液体の統計力学理論を基盤としたマルチスケール理論による酸解離定数の定量的予測手法の開発

232

液体の統計力学理論を基盤としたマルチスケール理論による
液体の統計力学理論を基盤としたマルチスケール理論
酸解離定数の定量的予測手法の開発
による酸解離定数の定量的予測手法の開発
*吉

吉

*
田田 紀紀 生
生＊

Development
of pK
pKa values
Valuesby
bymultiscale
Multiscalehybrid
Hybridtheory
Theory
Based
based
on the
Developmentof
ofthe
theComputational
computational Scheme
scheme of
a
on thestatistical
Statisticaltheory
Theory
Molecular
Liquids
Quantum
Chemical
Theory
of of
molecular
liquids
andand
quantum
chemical
theory
*Norio YOSHIDA*

Norio YOSHIDA＊

A computational scheme for quantitatively evaluating the pK of hydrated molecules is proposed based
A computational scheme for quantitatively evaluating the pKa aof hydrated molecules is proposed based on
on the three-dimensional reference interaction site model self-consistent field (3D-RISM-SCF) theory
the three-dimensional reference interaction site model self-consistent field (3D-RISM-SCF) theory coupled
coupled with the linear fitting correction (LFC) scheme. In LFC/3D-RISM-SCF, pKa values of target
with the linear fitting correction (LFC) scheme. In LFC/3D-RISM-SCF, pKa values of target
molecules are
molecules are evaluated using the Gibbs energy difference between the protonated and unprotonated states
evaluated using the Gibbs energy difference between the protonated and unprotonated states calculated by 3Dcalculated by 3D-RISM-SCF and the parameters fitted by the LFC scheme to the experimental values of
RISM-SCF and the parameters fitted by the LFC scheme to the experimental values of training set systems.
training set systems. The pKa values computed by LFC/3D-RISM-SCF show quantitative agreement with
The pKa values computed by LFC/3D-RISM-SCF
show quantitative agreement with the experimental data.
the experimental data

１．背景
酸解離定数(pKa)は酸解離反応(HA ⇋ A$ + H&)の平衡定数であり，化合物のプロトン化状態を知るための重要な指標で

ある．化合物のプロトン化・脱プロトン化は，化合物の溶解度や反応性に大きな影響を及ぼしており，とくに生体過程で
はタンパク質の構造・機能に対して重要な役割を果たしている．たとえば，プロトンチャネルやプロトンポンプでは，タ
ンパク質内部の解離性残基のプロトン化・脱プロトン化を経由してプロトンが輸送される．また，酵素反応では基質の結
合ポケット内のプロトン化状態が結合親和性を決定づけることも多い．したがって，アミノ酸残基のプロトン化状態を知
ることはタンパク質の構造・機能の理解には欠かせない．
酸解離反応 HA ⇋ A$ + H& の pKa は各化合物の自由エネルギーを𝐺𝐺(HA)，𝐺𝐺(A$ )および𝐺𝐺(H& )として，
𝐺𝐺(A$ ) − 𝐺𝐺(HA) + 𝐺𝐺/H& 0
p𝐾𝐾, =
ln10𝑅𝑅𝑅𝑅
と書け，それぞれの自由エネルギーを適切な溶媒モデルのもと量子化学計算を行うことで理論的に計算できる．しか

し，プロトンの自由エネルギー計算(𝐺𝐺(H& ))の難しさ，基底関数や溶媒モデル，DFT 法における交換・相関汎関数に依
存した誤差が大きいため，定量的な評価は難しかった．

そこで，本研究課題ではプロトンの自由エネルギーをパラメタ化するとともに，各種計算条件からくるシステマチッ

クな誤差を吸収するスケーリングファクタを導入することで，この問題の解決を図る．このパラメタ導入は Matsui らに
よって提案された手法（Linear fitting correction(LFC)法[1]）を 3D-RISM-SCF の枠組みへ拡張したものであり，LFC/3DRISM-SCF 法と名付けた．[2]
さらに，この手法を QM/MM 法，フラグメント分子軌道法，および分子シミュレーションと組み合わせたマルチスケ
ール理論を開発することで，タンパク質中解離性残基の pKa 予測への展開が期待できる．

２．LFC/3D-RISM-SCF 法
LFC/3D-RISM-SCF
法では，pK
LFC/3D-RISM 法では，pK
aを aを

p𝐾𝐾, = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺8 + 𝐶𝐶8

とパラメタによって表現する．ここで，𝑘𝑘 = 𝑠𝑠/ln10𝑅𝑅𝑅𝑅，𝛥𝛥𝐺𝐺8 = 𝐺𝐺(A$ ) − 𝐺𝐺(HA)，𝐶𝐶8 = 𝑠𝑠𝑠𝑠(H& )/ln10𝑅𝑅𝑅𝑅であり，𝑠𝑠はスケ
ーリングファクタである．このパラメタ𝑘𝑘および𝐶𝐶8を実験値に対し最小二乗法で決定することで，プロトンの自由エネ

ルギー計算をパラメタに吸収・回避し，なおかつ，計算モデルによる誤差をスケーリングファクタに組み込むことがで
きる．パラメタは解離性官能基ごと（たとえば、カルボキシル基やアミド基など）に決定される．
図 1 に 3D-RISM-SCF 法単体と，LFC/3D-RISM-SCF 法で求めた有機分子の pKa 値を示す．3D-RISM-SCF だけで評価
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は実験値と相関は認められるものの，
した pKaa は実験値と相関は認められるものの，
絶対値は
1b)
単位以上外れている．( 図
1b)
絶対値は15
15 pK
pKaa単位以上外れている．(図
これは，プロトンの自由エネルギー評価に対す
これは，プロトンの自由エネルギー評価に対
る誤差と，計算手法・パラメタによるシステマ
する誤差と，計算手法・パラメタによるシステマ
チックな誤差と考えられる．一方，LFC/3Dチックな誤差によるものと考えられる．一方，
RISM-SCF
法では，これらが補正され実験値と
LFC/3D-RISM-SCF
法では，これらが補正され
定量的に一致している．(図
1a)
実験値と定量的に一致している．(
図 1a)
さらに，LFC/3D-RISM-SCF
さらに，LFC/3D-RISM-SCF 法では，計算負
法では，計算負
荷の軽い小規模な基底関数(6-31G)を用いた場
荷の軽い小規模な基底関数 (6-31G) を用いた場
合でも，その精度を維持することができる事も
合でも，その精度を維持することができる事も
示した．これは，タンパク質等の巨大分子系へ
示した．これは，タンパク質等の巨大分子系へ
の応用において大きな利点となる．

図 １．pKa の実験値と計算値の比較．a) LFC/3D-RISM-SCF 法によるもの．

図１．pKa の実験値と計算値の比較．[2]
b) 3D-RISM-SCF(従来法)によるもの．
a) LFC/3D-RISM-SCF 法によるもの．
b) 3D-RISM-SCF（従来法）によるもの．

３．タンパク質への展開と今後の展望
タンパク質内部の解離性アミノ酸残基のプロトン化状態は，周囲のアミノ酸配置（構造），イオン分布，そして水分布
タンパク質内部の解離性アミノ酸残基のプロトン化状態は，周囲のアミノ酸配置(構造)，イオン分布，そして水分布
に強く影響される．したがって，酸解離定数の予測のためにはこれらを適切に取り扱うことのできる理論による自由エ
に強く影響される．したがって，酸解離定数の予測のためにはこれらを適切に取り扱うことのできる理論による自由エ
ネルギー評価が不可欠である．これまでに我々は 3D-RISM 理論と生体分子の電子状態理論（QM/MM 法およびフラグメ
ネルギー評価が不可欠である．これまでに我々は
法およびフラグメ
ント分子軌道法）の組み合わせ手法を開発してきた．[3,4] これらと
これらとLFC/3D-RISM-SCF
LFC/3D-RISM-SCF 法を組み合わせることで，タン
ント分子軌道法）の組み合わせ手法を開発してきた．[3,4]
法を組み合わせることで，タン
の計算が可能となる．ただしタンパク質の場合，その構造揺らぎがpK
pK
パク質内部の解離性アミノ酸残基のpK
pKaaの計算が可能となる．ただしタンパク質の場合，その構造揺らぎが
パク質内部の解離性アミノ酸残基の
a 値に大
a 値に大
きな影響を与えることが予想され，その揺らぎのもとでの統計平均量としての
pK
きな影響を与えることが予想され，その揺らぎのもとでの統計平均量としての
pK
a 値を評価する必要がある．実際に，
a 値を評価する必要がある．実際に，

MD シミュレーションによってタンパク質の構造揺らぎを求め，いくつかの構造に対して LFC/QM/MM/3D-RISM 計算を
計算を
〜 20 程度揺らぐことが分かった．[5]
程度揺らぐことが分かった．[2] さらに，通常タンパク質内部には複数の解離性残基が存在
さらに，通常タンパク質内部には複数の解離性残基が存在
してみると，pKa 値が 55〜20
し，それらのプロトン化状態が相互に影響を与え合っている．タンパク質の構造揺らぎと，複数の解離性残基のプロト
し，それらのプロトン化状態が相互に影響を与え合っている．タンパク質の構造揺らぎと，複数の解離性残基のプロト
ン化状態を同時に決定する手法としてコンスタントpHMD
pHMD法(CpHMD)が
法 (CpHMD) がMcCammon
McCammonのグループから提案されている．
のグループから提案されている．
ン化状態を同時に決定する手法としてコンスタント
[5] そこから，我々は
LFC/QM/MM/3D-RISM法と
法とCpHMD
CpHMD法の組み合わせ手法の着想を得て，現在開発を行っている．
法の組み合わせ手法の着想を得て，現在開発を行っている．
[6]
そこで，我々は LFC/QM/MM/3D-RISM

今後は，この CpHMD+LFC/QM/MM/3D-RISM 法を用いて，タンパク質の構造揺らぎを考慮した
法を用いて，タンパク質の構造揺らぎを考慮した pK
pKaa予測手法の確立を
予測手法の確立を
めざす．
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