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3.8 静電場トポロジーによる分子の可観化とその応用

A Technique for Visualizing Electrostatic Fields 
sased on Their Topological Structures 
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In molecular science， visualization techniques based on computer graphics are now weII established出

a tool to interpret simulation resuIts， since molecuJes are compIicated in the structures and mutual 

interactions. As a probe to study such molecular interactions， electrostatic日eldsare considered to be 

useful. However， since they are givenぉ 3Dvector fields having complicated distributions， 

conventional drawing tecluuques are inadequate. In this article， a new approach based on topological 

structures in vector fields is presented to visuaIize the electrostatic fields of molecules. The scheme is 

to select regions of interest on1y合omthe topologica1 structures of the fields. An example in 

applications to chemical reactions of an amino acid complex is presented to show how the scheme is 

凶 ed.
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1. はじめに

計算機の急速な発展により、シミュレーションや理論計算からは大量の数値データが出力されるよう

になった。この数値データの物理的化学的意味を解析する手段の一つに、コンピュータグラフィックス

を用いた可視化がある。数値データを映像化して、その特徴を視覚的に捕らえようとする技術である。

出力される数値データは日々複雑化大型化しており、可視化は解析手段のひとつとして益々重要に

なってきた。分子科学においても理論計算の規模は大型化している。最近では蛋白質のような生体高

分子もその対象となりつつあり、この分野でも可視化は、計算結果の解析のために広く用いられるよう

になった。また同時に、的確にかっ直感的にデータの特徴を捕らえるための新しい可視化方法の研究

も盛んになっている。

生体高分子の振る舞いを理解するには、その分子が持っている静電的な特徴を知ることが重要で

ある。そもそも電荷を帯びた原子は静電場の向きと大きさに従った力を受ける。そこで、分子周囲の静

電場を対象とした可視化方法について検討することにした。

分子周囲の静電場は3次元的広がりを持ったベクトル場で、ある。例えば、 2次元ベクトル場の表示に

用いられていた矢印や流線を描く従来の方法をそのまま応用しても図形同士が重なりあってしまうため、

複雑な形状をした分子の特徴を直感的に捕らえることは難しい。そこで、私たちはまず静電場を幾何
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学的に考察した。そして、ベクトル場が持っている幾何学的特徴の一つ「トポロジー」に着目し、 3次元

ベクトル場の新しい可視化方法を考案した。さらに、これを分子周囲の静電場に応用することで、分子

が持っている静電的な特徴を明らかにすることを試みた[1J。

2.静電場トポロジー

静電場に限らず、一般にベクトル場はトポロジー構造を持っている。「ベクトル場がゼロ」の点を出発

点にした流線が、このトポロジー構造を表す「ベクトル場の骨組みJとなることが知られている[2J。もし分

子周囲の静電場に対してこれを応用したのなら、分子の静電的な特徴、特に各原子と周りとの相互作

用を明らかにできると期待した。ところが、実際には不十分な情報しか得られなかった。つまり、同符号

の電荷を持った原子間の相互作用のみが表示され、異符号の電荷間にある静電的相互作用が全く現

れなかったので、ある。そこで、私たちは静電場を幾何学的に考察し、骨組みの出発点を拡張して「ベク

トル場を流線に沿って微分したときにゼロ」を満たす特異点を用いることとした[1J。これより、同符号に

加えて異符号の静電的相互作用を表す「骨組み」を描くことができた。以上のことから、幾何学的に拡

張された特異点が、静電場の特徴と強く相関していることが分かる。そこで、この特異点とそれに基づく

静電場の骨組み構造から明らかになる幾何学的特徴のことを「静電場トポロジー」と呼ぶこととした。こ

の静電場トポロジーを調べれば、各原子が周りの原子とどのように静電的相互作用しているのかを明

確に把握できる。

3.静電場の新しい表示方法

静電場などの3次元ベクトル場を可視化する難しさは、矢印や流線などの描いた図形同士が重なり

あって、その位置関係が分かりにくくなることにある。これは単純だが、人聞が目で見て理解する上でと

ても本質的な問題である。そこで、この分かりにくさを軽減するために、必要な領域だけを選択して表

示することにした。その際、表示領域の選択に静電場トポロジーを利用することで、静電場の特徴を的

確に捕らえた可視化が可能だと考えた。

先に述べた通り、静電場トポロジーは「静電場を流線に沿って微分したときにゼ、ロJになる特異点の位

置と強く相関している。この流線に沿った微分は、静電場をv、流線に沿ったパラメータをtとすると次

式のように表すことができる。

d旬 dlvl ・・・・・(1)
ーニ -e1+|u|2・e2
dt dt 

ここで、 Ivlは静電場の大きさ、 Kは流線の幾何学的な曲率、 e1とe2はそれぞれ流線の接線方向とf去

線方向を向いた単位ベクトルを表している。この二つの単位ベクトルが直交していることから、静電場ト

ポロジーを決めた「流線に沿った微分がゼ、ロ(dv/dt= 0) Jの条件を満たす特異点では(1)式のe1と

e2のどちらの項の係数もゼ、ロで、なければならないことが分かる。そこで、この特異点と静電場との関係

をより明らかにするために、片方のie1の係数だけがゼ、ロCdlvl/dt = 0 ) Jを満たす場合について調べた。

すると、この条件を満たす点は、電荷を持った原子を区分けするような曲面を成していた。さらに、この

曲面上にe2の項の係数Ivl2とKをプロットしたところ、その分布が特異点の位置と強く相関していた。図

1にこの曲面とい
1
2の分布の様子を示す。前節で述べた通り、特異点の位置は静電場の特徴と強く相

関している。そこで、私たちは、この曲面上の1v12とKの分布を用いて表示領域を選択することを採用し
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た。

4.応用例ーモデル分子 Mg-glycine-glycinemethylester周囲の静電場一

以上に述べた新しい表示方法の有効性を確かめるため、モデル分子 Mg-glycine-glycine

methylester周囲の静電場の可視化に応用した。この分子は、マグ、ネシウムを中心にして、グリシンとグ

リシンメチノレエステルが配位している。グリシンメチルエステル側のメチル基を除けば、ほぽ左右対称な

形をしてしも(図2a)。ところが、実験結果などから、この分子のグリシンメチルエステル側だ、けが OHーと

反応し、加水分解することが知られている[3J。そこでこの化学反応の選択性を静電場の様子から説

明することを試みた。理論計算によって見積もられた電荷には、反応選択性を支持するような差異は見

つからなかった。つまり、グリシンメチルエステノレ側の炭素(反応部位)とそれと対称な位置にあるグリシ

ン側のカルボ、ニル炭素を比べてもそれぞれが持ってしも電荷に大きな違いはなかった。

ところが、今回の新しい表示方法を用いて分子周囲の静電場を可視化したところ、グリシン側とグリシ

ンメチノレエステル側とで、静電的に大きく異なっている様子を捕らえることがで、きた。図2bを見ると、グリ

シ側の静電場の向きは分子面にほぼ平行であり、近づこうとする OHーが加水分解反応を起こすグリシ

ンメチルエステル側へ横向きの力を受けることが分かる。このため OHーはグリシン側のカノレボ、ニノレ炭素

には近づきにくく、加水分解反応が抑制されていることが示唆される。一方、グ、リシンメチノレエステル側

の様子を見ると、静電場が反応部位の炭素から分子の外側に向いていることが分かる。そもそも電荷

は電場の向きに力を受けることから、 OHーは正の電荷を帯ひ。たこの炭素に向かって求核的に近づくこと

ができ、加水分解反応が起こると推察される。このように、静電場トポロジーに基づいて表示領域を選

択する新しい方法では、従来は捕らえにくかった分子の静電的な特徴を明確に表示することが可能に

なった。

5.おわりに

蛋白質などの生体高分子の振る舞いは、その分子の静電的な特徴が大きく関与している。今回提

案した可視化方法を蛋白質周囲の静電場へ応用すれば、その性質や機能を解明する有用な情報を

得ることができるであろう。

今回の結果は、静電場など数値計算から得られた物理量の特徴と、それを幾何学的に解析すること

で得られるトポロジーなどの幾何学的な情報の聞には強し、相関関係があることを示している。静電場に

限らず他の物理量についても幾何学的な解析を施すことによって、従来の方法で、は見落としていた重

要な特徴を捕らえ得ることを示唆しており、今後の研究が期待される。
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中1
770の条件を満たて点、の集ま吹曲町 満たす特異点

図1ホルムアルデヒド二量体の静電場

静電場の大きさIvlの流線に沿った微分がゼロ (dlvl/dt= 0)の条件を満たす点の集まりは、

ちょうど、電荷を持った原子を区分けするような曲面をなす。この面上にIvl2の分布の様子をコン

トアマップで描くと、静電場トポロジーを表す特異点 (dvjdt= 0)の位置と強く相関している

ことが分かる。

図2Mg-glycine-glycinemethylester周囲の静電場

(a)この分子は、中央の Mgを挟むようにグリシンとグリシンメチノレエステルが配位している。

メチノレ基を除くとほぼ左右対称な形をしているが、グリシンメチルエステル側だけが OH-

と加水分解反応することが知られている。

(b)周囲の静電場の様子を描いてみると、加水分解反応しないグリシン側の静電場の向きは

OHーが近づくのを邪魔するように向いている。一方、グリシンメチルエステノレ側で、は OH-

が求核的に反応部位の炭素に近づくことが出来る様子が一目で分かる。
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