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あらまし 酵素に分類されるタンパク質は活性部位と呼ばれる局所的な部位のみによって機能を果たすため，同じ機能

を持つ酵素を見つけるために類似の形状を持つ活性部位を探索する必要がある．従来は，ある機能の活性部位を見つけ

るために，その機能を持つ既知の活性部位における原子間の二乗距離の重みなし平均によって形状の類似性を評価して

いた．これに対して，本研究では重み係数を導入して原子間の二乗距離の線形結合で評価する．この重み係数の学習に

は Bregman Divergence Regularized Machine を導入する．このようにして求めた重みつき偏差を使うと良好な探索性

能が得られることを実験的に示す．
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1. ま えが き

生物の細胞の中には非常に数多くのタンパク質と呼ばれる巨

大な分子が存在しており，それらがさまざまな機能を持つことで

生命活動が成り立っている．そのようなタンパク質のうち，少な

からぬ割合のタンパク質が酵素反応を担っている．タンパク質

は，図 1(b)のような３次元的な構造を持つ分子であり，その３

次元的な形は立体構造と呼ばれている [1]．

立体構造はわかっている，すなわち，分子に含まれる各原子の

３次元座標が測定できている立体構造は多数あるが，それらの

多くが機能未知のままである．これらの機能未知のタンパク質

の機能を解明していくことは工学的もしくは薬学的に有意義で

ある．特に，特定の酵素機能を持つ未知のタンパク質を探したい

という需要があり [2], 本研究はそのような需要に答えるための

一つの計算論的方法論を提供するものである．

活性部位と呼ばれる酵素反応を担う部位は局所的である．

図 1(c)に示すように，タンパク質分子全体と比べて，酵素反応

を担う部位は小さい．分子全体の形は大きく異なっても酵素反

応を担う部位だけが同じ形をしているので，同じ酵素反応を担

うことがある．このような活性部位は類似した立体構造を持つ

が，タンパク質全体では異なる形をしているものは，収斂進化に

よるものである．こういったタンパク質は活性部位以外は全く

異なるアミノ酸配列となるので，配列解析と呼ばれる方法で見

つけるのは不可能である．本研究では，このような類似反応を持

つタンパク質をも見つける方法を開発するものである．

従来は次のようにして類似反応を持つタンパク質を探索して

いた [2]．まず，探したい酵素反応を持つ既知のタンパク質を

選んで，その立体構造から活性部位をなす原子だけを抜き出す

（図 1(a)）．抜き出した原子の集合をテンプレートと呼ぶ．つぎ

に未知タンパク質の立体構造からテンプレートと類似の局所構造

を探す．このとき，テンプレートと局所構造がどれくらい離れて

いるか次のように調べる：それぞれ原子間の距離を測り（図 3），

その二乗距離の平均をテンプレートと局所構造の類似度を表す

尺度として用いる．この尺度は平均二乗偏差と呼ばれる．

上記の従来法は次の問題点がある：

• テンプレートにどの原子を含めるかによって探索性能が
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(a) 入力：テンプレート (b) 入力：未知タンパク質の立体構造 (c) 出力：活性部位

図 1 活性部位探索問題．活性部位探索問題とは，探したい活性部位を表すテンプレートと未知タ

ンパク質の立体構造を入力し，未知タンパク質の立体構造に探したい活性部位が見つかれば

その位置を出力する問題である．(a) テンプレート；活性部位における原子の集合からなり，

各原子には３次元座標が与えられている．(b) 未知タンパク質の立体構造；タンパク質は巨

大な分子であるが，この分子が含む各原子の３次元座標は既知である．(c) 未知タンパク質

立体構造中に見つかった活性部位．

図 2 従来法と提案法の流れ．従来法も提案法も，局所部位探索ステッ

プと偏差計算ステップの２ステップからなる．局所部位探索ステッ

プでは，TESS や JESS などの局所部位探索アルゴリズムを使っ

てテンプレートに類似した局所部位構造の候補を列挙する．偏差

計算ステップでは，局所部位構造の候補それぞれとテンプレート

とを比較し，偏差を計算する．

左右される [2]．活性部位に含まれる原子でも固定されているも

のもあれば，タンパク質によって変動するものもある．変動して

いる原子をテンプレートに含めてしまうと平均二乗偏差が大き

くなって探索から漏れてしまう．

• いったんテンプレートに含まれた原子は平等に扱われる．

原子の位置がどの程度固定しているかは原子によって異なる．活

性部位とそれ以外とを判別するのに有効な原子とあまり有効で

図 3 局所部位候補とテンプレートとの比較．局所部位候補に含まれる

原子とテンプレートに含まれる原子は基本的には同種である．す

なわち，炭素は炭素に，酸素は酸素に対応している．局所部位探

索ステップで用いられる局所部位探索アルゴリズムは，原子間の

対応までついた部位を候補として出力する．テンプレート中の各

原子 xtmplt
i ∈ R3 に対し，局所部位候補の対応する原子 x′

i ∈ R3

を回転および並進させて重ね合わせ，平均二乗偏差を計算する．

はない原子がある．にもかかわらず，重みをつけずに単純に二乗

偏差の平均をとって，テンプレートと局所構造の非類似度を測っ

ている．

本研究では，テンプレートの原子に重み係数を与えて重みつき

二乗偏差を用いる．本報告では，その重み係数を訓練用データか

ら求めるための新しい機械学習アルゴリズムを提案する．Kato

& Nagano [3] は，線形計画法を使って重み係数を求めるための

機械学習アルゴリズムを発表している．本報告で提案するアル

ゴリズムは，Kato & Nagano の方法より，自然な定式化になっ

ている．近年の機械学習法の主流は，正則化損失最小化である．
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図 4 訓練用データセット．訓練用データセットは活性部位の位置がす

でに分かっているタンパク質を用いる．同じ種類の活性部位を持

つ既知タンパク質を集め，TESS や JESS などの局所部位探索

アルゴリズムを使ってテンプレートと類似した局所部位を列挙す

る．そのうち，活性部位である局所部位にたいしてクラスラベル

yk = +1 を与え，活性部位ではない局所部位にはクラスラベル

yk = −1 を割り振る．

すなわち，損失関数 loss(w)と正則化関数 r(w) の和を目的関

数として最小化問題に帰着させている [4]～[9]．ただし，w はモ

デルパラメータで，本研究で扱う問題では原子の重み係数とな

る．しかし，Kato & Nagano の方法 [3]は損失と正則化の和を

最小化させる枠組みに則っていなかった．そのため，活性部位予

測問題は，機械学習法の作法に則らない特殊なアルゴリズムを

使わなくては解けないのか，近年の機械学習法で用いられる典

型的なアプローチでも解ける問題なのか，不明のままであった．

本研究の貢献は，正則化損失最小化の原理に則って組み直した

アルゴリズムを用いても，comparable な性能が得られることを

実験的に明らかにすることである．正則化損失最小化に基づく

方法の目的関数は正則化関数と損失関数の和で構成される．正

則化関数は，MAP 推定でいうところの事前確率のような役割

を果たす．すなわち，正則化関数のみを最小化すれば，情報 (す

なわち，訓練用データ) が何もなかったときのパラメータ値に

なる必要がある．本研究で扱うタスクの場合，すべての重み係

数が等しくなるときが情報が何もなかったときに相当する．本

研究では，等しい重みからの乖離を正則化関数に取り入れるた

め２つの Bregman divergence [10] を試した．一つは二乗ユー

クリッド距離，もうひとつは Kullback Leibler divergence であ

る．それらはいずれも Bregman divergence regularized machine

(BDRM) [10] のインスタンスになり，学習に BDRM の枠組み

を利用できる．提案法の詳細は 2. 節および 3. 節で述べ，実デー

タを用いた探索実験の結果は 4. 節で報告する．最後に 5. 節で

結論を述べる．

2. 活性部位探索法

本研究では，活性部位探索問題 [2], [3]（図 1）というタスク

に取り組む．活性部位探索問題の入力は，次の２つである：

• 探したい活性部位のテンプレート，と，

• 未知タンパク質の立体構造．

もし，未知タンパク質の立体構造に含まれる活性部位があれば

それを出力し，見つからなければ「Not found」と出力する．

活性部位探索の手続きは次の２ステップ（図 2）からなる：局

所部位探索ステップ，偏差計算ステップ．局所部位探索ステップ

では，TESS [2] や JESS [11] などの局所部位探索アルゴリズム

を使って，テンプレートと類似している可能性のある局所部位

を列挙する．局所部位探索アルゴリズムは，テンプレートに含

まれる原子と同種の原子が局所的に集まっている位置している

部位を高速に抽出するものであり，TESS [2] の場合，幾何学的

ハッシングと呼ばれる方法が使われている．

偏差計算ステップでは，テンプレートと局所部位候補の平均

二乗偏差を計算する．テンプレートは n 原子含んでいるとする

と，局所部位候補も n 原子含むことになる．テンプレートと局

所部位候補は原子間の対応関係は取れており，基本的にはテン

プレートの第 i 原子の種類は，局所部位候補の第 i 原子の種類

に等しい．テンプレートの第 i原子の３次元座標を xtmplt
i であ

らわし，局所部位候補の第 i原子の３次元座標を x′
i とする．こ

れらより，3 × n の行列Xtmplt :=
h

xtmplt
1 , . . . , xtmplt

n

i

および

X ′ := [x′
1, . . . , x

′
n]を定義する．原子に重みがない場合，平均二

乗偏差は

Dunwei(X
′, Xtmplt; R, v) :=

1

n

n
X

i=1

‖x′
i − (Rxtmplt

i + v)‖2

であらわされる．ただし，R ∈ R3×3 および v ∈ R3 は，それ

ぞれ，回転行列および並進ベクトルを表し，R>R = I および

det(R) = +1を満たす．回転行列および並進ベクトル (R, v)は

D(X ′, Xtmplt; R, v) が最小になるように求める．そのような

回転行列および並進ベクトル (R, v)は O(1)の計算量で求めら

れる．

n個の原子それぞれに w1, . . . , wn の重み係数をつけて二乗偏

差との線形結合をとった場合は，

D(X ′, Xtmplt; w, R, v) :=

n
X

i=1

wi‖x′
i − (Rxtmplt

i + v)‖2

(1)

で与えられる．ただし，w := [w1, . . . , wn]> である．w = 1n/n

としたとき重みなし平均二乗偏差になる．すなわち，

D(X ′, Xtmplt;1n/n, R, v) = Dunwei(X
′, Xtmplt; R, v)

を満たす．D(X ′, Xtmplt; w, R, v)を最小にする (R, v)も O(1)

で求めることができるが，学習アルゴリズムとの関係から，本研

究では D(X ′, Xtmplt;1/n, R, v) を最小にする回転行列および

並進ベクトルを用いた．
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3. 学習アルゴリズム

本研究では重みつき平均二乗誤差 (1) を用いるが，各原子に

与える重み係数 w は訓練用データから学習によって求める．

訓練用データは次のように集める．

（ 1） 探したい活性部位のテンプレートとその活性部位を有

する既知酵素を集める．なお，それらの酵素の活性部位の位置は

既知とする．

（ 2） テンプレートと既知酵素集合に局所部位探索アルゴリ

ズムを適用して，テンプレートと類似した局所部位を収集する

(図 4)．

（ 3） 前ステップで収集した局所部位のうち，探したい活性部

位ならばクラスラベル yk = +1 を与え，さもなければクラスラ

ベル yk = −1 を与える．

テンプレートが n 個の原子からなるとすると，ステップ２で得た

局所部位も n 個の原子からなり，原子間には対応関係がついて

いる．それぞれの原子は基本的にはテンプレートの対応する原子

と同種である．ここで，` 個の局所部位が得られたとし，第 k局

所部位に含まれる各原子の座標は，x1,k, . . . , xn,k ∈ R3 とする．

これらの座標ベクトルをつなげた行列X(k) := [x1,k, . . . , xn,k]

を定義しておく．

機械学習を行うには，損失関数と正則化関数が必要である．本

研究では損失関数を次のように定義した．正例には二乗偏差の

線形和が閾値 θ を下回ったら損失を与え，負例には二乗偏差の

線形和が閾値 θ を上回ったら損失を与えるようにした．これを

次の式で実現した：

loss(w, θ) :=
X̀

k=1

ck

“

θ − D(X(k), Xtmplt; w, R(k), v(k))
”2

+

ただし ，回転行列および 並進ベクトル (R(k), v(k)) は，

D(X(k), Xtmplt;1/n, R(k), v(k)) が最小になるように予め求

めておいたものを使った．演算子 (·)+ は ∀x ∈ R に対して，
(x)+ = max(x, 0) を満たす．ck は正の定数である．

正則化関数は，MAP推定でいうところの事前確率のような役

割を担う [4]．すなわち，データがないとき，すなわち，損失関

数が常に 0 であるとき，正則化関数を最小化すると，最も情報

のないパラメータを返すように定義される．本研究の場合は，重

みが等しいときが無情報なパラメータになるので，

w1 = · · · = wn = 1/n

で正則化関数が最小化になるように，正則化関数を定義した．具

体的には，w0 = [w1,0, . . . , wn,0]
> := 1n/n として，つぎの２

つの定義を用いた．

• `2 正則化

r2(w) :=
1

2
‖w − w0‖2.

• KL(Kullback Leibler) 正則化

rKL(w) :=

n
X

i=1

wi log
wi

wi,0
− wi + wi,0.

これらを使って，次の最適化問題を得る：

min r(w) +
λ

2
(θ − θ0)

2 + loss(w, θ),

wrt w ∈ Rn
+, θ ∈ R+.

ただし，正則化関数 r(·) には，KL正則化，もしくは `2 正則化

を用いる．λ と C は正の定数である．次節の実験では θ0 = 1

とおいた．

3. 1 最適化算法

KL 正則化，`2 正則化ともに w0 からの Bregman diver-

gence [10] となっている．Bregman divergence とは次のよう

に定義される：シード関数 ϕ が，連続で，微分可能で，実

数値関数で，狭義の凸であるとする；Bregman divergence

Dϕ : dom(ϕ) × ri(dom(ϕ)) → R+ は

Dϕ(x; y) := ϕ(x) − ϕ(y) − 〈x − y,∇ϕ(y)〉

で与えられる．たとえば ，ϕ(w) = 1
2
‖w‖2 とおくと，

Dϕ(w; w0) = r2(w) となり，ϕ(w) =
Pn

i=1 wi log wi とおく

と，Dϕ(w; w0) = rKL(w) となる．

KL 正則化も `2 正則化も，基本的には，BDRM (Bregman

Divergence Regularized Machine) [10] のインスタンスになっ

ているので，BDRM の枠組みにあてはめれば最適化は可能で

ある．BDRM と異なる点は，`2 正則化を用いる場合，重み係

数 w1, . . . , wn に非負制約，すなわち 0 以上という制約を課さ

なくてはならない点である．KL 正則化による BDRM 学習ア

ルゴリズムは Algorithm 2 のように，`2 正則化による BDRM

学習アルゴリズムは Algorithm 1 のように得られた．ただし，

ak = [a1,k, . . . , an,k]> は n 次元ベクトルであり，各要素は

ai,k := ‖xk,i − (Rxtmplt
i + v)‖2

とおいた．

Algorithm 1 `2 Regularized Learning Algorithm

1: (α, β) := (0`,0d); (w, θ) := (w0, θ0);

2: for t = 1, 2, . . . do

3: for k = 1, . . . , ` do

4: w̄ := w + αkak; θ̄ := θ − 1
λ

αkyk;

5: αk :=
(〈ak,w̄ 〉−yk θ̄)+

1/λ+1/ck+‖ak‖2 ;

6: w−1/2 := w̄ − αkak; θ := θ̄ + 1
λ

αkyk;

7: w :=
`

w−1/2 − β
´

+
; β := wt

−1/2
− β − w;

8: end for

9: end for

4. 実 験

提案法の性能を調査するため，PDB に登録されている立体構

造データを使って探索実験を行った．PDB データのうち，Ez-

CatDB というデータベースに登録されている立体構造データを

用いた．EzCatDBには，酵素それぞれに対して，触媒反応の分

類や活性部位の位置が登録されている．EzCatDBに登録されて
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Algorithm 2 KL Regularized Learning Algorithm.

1: α := 0`; v := log(w0); θ := θ0;

2: for t = 1, 2, . . . do

3: for k = 1, . . . , ` do

4: v̄ := v + αkak;

5: θ̄ := θ − 1
λ

αkyk;

6: if 〈ak, exp(v̄)〉 <= yk θ̄ then

7: αk := 0;

8: else

9: Find positive αk satisfying a nonlinear equation

〈ak, exp(v̄ − αkak)〉 = yk θ̄ + (1/λ + 1/ck)αk.

10: end if

11: v := v̄ − αkak; θ := θ̄ + 1
λ

αkyk;

12: end for

13: end for

いる触媒反応クラスから所属する酵素が比較的多数ある 31 個選

び，それぞれに対するテンプレートを用意した．データセットは

5,538 個のタンパク質立体構造からなる．それぞれの立体構造は

複数の部位を含んでいるものもあり，また，複数のテンプレート

から TESS アルゴリズムによって部位の候補が得られたものも

ある．

活性部位に含まれる残基は EzCatDB に登録されている．テ

ンプレートは活性部位に含まれる残基から作った．それぞれの

残基は，触媒部位残基，補因子結合残基，修飾残基，主鎖触媒残

基の４種類に分類されている．触媒部位残基および修飾残基に

関しては側鎖にある原子をテンプレートに含めた．補因子結合

残基に関しては，すべての原子をテンプレートに含めた．主鎖

触媒残基は主鎖の原子のみテンプレートに含めた．このように，

テンプレートの作成には，EzCatDBに登録されている残基レベ

ルの情報しか使わないので，用いるテンプレートはテンプレー

ト作成者の能力や知識への依存は小さい．

次の２つの学習機械をテストした：`2 正則化学習による重み

つき偏差 (L2)，KL 正則化学習による重みつき偏差 (KL)．加え

て，従来の重みなし偏差 (UD)および，Kato & Nagano による

方法 [3](KND) とも比較した．

データセットに含まれる 5,538 個のタンパク質立体構造のう

ち，ランダムに半数を選び訓練用とし，残りを評価用とした．こ

のような分割を３セット作った．それぞれの評価用データセット

から ROC スコアと Sensitivity を算出した．ROC スコアとは

Area under ROC curve とも呼ばれる評価基準である．閾値を

変えると Sensitivity と Specificityが変わり，それらから ROC

カーブを描くことができる．ROC カーブの下の部分の面積を

ROC スコアと呼ぶ．値が大きいほど探索性能が良いことを表す．

最大が 1 である．Sensitivity は Specificityが 0.95 になるよう

に閾値を調整した時の値を用いた．すると，31 個テンプレート

があり，3 セットあるので，93 個の ROC スコアと Sensitivity

が得られる．この 93 個の値の平均を報告する．

図 5 に平均 ROC スコアと平均 Sensitivity をプロットした．

ROC スコアも Sensitivity も KL が一番高く，２番目に高いの

が KNDであった．重みなし平均二乗偏差は，いずれの重みつき

偏差よりも低かった．統計的有意差を調べるため，One-sample

t-test を行った．L2 と UD との ROC スコアの差に関しては P

値が 4.88 · 10−4 であり，KL と UD の差の P値が 1.30 · 10−4

となり，重みつきによって統計的に有意に ROC スコアが向上

したといえる．Sensitivity に関しても差を検定したところ，L2

と UD の差の P 値が 2.68 · 10−3，KL と UD の差の P 値が

1.26 ·10−4であった．これより，Sensitivityも統計的に有意に向

上したといえる．一方，L2と KNDの差に関しては，ROC スコ

アでは 0.137 の P 値，Sensitivity は 0.204 の P 値であり，L2

は KND より劣っているとはいえないと結論付けられる．KLと

KNDでは平均では KLのほうが ROC スコア，Sensitivityとも

に高かったが，ROCスコアの差では 0.0427の P値，Sensitivity

の差は 0.0810 の P 値を得，KL と KND とでは，統計的有意

に差があるとは必ずしもいえない．

5. お わ り に

本論文では，酵素の活性部位を予測するため，テンプレートの

原子に重み係数を与えることとし，その重み係数を決定するため

の新しいアルゴリズムを提案した．重みをつけて計算するアプ

ローチは Kato & Nagano [3] によってすでに提案されていたが，

近年の機械学習で用いられている正則化損失最小化の原理に則っ

ていなかった．これに対して，本研究では正則化損失最小化の

原理に則ってアルゴリズムを再設計した．実験の結果，Kato &

Nagano の方法と comparableな結果が得られ，正則化損失最小

化に則らない特殊なアルゴリズムが特に必要ではないことが明

らかになった．提案法は，損失と正則化の和を最小化するとい

う典型的な方法で設計されているので，機械学習分野で開発さ

れているさまざまな拡張を利用することが可能である．よって，

マルチタスク学習 [9]，転移学習 [12]，構造的学習 [13]などの適

用の可能性が開かれたことになり，活性部位探索問題のための計

算機的手法のさらなる発展が見込まれる．
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