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モルシス社はMolecular Networks Altamira 社（MN-AM 社）製品の日本における販売を7月より開始しました。

MN-AM 社は Molecular Networks 社とAltamira 社の2社で構成されています。Molecular Networks 社は

エアランゲン- ニュルンベルク大学 Gasteiger 教授により1997年に設立され、CORINAを始め、分子モデリング、

化合物物性予測、合成容易性予測、SAR 解析といったケムインフォマティクス製品群を開発してきました。一方

Altamira 社は、元 Leadscope 社 CSO の Yang 博士とオハイオ州立大学 Rathman 教授により設立され、FDAと

の共同研究を基に毒性予測データベースの開発を行ってきました。MN-AM 社は2社の技術を統合し、創薬研究

を支援する最先端のソフトウェアを提供します。
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ADF2017リリース
量子化学計算ソフトウェア

■ ReaxFF（反応分子動力学）の新機能
ReaxFFは、既存の古典分子動力学計算プログラムと

は異なり、結合の生成と解裂を記述することができる反
応力場を搭載しています。新バージョンではさらに、電
子やホールを付加的な粒子として取り扱うeReaxFFとい
う方法を搭載することで、リチウムイオン電池における
エチレンカーボネート（EC）の還元分解反応（図3）など、
電子やホールの移動が直接関与する化学反応への応用
が可能になりました。

■ Quantum ESPRESSO 用 GUIのリリース
新製品として、平面波基底を採用するバンド計算プログ

ラムとして有名なQuantum ESPRESSO (QE)のグラフィカ
ル・ユーザ・インターフェース『QE-GUI』をリリースしまし
た。QEのバンド構造は、BANDやDFTBと同様に、ブラベー
格子に応じたブリルアンゾーン内部の対称点が自動選択
され、その対称点に沿って描画されます。その他にも、
(P)DOSの描画や構造最適化計算のアニメーション表示な
どに対応しています。

ADF2017の分子系では、通常の密度汎関数法（DFT）では記述の難しいd → dやf → d 遷移の計算を可能にする
Ligand Field DFT法の搭載や、TDDFT法による第二超分極率の計算、特に二光子吸収の計算ができるようにな
りました。また、周期系では非平衡グリーン関数（NEGF）法の搭載により、二つの電極にはさまれた単一分子の
バリスティック伝導の計算に対応しました。さらに、今回より新製品としてリリースする、平面波バンド計算プロ
グラム"Quantum ESPRESSO"のインターフェース『QE-GUI』のほか、ReaxFFやDFTBなどの大規模系に対応可能
な計算モジュールについて計算パフォーマンスの向上やGUIの描画速度の大幅な改善がなされています。

■ 分子系 ADFと周期系 BANDの新機能
■ 分子系 ADFの主な新機能

・Ligand Field DFT法によるd→d遷移、f→d遷移の計算
・非線形光学プロパティの計算 : TDDFT 法による第二超

分極率の計算からSHG, THG, TPA 等を算出可能 ( 図1)
・Constrained DFT 法の機能拡張 : スピンと励起状態の

拘束に対応
・Constricted Variational DFT 法による三重項励起状態

の計算
・ゼロ磁場分裂 (ZFS)の計算におけるスピン―スピン項

の考慮
・X2CおよびRA-X2C 法による厳密な2成分変換に基づ

く相対論計算
・SCAN, MVS, MN15-L などの meta GGA 汎関数を含む

libxc 3.0による最新の交換相関汎関数への対応
■ 周期系 BANDの主な新機能

・非平衡グリーン関数 (NEGF) 法によるバリスティック伝
導の計算 : ゲート・バイアス電圧下やスピン分極条件
下での透過係数、電流計算に対応 ( 図2)

・Time-Dependent Current DFT 法に基づく応答計算の
新実装 : これまでよりも高速かつ安定した応答計算が
可能で、薄膜半導体の誘電関数の計算など、2次元周
期境界条件下での計算に対応

・外部磁場を課した計算に対応
・交換相関汎関数 : OPE 汎関数に対応

図1. 4-ジメチルアミノ-4'-ニトロスチルベンのTPAとTHGの
スペクトル計算 [Hu et al., JCTC, 2016, 12, 1294.]

図2. 金電極に挟まれた4,4'-ビピリジン分子のNEGF計算に
用いられる開放系

図3. ECの還元分解反応のシミュレーション。ECの開環により
EC-とLi+ラジカルが生成された後、ラジカル終端反応が起こる 

[Islam et al., JPCC , 2016, 120 , 27128.]
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FTrees 3リリース
創薬支援ツール

をde novo 構築する。
3．ヒットした類似構造に対して、構造フィルタリングを

行い、特定条件を満たす化合物を抜き出す。
4．LeadITノードにより、化合物と受容体タンパク質の
    ドッキングシミュレーションを行う。
5．SeeSAR ノードにより、受容体とリガンドの親和性

（Hyde Score）を評価する。
6．SeeSARノードにて複合体構造を確認する。
実 施 例 として、human epoxide hydrolase（PDB ID: 1VJ5）

のリガ ンド を ク エ リ ー として、図2の ワ ー クフ ロ ー
に よ る 計 算 を 行 い ま し た。FTrees-FS ノ ー ド で は、
KnowledgeSpace™2) のフラグメントライブラリーを用い
てクエリー化合物の Feature Tree に類似する構造をde 
novo 構築しました。このノードでは出力上限を200分子
に限定しました。ドッキング後の配座に対しHyde Score
で受容体との親和性を評価し、受容体に対するKi 値が
1000 mM 以下の配座のみを SeeSAR の解析対象としま
した。Hyde Scoreの計算結果から結晶構造より親和性の
高い化合物構造を複数見出すことができました。

■ まとめ
今回のバージョンアップでは、計算の高速化、グラフィッ

クスの向上が図られました。また KNIMEノードを提供す
るすることで、FTrees 利用の可能性が拡大しました。

1) https://www.knime.org/
2) https://www.biosolveit.de/CoLibri/science.html

独 BioSolveIT 社のFTreesは、既知の活性化合物と類似した構造をデータベースの中から検索するツールです。
FTreesは、官能基の物理化学的特徴とその結合の繋がりからクエリー分子を木構造(Feature Tree)で表現し、類似
するFeature Treeを持つ構造を高速に見出します。トポロジーを保持した検索が行え、合成研究者が経験的
に類似していると判断する構造が探索できます。
今回のバージョンアップでは、プログラム内部を根本的に見直し、高速化を実現しました。その他に、グラフィックス
の向上により類似構造の差異がわかりやすくなりました。また、BioSolveIT 社のソフトウェアはサードパーティー
製プログラムとの連携に優れており、KNIMEとの連携によってFTreesを別のツールと組み合わせて利用すること
が容易になります。ここでは、新しいFTreesの概要とKNIMEと連携した解析例について紹介します。

■ FTrees 3の更新点
FTrees 2から 3へのバージョンアップで最も特筆すべき

点は、著しい高速化を実現したことです。計算条件にもよ
りますが、FTrees 2.4と比較すると5倍以上の高速化を実現
しています。この高速化は近年の PC 性能を考慮しCPUと
メモリを効率的に利用するようプログラムを書き換えた
ことによるものです。FTrees 2では1つのジョブをCPU の
1コアで処理しておりFeature Treeへの変換に多くの時間
を要していましたが、FTrees 3では PC が持つ複数のコア
を利用し、計算処理を高速化しています。

ベンチマーク例として、ある活性化合物をクエリーとし、
10万件の化合物群に対し、FTrees によって構造比較し類
似度を算出しました。計算には一般的なノートPC（CPU: 
Intel Core i7 2.8 GHzクワッドコア、メモリ: 8 GB）を用い
ました。計算時間は FTrees 2.4では37分、FTrees 3.2では
4分と大きく高速化していることが確認されました。

その他の FTrees 3での更新点としては、計算結果の
グラフィックスの見やすさの向上 ( 図1)、コマンドライン
操作の簡素化が挙げられます。

■ KNIME1)との連携
FTreesは通常コマンドラインで操作しますが、KNIMEの

ノードとしても実行できます。ここでは、BioSolveIT 社から
提供されているFTrees-FSノードを用いた解析ワークフロー
を紹介します。FTrees-FS は FTrees のオプションモジュー
ルで、クエリー化合物と類似した構造を高速にde novo
構築します。図２に示したKNIMEワークフローでは次の処
理を行います。

1．クエリー分子をKNIMEの分子描画ノードにより入力する。
2．FTrees-FSノードで、クエリー化合物と類似する構造

図1. FTrees 3.2による分子構造比較画像の出力
同色の部分構造ペアは物理化学的特徴が類似していることを
示す。Local Similarityはペアごとの類似度を算出。Global 

Similarityは化合物の全体の類似度。

図2. FTreesを活用したKNIMEワークフロー
計算設定・構造フィルタリング・ドッキングシミュレーション・

スコアリング・ドッキングポーズの表示を行うワークフロー。
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MOEsaicによるMMP解析とR-group解析
統合計算化学システム

MOE 2016.08には新規アプリケーションとしてMOEsaic が追加されました。MOEsaicは、Matched Molecular 
Pair（MMP）解析やR-group 解析などのSAR 解析、分子設計、文書作成が行えるウェブアプリケーションです。
MOEsaicを用いることで、重要な置換基の検出、キー化合物の発見、新規化合物の設計、解析で得られた知見
の記録が効率的かつ直感的に行えます。ここでは、ChEMBLから取得したシクロオキシゲナーゼ-2（COX-2）阻害
剤のデータセットを用いてMMP 検索、MMPプロファイル、R-group 分解の例を紹介します。

■ MMP 検索
MMP 検索は、指定した部分構造だけが異なる分子ペア

を検索する機能です。リード最適化の過程では、現時点
で最良の化合物の一部を構造変換した化合物群を合成
して、活性値の変化を調べます。MMP 検索はそれらの
データを解析するのにとても有用なツールです。

MMP 検索のクエリーを指定する領域には、基準とする
分子の構造式が描画されており、その結合のいくつかに
赤い矢印が表示されます（図1左）。赤い矢印はそれが示す
先の部分構造が異なる分子がデータセット上に存在して
いることを意味します。MMP 検索に必要な分子のフラグ
メント化やデータベースの作成はデータセットのアップ
ロード時に行われます。マウスカーソルを構造式の一部
に重ねるとその部分周辺が緑色に強調され、MMP 検索
のクエリーであることを示します（図1右）。その状態で
クリックすると、その緑色の部分構造だけが異なる分子
が検索されます。このように、直感的なワンクリック操作
で簡単にMMP 検索が行えます。

■ MMP 検索の応用例
CHEMBL118のメチル基（図1右）をクエリーとしてMMP

検索しました。その結果、メチル基がジメチルアミノ基、
フッ素、ヒドロキシメチル基などに置換された分子など
がヒットしました（図2）。COX-2阻害活性値（pIC50）は、
CHEMBL118では７.4であるのに対して、ヒドロキシメチ
ル基に置換された分子では大きく低下して4.03であり、フッ
素に置換された分子ではほぼ同じで7.39であり、ジメチル
アミノ基に置換された分子では向上して8.33であることが
わかります。このように活性クリフや生物学的等価体の探
索にMMP 検索を利用することができます。

MMP 検索のクエリーには末端基だけでなく母核やリン
カーの部分を指定することもできます。CHEMBL118のピラ
ゾール環をクエリーとしてMMP 検索すると、イミダゾール
環に置換された分子がヒットしました（図3）。活性値に変化
がないことから、生物学的等価体であることがわかります。

■ MMPプロファイル
MMPプロファイルでは、指定した構造変換に対応す

る分子ペアを検索し、構造変換による特性値の変化を
確認することができます。構造変換は構造式エディター
を用いて指定します。変化しない部分構造は R#と記載
します。例として、図4のようにベンジル誘導体からフェ
ニル誘導体の構造変換を検索しました。

図1. クエリー分子（CHEMBL118）を用いたMMP検索

図2. CHEMBL118のメチル基をクエリーとしたMMP検索の結果。
構造式の背景の色は活性値に基づく（緑：高活性～赤：低活性）。

図3. CHEMBL118のピラゾール環をクエリーとしたMMP検索
（左：緑色の部分はクエリー、右：検索結果）。

図4. MMPプロファイルのクエリー
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検索の結果として、縦軸に COX-2阻害活性、横軸に
変化しない部分構造を指定したプロットが表示されま
す（図5）。このプロットから、R1の構造に対する COX-2
阻害活性について、フェニル誘導体とベンジル誘導体
は同様の傾向があることがわかります。また、フェニル
誘導体の方が全体にわたって、より高活性であり、活性値
の変化が大きいこともわかります。さらに、R1をフェニ
ルメトキシ基にした場合は、フェニル誘導体の方がより
高活性ですが、R1をフェニルエトキシ基にした場合に
はそのような差がないことがわかります。以上のように、
MMPプロファイルを行うことで、構造の一部が異なる
分子ペアにおける置換基効果を調べることができます。

■ R-group 分解
R-group 分解は、母核と置換基へのフラグメント化を

行います。母核と置換基の位置は、ページに埋め込まれ
た構造式エディターを使用して指定します。母核では、
元素や結合次数に幅を持たせることができます。例えば、
図6左のように5員環を構成する原子や結合次数を任意に
した場合、図6右のようにチアゾール環やピラゾール環を
持つ母核もR-group 分解の対象となります。

R-group 分解を行うと、活性値などの物性値と合わせて
置換基 - 置換基または置換基 - 母核の組み合わせ表示が
できます。図7は、図6右のピラゾール環を持つ母核を含む

分子におけるR2-R4の組み合わせ表示です。R2をトリフル
オロメチル基、またはR4をクロロフェニル基にした分子が
データセットに含まれていることが分かります。また、R4
をクロロフェニル基、R2をニトリル基やジフルオロメチ
ル基にした分子は高活性であり、R4を他の構造に変え
た分子はあまり含まれていないことがわかります。このよ
うにR-group 分解を行うことで、置換基 - 置換基または置
換基 - 母核の組み合わせ表示が可能となり、データセット
に含まれる分子を俯瞰できます。

■ R-groupプロファイル
R-group 分解後には、R-groupプロファイルを行うこと

ができます。R-groupプロファイルはR-group 分解で指定
した置換基のみの構造変換による特性値の変化をMMP
プロファイルと同様に確認できます。図6右のピラゾール
環を持つ構造のR3についてR-groupプロファイルを行い
ました（図8）。R3にクロロ基を導入した構造は、導入しな
い構造より全体として高活性であることがわかります。特に、
R2とR4にそれぞれメチル基とフェニル基を導入した構造
においては、活性クリフがあることがわかります。

図5. MMPプロファイルのプロット

図6. R-group分解の設定
左はクエリー、右は左に対応した母核。

図7. 置換基R2－置換基R4の組み合わせ表示。
マトリックス上のスパークラインは活性値の大きさを示す。

図8. R-groupプロファイル
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CBIS：研究情報の共有
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、CBISを活用した研究情報の共有について紹介します。

■ 情報共有における問題点
企業の研究部門では情報管理のため、多くの帳票や

台帳が使用されます。これらは電子化されていない紙の
文書であったり、Excelファイルや Wordファイルなどの
電子ファイルであったりしますが、様々な面で問題が生じ
ることがあります。

■ 紙の文書の場合
文書を閲覧する時に、その文書自体を手元に置く必要

があります。そのため、特に情報共有において以下のよう
な問題が生じます。 

・複数部門で共有するには写しを作成する必要がある。
破棄が必要になったら、それらを全て破棄しなければ
ならない。

・回覧する際に文書自体を移動させなければならない。
特に本社と研究所など、場所が離れた部門がある場合
には郵送に費用と時間がかかる。

■ 電子ファイルの場合
多くの場合、ファイルサーバーの共有フォルダに文書を

保管して、皆で閲覧や編集ができるようにすることになり
ます。その際、以下のような問題が生じます。

・ファイルを簡単にコピーできるので、バージョンの管
理が煩雑になる。どれが最新版なのか分からなくなる
おそれもある。

・Excelファイルで台帳を作る場合、通常は複数人で
同時に編集できない。共有ブック機能を使えば同時
編集はできるが、機能が制限される。

・他のユーザーが記入した内容を誤って上書きする
おそれがある。

・「承認者のみ変更できる入力欄」などの権限設定が
できない。情報の作成までは電子ファイルで行えても、
承認は印刷して紙の文書に押印、ということになって
しまう。

■ CBISを活用した情報共有のメリット
CBISでは、上述の問題点を解決することができます。

・CBIS にログインすれば、管理されている情報を閲覧
できる。複数部門でも情報を簡単に共有できる。

・複数ユーザーが同時に情報を閲覧できるので、回覧に
時間をかけなくて済む。閲覧済みかどうかのチェック
も可能。

・複数ユーザーが同時に個別の情報を登録・編集できる
ので、台帳の編集待ちなどが発生しない。

・ユーザーはシステムを複製できないので、複数のシス
テムのどれが最新なのか悩まずに済む。

・ユーザーやグループに権限を付与できる。ユーザーは
付与された権限内で作業を行うので、無用な情報の
変更を避けられる。

　また、「承認者のみ変更できる入力欄」なども設定でき
るので、承認までシステム内で完結できる。

■ 適用例
■ 実験動物の飼育記録

マウス・ラット・モルモットなどの実験動物の飼育記録
をExcelファイルで管理していた事例です。この場合、同時に

図1. 飼育記録と動物実験の情報管理イメージ
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CBISでは、このような業務フローに基づいた依頼票・
測定結果の管理共有システムを構築することが可能です

（図2）。各ユーザーに所属や役職に応じた権限を割り当て
ることで、例えば実験者は依頼票を起票できるが依頼票
の承認後は変更できない、測定者は実験チームリーダーが
承認する前の依頼票を閲覧できないなど、業務ルールに
応じたアクセス制御を適用できます。

また、結果報告が遅くなりそうならあらかじめ知っておき
たい、といった実験チームの要望も想定されます。そのよ
うなときは、処理待ちの依頼票の数から依頼の集中具合
を簡単に把握することができます。この場合でも、他の実
験チームにはサンプル名や測定内容を表示しないといっ
た情報共有のポリシーに応じてアクセス制御が可能です。

ここでは測定依頼と結果報告についてご紹介しましたが、
測定依頼に「どの動物に関して行ったものなのか」という
情報を持たせれば、1つ目の例の“ 飼育記録と動物実験の
情報管理”ともひもづけることができます。

このように、CBIS は研究に関する多様な情報を、業務
フローに沿ってわかりやすく管理することが可能です。

■ 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、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。

編集できないなど前述の問題のほか、実施した動物実験に
関する情報（実験条件・測定データ・結果と考察など）は
別途管理することになります。その結果、「この実験で用い
た動物がどのように飼育されてきたのか」を追跡するのに
手間がかかるという問題もあります。

CBISで実験動物の飼育記録を管理すると、複数のユー
ザーが同時に作業できます。あるユーザーが新しい実験動
物の個体を登録する一方で、別のユーザーが実験のため
に必要な個体を探して使用する、といったことが可能です。

また、CBISでは関連する情報を結び付けて管理すること
が可能です（図1）。CBIS内で動物実験の結果まで管理すれ
ば、実験情報のページの「使用した個体」の情報から、ハイ
パーリンクで実験動物の飼育記録を確認するページを
表示することができます。予想外の実験結果が出た場合
でも、それが投与した薬品によるものなのか、実験動物の
健康状態によるものなのかの判断材料を簡単に得ることが
できるようになります。

システム導入時のデータ登録には、従来使用してきた
Excelファイルを利用できるので、作業負荷を軽減できます。

■ 測定依頼と結果報告
例えば、測定チームがサービス部門として独立している

組織では、複数の実験チームとの間で以下のようなやり取
りが行われます。また、チーム内で依頼票や報告書の承認
が必要なこともあります。

1. 実験チームは測定項目などを記載した依頼票を用意
し、サンプルと共に測定チームに送付する。

2. 測定チームは依頼票に基づいて測定作業を行い、
結果を報告書にまとめる。

3. 実験チームは測定結果報告書を受け取る。

図2. サンプルの測定依頼票と測定結果の管理イメージ
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Flow：ChIP-seqデータ解析
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア

Partek Flow（以下、Flow）は次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェアです。次世代シーケンサー（以下、
NGS）から出力されたリード配列を読み込んで、RNA-seqやDNA-seqのデータ解析が可能です。2016年12月に
リリースされたFlow 6.0でChIP-seqのデータ解析に対応しました。Flowはリード配列の参照ゲノム配列への
アラインメント、アラインメント前後のQA/QC、ピーク検出、検出したピークのアノテーション、転写開始点からの
距離でのプロットなど、ChIP-seqのデータ解析を行うための豊富な機能を搭載しています。今回はFlowを用いた
ChIP-seqデータ解析について紹介します。

■ ChIP-seqとは
クロマチン免疫沈降法（ChIP）は、抗体を使って特定の

タンパク質が結合するDNA領域を同定する手法です。転写
因子の結合部位やヒストンのメチル化などのエピゲノム
解析に利用できます。

ChIP-seqは、ChIPとNGSを組み合わせてゲノムワイドに
エピゲノム情報を取得する手法です。ChIPとマイクロアレイ
を組み合わせたChIP on chipと共に様々な生物で転写制
御メカニズムの理解に大きく貢献しています。ChIP-seqは
プローブ設計に依存した制限がない、ダイナミックレンジ
が広いといった特徴からChIP on chipと比べてバイアスの
ない精確な解析が可能です。

■ ピーク検出
Flow は ChIP-seq のピーク検出を行うために MACS21)

プログラムを搭載しています。MACS2はChIP-seqのピーク
検出で最もよく使われているプログラムです。

ゲノムサイズ、免疫沈降サンプル(chip)と対照サンプル
(mock)のペアを選択するだけで簡単にピーク検出を実行
できます。必要に応じて、参照ゲノム配列やペアエンド配列
のフォーマットを指定します。MACS2のその他のパラメーター
もチェックボックスやラジオボタンで簡単に設定できます。

ピーク検出の結果はペアごとの表で表示されます。ピーク
ごとに染色体番号、開始位置、終了位置、長さ、ピークの
頂 点 の 位 置、pileup 値、-log10p 値、Fold enrichment 値、
-log10q 値、ピーク名が表示されます。表中のアイコンを
クリックすると各ピークをゲノムビューアー上に表示できます。

■ アノテーション
転写開始点から見たプロモーター領域の上限下限および

遺伝子データベースを選択するだけで、Flowは検出した
ピークに対して遺伝子との位置関係のアノテーションを付
加できます。Flowはヒトやマウスなど代表的な生物種の
RefSeqやEnsemblといった遺伝子データベースを自動的
にダウンロードできます。

ピークのアノテーション結果もペアごとの表で表示されます。
ピークごとに重複する遺伝子のGene Symbol、アクセッション
番号、向き、転写開始位置、転写終了位置、転写開始点(TSS)
からピークまでの距離、遺伝子の重複する割合、ピークの重
複する割合が表示されます。図1は表中のアイコンをクリック
して選択したピークをゲノムビューアーに表示した結果です。

上からchipとmockのヒストグラム、遺伝子データベース
(RefSeq)のアノテーション、chipとmockのリードの分布が表
示されています。遺伝子のTSS上流のプロモーター領域に
転写因子が結合したピークが検出されています。

■ TSSプロット
ChIP-seqは転写因子の結合部位やヒストンのメチル化

などのエピゲノム解析に用いるため、検出されたピークと
TSSの位置関係が非常に重要になります。

FlowはTSSを中心にしたプロモーター領域にいくつの
リードがアラインメントされているかをTSSプロットで表示
します。図2はchipとmockのTSSプロットです。chipでは
mockと比較してプロモーター領域に多くのリードがアラ
インメントされており、特に TSS 近傍に集積していること
がわかります。サンプルごとのTSSプロットやヒートマップを
表示することもできます。

■ ご評価
Flowは無償トライアルにより4週間ご評価いただけます。

Partek Genomics Suite をご 利 用 の お 客 様 だ けで なく、
Partek社製品は初めての方もぜひお試し下さい。トライアル
をご希望の方は弊社ウェブサイトよりお問い合わせ下さい。

1) Zhang, Y. et al. Genome Biol.  2008, 9(9) , R137.

図1. 検出したピークをゲノムビューアーで表示

図2.  TSSプロット
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COMBINE：新製品開発情報
化学生物学情報統合解析ソフトウェア

■ 化合物からファーマコロジー検索
クエリー分子に類似した構造の分子を検索した後、ヒット

した化合物のターゲット、アッセイ方法、活性値、出典情報
などをChEMBLデータベースから検索できます。

■ 遺伝子から発現タンパク質、相互作用遺伝子、パスウェイ、　
    疾患を検索

UniProt の ID から発現タンパク質アミノ酸配列と立体
構造、相互作用遺伝子、パスウェイ、疾患を検索できます。
ターゲットに関連する多様な情報をひとまとめに取得する
ことができ、それらの情報はネットワーク図で関連付けて
グラフィカルに表示できます。

■ まとめ
COMBINEを用いることで、化学的情報と生物学的情

報を関連付けて効率よく取得できます。CimplSoft 社は、
COMBINE の開発により、化学、生物学あるいはそれらに
またがる複合的な領域の研究を支援するソフトウェアを
提供する予定です。

1)  Helal, K. Y. et al. J. Chem. Inf. Model. 2016, 56 , 390–398.

CimplSoft 社は、メディシナルケミストの創薬研究を支援するソフトウェアCIMPLをリリースしていますが、現在、
CIMPLとは別製品となる新しい創薬支援ソフトウェアCOMBINE (COnstruct cheMical and BIological NEtwork ) 
を開発しています。COMBINE は化学・生物学の複数の公共データベースを知識ベース・ネットワークで統合
して複合的な領域の研究を支援することを目的としています。ここでは、COMBINEについて紹介します。

■ COMBINEの概要
COMBINEは化学的な情報と生物学的な情報を統合的

に解析することを目的としたツールです。NCBI、BioGRID、
ChEMBL、SureChEMBL、Open PHACTS、PDBといっ た
公共データベースの情報に知識ベースのネットワークを
付与します。多様な情報をリンクさせることで化学的情報
と生物学的情報を関連付けて解析できます。

■ COMBINEの機能
■ 化合物データベース検索

COMBINEは、一つのインターフェースから、さまざまな
データベースへオン・ザ・フライで接続し、情報が取得で
きます。例えば、ChEMBLデータベースの化合物に対しては
部分構造検索や類似構造検索、MMP ネットワークを利
用した検索が可能です。また、ZINCに対しては部分構造検
索ができます。さらに、PubChemへはHTSフィンガープリ
ント1)を利用した検索が可能です。母核置換に有用なHTS
フィンガープリントを採用しています。

図1. COMBINEのデータ構成

図3. 類似構造検索からファーマコロジー検索
（分子構造から類似化合物のターゲット、アッセイ方法、活性値、

出典情報などを取得）

図4. UniProt IDから発現タンパク質、相互作用遺伝子、疾患、
パスウェイを検索

図2. データベース検索結果
（分子構造のフラグメント化、フラグメントの構造をクエリーにし

たZINC、ChEMBL、SureChEMBLデータベースの部分構造検索、
PubChemに対するフィンガープリントを用いた検索）
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MedeA ウェビナーの紹介
材料設計支援統合システム

MedeAは原子・分子スケールのシミュレーション技術を基に各種の物性評価を行うための統合支援環境です。
開発元であるMaterials Design 社では、MedeAを紹介するためのウェビナーを開催しております。ウェビナー
の開催は昨年より始まった取り組みで、これまでの開催数は9回に上ります。各回とも異なる内容、異なる講師
にて開催されており、MedeAの幅広い機能や最新の適用例を知るうえで有効な機会です。本稿ではこれまで
に開催されたウェビナーのハイライトとして各回の内容を紹介いたします。
過去のウェビナーは、ウェビナーオンデマンド（http://www.materialsdesign.com/webinars）にて動画配信
されています。興味のある内容については、是非ウェブサイトへアクセスして動画を閲覧ください。

■ MedeA-UNCLE: atomistic studies of 
crystalline systems at higher scales

第一原理計算に基づいてスケールの大きな系を評価す
る技術は、Materials Design 社がMedeAで取り組んでいる
主要な課題の一つです。そのための方法として、第一回目
のウェビナーではUNCLEの基本理論とその適用例を紹介
しています。

UNCLEはクラスター展開法により物性評価を行うツール
です。クラスター展開法は、系をクラスターの和として評価
する方法で、第一原理計算に基づいて大きな系を取り扱う
ことができます。例えば、合金などのランダムに原子が混
合した物質の特性評価に適しています。本ウェビナーでは、
最新の適用例として、反強磁性体であるNi-Cr 合金を評価
した計算例等を紹介しています（図1）。

■ Classical (Forcefield) Methods for 
Modeling Materials on Atomic Scale

空間・時間スケールの大きな現象を取り扱う技術として、
第二回目のウェビナーでは、古典力場計算を紹介してい
ます。特に、最近の MedeA の取り組みとして、化学反応を
扱うことのできる反応分子動力学（COMB、図2）について
紹介しています。

■ Classical (Forcefield) Methods for 
Chemistry and Catalysis

化学や触媒分野に焦点を当て、古典力場計算の技術
について紹介しています。モンテカルロ計算プログラム
GIBBSを使用することで、評価・解析に大きなスケールの
モデリングを要する課題を扱うことができます。例えば、
図3は粘土鉱物表面への分子吸着を評価した適用例です。

■ Atomic-Scale Modeling With MedeA: 
A Path To Innovation In Batteries

近年、原子スケールのシミュレーション技術は、材料
設計の研究開発の現場で広く使用されるようになって
きました。特に電池への適用は成功裏に行われており、
MedeAを利用した研究も多く報告されています。本ウェ
ビナーでは、Liイオン電池電極材の相安定性や構造劣化
現象の解析に焦点を当て、事例を紹介しています。また、
計算を用いて新しい候補材をスクリーニングする技術に
ついても紹介しています。

図1. クラスター展開法ツールUNCLEで評価したNi-Cr合金
基底状態ダイアグラム

図2. 反応分子動力学計算COMBで取り扱い可能な系

図3. モンテカルロ計算プログラムGIBBSで計算したBET吸着等
温図（パイロフィライト表面上の窒素の吸着）
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■ Computational Metallurgy: Grain 
Boundaries, Diffusion, and Surface 
Reactivity

金属は、以前よりMedeA が適用されてきた分野です。
第一原理計算プログラムVASPや分子動力学計算プログラム
LAMMPSを利用して、冶金における問題解決や解析、物性
評価した例を紹介しています。

・粒界強度における不純物の効果
・力学特性の評価
・金属中の水素の拡散
・転位ループの核形成
・金属表面の分子の反応

■ Computational Polymer Science: 
Atomistic Modeling Tools and Materials 
Applications

合成高分子は特徴的な性質を有しており、現代の工業製
品やデバイスに欠かせない存在です。本ウェビナーでは、
航空機や自動車、電子機器、塗装、接着、パーソナルケア
製品にみられる高分子の活用例と、MedeAを利用した原子
スケールのモデリング（図4）と計算例を紹介しています。

■ VASP in MedeA - a fast way from 
models to reliable results

VASPは、世界的に最も利用されている第一原理計算プ
ログラムです。MedeAはVASPを利用するうえで強力な支
援ツールで、グラフィカルユーザーインターフェースを通じて、
簡単に計算のモデリングから実行・解析まで行えます

（図5）。また、MedeA では VASP 計算と他の計算技術を
連携させて、各種の物性を評価することができます。本ウェ
ビナーでは、VASP 計算と格子振動計算との連携やクラス
ター展開法との連携の他、輸送特性計算、反応経路計算、
力場パラメーター開発機能について紹介しています。

■ From Band Structures to Electronic 
Materials with MedeA

電子状態の正確な理解・解析は、電子材料の設計現場
において欠かせない技術になっています。本ウェビナー
では、この分野の適用として、半導体ゲートスタック界面、
ショットキー障壁、有効仕事関数などを評価した例につい
て紹介しています。

■ High Throughput Simulations in the 
Materials Design MedeA Environment

第一原理計算や分子動力学計算は、今や一部の専門家
のためだけの手法ではなく、エンジニアリング現場で日常
的に使用されるツールになりつつあります。そのため、
いかに効率的に計算を実行し解析するかが研究現場で求め
られています。とりわけ、候補材をスクリーニングする場合
には、ルーチンとして大量の計算を実施して、結果をデー
タベースに保存して解析できる環境が必要になってきます。
MedeAはこの目的に適した統合支援環境を提供しており、
本ウェビナーでは具体的な事例を紹介しています。

■ MedeAユーザー会
世界中のMedeAユーザーを対象に、年に一度ユーザー

会を開催しています。MedeAやVASPの開発スタッフから
の開発状況の紹介や、各国の大学や企業のユーザーから
適用事例の紹介の他、追加機能の要望や開発の方向性を
討議するセッションもあります。また、ハンズオンでの講習
会もあり、最新機能を利用した適用事例を実習できます。

本年は9月19日～21日にストラスブール（フランス）にて
開催されます。ぜひ参加をご検討ください。
http://www.materialsdesign.com/news/UGM-2017-Strasbourg

図4. MedeAでの高分子のモデリング

図5. 第一原理計算VASPで計算したGeのバンド構造
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大阪セミナールームのご案内
株式会社モルシスの営業開始に合わせて、本年4月に大阪セミナールームを開設しました。JR 新大阪駅から
徒歩8分の利便性の高い場所に位置しています。関西地域におけるサポートの拠点として、CCG 社製 MOEを
始めとする各種ソフトウェアのトレーニングや製品紹介セミナーを行います。弊社製品をご活用頂くためのさま
ざまなサポート支援を企画しますので、ぜひご来場下さい。

■ 大阪セミナールームへのアクセス ■ 設備
ハンズ・オン・セッション用のコンピューターをご用意

しています。トレーニング・コースでは一人1台（定員4名）
を基本とし、操作実習をしながらソフトウェアの使用
方法を学んでいただけます。また、製品紹介セミナー
など10名程度の小規模セミナーも開催します。

■ トレーニング・セミナーお申込み
定期トレーニングや製品紹介セミナーは、弊社ウェブ

サイトまたはメーリングリストでご案内しております。メール
配信をご希望の方は、弊社のウェブサイトよりお申込み
ください。

最新の情報はこちらをご覧ください。
https://www.molsis.co.jp/news/seminar/

定期トレーニング以外にも、個別トレーニングを
ご希望の場合には、セミナールームを利用してお客様の
ご要望に応じたトレーニングの開催も承っております
ので、お気軽にご相談ください。

• 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。

• 記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
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住所

〒532-0003 
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3-12 
新大阪明幸ビル 3階

交通

市営地下鉄御堂筋線「新大阪」駅4番出口
より徒歩5分
JR「新大阪」駅より徒歩8分


