ホモロジーモデリング法により立体構造が未知のタンパク質の立
体構造を精度良く予測することができる。
【００２０】
【非特許文献１】
Gerardo Jimenez-Sanchez, Nature 409, 853 - 855 (2001)
【非特許文献２】
K.Ogata and H.Umeyama, Journal of Molecular Graphics and Modeling 18, 258-272
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来法では、タンパク質とリガンドとの相互作用を考慮せずに、立体構造
を構築していくため、作成された立体構造において、リガンドとの結合する部分が塞がれ
ていることが多いという問題点を有していた。特に、医薬品などタンパク質の立体構造を
利用して分子設計を行うには上記の欠点は重大である。その原因としては、従来のホモロ
ジーモデリング法のアルゴリズムの中ではタンパク質とリガンドとの相互作用を計算して
いないためである。
【００２２】
従来この欠点を取り除く方法としては、コンピュータ上でタンパク質とリガンドとのドッ
キングシミュレーションを行う方法が数多く知られている。その多くは、既存タンパク質
の立体構造を用いて、あるいはホモロジーモデリング等によりタンパク質の立体構造を作
成後、リガンドが結合するタンパク質部分を探索し、その部分にリガンドをあてはめ、分
子力学法および分子動力学法等を用いてリガンドとタンパク質との相互作用エネルギーを
最適化していく方法である。
【００２３】
しかしながら、この方法では、リガンドが結合するタンパク質部分の推定が困難である状
況に加えて、グローバルミニマムを探索するためには膨大な計算時間と資源が必要なため
、ゲノムワイドな産業利用には適さないなどの問題点を有していた。
【００２４】
また、こうした方法の多くは取り扱うリガンドの各原子に電価など物理化学的なパラメー
タを与えなければならず、リガンドの種類に制限があるという問題点も有していた。
【００２５】
また、分子力学法および分子動力学法等を用いてコンピュータ上でタンパク質とリガンド
とのドッキングシミュレーションを行う方法によって、グローバルミニマムを探索し、リ
ガンドが結合した状態でのタンパク質の立体構造の構築がなされたとしても、精度の高い
予測構造を得ることができない場合も多い。その原因としては、タンパク質の立体構造は
柔軟であり、リガンドと結合するとそれとよく結合するようタンパク質の立体構造が変化
する物理化学的性質をシミュレーション中に充分に反映していないためである。ここで、
タンパク質の立体構造が柔軟であり、立体構造が変化する動的な性質のことをタンパク質
の「動的挙動」という。
【００２６】
これらの原因により、リガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖の予測精度の低い
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タンパク質立体構造を構築した場合、この構造データを利用した農薬、医薬品等の分子設
計に悪影響を与えることになる。
【００２７】
本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、リガンド分子を構成する原子が電気的極性
を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態でのタンパク質の全立体構造
を同時に構築することのできるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プロ
グラム、および、記録媒体を提供することを目的としている。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
　このような目的を達成するため、本発明のタンパク質構造予測装置は、構造未知の目的
タンパク質のアミノ酸配列である目的アミノ酸配列を取得する目的アミノ酸配列取得手段
と、上記目的タンパク質と結合させるリガンドを選択し、当該リガンドの立体構造座標を
取得するリガンド座標取得手段と、リガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない
平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態での上記目的タンパク質の全立体構造を
、上記目的タンパク質と上記リガンドとの相互作用計算を行いながら、ホモロジーモデリ
ング手法を用いて構築する拡張型ホモロジーモデリング手段とを備えたことを特徴とする
。
【００２９】
この装置によれば、任意の目的タンパク質のアミノ酸配列が与えられた場合において、従
来のホモロジーモデリング法の適用範囲を、立体構造の構築過程でタンパク質とリガンド
との相互作用計算を行いながら、側鎖に対しては実験構造を参考にしたデータベースなど
を用いて、又、主鎖には側鎖と同様なデータベースとシュミレーティッドアニーリングの
ような分子動力学計算などを用いて、タンパク質の立体構造が構築できるようにすること
で拡張し、全自動または手動的にリガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平
均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態でのタンパク質の全立体構造を同時に構築
するので、従来のホモロジーモデリング法（例えばFAMSなど）を用いる従来型の単数鎖を
含む複数鎖モデリングでは知られておらず、また示唆もされていない手法で、新規にホモ
ロジーモデリング手法の適応範囲を拡張し、リガンドが結合した状態での単数鎖を含む複
数鎖タンパク質の立体構造を構築することができる。
【００３０】
すなわち、本装置は、リガンドが結合した状態での単鎖を含む複数鎖蛋白質を単純化のた
め全立体構造作成過程において、リガンドを原子種類に依存しない剛体として取り扱い、
該当タンパク質の動的挙動を反映したパラメータと関数を用いて最適化することで、該当
タンパク質とリガンドとの相互作用計算を考慮した立体構造予測を行うことができる。こ
れにより従来法に比較して、より信頼性の高い、かつ医薬品設計等に適したタンパク質の
立体構造を世界中で解析されている大量のゲノム配列に関しても対応するスピードで構築
することができる。
【００３１】
また、本装置におけるリガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖のタンパク質の立
体構造構築手法はホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非経
験的モデリング法にも適応可能である。
【００３２】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、上記目的タンパク質の立体構造の構築の際
に全体エネルギーの指標となる目的関数として、上記リガンドの原子種類に依存しない平
均化パラメータを使用して計算された相互作用関数、および／または、上記目的タンパク
質の動的な性質を反映した動的性質パラメータを使用して、ホモロジーモデリング時に参
照する上記参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギーの指標となる目的関数を調
整する目的関数調整手段を備えたことを特徴とする。
【００３３】
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これは拡張型ホモロジーモデリング手段の一例を一層具体的に示すものである。この装置
によれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、立体構造の構築に際し、単鎖及
び複数鎖タンパク質の構築の際に用いた全体のエネルギーの指標となる目的関数として、
リガンドの原子種類に依存しない単純で取り扱い易い平均化された「平均化パラメータ」
を使用して計算された相互作用関数を加え、さらに、タンパク質の動的な性質を反映した
「動的性質パラメータ」を使用して、ホモロジーモデリング時に参照するタンパク質の原
子の位置に拘束するエネルギーの指標となる目的関数を調整する。
【００３４】
これにより、タンパク質の全立体構造の構築と最適化を同時に行い、通常は厳密に取り扱
われるリガンド原子の種類を考慮せずに済むリガンドの実在を考慮することで、リガンド
が結合したタンパク質のモデル構造の妥当性を向上させると同時に、平均化されたパラメ
ータの使用によって多種多様なリガンドが結合したタンパク質のモデル構造の計算過程の
単純化・効率化を実現することができる。
【００３５】
また、これにより、従来法では取り扱うことが極めて困難であった例えばDNA、薬剤成分
、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホルモンを含む全ての物質と単数鎖を含む複数鎖タン
パク質との複合体の立体構造を構築することが可能になる。
【００３６】
また、これにより、従来法でのタンパク質立体構造の構築方法の適応範囲を大幅に拡大す
るとともに、農薬、医薬品といった分子設計、タンパク質の機能解析を行う上で大変重要
な情報である当該アミノ酸配列が生体内で機能するために関与する全て物質を含んだ状態
での完全な複合体の立体構造構築が可能となる。
【００３７】
また、これにより、全立体構造作成時にタンパク質の動的な性質をホモロジーモデリング
法のアルゴリズムに取り込むことで、特に例えば農薬、医薬品を代表とする、さらには金
属、ホルモンといったタンパク質の機能に大変重要であるリガンドとタンパク質との相互
作用解析において精度の高い全立体構造を提供することを実現する。
【００３８】
なお、このリガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖のタンパク質の立体構造構築
手法はホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非経験的モデリ
ング法にも適応可能である。また、リガンドとして全ての物質を取り扱うことができ、原
理的にはその数に制限はない。
【００３９】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、上記リガントと複合体を形成している状態
の立体構造データを持つタンパク質の立体構造データベースから参照タンパク質を検索す
る参照タンパク質検索手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００４０】
これは拡張型ホモロジーモデリング手段の一例を一層具体的に示すものである。この装置
によれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法を用いる際に、参照タンパク質が例えばリ
ガンドの有無で分けた立体構造データベースから検索され、目的タンパク質構築の際には
、例えばCαからなる部分構造や主鎖やCβからなる部分構造は、リガンドの有無により分
けた立体構造データベースをから検索されるので、ホモロジーモデリングによって作成さ
れるタンパク質のモデルの特にリガンド結合部位の構造の精度を向上させることができる
。
【００４１】
なお、タンパク質の立体構造データベースとして例えばプロテイン・データ・バンク（PD
B）などの既存のデータベースを用いてもよい。ここで、PDB中には、タンパク質の立体構
造以外にDNAや金属、薬物といった、構成原子がアミノ酸以外のリガンド分子が当該タン
パク質と複合体を形成している状態で、またはタンパク質が複数含まれていて複合体を形
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成している状態で、立体構造が登録されている。こうしたデータベースは例えばタンパク
質がDNAや金属、薬物との複合体形成の有無、タンパク質が複合体であるか否かで区別し
たデータベースを作成し、目的タンパク質中のリガンド有無によりデータベースを使い分
けて使用している。
【００４２】
このように、参照タンパク質の立体構造データベースをリガンドの有無などにより複数用
意して使用することは従来法では行っておらず、例えばリガンドの有無によるタンパク質
の立体構造の変化をよく反映し、精度よく立体構造を作成することを実現することができ
る。
【００４３】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、上記参照タンパク質の立体構造について基
準振動計算を行った後、当該参照タンパク質の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小
の状態から当該タンパク質の固有の振動方向に変化させた座標を新しい参照タンパク質の
立体構造として使用する参照タンパク質構造変更手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００４４】
これは拡張型ホモロジーモデリング手段の一例を一層具体的に示すものである。この装置
によれば、参照タンパク質の立体構造の基準振動計算後、該参照タンパク質の立体構造を
ポテンシャルエネルギーが極小の状態から該タンパク質の固有の振動方向に変化させた座
標を新しい参照タンパク質の立体構造として使用することにより、ホモロジーモデリング
によって作成されるタンパク質のモデルの特にリガンド結合部位の構造の精度を向上させ
ることができるようになる。
【００４５】
ここで、基準振動計算後に該参照タンパク質の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小
の状態から該タンパク質の固有の振動方向に変化させた座標はデータベースとして保存さ
れ、参照タンパク質のコード番号を基に検索することができる。こうした参照タンパク質
の立体構造データベースを複数用意し、使用することは従来法では行っておらず、例えば
リガンドの有無によるタンパク質の立体構造の変化をよく反映し、精度よく立体構造を作
成する等を実現することができる。
【００４６】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記動的性質パラメータは、上記目的タンパク質の動的挙動を上記参照タンパク質の
基準振動解析の計算から得られる常温付近のゆらぎのデータ、および／または、上記参照
タンパク質の二次構造判定結果から得られる各二次構造のゆらぎにくさのデータであるこ
とを特徴とする。
【００４７】
これは動的性質パラメータの一例を一層具体的に示すものである。この装置によれば、参
照タンパク質の原子の位置のエネルギーの指標となる目的関数を用いての最適化の際に、
タンパク質の動的な性質を反映したパラメータとして、タンパク質の動的挙動を該参照タ
ンパク質の基準振動解析の計算から得られる常温付近のゆらぎのデータ、もしくはその代
用として参照タンパク質の二次構造判定結果から得られるαへリックスやβシートの立体
構造のゆらぎにくさのデータをその目的関数に取り込んでリガンドが結合したタンパク質
のモデル作成に使用する。
【００４８】
ここで、パラメータとして取り入れるタンパク質の動的な性質は、例えば、基準振動計算
法から得られる分子が時間的にピコオーダーの振動を主とする長周期の熱ゆらぎの大きさ
をタンパク質を構成している各原子ごとに数値化して割り当てることで、取得することが
できる。
【００４９】
基準振動計算法を用いてのゆらぎの大きさを算出する方法は限定しないが、一例として、
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Wilson,E.B.,Decius,J.C.,and Cross,P. C. 1955. Molecular Vibration. McGraw-Hill.
などに記載された方法を用いてもよい。
【００５０】
また、本装置においては基準振動計算方法の代用として、参照タンパク質の二次構造判定
結果から得られるαへリックスやβシートの立体構造のゆらぎにくさのデータを用いてい
る。例えばαへリックスを構成している部分はゆらぎの大きさが大きく、その部分は大き
い数値のパラメータとして、ループを構成している部分はゆらぎの大きさが小さく、その
部分は小さい数値のパラメータとして各原子に割り当てることで取得することができる。
【００５１】
ここで、参照タンパク質の二次構造判定を行うソフトウェアとしては、例えばDSSP、STRI
DE等が挙げられるが、他の方法においても適応可能である。DSSPの詳細は、Kabsch,W. & 
Sander,C. (1983) Dictionary of protein secondary structure:pattern recognition o
f hydrogen-bonded and geometrical features. Biopolimers, 22:2577-2637などに記載
されている。また、STRIDEの詳細は、Frishman, D & Argos,P.(1995) Knowledge-based s
econdary structure assignment. Proteins: structure, function and genetics, 23, 5
66-579などに記載されている。
【００５２】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記目的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列について、各タンパク鎖のアミノ
酸配列の末尾に終止記号を付加し、および／または、リガンドの存在を示すリガンド存在
記号を付加する配列修正手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００５３】
この装置によれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、加えるリガンドの立体
構造座標の入力形式を、プログラム起動時にリガンド座標のファイル名の指定することに
工夫を加えて、参照タンパク質と目的タンパク質との配列アライメントの書式中に、一つ
のタンパク質鎖の配列の終了を意味する文字などの「終止記号」を付加し、リガンドの結
合するタンパク質の配列の後に、加えるリガンドの存在を示す文字などの「リガンド存在
記号」を付加して配列を修正する。
例えば、一つのタンパク質の配列の終了を意味する「U」の後に、アラビア数字又はアラ
ビア数字の数だけのZを、以下に示すように付加する。
（あるタンパク質鎖のアミノ酸配列）Uアラビア数字（又はアラビア数字の数のＺ）（別
のタンパク質鎖のアミノ酸配列）
【００５４】
ここで、「Ｕ」がタンパク質鎖の配列の終了を意味する終止記号であり、アラビア数字ま
たはアラビア数字の数の「Ｚ」はリガンド存在記号である。このように複数の特別文字を
リガンドの結合したタンパク質の終止記号「U」の後に書きいれることで、複数のタンパ
ク鎖からなるタンパク質の配列の切れ目とリガンドの存在を示し、単鎖を含めた複数鎖か
らなるタンパク質や実験的に決定できるタンパク質領域を含む見かけ上複数鎖を含めた全
てのタンパク質の全立体構造構築を全自動で行うことができるようになる。
【００５５】
このように入力ファイルに工夫を加えることで、入力ファイルを操作することのみでリガ
ンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築が可能となり、例えば
大量のアミノ酸配列に対して、リガンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の
立体構造構築を行う場合、当該入力ファイルを使用したプログラムを別途作成することで
自動的処理を行うことができる。
【００５６】
また、作成したリガンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造に関し
て、例えばリガンドの有無やリガンドの種類ごとにディレクトリーを区別し整理、検索を
行う場合などに、入力ファイルを用いたプログラムを作成することで処理することができ
、大量のタンパク質の立体構造処理を自動的にかつ効率的に行うことができる。
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【００５７】
また、一つのタンパク質の配列の終了を意味するUや加えるリガンドの存在の数を示す文
字(一つのタンパク質の配列の終了を意味するUの後のアラビア数字又はアラビア数字の数
のZ)はアミノ酸を表す１文字コード以外は別の文字を利用することできる。
【００５８】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記拡張型ホモロジーモデリング手段は、上記平均化パラメータを使用した上記目的
タンパク質と上記リガンドとの上記相互作用関数を以下の計算式により計算する相互作用
関数計算手段、
【数３】

　Ｕｌｉｇａｎｄはリガンドとタンパク質の相互作用関数
　Ｋｌｉｇａｎｄ、ε＊、ｒ＊はリガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータ
　ｒｉ，ｊはｉ番目のリガンド原子とｊ番目のタンパク質原子間の距離
　をさらに備えたことを特徴とする。
【００５９】
これは平均化パラメータを使用した相互作用関数の一例を一層具体的に示すものである。
この装置によれば、リガンドの原子種類に依存しない単純で取り扱い易い平均化されたパ
ラメータを使用したモデルタンパク質とリガンドとの相互作用関数がこの計算式からなり
、立体構造構築における全てのプロセスでリガンドとの相互作用エネルギーの指標Uligan
dの当該計算が行われるようになる。
【００６０】
以下に規定値を示すが、変更可能な値であり、本請求項の範囲を制限するものではない。
Kligand =10　　、ε*=0.15、　　r*=2.08
（Cα座標の最適化を行う際は、ε*=0.046、　r*=1.9X ri,j +1.9 ）
【００６１】
これにより、リガンドと目的タンパク質との相互作用を反映させてリガンドが結合した状
態での単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行うことができる。例えば、従来の
FAMSにおいては上記関数は存在せず、この方法では、Cα原子の構築と最適化のプロセス
、主鎖原子の構築と最適化のプロセス、側鎖原子の構築と最適のプロセスにおいて従来法
のFAMSに使用されている各目的関数に、上記の新しい相互作用関数を加えてある部分が拡
張型ホモロジーモデリング法において新規に訂正された部分である。
【００６２】
この相互作用関数は物理化学でよく知られている関数であれば、同様に適応可能であり、
ホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非経験的モデリング法
にも適応可能である。
【００６３】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記目的関数調整部は、上記参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標
の目的関数（Ｕｐｏｓ）に対して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、上記目的タ
ンパク質の原子の位置をエネルギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモ
ンテカルロ法を採用し、タンパク質の原子位置に関する関数の比例定数（Ｋｐｏｓ）、お
よび、上記参照タンパク質の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位
置の微小の移動に対応する摂動の大きさ（ΔＹｉ）に、タンパク質のゆらぎにあたるやわ
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らかさを指標としたパラメータに依存した定数（Ｔｉ）を用いて行う最適化手段、をさら
に備えたことを特徴とする。
【００６４】
これはタンパク質立体構造の最適化の一例を一層具体的に示すものである。この装置によ
れば、参照するタンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数(Upos)に対
して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、モデルタンパク質の原子の位置をエネル
ギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモンテカルロ法を採用し、以下の
計算式からなるタンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Kpos)、および参照タンパ
ク質の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位置の微小の移動に対応
する摂動の大きさ(ΔYi)に、（４）のタンパク質のゆらぎにあたるやわらかさを指標とし
たパラメータに依存した定数（Ti）を用いる。
【００６５】
タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数(Upos)は以下の式により求
める。
【数４】

Uposはタンパク質の原子位置に関するエネルギーを指標とする関数。
Kposはタンパク質の原子位置に関する関数の比例定数。（0　< Kpos　<　1）
Xiは目的タンパク質のi残基目の座標。
Xi
*は参照タンパク質のi残基目の座標。

【００６６】
また、タンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Kpos)は以下の式により求める。
【数５】

Siはi番目残基のゆらぎの値を反映したパラメータ。SiはTiの値が大きいと小さくなる揺
らぎに対応した定数。
MはKposを0～1までの値にする調整因子。
【００６７】
ここで、各原子iにおいて正の値を持つSiは、タンパク質のポテンシャルエネルギーが極
小であるときの各原子の周辺のポテンシャルエネルギーの勾配に対応する数字であり、勾
配が緩やかな時には小さい値となる。即ちゆらぎが大きいとKposは小さい値となる。
【００６８】
上式に示した値は規定値を示すが、変更可能な値であり、本請求項の範囲を制限するもの
ではない。
【００６９】
モンテカルロ法における摂動の大きさは、以下の式により求める。
【数６】

ΔYiはモンテカルロ法において目的タンパク質のi残基目の座標に加える摂動（Å）。
Xi
preは摂動を加える前の目的タンパク質のi残基目の座標。

Xi
pos

tは摂動を加えた後の目的タンパク質のi残基目の座標。
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【００７０】
ΔYiは加える摂動に関する関数で以下の式に従う。
【数７】

Tiはi番目残基のゆらぎの大きさ。
ＰはΔYiのノルム（ベクトルの大きさ）を0より大きく５より小さい値にするよう調整し
ながら発生する乱数。
【００７１】
ここで、ゆらぎが大きいと、該原子の周辺ポテンシャルエネルギーの勾配は小さく、加え
る摂動ΔYi のノルムは大きくてもよく、従って、Kposは小さい値となる。
【００７２】
上式に記した規定値、又式は変更可能な値、関数であり、本請求項の範囲を制限するもの
ではない。
【００７３】
これにより、動的性質パラメータを使用し、タンパク質の立体構造の動的な性質を適切に
反映させて単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行うことができる。この手法で
は、Cα原子の構築と最適化のプロセス、主鎖原子の構築と最適化のプロセス、側鎖原子
の構築と最適のプロセスにおいて従来法のFAMSに使用されている各目的関数に、上記の定
数や関数を加えてある部分が拡張型ホモロジーモデリング法において新規に訂正された部
分である。こうした訂正は例えば、SA法においては、タンパク質の立体構造のポテンシャ
ルの勾配をゆらぎを反映して状態にして極小点を探索することに相当し、グローバルミニ
マムを探索する関数であれば、同様に適応可能であり、ホモロジーモデリング法に代表さ
れる経験的モデリング法以外にも非経験的モデリング法にも適応可能である。
【００７４】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記リガンド座標取得手段は、上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（
ＰＤＢ）の中に含まれるリガンド座標、分子力学法または分子動力学法を用いて作成され
たリガンド座標、および／または、既存のリガンドデータベースから検索したリガンド座
標から当該リガンドの立体構造座標を取得することを特徴とする。
【００７５】
これはリガンド座標取得手段の一例を一層具体的に示すものである。この装置によれば、
入力ファイルのリガンドの立体構造座標が、参照タンパク質のプロテイン・データ・バン
ク(ＰＤＢ)の中に含まれるリガンド座標、分子力学法または分子動力学法を用いて作成さ
れたリガンド座標、さらには既存のリガンドデータベースから検索したリガンド座標の少
なくとも一つを用いることにより、使用するリガンドの種類や数を限定せず、蛋白質、ペ
プチド、DNA、薬剤成分、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホルモンを含む全ての物質を
当該リガンドと見なして、広範囲のリガンドつきのたんぱく質の全立体構造を同時に、単
純化した計算過程の効率的な計算方法を利用して構築することができる。
【００７６】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれるリガン
ド座標から当該リガンドの立体構造座標を取得した場合に、上記目的タンパク質モデル構
造として妥当な全立体構造が構築された場合、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要素と
する上記目的タンパク質が、機能既知の該リガンドと相互作用すると判断する第１機能推
定手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００７７】
この装置によれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、入力ファイルのリガン
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ドの立体構造座標として機能既知の参照タンパク質のＰＤＢの中のリガンド座標をそのま
ま使用することにより、タンパク質モデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合
、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要素とする目的タンパク質が、機能既知の該リガン
ドと相互作用すると判断することができる。
【００７８】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、上記リガンド座標を選択する際に、数多くの上記リガンドの立体構造座標が含まれる
データベースから上記リガンドを選択し、上記タンパク質のモデル構造として妥当な全立
体構造が構築された場合、機能既知の当該タンパク質と当該リガンドとが相互作用すると
判断する第２機能推定手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００７９】
この装置によれば、入力ファイルとして使用するリガンド座標を選択する際に、数多くの
リガンドの立体構造座標が含まれるデータベースからリガンドを選択し、タンパク質のモ
デル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、機能既知の該タンパク質と該リガン
ドが相互作用すると判断することにより、リガンドの機能推定をタンパク質の構築と同時
に行うことができる。
【００８０】
　また、本発明のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置におい
て、新規な上記アミノ酸配列および上記リガンド座標、もしくはどちらか一方が新規であ
るものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、当
該タンパク質と当該リガンドが相互作用し、当該タンパク質と当該リガンドの両方が共通
な機能を有すると判断する第３機能推定手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００８１】
この装置によれば、入力ファイルとして新規なアミノ酸配列およびリガンド座標、もしく
はどちらか一方が新規であるものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な全立体
構造が構築された場合、該タンパク質と該リガンドが相互作用し、それらタンパク質とリ
ガンドとの両方が共通な機能を有すると判断する、新規な分子の設計方法を提供すること
ができる。
【００８２】
　また、本発明に記載のタンパク質構造予測装置は、上記記載のタンパク質構造予測装置
において、上記リガンドが上記目的タンパク質以外のタンパク質であることを特徴とする
。
【００８３】
これはリガンドの一例を一層具体的に示すものである。この装置によれば、リガンドを別
のタンパク質とみなすことにより、当該別のタンパク質を構成する原子が電気的極性を持
たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態での目的タンパク質の全立体構造
を、目的タンパク質と別のタンパク質との相互作用計算を行いながら、ホモロジーモデリ
ング手法を用いて構築することができるようになる。
【００８４】
　また、本発明はプログラムに関するものであり、本発明のタンパク質構造予測方法をコ
ンピュータに実行させることを特徴とするプログラムは、構造未知の目的タンパク質のア
ミノ酸配列である目的アミノ酸配列を取得する目的アミノ酸配列取得ステップと、上記目
的タンパク質と結合させるリガンドを選択し、当該リガンドの立体構造座標を取得するリ
ガンド座標取得ステップと、リガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平均的
な原子半径を持つ剛体として結合した状態での上記目的タンパク質の全立体構造を、上記
目的タンパク質と上記リガンドとの相互作用計算を行いながら、ホモロジーモデリング手
法を用いて構築する拡張型ホモロジーモデリングステップとを含むことを特徴とする。
【００８５】
このプログラムによれば、任意の目的タンパク質のアミノ酸配列が与えられた場合におい
て、従来のホモロジーモデリング法の適用範囲を、立体構造の構築過程でタンパク質とリ
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ガンドとの相互作用計算を行いながら、側鎖に対しては実験構造を参考にしたデータベー
スなどを用いて、又、主鎖には側鎖と同様なデータベースとシュミレーティッドアニーリ
ングのような分子動力学計算などを用いて、タンパク質の立体構造が構築できるようにす
ることで拡張し、全自動または手動的にリガンド分子を構成する原子が電気的極性を持た
ない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態でのタンパク質の全立体構造を同時
に構築するので、従来のホモロジーモデリング法（例えばFAMSなど）を用いる従来型の単
数鎖を含む複数鎖モデリングでは知られておらず、また示唆もされていない手法で、新規
にホモロジーモデリング手法の適応範囲を拡張し、リガンドが結合した状態での単数鎖を
含む複数鎖タンパク質の立体構造を構築することができる。
【００８６】
また、本プログラムにおけるリガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖のタンパク
質の立体構造構築手法はホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外に
も非経験的モデリング法にも適応可能である。
【００８７】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記拡張型ホモロジー
モデリングステップは、上記目的タンパク質の立体構造の構築の際に全体エネルギーの指
標となる目的関数として、上記リガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータを使用
して計算された相互作用関数、および／または、上記目的タンパク質の動的な性質を反映
した動的性質パラメータを使用して、ホモロジーモデリング時に参照する上記参照タンパ
ク質の原子の位置に拘束するエネルギーの指標となる目的関数を調整する目的関数調整ス
テップを含むことを特徴とする。
【００８８】
これは拡張型ホモロジーモデリングステップの一例を一層具体的に示すものである。この
プログラムによれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、立体構造の構築に際
し、単鎖及び複数鎖タンパク質の構築の際に用いた全体のエネルギーの指標となる目的関
数として、リガンドの原子種類に依存しない単純で取り扱い易い平均化された「平均化パ
ラメータ」を使用して計算された相互作用関数を加え、さらに、タンパク質の動的な性質
を反映した「動的性質パラメータ」を使用して、ホモロジーモデリング時に参照するタン
パク質の原子の位置に拘束するエネルギーの指標となる目的関数を調整する。
【００８９】
これにより、タンパク質の全立体構造の構築と最適化を同時に行い、通常は厳密に取り扱
われるリガンド原子の種類を考慮せずに済むリガンドの実在を考慮することで、リガンド
が結合したタンパク質のモデル構造の妥当性を向上させると同時に、平均化されたパラメ
ータの使用によって多種多様なリガンドが結合したタンパク質のモデル構造の計算過程の
単純化・効率化を実現することができる。
【００９０】
また、これにより、従来法では取り扱うことが極めて困難であった例えばDNA、薬剤成分
、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホルモンを含む全ての物質と単数鎖を含む複数鎖タン
パク質との複合体の立体構造を構築することが可能になる。
【００９１】
また、これにより、従来法でのタンパク質立体構造の構築方法の適応範囲を大幅に拡大す
るとともに、農薬、医薬品といった分子設計、タンパク質の機能解析を行う上で大変重要
な情報である当該アミノ酸配列が生体内で機能するために関与する全て物質を含んだ状態
での完全な複合体の立体構造構築が可能となる。
【００９２】
また、これにより、全立体構造作成時にタンパク質の動的な性質をホモロジーモデリング
法のアルゴリズムに取り込むことで、特に例えば農薬、医薬品を代表とする、さらには金
属、ホルモンといったタンパク質の機能に大変重要であるリガンドとタンパク質との相互
作用解析において精度の高い全立体構造を提供することを実現する。
【００９３】
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なお、このリガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖のタンパク質の立体構造構築
手法はホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非経験的モデリ
ング法にも適応可能である。また、リガンドとして全ての物質を取り扱うことができ、原
理的にはその数に制限はない。
【００９４】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記拡張型ホモロジー
モデリングステップは、上記リガントと複合体を形成している状態の立体構造データを持
つタンパク質の立体構造データベースから参照タンパク質を検索する参照タンパク質検索
ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００９５】
これは拡張型ホモロジーモデリングステップの一例を一層具体的に示すものである。この
プログラムによれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法を用いる際に、参照タンパク質
が例えばリガンドの有無で分けた立体構造データベースから検索され、目的タンパク質構
築の際には、例えばCαからなる部分構造や主鎖やCβからなる部分構造は、リガンドの有
無により分けた立体構造データベースをから検索されるので、ホモロジーモデリングによ
って作成されるタンパク質のモデルの特にリガンド結合部位の構造の精度を向上させるこ
とができる。
【００９６】
なお、タンパク質の立体構造データベースとして例えばプロテイン・データ・バンク（PD
B）などの既存のデータベースを用いてもよい。ここで、PDB中には、タンパク質の立体構
造以外にDNAや金属、薬物といった、構成原子がアミノ酸以外のリガンド分子が当該タン
パク質と複合体を形成している状態で、またはタンパク質が複数含まれていて複合体を形
成している状態で、立体構造が登録されている。こうしたデータベースは例えばタンパク
質がDNAや金属、薬物との複合体形成の有無、タンパク質が複合体であるか否かで区別し
たデータベースを作成し、目的タンパク質中のリガンド有無によりデータベースを使い分
けて使用している。
【００９７】
このように、参照タンパク質の立体構造データベースをリガンドの有無などにより複数用
意して使用することは従来法では行っておらず、例えばリガンドの有無によるタンパク質
の立体構造の変化をよく反映し、精度よく立体構造を作成することを実現することができ
る。
【００９８】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記拡張型ホモロジー
モデリングステップは、上記参照タンパク質の立体構造について基準振動計算を行った後
、当該参照タンパク質の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小の状態から当該タンパ
ク質の固有の振動方向に変化させた座標を新しい参照タンパク質の立体構造として使用す
る参照タンパク質構造変更ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００９９】
これは拡張型ホモロジーモデリングステップの一例を一層具体的に示すものである。この
プログラムによれば、参照タンパク質の立体構造の基準振動計算後、該参照タンパク質の
立体構造をポテンシャルエネルギーが極小の状態から該タンパク質の固有の振動方向に変
化させた座標を新しい参照タンパク質の立体構造として使用することにより、ホモロジー
モデリングによって作成されるタンパク質のモデルの特にリガンド結合部位の構造の精度
を向上させることができるようになる。
【０１００】
ここで、基準振動計算後に該参照タンパク質の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小
の状態から該タンパク質の固有の振動方向に変化させた座標はデータベースとして保存さ
れ、参照タンパク質のコード番号を基に検索することができる。こうした参照タンパク質
の立体構造データベースを複数用意し、使用することは従来法では行っておらず、例えば
リガンドの有無によるタンパク質の立体構造の変化をよく反映し、精度よく立体構造を作
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成する等を実現することができる。
【０１０１】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記動的性質パラメー
タは、上記目的タンパク質の動的挙動を上記参照タンパク質の基準振動解析の計算から得
られる常温付近のゆらぎのデータ、および／または、上記参照タンパク質の二次構造判定
結果から得られる各二次構造のゆらぎにくさのデータであることを特徴とする。
【０１０２】
これは動的性質パラメータの一例を一層具体的に示すものである。このプログラムによれ
ば、参照タンパク質の原子の位置のエネルギーの指標となる目的関数を用いての最適化の
際に、タンパク質の動的な性質を反映したパラメータとして、タンパク質の動的挙動を該
参照タンパク質の基準振動解析の計算から得られる常温付近のゆらぎのデータ、もしくは
その代用として参照タンパク質の二次構造判定結果から得られるαへリックスやβシート
の立体構造のゆらぎにくさのデータをその目的関数に取り込んでリガンドが結合したタン
パク質のモデル作成に使用する。
【０１０３】
ここで、パラメータとして取り入れるタンパク質の動的な性質は、例えば、基準振動計算
法から得られる分子が時間的にピコオーダーの振動を主とする長周期の熱ゆらぎの大きさ
をタンパク質を構成している各原子ごとに数値化して割り当てることで、取得することが
できる。
【０１０４】
基準振動計算法を用いてのゆらぎの大きさを算出する方法は限定しないが、一例として、
Wilson,E.B.,Decius,J.C.,and Cross,P. C. 1955. Molecular Vibration. McGraw-Hill.
などに記載された方法を用いてもよい。
【０１０５】
また、本プログラムにおいては基準振動計算方法の代用として、参照タンパク質の二次構
造判定結果から得られるαへリックスやβシートの立体構造のゆらぎにくさのデータを用
いている。例えばαへリックスを構成している部分はゆらぎの大きさが大きく、その部分
は大きい数値のパラメータとして、ループを構成している部分はゆらぎの大きさが小さく
、その部分は小さい数値のパラメータとして各原子に割り当てることで取得することがで
きる。
【０１０６】
ここで、参照タンパク質の二次構造判定を行うソフトウェアとしては、例えばDSSP、STRI
DE等が挙げられるが、他の方法においても適応可能である。DSSPの詳細は、Kabsch,W. & 
Sander,C. (1983) Dictionary of protein secondary structure:pattern recognition o
f hydrogen-bonded and geometrical features. Biopolimers, 22:2577-2637などに記載
されている。また、STRIDEの詳細は、Frishman, D & Argos,P.(1995) Knowledge-based s
econdary structure assignment. Proteins: structure, function and genetics, 23, 5
66-579などに記載されている。
【０１０７】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記目的アミノ酸配列
および上記参照アミノ酸配列について、各タンパク鎖のアミノ酸配列の末尾に終止記号を
付加し、および／または、リガンドの存在を示すリガンド存在記号を付加する配列修正ス
テップをさらに含むことを特徴とする。
【０１０８】
このプログラムによれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、加えるリガンド
の立体構造座標の入力形式を、プログラム起動時にリガンド座標のファイル名の指定する
ことに工夫を加えて、参照タンパク質と目的タンパク質との配列アライメントの書式中に
、一つのタンパク質鎖の配列の終了を意味する文字などの「終止記号」を付加し、リガン
ドの結合するタンパク質の配列の後に、加えるリガンドの存在を示す文字などの「リガン
ド存在記号」を付加して配列を修正する。
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例えば、一つのタンパク質の配列の終了を意味する「U」の後に、アラビア数字又はアラ
ビア数字の数だけのZを、以下に示すように付加する。
（あるタンパク質鎖のアミノ酸配列）Uアラビア数字（又はアラビア数字の数のＺ）（別
のタンパク質鎖のアミノ酸配列）
【０１０９】
ここで、「Ｕ」がタンパク質鎖の配列の終了を意味する終止記号であり、アラビア数字ま
たはアラビア数字の数の「Ｚ」はリガンド存在記号である。このように複数の特別文字を
リガンドの結合したタンパク質の終止記号「U」の後に書きいれることで、複数のタンパ
ク鎖からなるタンパク質の配列の切れ目とリガンドの存在を示し、単鎖を含めた複数鎖か
らなるタンパク質や実験的に決定できるタンパク質領域を含む見かけ上複数鎖を含めた全
てのタンパク質の全立体構造構築を全自動で行うことができるようになる。
【０１１０】
このように入力ファイルに工夫を加えることで、入力ファイルを操作することのみでリガ
ンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築が可能となり、例えば
大量のアミノ酸配列に対して、リガンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の
立体構造構築を行う場合、当該入力ファイルを使用したプログラムを別途作成することで
自動的処理を行うことができる。
【０１１１】
また、作成したリガンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造に関し
て、例えばリガンドの有無やリガンドの種類ごとにディレクトリーを区別し整理、検索を
行う場合などに、入力ファイルを用いたプログラムを作成することで処理することができ
、大量のタンパク質の立体構造処理を自動的にかつ効率的に行うことができる。
【０１１２】
また、一つのタンパク質の配列の終了を意味するUや加えるリガンドの存在の数を示す文
字(一つのタンパク質の配列の終了を意味するUの後のアラビア数字又はアラビア数字の数
のZ)はアミノ酸を表す１文字コード以外は別の文字を利用することできる。
【０１１３】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記拡張型ホモロジー
モデリングステップは、上記平均化パラメータを使用した上記目的タンパク質と上記リガ
ンドとの上記相互作用関数を以下の計算式により計算する相互作用関数計算ステップ、
【数８】

　Ｕｌｉｇａｎｄはリガンドとタンパク質の相互作用関数
　Ｋｌｉｇａｎｄ、ε＊、ｒ＊はリガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータ
　ｒｉ，ｊはｉ番目のリガンド原子とｊ番目のタンパク質原子間の距離
　をさらに含むことを特徴とする。
【０１１４】
これは平均化パラメータを使用した相互作用関数の一例を一層具体的に示すものである。
このプログラムによれば、リガンドの原子種類に依存しない単純で取り扱い易い平均化さ
れたパラメータを使用したモデルタンパク質とリガンドとの相互作用関数がこの計算式か
らなり、立体構造構築における全てのプロセスでリガンドとの相互作用エネルギーの指標
Uligandの当該計算が行われるようになる。
【０１１５】
以下に規定値を示すが、変更可能な値であり、本請求項の範囲を制限するものではない。
Kligand =10　　、ε*=0.15、　　r*=2.08
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（Cα座標の最適化を行う際は、ε*=0.046、　r*=1.9X ri,j +1.9 ）
【０１１６】
これにより、リガンドと目的タンパク質との相互作用を反映させてリガンドが結合した状
態での単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行うことができる。例えば、従来の
FAMSにおいては上記関数は存在せず、この方法では、Cα原子の構築と最適化のプロセス
、主鎖原子の構築と最適化のプロセス、側鎖原子の構築と最適のプロセスにおいて従来法
のFAMSに使用されている各目的関数に、上記の新しい相互作用関数を加えてある部分が拡
張型ホモロジーモデリング法において新規に訂正された部分である。
【０１１７】
この相互作用関数は物理化学でよく知られている関数であれば、同様に適応可能であり、
ホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非経験的モデリング法
にも適応可能である。
【０１１８】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記目的関数調整部は
、上記参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数（Ｕｐｏｓ）に
対して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、上記目的タンパク質の原子の位置をエ
ネルギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモンテカルロ法を採用し、タ
ンパク質の原子位置に関する関数の比例定数（Ｋｐｏｓ）、および、上記参照タンパク質
の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位置の微小の移動に対応する
摂動の大きさ（ΔＹｉ）に、タンパク質のゆらぎにあたるやわらかさを指標としたパラメ
ータに依存した定数（Ｔｉ）を用いて行う最適化ステップ、をさらに含むことを特徴とす
る。
【０１１９】
これはタンパク質立体構造の最適化の一例を一層具体的に示すものである。このプログラ
ムによれば、参照するタンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数(Upo
s)に対して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、モデルタンパク質の原子の位置を
エネルギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモンテカルロ法を採用し、
以下の計算式からなるタンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Kpos)、および参照
タンパク質の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位置の微小の移動
に対応する摂動の大きさ(ΔYi)に、（４）のタンパク質のゆらぎにあたるやわらかさを指
標としたパラメータに依存した定数（Ti）を用いる。
【０１２０】
タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー指標の目的関数(Upos)は以下の式により求
める。
【数９】

Uposはタンパク質の原子位置に関するエネルギーを指標とする関数。
Kposはタンパク質の原子位置に関する関数の比例定数。（0　< Kpos　<　1）
Xiは目的タンパク質のi残基目の座標。
Xi
*は参照タンパク質のi残基目の座標。

【０１２１】
また、タンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Kpos)は以下の式により求める。
【数１０】

Siはi番目残基のゆらぎの値を反映したパラメータ。SiはTiの値が大きいと小さくなる揺
らぎに対応した定数。
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MはKposを0～1までの値にする調整因子。
【０１２２】
ここで、各原子iにおいて正の値を持つSiは、タンパク質のポテンシャルエネルギーが極
小であるときの各原子の周辺のポテンシャルエネルギーの勾配に対応する数字であり、勾
配が緩やかな時には小さい値となる。即ちゆらぎが大きいとKposは小さい値となる。
【０１２３】
上式に示した値は規定値を示すが、変更可能な値であり、本請求項の範囲を制限するもの
ではない。
【０１２４】
モンテカルロ法における摂動の大きさは、以下の式により求める。
【数１１】

ΔYiはモンテカルロ法において目的タンパク質のi残基目の座標に加える摂動（Å）。
Xi
preは摂動を加える前の目的タンパク質のi残基目の座標。

Xi
pos

tは摂動を加えた後の目的タンパク質のi残基目の座標。
【０１２５】
ΔYiは加える摂動に関する関数で以下の式に従う。
【数１２】

Tiはi番目残基のゆらぎの大きさ。
ＰはΔYiのノルム（ベクトルの大きさ）を0より大きく５より小さい値にするよう調整し
ながら発生する乱数。
【０１２６】
ここで、ゆらぎが大きいと、該原子の周辺ポテンシャルエネルギーの勾配は小さく、加え
る摂動ΔYi のノルムは大きくてもよく、従って、Kposは小さい値となる。
【０１２７】
上式に記した規定値、又式は変更可能な値、関数であり、本請求項の範囲を制限するもの
ではない。
【０１２８】
これにより、動的性質パラメータを使用し、タンパク質の立体構造の動的な性質を適切に
反映させて単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行うことができる。この手法で
は、Cα原子の構築と最適化のプロセス、主鎖原子の構築と最適化のプロセス、側鎖原子
の構築と最適のプロセスにおいて従来法のFAMSに使用されている各目的関数に、上記の定
数や関数を加えてある部分が拡張型ホモロジーモデリング法において新規に訂正された部
分である。こうした訂正は例えば、SA法においては、タンパク質の立体構造のポテンシャ
ルの勾配をゆらぎを反映して状態にして極小点を探索することに相当し、グローバルミニ
マムを探索する関数であれば、同様に適応可能であり、ホモロジーモデリング法に代表さ
れる経験的モデリング法以外にも非経験的モデリング法にも適応可能である。
【０１２９】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記リガンド座標取得
ステップは、上記参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれ
るリガンド座標、分子力学法または分子動力学法を用いて作成されたリガンド座標、およ
び／または、既存のリガンドデータベースから検索したリガンド座標から当該リガンドの
立体構造座標を取得することを特徴とする。
【０１３０】
これはリガンド座標取得ステップの一例を一層具体的に示すものである。このプログラム
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によれば、入力ファイルのリガンドの立体構造座標が、参照タンパク質のプロテイン・デ
ータ・バンク(ＰＤＢ)の中に含まれるリガンド座標、分子力学法または分子動力学法を用
いて作成されたリガンド座標、さらには既存のリガンドデータベースから検索したリガン
ド座標の少なくとも一つを用いることにより、使用するリガンドの種類や数を限定せず、
蛋白質、ペプチド、DNA、薬剤成分、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホルモンを含む全
ての物質を当該リガンドと見なして、広範囲のリガンドつきのたんぱく質の全立体構造を
同時に、単純化した計算過程の効率的な計算方法を利用して構築することができる。
【０１３１】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記参照タンパク質の
プロテイン・データ・バンク（ＰＤＢ）の中に含まれるリガンド座標から当該リガンドの
立体構造座標を取得した場合に、上記目的タンパク質モデル構造として妥当な全立体構造
が構築された場合、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要素とする上記目的タンパク質が
、機能既知の該リガンドと相互作用すると判断する第１機能推定ステップをさらに含むこ
とを特徴とする。
【０１３２】
このプログラムによれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、入力ファイルの
リガンドの立体構造座標として機能既知の参照タンパク質のＰＤＢの中のリガンド座標を
そのまま使用することにより、タンパク質モデル構造として妥当な全立体構造が構築され
た場合、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要素とする目的タンパク質が、機能既知の該
リガンドと相互作用すると判断することができる。
【０１３３】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記リガンド座標を選
択する際に、数多くの上記リガンドの立体構造座標が含まれるデータベースから上記リガ
ンドを選択し、上記タンパク質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、
機能既知の当該タンパク質と当該リガンドとが相互作用すると判断する第２機能推定ステ
ップをさらに含むことを特徴とする。
【０１３４】
このプログラムによれば、入力ファイルとして使用するリガンド座標を選択する際に、数
多くのリガンドの立体構造座標が含まれるデータベースからリガンドを選択し、タンパク
質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、機能既知の該タンパク質と該
リガンドが相互作用すると判断することにより、リガンドの機能推定をタンパク質の構築
と同時に行うことができる。
【０１３５】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、新規な上記アミノ酸配
列および上記リガンド座標、もしくはどちらか一方が新規であるものを使用し、タンパク
質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、当該タンパク質と当該リガン
ドが相互作用し、当該タンパク質と当該リガンドの両方が共通な機能を有すると判断する
第３機能推定ステップをさらに含むことを特徴とする。
【０１３６】
このプログラムによれば、入力ファイルとして新規なアミノ酸配列およびリガンド座標、
もしくはどちらか一方が新規であるものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な
全立体構造が構築された場合、該タンパク質と該リガンドが相互作用し、それらタンパク
質とリガンドとの両方が共通な機能を有すると判断する、新規な分子の設計方法を提供す
ることができる。
【０１３７】
　また、本発明のプログラムは、上記記載のプログラムにおいて、上記リガンドが上記目
的タンパク質以外のタンパク質であることを特徴とする。
【０１３８】
これはリガンドの一例を一層具体的に示すものである。このプログラムによれば、リガン
ドを別のタンパク質とみなすことにより、当該別のタンパク質を構成する原子が電気的極
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性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態での目的タンパク質の全立
体構造を、目的タンパク質と別のタンパク質との相互作用計算を行いながら、ホモロジー
モデリング手法を用いて構築することができるようになる。
【０１３９】
　また、本発明は記録媒体に関するものであり、本発明の記録媒体は、上記記載されたプ
ログラムを記録したことを特徴とする。
【０１４０】
　この記録媒体によれば、当該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータに読み取
らせて実行することによって、上記に記載されたプログラムをコンピュータを利用して実
現することができ、これら各方法と同様の効果を得ることができる。
【０１４１】
　また、本発明はタンパク質構造予測方法に関するものであり、本発明のタンパク質構造
予測方法は、構造未知の目的タンパク質のアミノ酸配列である目的アミノ酸配列を取得す
る目的アミノ酸配列取得ステップと、上記目的タンパク質と結合させるリガンドを選択し
、当該リガンドの立体構造座標を取得するリガンド座標取得ステップと、リガンド分子を
構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態で
の上記目的タンパク質の全立体構造を、上記目的タンパク質と上記リガンドとの相互作用
計算を行いながら、ホモロジーモデリング手法を用いて構築する拡張型ホモロジーモデリ
ングステップとを含むことを特徴とする。
【０１４２】
この方法によれば、任意の目的タンパク質のアミノ酸配列が与えられた場合において、従
来のホモロジーモデリング法の適用範囲を、立体構造の構築過程でタンパク質とリガンド
との相互作用計算を行いながら、側鎖に対しては実験構造を参考にしたデータベースなど
を用いて、又、主鎖には側鎖と同様なデータベースとシュミレーティッドアニーリングの
ような分子動力学計算などを用いて、タンパク質の立体構造が構築できるようにすること
で拡張し、全自動または手動的にリガンド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平
均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態でのタンパク質の全立体構造を同時に構築
するので、従来のホモロジーモデリング法（例えばFAMSなど）を用いる従来型の単数鎖を
含む複数鎖モデリングでは知られておらず、また示唆もされていない手法で、新規にホモ
ロジーモデリング手法の適応範囲を拡張し、リガンドが結合した状態での単数鎖を含む複
数鎖タンパク質の立体構造を構築することができる。
【０１４３】
すなわち、本本法は、リガンドが結合した状態での単鎖を含む複数鎖蛋白質を単純化のた
め全立体構造作成過程において、リガンドを原子種類に依存しない剛体として取り扱い、
該当タンパク質の動的挙動を反映したパラメータと関数を用いて最適化することで、該当
タンパク質とリガンドとの相互作用計算を考慮した立体構造予測を行うことができる。こ
れにより従来法に比較して、より信頼性の高い、かつ医薬品設計等に適したタンパク質の
立体構造を世界中で解析されている大量のゲノム配列に関しても対応するスピードで構築
することができる。
【０１４４】
また、本方法におけるリガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖のタンパク質の立
体構造構築手法はホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非経
験的モデリング法にも適応可能である。
【０１４５】
　また、本発明はアミノ酸配列データベースシステムに関するものであり、本発明のアミ
ノ酸配列データベースシステムは、アミノ酸配列について、各タンパク鎖のアミノ酸配列
の末尾に終止記号を付加し、および／または、リガンドの存在を示すリガンド存在記号を
付加した修正配列を格納し、上記修正配列を用いて、リガンド分子を構成する原子が電気
的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態での目的タンパク質の
全立体構造を、上記目的タンパク質と上記リガンドとの相互作用計算を行いながら、ホモ
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ロジーモデリング手法を用いて構築する拡張型ホモロジーモデリングを行うことを特徴と
する。
【０１４６】
このアミノ酸配列データベースシステムによれば、任意のアミノ酸配列が与えられた場合
において、従来のホモロジーモデリング法の適用範囲を、入力ファイルにリガンドの立体
構造座標を単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造の構築の際に使われるタンパク質のア
ミノ酸の入力ファイルにさらに終端記号とリガンドを表す文字記号を加え、立体構造の構
築過程でタンパク質とリガンドとの相互作用計算を行いながら、側鎖に対しては実験構造
を参考にしたデータベースを用いて、又、主鎖には側鎖と同様なデータベースとシュミレ
ーティッドアニーリングのような分子動力学計算を用いて、タンパク質の立体構造が構築
できるようにすることで拡張し、全自動または手動的にリガンドが、リガンド分子を構成
する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態でのタ
ンパク質の全立体構造を同時に構築することができる。
【０１４７】
すなわち、本発明のアミノ酸配列データベースシステムの入力形式は、従来法の入力ファ
イル形式に工夫を加えて、参照タンパク質と目的タンパク質との配列アライメントの書式
中に加えるリガンドの存在とその数を文字（リガンド存在記号）で表記し、プログラム起
動時にリガンド座標のファイル名の指定する。このことで、自動的な立体構造構築を可能
とし、網羅的に立体構造を構築することができる。更に作成された立体構造を閲覧する際
、入力ファイルのみからリガンドの性質を知ることができる、また、作成された立体構造
をファイルに保存する際、例えばリガンド毎にディレクトリーを作成し、その中に立体構
造を納入することで整理を行うことができるなど、立体構造の選択、移動といった作業の
効率化を実現する。
【０１４８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム
、および、記録媒体の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形
態によりこの発明が限定されるものではない。
【０１４９】
[本発明の概要]
以下、本発明の概要について説明し、その後、本発明の構成および処理等について詳細に
説明する。
【０１５０】
まず以下に本発明の概要について説明する。ここで、好適かつ代表的な例としてホモロジ
ーモデリング法（特に本発明者らにより開発されたＦＡＭＳ等）を中心に説明するが、代
表的な例として説明するものであり、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１５１】
本発明は、北里大学薬学部生物分子設計学教室（梅山秀明教授）で開発した蛋白質自動モ
デリングシステム(FAMS: K.Ogata and H.Umeyama, Journal of Molecular Graphics and 
Modeling 18, 258-272, 2000)の適用範囲を拡張するものである。以下、本発明の概要を
さらに詳細に説明する。
【０１５２】
本発明は、リガンドが結合した状態での単鎖を含む複数鎖蛋白質を単純化のため全立体構
造作成過程において、リガンドを原子種類に依存しない剛体として取り扱い、該当タンパ
ク質の動的挙動を反映したパラメータと関数を用いて最適化することで、該当タンパク質
とリガンドとの相互作用計算を考慮した立体構造予測を行うことができる。これにより従
来法に比較して、より信頼性の高い、かつ医薬品設計等に適したタンパク質の立体構造を
世界中で解析されている大量のゲノム配列に関しても対応するスピードで構築することが
できる。
【０１５３】
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本発明においては、リガンドとして取り扱うことのできる分子は、その種類や数を限定し
ないため、蛋白質、ペプチド、DNA、薬剤成分、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホルモ
ンを含む全ての物質を当該リガンドと見なすことができる。これにより、例えば、複数鎖
もしくは単数鎖タンパク質とDNAとの複合体、薬物と複数鎖もしくは単数鎖タンパク質複
合体といった立体構造構築を構築することができ、従来法より適応範囲を大幅に拡大する
ことができる。また、リガンドを別途、分子力学法または分子動力学法といった計算手法
を用いて設計し、この方法に適応することで、具体的に農薬、医薬品等の分子設計を行う
ことができる。
【０１５４】
本発明のリガンドの立体構造座標の入力形式は、従来法の入力ファイル形式に工夫を加え
て、参照タンパク質と目的タンパク質との配列アライメントの書式中に加えるリガンドの
存在とその数を文字で表記し、プログラム起動時にリガンド座標のファイル名の指定する
。このことで、自動的な立体構造構築を可能とし、網羅的に立体構造を構築することがで
きる。更に作成された立体構造を閲覧する際、入力ファイルのみからリガンドの性質を知
ることができる、また、作成された立体構造をファイルに保存する際、例えばリガンド毎
にディレクトリーを作成し、その中に立体構造を納入することで整理を行うことができる
など、立体構造の選択、移動といった作業の効率化を実現する。
【０１５５】
本発明の該当タンパク質の動的挙動を反映したパラメータと関数を用いてのタンパク質立
体構造の最適化方法は、タンパク質とリガンドとの相互作用計算以外にも適応でき、リガ
ンドを含まないタンパク質の立体構造作成においても適応可能であり、この方法よって最
適化された立体構造は従来法と比べて、タンパク質の動的挙動といった物理化学的性質を
取り入れている点において、より精度の高い立体構造を作成することもできる。
【０１５６】
さらには、本発明の最適化方法を、例えば抗体－抗体といった立体構造が既存のタンパク
質に適応した場合、抗原－抗体反応におけるタンパク質表面に局在する抗原部位の機能情
報として、構造変化と相互作用との関係を得ることができ、機能の理解を迅速かつ正確に
行うための手助けとなる。このことは、例えばこうした構造変化座標から得られる情報を
利用した医薬設計等に応用するうえで、大変重要な情報となる。
【０１５７】
尚、本発明のタンパク質の立体構造構築方法において、その基本骨格は、タンパク質の経
験的なモデリング法、特にホモロジーモデリング法或いはスレッディング法を利用するも
のであり、その際X線結晶構造解析等により、タンパク質の立体構造として3次元座標が決
定されたものを参照すべき鋳型に用いる。但し、モデリングの対象となる目的タンパク質
と参照タンパク質との間で、アミノ酸配列のホモロジーは必ずしも高いことを必要とせず
、例えばE-Valueといった規定の条件を満たす全てのタンパク質を参照タンパク質として
用いることができる。また、例えば、リガンドとタンパク質との相互作用界面に関してモ
デリングするので良ければ、必ずしも、立体構造全体について参照し得る実験構造が存在
することを必要としない。
【０１５８】
本明細書において幾つかの用語を使用するが、特に明記しない限り、次の意味を有する。
【０１５９】
「目的タンパク質」とは、Ｘ線結晶解析やＮＭＲ解析等により完全な立体構造が決定され
ておらず、本発明において立体構造構築の対象とするタンパク質を意味する。このタンパ
ク質のアミノ酸配列を「目的アミノ酸配列」と称することがある。この目的タンパク質に
は、部分構造は解析されているが完全な立体構造が得られていないもの、また、既に機能
が特定されているもの、機能が推定されているもの、アミノ酸配列は決定されているが機
能は全く不明のものも含まれる。
【０１６０】
「参照タンパク質」とはその立体構造の詳細がＸ線結晶解析やＮＭＲ解析により既に決定
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されており、アライメントや原子座標の最適化のために参照するタンパク質を意味する。
【０１６１】
「アライメント」とは、２種類以上のタンパク質のアミノ酸配列があった場合、相互の対
応関係をつけることを意味し、その方法は以下の各ステップの説明において詳述する。
【０１６２】
「原子座標」とは、三次元空間上で立体構造を記述するものである。それは空間上のある
点を原点とする互いに垂直な三方向の相対的な距離であり、タンパク質中に存在する水素
原子を除く原子一つあたりに３個の数字からなるベクトル量である。
【０１６３】
図１は、本発明による複数鎖から成るタンパク質の立体構造構築法の一例を示すフローチ
ャートである。
【０１６４】
図１に示す通り、この方法においては、先ず、ステップ10において、立体構造未知のタン
パク質のアミノ酸配列（以下、「目的アミノ酸配列」と呼ぶ場合がある）を用意する。
【０１６５】
ステップ20において、FASTAまたはPSI-BLASTまたはLIBRAを用いて立体構造データベース
の中から参照するタンパク質構造を選定し、選定された構造のアミノ酸配列とのアライメ
ント（並置）を行う。
【０１６６】
ステップ30において、検索結果から同一起源の複数の参照タンパク質のアミノ酸配列を選
択する。
【０１６７】
ステップ40において、目的タンパク質に結合するリガンドの座標をリガンド立体構造デー
タベースより選択し、取得する。
【０１６８】
ステップ50において、単数鎖の場合は、参照タンパク質のアミノ酸配列にリガンドの存在
を示し、その種類と数を表す「Z」という文字を配列をアミノ酸配列末尾に加え、同じく
目的タンパク質のアミノ配列末尾に「Z」を加える。タンパク質が複数鎖の場合は各アミ
ノ酸配列末尾に「Ｕ」という文字を区切りに入れ、リガンドの存在を示し、種類と数を表
す「Z」文字を「U」の後に加える。同じく目的アミノ酸配列の対応する位置に「Ｕ」を区
切り文字として、「Z」をリガンドの存在を示す記号として入れることで配列アライメン
トを修正する。
【０１６９】
ステップ60において、ステップ30で定められた参照タンパク質の動的挙動を表すパラメー
タを基準振動計算結果のデータベースもしくは二次構造判定計算をおこない取得する。
【０１７０】
ステップ70において、アライメントの情報に基づいて、アミノ酸中の構成原子の一つであ
るＣα原子についてステップ30において定められた参照構造から座標をリガンドの有無に
よって振り分けられたデータベース、参照タンパク質の動的な性質を反映して参照タンパ
ク質の構造変位を行ったデータベースから取得し、ステップ60において取得したパラメー
タを後述する種々のポテンシャル項の和からなる目的関数（ECα）に定数としてセッティ
ングを行い、シミュレーティッドアニーリング法によって目的関数（ECα）を最小化する
ようにＣαの原子座標を最適化する。
【０１７１】
ステップ80において、ステップ70で得られたＣα座標に主鎖原子座標をリガンドの有無に
よって振り分けられたデータベースさらには参照タンパク質の動的な性質を反映して参照
タンパク質の構造変位を行ったデータベースより付加し、ステップ60において取得したパ
ラメータを後述する種々のポテンシャル項の和からなる目的関数（Emain）に定数として
セッティングを行い、シミュレーティッドアニーリング法によって目的関数（Emain）を
最小化するように主鎖原子座標を最適化する。
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【０１７２】
ステップ90において、ステップ80で得られた主鎖原子座標に側鎖座標をリガンドの有無に
よって振り分けられたデータベースさらには参照タンパク質の動的な性質を反映して参照
タンパク質の構造変位を行ったデータベースより付加し、ステップ60において取得したパ
ラメータを後述する種々のポテンシャル項の和からなる目的関数（Eside）に定数として
セッティングを行い、ステップ70と同様のシミュレーティッドアニーリング法によって立
体構造の構築を行う。ステップ100において、出来上がったモデルの立体構造上の妥当性
を検査し、最終構造に至る。
【０１７３】
本発明では、従来は単数鎖もしくは複数鎖の参照構造を用いた構造最適化しかできなかっ
たステップ70、80及び90を修正し、かつステップ60を加えることで、リガンドが結合した
状態での単数鎖を含む複数鎖の立体構造にも対応できるようにしたことが従来のFAMSと異
なる点である。
【０１７４】
［システム構成］
まず、本システムの構成について説明する。図２は、本発明が適用される本システムの構
成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関係する部分のみを概念的に示
している。本システムは、概略的に、タンパク質構造予測装置１００と、アミノ酸配列情
報や構造情報等に関する外部データベースやホモロジー検索等の外部プログラム等を提供
する外部システム２００とを、ネットワーク３００を介して通信可能に接続して構成され
ている。
【０１７５】
図２においてネットワーク３００は、タンパク質構造予測装置１００と外部システム２０
０とを相互に接続する機能を有し、例えば、インターネット等である。
【０１７６】
図２において外部システム２００は、ネットワーク３００を介して、タンパク質構造予測
装置１００と相互に接続され、利用者に対してアミノ酸配列情報や構造情報等に関する外
部データベースやホモロジー検索やモチーフ検索等の外部プログラムを実行するウェブサ
イトを提供する機能を有する。
【０１７７】
ここで、外部システム２００は、ＷＥＢサーバやＡＳＰサーバ等として構成してもよく、
そのハードウェア構成は、一般に市販されるワークステーション、パーソナルコンピュー
タ等の情報処理装置およびその付属装置により構成してもよい。また、外部システム２０
０の各機能は、外部システム２００のハードウェア構成中のＣＰＵ、ディスク装置、メモ
リ装置、入力装置、出力装置、通信制御装置等およびそれらを制御するプログラム等によ
り実現される。
【０１７８】
図２において１００は、概略的に、タンパク質構造予測装置１００の全体を統括的に制御
するＣＰＵ等の制御部１０２、通信回線等に接続されるルータ等の通信装置（図示せず）
に接続される通信制御インターフェース部１０４、入力装置１１２や出力装置１１４に接
続される入出力制御インターフェース部１０８、および、各種のデータベースやテーブル
などを格納する記憶部１０６を備えて構成されており、これら各部は任意の通信路を介し
て通信可能に接続されている。さらに、このタンパク質構造予測装置１００は、ルータ等
の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、ネットワーク３００に
通信可能に接続されている。
【０１７９】
記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（アミノ酸配列データファイル
１０６ａ～リガンド座標データファイル１０６ｃ）は、固定ディスク装置等のストレージ
手段であり、各種処理に用いる各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベースや
ウェブページ用ファイル等を格納する。
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【０１８０】
これら記憶部１０６の各構成要素のうち、アミノ酸配列データファイル１０６ａは、アミ
ノ酸配列を格納したデータベースである。アミノ酸配列データファイル１０６ａは、イン
ターネットを経由してアクセスする外部のアミノ酸配列データベースであってもよく、ま
た、これらのデータベースをコピーしたり、オリジナルの配列情報を格納したり、さらに
独自のアノテーション情報等を付加したりして作成したインハウスデータベースであって
もよい。
【０１８１】
このアミノ酸配列データファイル１０６ａに格納される情報は、タンパク質を一意に識別
するための識別情報、タンパク質の各種の属性に関する属性情報、アミノ酸配列データ（
なお、後述する配列修正部１０２ｄの処理により、各タンパク鎖のアミノ酸配列の末尾に
終止記号を付加され、および／または、リガンドの存在を示すリガンド存在記号を付加さ
れた修正配列であってもよい）等を相互に関連付けて構成されている。
【０１８２】
また、タンパク質構造データファイル１０６ｂは、タンパク質の立体構造に関する立体構
造情報等を格納するタンパク質構造データ格納手段である。タンパク質構造データファイ
ル１０６ｂは、インターネットを経由してアクセスする外部のタンパク質構造データベー
スであってもよく、また、これらのデータベースをコピーしたり、オリジナルの構造情報
を格納したり、さらに独自のアノテーション情報等を付加したりして作成したインハウス
データベースであってもよい。
【０１８３】
このタンパク質構造データファイル１０６ｂに格納される情報は、タンパク質や複合体を
一意に識別するための識別情報、タンパク質や複合体の各種の属性に関する属性情報、タ
ンパク質や複合体の立体構造データ等を相互に関連付けて構成されている。
【０１８４】
また、リガンド座標データファイル１０６ｃは、リガンドの座標に関するリガンド座標情
報等を格納するリガンド座標データ格納手段である。リガンド座標データファイル１０６
ｃは、インターネットを経由してアクセスする外部のリガンド座標データベースであって
もよく、また、これらのデータベースをコピーしたり、オリジナルの座標情報を格納した
り、さらに独自のアノテーション情報等を付加したりして作成したインハウスデータベー
スであってもよい。
【０１８５】
このリガンド座標データファイル１０６ｃに格納される情報は、リガンドを一意に識別す
るための識別情報、リガンドの各種の属性に関する属性情報、リガンド座標データ等を相
互に関連付けて構成されている。
【０１８６】
また、図２において、通信制御インターフェース部１０４は、タンパク質構造予測装置１
００とネットワーク３００（またはルータ等の通信装置）との間における通信制御を行う
。すなわち、通信制御インターフェース部１０４は、他の端末と通信回線を介してデータ
を通信する機能を有する。
【０１８７】
また、図２において、入出力制御インターフェース部１０８は、入力装置１１２や出力装
置１１４の制御を行う。ここで、出力装置１１４としては、モニタ（家庭用テレビを含む
）の他、スピーカを用いることができる（なお、以下においては出力装置１１４をモニタ
として記載する場合がある）。また、入力装置１１２としては、キーボード、マウス、お
よび、マイク等を用いることができる。また、モニタも、マウスと協働してポインティン
グデバイス機能を実現する。
【０１８８】
また、図２において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の
制御プログラム、各種の処理手順等を規定したプログラム、および所要データを格納する
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ための内部メモリを有し、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための情
報処理を行う。制御部１０２は、機能概念的に、目的アミノ酸配列取得部１０２ａ、リガ
ンド座標取得部１０２ｂ、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃ、配列修正部１０２ｄ
、第１機能推定部１０２ｅ、第２機能推定部１０２ｆ、および、第３機能推定部１０２ｇ
を備えて構成されている。
【０１８９】
このうち、目的アミノ酸配列取得部１０２ａは、構造未知の目的タンパク質のアミノ酸配
列である目的アミノ酸配列を取得する目的アミノ酸配列取得手段である。
【０１９０】
また、リガンド座標取得部１０２ｂは、目的タンパク質と結合させるリガンドを選択し、
当該リガンドの立体構造座標を取得するリガンド座標取得手段である。
【０１９１】
ここで、リガンド座標取得部１０２ｂは、参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク
(ＰＤＢ)（外部システム２００の提供する外部データベースの一種）の中に含まれるリガ
ンド座標、分子力学法または分子動力学法を用いて作成されたリガンド座標、および／ま
たは、既存のリガンドデータベース（外部システム２００の提供する外部データベースの
一種）から検索したリガンド座標から当該リガンドの立体構造座標を取得してもよい。
【０１９２】
また、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃは、リガンド分子を構成する原子が電気的
極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態での上記目的タンパク質
の全立体構造を、目的タンパク質とリガンドとの相互作用計算を行いながら、ホモロジー
モデリング手法を用いて構築する拡張型ホモロジーモデリング手段である。
【０１９３】
ここで、図３は、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの構成の一例を示すブロック図
である。拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃは、図３に示すように、目的関数調整部
１０２ｈ、参照タンパク質検索部１０２ｉ、参照タンパク質構造変更部１０２ｊ、相互作
用関数計算部１０２ｋを含んで構成される。
【０１９４】
図３において、目的関数調整部１０２ｈは、目的タンパク質の立体構造の構築の際に全体
エネルギーの指標となる目的関数として、リガンドの原子種類に依存しない平均化パラメ
ータを使用して計算された相互作用関数、および／または、目的タンパク質の動的な性質
を反映した動的性質パラメータを使用して、ホモロジーモデリング時に参照する参照タン
パク質の原子の位置に拘束するエネルギーの指標となる目的関数を調整する目的関数調整
手段である。
【０１９５】
ここで、図４は、目的関数調整部１０２ｈの構成の一例を示すブロック図である。目的関
数調整部１０２ｈは、図４に示すように、最適化部１０２ｍを含んで構成される。
【０１９６】
図４において、最適化部１０２ｍは、参照タンパク質の原子の位置に拘束するエネルギー
指標の目的関数(Upos)に対して、タンパク質立体構造の最適化を行う際に、上記目的タン
パク質の原子の位置をエネルギー的に安定な点をめざしてランダムに移動するためにモン
テカルロ法を採用し、タンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Kpos)、および、上
記参照タンパク質の位置からモンテカルロ法におけるモデルタンパク質の原子位置の微小
の移動に対応する摂動の大きさ(ΔYi)に、タンパク質のゆらぎにあたるやわらかさを指標
としたパラメータに依存した定数（Ti）を用いて行う最適化手段である。
【０１９７】
再び図３に戻り、参照タンパク質検索部１０２ｉは、リガントと複合体を形成している状
態の立体構造データを持つタンパク質の立体構造データベース（例えば、ＰＤＢなどの外
部システム２００の提供する外部データベースや、内部のアミノ酸配列データファイル１
０６ａまたはタンパク質構造データファイル１０６ｂ）から参照タンパク質を検索する参
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照タンパク質検索手段である。
【０１９８】
また、参照タンパク質構造変更部１０２ｊは、参照タンパク質の立体構造について基準振
動計算を行った後、当該参照タンパク質の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小の状
態から当該タンパク質の固有の振動方向に変化させた座標を新しい参照タンパク質の立体
構造として使用する参照タンパク質構造変更手段である。また、参照タンパク質構造変更
部１０２ｊは、この変化させた座標をタンパク質構造データファイル１０６ｂに格納する
手段である。
【０１９９】
また、相互作用関数計算部１０２ｋは、平均化パラメータを使用した目的タンパク質とリ
ガンドとの相互作用関数を以下の計算式により計算する相互作用関数計算手段である。
【数１３】

Uligandはリガンドとタンパク質の相互作用関数
Kligand 、ε*、r*はリガンドの原子種類に依存しない平均化パラメータ
ri,jはi番目のリガンド原子とj番目のタンパク質原子間の距離
【０２００】
再び図２に戻り、配列修正部１０２ｄは、目的アミノ酸配列および上記参照アミノ酸配列
について、各タンパク鎖のアミノ酸配列の末尾に終止記号を付加し、および／または、リ
ガンドの存在を示すリガンド存在記号を付加する配列修正手段である。また、配列修正部
１０２ｄは、修正された修正配列をアミノ酸配列データファイル１０６ａに格納する修正
配列格納手段である。
【０２０１】
また、第１機能推定部１０２ｅは、参照タンパク質のプロテイン・データ・バンク(ＰＤ
Ｂ)の中に含まれるリガンド座標から当該リガンドの立体構造座標を取得した場合に、目
的タンパク質モデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、入力ファイルのアミ
ノ酸配列を構成要素とする上記目的タンパク質が、機能既知の該リガンドと相互作用する
と判断する第１機能推定手段である。
【０２０２】
また、第２機能推定部１０２ｆは、リガンド座標を選択する際に、数多くのリガンドの立
体構造座標が含まれるデータベースからリガンドを選択し、タンパク質のモデル構造とし
て妥当な全立体構造が構築された場合、機能既知の当該タンパク質と当該リガンドとが相
互作用すると判断する第２機能推定手段である。
【０２０３】
また、第３機能推定部１０２ｇは、新規なアミノ酸配列およびリガンド座標、もしくはど
ちらか一方が新規であるものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な全立体構造
が構築された場合、当該タンパク質と当該リガンドが相互作用し、当該タンパク質と当該
リガンドの両方が共通な機能を有すると判断する第３機能推定手段である。
【０２０４】
なお、これら各部によって行なわれる処理の詳細については、後述する。
【０２０５】
[システムの処理]
次に、このように構成された本実施の形態における本システムの処理の一例について、以
下に再び図１～図４を参照して詳細に説明する。
【０２０６】
以下、図１に示すフローチャートの各ステップについて、図２～図４を参照して更に詳細
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に説明する。
【０２０７】
（ステップ10：構造未知の目的タンパク質のアミノ酸配列である目的アミノ酸配列を取得
）
先ず、タンパク質構造予測装置１００は、目的アミノ酸配列取得部１０２ａの処理により
、アミノ酸配列データファイル１０６ａまたは外部システム２００の外部データベースを
参照して、構造未知の目的タンパク質（単数を含む複数鎖から成る、リガンドが結合した
状態での立体構造予測対象タンパク質）のアミノ酸配列を取得する（ステップＳＡ－１）
。ここで、目的タンパク質のアミノ酸配列を「目的アミノ酸配列」という。
【０２０８】
ここで用いられる目的タンパク質のアミノ酸配列としては、データベースに登録されてい
るもの、配列が始めて解析されたもの等如何なる由来の配列であってもよい。また部分構
造のみが解析されているタンパク質の配列も完全な立体構造の情報を得るために、本発明
における立体構造の構築対象とすることができる。
【０２０９】
また、目的タンパク質のアミノ酸配列を用意するために用いられるデータベースとしては
、例えば、"An Internet review: the complete neuroscientist scours the World Wide
 Web." Bloom FE, Science 1996; 274(5290):1104-9に詳細が記載されているGCRDb(The G
-protein-coupled Receptor Database) :　HYPERLINK "http://www.gcrdb.uthscsa.edu/"
 http://www.gcrdb.uthscsa.edu/、GPCRDB:　HYPERLINK "http://www.gpcr.org/7tm/" ht
tp://www.gpcr.org/7tm/、ExPASy:　HYPERLINK "http://www.expasy.ch/cgi-bin/sm-gpcr
.pl" http://www.expasy.ch/cgi-bin/sm-gpcr.pl、ORDB:　HYPERLINK "http://ycmi.med.
yale.edu/senselab/ordb/" http://ycmi.med.yale.edu/senselab/ordb/、GeneBank:　HYP
ERLINK "ftp://ncbi.nlm.nih.gov/genbank/genomes/" ftp://ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
genomes/、PIR: http://www-nbrf.georgetown.edu/pir/(National Biomedical Research 
Foundation(NBRF))、Swiss Plot: http://www.expasy.ch/sprot/sprot-top.html(Swiss I
nstitute of Bioinformatics(SIB), European Bioinfomatics Institute(EBI))、TrEMBL(
URL及び管理者ともにSwiss Plotと同じ)、TrEMBLNEW(URL及び管理者ともにSwiss Plotと
同じ)、DAD: ftp://ftp.ddbj.nig.ac.jp(日本DNAデータバンク)等のデータベースに登録
されているヒト(H. sapiens)、ショウジョウバエ(D. melanogaster)、線虫(C. elagans)
、酵母(S. cerevisiae)、シロイヌナズナ(A. thaliana)等を挙げることができる。これら
のデータベースは単なる例示であり、タンパク質のアミノ酸配列が登録されているもので
あれば如何なるデータベースを用いることもできる。
【０２１０】
（ステップ20：FASTA, PSI-BLAST, LIBRA等のアライメントソフトによる参照アミノ酸配
列のデータベース検索及び配列アライメント）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、参照タンパク質検索部１０２ｉの処理により
、ステップ10において取得された目的アミノ酸配列に対して、参照タンパク質のアミノ酸
配列とアライメントを行う。ここで、参照タンパク質のアミノ酸配列を「参照アミノ酸配
列」という。
【０２１１】
アライメントを行うソフトウエアとしては、例えばFASTAもしくはPSI-BLAST(Position-Sp
ecific Iterated BLAST)もしくはLIBRAを使うのが好ましい。
【０２１２】
FASTAは目的アミノ酸配列と一致度の高い配列を立体構造データベースから探索し、最終
的な目的アミノ酸配列と参照タンパク質との一致度をｅ値として算出するプログラムであ
る。FASTAの詳細は"Effective protein sequence comparison." Pearson WR, (1996) Met
hods Enzymol;266:227-58に記載されている。
【０２１３】
PSI-BLASTはプロファイルアライメントを行うようにプログラムされている。PSI-BLASTの



(34) JP 4368594 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

詳細は、"Matching a protein sequence against a collection of PSI-BLAST-construct
ed position-specific score matrices." Schaffer AA, Wolf YI, Ponting CP, Koonin E
V, Aravind L and Altschul SF, Bioinformatics 1999, 12, 1000-11に記載されている。
【０２１４】
プロファイルアライメントを実行するPSI-BLASTは配列の類似度を検出することについて
、現時点で最高の性能を備えたツールである。このプログラムは、プロファイルのデータ
ベース中の有意なアライメント関係のみから情報を引き出し、アミノ酸配列の部位特異的
スコア行列を作成する。次にプログラム内部では目的タンパク質の配列の替わりに作成さ
れた部位特異的スコア行列と一致度の高い配列をデータベースから探索し、その部位特異
的スコア行列はより有意なアライメントが検出されなくなるまで回数を重ねる毎に逐次更
新されてゆく。そして最終的な部位特異的スコア行列と参照タンパク質との一致度をE va
lueとして算出する。E valueとは配列間の適合の間に存在するランダムなバックグラウン
ドノイズを定量的に記述したものである。それは二つの配列がどれだけマッチしているか
を示すものでもありスコアに対し指数関数的に減少する性質を持ち、結果の有意な閾値を
設定する方法として有用である。
【０２１５】
本発明においては、そのアライメントが、通常９８％以上、好ましくは９９％以上の信頼
性を持つとき、目的タンパク質の立体構造を作成するように判断するのが適当である。PS
I-BLASTにおいては、E valueが、統計的に通常0.1以下、好ましくは0.01以下の値を持つ
ときがそれに相当する。
【０２１６】
これらにより立体構造データベースPDBから参照タンパク質をホモロジー検索し、検索さ
れた参照アミノ酸配列と目的アミノ酸配列との配列アライメントを行う。
【０２１７】
ここで参照タンパク質は、例えば、立体構造データベースから取得される配列と座標のデ
ータベースであるプロテインデータバンク（PDB）等の公共データベースから得られるも
のである。
【０２１８】
なお、PDBのデータベースには2002年2月現在で26243個の立体構造が登録されているが、9
5％以上の配列の一致度があるものは同じカテゴリーと判断し、カテゴリー中からもっと
も長い配列のものを、更に同じ長さの場合はX線の分解能の最も高い構造をそのカテゴリ
ーの代表とした。本発明で用いた立体構造データベースはこの代表を集めたデータベース
である。本発明時点においては、3922個の代表構造をPDBデータベースとして用いている
。
【０２１９】
（ステップ30：検索結果から、目的タンパク質と同一起源の参照タンパク質のアミノ酸配
列を選択）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、参照タンパク質検索部１０２ｉの処理により
、ホモロジー検索の結果から、目的アミノ酸配列に対して複数の同一起源である参照タン
パク質のアミノ酸配列とのアライメント結果を選択する。
【０２２０】
（ステップ40：リガンド座標の選択と取得）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、リガンド座標取得部１０２ｂの処理により、
目的タンパク質と結合するリガンドを選択し、当該リガンドの立体構造座標を取得する。
【０２２１】
当該リガンドおよびその座標は、ステップ30により選択した参照タンパク質と結合した場
合のデータから選択することが好ましいが、別途、分子力学法または分子動力学法を用い
てリガンド座標を作成し用いてもよく、さらに既存のリガンドデータベースから取得した
リガンド座標を用いてもよい。
【０２２２】
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また、選択するリガンドの種類、数は限定しない。
【０２２３】
（ステップ50：配列アライメントの修正：単数鎖を含む複数鎖の各アミノ酸配列末尾に終
止記号（例えば「Ｕ」）と、リガンドの存在を示すリガンド存在記号（例えば「Z」）を
付加）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、配列修正部１０２ｄの処理により、単数鎖を
含む複数鎖の各アミノ酸配列末尾に終止記号（例えば「Ｕ」）と、リガンドの存在を示す
リガンド存在記号（例えば「Z」）を付加する。
【０２２４】
すなわち、ステップ30により、目的アミノ酸配列が同一起源の単数または複数のタンパク
質鎖とアライメントされた場合、従来はリガンドの存在を考慮せずモデリングを行ってい
たが、本発明では、単数鎖の場合は、参照タンパク質のアミノ酸配列にリガンドの存在を
示し、その種類と数を表す「Z」という文字を配列をアミノ酸配列末尾に加え、同じく目
的タンパク質のアミノ配列末尾に「Z」を加える。
【０２２５】
タンパク質が複数鎖の場合は各アミノ酸配列末尾に、一方単数鎖の場合はアミノ酸配列の
末尾に「Ｕ」という文字を区切りに入れ、リガンドの存在を示し、種類と数を表す「Z」
文字を「U」の後に加える。同じく目的アミノ酸配列の対応する位置に「Ｕ」を区切り文
字として、「Z」をリガンドの存在を示す記号として入れることで配列アライメントを修
正する。
【０２２６】
以下に、配列アライメントの修正の一例を以下に示す。
【０２２７】
（第１の例）
複数鎖（２つ）の参照タンパク質の第１タンパク鎖について、一つのリガンドが結合して
いる場合には、「UZ」又は「U1（ここで「１」はリガンド存在記号「Ｚ」の数を示す）」
として記述する。なお、以下の例において、『Ａ・・・Ａ』の部分は第１タンパク鎖のア
ミノ酸配列を、また、『Ｒ・・・・Ｒ』の部分は第２タンパク鎖のアミノ酸配列を示して
いる。
＞目的タンパク質
AAAAAAAAAAAAAAAUZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR(U)＞参照タンパク質
AAAAAAAAAAVVAAAUZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR(U)
【０２２８】
ここで、(U)は最後のタンパク質鎖の後のUは省略も可能を意味する。
【０２２９】
（第２の例）
複数鎖（２つ）の参照タンパク質の第１タンパク鎖について、二つのリガンドが結合して
いる場合には、「UZZ」又は「U2（ここで「２」はリガンド存在記号「Ｚ」の数を示す）
」として記述する。
＞目的タンパク質
AAAAAAAAAAAAAAAUZZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR(U)
＞参照タンパク質
AAAAAAAAAAVVAAAUZZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR(U)
【０２３０】
ここで、(U)は最後のタンパク質鎖の後のUは省略も可能を意味する。
【０２３１】
（第３の例）
複数鎖（２つ）の参照タンパク質の第２タンパク鎖について、リガンドが２つ結合してい
る場合には、「UZZ」又は「U2（ここで「２」はリガンド存在記号「Ｚ」の数を示す）」
として記述する。
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AAAAAAAAAAAAAAAURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUZZ
＞参照タンパク質
AAAAAAAAAAVVAAAURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUZZ
【０２３２】
（第４の例）：なお、リガンドの無いときの複数鎖タンパク質モデリングの場合は、以下
のように記述する。
＞目的タンパク質
AAAAAAAAAAAAAAAURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR(U)
＞参照タンパク質
AAAAAAAAAAVVAAAURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR(U)
【０２３３】
ここで、(U)は最後のタンパク質鎖の後のUは省略も可能を意味する。
【０２３４】
このようにリガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖の全てのタンパク質を同時に
モデリングするためのアライメントを準備する。
【０２３５】
（ステップ60：目的タンパク質の動的挙動を表すパラメータの取得）
まず、タンパク質構造予測装置１００は、目的関数調整部１０２ｈの処理により、ステッ
プ30で定められた参照タンパク質の動的挙動を表すパラメータを基準振動解析法による計
算結果のデータベースもしくは二次構造判定計算をおこない取得する。
【０２３６】
まず、目的関数調整部１０２ｈによる、基準振動解析法によるタンパク質の動的挙動を表
すパラメータ取得方法について下記に示す。
【０２３７】
「基準振動解析法」とは、ポテンシャルエネルギーを変位の二次関数として近似し、運動
方程式を厳密に解き、最適化構造の周りの微小な振動を解析する方法を意味する。解くべ
き運動方程式は下記式（１）または（２）である。
【数１４】

である。
【０２３８】
また、ωkは固有値、Uikは固有ベクトルであり、δijはクロネッカーのデルタである。Ti
jとVijはそれぞれ運動エネルギーEkとポテンシャルエネルギーVに関係し、下記式(3)およ
び(4)の通りである。
【数１５】
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【０２３９】
ここで、qiは振動の自由度に対応した座標、qi

0は最適化座標、はｑiの時間による微分で
ある。Ajkは集団運動Qkと個々の原子運動qjを結ぶ係数であり、下記式（５）の通りであ
る。
【数１６】

である。
ここで、αkとδkは初期条件で定められる。
【０２４０】
上記した基準振動解析法の詳細はWilson,E.B.,Decius,J.C.,and Cross,P. C. 1955. Mole
cular Vibration. McGraw-Hill.に記載されている。
参照タンパク質に対して、上記で得られた固有値、固有ベクトルを用いて、ある温度・あ
る固有値での各Cα原子の位置ゆらぎを計算し、このゆらぎの値をCαが含まれるアミノ酸
のゆらぎの値とする。目的タンパク質の各アミノ酸のゆらぎの値は、ステップ50における
アライメントを利用して、目的アミノ酸配列と参照配列の比較から対応するアミノ酸残基
ペアにおいて、目的タンパク質のゆらぎの値として参照タンパク質と同一のものを当ては
めておく。ゆらぎの値を求められなかったものについては、予め設定しておいた値をあて
はめる。こうして得た目的タンパク質の各アミノ酸のゆらぎの値を目的タンパク質の動的
な挙動を表すパラメータとする。
【０２４１】
次に、目的関数調整部１０２ｈによる、二次構造判定計算によるタンパク質の動的挙動を
表すパラメータ取得方法について下記にしめす。
【０２４２】
二次構造判定はタンパク質の立体構造座標から計算される。ソフトウェアとしては、例え
ば、「DSSP(Dictionary of protein secondary structure of protein)」、「STRIDE（Pr
otein secondary structure assignment from atomic coordinate）」等が好ましいが、
基本的にはタンパク質の主鎖のねじれ角と水素結合パターンから判別される方法を用いる
。
【０２４３】
ここで、「DSSP」とは、PDB書式のファイルを入力ファイルとして、主鎖の水素結合パタ
ーンと、内部回転角等を解析しαへリックスとβシートとを判定するソフトウェアである
。DSSPの詳細は、Kabsch,W. & Sander,C. (1983) Dictionary of protein secondary str
ucture:pattern recognition of hydrogen-bonded and geometrical features. Biopolim
ers, 22:2577-2637に記載されている。
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【０２４４】
また、「STRIDE」とは、PDB書式のファイルを入力ファイルとして、主鎖の水素結合パタ
ーンと、内部回転角等を解析しαへリックスとβシートとを判定するソフトウェアである
。STRIDEの詳細は、Frishman, D & Argos,P.(1995) Knowledge-based secondary structu
re assignment. Proteins: structure, function and genetics, 23, 566-579に記載され
ている。
【０２４５】
参照タンパク質に対して、上記ソフトウェア等を用いて、二次構造計算を行い、各アミノ
酸がとるαへリックス構造、βシート構造、ループ構造を判定する。目的タンパク質の各
アミノ酸の二次構造は、ステップ50におけるアライメントを利用して、目的アミノ酸配列
と参照配列の比較から対応するアミノ酸残基ペアにおいて、目的タンパク質の二次構造判
定として参照タンパク質と同一のものを当てはめておく。二次構造判定を求められなかっ
たものについては、予め設定しておいた結果をあてはめる。こうして得た目的タンパク質
の各アミノ酸の二次構造判定結果を目的タンパク質の動的な挙動を表すパラメータとする
。
【０２４６】
また、上記の目的タンパク質の動的挙動を表すパラメータとしては、参照タンパク質の基
準振動解析法より取得した結果を用いることが好ましく、当該計算結果は別途データベー
スとして保存されているものを使用する。二次構造判定計算結果は、好ましくは、基準振
動解析が行われていない参照タンパク質を用いる際に基準振動解析計算の代用として使用
する。
【０２４７】
（ステップ70：目的タンパク質のＣα原子の初期座標の構築及び最適化）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの処
理により、ステップ40による配列アライメントの結果を受けて、目的アミノ酸配列につい
て、参照アミノ酸配列と比較して挿入および欠損のあるアミノ酸残基についての情報を得
る。
【０２４８】
そして、タンパク質構造予測装置１００は、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの処
理により、配列アライメントにおいて連続して三残基以上のアミノ酸が対応しているギャ
ップの無い領域を選び出し、その領域においては、これらの残基ペアにおいて、目的タン
パク質のＣα原子は参照タンパク質と同一のものを用いる。もしくは、タンパク質構造予
測装置１００は、参照タンパク質構造変更部１０２ｊの処理により、ステップ60で行った
参照タンパク質の基準振動解析計算結果から得られる固有ベクトルを参照タンパク質の原
子座標に加え、この変位させた原子座標からなる立体構造（構造変位立体構造）をもとめ
、目的タンパク質のCα座標として当てはめておく。
【０２４９】
このようにしてＣα原子が求められなかった場合には、PDBから予め作成した、リガンド
の有無により分けた、Cα原子からなるペプチド断片のデータベース（K.Ogata　and H.Um
eyama, Journal of Molecular Graphics and Modeling 18, 258-272,2000参照）から座標
を当てはめる。
【０２５０】
配列アライメントにおいてリガンドの存在を示す「Z」が記述してある場合は、リガンド
を有するPDBの登録複合体構造データから作成した断片データベースを用い、「Z」が記述
してない場合はリガンドを有さないPDBの構造データから作成した断片データベースを用
いる。
【０２５１】
本明細書において「Ｃα原子」は、各アミノ酸の骨格の中心となる炭素原子を意味する。
【０２５２】
また、「Cβ原子」は、Cα原子の側鎖側に結合する炭素原子を意味する。
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また、「C原子」とは、Cα原子に結合するカルボニル基の炭素原子を意味する。
【０２５４】
次に、参照タンパク質構造変更部１０２ｊによる、参照タンパク質の基準振動解析計算結
果から得られる参照タンパク質の構造変位立体構造座標を生成する方法を示す。その詳細
は、先に出願されたPCT出願WO02/057954号の明細書に詳細に記載されている。
【０２５５】
上記式（１）～（５）で得られた固有値、固有ベクトルを用いて、ある温度・ある固有値
でのCα原子の「位置ゆらぎ」を計算する。ここで、固有値の数と等しい位置ゆらぎが得
られる。参照タンパク質のCα原子の温度因子を位置ゆらぎに換算し、各Cα原子について
基準振動解析法の位置ゆらぎとの比を計算し、平均の比を求める。この平均の比は、使用
した固有値の数だけあり、この比を掛けたこの固有値に属する固有ベクトルを参照タンパ
ク質の原子座標に加え、この変位させた原子座標からなる立体構造を変位立体構造の１つ
とする。さらに平均の比を２倍して同様に参照タンパク質の変位立体構造を作成する。固
有ベクトルには順・逆の方向があり、固有ベクトルに－１を掛けた逆方向にも同様に変化
させる。すなわち、変位構造には使用した固有値の数の４倍だけある。算出する式は下記
式（６）～（１０）のとおりである。
【０２５６】
温度因子と位置ゆらぎの関係は下記式（６）のとおりである。
【数１７】

ここで、ＢiはPDBファイルから得られる原子の温度因子であり、πは円周率、Diは位置ゆ
らぎに相当する。
【０２５７】
基準振動法から得られる位置ゆらぎとPDBファイルの温度因子を換算した位置ゆらぎの比
は下記式（７）のとおりである。
【数１８】

ここでＦivは基準振動解析法から得られるｖ番目の固有値に対するi番目の原子の位置ゆ
らぎである。
【０２５８】
比の平均は下記式（８）のとおりである。
【数１９】

ここでNは原子数であり、和は原子に対して行う。Ｍvはv番目の固有値に対する平均の比
である。
【０２５９】
参照タンパク質立体構造の変位構造原子座標は下記式（９）および（１０）のとおりであ
る。
【数２０】
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ここで、Ｃik
0は参照タンパク質の原子座標、Ｖik

vはv番目の固有値に属する固有ベクト
ル成分をあらわす。
【０２６０】
参照タンパク質変位座標はPDBに登録されている座標に対して行い、データベースを作成
して使用する。
【０２６１】
目的タンパク質のCα原子構築には、上記で作成したデータベースを全て用いるが、ステ
ップ40で選択したリガンドと目的タンパク質との立体的な衝突が少ない座標を用いること
が好ましい。
【０２６２】
（ステップ70(1)：Ｃα原子のシミュレーティッドアニーリング法による最適化）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、目的関数調整部１０２ｈの処理により、上記
ステップ70で作成されたＣα原子について、シミュレーティッドアニーリングのプロセス
を用いて参照タンパク質の座標から構成される関数を用いて最適化する。
【０２６３】
この目的関数は下記式（１１）のとおりである。従来法と本発明の重要な違いの１つは、
（１１）式中のステップ４０で取得したリガンドと、目的タンパク質との相互作用ポテン
シャルであるUligandを新たに加え、Cα原子の位置に関するポテンシャルであるUposとUl
igandを、ステップ50で所得した参照タンパク質の動的な性質を表すパラメータによって
下記のように修正した点である。
【数２１】

【０２６４】
Ｅlenは、配列上隣り合う残基のＣα原子間の距離に関するもので下記式（１２）のよう
に設定される。
【数２２】

【０２６５】
ここでＤi,i+1は残基i と残基i+1のＣα間距離である。Ｋl は定数であり2と設定される
。但し、１番目のタンパク質鎖のC末端残基ｋ1と２番目のタンパク質鎖のN末端残基ｋ1 +

1の間には化学結合が存在しないので、i = ｋ1の場合はＥlenの計算に含めない。同様に
、N番目のタンパク質鎖のC末端残基ｋNとN+1番目のタンパク質鎖のN末端残基ｋN +1の間
には化学結合が存在しないので、i = ｋNの場合はＥlenの計算に含めない（以下、このよ
うな操作を相互作用の切断と呼ぶ。）。タンパク質鎖の総数がMである場合には、この操
作はN=1からM-1まで行い、ｋ1からｋM-1までの残基番号は、ステップ50で作成されたアラ
イメント中の区切り文字Ｕ1からＵM-1までのＵの位置によって指定することができる。
【０２６６】
次に、ＥangはＣα原子の結合角の関数であり下記式（１３）のとおりである。
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【数２３】

【０２６７】
ここで、 θi (rad)は i, i+1, i+2番目の残基Ｃα原子の角度である。θ0はPDBのX線構
造から(100/180)π(rad)と設定される。Ｋaは定数であり1とする。但し、結合角のポテン
シャルＥangについてもＥlenと同様の切断操作を行う。即ち、i = ｋN -1及びi = ｋNの
場合は、Ｅangの計算に含めない。この切断操作の範囲とｋ1からｋM-1までの残基番号の
指定はＥlenの場合と同様に行う。
【０２６８】
次にＥvdwはＣα原子間のファンデルワールスポテンシャルで、下記式（１４）のとおり
である。
【数２４】

【０２６９】
但し、１番目のタンパク質鎖のC末端残基ｋ1と２番目のタンパク質鎖のN末端残基ｋ1 +1
の間には化学結合が存在しないので、i =Ｕ1-1ならj > i+1, i = Ｕ1ならj > iという条
件でＥvdwの計算を行わなければならない。同様に、N番目のタンパク質鎖のC末端残基ｋN

とN+1番目のタンパク質鎖のN末端残基ｋN +1の間には化学結合が存在しないので、i = Ｕ

N-1ならj > i+1, i = ＵUNならj > iという条件で同様にＥvdwの計算を行わなければなら
ない。タンパク質鎖の総数がMである場合には、この操作はN=1からM-1まで行い、ｋ1から
ｋM-1までの残基番号は、ステップ50で作成されたアライメント中の区切り文字Ｕ1からＵ

M-1までのＵの位置によって指定することができる。
【０２７０】
次に、Ｅssは対となってS-S結合を構成するCys残基のＣα原子間の距離に関するもので下
記式（1５）のように設定される。
【数２５】

【０２７１】
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ここでＤi
SSは、タンパク質鎖内およびタンパク質鎖間でジスルフィド結合を形成するCys

残基のペア同士のＣα間距離である。本発明では、残基番号iには全タンパク質鎖にわた
る通し番号を用いるため、タンパク質鎖間のＥssを従来法のポテンシャル関数で扱うこと
ができる。ＫSS は定数であり5と設定される。
【０２７２】
次に、Ｕpos,はＣα原子の位置に関する関数であり、下記式（１６）のとおりである。
【数２６】

【０２７３】
ここで、Ｕposはタンパク質の原子位置に関するエネルギーを指標とする関数であり、Ｋp

osはタンパク質の原子位置に関する関数の比例定数である（0　< Ｋpos　<　1）。
【０２７４】
また、Ｘiは目的タンパク質のi残基目の座標であり、Ｘi

*は参照タンパク質のi残基目の
座標である。
【０２７５】
タンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Ｋpos)は、下記式（１７）のように設定
される。
【数２７】

Ｓiはi番目残基のゆらぎの値を反映したパラメータであり、ＳiはＴiの値が大きいと小さ
くなる揺らぎに対応した定数である。
ＭはＫposを0～1までの値にする調整因子である。
【０２７６】
また、モンテカルロ法における摂動の大きさは、下記式（１８）のように設定される。
【数２８】

ここで、ΔＹiはモンテカルロ法において目的タンパク質のi残基目の座標に加える摂動（
Å）である。
Ｘi

preは摂動を加える前の目的タンパク質のi残基目の座標である。
Ｘi

pos
tは摂動を加えた後の目的タンパク質のi残基目の座標である。

【０２７７】
ΔＹiは加える摂動に関する関数で、以下の式（１９）に従う。
【数２９】

Ｔiはi番目残基のゆらぎの大きさである。
ＰはΔYiのノルム（ベクトルの大きさ）を0より大きく５より小さい値にするよう調整し
ながら発生する乱数である。
【０２７８】
ここで、ゆらぎが大きいと、該原子の周辺ポテンシャルエネルギーの勾配は小さく、加え
る摂動ΔＹi のノルムは大きくてもよく、従って、Ｋposは小さい値となる。
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【０２７９】
上記式（１７）、（１９）において、ステップ60で取得した参照タンパク質の動的な性質
を表すパラメータをＳi、Ｔiにセットする。
【０２８０】
具体例を挙げると、基準振動解析法によって動的な性質を表すゆらぎの値のパラメータを
用いた場合は、まず、目的タンパク質の各アミノ酸のゆらぎの値の大きさに従い、ゆらぎ
の値が大きいアミノ酸残基にはＫposが0に近づくように、ΔＹYが5に近づくようにする。
一方、ゆらぎの値が小さいアミノ酸残基にはＫposが１に近づくように、ΔＹ が0に近づ
くようにＳiとＭ、ＰとＴに値をセットする。
【０２８１】
また、二次構造判定を用いた場合は、目的タンパク質のアミノ酸残基がαへリックス、も
しくはβシート構造であると判定されたアミノ酸残基にはＫposが0に近づくように、ΔＹ
が5に近づくようにする。一方、目的タンパク質のアミノ酸残基がαへリックス、もしく
はβシート構造以外と判定されたアミノ酸残基にはＫposが１に近づくように、ΔＹ が0
に近づくようにＳiとＭとＰとＴiに値をセットする。
【０２８２】
また、Ｕligandは、リガンドと目的タンパク質との相互作用ポテンシャルに関する関数で
あり、下記式（20）のとおりである。
【数３０】

Ｕligandはリガンドとタンパク質の相互作用関数を表す。
Ｋligand 、ε*、r*はリガンドの原子種類に依存しない平均化されたパラメータである。
ri,jはi番目のリガンド原子とj番目のタンパク質原子間の距離である。
【０２８３】
以下に規定値を示すが、変更可能な値であり、本請求項の範囲を制限するものではない。
ε*=0.046、　r*=1.9X ri,j +1.9
Ｃα原子は式(１１)に従って、シミュレーティッドアニーリング法を用いて最適化される
。この最適化の段階でＣα原子の摂動は1.0 Å以内になるように設定する。またこのアニ
ーリングの段階は全てのＣα原子について例えば100回づつ計算される。そして、温度に
相当するパラメータは、例えば25から0.5回ごとに0.01減らすようし、そのパラメータは
以後一定とする。
【０２８４】
この大きな２つの段階、構造情報の取得とＣα原子の構築は例えば10回繰り返され、最小
の目的関数値をもつＣα原子の座標が最適解として算出される。
【０２８５】
（ステップ80：主鎖原子座標の構築及び最適化）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの処
理により、ステップ７0(1)のCαの原子座標に主鎖の他の原子を付加し、シミュレーティ
ッドアニーリング法によって目的関数を最小化するようにする。
【０２８６】
まず、Cα原子の立体的な重ねあわせを行い、Cαの原子間距離が2.5Å以下の残基が取り
上げられる。Cαを除く主鎖の原子座標はCα原子間距離が最小になるように参照タンパク
質の座標から取得しモデル構造とする。
【０２８７】
参照タンパク質の中に相当する残基が無い場合、主鎖の原子座標はリガンドの有無により
わけたデータベースを用いて、例えば目的タンパク質中のリガンドを含まれている場合は
、リガンドがある場合のデータベース中の相当する４残基のタンパク質断片から作成され
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る。
【０２８８】
目的タンパク質中にリガンドがない場合は、リガンドがない４残基のタンパク質断片のデ
ータベースを使用する。この過程の中で、残基iの主鎖原子はi-1番目からi+2番目までのC
α原子間の最小のrmsd値を持つ残基から選ばれる。その際N末端の残基では、Cα原子座標
の重ね合わせ範囲がi番目からi+3番目までとなり、C末端の残基およびそのひとつ前の残
基では同様にi-3番目からi番目までおよびi-2番目からi+1番目までとなる。
【０２８９】
主鎖原子の目的関数を基にシミュレーティッドアニーリング法によって主鎖原子座標が最
適化される。目的関数は下記式（２１）のとおりである。従来法と本発明の重要な違いの
１つは、（２１）式中のステップ４０で取得したリガンドと目的タンパク質との相互作用
ポテンシャルであるＵligandを新たに加え、Cα原子の位置に関するポテンシャルである
ＵposとＵligandをステップ50で所得した参照タンパク質の動的な性質を表すパラメータ
によって下記のように修正した点である。
【数３１】

【０２９０】
Ｅbondは下記式（22）のとおりである。
【数３２】

　　　i = UN(N=1,,M-1) かつbi = DCi,Ni+1ならbi
 - bi

0= 0　　　 （22）
【０２９１】
ここでbi

0は、標準の結合長であり、それぞれの化学結合の種類によって異なる。Ｋbは定
数であり225とする。Ｅbondの計算に関しても、ＣαにおけるＥlenの計算と同様に、N番
目のタンパク質鎖のC末端残基ｋNとN+1番目のタンパク質鎖のN末端残基ｋN +1の間には化
学結合が存在しないので、Ｅbondの計算に含めずに、相互作用の切断を行う。タンパク質
鎖の総数がMである場合には、この操作はN=1からM-1まで行い、ｋ1からｋM-1までの残基
番号は、ステップ40で作成されたアライメント中の区切り文字Ｕ1からＵM-1までのＵの位
置によって指定することができる。
【０２９２】
Ｅangは結合角の関数で、下記式（23）のとおりである。
【数３３】

i = UN(N=1,,M-1) かつ θi = θ Cαi,Ci,Ni+1　なら θi - θi
0= 0

i = UN(N=1,,M-1) かつ θi = θ Oi,Ci,Ni+1　　なら θi - θi
0= 0

i = UN(N=1,,M-1) かつ θi = θ Ci,Ni+1,Cαi+1なら θi - θi
0= 0　 (23)

【０２９３】
ここでθi

0は、標準の結合角であり、それぞれの結合角の種類によって異なる。Kaは定数
で45と設定される。Eangの計算に関しても、Ebondの計算と同様に、N番目のタンパク質鎖
のC末端残基kNとN+1番目のタンパク質鎖のN末端残基kN +1の間には化学結合が存在しない
ので、Eangの計算に含めずに、相互作用の切断を行う。タンパク質鎖の総数がMである場



(45) JP 4368594 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

合には、この操作はN=1からM-1まで行い、k1からkM-1までの残基番号は、ステップ40で作
成されたアライメント中の区切り文字U1からUM-1までのUの位置によって指定することが
できる。
【０２９４】
Etorは主鎖のねじれ角のものであり、下記式（24）のとおりである。
【数３４】

i = UN(N=1,,M-1) なら ψI - ψi
0 = ωi

 - ωi
0 = φi+1 - φi+1

0= 0　(24)
【０２９５】
ここでφi

0とψi
0はRamachandranマップ上での最も近いねじれ角のφi

 およびψi とする
。またωi

0は0としてcis-Pro残基の場合のみπ（rad）とする。KtおよびKωは定数であり
、それぞれ10および50とする。Etorの計算に関しても、Eangの計算と同様に、N番目のタ
ンパク質鎖のC末端残基kNとN+1番目のタンパク質鎖のN末端残基kN +1の間には化学結合が
存在しないので、Etorの計算に含めずに、相互作用の切断を行う。タンパク質鎖の総数が
Mである場合には、この操作はN=1からM-1まで行い、k1からkM-1までの残基番号は、ステ
ップ40で作成されたアライメント中の区切り文字U1からUM-1までのUの位置によって指定
することができる。
【０２９６】
Enon-bondは非結合の相互作用の関数で、下記式（25）のとおりである。
【数３５】

i = UN(N=1,,M-1) のときrij ∈ [rNi,Ni+1； rCαi,Ni+1； rCαi,Cαi+1；　rCi,Ni+1
； rCi,Cαi+1； rCi,Cβi+1； rCi,Ci+1； rOi,Ni+1 ； rOi,Cαi+1] に対してrij ≦ 8
.0ならばEnon-bondの計算に含める。　　　　　　(25)
【０２９７】
ここでεij と rij* は定数で原子の種類によって異なる。Knonは定数で0.25とし、カッ
トオフ値は8Åとする。Enon-bondの計算に関しても、ＣαにおけるEvdWの計算と同様に、
N番目のタンパク質鎖のC末端残基kNとN+1番目のタンパク質鎖のN末端残基kN +1の間には
化学結合が存在しないので、 i = UN(N=1,,M-1) のときは [rNi,Ni+1； rCαi,Ni+1； rC
αi,Cαi+1； rCi,Ni+1； rCi,Cαi+1； rCi,Cβi+1； rCi,Ci+1； rOi,Ni+1 ； rOi,Cα

i+1] に属するrij が8Å以下であれば、新たにEnon-bondの計算に含めなければならない
。タンパク質鎖の総数がMである場合には、この操作はN=1からM-1まで行い、k1からkM-1
までの残基番号は、ステップ40で作成されたアライメント中の区切り文字U1からUM-1まで
のUの位置によって指定することができる。
【０２９８】
ESSはCys残基が生成するジスルフィド結合の関数で、下記式（26）のとおりである。
【数３６】

ここでDi
CαおよびDi

Cβは、タンパク質鎖内およびタンパク質鎖間でジスルフィド結合を
形成するCys残基のペア同士のＣα間およびCβ間距離である。本発明では、残基番号iに
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ンシャル関数で扱うことができる。 KSSCαおよびKSSCβは定数であり、7.5である。
【０２９９】
EchiはＣαのキラリティーに関するものであり、下記式（27）のとおりである。
【数３７】

ここでτiはN-Ｃα-Cβ-Cで定められるねじれ角でありKchi は50とする。
【０３００】
Ehydrはホモロガスなタンパク質中で保存された主鎖の水素結合に関するもので、下記式
（28）のとおり定められる。
【数３８】

【０３０１】
水素結合は、N原子とO原子の距離が2.9± 0.5 Åにあるときに設定される。複数の参照タ
ンパク質中で水素結合があるか否かを判定するときは、75%以上の参照蛋白が存在すると
認めた場合に水素結合ありと判定する。Khydrは定数であり0.6である。
【０３０２】
Uposは原子の位置に関する関数で、下記式（29）のとおりである。
【数３９】

Uposはタンパク質の原子位置に関するエネルギーを指標とする関数である。
Kposはタンパク質の原子位置に関する関数の比例定数である（0　< Kpos　<　1）。
Xiは目的タンパク質のi残基目の座標である。
Xi
*は参照タンパク質のi残基目の座標である。

【０３０３】
また、タンパク質の原子位置に関する関数の比例定数(Kpos)は、下記式（３０）により設
定される。
【数４０】

Siはi番目残基のゆらぎの値を反映したパラメータである。
SiはTiの値が大きいと小さくなる揺らぎに対応した定数である。
MはKposを0～1までの値にする調整因子である。
【０３０４】
また、モンテカルロ法における摂動の大きさは、下記式（３１）により設定される。
【数４１】
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ΔYiはモンテカルロ法において目的タンパク質のi残基目の座標に加える摂動（Å）であ
る。
Xi
preは摂動を加える前の目的タンパク質のi残基目の座標である。

Xi
pos

tは摂動を加えた後の目的タンパク質のi残基目の座標である。
【０３０５】
ΔYiは加える摂動に関する関数であり、以下式（３２）に従う。
【数４２】

Tiはi番目残基のゆらぎの大きさである。
ＰはΔYiのノルム（ベクトルの大きさ）を0より大きく５より小さい値にするよう調整し
ながら発生する乱数である。
【０３０６】
ここで、ゆらぎが大きいと、該原子の周辺ポテンシャルエネルギーの勾配は小さく、加え
る摂動ΔYi のノルムは大きくてもよく、従って、Kposは小さい値となる。
【０３０７】
上記式（30）、（32）において、ステップ60で取得した参照タンパク質の動的な性質を表
すパラメータをSi、Tiにセットする。
【０３０８】
具体例を挙げると、基準振動解析法によって動的な性質を表すゆらぎの値のパラメータを
用いた場合は、まず、目的タンパク質の各アミノ酸のゆらぎの値の大きさに従い、ゆらぎ
の値が大きいアミノ酸残基にはKposが0に近づくように、ΔYが5に近づくように、ゆらぎ
の値が小さいアミノ酸残基にはKposが１に近づくように、ΔY が0に近づくようにSiとM、
PとTに値をセットする。二次構造判定を用いた場合は、目的タンパク質のアミノ酸残基が
αへリックス、もしくはβシート構造であると判定されたアミノ酸残基にはKposが0に近
づくように、ΔYが5に近づくように、目的タンパク質のアミノ酸残基がαへリックス、も
しくはβシート構造以外と判定されたアミノ酸残基にはKposが１に近づくように、ΔY が
0に近づくようにSiとM、PとTiに値をセットする。
【０３０９】
Uligandは、リガンドと目的タンパク質との相互作用ポテンシャルに関する関数であり、
下記式（33）のとおりである。
【数４３】

Uligandはリガンドとタンパク質の相互作用関数を表す。
Kligand 、ε*、r*はリガンドの原子種類に依存しない平均化されたパラメータである。
ri,jはi番目のリガンド原子とj番目のタンパク質原子間の距離である。
【０３１０】
以下に規定値を示すが、変更可能な値であり、本請求項の範囲を制限するものではない。
Kligand =10　　、ε*=0.15、　　r*=2.08
【０３１１】
次にCβを含む主鎖原子の最適化がシミュレーテッドアニーリングによって行われる。こ
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のアニーリングの過程で主鎖とCβの原子の摂動が初期の位置に対して1.0Å以内になるよ
うにする。このアニーリングの段階は主鎖とCβの原子に対して例えば200回行われる。温
度に相当するパラメータは例えば50もしくは25から始まり一回毎に0.5倍にしてゆき0.01
になるまで続け、その後一定値とする。
【０３１２】
主鎖の立体配置を幅広くサンプリングするために、本発明の方法では、好ましくは上記の
方法を例えば６回行い、最小の目的関数値を持つ主鎖の原子座標を最適解とする。そして
、温度に相当するパラメータは、例えば、はじめの２回は50からスタートして3回目から2
5からスタートすることとする。
【０３１３】
（ステップ90：側鎖原子座標の構築及び最適化）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの処
理により、側鎖原子座標の構築及び最適化を実行する。ここで、側鎖の構築は、大きく２
段階に分かれており、「構造保存部位の側鎖構築」（スッテプ90(1)と「全体の側鎖構築
」（スッテプ90(2)）に分けられる。従来法との違いは、側鎖のデータベースとして、リ
ガンドの有無により分けたデータベースを、目的タンパク質中でのリガンドの有無により
使い分ける点である。
【０３１４】
（ステップ90(1)：構造保存部位の側鎖構築）
算出された主鎖原子に対して、以前の研究における方法を用いてホモロガスなタンパク質
から側鎖のねじれ角を得る。この方法の詳細は、"The role of played by environmental
 residues in side-chain torsional angles within homologous families of proteins:
 A new method of side chain modeling." Ogata K and Umeyama H, Prot. Struct. Func
t. Genet. 1998, 31, 255-369に記載されている。
【０３１５】
この方法の中でホモロガスなタンパク質の中で保存されている側鎖の割合を算出し、この
情報を基にして側鎖のモデリングを行う。側鎖の保存された部位の側鎖の原子座標は固定
した主鎖原子に対して置かれる。
【０３１６】
例えば、ホモロガスなタンパク質中でアルギニン残基のχ1角が保存されていれば、Cγ原
子の座標を置くことができ、Phe残基でχ1とχ2角が保存されていれば、全ての側鎖原子
を置くことができる。
【０３１７】
式(21)を用いたシミュレーティッドアニーリングの最適化の過程は、主鎖とCβの原子の
み行われて、原子の摂動は例えば1.0Å以内となるようにした。この主鎖とCβの原子のア
ニーリングの段階は例えば200回行われる。そして、温度に相当するパラメータは例えば2
5からスタートして一回毎に0.5倍にしてゆき0.01になるまで小さくなるようにする。式（
21）の中のEnon-bondは主鎖原子と部分的に作成された側鎖原子について行われる。その
とき側鎖原子の座標は最適化の過程を通じて保存されるようにする。
【０３１８】
構造の情報である Miと水素結合のN－Oのペアは最適化の過程で用いられる。主鎖原子の
配置を得るために、上記プロセスを3回繰り返し、目的関数の最小の主鎖原子の座標を算
出構造とする。
【０３１９】
（ステップ90(2)：全体の側鎖の構築）
側鎖の構築は固定した主鎖およびCβ原子のもとで行う。これは上記したOgata K and Ume
yama H, Prot. Struct. Funct. Genet. 1998, 31, 255-369に開示されている研究成果を
もって行われ、それを用いることにより短時間で正確なモデルを与えることができる。
【０３２０】
次に主鎖構造は低温におけるモンテカルロ法によって最適化され、温度は例えば0.001に
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設定され式(21)の目的関数Enon-bondを用い、全ての主鎖と側鎖の原子で計算される。
【０３２１】
そして、N、Cα、C、Cβ原子の最適化の過程で側鎖のねじれ角を最適化された状態を保つ
ように側鎖の座標を再配置する。原子の摂動は例えば0.5Å以内とする。次に側鎖は削除
され、上記の側鎖構築が繰り返される。このプロセスは例えば2.4Åの原子同士のぶつか
り合いがなくなり、且つN-Cα-Cβ-Cのねじれ角が例えば-120±15°の範囲に収まるまで
繰り返される。
【０３２２】
（ステップ100：最終構造の構築：立体構造予測）
ついで、タンパク質構造予測装置１００は、拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの処
理により、出来上がったモデルにおいて、リガンドと目的タンパク質との間に例えば2.1
Åの原子同士のぶつかり合いがあった場合、ステップ50～90を前回とは異なる条件のもと
行う。
【０３２３】
上記の通りステップ５0において得られたアライメントを基に、ステップ６0-９０におい
て新たに開発したligand FAMS等のモデリングソフトを用いて立体構造を構築し、モデル
が完成する。
【０３２４】
上記ステップ60-90で示す方法を「ligandFAMS」と称する。一方、本発明の基本となす従
来型のホモロジーモデリングソフトを「FAMS」と称し、その詳細はKoji Ogata and Hidea
ki Umeyama, "An automatic homology modeling method consisting of database search
es and simulated annealing" Journal of Molecular Graphics and Modeling 18, 258-2
72, 2000に記載されている。
【０３２５】
本発明によれば、リガンドが結合した状態での単鎖を含む複数鎖から成る立体構造未知の
タンパク質（これをコードする遺伝子を含む）の立体構造予測に関して、従来では天然ア
ミノ酸以外には対応できなかったホモロジーモデリング法に対して、リガンド原子をも扱
えるような関数、データベースを導入して、さらにリガンドの存在を入力ファイルに加え
るといった工夫をし、全立体構造を高速に構築できるシステムを作成した。
【０３２６】
その結果、従来法では取り扱うことが困難であった例えばDNA、薬剤成分、金属、イオン
、糖類、核酸成分、ホルモンを含む全ての物質と単数鎖を含む複数鎖タンパク質との複合
体の立体構造を構築するというように立体構造構築の適応範囲を大幅に拡大するとともに
、信頼性の高い立体構造情報を得ることができる。
【０３２７】
さらに、入力ファイルにリガンド情報を付け加えることで、アミノ酸配列を利用したホモ
ロジー（参照タンパク質と目的タンパク質とのホモロジーを含む）とこれに結合するリガ
ンドとの関係が解析しやすくなるため、ゲノム配列解析、DNAチップを用いた発現プロフ
ァイリング解析、プロテオーム解析などで興味深い遺伝子・タンパク質が見つかった場合
に、そのタンパク質の立体構造を基準とした機能予測を行うことも従来法よりも効率的に
なる。
【０３２８】
また、タンパク質の機能部位を従来法に比べて精度よく予測するので、より効率的・効果
的に新規医薬品を設計するための情報を取得できる。
【０３２９】
［実施例］
以下に、本発明のタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、およ
び、記録媒体を用いた具体的なタンパク質の構造予測の例について、詳細に説明する。
【０３３０】
[Batimastatが結合した状態のマトリックスメタロプロアーゼ-12のモデリング例]
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まず、Batimastatが結合した状態のマトリックスメタロプロアーゼ-12のモデリング例の
処理の詳細について図５～図１０を参照して説明する。マトリックスメタロプロテアーゼ
（以下MMPと略す）には、多くのファミリーが存在し、立体構造も多く解析されている。
そのうち、MMP-12はBatimastatと呼ばれる薬剤と結合し、その立体構造が知られている。
ここで、Batimastatが結合した状態でのMMP-12の立体構造が未知であると仮定し、発明実
施の形態で詳述した方法に従って立体構造構築した。作成された立体構造は、既存立体構
造さらには従来法（FAMS）で作成した構造と比較した。
【０３３１】
MMP-12のアミノ酸１次配列は、Swiss-Protより取得した（エントリ名 MM12_HUMAN, アク
セッション番号P39900）。
【０３３２】
ここで、図５は、HUMAN由来のMMP-12の全アミノ酸配列を示す図である（配列表の配列番
号１参照。）。図５に示すとおり４70残基で下線部分106～263番目の158残基がBatimasta
tが結合した状態でのＭＭＰ-12の立体構造が解析されている（ＰＤＢ ID:1JK3、Lang, R.
, Kocourek, A., Braun, M., Tschesche, H., Huber, R., Bode, W., Maskos, K.: Subst
rate Specificity Determinants of Human Macrophage Elastase (Mmp-12) Based on the
 1.1 A Crystal Structure J.Mol.Biol. 312 pp. 731 (2001)）。
【０３３３】
そこで、この158残基をクエリーとして、2001年11月時点のPIRをモチーフプロファイルと
し、ＰＤＢのタンパク質アミノ酸配列データベース（2002年4月時点）の39012配列に対し
てPSI-BLAST検索を行った。Ｅ-value が0.001以下の条件で実施した結果、102個の相同配
列とのアライメントを取得した。この中でMMPファミリーでリガンドにBrimastatが含まれ
ている1MMB（PDB ID）を参照タンパク質として選択しているアライメントを選択し、1MMB
の座標中のBatimastatをリガンド座標として採用した。ホモロジーは53%であった。
【０３３４】
ここで、図６は、クエリー配列と参照タンパク質（１ＭＭＢ）とのアライメントの表示例
を示す図である（配列表の配列番号２および配列番号３参照。）。このアライメントを入
力ファイル形式でリガンドの存在を示すZを加え、図７のような入力ファイル形式にする
。
【０３３５】
ここで、図７は、入力ファイル形式の一例を示す図である（配列表の配列番号４および配
列番号５参照。）。
【０３３６】
また、図７の「Z」が示すところのリガンド座標（Brimastat）は以下のとおりである。
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【０３３７】
そして、モデリングを行った結果作成したモデルをグラフィックで表示する。
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ここで、図８は、Batimastat（Ball and Stick）が結合した状態でのMMP-12の立体構造モ
デルの一例を示す図である。
【０３３８】
そして、作成したモデルをX線結晶構造（PDB ID: 1JK3） と重ねあわせ、Batimastatが結
合している部分付近をグラフィックで表示する。ここで、図９は、Batimastat（Ball and
 Stick）が結合した状態でのMMP-12の立体構造を比較の一例を示す図である。図９におい
てgreyで示した部分が目的タンパク質であり、darkgreyで示した部分が1JK3である。
【０３３９】
次に、図７のアライメントを用いて、従来法（FAMS）でモデリングを行い、図９と同様に
X線結晶構造（PDB ID: 1JK3） と重ねあわせた。ここで、従来法および本発明法でのモデ
ルとX線結晶構造（１JK3）とのBatimastatが結合している部分の根平均二乗変位（RSMD）
を計算し、比較を行った。RSMD値は小さいほど、１JK3との誤差が少ないことを示してい
る。
【０３４０】
ここで、図１０は、MMP-12のBtimastat結合部分におけるX線構造解析立体構造（１JK3）
と、従来法および拡張型法での立体構造モデルとのRSMDの比較結果（単位；Å）の一覧を
示す図である。
【０３４１】
図１０に示すように、本発明によると、従来法に比べて、リガンドを加えることにより、
モデル中でリガンド結合部分が明確にわかり、かつ結合部分に関しては立体構造を精度よ
くモデリングすることができたことがわかる。
【０３４２】
[DNAが結合した状態でのTATA-Box-Binding Proteinのモデリング例]
次に、DNAが結合した状態でのTATA-Box-Binding Proteinのモデリング例の処理の詳細に
ついて図１１～図１６を参照して説明する。DNAの転写にはRNAポリメラーゼの他に一群の
普遍的転写因子が必要である。 これらの因子のいくつかは転写開始の前段階においてプ
ロモーター部位のDNA上で複合体を形成し、RNAポリメラーゼを引き寄せる。この複合体は
TFIIBとTATA-box結合タンパク質(TATA-box binding protein; TBP)および TATA-DNAから
構成 されている。
【０３４３】
DNAが結合した状態でのTBPとの複合体はいくつか構造解析されているが、このうちNikolo
vらの報告したTBPとDNA断片との複合体（Nikolov, D. B., Chen, H., Halay, E. D., Hof
fman, A., Roeder, R. G., Burley, S. K.: Crystal structure of a human TATA box-bi
nding protein/TATA element complex. Proc Natl Acad Sci U S A 93 pp. 4862 (1996)
）に関して立体構造が未知であると仮定し、発明実施の形態で詳述した方法に従って立体
構造を構築した。
【０３４４】
TBPのアミノ酸１次配列は、Swiss-Protより取得した（エントリ名TF2D_HUMAN,アクセッシ
ョン番号P20226）。ここで、図１１は、HUMAN由来のTBPの全アミノ酸配列を示す図である
（配列表の配列番号６参照。）。図１１に示すとおり339残基で下線部分155～333番目の1
78残基がDNA断片が結合した状態でのTBPの立体構造が解析されている（ＰＤＢ ID:1CDW）
。
【０３４５】
そこで、この178残基をクエリーとして、2001年11月時点のPIRをモチーフプロファイルと
し、ＰＤＢのタンパク質アミノ酸配列データベース（2002年4月時点）のうち転写因子関
連を集めた544配列に対してPSI-BLAST検索を行った。Ｅ-value が0.001以下の条件で実施
した結果、１４個の相同配列とのアライメントを取得した。この中で参照タンパク質座標
中にDNA断片がが含まれている1D3U（PDB ID）のアライメントを選択した。さらに1 D3Uの
座標中のDNA断片をリガンド座標として採用した。ホモロジーは38%であった。
【０３４６】
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ここで、図１２は、クエリー配列と参照タンパク質（1D3U）とのアライメントの一例を示
す図である（配列表の配列番号７および配列番号８参照。）。
【０３４７】
そして、上記アライメントを入力ファイル形式でリガンドの存在を示すZを加え、図１３
の様にする。ここで、図１３は、入力ファイル形式の一例を示す図である（配列表の配列
番号９および配列番号１０参照。）。
【０３４８】
図１３において、「Z」が示すところのリガンド座標（DNA断片）は以下のとおりである。
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【０３４９】
そして、モデリングを行った結果作成したモデルを以下にグラフィックで表示する。ここ
で、図１４は、DNA断片（grey arrow）が結合した状態でのTBP(dark gray)の立体構造モ
デルの一例を示す図である。
【０３５０】
そして、作成したモデルをX線結晶構造（PDB ID: 1CDW） と重ねあわせ、DNAが結合して
いる部分付近をグラフィックで表示する。ここで、図１５は、DNA断片（brack arrow ）
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が結合した状態でのTBP の立体構造の比較の一例を示す図である。図１５において、grey
部分が目的タンパク質を示し、darkgrey部分が1CDWを示している。
【０３５１】
そして、図１３のアライメントを用いて、従来法（FAMS）でモデリングを行い、図１５と
同様にX線結晶構造（PDB ID: 1CDW） と重ねあわせた。ここで、従来法および本発明法で
のモデルとX線結晶構造（１CDW）とのDNA断片が結合している部分の根平均二乗変位（RSM
D）を計算し、比較を行った。RSMD値は小さいほど、１CDWとの誤差が少ないことを示して
いる。
【０３５２】
ここで、図１６は、TBPのDNA断片結合部分におけるX線構造解析立体構造（１CDW）と従来
法および拡張型法での立体構造モデルとのRSMDの比較結果（単位；Å）の一覧を示す図で
ある。
【０３５３】
このように、本発明は、従来手法と比較して、DNAといった物質もリガンドとして加える
ことで複合体の立体構造を構築することができ、モデル中ではリガンド結合部分が明確に
わかり、かつ結合部分に関しては立体構造を精度よくモデリングすることができることが
わかる。
【０３５４】
[インフルエンザウィルス（ヘマグルチニン）の立体構造構築]
次に、インフルエンザウィルス（ヘマグルチニン）の立体構造構築処理の詳細について図
１７～図２３を参照して説明する。インフルエンザは、インフルエンザウイルスにより引
き起こされる病気である。インフルエンザウイルスは極めて変異しやすいために、その連
続進化過程において動物や、時としてヒトに世界的大流行を引き起こす。インフルエンザ
ウイルスにはＡ、ＢおよびＣ型があり、これらはいずれもシアル酸およびその誘導体を含
む糖鎖をレセプターとして認識している。
【０３５５】
インフルエンザウイルス膜には２種のスパイク（ウイルスの細胞膜外表面に突き出ている
）糖タンパク質が存在する。うち一つはヘマグルチニン（hemagglutinin:ＨＡ）であり、
ウイルスが宿主細胞膜上のガングリオシドやシアル酸含有糖タンパク質受容体へ結合する
上で必須であり、ウイルス感染を進める役目をしている。現在までに報告されているイン
フルエンザウイルスのヘマグルチニンには１５種類あり、ヒトではＨ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ
５の４種類が確認されている。また、ウマではＨ３，Ｈ７、アザラシでは、Ｈ４，Ｈ７、
トリでは１５種類すべてのヘマグルチニンが確認されている。
【０３５６】
ヘマグルチニンに立体構造はいくつか知られているが、このうちの一つで、D.C. Wileyら
の報告したトリのH5およびブタのH9のヘマグルチニンとシアル酸およびその誘導体を含む
糖鎖レセプターの類似化合物との複合体の立体構造はヘマグルチニンと糖鎖レセプターと
の結合様式解明に示唆を与えた（Proc.Nat.Acad.Sci.USA 98 pp. 11181 (2001)）。PDBに
は４種類の蛋白質立体構造(1JSH、1JSI、1JSN、1JSO)として登録されている。
【０３５７】
本実施例では、１JSHを用いて、タンパク質アミノ酸配列データベースから構造、機能に
ほぼ同一と考えられるタンパク質を選択し、糖鎖レセプターの類似化合物との複合体の立
体構造を構築した。
【０３５８】
１JSHには、HA１、HA2の２つのポリペプチド鎖と、５つの糖類、さらに糖鎖レセプターの
類似化合物が含まれている。
【０３５９】
1JSHのHA1のアミノ酸配列は317残基であり、図１７の通りである。ここで、図１７は、１
JSHのHA1のアミノ酸配列を示す図である（配列表の配列番号１１参照。）。
【０３６０】
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この317残基の配列をクエリーとして、2002年5月時点のPIRをモチーフプロファイルとし
、Swiss Prot, TREMBL,等のタンパク質アミノ酸配列データベース（いずれも2002年７月
時点）の382361配列に対してPSI－BLAST検索を行った。Ｅ-value が0.0１以下の条件で実
施した結果、500個の相同配列とのアライメントを取得した。PSI-BLASTにおいては、E－V
alueが統計的に通常0.1以下、好ましくは0.01以下の値をもつときは、目的タンパク質は
参照タンパク質のようなある機能をもったタンパク質ファミリーであるとして立体構造を
作成するように判断するのが適当である。
【０３６１】
1JSHのHA2のアミノ酸配列は160残基であり、図１８の通りである。ここで、図１８は、１
JSHのHA２のアミノ酸配列を示す図である（配列表の配列番号１２参照。）。
【０３６２】
この160残基の配列をクエリーとして、2002年5月時点のPIRをモチーフプロファイルとし
、Swiss Prot, TREMBL,等のタンパク質アミノ酸配列データベース（いずれも2002年7月時
点）の382361配列に対してPSI-BLAST検索を行った。Ｅ-value が0.01以下の条件で実施し
た結果、13個の相同配列とのアライメントを取得した。
【０３６３】
こうして選択した相同配列とアライメントに対して、一例としてHA1をクエリーとしたア
ライメントからはTREMBLデータベース中のID「Q9Q0I0」を選択し、HA2をクエリーとした
アライメントからはGenPePt　Proteinデータベース中のID「CAA24291x1」を選択し、さら
に1JSH中の５つの糖と糖鎖レセプターの類似化合物をリガンドとしてモデリングを行った
。アライメントは図１９および図２０に示す通りである。ここで、図１９は、クエリー配
列（HA1）と目的タンパク質とのアライメントの一例を示す図であり（配列表の配列番号
１３および配列番号１４参照。）、また、図２０は、クエリー配列（HA２）と目的タンパ
ク質とのアライメントの一例を示す図である（配列表の配列番号１５および配列番号１６
参照。）。
【０３６４】
上記アライメントを入力ファイル形式でタンパク鎖の終端を示す「U」とリガンドの存在
を示す「Z」を加え、図２１のような入力ファイル形式にする。ここで、図２１は、入力
ファイル形式の一例を示す図である。図２１の「q9p0」のアミノ酸配列が目的タンパク質
名を表す。
【０３６５】
また、図２１において、「Z」が示すところのリガンド座標（５つの糖および糖鎖レセプ
ターの類似化合物）は以下のとおりである。
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【０３６６】
そして、モデリングを行った結果作成したモデルをグラフィック表示する。ここで、図２
２は、「Q9Q0I0」（grey）/「CAA24291x1」（dark grey）/糖、糖レセプター類似化合物
（ball and stick）複合体のモデルの一例を示す図である。
【０３６７】
さらに、機能解析に重要な「Q９Q0I0」と糖鎖レセプター類似化合物との結合部分の拡大
図を図２３に示す。ここで、図２３は、「Q９Q0I0」（grey）と糖鎖レセプター類似化合
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物(black ) との結合部分の拡大図の一例を示す図である。
【０３６８】
このように、目的タンパク質が複合体を形成している場合においても、タンパク質鎖の分
かれ目を表す「U」とリガンド「Z」を用いることで、ファンデルワールス衝突を考慮した
立体構造を作成することができる。さらに、本実施例で用いたヘマグルチニンと糖鎖レセ
プターの類似化合物との複合体の立体構造モデルを用いることにより、結合部分の相互作
用様式がより明解となり、インフルエンザウイルスが宿主細胞膜上のガングリオシドやシ
アル酸含有糖タンパク質受容体へ結合する機構の解明や医薬品設計に重要な情報を得るこ
とができる。
【０３６９】
[代謝型グルタミン酸レセプターファミリーのモデリング例]
次に、代謝型グルタミン酸レセプターファミリーのモデリングの処理の詳細について図２
４～図２７を参照して説明する。
【０３７０】
従来法による複数鎖を有するタンパク質の立体構造構築方法においては、任意のアミノ酸
配列を有する複数鎖の目的タンパク質を「FAMS」のようなホモロジーモデリング法による
単数鎖のタンパク質の立体構造構築方法に修正を加えて、複数鎖を有するタンパク質を単
数鎖のタンパク質のように扱いながら立体構造を構築していく方法が挙げられる。
【０３７１】
しかしながら、この手法による複数鎖のタンパク質の立体構造構築では、アルゴリズムの
制限により、例えば１残基のみのアミノ酸を取り扱う場合では立体構造構築の精度が下が
り難しいということが経験的に分っている。そこで、本実施例では、グルタミン酸レセプ
ターにおいて、機能的に意味のある一残基のグルタミン酸をリガンドとして扱い、グルタ
ミン酸レセプターのダイマーにグルタミン酸（アミノ酸一残基）が結合した複合体モデル
を構築し、本発明方法により従来法よりも精度が高い立体構造モデルを構築でき、本発明
法が進歩性、新規性を有するということを示す。
【０３７２】
ラット由来の代謝型グルタミン酸受容体タイプI蛋白質（Metabotropic glutamate recept
or 1）のアミノ酸１次配列は、Swiss-Protより取得した（エントリ名 MGR1_RAT, アクセ
ッション番号P23385）。図２４は、ラット由来の代謝型グルタミン酸受容体タイプIの全
アミノ酸配列を示す図である（配列表の配列番号１７参照。）。
【０３７３】
これは図２４に示すとおり、全体が1199残基で、前半の下線で示した477残基中、448～45
6番目の残基同士が接触部位となり２量体（ホモダイマー）となり、グルタミン酸受容体
部分を形成していることが、森川らによるＸ線構造解析の結果、明らかとなっている。グ
ルタミン酸受容体部分を形成していることが、森川らによるＸ線構造解析の結果、明らか
となっている(Kunishima, N., Shimada, Y., Tsuji, Y., Sato, T., Yamamoto, M., Kuma
saka, T., Nakanishi, S., Jingami, H., Morikawa, K.: Structural Basis of Glutamat
e Recognition by a Dimeric Metabotropic Glutamate Receptor Nature 407 pp. 971 (2
000)) 。PDBには３種類の蛋白質立体構造(1EWK, 1EWT, 1EWV)として登録されている。
【０３７４】
うち、1EWKはリガンドとして機能的に意味のあるグルタミン酸（アミノ酸一残基）が含ま
れているが、477残基中125～153残基部分欠損部分があり、複合体の立体構造としては不
完全である。
【０３７５】
そこで、この1199残基をクエリーとして、2001年11月時点のPIRをモチーフプロファイル
とし、PIR, Swiss Prot, TREMBL, TREMBL_NEW, GenPept等のタンパク質アミノ酸配列デー
タベース（いずれも2001年11月時点）の774804配列に対してPSI-BLAST検索を行った。Ｅ-
value が0.001以下の条件で実施した結果、14509個の相同配列とのアライメントを取得し
た。そのうちＥ-value が0となるものが70ある（ホモロジーは23～100%）。これらは、機
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能的にほぼ同一と見てよい。この中で同じRAT由来のレセプターでSwiss Prot中のエント
リー名「MGR5_RAT」アクセッション番号「P31424」のモデリングを行った。ホモロジーは
62.2%であった。
【０３７６】
ここで、図２５は、アライメントの一例を示す図である（配列表の配列番号１８および配
列番号１９参照。）。図２５のアライメント中でPDBの1EWKの座標が存在する部分に関し
て「P31424」のホモダイマーとアミノ酸一残基のグルタミン酸との複合体のモデリングを
行った。アライメントを修正し、入力ファイル形式は、鎖の分かれ（終端）を示す「U」
と機能的に意味のあるアミノ酸一残基のグルタミン酸をリガンドとして、その存在を表す
「Z」を加えて、図２６に示す入力ファイルを作成した。図２６は、入力ファイル形式の
一例を示す図である。
【０３７７】
図２６において、「Z」が示すところのリガンド座標（グルタミン酸）は以下のとおりで
ある。

【０３７８】
そして、モデリングを行った結果、作成したモデルを図２７に示すようにグラフィックで
表示した。ここで、図２７は、「MGR5_RAT」（A鎖：grey、B鎖：dark grey）のダイマー/
グルタミン酸（ball and stick）複合体のモデルの一例を示す図である。
【０３７９】
このように、本発明方法により、機能的に意味のあるアミノ酸一残基のグルタミン酸とグ
ルタミン酸レセプターのダイマーとの複合体モデルを構築することができる。



(97) JP 4368594 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

【０３８０】
一方、アミノ酸一残基のグルタミン酸をタンパク質鎖として扱い、上記入力ファイル中で
「Z」の代わりに「EU」と置き換えモデリングを行うことを試みたが、アルゴリズム上の
制限により、立体構造の構築が出来なかった。さらに、上記入力ファイル中で「Z」を除
いて、立体構造を構築した場合は、機能的に重要なアミノ酸一残基のグルタミン酸を含ま
ない、「MGR5_RAT」のホモダイマーのみの立体構造を構築することが出来た。
【０３８１】
以上のことから、従来法では取り扱うことが難しいと考えられる、例えば1残基からなる
のアミノ酸分子をリガンドとして取り扱うことで、本発明法は、従来法よりも精度の向上
した、進歩性、新規性を有する複合体モデルを構築することができることが分った。
【０３８２】
[他の実施の形態]
さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形態
以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施
の形態にて実施されてよいものである。
【０３８３】
例えば、タンパク質構造予測装置１００を、アミノ酸配列データベースシステムとして構
成してもよい。すなわち、このアミノ酸配列データベースシステムは、アミノ酸配列につ
いて、各タンパク鎖のアミノ酸配列の末尾に終止記号を付加し、および／または、リガン
ドの存在を示すリガンド存在記号を付加した修正配列を格納し（上述した実施形態のアミ
ノ酸配列データファイル１０６ａが該当する。）、上記修正配列を用いて、リガンド分子
を構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態
での目的タンパク質の全立体構造を、上記目的タンパク質と上記リガンドとの相互作用計
算を行いながら、ホモロジーモデリング手法を用いて構築する拡張型ホモロジーモデリン
グを行う（上述した実施形態の拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの処理が該当する
。）。このことで、自動的な立体構造構築を可能とし、網羅的に立体構造を構築すること
ができる。更に作成された立体構造を閲覧する際、入力ファイルのみからリガンドの性質
を知ることができる、また、作成された立体構造をファイルに保存する際、例えばリガン
ド毎にディレクトリーを作成し、その中に立体構造を納入することで整理を行うことがで
きるなど、立体構造の選択、移動といった作業の効率化を実現する。
【０３８４】
また、タンパク質構造予測装置１００がスタンドアローンの形態で処理を行う場合を一例
に説明したが、タンパク質構造予測装置１００とは別筐体で構成されるクライアント端末
からの要求に応じて処理を行い、その処理結果を当該クライアント端末に返却するように
構成してもよい。
【０３８５】
また、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行なわれるものとして説明した
処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行なわれるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０３８６】
この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種の登録デー
タや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記す
る場合を除いて任意に変更することができる。
【０３８７】
また、タンパク質構造予測装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なもので
あり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
【０３８８】
例えば、タンパク質構造予測装置１００の各部または各装置が備える処理機能、特に制御
部１０２にて行なわれる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）および当該ＣＰＵにて解釈実行され
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るプログラムにて実現することができ、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェ
アとして実現することも可能である。なお、プログラムは、後述する記録媒体に記録され
ており、必要に応じてタンパク質構造予測装置１００に機械的に読み取られる。
【０３８９】
すなわち、ＲＯＭまたはＨＤなどの記憶部１０６などには、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）と協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプロ
グラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭ等にロードされること
によって実行され、ＣＰＵと協働して制御部１０２を構成する。また、このコンピュータ
プログラムは、タンパク質構造予測装置１００に対して任意のネットワーク３００を介し
て接続されたアプリケーションプログラムサーバに記録されてもよく、必要に応じてその
全部または一部をダウンロードすることも可能である。
【０３９０】
また、本発明にかかるプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納するこ
ともできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用の
物理媒体」や、各種コンピュータシステムに内蔵されるＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤ等の任意の
「固定用の物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネット
ワークを介してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログラ
ムを保持する「通信媒体」を含むものとする。
【０３９１】
また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であり
、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも
単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成され
るものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラムと
協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において記
録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインスト
ール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【０３９２】
記憶部１０６に格納される各種のファイル、データベース等（アミノ酸配列データファイ
ル１０６ａ～リガンド座標データファイル１０６ｃ）は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置
、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、光ディスク等のストレ
ージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラムやテーブルやフ
ァイルやデータベースやウェブページ用ファイル等を格納する。
【０３９３】
また、タンパク質構造予測装置１００は、既知のパーソナルコンピュータ、ワークステー
ション等の情報処理端末等の情報処理装置にプリンタやモニタやイメージスキャナ等の周
辺装置を接続し、該情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウェア（プログラム
、データ等を含む）を実装することにより実現してもよい。
【０３９４】
さらに、タンパク質構造予測装置１００等の分散・統合の具体的形態は明細書および図面
に示すものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷等に応じた任意の単位で、機
能的または物理的に分散・統合して構成することができる（例えば、グリッド・コンピュ
ーティングなど）。例えば、各データベースを独立したデータベース装置として独立に構
成してもよく、また、処理の一部をＣＧＩ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）を用いて実現してもよい。
【０３９５】
また、ネットワーク３００は、タンパク質構造予測装置１００と外部システム２００とを
相互に接続する機能を有し、例えば、インターネットや、イントラネットや、ＬＡＮ（有
線／無線の双方を含む）や、ＶＡＮや、パソコン通信網や、公衆電話網（アナログ／デジ
タルの双方を含む）や、専用回線網（アナログ／デジタルの双方を含む）や、ＣＡＴＶ網
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や、ＩＭＴ２０００方式、ＧＳＭ方式またはＰＤＣ／ＰＤＣ―Ｐ方式等の携帯回線交換網
／携帯パケット交換網や、無線呼出網や、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の局所無線網や、ＰＨＳ
網や、ＣＳ、ＢＳまたはＩＳＤＢ等の衛星通信網等のうちいずれかを含んでもよい。すな
わち、本システムは、有線・無線を問わず任意のネットワークを介して、各種データを送
受信することができる。
【０３９６】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明によれば、従来のホモロジーモデリング法の適用範囲
を、立体構造の構築過程でタンパク質とリガンドとの相互作用計算を行いながら、側鎖に
対しては実験構造を参考にしたデータベースなどを用いて、又、主鎖には側鎖と同様なデ
ータベースとシュミレーティッドアニーリングのような分子動力学計算などを用いて、タ
ンパク質の立体構造が構築できるようにすることで拡張し、全自動または手動的にリガン
ド分子を構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合し
た状態でのタンパク質の全立体構造を同時に構築するので、従来のホモロジーモデリング
法（例えばFAMSなど）を用いる従来型の単数鎖を含む複数鎖モデリングでは知られておら
ず、また示唆もされていない手法で、新規にホモロジーモデリング手法の適応範囲を拡張
し、リガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造を構築するこ
とができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記
録媒体を提供することができる。
【０３９７】
また、本発明によれば、リガンドが結合した状態での単数鎖を含む複数鎖のタンパク質の
立体構造構築手法はホモロジーモデリング法に代表される経験的モデリング法以外にも非
経験的モデリング法にも適応可能であるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方
法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０３９８】
また、本発明によれば、タンパク質の全立体構造の構築と最適化を同時に行い、通常は厳
密に取り扱われるリガンド原子の種類を考慮せずに済むリガンドの実在を考慮することで
、リガンドが結合したタンパク質のモデル構造の妥当性を向上させると同時に、平均化さ
れたパラメータの使用によって多種多様なリガンドが結合したタンパク質のモデル構造の
計算過程の単純化・効率化を実現することができるタンパク質構造予測装置、タンパク質
構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０３９９】
また、本発明によれば、従来法では取り扱うことが極めて困難であった例えばDNA、薬剤
成分、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホルモンを含む全ての物質と単数鎖を含む複数鎖
タンパク質との複合体の立体構造を構築することが可能になるタンパク質構造予測装置、
タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４００】
また、本発明によれば、従来法でのタンパク質立体構造の構築方法の適応範囲を大幅に拡
大するとともに、農薬、医薬品といった分子設計、タンパク質の機能解析を行う上で大変
重要な情報である当該アミノ酸配列が生体内で機能するために関与する全て物質を含んだ
状態での完全な複合体の立体構造構築が可能となるタンパク質構造予測装置、タンパク質
構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４０１】
また、本発明によれば、全立体構造作成時にタンパク質の動的な性質をホモロジーモデリ
ング法のアルゴリズムに取り込むことで、特に例えば農薬、医薬品を代表とする、さらに
は金属、ホルモンといったタンパク質の機能に大変重要であるリガンドとタンパク質との
相互作用解析において精度の高い全立体構造を提供することを実現するタンパク質構造予
測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができ
る。
【０４０２】
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また、本発明によれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法を用いる際に、参照タンパク
質が例えばリガンドの有無で分けた立体構造データベースから検索され、目的タンパク質
構築の際には、例えばCαからなる部分構造や主鎖やCβからなる部分構造は、リガンドの
有無により分けた立体構造データベースをから検索されるので、ホモロジーモデリングに
よって作成されるタンパク質のモデルの特にリガンド結合部位の構造の精度を向上させる
ことができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、
記録媒体を提供することができる。
【０４０３】
また、本発明によれば、参照タンパク質の立体構造データベースをリガンドの有無などに
より複数用意して使用することは従来法では行っておらず、例えばリガンドの有無による
タンパク質の立体構造の変化をよく反映し、精度よく立体構造を作成することを実現する
ことができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、
記録媒体を提供することができる。
【０４０４】
また、本発明によれば、参照タンパク質の立体構造の基準振動計算後、該参照タンパク質
の立体構造をポテンシャルエネルギーが極小の状態から該タンパク質の固有の振動方向に
変化させた座標を新しい参照タンパク質の立体構造として使用することにより、ホモロジ
ーモデリングによって作成されるタンパク質のモデルの特にリガンド結合部位の構造の精
度を向上させることができるようになるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方
法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４０５】
また、本発明によれば、基準振動計算後に該参照タンパク質の立体構造をポテンシャルエ
ネルギーが極小の状態から該タンパク質の固有の振動方向に変化させた座標はデータベー
スとして保存され、参照タンパク質のコード番号を基に検索することができるタンパク質
構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供すること
ができる。
【０４０６】
また、本発明によれば、こうした参照タンパク質の立体構造データベースを複数用意し、
使用することは従来法では行っておらず、例えばリガンドの有無によるタンパク質の立体
構造の変化をよく反映し、精度よく立体構造を作成する等を実現することができるタンパ
ク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供する
ことができる。
【０４０７】
また、本発明によれば、参照タンパク質の原子の位置のエネルギーの指標となる目的関数
を用いての最適化の際に、タンパク質の動的な性質を反映したパラメータとして、タンパ
ク質の動的挙動を該参照タンパク質の基準振動解析の計算から得られる常温付近のゆらぎ
のデータ、もしくはその代用として参照タンパク質の二次構造判定結果から得られるαへ
リックスやβシートの立体構造のゆらぎにくさのデータをその目的関数に取り込んでリガ
ンドが結合したタンパク質のモデル作成に使用するタンパク質構造予測装置、タンパク質
構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４０８】
また、本発明によれば、拡張型ホモロジーモデリングの手法において、加えるリガンドの
立体構造座標の入力形式を、プログラム起動時にリガンド座標のファイル名の指定するこ
とに工夫を加えて、参照タンパク質と目的タンパク質との配列アライメントの書式中に、
一つのタンパク質鎖の配列の終了を意味する文字などの「終止記号」を付加し、リガンド
の結合するタンパク質の配列の後に、加えるリガンドの存在を示す文字などの「リガンド
存在記号」を付加して配列を修正するタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法
、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４０９】
また、本発明によれば、複数の特別文字をリガンドの結合したタンパク質の終止記号「Ｕ
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」の後に書きいれることで、複数のタンパク鎖からなるタンパク質の配列の切れ目とリガ
ンドの存在を示し、単鎖を含めた複数鎖からなるタンパク質や実験的に決定できるタンパ
ク質領域を含む見かけ上複数鎖を含めた全てのタンパク質の全立体構造構築を全自動で行
うことができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および
、記録媒体を提供することができる。
【０４１０】
また、本発明によれば、このように入力ファイルに工夫を加えることで、入力ファイルを
操作することのみでリガンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構
築が可能となり、例えば大量のアミノ酸配列に対して、リガンドが結合した状態の単鎖を
含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行う場合、当該入力ファイルを使用したプログラ
ムを別途作成することで自動的処理を行うことができるタンパク質構造予測装置、タンパ
ク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４１１】
さらに、本発明によれば、作成したリガンドが結合した状態の単鎖を含む複数鎖タンパク
質の立体構造に関して、例えばリガンドの有無やリガンドの種類ごとにディレクトリーを
区別し整理、検索を行う場合などに、入力ファイルを用いたプログラムを作成することで
処理することができ、大量のタンパク質の立体構造処理を自動的にかつ効率的に行うこと
ができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録
媒体を提供することができる。
【０４１２】
さらに、本発明によれば、一つのタンパク質の配列の終了を意味するUや加えるリガンド
の存在の数を示す文字(一つのタンパク質の配列の終了を意味するUの後のアラビア数字又
はアラビア数字の数のZ)はアミノ酸を表す１文字コード以外は別の文字を利用することで
きるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体
を提供することができる。
【０４１３】
さらに、本発明によれば、リガンドの原子種類に依存しない単純で取り扱い易い平均化さ
れたパラメータを使用したモデルタンパク質とリガンドとの相互作用関数がこの計算式か
らなり、立体構造構築における全てのプロセスでリガンドとの相互作用エネルギーの指標
Uligandの当該計算が行われるようになるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測
方法、プログラム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４１４】
さらに、本発明によれば、リガンドと目的タンパク質との相互作用を反映させてリガンド
が結合した状態での単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行うことができるタン
パク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供す
ることができる。
【０４１５】
さらに、本発明によれば、動的性質パラメータを使用し、タンパク質の立体構造の動的な
性質を適切に反映させて単鎖を含む複数鎖タンパク質の立体構造構築を行うことができる
タンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提
供することができる。
【０４１６】
さらに、本発明によれば、入力ファイルのリガンドの立体構造座標が、参照タンパク質の
プロテイン・データ・バンク(ＰＤＢ)の中に含まれるリガンド座標、分子力学法または分
子動力学法を用いて作成されたリガンド座標、さらには既存のリガンドデータベースから
検索したリガンド座標の少なくとも一つを用いることにより、使用するリガンドの種類や
数を限定せず、蛋白質、ペプチド、DNA、薬剤成分、金属、イオン、糖類、核酸成分、ホ
ルモンを含む全ての物質を当該リガンドと見なして、広範囲のリガンドつきのたんぱく質
の全立体構造を同時に、単純化した計算過程の効率的な計算方法を利用して構築すること
ができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録
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媒体を提供することができる。
【０４１７】
さらに、本発明によれば、入力ファイルのリガンドの立体構造座標として機能既知の参照
タンパク質のＰＤＢの中のリガンド座標をそのまま使用することにより、タンパク質モデ
ル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、入力ファイルのアミノ酸配列を構成要
素とする目的タンパク質が、機能既知の該リガンドと相互作用すると判断することができ
るタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を
提供することができる。
【０４１８】
さらに、本発明によれば、入力ファイルとして使用するリガンド座標を選択する際に、数
多くのリガンドの立体構造座標が含まれるデータベースからリガンドを選択し、タンパク
質のモデル構造として妥当な全立体構造が構築された場合、機能既知の該タンパク質と該
リガンドが相互作用すると判断することにより、リガンドの機能推定をタンパク質の構築
と同時に行うことができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラ
ム、および、記録媒体を提供することができる。
【０４１９】
さらに、本発明によれば、入力ファイルとして新規なアミノ酸配列およびリガンド座標、
もしくはどちらか一方が新規であるものを使用し、タンパク質のモデル構造として妥当な
全立体構造が構築された場合、該タンパク質と該リガンドが相互作用し、それらタンパク
質とリガンドとの両方が共通な機能を有すると判断する、新規な分子の設計方法を提供す
ることができるタンパク質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および
、記録媒体を提供することができる。
【０４２０】
さらに、本発明によれば、リガンドを別のタンパク質とみなすことにより、当該別のタン
パク質を構成する原子が電気的極性を持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合し
た状態での目的タンパク質の全立体構造を、目的タンパク質と別のタンパク質との相互作
用計算を行いながら、ホモロジーモデリング手法を用いて構築することができるタンパク
質構造予測装置、タンパク質構造予測方法、プログラム、および、記録媒体を提供するこ
とができる。
【０４２１】
さらに、本発明によれば、任意のアミノ酸配列が与えられた場合において、従来のホモロ
ジーモデリング法の適用範囲を、入力ファイルにリガンドの立体構造座標を単鎖を含む複
数鎖タンパク質の立体構造の構築の際に使われるタンパク質のアミノ酸の入力ファイルに
さらに終端記号とリガンドを表す文字記号を加え、立体構造の構築過程でタンパク質とリ
ガンドとの相互作用計算を行いながら、側鎖に対しては実験構造を参考にしたデータベー
スを用いて、又、主鎖には側鎖と同様なデータベースとシュミレーティッドアニーリング
のような分子動力学計算を用いて、タンパク質の立体構造が構築できるようにすることで
拡張し、全自動または手動的にリガンドが、リガンド分子を構成する原子が電気的極性を
持たない平均的な原子半径を持つ剛体として結合した状態でのタンパク質の全立体構造を
同時に構築することができるアミノ酸配列データベースシステムを提供することができる
。
【０４２２】
【配列表】
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による複数鎖から成るタンパク質の立体構造構築法の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２】本発明が適用される本システムの構成の一例を示すブロック図である。
【図３】拡張型ホモロジーモデリング部１０２ｃの構成の一例を示すブロック図である。
【図４】目的関数調整部１０２ｈの構成の一例を示すブロック図である。
【図５】　HUMAN由来のMMP-12の全アミノ酸配列を示す図である。
【図６】クエリー配列と参照タンパク質（１ＭＭＢ）とのアライメントの表示例を示す図
である。
【図７】入力ファイル形式の一例を示す図である。
【図８】　Batimastat（Ball and Stick）が結合した状態でのMMP-12の立体構造モデルの
一例を示す図である。
【図９】　Batimastat（Ball and Stick）が結合した状態でのMMP-12の立体構造を比較の
一例を示す図である。
【図１０】　MMP-12のBtimastat結合部分におけるX線構造解析立体構造（１JK3）と、従
来法および拡張型法での立体構造モデルとのRSMDの比較結果（単位；Å）の一覧を示す図
である。
【図１１】　HUMAN由来のTBPの全アミノ酸配列を示す図である。
【図１２】クエリー配列と参照タンパク質（1D3U）とのアライメントの一例を示す図であ
る。
【図１３】入力ファイル形式の一例を示す図である。
【図１４】　DNA断片（grey arrow）が結合した状態でのTBP(dark gray)の立体構造モデ
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ルの一例を示す図である。
【図１５】　DNA断片（brack arrow ）が結合した状態でのTBP の立体構造の比較の一例
を示す図である。
【図１６】　TBPのDNA断片結合部分におけるX線構造解析立体構造（１CDW）と従来法およ
び拡張型法での立体構造モデルとのRSMDの比較結果（単位；Å）の一覧を示す図である。
【図１７】１JSHのHA1のアミノ酸配列を示す図である。
【図１８】１JSHのHA２のアミノ酸配列を示す図である。
【図１９】クエリー配列（HA1）と目的タンパク質とのアライメントの一例を示す図であ
る。
【図２０】クエリー配列（HA２）と目的タンパク質とのアライメントの一例を示す図であ
る。
【図２１】入力ファイル形式の一例を示す図である。
【図２２】「Q9Q0I0」（grey）/「CAA24291x1」（dark grey）/糖、糖レセプター類似化
合物（ball and stick）複合体のモデルの一例を示す図である。
【図２３】「Q９Q0I0」（grey）と糖鎖レセプター類似化合物(black ) との結合部分の拡
大図の一例を示す図である。
【図２４】ラット由来の代謝型グルタミン酸受容体タイプIの全アミノ酸配列を示す図で
ある。
【図２５】アライメントの一例を示す図である。
【図２６】入力ファイル形式の一例を示す図である。
【図２７】「MGR5_RAT」（A鎖：grey、B鎖：dark grey）のダイマー/グルタミン酸（ball
 and stick）複合体のモデルの一例を示す図である。
【符号の説明】
１００　タンパク質構造予測装置
１０２　制御部
１０２ａ　目的アミノ酸配列取得部
１０２ｂ　リガンド座標取得部
１０２ｃ　拡張型ホモロジーモデリング部
１０２ｄ　配列修正部
１０２ｅ　第１機能推定部
１０２ｆ　第２機能推定部
１０２ｇ　第３機能推定部
１０２ｈ　目的関数調整部
１０２ｉ　参照タンパク質検索部
１０２ｊ　参照タンパク質構造変更部
１０２ｋ　相互作用関数計算部
１０２ｍ　最適化部
１０４　通信制御インターフェース部
１０６　記憶部
１０６ａ　アミノ酸配列データファイル
１０６ｂ　タンパク質構造データファイル
１０６ｃ　リガンド座標データファイル
１０８　入出力制御インターフェース部
１１２　入力装置
１１４　出力装置
２００　外部システム
３００　ネットワーク
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２２】 【図２３】



(180) JP 4368594 B2 2009.11.18
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【図２６】 【図２７】
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