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1.はじめに
本設計書では、分子動力学シミュレーションソフト(cosgene)の「NVE および NVT アン
サンブルにおける MD 計算機能」の方式について説明する。。

また、本ソフトウェアの背景と目的、研究開発の内容を以下に示す。

■背景と目的
ゲノム情報は直接の産物である蛋白質として具現することにより初めて生体内で目的と
する機能を発現することができる。現在、急速に進行しつつあるゲノム解析は、結果とし
て膨大な量の蛋白質の一次構造データを生産し続けており、ゲノム情報を人間社会の発展、
健康・福祉に役立てるためには、蛋白質がいかなるものであるかを明らかにすることが 21
世紀の重大な研究課題である。そのためには、まず蛋白質がどのような機構で機能を発揮
しているかを明らかにすることが必要であり、蛋白質及びそれらと相互作用する生体高分
子（蛋白質、核酸、脂質、多糖等）の立体構造を原子レベルで解析し、それに基づいて分
子間相互作用を詳細に解明することが有効かつ重要である。また、今後得られる構造や相
互作用に関する膨大な情報を効率よく解析し、蛋白質の構造解析を加速化するためにはコ
ンピューターによる構造情報解析技術の開発が不可欠である。本研究開発は、膜蛋白質等
及びその複合体について、その立体構造や相互作用部位を原子レベルで測定・解析する構
造解析装置（Ｘ線、電子線、核磁気共鳴（ＮＭＲ））を開発し、膜蛋白質等の機能や分子間
相互作用を効率的かつ高精度に解析する技術を開発する。また、構造情報解析技術の確立
のため、高精度モデリング技術やシミュレーション技術の開発を併せて行う。

■研究開発の内容
・電子線及びＸ線による蛋白質の構造と分子機構解析技術の開発
・核磁気共鳴法（ＮＭＲ）による分子間相互作用解析技術の開発
・データベースとシミュレーション計算を活用した構造情報解析技術の開発
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2. 新 MD Simulation System の概要
2.1 目的
Multicanonical method などの統計物理学的に厳密な高効率の構造探索を行うアルゴリズ
ムに基づく構造探索エンジンを持ち、大きな蛋白質複合体や膜蛋白質の取り扱いにも適し
た相互作用の効率的な計算や境界条件の設定が可能である、汎用的でかつ高効率なシミュ
レーション計算システムを実現する。

① Multicanonical method などの高効率構造探索手法をシミュレーション計算システム
として実現し、蛋白質複合体や膜蛋白質を対象として、境界条件を工夫したシミュレ
ーション計算が行えるようにする。
② 特に、膜蛋白質の系を立方体セルではなく斜方体セルで扱い、静電相互作用を正しく
取り込んだ脂質二重膜のシミュレーションを精度良く行える機能を実現する。
③ さらに、自由エネルギー地形は力場パラメータに強く依存するが、その問題を回避す
るために、最近中村らによって提案された ab initio 分子軌道計算による力場補正の
手法を援用し、より精度の高い結果が得られるようにする。
④ 上記の方法を、独立性の高い多くのシミュレーション計算の集合体として、大規模な
クラスター型並列計算機上でも実現できるようにする。

Multicanonical アンサンブルを得るためには、iterative な計算かレプリカ交換法を用
いるかしてエネルギー確立分布を平坦にする必要があるが、現状ではこの過程に膨大な時
間がかかり経験も必要である。この計算過程を効率化し自動化することができれば、より
迅速にシミュレーション計算を進めることが可能となる。現状では研究者の経験が必要で
あるため、未だに大きな自由度の系には適応できておらず、数残基から最大 10 残基程度の
水溶液中のペプチドにしか応用されていない。新たな技術的革新によって、この過程を迅
速化・自動化する必要がある。
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2.2 システム概要
新 MD Simulation System のシステム概要を以下に示す。システム全体としては、大きく
分けて次の機能からなる。

① 初期データ準備（初期座標、初期速度の決定）
② MD 計算
③ MD 計算結果分析
④ Multicanonical‑MD 用パラメータ作成（Multicanonical‑MD の場合）

各機能の関係を以下に示す。

①
データベース
分子情報

初期データ準備
・初期座標、初期速度
・エネルギー最小化

データの流れ

初期座標
初期速度

②
計算条件

MD 計算
・相互作用計算
・運動方程式
・温度・圧力制御

④ Multicanonical

Multicanonical
パラメータ

パラメータ作成
・多項式 fitting

③

trajectory
計算結果

MD 計算結果分析
・グラフ化
・分布関数

各種グラフ
分析結果

図１

各機能の関係
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(1) 初期データ準備
MD 計算を行うためにはまず、対象とする分子の初期座標と初期速度を決定する必要があ
る。分子の情報としては実験から求められた座標情報を使用するが、この情報には水素原
子の情報が除かれている場合が多い。このため、水素原子を付加する作業が必要になる。
また、全体の系のエネルギー的に安定な状態を作っておく必要もある。これらの作業を人
手ですべて行うのは非常に多くの時間と労力を必要とする。
新 MD Simulation System では初期データ準備支援機能として、トポロジー情報作成機能、
座標情報作成機能、エネルギー最小化機能を実装する。

(2) MD 計算
初期状態での分子の初期座標（トポロジー情報と原子座標）と初期速度を使用して、分
子の conformational エネルギーについて計算する。多数の原子から構成される仮想的な系
（原子の集合体のバルクと同じ性質を持った系）を考え、この系で与えられた原子間の相
互作用を用いて各原子に働く力を求め、運動方程式の時間に関する近似方程式により全て
の原子を一斉に運動させる。そして、時間に対する原子の位置と速度などの情報から種々
の物理量を求める。
新 MD Simulation System では、各種 trajectory 情報、自由エネルギー計算結果などの
情報、さらに、観測したい構造部分の trajectory 情報（モニター情報）を出力する。

(3) MD 計算結果分析
MD 計算によって出力される各種データに対して分析を行う。分析結果に対してはグラフ
化も行う。新 MD Simulation System では、各種 trajectory 等の情報を出力する。これら
の情報から、生体高分子の安定性に関連する原子の変動、自由エネルギーの変化、生体高
分子の周りの水分子の動きなどを明らかにすることができる。

(4) Multicanonical パラメータ作成
canonical 分布（または Multicanonical 分布）に対して polynomial fitting を行い、
Multicanonical‑MD 用のパラメータを作成する。このパラメータは Multicanonical‑MD を実
施する際の入力データの一つである。
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3. MD 計算機能概要
3.1 概要
多数の原子から構成される仮想的な系（原子の集合体のバルクと同じ性質を持った系）
での MD 計算機能を実現する。この系で与えられた原子間の相互作用を用いて各原子に働く
力を求め、運動方程式の時間に関する近似方程式により全ての原子を一斉に運動させる。
そして、時間に対する原子の位置と速度などの情報から種々の物理量を求める。

(1) MD 計算手順
以下に MD 計算の手順を示す。

① 与えられた原子の配置と速度、原子間に働く力の様式にもとづき、原子の相互配置（原
子間距離、角度）から、個々の原子に働く力を求める。
② 速度と力に従って、原子を運動させる。（運動方程式を解く）
③ 必要に応じて、温度と圧力の制御をする。（アンサンブルによる）
④ 微小時間だけ時刻を進め、終了時間であれば次へ、そうでなければ最初の処理へ戻る。
（ここまでの処理を繰り返し行う）

MD 計算機能に与える各原子の初期配置および初期速度は、
「初期データ準備機能」として
実現する。また、MD 計算結果である時間の関数としての原子配置、速度等から諸性質を求
めることは、「MD 計算結果分析機能」として実現する。

(2) アンサンブル
新 MD Simulation System では、以下のアンサンブルでの MD 計算を実現する。

① Microcanonical（エネルギー一定）
② canonical（温度一定、体積一定）
③ Multicanonical
④ Selectively enhanced multicanonical
⑤ NPT（温度一定、圧力一定）
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3.2 機能構成
新 MD Simulation System の MD 計算機能の機能構成を図２に示す。

MD 計算

データ入力

制御情報入力

各種情報入力（制御情報で指定）

MD 計算準備処理

MD 計算処理

相互作用計算

運動方程式計算

Verlet 法

SHAKE 法

温度制御

圧力制御

重心・運動量補正

計算値(trajectory 等)出力

MD 計算結果出力

トポロジー情報出力

座標情報出力

図２

機能構成

以下では、新 MD Simulation System のうち、「Multicanonical アンサンブルにおける MD
計算機能」の実現方式について説明する。
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4. Multicanonical MD
4.1 概要
京都大学・木寺詔紀および大阪大学・中島伸介、中村春木によって、B. A. Berg による
Multicanonical アンサンブルを、分子動力学計算によって得る方法が世界で初めて開発さ
れ、蛋白質の構造モデリングや自由エネルギー地形の解析に利用することが可能となった。
この新しい手法では、局所安定構造に捕らわれないこと、条件設定に必要なパラメータが
少なくてすむこと、探索した各構造の自由エネルギーの評価が容易なこと、が特徴であり、
サンプリングにバイアスをかける umbrella sampling 法の一種といえるが、反応座標がエ
ネルギーそのものであるため、バイアスのかけ方の定義が明確で汎用性に富む利点がある。
また、様々な温度での独立したシミュレーションを複数同時並行して実行するレプリカ
交換法は福島・根本が提案したが、分子研・岡本祐幸、杉田有治らによって分子動力学へ
応用されており、この手法も、構造探索の効率が高く、Multicanonical 手法との組み合わ
せが効果的であることも報告されている。

図３に、Multicanonical 計算手法の概略図を示す。

Multicanonical algorithm は、エネルギーを平らにすることによって、極めて高いサン
プリング効率が得られるように実現されたものである。この方法には二つの長所がある。

① 高温でシミュレーションを行うことにより、エネルギーのローカルミニマムに捕らえ
られることが避けられ、しかも、低エネルギー領域も高エネルギー領域と同程度に広
く探索され、サンプリング効率が極めて高い。
② Reweighting の公式により、サンプリングされたエネルギー領域において、任意の温
度における Canonical 分布を求めることができる。

Multicanonical 法は、さらに反応座標としてのエネルギーを複数に分割し、あるエネル
ギーに関与するエネルギー空間のみを選択的に高い効率で探索する手法や、２つのエネル
ギーを独立なパラメータとして２次元的に構造探索を行う手法など、各種のバリエーショ
ンの発展をみている。
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■ 通常の分子動力学シミュレーション

2kcal/mol
シミュレーション結果
局所安定構造に捕らわれ易い

■ Multicanonical 法による分子動力学シミュレーション

スケールされたポテンシャルエネルギー面

① 高 温 での シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン で あ ら か じ め探
索空間を把握し、実際の
ポ テ ン シ ャ ル を平 滑に
す る よ う な 仮 想 的 ポテ
ン シ ャ ルを 計 算し て お
く。

② 人 工 的に 加 えた 仮想
的 ポ テ ン シ ャ ルを 除い
て、正しい構造の分布を
だす。

2kcal/mol

シミュレーション結果

図３

通常の分子動力学シミュレーションと Multicanonical 法による
分子動力学シミュレーションの違い
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4.2 処理方式
Canonical ensemble のエネルギー確率分布Ｐc(Ｅ,Ｔ)は、一般的に正規分布でよく近似
できるので（その平均値は系の ensemble 平均<Ｅ>にほぼ等しい）、<Ｅ>に較べかなり低い
あるいはかなり高いエネルギー領域においては、Ｐc(<Ｅ>,Ｔ)に較べてオーダーがいくつ
も異なるくらい非常に小さい。低い温度では、高エネルギー領域におけるＰc(Ｅ,Ｔ)がか
なり小さいのでエネルギー障壁を越えることができず、高い温度では、低エネルギー領域
におけるＰc(Ｅ,Ｔ)がかなり小さいので我々が興味を持っている室温付近の温度における
正確な分布関数を求めることができない。
こうした Canonical simulation の欠点を克服する conformational sampling の手法のひ
とつとして、Multicanonical ensemble が考案された。それは flat なエネルギー分布関数
を持つ人工的な ensemble として定義される。

(1) Multicanonical algorithm
ある温度Ｔにおける Canonical ensemble のエネルギー確率分布は、次のように書ける。
1
ｎ(Ｅ)ｅ(−Ｅ／ｋＴ)

Ｐc(Ｅ,Ｔ) ＝

(1)

Ｚc
Ｅ

：系のポテンシャルエネルギー

ｎ(Ｅ)：スペクトル密度
ｋ

：ボルツマン係数

Ｚc

：Ｚc ＝ ΣＥ ｎ(Ｅ)ｅ(−Ｅ／ｋＴ) を満たす定数

この分布関数Ｐc(Ｅ,Ｔ)は、一般的に正規分布でよく近似できるので（その平均値は系
の ensemble 平均<Ｅ>にほぼ等しい）、<Ｅ>に較べかなり低いあるいはかなり高いエネルギ
ー領域においては、Ｐc(<Ｅ>,Ｔ)に較べてオーダーがいくつも異なるくらい非常に小さい。
そこで、一般的な重み関数Ｗ(Ｅ)を用いて式(1)を変形して、次のように記述する。
1
ｎ(Ｅ)ｅ−Ｗ(Ｅ) ＝ constant

Ｐmc(Ｅ) ＝
Ｚmc

Ｗ(Ｅ)：Ｅの重み関数
Ｚmc

：Ｚmc = ΣＥ ｎ(Ｅ)ｅ‑Ｗ(Ｅ) を満たす定数
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Ｗ(Ｅ)は予備的な Canonical simulation を十分に高い温度Ｔ0 で実行して決める。
式(1),(2)より、（ただし、エネルギーに依存しない項は省略している）
Ｅ
Ｗ(Ｅ) ＝ lnｎ(Ｅ) ＝
ｋＴ0

＋ lnＰc(Ｅ,Ｔ0 )

(3)

simulation の実行後、式(1),(2)から導かれる Reweighting の公式を使って、任意の温度
Ｔにおける Canonical ensemble の確率分布Ｐc(Ｅ,Ｔ)を求めることができる。
1

Ｚmc
ｎ(Ｅ)ｅ(−Ｅ／ｋＴ) ＝

Ｐc(Ｅ,Ｔ) ＝
Ｚc

Ｐmc(Ｅ)ｅ(Ｗ(Ｅ)−Ｅ／ｋＴ)

(4)

Ｚc

また、Ｗ(Ｅ)は、式(2)から導かれる式を繰り返し用いて精密化することができる。

Ｗi+1 (Ｅ) ＝ Ｗi (Ｅ) ＋ lnＰmci (Ｅ)

(5)

(2) ポテンシャルスケーリング
Multicanonical‑MD では、運動エネルギーあるいは運動量に関する条件付けも含んだ形式
で運動を定義する。温度を Canonical ensemble と同じものを使う場合は、ポテンシャルエ
ネルギーをＥmc(Ｅ)に従って変形させるのでポテンシャルスケーリングの方法と呼ぶ。
ポテンシャルスケーリングの方法では、変形されたポテンシャルエネルギーＥmc(Ｅ)の上
を一定の温度Ｔ0 で運動する人工的な ensemble を考える。これは、ポテンシャルエネルギー
がＥmc(Ｅ)である Canonical ensemble と見なせる。
式(1),(2)の比較から、次のようになる。
Ｅmc(Ｅ)
Ｗ(Ｅ) ＝

(6)
ｋＴ0

Ｅmc(Ｅ) ＝ Ｅ ＋ ｋＴ0 lnＰc(Ｅ,Ｔ0 )

(7)

特にこの場合、式(5)は、

Ｅmci+1 (Ｅ) ＝ Ｅmci (Ｅ) ＋ ｋＴ0 lnＰmci (Ｅ,Ｔ0 )

となり、これを繰り返し用いてＥmc(Ｅ)を精密化することができる。
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(3) 運動方程式
温度コントロールは、全運動エネルギーを一定に保つ constraint method を採用する。
これは式(7)のポテンシャル曲面上で以下の運動方程式を解くことになる。
dｑi

・i ＝
ｑ

＝

ｐi

dt

(9)

ｍi

・i ＝ ｆmci − ξｐi
ｐ

(10)

∂Ｅmc
ｆmci ＝ −

Σ

ｐi 2

dＥmc ∂Ｅ
＝ −

∂ｑi

(11)
dＥ

∂ｑi

1
−

2ｍi

2

ＮｋＴ0 ＝ 0

(12)

ｍ：質量
ｑ：座標
ｐ：モーメント
Ｎ：系の自由度

ξは(12)の両辺を時間で微分し、式(9),(10)を代入して得る。

ξ ＝

・
Σｆmci ･ｑ
i
2Σ

ｐi 2

dＥmc / dt
＝

−

(13)
ＮｋＴ0

2ｍi

これらの方程式を Verlet 法と等価な蛙跳び法（the leap frog method）で積分する。
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5. Selectively Enhanced Multicanonical MD
5.1 概要
タンパク質などの生体高分子は、ポテンシャルエネルギーが多くのローカルミニマムあ
るいは多くのエネルギー障壁を持っているために、シミュレーションの結果は初期構造に
近いローカルミニマムに捕らえられてしまう。こうした問題を克服する conformational
sampling の手法のひとつとして、Multicanonical ensemble がある。しかしながら、水分
子がある系に対する自由度の数は莫大で、必要とされる計算時間も長くなる。重み関数Ｗ
(Ｅ)がアプリオリに与えられておらず、 繰り返しの手順によって決定するからである。
水分子中の生体高分子に対する conformational sampling 法として、大阪大学・中島伸
介によって Selectively enhanced multicanonical method と呼ばれる効率的な方法が開発
さ れ て い る。 この 方 法は 、「 溶質 − 溶質 」と 「溶 質− 水 」の 相互作用 に 対し て だ け
Multicanonical アルゴリズムを使用し、
「水−水」エネルギー空間のサンプリングを抑制す
ることによって、選択的にエネルギー空間のサンプリング効率を高めている。

「溶質−溶質」と「溶質−水」の相互作用エネルギーをＥＡ 、「水−水」の相互作用エネ
ルギーをＥＢ とし、Ｅを次のようにする。

Ｅ ＝ ＥＡ ＋ ＥＢ

ＥＢ のエネルギー障壁はＥＡ に較べて十分低い（これは、純粋な水分子に対する室温での
Canonical simulation によって示される）。よって、ＥＢ の空間では高エネルギー領域での
サンプリングは必要ではない。この方法では、ＥＡ の空間では高いサンプリング効率を維持
しつつ、ＥＢ の空間では高エネルギー領域のサンプリングを排除することができる。
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5.2 処理方式
(1) Selectively enhanced multicanonical algorithm
ある温度Ｔにおける Canonical ensemble において、二次元の空間のエネルギー確率分布
は、次のように書ける。
1
Ｐ2dc (ＥＡ ,ＥＢ,Ｔ) ＝

ｎ2d (ＥＡ ,ＥＢ)ｅ(−ＥＡ／ｋＴ−ＥＢ／ｋＴ)

Ｚ2dc

(1)

：Ｚ2dc ＝ ΣＥＡ,ＥＢｎ2d (ＥＡ,ＥＢ )ｅ(−ＥＡ／ｋＴ−ＥＢ／ｋＴ)

Ｚ2dc

を満たす定数
ＥＡ ,ＥＢ

：系のポテンシャルエネルギー
（ただし、Ｅ＝ＥＡ ＋ＥＢ）

ｎ2d (ＥＡ,ＥＢ ) ：ＥＡ −ＥＢ空間のスペクトル密度
ｋ

：ボルツマン係数

ここで、重み関数 ＷＡ (ＥＡ )とＷＢ (ＥＢ )を用いてＥＡ とＥＢ の確率分布を記述する。ただ
し、umbrella sampling されたように、Ｗ(ＥＡ ,ＥＢ )には任意の関数を選ぶことができるの
で、交差項は無視する。
1
Ｐsemc(ＥＡ ,ＥＢ,Ｔ) ＝

Ｚsemc

ｎ2d (ＥＡ ,ＥＢ)ｅ−Ｗ(ＥＡ)−Ｗ(ＥＢ)

(2)

：Ｚsemc ＝ ΣＥＡ,ＥＢｎ2d (ＥＡ,ＥＢ )ｅ−Ｗ(ＥＡ)−Ｗ(ＥＢ)

Ｚsemc

を満たす定数

ここで、式(2)にＥＡ またはＥＢと、両方の関数が flat になる条件から、一つの変数の分
布関数ＰmcＡ (ＥＡ)とＰmcＢ (ＥＢ )を得る。
1
ＰmcＸ (ＥＸ) ＝

Ｚsemc

ｎＸ (ＥＸ )ｅ−ＷＸ(ＥＸ) ＝ constant

ここで、ｎＸ (ＥＸ) ＝ ∫Ｐsemc(ＥＡ ,ＥＢ )ｅ−ＷＹ(ＥＹ) dＥＹ
（ただし、（Ｘ,Ｙ）＝（Ａ,Ｂ）または（Ｂ,Ａ））
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重み関数 ＷＡ (ＥＡ)とＷＢ (ＥＢ )は、アプリオリに与えられていないので、それらは式(3)
から導き出された次の式を繰り返し用いて決定する。最初の関数として式(5),(6)を使用す
る。異なった温度(Ｔ0 ,Ｔ1 )を使用して、独自に抽出したエネルギー領域を制御することが
可能である。

ＷＸi (ＥＸ ) ＝ lnｎＸi‑1 (ＥＸ ) ＝ ＷＸi‑1 (ＥＸ) ＋ lnＰmcＸ i‑1 (ＥＸ )

(4)

（ただし、Ｘ＝Ａ またはＢ）
ＥＡ

ＷＡ0 (ＥＡ ) ＝

(5)

ｋＴ0
ＥＢ

ＷＢ0 (ＥＢ ) ＝

(Ｔ0 ／Ｔ1 )ＥＢ

＝

ｋＴ1

(6)

ｋＴ0

ＥＡ は広くサンプリングし、ＥＢ ではサンプリングを制限する。このため、Ｔ0 を高温側、
Ｔ1 を室温側として温度設定する。
ＥＡ −ＥＢ空間での広い領域をカバーするエネルギー分布Ｐsemc(ＥＡ ,ＥＢ )を求めた後、式
(1),(2)から導き出される Reweighting の公式を使って、任意の温度Ｔにおける Canonical
ensemble の確率分布を求めることができる。
1
Ｐ2dc (ＥＡ ,ＥＢ,Ｔ) ＝

Ｚ2dc

ｎ2d (ＥＡ ,ＥＡ)ｅ(−ＥＡ／ｋＴ−ＥＢ／ｋＴ)

(7)

Ｚsemc
＝
Ｚ2dc

Ｐsemc(ＥＡ ,ＥＢ)ｅ(Ｗ(Ａ)＋Ｗ(Ｂ)−ＥＡ／ｋＴ−ＥＢ／ｋＴ)

(8)

(2) ポテンシャルスケーリング
Selectively enhanced multicanonical mehod を MD シミュレーションに適用するために、
変形したポテンシャルエネルギーＥsemc(ＥＡ ,ＥＢ)を導入する。ポテンシャルエネルギーＥ
semc(ＥＡ ,ＥＢ)で温度Ｔ0 の Canonical シミュレーションを行うことによって、式(2),(3)を
満たす人工的な ensemble が得られる。これは、ポテンシャルエネルギーがＥsemc(ＥＡ ,ＥＢ)
である Canonical ensemble と見なせる。
式(1),(2)より、変形したポテンシャルエネルギーＥsemc(ＥＡ ,ＥＢ )が得られる。
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Ｗ(ＥＡ ,ＥＢ) ＝ Ｗ(ＥＡ ) ＋ Ｗ(ＥＢ )
Ｅsemc(ＥＡ ,ＥＢ)

＝

(9)

ｋＴ0

(3) 運動方程式
式(9)より、Ｅsemc(ＥＡ ,ＥＢ)のコンポーネントを定義できる。
ＥsemcＸ (ＥＸ)

ＷＸ (ＥＸ) ＝

(10)

ｋＴ0

（ただし、Ｘ＝ＡまたはＢ）

ポテンシャルエネルギー関数が与えられれば、原子ｉにおける力Ｆsemc のふるまいは、
以下のように計算する。

ｆsemci ＝ −

＝ −

∂Ｅsemc(ＥＡ ,ＥＢ)

(11)

∂ｑi
dＥsemcＡ (ＥＡ) ∂ＥＡ
dＥＡ

−

∂ｑi

dＥsemcＢ (ＥＢ) ∂ＥＢ
dＥＢ

∂ｑi

ｑi ：原子ｉの座標

ポテンシャルエネルギーの成分ＥＡ とＥＢは、式(4)の繰り返しのシミュレーションによっ
て決定する。繰り返しのための最初の関数としては、式(5),(6)に対応する関数とする。
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