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PDFAMS ツ-ル リリ-ス予定  

PDFAMSによる複数のモデルからの最良モデル自動判別ツ-ル 

2006 年夏に開催されましたタンパク質立体構造予測の国際コンテストCASP7(Critical 
Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction)において、株式会社インシリ
コサイエンスアドバイザーの北里大学梅山教授は、200を超える参加グループの中で世界最
高レベルの成績をおさめました。 



そのCASP7で多数のモデルから最適なモデルを選び出し、著しくモデルの精度を向上させ
ることに成功したクウォリティーアセスメントプログラム(CIRCLE)をPDFAMSに組込み
ました。 
PDFAMSと同様にFASTA形式でアミノ酸配列を入力しますと、各種アライメントツール
(PDFAMSではPDB 95% NRに対するRPS-BLASTだけですが、PDB 95% NR、Pfam、NCBI 
NRなどのデ-タベ-スにFASTA、BLAST、PSI-BLAST、IMPALA、PSI-PREDを組み合わ
せて実行)から得られるアライメントデ-タの中から、PDFAMSで有意な数だけモデリング
をしたのち、CIRCLEでそれらモデルの順位付けをに行い、最良のモデル構造がどれかを探
しだす機能を有するツ-ルです。 
本ツ-ルにご関心があります方は、 HTUお問い合わせフォ-ム UTHからお願いいたします。 
 
CASP7の結果、CIECLEの詳細: 
HTUProteins, 69, Suppl 8, 98-107 (2007)UTH 
特許出願 2006-316356現未公開 
 
 
 
==================＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1残基置換によってタンパク質の基質変換をするために、貴兄のモデリングしたいタンパク
質は以下のものではありませんが、参照する X線解析の PDBのデータは同じです。ホモロ
ジー３３％程度の参考になるターゲットを探しました。 
 
 
すると、sp|Q8NE62|CHDH_HUMAN Choline dehydrogenase, mitochondrial precursor 
(CHD) (CDH)がぴったりでした。そこで、この Choline dehydrogenase, mitochondrial 
precursorをモデリングして、そのタンパク質の基質変換を 1残基置換によって行う方法の
確立を検討しました。これを見れば、貴兄の基質変換したいタンパク質の出来具合が簡単

に想像できると思います。 
 
 
FAMD result of 'ref_NP_060867.1_' 
 



 

 

 

 

 

さて、 

貴兄の欲しいドッキングするための、タンパク質モデルは（１）のタンパク質

座標。そして貴兄の基質であるドッキング化合物は、予めドッキングされた複

数の化合物指紋を使って、ChooseLD プログラムでフィットされる。 

 

 

 

（１）モデル Iである。この場合は２JBM からモデリングした座標で、この座標

系にいろいろな基質様リガンドをフィットして、フィンガープリントを

作成し、その指紋に決めたいリガンドをフィットする（インシリコサイ

エンス社特許範囲）。 



 

 



 

 



上の図の右下のカラーで色分けしたリガンド群が化合物指紋を構成する要素になります。

我々はこれらの化合物指紋を simulated annealing の基底にして、ドンキング計算をしま
す。簡単な計算ではありません。しかし、理論的には 
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2008 年 3 月 1 日 原子タイプと原子間結合規則を含む化学記述子をターゲットタンパク質の３

次元座標から抽出して作成された化合物指紋(Finger Print)セットにフィットする化合物侯補を

インシリコスクリーニングする方法ChooseLDを開発しました。特願 2007-293751(11 月 12 日

出願); HTUChem.Pharm.Bull.(Bioinformatics based ligand-docking and in-silico screening) UTH 

 

 
から、投稿された理論の論文を見ることが出来ます。 
 
 

 

HTU焼きなまし法 - Wikipedia UTH 

焼きなまし法(Simulated Annealing、SAと略記、擬似焼きなまし法、シミュレーティド・アニ

ーリングともいう)は、大域的最適化問題への汎用の確率 .... Simulated Annealing(英語) 焼き

なまし法を使った巡回セールスマン問題を解く Javaアプレットがある。 ... 



 

 
6FA1_ABL2_KBG3_G2F4_AND5_ FAMD result of NP_060867 
ligand_fit_6FA1_ABL2_KBG3_G2F4_AND5_ FAMD result of NP_060867.msv 
 

上記にフィットの仕方を示したが、基質変換の前と後の化合物をド

ッキングして、そこで、 

リガンドこみでタンパク質の 1残基置換を徹底的におこなう。（この

場合、1残基置換はリガンド周辺に限って行えば十分である。）構造

安定と同様に circle で自由エネルギーを一番安定化する 1 残基置換

を探索する。 

 
これによって、貴兄の求めたい、基質変換をするタンパク質がデザインできる。 



 
 
===============================＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
以下は参考モデル。 
 
（２）5個の基質様リガンドが入ったタンパク質モデルを ligand-FAMSで作成 
 
 
上記の構造をドッキングモデル作成のためのタンパク質モデルとする。 
#Ligand No.0 1NAA_6FA_00 finished. 

#Ligand No.1 1NAA_ABL_00 finished. 

#Ligand No.2 2F5V_KBG finished. 

#Ligand No.3 2IGO_G2F_00 finished. 

#Ligand No.4 1COY_AND finished. 

 

 

 

加納君 

 

/kmd3_bij2/users/kanou/Insilico/apache/SHELL/ref_NP_060867.1_/ref_NP_060867.1__IMPPDB

95_1_1_1_1209185930.sh を実行して下さい。 

ligand-file:/kmd3_bij2/users/kanou/Insilico/apache/LIGAND/ref_NP_060867.1_/ref_NP_060

867.1__IMPPDB95_1_1_1_1209185930.lig 

 

ref_NP_060867.1__IMPPDB95_1_1_1(鋳型:2JBV_B)モデルの100%モデリングです。 

 

リガンドは、 

1NAA_A の 1NAA_6FA_00 を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと1NAA_Aの重ね合わせにはCE

を使用) contact(2.5A):8 bs_hom(8A):43.4%, 

1NAA_A の 1NAA_ABL_00 を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと1NAA_Aの重ね合わせにはCE

を使用) contact(2.5A):17 bs_hom(8A):26.1%, 

2F5V_A の 2F5V_KBG を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと2F5V_Aの重ね合わせにはCEを

使用) contact(2.5A):6 bs_hom(8A):28.6%, 

2IGO_A の 2IGO_G2F_00 を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと2IGO_Aの重ね合わせにはCE

を使用) contact(2.5A):9 bs_hom(8A):28.6%, 

1COY__ の 1COY_AND を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと1COY__の重ね合わせにはCEを



使用) contact(2.5A):13 bs_hom(8A):25.6% 

を使用しています。 

 

 
上記のジョブで、5個のリガンドが入ったタンパク質モデルを ligand-FAMSで作成する。 
 
 
 
 
（３）基質様リガンドを含まず、補酵素を含んで、タンパク質モデリング 

 
次に、基質様リガンドを含まず、補酵素を含んで、タンパク質モデリングを実行する。 
 
/kmd3_bij2/users/kanou/Insilico/apache/SHELL/ref_NP_060867.1_/ref_NP_060867.1_

_IMPPDB95_1_1_1_1209186472.mail  

 

加納君 

 



/kmd3_bij2/users/kanou/Insilico/apache/SHELL/ref_NP_060867.1_/ref_NP_0

60867.1__IMPPDB95_1_1_1_1209186472.sh を実行して下さい。 

ligand-file:/kmd3_bij2/users/kanou/Insilico/apache/LIGAND/ref_NP_06086

7.1_/ref_NP_060867.1__IMPPDB95_1_1_1_1209186472.lig 

 

ref_NP_060867.1__IMPPDB95_1_1_1(鋳型:2JBV_B)モデルの 100%モデリングです。 

 

リガンドは、 

1NAA_A の 1NAA_6FA_00 を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと 1NAA_A

の重ね合わせにはCEを使用) contact(2.5A):HU8UH bs_hom(8A):HU43.4%UH, 

2F5V_A の 2F5V_FAD を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと 2F5V_Aの

重ね合わせにはCEを使用) contact(2.5A):HU13UH bs_hom(8A):HU44.4%UH, 

1COY__ の 1COY_FAD を 2JBV_B の座標系に移したもの(2JBV_Bと 1COY__の

重ね合わせにはCEを使用) contact(2.5A):HU10UH bs_hom(8A):HU44.6%UH 

を使用しています。 

 

 



 


