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Abstract: We propose a novel method to study dynamic interactions between protein complexes or between protein-ligand complexes． 

Molecular dynamics was used to generate time series data of atomic coordinates，and variance-covariance matrices were systematically 

generated for snapshots of the time series data at various time intervals．We performed the principal component analysis on those 

matrices separately and extracted collective modes of atoms that are representative of the timescale． 

 

1. 背景 

蛋白質-蛋白質間及び，蛋白質-リガンド間の相互作用

の研究は，創薬分野において非常に重要である．これ

らの動的相互作用の研究として分子動力学におけるト

ラジェクトリの解析があるが，それらのスナップショ

ットの統計平均のような静的な解析であることが多い．

そして時系列の因果関係を保った解析はほとんど知ら

れていない．一般的に，動的な特性の分析は，蛋白質

に限らず困難であることが知られている． 

本研究では，蛋白質-蛋白質間もしくは蛋白質-リガ 

ンド間相互作用の時系列の因果関係を保持した解析手

法を提案する．ここでは，試験的に PDBID: 6DKYを用

いた．この蛋白質は2 個のリング状ペプチドからなる．

これは実質的な巨大蛋白質複合体，あるいは疾病に関

連する蛋白質リガンド複合体へ応用するための基礎デ

ータと方法論の有効性を確認するためである．分子動

力学法と主成分分析法に加えて，時間依存する分散共

分散行列を作成して2 個のリング状ペプチド間の分子

間相互作用を調べた．原子のトランジェクトリの計算

には水媒質を用いた分子動力学による計算を行った． 

 

2. 6DKY 

蛋白質 6DKYは orbitideの一種である[1]．orbitideは多

様な治療活性を持つ小さな環状ペプチドである．環状

ペプチドは配列や機能に大きな多様性を持ち医学や農

業への幅広い応用が期待されている．天然に存在する

環状ペプチドの多くは植物に由来している．orbitideは

他のリボソームで合成される環状ペプチドと異なり 5

から 12 アミノ酸残基から作られている．また，orbitide 

はジスルフィド結合を持たないため，一般にサイズが 
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小さく区別される．6DKY (分子名称: ILE-LEU-GLY-

SER-ILE-ILE-LEU-GLY) は，110 個の原子から構成さ

れている．  

 

3.  解析手順 

(i) RCSB[2]から蛋白質 PDBID: 6DKY のファイルを取

得する． 

(ii) 分子動力学シミュレーションを行う．分子動力学

には GROMACS[3]を使用した．力場は OPLS-AA/L，

spc216 による水媒質中で，温度は 300 K，modified 

Berendsen thermostat を使用して NVT 平衡化を用いた

[4]．タイムステップは 2 fsであり，デュレーションは

2 fs × 50000000 steps = 100 nsである．時間依存する分

散共分散行列を作成するために，時間間隔 100 fs，200 

fs，300 fs，400 fs，500 fs，600 fs，700 fs，800 fs，900 

fs，1 ps，2 ps，3 ps，4 ps，5 ps，6 ps，7 ps，8 ps，9 ps，

10 ps で個別にトラジェクトリのスナップショットを

抽出した．これら 19 種類の分散共分散行列について

主成分分析を行った． 

(iii) (ii)で作成した 19 個のファイルにおいて，主成分

分析を行った．時刻 tにおける原子𝑖(1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁)の座標

を𝑌𝑖(t)とする． 

𝑌𝑖(t) = √𝑥𝑖(𝑡)2 + 𝑦𝑖(𝑡)2 + 𝑧𝑖(𝑡)2 

対数変化率は 

𝑟𝑖,𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖(𝑡) − 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖(𝑡 − 1) 

となる．対数変化率の平均は 

⟨𝑟𝑖⟩ =
1

𝑇
(𝑟𝑖,1 + 𝑟𝑖,2 + ⋯ + 𝑟𝑖,𝑇) 

となる．分散は 
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𝑉𝑎𝑟[𝑟𝑖] = σ𝑖
2 =

1

𝑇 − 1
∑(𝑟𝑖,𝑡 − ⟨𝑟𝑖⟩)

2
𝑇

𝑡=1

 

となる．対数変化率を規格化すると 

𝑔𝑖,𝑡 =
𝑟𝑖,𝑡 − ⟨𝑟𝑖⟩

σ𝑖

 

となる．上記より行列を𝐺 = [𝑔𝑖,𝑡] として、分散共分散

行列 Cは Gを用いて 

𝐶 =
1

𝑇
𝐺𝐺𝑇 

で定義される．分散共分散行列の成分は 

𝐶𝑖𝑗 =
σ𝑖𝑗

σ𝑖σ𝑗
          (−1 ≤ 𝐶𝑖𝑗 ≤ 1) 

となる．分散共分散行列を対角化した結果は 

λ1 ≤ λ2 ≤ ⋯ ≤ λi ≤ ⋯ ≤ λ𝑁 

となる．𝜆𝑖に対応する固有ベクトルを𝑥𝑖とすると 

𝐶𝑥𝑖 = λ𝑖𝑥𝑖 

となる[5]． 

 

4. 結果 

 主成分分析によって得られた結果のうち，第 2 主成

分ベクトル（PC2）をサンプリング間隔 100 fs，1 ns， 

10 nsの分散共分散行列について図示した．使用したビ

ュワーは Pymolである[6]．これらの図のうちカラーで

表示しアミノ酸残基名を表記したアミノ酸と原子は，

PC2 の固有ベクトルの成分のうち寄与度の大きいもの

である．これらの原子やアミノ酸残基がそれぞれのサ

ンプリング間隔の時間スケールに特有の集団運動を行

う原子群であると解釈される． 

 

Fig1．Atoms and amino acids with large contributions to the 

components of PC2 (100 fs)． 

 

 

Fig2．Atoms and amino acids with large contributions to the 

components of PC2 (1 ns)． 

 

Fig3．Atoms and amino acids with large contributions to the 

components of PC2 (10 ns)． 

 

これらの結果から，原子やアミノ酸残基の集団運動は

スナップショットを抽出する時間間隔に依存すること

が分かった．これは時間間隔の時間スケールに特有の

集団運動が存在することを意味している．また，分子

動力学のトラジェクトリから何らかのサンプリングを

行うことで研究対象の動的な性質を調べる場合には，

対象となる動的な運動の時間間隔に合致したサンプリ

ングを行わなければならないことを意味する．多くの

研究ではサンプリング間隔の設定に注意が払われてい

ないが，その場合は調べたい性質を逃す危険性が存在

する． 
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