
第1号 2017.4株式会社モルシス

モルシスニュースレター第1号をお届けいたします。

1月発行のRSIニュースレターでご案内させていただきましたとおり、菱化システムの科学技術システム事業部は、

本年4月1日付で株式会社モルシスとして独立し、菱化システムよりソフトウェア事業を承継いたしました。

モルシスの社名は弊社の事業領域であるMolecular Simulation & Informatics Systemsに由来します。計算

化学分野と情報科学分野に特化したソフトウェアベンダーとして、菱化システムにおけるおよそ30年におよぶ

経験を背景に、Chemical Computing Group、Materials Designをはじめとする提携先各社の賛同を得て、

昨年12月に新たに設立されました。菱化システムで提携先各社の製品を担当していたスタッフが、引き続き

モルシスのスタッフとして今後とも皆様への情報発信と技術サポートを継続させていただきます。

このニュースレターをはじめ、菱化システムが主催していた各種のセミナー、トレーニングコース等につきましても、

引き続きモルシスが継続し、提携先各社との連携を密にして、より一層充実した内容でお届けいたします。なお、

モルシス発足に伴い、ウェブサイトの URL、メールアドレス、電話番号等は以下の通り変更しております。弊社

取り扱い製品の詳細や今後のセミナー等のスケジュールにつきましては、弊社ウェブサイトをご参照ください。
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モルシスの取り扱い製品
モルシスは研究支援システム専業ベンダーとして、ライフサイエンス系・マテリアルサイエンス系・化学工学
系の数多くの計算科学ソフトウェアや化合物管理・電子実験ノート・研究関連文書管理など多様なデータ管
理システムを取り扱っています。独自の技術と長年の実績に基づき、最適な計算科学ソフトウェア、データ
管理システムを提供します。2017年4月時点の主な取り扱い製品を紹介します。

ライフサイエンス系ソフトウェア

データ管理

OFF-X
医薬品安全性アラートサービス

MOE
統合計算化学システム

Daylight Toolkits
情報化学システム構築ツール

CIMPL
化学データ可視化・解析
ソフトウェア

GENEVESTIGATOR
遺伝子発現データベース

Partek Flow
NGSデータ解析ソフトウェア

Partek Genomics Suite
ゲノムデータ解析ソフトウェア

CDD Vault
創薬研究情報共有クラウド
システム

SeeSAR
対話型SBDDツール

Vortex
情報解析・可視化ツール

PSILO
タンパク質立体構造情報
データベースシステムProus Institute SYMMETRY

創薬研究・医薬品開発のための包括的支援システム

Scilligence ELN
クラウド型電子実験ノート

CBIS
研究情報共有システム



3

マテリアルサイエンス系ソフトウエア

化学工学系ソフトウェア

Direct Force Field
高精度分子シミュレーション
支援ソフトウェア

CHEMKIN-PRO
詳細化学反応解析支援ソフトウェア

Gaussian
量子化学計算ソフトウェア

MedeA
材料設計支援統合システム

Molpro
量子化学計算ソフトウェア

ADF
量子化学計算ソフトウェア

CULGI
マルチスケールシミュレーター

SciMAPS
材料設計支援プラットフォーム

TURBOMOLE
量子化学計算ソフトウェア

COSMOtherm
熱力学物性推算ソフトウェア

宮本研究室開発ソフトウェア

Carbon Analyzer
炭素構造解析ソフトウェア

MOPAC2016
半経験的分子軌道計算ソフ
トウェア

Crystal Profiler
結晶構造解析ソフトウェア
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COSMOtherm  新バージョンリリース
熱力学物性推算ソフトウェア

本年1月に熱力学物性推算ソフトウェアCOSMOtherm の新バージョンVer. C30 Release 17.01がリリース
されました。本稿では、新バージョンに搭載された新機能や改善された機能について紹介します。

■ バージョンアップのトピックス
今回のバージョンアップのトピックスは次のとおりです。

・純物質および混合物の引火点予測
・臨界定数予測、ならびに状態方程式との連携機能
・ 2成分、3成分、多成分の液液平衡予測における熱的

ゆらぎに対する理論的補正
このほかにも、既存機能の改善や改良が図られ、推算

精度と計算速度が向上しています。以降では、上述の
3つのトピックスについて紹介します。

■ 純物質および混合物の引火点予測
液体の引火点は、その液体の蒸気が点火によって完全

燃焼する温度です。引火点は、化合物の安全性を評価する
上で重要な物性で、消防法における危険物の分類にも用い
られています。

引火点の測定方法は大きく2つの方法に分類され、密閉
法と開放法があります。文字通り、密閉、あるいは開放容器
を測定に使用することに対応し、測定方法によって引火点
にも違いが生じます。COSMOtherm の引火点予測機能は、
密閉法で得られる引火点を再現するように考案されて
います。

これまで引火点予測には、蒸発熱、燃焼熱、蒸気圧などの
物性値との相関性に基づいた予測モデルや分子記述子を
用いた構造物性相関モデルが考案されてきました。これらの
方法を用いた場合、特定の化合物群に対応した予測モデル
は構築できますが、幅広い化合物への対応や混合物の予測
には適用できませんでした。

そこで、COSMOlogic 社では、任意の化合物に対応した引
火点予測モデルの構築と混合物への対応を検討しました。1)

まず、純物質の引火点の予測モデルを構築するにあたって
は、分子サイズに基づき引火点を予測するモデルを検討し
ました。この理由は、燃焼熱や燃焼生成物の数が基本的に
分子サイズに比例するためです。次に、分子サイズと引火
点を結びつけるために蒸気圧と温度の相互変換を用いま
した。具体的には、以下の二段階の手順で予測モデルを
構築しました。

（1） 化合物ごとに特定の飽和蒸気圧で引火が起こり、その
時の温度が引火点であると仮定し、実測の引火点情報
を飽和蒸気圧に変換

（2） 分子サイズ（分子の溶媒接触表面積を利用）を記述子と
して、各化合物の飽和蒸気圧との相関性を確認し、
予測するモデルを構築

そして、（２）の相関性は約1,000化合物の引火点の実験
データを用いて検討し、図1のように飽和蒸気圧と溶媒接触
表面積の間に高い相関性があることが確認されました。

この相関式に基づき、任意の化合物の引火点における飽和
蒸気圧を求め、それを与える温度を推算し、引火点を予測し
ます。（２）で使用したトレーニングセットに対する予測値と
実測値の比較を図2に示します。約10Kの誤差で実測値を
再現できることが確認されました。

混合物の引火点予測については、近年、Liawらによって
次式が提案されました。2)

ここで、 、および は、成分 iの純物質、および
混合物の引火点における飽和蒸気圧を、x i 、γi は成分 iの
混合物のモル分率、および活量係数を指します。この式を
満たす混合物の温度が引火点になります。この式を用い
たメタノールとアクリル酸メチルの混合物の引火点の予測
例を図3に示します。組成変化に伴う特徴的な引火点の変
化を精度良く予測できることが確認できます。

図1. 引火点の飽和蒸気圧と分子の溶媒接触表面積の相関性

図2. 引火点の実測値と予測値の比較
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■ 臨界定数予測、ならびに状態方程式（EOS）
との連携機能

COSMO-RS 法は、液相を非圧縮液体、気相を理想系
と仮定した理論であり、圧力変化に伴う液相の密度変
化や気相の非理想性を考慮することができません。こ
れらの影響は高圧下以外では無視できますが、臨界点
近傍において顕著になり、そのため、COSMO-RS 法に
よる臨界点近傍の気液・液液平衡予測において誤差が
大きくなることが知られています。また、臨界点や臨界
定数を予測することもできません。

一 方、Soave-Redlich-Kwong（SRK）、お よ び Peng-
Robinson （PR）などの３次 EOS は、気相や液相の圧力
効果を考慮することが可能です。しかしながら、臨界定
数や経験的パラメーターが必要で汎用性に欠ける問題
がありました。

両者の問題を解決し、臨界点近傍の物性推算を可能
にする方法として、COSMOtherm に臨界定数の予測機
能、ならびに EOSとの連携機能が追加されました。

純物質の臨界定数予測機能では、上の3つの式を用いて、
臨 界 温 度（TC）、臨 界 体 積（VC）、および 臨 界 圧（PC）を
予測します。各物性は、沸点（TBP）や COSMO 法計算の
Cavity 体 積（VCOSMO）に 基 づき予 測します。各 式 の c0、
c1、および c2は実測値を再現するように決定されていま
す。また、COSMOtherm では、TC、VC、および PC から臨
界圧縮係数や偏心係数を予測する機能も用意されてい
ます。

次に、COSMO-RS 法とEOS の連携機能では、EOS に
必要な経験的パラメーターを前述の臨界定数予測機能
や COSMO-RS 法で算出される過剰混合ギブス自由エ

ネルギーから自動的に算出する機能が搭載されました。
本機能を用いることで、実験データを用意することなく、
EOS を用いた気液・液液平衡予測が行えます。計算例
として、2-プロパノール―水の臨界点近傍の気液平衡
の推算結果を図4に示します。図4より、本機能を用いる
ことで、臨界点近傍の気液平衡を精度良く予測できるこ
とが確認できます。

■ 液液平衡（LLE）予測における熱的ゆらぎに
対する理論的補正

前回のバージョンアップにおいて、熱的ゆらぎに起因し
た上部および下部臨界溶液温度付近のLLE 組成の誤差を
経験的に補正する機能が搭載されました。しかし、経験的
な補正であるため、その物理的根拠が曖昧と言わざるを
得ませんでした。

今回のバージョンアップでは経験的補正に代わって、
Isingモデル3)を用いた理論的な補正機能が搭載されまし
た。新しい補正方法の詳細については、今後発表される論
文4）にてご確認ください。新しい補正機能により、計算対象
の系に関わらず物理的に正しいとされる補正が行えます。

1) J. Reinisch, A. Klamt Ind. Eng. Chem. Res.,  2015, 54,  
12974.

2) H.-J. Liaw, Y.-H. Lee, C.-L. Tang, H.-H. Hsu, J.-H. Liu, J. 
Loss Prevent. Proc.,  2002, 15,  429.

3) E. Z. Ising, Phys.  1925, 31,  253; R. E. Goldstein, J. S. 
Walker, J. Chem. Phys.  1983, 78,  1492.

4) A. Klamt, F. Eckert, F. Kaven, in preparation

図3. メタノール ‒ アクリル酸メチルの混合比による引火点の変化

図4. 2-プロパノール ‒ 水の臨界点近傍の気液平衡
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Gaussian 16リリース
量子化学計算ソフトウェア

Gaussian は、量子化学計算ソフトウェアとして最も有名で利用者の多い製品です。1970年の初版以降これ
までに世界的に広く利用され、分子設計・構造解析・化学反応解析などで多大な成果をもたらしています。
利用者の増加や適用分野の広がり、さらに量子化学計算の発展とともに、ソフトウェアの機能も都度拡充さ
れバージョンアップがなされてきました。本年1月には、約7年ぶりのメジャーバージョンアップ版 Gaussian 
16ならびにグラフィカルユーザインターフェースであるGaussView 6がリリースされました。本稿では、
Gaussian 16および GaussView 6の新機能について紹介します。

■ Gaussian 16
■ 新機能

本バージョンでは、励起状態の取り扱いやスペクトル
計算における新機能が多く追加されています。 

・時間依存密度汎関数法（TD-DFT)を用いた解析的振動
計算（当該機能を用いたIR・Ramanスペクトル、遷移
状態構造の最適化とIRC 計算が可能）

・振動スペクトルの非調和項の考慮
・分子振動準位を考慮した電子円偏光スペクトル、共鳴

ラマンスペクトルの計算
・EOM-CC 法による構造最適化
・新しいDFT 汎関数（M08HX, MN15, MN15L）
・新しい半経験的手法（PM7）

■ 機能改善
次に列挙するような、計算速度向上を図る機能が追加さ

れています。
・Hartree-FockおよびDFT 計算におけるGPU 計算への

対応（Linux 環境でのNVIDIA K40・K80）
・多くのCPUを使用した並列計算の効率改善
・CCSD 計算時の I/O 負荷軽減のためのメモリーアルゴ

リズムの最適化
・構造最適化アルゴリズムGEDIISの改良
・大きな Active space[>(10,10)]を用いた CASSCF 計算

の効率改善

■ 標準設定の変更
初期設定として標準的に設定されていた値に変更があ

ります。ハードウェアの発展に伴い計算速度が向上したこ
とから、精度を向上させるような変更になっています。

・積分精度の初期設定を10-10から10-12へ高精度化
・DFTのグリッドをFineGirdからUltraFineに変更
・メモリーの使用量が800MB（100MW）になり、多くのメモ

リーを確保
・TD-DFT 計算において、解析的二次微分がデフォルト

になり計算が高速化（G09では数値微分のみ）

■ GaussView 6
■ 解析機能

GaussView 6には以下のような解析機能の拡充がなさ
れています。

・非調和項を考慮したIR・ラマン・VCD・ROAの表示
・SCRF 計算の溶媒和空隙の表示（図1）
・旋光分散スペクトルの表示
・分子振動準位を考慮した各種スペクトル、および

Duschinky 行列の表示

■ 計算設定機能
計算の設定や管理を行う機能が拡充されました。多数の

計算を一括して扱うことができ、利便性が向上しています。
・計算サマリーの出力内容の拡充
・マルチジョブの一括設定（図2）
・GMMXアドオンツールを用いた配座探索
・SCジョブマネージャーによるジョブキュー管理
・点群対称操作の機能拡充

図1. SCRF計算における溶媒和空隙の表示

図2. 配座解析によって得られた84分子を一括して計算投入する例
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SeeSAR 5.5リリース
対話型SBDDツール

アンドロゲン受容体にハイドロキシフルタミドが結合し
ている結晶構造がPDBに登録されており（PDB ID: 2AX6）、
予測したリガンド配座とのRMSDは1.33 Åでした。つまり、
リガンド結合サイトとリガンド配座の予測が適切である
ことが確認できました。

■ リガンドのタイル表示とプロパティーのレー
ダーチャートのサポート

リガンドの構造とプロパティーの値の一覧表示状態が
追加されました。新バージョンでは、分子の2D 構造をタイ
ル表示でき、プロパティー値をレーダーチャートで確認で
きます。プロパティーは、従来からSeeSARで計算できる
分子記述子（分子量、TPSA、logPなど）のほか、Optibrium
によるADME 特性計算（logS, Blood Brain Barrier, CYP 阻
害など ）や、LE（Ligand Efficiency）、結合親和性、ねじれ
角の妥当性を数値化してプロットすることが可能です。

例えばジヒドロ葉酸レダクターゼ (PDB ID: 4DFR）を読
み込み、既存リガンドに対して、母核置換を行い10構造得
ました。LEと結合親和性、logS の高い分子構造を簡単に
確認することができます（図2）。

製品のデモを開発元ホームページで公開しております
ので、合わせてご覧ください。また、SeeSAR は1週間の
無償評価が可能です。以下のウェブページからダウンロード
してください。
http://www.biosolveit.de/SeeSAR/

1)  Volkamer, A. et al.; J. Chem. Inf. Model.  2012, 12 , 360−372,

独BioSolveIT 社のSeeSARは、メディシナルケミストのために設計されたリード化合物最適化ツールです。SeeSAR
は、既知のリガンド結合部位内における原子や母核の置換によるリガンド修飾や、リガンドの物性とADME特性
の計算、受容体との結合親和性の評価等を組み合わせてシームレスな分子設計を可能にします。今回のバージョ
ンアップでは、リガンドが結合する可能性のあるサイトの予測ができるようになりました。この新機能により、ユーザー
が指定したサイトにリガンドの配置予測をして、受容体－リガンドの相互作用解析が行えます。更にリガンド構造
とそのプロパティーを総合的に評価するために、一覧表示が追加されより迅速な解析が可能になりました。

■ リガンドの結合サイト予測機能
SeeSAR の新機能として、タンパク質におけるリガンド

が結合する可能性のあるくぼみ（サイト）を予測する機能
が加わりました。既にリガンドがタンパク質に結合してい
る場合は、その存在を考慮して別のサイト候補を探索し
ます。探索アルゴリズムとして、ハンブルク大学の Rarey
らによって考案された DoGSite を使用しています。PDB 
BindとscPDB による検証計算により、DoGSite は92% 以
上の確率で正しくサイトを検出することが実証されてい
ます。SeeSARで採用されているDoGSiteScorer1) は2010
年に発表された比較的新しい手法で、薬剤結合サイトらし
さを物理化学的分子記述子やサイト形状をパラメーター
として、サポートベクターマシンにより効率よく予測します。
SeeSARでは、DoGSiteScorerの自動リガンド結合サイトの
予測をきわめて簡単なボタン操作のみで実行できるよう
にしました。本機能の追加により、サイトの予測から結合
コンフォメーションの予測、結合親和性の評価まで一連の
解析が可能になりました。

ここで、アンドロゲン受容体に対するハイドロキシフルタミ
ドの配置予測シミュレーションを例に解析の流れを示します。

①アンドロゲン受容体（PDB ID: 1E3G）を読み込み、リガン
ドを除いて、リガンド結合サイトの予測を行います( 図
1A )。5つの結合サイトが予測されました。その中から
黄色のサイトをリガンド結合サイトとして定義しました。

② ハイドロキシフルタミドを読み込み、サイトへの結合
配座予測を行います( 図1B)。

③リガンド原子ごとの受容体との結合自由エネルギーを
算出します( 図1C、緑色はdG<0、赤色はdG>0)。

図1. SeeSARを用いたリガンド結合シミュレーション。A: リガン
ドサイトの予測。B: リガンドの配置予測。C: Hyde解析。

図2.  分子のタイル表示例。黄色破線は、ジヒドロ葉酸レダクター
ゼ(PDB ID: 4DFR）のリガンド、その他は母核置換によって得
られた構造。その中でも、赤色破線の分子は期待するプロパ
ティが高い数値を示した。緑色破線は母核構造を示す。
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MOE： AutoGPAの新機能
統合計算化学システム

AutoGPA1) はCoMFA 法2)に基づいた3D-QSAR 解析を行うMOEのアドオンプログラムです。次バージョンでは、
CoMSIA 法3)に基づいた3D-QSAR 解析の機能が追加されます。三次元記述子として、水素結合のドナー／アク
セプターや芳香環のファーマコフォア、部分電荷、LogP、モル屈折などの幅広い特性が利用できます。本稿では、
AutoGPAのCoMSIA 法について紹介します。

■ CoMSIA 法
3D-QSAR 法4）は、活性化合物が受容体に結合する際

の配座（活性配座）を仮定し、三次元空間上での構造活
性相関を解析する手法です。代表的な3D-QSAR 法には、
CoMFA 法とCoMSIA 法があります。CoMSIA 法では、空間
上に格子点を配置して、各格子点上のプローブ原子に対す
る活性化合物の物理化学的な特性の類似度を三次元記述
子として利用します( 図1)。物理化学的な特性には、主に
原子半径、部分電荷、疎水性が利用されます。CoMFA法で
は、静電ポテンシャルやvdWポテンシャルを三次元記述子
として利用しますが、原子に近い格子点でそれらのポテン
シャルが発散するという問題があります。CoMSIA 法では、
三次元記述子として利用する類似度はプローブ原子と活性
化合物の原子との距離を変数に持つガウス関数で計算さ
れるため、そのような問題が生じないという利点があります。

■ AutoGPAのCoMSIA 法
AutoGPAのCoMSIA 法では、物理化学的な特性として、

立体障害、部分電荷、LogPやモル屈折の原子寄与、カチ
オン、アニオン、水素結合のドナー／アクセプターとその
投影点などの MOE の分子群の重ね合わせ機能（Flexible 
Alignment）で使用している特性を利用することができま
す。さらに水素結合のドナー／アクセプターとその投影点
の特性の大きさには、拡張ヒュッケル法に基づくドナー／
アクセプター性の強度を利用しています。

Phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) 阻害剤
のデータセット5) を用いて CoMSIA 法による3D-QSAR
モデルを構築しました。物理化学的な特性には、水素結合
のドナー／アクセプターとその投影点、芳香環の投影点、
立体障害、部分電荷、LogP の原子寄与を使用しました。
得られた3D-QSARモデルとPDK1阻害剤の X 線結晶構造

（PDB ID: 2PE2）と比較しました( 図2)。3D-QSARモデルに

含まれる水素結合ドナーの投影点の項に対応する格子点
の位置は、PDK1のAsp223の位置と良い一致が見られます。
同様に水素結合アクセプターの投影点の位置は Lys111
と良く一致しており、LogP の値が大きな位置は Leu88や
Val96などの疎水性残基の位置と良く一致しています。
その他に、3D-QSARモデルには芳香環の投影点が含まれ
ており、その位置に芳香環があることが活性に重要である

ことがわかります。

■ まとめ
AutoGPAのCoMSIA 法では、水素結合のドナー／アクセ

プターやLogPなど多様な物理化学的な特性を3D-QSAR
式に含めることができます。3D-QSAR 式の各特性の係数
の大きさと位置から、三次元空間において、望む活性を
得るための有望な置換基の位置と、その物理化学的な
特性を予測することができます。さらにリガンド結合部位
のアミノ酸残基の種類やリガンドとの相互作用の予測が、
CoMFA 法と比較して、より具体的に行えます。

1) Asakawa, N.; Kobayashi, S.; Goto, J.; Hirayama, N. Int. 
J. Med. Chem.  2012, 2012,  498931.

2) Cramer, R.D.; Patterson, D.E.; Bunce, J.D. J. Am. Chem. 
Soc.  1988, 110,  5959-5967.

3) Klebe, G.; Abraham, U.; Mietzner, T. J. Med. Chem. 
1994, 37,  4130-4146.

4) http://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?
　定量的構造活性相関
5) Mohamed, D.M.A.; Adel, H.; Junjun, L.; Chang-Guo, Z. 

J. Chem. Inf. Model.  2008, 48,  1760-1772.

図1. CoMSIA法の部分電荷を用いた三次 元記述子の計算例。
数値は部分電荷。赤い領域と青い領域はそれぞれ三次元記述
子の大きい等値面と小さい等値面。

図2.  CoMSIA法の3D-QSARモデルの一部（左： 3D-QSAR式にお
ける活性に寄与する特性の係数の等値面）とPDB ID: 2PE2の2D
相互作用マップ（右）
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PSILO 2016.10リリース
タンパク質立体構造データベースシステム

■ リガンド類似度ソート
検索結果に表示されるリガンド図をクリックすることで、

指定したリガンドとの類似度の順に並べ替えができるよう
になりました。

■ 3D 構造検索結果の重ね合わせ
3D 構造検索の結果を、用いたクエリーに対応する原子

群と重ね合わせができるようになりました。PSILO 上で
表示できる他、MOEやその他出力形式でも保存できます。

■ ファミリーデータベース
複数のサブユニットから構成されるタンパク質のファミリー

データベース管理に対応しました。一部のサブユニットが
存在しないデータや、サブユニットが重複して存在する
データも正しく登録されます。この更新に伴い、抗体データ
ベースが新たに搭載されました。

■ その他
■ セキュリティーの向上

PSILOから MOE/webサーバーへ httpsを利用した接続
が可能になりました。MOE/webサーバー上の SVLと PHP
間の通信のセキュリティーが向上しました。また SVLでは
外部への通信に cURLライブラリを利用するようになりま
した。暗号化やプロキシーがサポートされました。

■ ウェブブラウザーのサポート
Microsoft Edgeが新たにサポートされました。

1)  Emsley, P.; et al.  Acta Crystallographica Section D: 
Biological Crystallography  2010, 66  486-501. 

PSILOは生体高分子やタンパク質 -リガンド複合体構造情報のデータベースシステムです。タンパク質立体構造
データを整理して、多様な条件で検索可能にし、データの共有を支援します。公共データやインハウスデータな
どの分散するタンパク質立体構造データを統合し、ウェブベースのインターフェースから容易に活用することが
できます。本稿では、2016年末にリリースされました PSILO 2016.10の新機能を紹介します。

■ レコード表示
■ Cootの起動

タンパク質結晶構造解析で利用される Coot1) を PSILO
から直接起動できるようになりました。各レコードや重ね
合わせ結果を、PSILOの 3D Viewerで表示している状態を
反映し Cootで表示することができます。

■ クオリティーサマリー表示
レコード表示にクオリティーサマリーが追加されました。

登録されているデータについて Rfree、原子衝突、ラマチャ
ンドランプロット、ロータマーで問題が無いかを簡単に
確認できます。また、全 PDBデータや同様の解像度のデー
タとの比較も表示されます。

■ 電子密度マップ表示
構造因子 (F)、σ A 値 (D)、fi gure of merit 値 (m)を利用し

た 2mFo-DFcや mFo-DFcマップの計算が可能になりまし
た。2Fo-Fc や Fo-Fc マップに比べバイアスが除かれた電
子密度マップを PSILO 上で表示できます。

■ 検索
■ 2Dスケッチャー

MarvinJSと BIOVIA Drawが新たにサポートされました。
BIOVIA Drawでは 3Dクエリーも作成できます。

図1. クオリティーサマリー表示（PDB ID: 5MEO）。 図3. C-ABLキナーゼのリガンド結合部位重ね合わせ結果
（PDB ID: 1IEP(緑)、1OPJ(シアン)）。

図2. 2mFo-DFc電子密度マップの表示（PDB ID: 2RTD）。
水素結合を点線で表示。
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CBIS：製剤研究における情報管理
研究情報共有システム

ChemInnovation Software 社製 Chemical and Biological Information System (CBIS)は、研究に使用する
資材、研究で生じた実験データ、文献やレポートといった文書など、研究に関わる多様なデータを統合して管理
できるウェブシステムです。国内外で多数ご導入いただいており、柔軟なカスタマイズ性と優れたコストパフォー
マンスで高い評価をいただいております。今回は、製剤研究における情報管理について紹介します。

■ 製剤研究における情報管理
目的の性質を持つように複数の成分を組み合わせて製

品とする製剤研究は、以下の例をはじめ、さまざまな分野
で行われています。

製剤研究では、主剤や添加剤などの成分、それらの混合
条件や混合方法、製剤や測定に用いた機器、物性に関する
測定データや画像データなど、様々な種類のデータを扱い
ます。

これらの研究データを紙の実験ノートやファイルサーバー
上の共有ファイル、Excelファイルの台帳などで個別に管理
している場合には、次のような問題がしばしば発生します。
その結果、蓄積した貴重な研究情報資産を有効活用でき
なくなります。

・どの実験でどの測定データが得られたのかなど、互い
に関連する情報同士を結び付けられない。

・データが増えすぎて、管理しきれない。目的のデータ
を見つけ出すことも難しい。

・部署ごとに情報を管理しているため、他部署では情報
の存在すら知らない。

これらの問題は、研究情報共有システムを導入して、一
元管理することにより解決できます。

また、複合材料研究も、複数の材料を組み合わせて目的
の性質を持つ材料を作る（例えば、色素・樹脂・溶剤など
を組み合わせるトナーやインクなど）という点では製剤
研究と共通点があり、今回のご紹介する研究情報共有
システムを応用できます。

■ 成分の管理
主剤や添加剤などの配合される成分に関連する情報を

管理します（図1）。

◆カタログ情報
カタログ情報では、主剤や添加剤の名称、分子量、化学

構造など、各成分固有の情報を管理します。自社で合成
した化合物の他に市販の試薬も登録できるので、常に同じ

システム成分の情報を確認できるようになります。
◆在庫情報

同じ成分でも入手元や合成ロットの違いにより物性が異
なることがあります。在庫情報では、各成分のロットごと
の物性値、純度、保管場所、残量、使用履歴などの情報を
管理します。

■ 製剤情報の管理
成分の混合比率、使用する機器情報、混合時の温度や

時間といった処理条件など情報を管理します。
◆レシピ

レシピでは製剤条件に関する情報を管理します。製剤
の結果として目指す性質や混合比率・使用機器・処理条
件などが含まれます（図2）。

製剤対象の成分を登録済みのカタログや在庫から選
択することにより、レシピとカタログや在庫が関連付けさ
れます。

■ 物性情報の管理
製剤後の物性について、測定値、測定に使用した機器

情報、測定条件などの情報を管理します。テキストや数値
だけではなく、測定機器から出力されたチャートや画像も
測定データとして登録できます（図3）。チャートや画像は
サムネイルで一覧表示することもできます。測定値に条件
を設定してPass/Failのフラグを立てたり、測定値のフィッ
ティングカーブを引いたりすることもできます。

図1. 成分のカタログ情報と在庫情報の表示例

図2. レシピの表示例

図3. 物性情報の表示例

分野 組み合わせる成分 目的の性質

農薬 有効成分・防腐剤・消泡
剤など

防除性能・安定性・扱い
やすさなど

化粧品 有効成分・保存料・香料
など 美白効果・安全性など
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■ 研究情報共有システム導入のメリット
研究情報共有システムの導入により、部署ごとやデータ

の種類ごとに管理していた主剤や添加剤、製剤条件、物性
の情報を一元管理できます。誰もが必要な研究情報にアク
セスできるので、情報管理の属人化を防ぐことができます。

さらに、研究情報共有システムでは異なる種類の情報を
関連付けて表示したり、検索したりできるので、情報の見落
としがなくなるだけでなく、有機的に結び付けて有効活用
できるようになります。データの評価が容易になり、新た
な気づきにつながるなど、研究の質を高めることにつなが
ります。
◆ 情報記録の簡便化

入力項目が決まっているため、必要な情報を過不足なく
記録することができます。また、表現に幅のある情報は、あ
らかじめ入力できる内容を規定することで、表記の揺らぎ
を防ぐことができます（例えば、「薄黄色」「黄白色」「クリー
ム色」などは「淡黄色」と記録する、など）。

また、大量のデータを入力するときは、Excelファイルか
ら一括して入力することが可能です。
◆ 関連情報の集約表示

成分、製剤、物性の情報を1つのページに集約して表
示できます。散在するデータを集めて切り貼りし、体裁を整
えるというような作業に手間をかけることなく、必要な情報
を簡単に確認することが可能です。

例えば、特定の製剤に注目して、そのレシピに関連す
る情報を集約して表示できます（図4）。

また、成分や混合比率、処理条件などの組み合わせで
物性の変化を確認し、条件の最適化検討を行うための
表示もできます（図5）。

◆ さまざまな条件での検索
データを種類ごとに管理していたときには実現できなかっ

た条件で研究情報を検索できます。注目する成分や物性
値からレシピを検索したり、特定のレシピで使用した成分
の在庫を検索したりできます。

< 検索条件の例 >
・指定した成分を使うレシピは何か？
・指定した成分の混合比率が50％以上のレシピは何か？
・指定した物性を満たす製剤条件は何か？
 ・ 指定した構造を含む成分を使い、指定した物性を満

たすレシピは何か？
・ 指定した在庫を使用したレシピで得られた物性は

何か？

また、例えば物性値を中心に頻繁に検索を行う場合、検
索条件を容易に設定できる専用のページを提供できます
( 図6)。これにより、検索対象の項目を指定する手間が省け、
簡単に物性値の範囲指定ができ、検索を行う際の省力化
が図れます

■ まとめ
CBISはウェブシステムなので、社内ネットワークにアクセ

スできる端末があれば、居室でも実験室でも利用できます。
あらかじめ用意されたページやワークフローを組み合わ
せながら開発を行いますので、ご要望に沿ったシステムを
短期間で提供することが可能です。

CBISは、今回紹介した製剤研究の情報管理以外にも様々
な分野の研究情報を管理することができます。情報資産の
有効活用をお考えの場合や管理にお困りのデータがあり
ましたら、お気軽にご相談ください。

図4. 情報の集約表示

図5. 条件検討用ページの例

図6. 物性値を主に検索する専用ページの例
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遺伝子発現データベース

GENEVESTIGATOR：Gene Set Enrichment tool
GENEVESTIGATORは遺伝子発現データベースのオンライン解析ツールです。公共データベースに登録された
マイクロアレイや次世代シーケンサーの膨大な遺伝子発現データをキュレートすることで、様々な研究者により
登録された大量の実験結果を統合して解析を効率化します。また、GENEVESTIGATORは使いやすいインター
フェースと高速な検索エンジンを搭載しているため、研究者が標的遺伝子の探索などの遺伝子発現解析を
行う際に、注目する遺伝子の同定や発現変動遺伝子の優先順位付けなどを簡単かつ正確に行うことができます。
今回は2016年12月にリリースされたGene Set Enrichment toolについて紹介します。

■ GENEVESTIGATORの解析ツール
GENEVESTIGATORの解析ツールは分子生物学に精通

した研究者が設計しており、非常に使いやすいインター
フェースになっています。そのため、特定の遺伝子セット
や実験条件など様々な視点で遺伝子発現データを多角
的に解析できます。解析の内容に対応して、Condition 
Search Tools、Gene Search Tools、Similarity Search 
Tools、Single Experiment Tools の4種類の解析ツール
群を搭載しています。

2016年12月にリリースされた Gene Set Enrichment 
toolはSimilarity Search Toolsに新しく追加された解析
ツールです。

■ Gene Set Enrichment tool
Gene Set Enrichment toolは、注目する遺伝子リスト

においてどのような遺伝子セットが濃縮されているかを
調べる解析ツールです。Gene Set Enrichment tool に
入力する遺伝子リストは、NGSやマイクロアレイの実験
結果として得られた発現変動遺伝子リストを使うことも
できますし、Gene Search Tools などの解析結果を使う
こともできます。解析対象となる遺伝子セットは、Gene 
OntologyのカテゴリーとReactomeのパスウェイの2種
類を選択できます。Gene Set Enrichment tool の解析
結果から注目する遺伝子リストの生物学的解釈を行う
ための情報が得られます。

図1はGene Set Enrichment toolの解析結果です。Gene 
Search Toolsで得られたアトピー性皮膚炎の疾患部にお
いて正常皮膚組織と比較して発現が有意に上昇している
遺伝子上位100個を解析対象にして、どのGene Ontology

のカテゴリーが濃縮されているかを解析しました。
右上の表には遺伝子リストで濃縮されたカテゴリーが

p 値の低い順に表示されます。右下の表には解析対象
の遺伝子リストと上位3つのカテゴリーの4つに含まれる
遺伝子が表示されます。また、これら4つの遺伝子群の
包含関係を表わしたベン図が画面左に表示されます。

右上の表を見ると免疫応答や免疫調節にかかわる
カテゴリーが多数濃縮されていることが分かります。
アトピー性皮膚炎には免疫抑制外用薬が治療に用いら
れる事実と整合する結果が得られました。

Gene Set Enrichment tool の解析結果の表は Excel
ファイルやCSVファイルとして、ベン図は画像ファイルと
して出力できます。論文や学会発表資料の元データと
して活用できます。

■ ご評価
GENEVESTIGATORは、無償でトライアル利用できます。

トライアル期間は30日間です。遺伝子発現解析をされ
る方はぜひ GENEVESTIGATORをお試し下さい。トライ
アルを希望される方は弊社ウェブサイトよりお問い合わ
せください。

• 弊社ウェブサイトには、取り扱い製品、最新のニュース、お客様向けサポート
情報、他のサイトへのリンクなどを掲載しております。

• 電子媒体でのニュースレターおよびバックナンバー（RSI ニュースレターを含む）
は、弊社ウェブサイトをご覧ください。

• 本ニュースレターは、弊社取り扱い製品をご購入いただきましたサイトのご担
当者様にお送りしています。その他に発送のご希望がございましたら弊社ま
でご連絡ください。
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図1. Gene Set Enrichment toolの解析結果


