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(54)【発明の名称】ＮＭＲシグナル帰属支援システム
(57)【要約】
【課題】ＮＭＲシグナルの正確な帰属を行うための支援
システムの提供。
【解決手段】

アミノ酸配列のファイルを読み込むこと

で、この帰属の処理を開始している（Ｓ１０２）。この
ときに、ログ・ファイルも作成する（Ｓ１０４）。この
ログ・ファイルには、例えばボンド・コネクティビティ
の確立（Ｓ１１８），クラスタ・タグの作成（Ｓ１２
２），フラグメントの帰属（Ｓ１２６）等の帰属のため
の操作を行うごとに、その操作により発行されるコマン
ドを格納している。これにより、帰属の操作過程は、一
連の操作コマンド列として、ログ・ファイルに書き込ま
れる。帰属を修正した場合でも、修正を含めて帰属過程
の全てのログを残すことにより、帰属過程を再現するこ
とができる。
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【特許請求の範囲】

して表示することを特徴とするＮＭＲシグナル帰属支援

【請求項１】少なくとも、アミノ酸配列、２次元スペク

システム。

トル、複数の３次元スペクトルを用いるＮＭＲシグナル

【請求項８】請求項１〜７のいずれかに記載のＮＭＲシ

帰属支援システムであって、

グナル帰属支援システムをコンピュータ・システムに実

前記２次元スペクトルを表示する２次元スペクトル表示

装させることができるプログラム。

手段と、

【請求項９】請求項１〜７のいずれかに記載のＮＭＲシ

前記２次元表示手段に表示された特定のピークに対応す

グナル帰属支援システムをコンピュータ・システムに実

る前記複数の３次元スペクトルを表示する３次元スペク

装させることができるプログラムを記録した記録媒体。

トル表示手段と、
前記ピークが帰属する原子型を関連づける原子型指定手

【発明の詳細な説明】
10

【０００１】

段と、

【発明の属する技術分野】本発明は、ＮＭＲによるタン

ピークと関連づけられた原子型をまとめてクラスタとす

パク質の立体構造の解析に関するものであり、特に、立

るクラスタ作成手段と、

体構造の解析に必要なＮＭＲシグナルの帰属に対する支

前記アミノ酸配列と前記作成されたクラスタとを対応さ

援システムに関するものである。

せて表示し、両者を関連づけるクラスタ帰属手段とを備

【０００２】

えることを特徴とするＮＭＲシグナル帰属支援システ

【技術的背景】核磁気共鳴法（ＮＭＲ）は、溶液中にお

ム。

けるタンパク質の原子レベルにおける静的・動的立体構

【請求項２】請求項１に記載のＮＭＲシグナル帰属支援

造を決定できる唯一の分光法である。いまや、ＮＭＲに

システムにおいて、

よって決定されたタンパク質の立体構造をもとに、さま

さらに、前記クラスタに含まれないピークをフラグメン

20

ざまな生命現象を分子認識の観点から説明することが可

トとして検出し、前記アミノ酸配列と対応させて表示

能になり、ＮＭＲは構造生物学を支える重要な柱のひと

し、両者を関連づけるフラグメント帰属手段を備えるこ

つになった。

とを特徴とするＮＭＲシグナル帰属支援システム。

【０００３】ＮＭＲを用いたタンパク質の立体構造解析

【請求項３】請求項１又は２に記載のＮＭＲシグナル帰

の手順は以下のようになる。

属支援システムにおいて、

（１）ＮＭＲ測定

さらに、帰属過程を自動的に記録するログ手段を備え、

ＮＭＲ測定には、１ｍＭ程度の水溶液（９０％Ｈ2 Ｏ，

帰属過程を記録することを特徴とするＮＭＲシグナル帰

１０％Ｄ2 Ｏ）を４００μｌ用いる。測定対象によって

属支援システム。

は不規則な会合体を形成して、試料溶液が白濁すること

【請求項４】請求項３に記載のＮＭＲシグナル帰属支援

もある。このような状態は、のちのＮＭＲ測定および解

システムにおいて、

30

析に多大な障害をもたらすので、測定試料のｐＨ、イオ

前記ログ手段は、帰属を処理するコマンドとして帰属過

ン強度などを変化させ至適測定条件を見つけだす。

程を記録し、

（２）ＮＭＲシグナルの帰属

前記記録したコマンドを再度実行することにより、帰属

検出されたＮＭＲシグナルがタンパク質中のどの原子核

過程を再現可能とすることを特徴とするＮＭＲシグナル

由来であるかを明らかにすることをＮＭＲシグナルの帰

帰属支援システム。

属とよぶ。このステップはタンパク質の立体構造決定に

【請求項５】請求項１〜４のいずれかに記載のＮＭＲシ

おいてきわめて重要であり、慎重に行なうべきである。

グナル帰属支援システムにおいて、

シグナル帰属法に関してはいくつかの２次元ＮＭＲをは

原子型指定手段は、自動的に原子型を帰属する自動帰属

じめとして３次元、４次元ＮＭＲスペクトルを使用する

処理手段を含むことを特徴とするＮＭＲシグナル帰属支
援システム。

組織だった戦略が確立されている。
40

（３）構造情報の収集

【請求項６】請求項１〜５のいずれかに記載のＮＭＲシ

ＮＭＲスペクトルの中には、核オーバーハウザ−効果

グナル帰属支援システムにおいて、

（ＮＯＥ）、スピン結合などタンパク質の構造決定に有

前記クラスタ帰属手段は、前記アミノ酸配列と前記作成

用な情報が多数含まれている。ＮＭＲスペクトル多次元

されたクラスタとに関連性の確率を計算して表示する確

表示することにより、たとえばプロトン核間の距離情報

率計算表示手段を含むことを特徴とするＮＭＲシグナル

を反映したＮＯＥ交差ピークを一望に鳥瞰することがで

帰属支援システム。

き、シグナル帰属に基づき溶液中のタンパク質のプロト

【請求項７】請求項６に記載のＮＭＲシグナル帰属支援

ン間距離を見積もることができる。

システムにおいて、

（４）立体構造計算

前記確率計算表示手段は、前記アミノ酸配列と前記作成

３次元空間に存在する点の座標が与えられるならば、そ

されたクラスタとの帰属が行われると、確率を計算し直

50

の座標からある２点間の距離を算出することは簡単なこ

( 3 )
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とである。ではこの逆、すなわち２点間の距離からそれ

ラスタとするクラスタ作成手段と、前記アミノ酸配列と

ぞれの点の３次元座標を求めることは可能であろうか？

前記作成されたクラスタとを対応させて表示し、両者を

答えは'可'であり、ある立体を構成する点間の距離から

関連づけるクラスタ帰属手段とを備えることを特徴とす

それぞれの点の座標を求める計算をディスタンス・ジオ

る。さらに、前記クラスタに含まれないピークをフラグ

メトリー計算とよんでいる。したがって、ＮＭＲによる

メントとして検出し、前記アミノ酸配列と対応させて表

タンパク質の立体構造計算とは、ワークステーションを

示し、両者を関連づけるフラグメント帰属手段を備える

用いて、ＮＯＥから得られた距離情報などをもとにディ

こともできる。

スタンス・ジオメトリー法により立件構造を計算するこ

【０００７】さらに、帰属過程を自動的に記録するログ

とである。Ｘ線結晶構造解析と異なり、ＮＭＲによるタ
ンパク質の立体構造は近距離（５Å以内）情報の積み重

手段を備え、帰属過程を記録することもできる。このロ
10

グ手段は、帰属を処理するコマンドとして帰属過程を記

ねにより決定されている。実際の計算に際しては、共有

録し、前記記録したコマンドを再度実行することによ

結合周りの回転角度である２面角に関する情報など、で

り、帰属過程を再現可能としてもよい。原子型指定手段

きるかぎりの構造情報を利用している。

は、自動的に原子型を帰属する自動帰属処理手段を含

【０００４】ＮＭＲ法は、水溶液におけるタンパク質の

み、自動的に原子型とピークとを関連づけてもよい。前

立体構造を明らかにできる点で、構造生物学の重要な解

記クラスタ帰属手段は、前記アミノ酸配列と前記作成さ

析手法である。この解析手法では、上述したように、シ

れたクラスタとに関連性の確率を計算して表示する確率

グナル帰属を正確に行うことが必要である。シグナル帰

計算表示手段を含み、帰属判断を容易にすることもでき

属では、主鎖のシグナル帰属、側鎖のシグナル帰属、距

る。この確率計算表示手段は、前記アミノ酸配列と前記

離情報を得るためのＮＯＥの帰属と、１０−２０種類以

作成されたクラスタとの帰属が行われると、確率を計算

上におよぶスペクトルを組み合わせて解析し、必要な情

20

し直して表示し、帰属が確定するごとに、判断が容易に

報を取り出すことが必要である。図１にその例を示す。

なるようにすることもできる。また、上述のＮＭＲシグ

図１（ａ）に、６６残基からなる２量体タンパク質の１

ナル帰属支援システムをコンピュータ・システムに実装

次元スペクトルのアミドプロトン−芳香環領域を示す。

させることができるプログラムやこのプログラムを格納

数十のアミドプロトン・シグナルが重なり合い、解析は

した記録媒体も本発明である。

ほとんど不可能である。同じ領域を1Ｈ−15Ｎ2次元ＨＳ

【０００８】

ＱＣ（図１（ｂ）参照）で観測すると、アミドプロトン

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の

・シグナルはアミド窒素の化学シフト軸に展開され、シ

実施形態であるＮＭＲシグナル帰属支援システムを説明

グナルの縮重が軽減されることがわかる。さらに、図１

する。さて、ＮＭＲシグナル帰属支援システムにおい

（ｃ）に示すように、３次元ＨＮＣＯスペクトルでは、

て、帰属の操作を行うためには、（１）帰属の過程と帰

アミドプロトン（Ｈ）軸、アミド窒素（Ｎ）軸に加え、

30

属に必要な一連のスペクトルをリンクさせて帰属過程が

カルボニル炭素（ＣＯ）軸の導入によりシグナルの完全

スペクトル上で確認できること、（２）帰属の変更を必

分離が達成される。この帰属過程は複稚であり、スペク

要とする場合は、スペクトル上で連動して変更できるこ

トルの組合せ等、研究者の経験や直感に依存する点が多

とが必要である。また、（３）帰属の確度を確かめるた

い。従来の方法では、帰属のプロセスを振り返って変更

め、データベースを参照し、最も確度の高い帰属を確認

したり、帰属に至る過程を他の研究者が再現することは

しながら仕事を進めていくことも重要である。

困難である。

【０００９】パソコン等のコンピュータ・システムに実

【０００５】

装した実施形態のＮＭＲシグナル帰属支援システムにお

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ＮＭ

ける処理の流れを、図２のフローチャートに基づき、詳

Ｒシグナルの正確な帰属を行うための支援システムを提
供することである。

しく説明する。
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＜帰属操作＞本支援システムを起動すると、図３のよう

【０００６】

なウインドウ２００が表示される。本支援システムにお

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

いては、化学シフトデータベースBioMagResBank (The B

めに、本発明は、少なくとも、アミノ酸配列、２次元ス

MRB Database)を利用して予測、診断を行っている。こ

ペクトル、複数の３次元スペクトルを用いるＮＭＲシグ

のため、このデータベースに行くためのボタン２８２が

ナル帰属支援システムであって、前記２次元スペクトル

ある。ここで、画面２８０内の「ＯＫ」ボタン２８１を

を表示する２次元スペクトル表示手段と、前記２次元表

押してから、ウィンドウ２００上部の「ファイル」２１

示手段に表示された特定のピークに対応する前記複数の

０をクリックすることにより表示されるメニューを選択

３次元スペクトルを表示する３次元スペクトル表示手段

して、本支援システムで使用するファイルの読み込みを

と、前記ピークが帰属する原子型を関連づける原子型指

行う。まず、試料のアミノ酸配列のファイルを読み込む

定手段と、ピークと関連づけられた原子型をまとめてク

50

（Ｓ１０２）。マルチチェインの場合には鎖の数を入力

( 4 )
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して、アミノ酸配列ファイルを続けて読み込む。アミノ

て、ピーク位置を確定する。この操作は後で説明する。

酸配列ファイルとして、一文字表記のアミノ酸一次配列

この時にも、インデックスが付与される。この様にし

のテキスト・ファイルを用いている。このときに、読み

て、ＨＳＱＣスペクトル上に観測される全てのピークに

込んだアミノ酸配列ファイルの名称（試料名）を基に、

ついてインデックス付けを行なう（例えば図４の３６０

ログ・ファイルも自動的に作成される（Ｓ１０４）。こ

参照）。以降の帰属過程はこのピーク番号（インデック

のログファイルは、本支援システムにおける全ての帰属

ス）に基づいて行う。ピーク情報には最大２４文字まで

に関する操作が記録される。このログファイルを使っ

のメモを残すことができる。これは、ウインドウ３５０

て、前回の帰属状態を回復させることができる。このロ

内のテキスト・ボックス３５４に書き込むことで作成さ

グファイルについては後で説明する。
【００１０】次に、スペクトル・ファイルとして、フー

れる。１つのピークには最大１０個のメモを残すことが
10

できる。それらは日付管理され、通常最新のメモは強制

リエ変換ファイルおよびピークピック・ファイルを読み

的にスペクトル上に表示される。ピークに与えられる帰

込む（Ｓ１０６）。フーリエ変換ファイルに対応するピ

属ラベルは、３次元実験との連結の確定、さらに帰属を

ークピック・ファイルを同時に指定して読み込ませる必

確定することで、"アミノ酸一文字表記＋残基番号"形式

要がある。３次元以上のスペクトル・ファイルで複数に

で表示されるようになる。リンクが確定しないうちは、

分かれている場合も、どれか一つ指定すれだけでよい。

何も表示されない。ラベル表示色については、以下の規

フーリエ変換したスペクトルだけの読み込みは許されな

則がある。

いので、事前にピークテーブル・ファイルを作っておく

灰色：他の３次元実験と連結なし

必要がある。本システムでは、スペクトル・ファイルと

黄色：３次元実験との連結があり、帰属は未確定

しては、 NMRPipeでフーリエ変換処理したファイルおよ

ピンク：帰属が確定

びNMRDrawで作成したピークテーブル・ファイルを用い

20

【００１３】＜主鎖の帰属＞さて、主鎖連鎖帰属の作業

ている。読みとったスペクトル・ファイルごとに、実験

手順は、

名を定義する（Ｓ１０８）。これにより、読みとったス

（ａ）ボンド・コネクティビティ（Bond Connectivit

ペクトル・ファイルの表示名、軸名等を指定する。な

y）の確立作業

お、初期設定として、主鎖連鎖帰属のための実験であ

（ｂ）クラスタ・コネクティビティ（Cluster Connecti

る、HN‑HSQC, HNCO, HNCA, HN(CO)CA, HNCACB, CBCA(C

vity）およびクラスタ・タグ（Cluster‑Tag）の確立

O)NH等がメニューに登録されており、これらに対するス

（ｃ）クラスタ・タグ（Cluster‑Tag）の帰属

ペクトル・ファイルの読み込み、実験名の定義が容易に

（ｄ）フラグメント（Fragment）の帰属

できる。

（ｅ）帰属の評価

【００１１】ＮＭＲのスペクトルの帰属に必要なファイ

の５段階に分けられている。ここで、ボンド・コネクテ

ルを全て読み込む（Ｓ１１０でＹＥＳ）と、帰属の操作

30

ィビティとは、参照する２次元実験のピークテーブルの

を開始する。主鎖の帰属を行うため、まず、ＨＳＱＣス

化学シフト値で３次元実験の領域を切り出し、その面上

ペクトルのシグナルをピックする。そのために、図３に

にある３次元ピークと２次元ピークとを関連づける情報

おいて、「contoure‑2D」２２０をクリックして、実験

である。クラスタ・コネクティビティとは、２つのボン

名を指定し、読み込んだＨＮ−ＨＳＱＣの２次元ファイ

ド・コネクティビティ間で、前後の化学シフトがユニー

ルを表示する（Ｓ１１２）。これを示したのが図４であ

クに一致した情報である。クラスタ・タグとは、複数の

る。図４に示した様に、本支援システムでは、ＨＮ−Ｈ

クラスタ・コネクティビティが一意に連続したもの集ま

ＳＱＣの２次元スペクトル３００は、Ｓ／Ｎ分析、双３

りに、順番にタグ番号を与えて管理した情報である。ク

次補間、双曲線補間を用いて、常に適当な閾値が調整さ

ラスタ・タグは、インデックスのシーケンスとして表現

れた等高線でスペクトルを表示している。各ピーク位置
は、十字により表示されている。２次元スペクトル３０

される。フラグメント（Fragment）とは、クラスタ・タ
40

グに含まれなかった全てのボンド・コネクティビティの

０には、実験名３１０，軸名３２０と３３０も表示され

ことである。

ている。また、各ピークに対しては、読み込んだピーク

【００１４】（ａ）ボンド・コネクティビティ（原子型

ピック・ファイルにおけるピーク番号（インデックス）

帰属）の確立

が付与されている。表示される２次元スペクトルは９つ

主鎖帰属でまず最初に行うことは、３次元実験を２次元

に分割して、ウインドウ３４０で選択することで、分割

実験の化学シフトの軸でスライスした面を切り出した上

されたそれぞれを拡大して表示できる。また、範囲を指

で、原子型帰属ボンド・コネクティビティ（原子型帰

定して、指定された範囲を拡大して表示することもでき

属）を確定することである。これを行うために、３次元

る。図４は拡大された２次元スペクトルである。

のスペクトルを表示する必要がある。このため、図４

【００１２】重なり合ったり、肩になったピークについ

で、「Main Chain Assignment」２３０から、メニュー

ては、ＨＮ（ＣＯ）ＣＡ等の３次元スペクトルを投影し

50

を選択して、図５に示すウインドウ３７０を開き、イン

( 5 )
7

特開２００３−１３９８３２
8

デックス入力欄３７２に、インデックスを入力すること

一対一に保つよう帰属する。これを行うために、「Retu

で、ピークを指定する（Ｓ１１４）。これにより、図６

rnFeedbacktoRef‑2D」ボタン４７８をクリックする。こ

に示すように、指定したインデックスに対応する３次元

れにより、新たなピークが形成されて、そのピークに対

スペクトル画面４００が表示される（Ｓ１１６）。画面

してインデックスが付与される。なお、付与されたピー

４００には、指定インデックスのシグナルに対応するス

クには「Feedbackfrom3D」が表示される。また、２次元

トリップ・チャートである、ＨＮＣＯ４１０，ＨＮＣＡ

スペクトル上で少しでもピークの形状が歪んでいたら、

４２０，ＨＮ（ＣＯ）ＣＡ４３０，ＣＢＣＡＮＨ４４

インデックスの重なりがあるかどうか検討して、全ての

０，ＣＢＣＡ（ＣＯ）ＮＨ４５０が、各スペクトル・フ

曖昧さに決着をつける必要がある。この様にして、２次

ァイルから自動的に切り出されて、表示されている。こ
の表示されているストリップは、図５のウインドウ３７

元のＨＳＱＣスペクトル上のピークと、３次元の各スペ
10

クトル上でのピークとの対応と、それぞれのピークの帰

０内のボタン類３７６により、指定インデックスの化学

属（ＣＡ（ｉ−１），ＣＢ（ｉ−１）、ＣＡ（ｉ）、Ｃ

シフトから、各軸に対して少しずつ切り出し面をずらし

Ｂ（ｉ））が完了する（Ｓ１２０でＹＥＳ）。

て表示することができる。これらのボタン類３７６は、

【００１７】（ｂ）クラスタ・タグの作成

２次元実験で複数のシグナルが接近している場合に、３

クラスタ・コネクティビティおよびクラスタ・タグは、

次元実験上の対応するシグナルを区別するために使用す

メニュー「Main ChainAssignment」２３０（図６参照）

る。なお、切り出し面をずらすことは、各ストリップご

をクリックすると現れる「Make Cluster Connectivitie

とでもできるし、全ストリップ同時に行うこともでき

s」ボタンをクリックすることで作成される（Ｓ１２

る。

２）。この処理では、複数のクラスタ・コネクティビテ

【００１５】図６に示すように、表示された３次元のＨ

ィが一意に連続したもの集まりに、順番にタグ番号を与

ＮＣＡスペクトルでは、アミドプロトン、アミド窒素の

20

えて、クラスタ・タグを作成する。出来上がったクラス

化学シフト（ＨＮ，Ｎ）と同じ残基のαカーボンＣＡ

タ・タグは、「View Cluster Connectivities」メニュ

（ｉ）と前の残基のαカーボンＣＡ（ｉ−１）との相関

ーで、ウインドウ４９０（図７参照）を表示することで

が表示される。同様に、ＨＮ（ＣＯ）ＣＡでは（ＨＮ，

確認できる。ここで、「Cluster‑Tag Index」４９２と

Ｎ）とＣＡ（ｉ−１）、ＣＢＣＡＮＨでは（ＨＮ，Ｎ）

して、＃１が表示されている。クラスタ・インデックス

とＣＡ（ｉ−１）、ＣＢ（ｉ−１）、ＣＡ（ｉ）、ＣＢ

は、「＋」「−」ボタン４９４で増減でき、その番号の

（ｉ）の相関が、ＣＡＣＢ（ＣＯ）ＮＨでは（ＨＮ，

クラスタ・タグの内容は、「Show Cluster‑Tags」ボタ

Ｎ）とＣＡ（ｉ−１）、ＣＢ（ｉ−１）との相関が表示

ン４９６で、表示することができる。クラスタ・タグの

される。ここで、シグナルの示す強弱、正負の違いか

内容は、「Cluster‑Tag's Sequence」４９８に、インデ

ら、また、必要ならば隣接したスライスでシグナルの増

ックスの連続として表示される。

減を確認するなどして、参照実験上で重なり合ったシグ

30

【００１８】（ｃ）クラスタ・タグの帰属

ナルを完全に区別する。そして、インデックスと関連の

クラスタ・タグの帰属では、アミノ酸一次配列と化学シ

ある３次元ピークをクリックして、ウインドウ４７０を

フト・ライブラリーとを用いてアミノ酸予測を行い、ク

表示し、「Create Bond Connectivity」ボタン４７２を

ラスタ・タグとアミノ酸配列とを対応させる。この処理

クリックすることによって、ボンド・コネクティビティ

は、メニュー「Main Chain Assignment」２３０（図７

を確定する。この確定の後、炭素原子の型を、例えば、

参照）をクリックすると現れる「Assign Cluster‑Tag S

「Assign Atom Type」ボタン４７６をクリックして、メ

equences」ボタンをクリックすることで行われ、図８に

ニュー４８０から、ＣＯ（−）／ＣＯ／ＣＯ（ＨＢ），

示す画面５００が表示される。図８において、画面５０

ＣＡ（−）／ＣＡ，ＣＢ（−）／ＣＢのように分類して

０は、上下２段に別れ、各段の上部には、読み込んだア

帰属をする（Ｓ１１８）。いったん確定した関連性は、
同じインデックスのストリップ面上でのみ、「Destroy

ミノ酸の一次配列５１２，５１４が表示されている。こ
40

れに対応するクラスタ・タグ・シーケンスが、右側に表

Bond Connectivity」ボタン４７４をクリックすること

示されているクラスタ・タグ番号５４０の線上に、帰属

で、解除することができる。なお、ＣＯ（ＨＢ）とは、

可能な候補として黄緑のバーで明示されている。バーの

水素結合のドナーのカルボニル炭素のことである。各ス

横の数字は、アミノ酸配列番号と括弧内に表示されてい

トリップ上で全ての相関ピークが観測されるのではな

る予測による確率である。表示されている確率の計算に

く、重なったり、Ｓ／Ｎが悪いため、ピークが観測され

ついては、後で説明する。このバーをクリックすると、

ないこともある。そこで、可能なパターンを各スペクト

バーに対応したクラスタ・タグの内容がウインドウ５５

ルについて生成し、全てのストリップ・チャートの組に

０に表示される。クラスタ・タグの帰属の処理は、当て

ついてつじつまのあう帰属を求める。

はまり予測により、確かそうなクラスタ・タグから順番

【００１６】インデックス間で重なりがあったら、新た

にアミノ酸配列に対して帰属させる。帰属操作は、ウイ

にピークを追加するなどして、２次元実験との関連性を

50

ンドウ５５０内の「Assign Cluster‑Tag」ボタン５５２

( 6 )

特開２００３−１３９８３２

9

10

をクリックすることで行う（Ｓ１２４）。一度タグによ

ウ５４０が現れ、帰属を外すことができる。なお、上述

って帰属された配列は、次回のアミノ酸の型予測の対象

では、３次元スペクトルを用いているが、４次元のスペ

から外されるので、帰属可能な候補の確率は再計算され

クトルを用いることもできる。

る。この帰属操作・再計算は繰り返される。従って、は

【００２１】＜側鎖の帰属＞側鎖についても、上述の主

じめは、帰属可能な配列の特定できなかったタグも他が

鎖における２次元実験とクラスタ・コネクティビティを

帰属されるごとに、候補が絞り込まれていく。この帰属

確定し原子型を帰属する過程と同様の手順で、メニュー

を繰り返すことによって、数分のうちに７割以上の帰属

２４０を用いることにより帰属操作を行うことができ

が終了する。

る。アミドプロトン−アミド窒素（ＨＮ−Ｎ）を経由す

【００１９】（ｄ）フラグメントの帰属
ある程度クラスタ・タグの帰属解析が進んでいくと、ど

る脂肪族側鎖の帰属は、２次元実験としてＮＨ−ＨＳＱ
10

Ｃを使用し、リンクを確定する実験として、３次元のＨ

うしても帰属ができない領域が生まれる。この原因は、

ＢＨＡ（ＣＯ）ＮＨ，Ｃ（ＣＯ）ＮＨ，ＨＣ（ＣＯ）Ｎ

クラスタ・コネクティビティが一意でなかったり、Ｃｂ

Ｈを使用する。また、芳香族側鎖の帰属は、参照する２

の化学シフトが決まらなかったりして、生じたフラグメ

次元実験として、ＨＮ−ＨＳＱＣ，ＣＴ−ＨＳＱＣの両

ントによって説明される。それらの帰属は、アミノ酸の

方を用い、クラスタ形成に必要なスピン系を裏付ける実

型予測とクラスタ・タグの端の化学シフトの一致、不一

験として、２次元のＣＯＳＹ，ＴＯＣＳＹ，ＮＯＥＳＹ

致の情報を頼りにして帰属を埋めていかなければならな

も使われる。帰属を確定する実験としては、３次元のＨ

い。これを行うために、メニュー「Main Chain Assignm

ＣＣＨ−ＣＯＳＹ，ＨＣＣＨ−ＴＯＣＳＹ，１５Ｎedit

ent」２３０（図８参照）をクリックすると現れる「Ass

edＮＯＥＳＹ，１３ＣeditedＮＯＥＳＹあるいは４次元

ign Fragment Indeces」によって行われ、図９に示す画

のＨＣＣＨ−ＣＯＳＹ，ＨＣＣＨ−ＴＯＣＳＹ，Ｃ−Ｃ

面６００が表示される。図９の画面６００は、図８に示

20

ＮＯＥＳＹ，Ｃ Ｎ ＮＯＥＳＹなどが使われる。次

した画面５００と同様の構成であり、上下２段に別れ、

に、例えば、芳香族側鎖の帰属の際には、主鎖帰属と同

各段の上部には、読み込んだアミノ酸の一次配列６１

様に、化学シフトの一致とＢＭＲＢデータベースとの比

２，６１４が表示されている。フラグメントが検出さ

較、芳香環属プロトン間のＣＯＳＹ，ＴＯＣＳＹ，ＮＯ

れ、アミノ酸配列６１２，６１４に対応して、右側に表

ＥＳＹシグナルの存在を調べた結果からクラスタ形成を

示されているフラグメント番号６４０の線上に、帰属可

行い、芳香環を一つのクラスタ・タグにまとめ、一括し

能な候補として黄緑の三角で明示されている。三角の横

て帰属を行う。

の括弧内の数字は、予測による確率である。この三角を

＜構造計算段階の帰属＞構造計算の段階では、帰属の完

クリックすると、三角に対応したフラグメントの情報が

了した帰属テーブルを用いて、ＮＯＥシグナルの帰属を

ウインドウ６５０に表示される。このウインドウ６５０

行う。ＮＯＥシグナルの帰属は各実験にリンクされてお

に表示される情報を参考に、フラグメントの帰属を決定

30

り、帰属の修正を行う場合でも、修正に関連した全ての

する。フラグメントを帰属させるためには、ウインドウ

シグナルが同時に修正される。このため、構造計算と帰

６５０内の「Assign Fragment」ボタン６５２をクリッ

属過程とを同時に行うことができる。以上、特定のシグ

クする（Ｓ１２６）。

ナルとスペクトルをリンクすることにより、帰属過程を

【００２０】（ｅ）帰属の評価

行うことが可能となり、初心者でも熟練者同様の確度で

決定された帰属の評価は、メニュー「Main Chain Assig

スペクトル解析を進めることができる。

nment」２３０（図９参照）をクリックすると現れる「A

【００２２】＜操作のログ＞一連の帰属の過程で、ＨＳ

ssess Main Chain Assignments」によって行われ、図１

ＱＣスペクトル上で定義された特定のピーク番号（イン

０に示す画面７００が表示される（Ｓ１２８）。図１０

デックス）を持つシグナル（ＨＮ，Ｎ）は、他の３次元

における画面７００では、上下２段に分かれて、アミノ
酸配列７１２，７１４が表示されている。このアミノ酸

スペクトル上のシグナルとのリンクにより有機的に関連
40

づけられている。また、特定のインデックスを持つシグ

配列に対応して、右側の表示に対するクラスタ間の化学

ナルは、アミノ酸配列ともリンクされる。これらのリン

シフトの不一致やアミノ酸型予測からの逸脱等が、色や

クを作成することにより帰属が行われている。この帰属

バーの高さで表示される。緑＜黄＜赤の順、あるいはバ

の操作過程は、一連の操作コマンド列として、ログ・フ

ーの高さが高いほどその帰属の信頼性が低いことを示し

ァイルに書き込まれる。帰属を修正した場合でも、修正

ている。それらの帰属を評価し直し、その原因を必ず追

を含めて帰属過程の全てのログを残すことにより、帰属

及することにより、フラグメントの帰属が解消される。

過程を再現することができる。これを図２，図１１，図

帰属の結果は、メニュー「Main Chain Assignment」２

１２を用いて説明する。図２のフローチャートにおい

３０（図１０参照）をクリックすると現れる「List Mai

て、上述したように、アミノ酸配列のファイルを読み込

n Chain Assignments」ボタンによってテキスト保存さ

むことで、この帰属の処理を開始している（Ｓ１０

れる。また、アミノ酸の文字をクリックするとウィンド
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２）。このときに、ログ・ファイルも自動的に作成され

( 7 )

特開２００３−１３９８３２

11

12

ている（Ｓ１０４）。このログ・ファイルには、帰属の

を作成する。このパターンは、どのシグナルにどの原子

ための操作を行うごとに、その操作により発行されるコ

型帰属を当てはめるかの情報の集まりである。本支援シ

マンドを格納している。操作のときに発行されるコマン

ステムでは、シグナルの総数によって、原子型帰属の種

ドの例を、図１１に示す。例えば、アミノ酸配列ファイ

になるパターンの最大数を変化させる。学習通りにシグ

ルの読み込み操作には、図１１に示した「1・・・Ｒｅ

ナルが揃っている場合には、数十程度のパターンを生成

ａｄＡｍｉｎｏＡｃｉｄＳｅｑｕｅｎｃｅＦｉｌｅ」

することで、十分な精度が得られる。一つのパターンを

（Ｓ１０２参照）を発行することで行っている。図２の

生成する作業は以下のように行う。まずストリップ上の

フローチャートには、そのステップの操作により発行さ

ピークの数が不足している場合に備えて、ピークピック

れるコマンドを例示している。
【００２３】ログ・ファイルの内容の最初の部分を図１

を行う。ピークが巨大なシグナルのリッジピークである
10

かどうか調べ、そうであるならピークを参照する優先順

２に示す。図１２において、実行されないＲｅｍａｒｋ

位を下げる処置を行う。次にストリップ上のシグナルを

（これは起動時の設定に自動的に書き込まれる）の次

正負に区別して大きさ順に並べ変え、ストリップ上のシ

に、アミノ酸配列ファイルの読み込み（Ｓ１０２）と、

グナルの総数に比例した偏差を与えたガウス分布に従う

一連のスペクトル・ファイルの読み込み（Ｓ１０４），

確率で、大きい方のシグナルをパターンに加える。ここ

実験の定義（Ｓ１０８）に対応するコマンドが読みとれ

で同じピークに異なる原子型帰属をしたり、また異なる

る。また、その次には、ボンド・コネクティビティの確

実験の間で等しいはずの化学シフトが有意に異なったパ

定（Ｓ１１８）のためのコマンドが続いている。この帰

ターンは捨てる。同じパターンを避けて、それぞれに異

属のためのコマンドで構成されたログ・ファイルは、本

なるパターンを次々生成し、設定した最大パターン数が

支援システムにより、再実行できる。これにより、他の

集まるまで、あるいはパターン生成の試行数が最大パタ

人が行った帰属処理を、ログ・ファイルを再実行するこ

20

ーンの二乗に達するまで続ける。

とで、再現することができる。本支援システムを用いる

【００２６】生成した帰属パターンには、原子型帰属の

ことにより、膨大なスペクトル群と帰属過程を有機的に

規則の十分条件に違反するものも含まれる。例えば、当

結合することにより、帰属過程の共有化を行うことが可

然加わるべきシグナルがパターンに含まれなかったこと

能となる。また、ログファイルを用いることにより、他

で、偶然に帰属規則の必要条件を満たしているように見

の研究者の行った帰属の過程を再現できる。

せかけている偽のパターンが存在する。そこで原子型帰

【００２４】＜帰属の自動化＞このシステムを用いるこ

属パターンに対して以下の最適化を行う。シグナルの補

とにより、原子型帰属の自動化を行うこともできる。こ

完、同一実験内で異なる原子型を与えるシグナルがその

の帰属の自動化により、初心者でも熟練した研究者同様

実験の分解能以上に近づいた場合にマイナーピークの排

に正確な帰属を進めることが可能となり、作業効率を大

除、基準化学シフトからのずれが異常なピークの排除、

幅に向上することができる。本支援システムでは、典型

30

同じ原子型帰属の化学シフトが実験の間で異なるものを

的な帰属を行うと、それらを学習して自動帰属を行う。

排除、シグナルの欠落箇所でスペクトルの振幅の符号が

学習を行うインデックスはプロファイル・インデックス

違反したピークの排除。（このとき、候補パターンを判

と呼ばれ、自動帰属の見本となる。このため、このイン

定するのに必要なスペクトル上の強度は、一括してバッ

デックスとしては、Ｓ／Ｎが良好で、一連の実験で見え

ファにとっておき、随時参照するとよい。）

るべきシグナルが揃っているインデックスを利用すべき

こうして、最適化された原子型帰属パターンの総数を単

である。このプロファイル・インデックスの帰属から、

純に増やすことにより、帰属規則の必要十分条件を満た

帰属，帰属シグナルの総数，シグナルの符号，シグナル

す範囲で原子型帰属の可能な組み合わせを調べ尽くすこ

間の強度比の情報から、帰属規則が分かる。図１３は、

とができる。

図６と同じ画面で、プロファイル・インデックスの帰属
を決めて、自動帰属（Auto Assign）を行うところを示

【００２７】最後の評価ステージでは、評価関数を用い
40

て原子型帰属パターンの優劣を判断する。このとき使用

す図である。プロファイル・インデックスの帰属を決め

する評価関数は、それぞれ帰属段階の性質に合うように

てから、図５，図６でも表示されているウインドウ３７

調整されている必要がある。評価項目として重要なの

０内の「Auto Assign」ボタン３７４をクリックする

は、典型的なアミノ酸の化学シフト統計であるＢＭＲＢ

と、図１３に示した、自動帰属のためのウインドウ８１

データベースを利用する項目である。ＢＭＲＢ化学シフ

０，８２０，８３０が開く。ウインドウ８１０，８２０

ト統計は多くのソフトウェア（ＣＳＩ，ＳＨＩＦＴＹ，

で、自動帰属のための各種パラメータを設定後、ウイン

ＴＡＬＯＳ，ＴＡＴＡＰＲＯ等）によってこれまで構造

ドウ８３０の「Start」ボタン８３２をクリックするこ

予測や自動帰属などに頻繁に利用されてきた実績があ

とで、自動帰属処理が開始する。

る。パターンの評価関数は他に、全シグナルの大きさの

【００２５】自動帰属処理が開始されると、まず、どの

和、基準化学シフトからのずれ、異なる実験の間の化学

シグナルにどの原子型が帰属するかを決定するパターン

50

シフトの同一性、シグナル強度比と学習プロファイルと
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の一致、最大帰属可能候補をどれだけ埋められたのか、

ピークを「Feedback」ボタン４７８（図６参照）で自動

原子型帰属とシグナルの大きさの順番に逸脱があるか等

検出して、再び帰属をくり返すことで行う。これらの手

の複数の項目を考慮したものになる。最終的に全評価関

順をまとめて自動的に行う便利なボタンを設けている。

数は、独立の事象に対する評価のように、各評価項目が

これが、「Main Chain Assignment」２３０内の「Auto

乗算で寄与する複合関数となる。各評価項目の判定値に

Assign<‑> Feedback Repeat」ボタンであり、これを利

かかる指数因子によって、ユーザーが全評価関数を調整

用すれば主鎖帰属が一発で完了する可能性がある。本支

することができる。ある一定の閾値を越え、全評価関数

援システムでは、帰属とフィードバックとを３回繰り返

値の最も優れた原子型帰属パターンを選択することによ

している。

り、原子型帰属の自動化処理は完了する。処理結果は、
ユーザーによる確認、修正を経た後で次のクラスタの帰

【００２９】＜確率の計算＞
10

（アミノ酸型分配確率）まず、単純なアミノ酸型分配確

属に進むことになる。

率計算を示す。化学シフトの中心値（ｘ＝ＨＮ，Ｎ，Ｃ

【００２８】帰属が一通り済んだら、３次元実験のピー

１

ク情報を２次元実験へ情報をフィードバックする。これ

ノ酸ａに帰属する確率分布を以下のように計算できる。

は、２次元実験の重なり合ったピークやブロードな交換

【数１】

ここで、ｘは化学シフトの中心値、ｘ（ａ），σ

【数３】

ｘ

，Ｃａ，Ｃｂ，．．．）が分かっていれば、あるアミ

（ａ）はＢＭＲＢ化学シフトの統計平均および標準偏

差である。ｘｍ

ｉ

ｎ

（ａ）、ｘｍ

ａ ｘ

（ａ）はその最小

値および最大値である。なお、第２式は統計上起こりえ
ない事象を完全に除くためにある。絶対的な帰属確率の
値は必ずしも必要ではない。むしろ、確率分布量の最も

30

大きなアミノ酸の型が何であるか知るだけでよい。簡単
のため、化学シフト値の広がり（ｄＨＮ，ｄＮ，ｄ
Ｃ

，ｄＣα，ｄＣβ，・・・）を全て１とすると、あ

る化学シフトの中心値ｘを与えたときにそのアミノ酸の

ただし、分母が０の場合は、最大許容誤差を代入する。

型がａである分配確率は、次のように計算できる。

【数４】

【数２】
ここで、σｘ は化学シフトの標準偏差である。
１

３

Ｃ，

１

５

１

Ｈ，

Ｎには、それぞれ０．０１，０．０４，

０．１ｐｐｍを与える。このとき、標準誤差、最大許容
40

誤差程度の値を与える、ｎ個のクラスタからなるクラス

【００３０】（クラスタの帰属予測）クラスタの帰属予

タの先頭が、一次配列ｃのｉ番目に帰属される分配確率

測では、上述の化学シフト中心値と化学シフト統計との

は、

間の対応を調べる他に、クラスタの両末端で既存の帰属

【数５】

の化学シフトが一致するかどうか考慮しなければならな
い。このため、主鎖帰属のクラスタの分配確率は、ＢＭ
ＲＢ化学シフト統計情報に依存した前述のｐ（ａ）項と
クラスタ両末端（termini）の化学シフトの同一性（前
後のＣ

１

，Ｃａ，Ｃｂの化学シフトに関わる）に関わる

項から計算される。クラスタが一次配列ｃのｉ番目に帰
属される分配確率は、

50

である。
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【００３１】（分配確率計算に基づくクラスタ形成）こ

可能性があることである。偶然に化学シフトが一致して

の分配確率を利用すると、タンパク質の一次配列とＢＭ

付加したクラスタは、正しい帰属サイト付近の絶対的な

ＲＢ化学シフト統計データと矛盾のないクラスタ形成が

確率分配量は減少する。しかしながら、対立候補でも型

可能である。化学シフトの同一性だけを考慮したクラス

が合わないことが起きているため、分配確率の最大値は

タ形成には問題がある。不用意に長いクラスタが、実は

こうしたエラーに鈍感でありうる。これは、できあがっ

別々の帰属に当てはまるべき、全く別の２つのクラスタ

たクラスタを一つ一つ刈り込んで、同時に分配確率の最

でなければならないかもしれない。そこで、分配確率の

大値の変化率を監視することで問題は解決する。

基本的な性質を理解する必要がある。「クラスタ・サイ

【００３２】偶然、化学シフトが同一になった結果、誤

ズｎが十分大きい場合」、ある特定のサイトに対する帰
属（正しい帰属と考えられる）への分配量が集まりやす

ったクラスタが構成されている場合、最大分配確率の増
10

加率はｎの増加に従って、一時有意に減少する点が存在

い。クラスタ・サイズが１つ大きくなると、望ましい第

するのである。そのような点を見いだしたときには、ク

一候補以外の対立候補であるアミノ酸の型が一致しなく

ラスタを分割しなくてはならない。また一方、「ｎが３

なって分配量が減少する。すると、ますます第一候補へ

以下のような小さな場合」、ｎを増やしていった場合

の比重が増加する。その結果、分配確率の最大値は上昇

に、最初のうち最大の分配確率を示す帰属サイトが正し

する。よって、クラスタの形成が正しく行われていると

いとは限らない。従って、ある程度、変化率の減少は起

きには、分配確率の最大値はｎが大きくなるに従い、分

きていてもおかしくはない。結局、経験上、以下の判別

配確率の最大値は１．０に斬近しながら増え続ける。問

式を用いることで目的が達成できる。

題は、アミノ酸の型が合っていないときにもクラスタが

【数６】

一定以上大きいと、やはり分配確率の最大値が増加する

この第一の判別式は、ｎが小さい場合には、分配確率の

また、製薬会社も、創薬のターゲットとしてタンパク質

最大値の変化率で減少する場合を許している。またｎが

の立体構造決定が急務となっている。ＮＭＲによるハイ

大きいときには、その変化率が１．０に十分近づいて、

スループットなタンパク質の立体構造決定は広く望まれ

分配確率の最大値は１．０が漸近的に近づくことを要求

ている。本支援システムはこのような要請を満たすもの

している。結局、この判別式は定性的に正しい振る舞い

であり、ＮＭＲを用いたハイスループットな構造解析を

をしていることが理解できる。また、第二の判別式はそ

可能とする。

の長さのクラスタが最低限有意であることを保証する。

【００３４】

ここで、Ｎｃ は一次配列ｃの長さである。つまり、クラ

【発明の効果】上述するように、本発明の支援システム

スタ・サイズが配列に対して応分の長さがあるなら、そ

30

により、従来では主鎖帰属に１ヵ月程度、構造決定まで

の長さを占めるだけの責任に対して、ｎ／Ｎｃ は分配確

は半年以上を要したが、主鎖帰属は１−３日へ、構造決

率で負担しなければならないことを意味する。実際のク

定も２ヵ月程度に短縮することができる。本プログラム

ラスタ作成は、まず、ブランチのないように化学シフト

を使用することにより、初心者でも、熟練者同様に確度

の同一性だけでクラスタ作成した後、それぞれのクラス

の高い帰属と精度の高い構造解析を行うことが可能とな

タについて順次刈り込んでいく。そして、長さが１にな

った。

るまで、上記の判別式を満たしているかどうかを確かめ

【図面の簡単な説明】

ることを行えばよい。

【図１】ＮＭＲシグナルの帰属法について説明する図で

【００３３】この支援システムを用いて、いくつかのタ

ある。

ンパク質の帰属を進めた。従来の方法はスペクトルから
帰属への流れで仕事は進み、流れを遡って帰属をチェッ

【図２】本支援システムを用いて行う帰属操作を説明す
40

るフローチャートである。

クすることは困難である。本支援システムにより、遡っ

【図３】本支援システムを起動すると現れる画面を示す

て帰属のチェックを行うことが可能となり、帰属効率を

図である。

大幅に向上することができた。また、構造計算の過程で

【図４】２次元のスペクトルを表示した画面を示す図で

明らかになった帰属の誤りをスペクトルに戻って見直す

ある。

ことができた。データベースを使用し、帰属の確度を統

【図５】２次元のピークと対応する３次元のスペクトル

計的に処理するとともに、評価関数を設定することによ

を表示するための操作を説明する図である。

り、確度の高い帰属を行うことができた。ポストゲノム

【図６】３次元のスペクトルを表示した画面を示す図で

時代に入り、網羅的なタンパク質の構造解析が必要にな

ある。

っている。我が国も、３，０００個のタンパク質の立体

【図７】クラスタ・タグ作成を示す図である。

構造をＮＭＲで決定することを国際的に約束している。
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【図８】クラスタ・タグの帰属を行う画面を示す図であ
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る。

コマンドのリストである。

【図９】フラグメントの帰属を行う画面を示す図であ

【図１２】ログ・ファイルに記録された操作履歴の例を

る。

示す図である。

【図１０】帰属の評価の画面を示す図である。

【図１３】自動帰属を行う画面を示す図である。

【図１１】ログ・ファイルに記録される操作に対応した
【図１】
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