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•  背景： 酵素とは何か？ 活性部位とは何か？ 
•  従来法： 重みなし偏差による活性部位予測法 
•  提案法： 重みつき偏差による活性部位予測法 

–  重みつき偏差の効果 
–  学習アルゴリズムの定式化 

•  実験結果 
•  結論 
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酵素はタンパク質の一種 

ナトリウム 
ポンプ 

コラーゲン 
（繊維状蛋白質） 

アクチン・ミオシン 
（収縮性蛋白質） アミラーゼ 

（加水分解酵素） 

酵素の一種 

インスリン 
（ホルモ
ン） 

免疫グロブリン 
（抗体） 

ヘモグロビン 
（色素タンパク質） 
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酵素とは 

• 生体内の化学反応（代謝）を進行させる生体触媒 
• タンパク質（＋補酵素；cofactor）で構成される 
• 5,000～6,000種類あるとされている 

基質（化合物） 産物（化合物） 
酵素触媒反応： 
化合物の構造変化 
（中間体、遷移状態） 

HO	

OH	

+	（αアミラーゼの場合） 
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多様な酵素　－　代表例 
•  DNAポリメラーゼ 
•  RNAポリメラーゼ 
•  ヌクレアーゼ 
•  プロテアーゼ（タンパク質分解酵素） 

–  トリプシン 
–  パパイン 

•  リン酸化酵素（キナーゼ） 
•  脱リン酸化酵素（フォスファターゼ） 
•  脂質分解酵素 

–  フォスフォリパーゼ 
•  酸化酵素（オキシゲナーゼ） 

–  モノオキシゲナーゼ 
•  シトクロムP450 

–  ジオキシゲナーゼ 5 レラトー，○加藤（群馬大），長野（産総研） 
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His57 

Ser195 

1azz"
Brachyurin  EC 3.4.21.32"
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酵素反応を担う部分は局所的：活性部位 

全体構造が異なっても、活性部位が似ている 
ために同じ酵素機能を持つことがある 



•  タンパク質の立体構造から， 
既知の酵素活性部位をもとに， 
同じ酵素反応を示すタンパク質を探しだす 
アルゴリズムを開発する 
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研究目的 
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問題設定 
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In p u t O u tp u t

A ctive	 S itesT em plate Unknown	 Protein

既知活性部位 
における各原子の 
種類と３次元座標 

活性部位は未知だが， 
各原子の種類と 
３次元座標は既知 

テンプレートと 
同じ形を持つ 
活性部位の位置 

テンプレート 未知タンパク質 活性部位 



従来法の流れ 
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T em plate

Local	 S ite	 S earch

D eviation	 C om putation

U nknow n
P rotein

U nw eighted
D eviation

C andidates	 of
L ocal	 S ites

1.	 Local	 S ite	 S earch

A localsite search algorithm ,
such as T E S S and JE S S , is
used to enum erate the candi-
dates of localsite structures
sim ilar	 to	 the	 tem plate.

2 .	 D eviation
　	 C om putation

T he deviation of each candi-
date site from the tem plate is
com puted.

偏差が小さければ， 
テンプレートと同じ 
機能の活性部位と予測 

局所部位探索 

偏差計算 

幾何学ハッシング 
を使い，テンプレー
トと同種類の原子が 
局所的に集まった 
部位を列挙する 

それぞれの局所部位 
候補がテンプレート 
とどれだけ離れて 
いるか計算する 



従来法の偏差計算段階 
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(1)  テンプレートに局所部位候補を 
重ね合わせる 
 

(2)  各原子間の二乗距離を測り， 
その重みなし平均を偏差とする． 
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回転と平行移動 

従来法の偏差計算段階 

(1)  テンプレートに局所部位候補を 
重ね合わせる 
 

(2)  各原子間の二乗距離を測り， 
その重みなし平均を偏差とする． 



従来法の偏差計算段階 
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原子 

二乗距離 

(1)  テンプレートに局所部位候補を 
重ね合わせる 
 

(2)  各原子間の二乗距離を測り， 
その重みなし平均を偏差とする． 



従来法の偏差計算段階 
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重みなし偏差 原子 

二乗距離 

(1)  テンプレートに局所部位候補を 
重ね合わせる 
 

(2)  各原子間の二乗距離を測り， 
その重みなし平均を偏差とする． 
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-  活性部位における原子の重要度は
非一様である 

-  無関係な原子がテンプレートに 
含まれれば，予測性能が低下する 

偏差 原子 

二乗距離 

偏差の弱点 

(1)  テンプレートに局所部位候補を 
重ね合わせる 
 

(2)  各原子間の二乗距離を測り， 
その重みなし平均を偏差とする． 
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-  活性部位における原子の重要度は
非一様である 

-  無関係な原子がテンプレートに 
含まれれば，予測性能が低下する 

偏差 原子 

二乗距離 

偏差の弱点 

(1)  テンプレートに局所部位候補を 
重ね合わせる 
 

(2)  各原子間の二乗距離を測り， 
その重みなし平均を偏差とする． 

n  無関係な原子の重みを小さく， 
n  関係ある原子の重みを大きくすれば， 
予測性能は向上するだろう 
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本研究では 偏差を用いる 
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T em plate

Local	 S ite	 S earch

D eviation	 C om putation

U nknow n
P rotein

U nw eighted
D eviation

T em plate

Local	 S ite	 S earch

D eviation	 C om putation

U nknow n
P rotein

W eighted
D eviation

C andidates	 of
L ocal	 S ites

C andidates	 of
L ocal	 S ites

C onventional P roposed

1.	 Local	 S ite	 S earch

A localsite search algorithm ,
such as T E S S and JE S S , is
used to enum erate the candi-
dates of localsite structures
sim ilar	 to	 the	 tem plate.

2 .	 D eviation
　	 C om putation

T he deviation of each candi-
date site from the tem plate is
com puted.

局所部位探索 

偏差計算 

幾何学ハッシング 
を使い，テンプレー
トと同種類の原子が 
局所的に集まった 
部位を列挙する 

それぞれの局所部位 
候補がテンプレート 
とどれだけ離れて 
いるか計算する 

従来法 

局所部位探索 

偏差計算 

提案法 



重みなし偏差では正例と負例を分離不
可能 
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重みを与えると 
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正例と負例を分離できる  
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従来の重みなし平均二乗偏差 
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重みなし二乗偏差 



重みつき二乗偏差 
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重みつき二乗偏差 

重み係数 



重み w の決め方：訓練用データ 
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重み w の決め方：最小化問題を解く 
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min 

wrt 

subj to 

重み w 

正例1 
正例2 
正例3 
正例4 
正例5 
負例1 
負例2 
負例3 
負例4 
負例5 

： 正則化関数 

ただし 

閾値 



重み w の決め方：最小化問題を解く 
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min 

wrt 

subj to 

重み w 

正例1 
正例2 
正例3 
正例4 
正例5 
負例1 
負例2 
負例3 
負例4 
負例5 

： 正則化関数 

ただし 

閾値 

正例との偏差は閾値以下に，負例との偏差は閾値以上に 



重み w の決め方：最小化問題を解く 
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min 

wrt 

subj to 

重み w 

正例1 
正例2 
正例3 
正例4 
正例5 
負例1 
負例2 
負例3 
負例4 
負例5 

： 正則化関数 

ただし 

閾値 

正例との偏差は閾値以下に，負例との偏差は閾値以上に 

はみ出しを 
許す 



重み w の決め方：最小化問題を解く 
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min 

wrt 

subj to 

重み w 

正例1 
正例2 
正例3 
正例4 
正例5 
負例1 
負例2 
負例3 
負例4 
負例5 

： 正則化関数 

ただし 

閾値 

正例との偏差は閾値以下に，負例との偏差は閾値以上に 

はみ出しを 
許す 

はみ出しは 
なるだけ小さく 



重み w の決め方：最小化問題を解く 
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min 

wrt 

subj to 

重み w 

正例1 
正例2 
正例3 
正例4 
正例5 
負例1 
負例2 
負例3 
負例4 
負例5 

： 正則化関数 

ただし 

閾値 

はみ出しを 
許す 

はみ出しは 
なるだけ小さく 

正則化で過整合を防ぐ 

次ページで定義します 



正則化関数 r(w) 
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重み係数の決め方：以下の最小化問題を解く 

正則化関数： 重みなし　　　　　　　　　からの乖離を表現 

Ｌ２正則化 ＫＬ正則化（カルバックライブラ正則化） 

すると，ＢＤＲＭ（Bregman Divergence Regularized Machine） 
              (Kato, Takei, Omachi, MIRU2013, IPSJ CVA 2013) 
 のインスタンスになる 



重み w の学習アルゴリズム 
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Ｌ２正則化を使う場合 ＫＬ正則化を使う場合 

ＢＤＲＭ の学習アルゴリズムに代入することにより 
重み w の ε 最適解を　　     　　　の計算量で得ることができる 
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•  31 テンプレート 
•  5,538 タンパク質立体構造 
•  訓練用50%，評価用50%． 
•  ３回繰り返して平均性能を算出 
•  ROC score and Sensitivity at Specificity 0.95 
•  方法 

–  ＵＤ：　 従来法，重みなし二乗偏差 
–  KND：  従来法，重みつき二乗偏差， 
　　　　　特殊なアルゴリズムで重みを算出(Kato & Nagano, 2010) 

–  L2：  提案法，重みつき二乗偏差，L2正則化で重み決定 
–  ＫＬ：  提案法，重みつき二乗偏差，ＫＬ正則化で重み決定 
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実験条件 



実験結果 
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性能は ＫＬ ＞ ＫＮＤ ＞ Ｌ２ ＞ ＵＤ の順であった 
重みなしより重みつきが圧倒的によく， 
重みつき同士では大きな差はなかった． 



•  活性部位予測のための新しいアルゴリズムを提案した 
•  提案法のポイント 

–  原子に重みづけをした 
–  重みづけの方法を「正則化損失最小化」で定式化． 
従来の重みつき法は特殊なアルゴリズムであった 

•  実験結果 
–  重みなしよりも性能がよかった 
–  従来の重みつき法と同等以上の性能を得た 

•  今後の展開 
–  「正則化損失最小化」に則った定式化でも同等以上の性能． 
→ 転移学習，構造化学習など様々な拡張が可能になった 
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結論 
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Thank you 


