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計算科学を

M

a

料

き

で

らかに

めると生体内での原子・分子の反応や動的振

着しますが、その運動は量子力学や

計

力学などの物

に支配されています。タンパク質、 NAや NAなどの生体高

分子を量子力学に基づいてモデル化し、その水中や細胞内での動的
振る いを 計 力学で定 化して、スーパー ンピュータを駆使し
てシミュレートする が可能になって来ました。このシミュレーショ
ンが生体分子の

の振る いを予測するようになると、 えば新し

い化合物が として生体高分子に作用するか かの 断がシミュレー
ションで出来るようになり

への応用が可能です。水分子、低分子

力場で記述されますが、我々は 進的な電子構造計算を駆使して、
一的で高精度な分子力場の開発を進めています。シミュレーションの
結 は実 データと定量的に
arzynski

される必要がありますが、タン

化合物との結合自

エネルギーを非

を用いて導出する方法を開発して、

に測定される解離定数との定量的な
を

計力学の
開発の中で

を可能にしました。この方法

ンピュータで効率的に実行出来る様にして一

開して広く使

NAの高精度力場の開発に成

して、

内受容体と NAの複合体に

が相互作用している状態を精度 くシミュレーション出来る様にな
りました。 進的 ンピュータを駆使したシミュレーションで生命科
学の

を構築します。

生 物 医 科 学

われる様になっています。タンパク質の力場と同じ方針に基づいて

報

パク質と

All life activities are based on molecular interactions in atomic scale,
which are governed by physical laws such as quantum mechanics
and statistical thermodynamics. ecause of recent advance in
supercomputer it is getting possible to perform molecular dynamics
simulations of biomolecules such as protein, D A and A
a er building up accurate molecular models based on quantum
mechanics. If the molecular dynamics simulations are accurate
enough, we might predict the medical activity of new drugs by
computer simulations and it will promote the computer aided drug
design. Molecular interactions between water, small compounds,
and large biomolecules such proteins and nucleic acids are described
by molecular mechanical force field. sing high-level quantum
mechanical theory we are developing more accurate unified force
field than traditional ones. sing nonequilibrium Jarzynski identity
we developed massively parallel computational method of binding
free energy (MPCA EE), which made it possible to quantitatively
compare the calculated binding free energies with experimental
binding constants commonly measured in the drug development. We
implemented efficient MP-CA EE program to computer, which is
widely used. ecently we succeeded to improve the accuracy of D A
force field in consistent way with the protein force field. It enables
highly accurate molecular dynamics simulations for the protein and
D A complex system with drug small molecules. We will continue
the research to make concrete physical basis for the life science.
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