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MOE は創薬・生命科学研究のために必要なアプリケーション、豊富なデータコンテンツ、アプリケーション開発

環境を備えた統合計算化学システムです。高度な機能と使いやすさを兼ね備えており、計算化学の専門家から

実験研究者の方まで幅広くご利用いただいています。

去る7月7日「MOEフォーラム2017」を開催し、生命科学・創薬研究の分野の最先端で活躍されている先生方

にMOEを活用した研究事例についてご講演いただきました。さらに、開発元の CCG 社からは次バージョンに搭載

予定のエピトープマッピングなどの新機能やクラウドコンピューティングを活用した大規模な計算例、弊社からは

ペプチドドッキングシミュレーションやPSILO の新機能について紹介しました。
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MOEフォーラム2017開催報告
統合計算化学システム

■ 「創薬研究におけるSupervised Molecular Dynamicsの有用性検証」
旭化成ファーマ株式会社　鷹羽 健一郎 先生

Supervised Molecular Dynamics（SuMD）の概要や創薬
研究への応用についてご講演いただきました。SuMDは、
unbiased MD手法の一種で、結合状態もしくは非結合状態
のリガンド-受容体分子系を初期構造として短いMD計算を
繰り返します。前回のMD 計算の結果をもとに次回のMD
計算の初期構造を選択することで、リガンドの結合解離
を誘発します。分子系のモデリングにはMOEのStructure 
Preparationの機能を用いられていました。Rhoキナーゼ
とFasudilの複合体を用いたFasudilの結合経路探索では、
100 ns 以内にX 線結晶構造に類似した構造（RMSD < 3.5 
Å）が得られていました。また、SrcキナーゼとDasatinibの
複合体を用いた結合経路探索では、SuMDとaccelerated 
MDを組み合わせることでより効率的にX 線結晶構造に類
似した構造を取得できる可能性があることを見出されまし
た。さらに、SuMD を応用した解離シミュレーションでは、
X 線結晶構造に類似した構造がそのほかの構造と比較し
てより遅く解離することを見出されました。

■ 「タンパク質間相互作用を誘導する有機小分子とその
相互作用の解析法の開発」

名古屋大学大学院　北 将樹 先生

抗腫瘍活性のあるアプリロニンA（ApA）の結合様式解
析や新規活性リガンドの分子設計と構造活性相関研究に
ついてご講演いただきました。ApAに光反応基であるジ
アジリンとアフィニティタグとしてビオチンを結合させた
誘導体を合成され、それを用いたin situ における実験で
ApAがアクチンとチューブリン間の相互作用を誘導するこ
とを見出されました。さらに、ApAと蛍光ラベルを組み合
わせて、チューブリンにおける結合位置を推定されました。
MOEの配座解析を使用して、ApAに導入したジアジリンの
アクチン表面上における位置を推測され、チューブリンの
ラベル化効率について考察されました。ApAとアクチンと
の複合体と、トリメチルセリンエステルの付加位置の異な
るApA 誘導体との複合体の配座解析の結果を比較され、
チューブリンに結合するための配座の条件を見出し、新規
リガンドの分子設計に活用されていました。

MOEフォーラム2017では5名の先生方にMOEを活用した創薬研究に関してご講演いただきました。開発元の
CCG 社から次バージョンに搭載予定のエピトープマッピングに関する新機能やクラウドコンピューティングを
活用したタンパク質物性最適化の大規模な計算事例を紹介しました。本稿ではこれらの内容を紹介します。

■ 招待講演
■ 「創薬等研究推進に向けたタンパク質の大規模情報解析」

産業技術総合研究所　富井 健太郎 先生

リガンド結合部位の類似性検索法、それを用いて構築さ
れたデータベースであるPoSSuM1)、立体構造類似性検索
法 FORTE2) についてご講演いただきました。リガンド結合
部位の類似性検索法では、まずリガンド結合部位を構成す
るアミノ酸残基のCαを頂点とする三角形を検出します。そ
の情報を二値の固定長のベクトルに変換し、SketchSort 法
を用いることで、計算時間がデータ件数に一次のオーダー
で比例する高速な検索を実現されました。この手法を用
いて構築されたPoSSuMについて、Ca2＋結合タンパク質や
FADとNADの比較に関する応用事例をご紹介いただきま
した。また、大学と共同研究された事例では、PoSSuMの
結果とともに、MOEの誘導適合のホモロジーモデリング
を行い、相互作用フィンガープリントを用いたクラスター
分析により、キナーゼの結合モードを推定されました。
FORTEに関しては、TOM複合体の構造予測、CASP12で最も
高い精度を達成された内容についてご紹介いただきました。

■ 「Structure-based drug design の手法を活用した創薬
シード創成」

協和発酵キリン株式会社　小葦 泰治 先生

計算化学を用いた低分子創薬やsiRNA 活性増強素子の
創出の SBDD 研究事例についてご講演いただきました。
協和発酵キリン株式会社では生体高分子データベースシ
ステムであるPSILOに日本国内の研究所からアクセス可能
な環境を整え、全社的にSBDD 研究に取り組まれています。
低分子創薬の一つ目の事例では、X 線結晶構造解析の
二種類のリガンド結合部位の相互作用解析から、これらの
結合様式を満たす化合物をデザインし、約300倍の活性増
強に成功されました。二つ目の事例では、社内の化合物ラ
イブラリーを使用したドッキングシミュレーションにより、
がん関連疾患の治療薬の新規活性骨格を見出されました。
また、リガンド結合部位をドッキングシミュレーション後に
構造最適化することで、リガンドの活性配座の再現の精度
が向上することを見出されました。弊社が開発したカスタ
マイズSVLプログラムにより、数万件の複合体構造の構造
最適化を実施されていました。siRNA 活性増強素子の事例
では、MOE の静電ポテンシャルなどの分子表面の特徴
付け機能で得られた知見を基に独自の核酸のアナログ
を設計されていました。
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トープが存在することがわかりました。

■ Optimizing Protein Properties in the Cloud with MOE
Chemical Computing Group

Paul Labute

タンパク質の熱安定性や溶解度などの物性を最適化す
る際に、例えば12個のアミノ酸残基を20種類の天然アミノ
酸に突然変異させた場合の組み合わせは1015通りという
膨大な数となり、すべてをモデリングすることは現実的で
はありません。さらに各モデル構造のダイナミクスを考慮
するとより計算時間を要します。タンパク質の熱安定性や
親和性などのスコア関数の精度は良くても決定係数0.5
程度であり、粗い評価に使える程度です。講演ではMOEと
クラウドコンピューティングを組み合わせることで、タンパク
質物性の高精度な予測と効率的な最適化が可能である
ことを紹介しました。

GB1の熱安定性について6個のアミノ酸残基を20種類
の天然アミノ酸に突然変異させたバーチャルファージディ
スプレイによる検証では、2～5万回程度の探索空間のサ
ンプリングで結果が十分に収束することがわかりました。
さらに10万回の探索空間のサンプリングによるバーチャ
ルファージディスプレイの結果から、283分の1の探索空間
で、82％の熱安定性が向上した突然変異体を含むフォー
カストライブラリーの構築が可能であることがわかりました。
この計算は、Amazon EC2の c4.8xlarge（36 vCPU、60GBメモ
リー）を100ノード使用して1時間程で終了しました。

アドネクチンの FG ループの突然変異体の溶解度と
MOE のモデル構造を用いたタンパク質の疎水性表面
パッチ面積との相関を調査しました。各モデル構造にお
いて単一の配座を用いた場合は決定係数0.46でしたが、
LowModeMDによる配座解析で得られた10配座のアンサ
ンブル平均を用いた場合は決定係数0.7でした。このこと
から、アンサンブル平均を用いることでより精度の高い
結果が得られることが示唆されました。この計算では、FG
ループの3アミノ酸残基を20種類の天然アミノ酸に突然変
異させた8000通りのモデル構造について配座解析しまし
たが、Amazon EC2の c4.8xlargeを100ノード使用して50
分程度で終了しました。

以上の計算に必要なハードウェア費用は、1時間1ノード
あたり0.26ドルで2時間ほど使用したので、52ドルでした。
このようにMOEとクラウドコンピューティングを組み合わ
せることで、大量のハードウェア資源を安価に利用でき、
ごく短時間で高精度な結果を得られることがわかりました。

1) http://possum.cbrc.jp/PoSSuM/
2) http://forteprtl.cbrc.jp/forte/

■ 「Integrated in silico  Strategy for Drug Discovery」
東海大学　平山 令明 先生

HLA 分子と医薬分子のドッキングシミュレーションによ
る特異体質性薬物毒性（IDT）の予測方法と予測事例につ
いてご講演いただきました。市販の風邪薬に含まれる医
薬分子とHLA-A*02:06との相互作用を解析されました。
ドッキングシミュレーションにはASEDock、複合体の親和
性の評価にはGBVI/WSA dGを使用されました。一日の摂
取量とGBVI/WSA dGからコンポジットリスクインデックス
を定義され、それがIDTと相関することを見出されました。
弊社と共同で開発したHLA Modelerを使用してモデリン
グしたHLA-B*58:01とアロプリノールやその代謝産物との
相互作用解析では、オキシプリノールの結合性が高いこ
とを見出されました。また、HLA-A*31:01とカルバマゼピン

（CBZ）やその代謝産物との相互作用解析ではCBZ-diolが
強く結合することを見出され、臨床と一致する結果が得ら
れていることが紹介されました。

■ Chemical Computing Group 社講演
■ Prediction of Protein-Protein Binding Sites and Epitope Mapping

Chemical Computing Group
Elizabeth Sourial

エピトープマッピングとは抗原の抗体結合部位（エピトー
プ）を同定することです。同定されたエピトープの情報は、
新たな抗体医薬品を設計する上で大変有用です。現バー
ジョンのMOEにおいて、エピトープマッピングに利用でき
る機能として、タンパク質表面パッチ解析、タンパク質 -タ
ンパク質ドッキングシミュレーションがあります。講演では、
これらの機能のエピトープの予測精度の検証結果と、より
高精度な新手法を紹介しました。

タンパク質表面パッチ解析は、疎水性、正電荷、負電荷
の大きいタンパク質表面の一部（表面パッチ）を検出、可
視化します。ZDOCKのデータセットにおいて、抗体と抗原
の相互作用部位に面積の大きい疎水性表面パッチが多く
存在することがわかりました。しかしながら、抗原における
疎水性表面パッチの最も面積の大きいものがエピトープ
である割合は、20％程度と低く、面積の大きさによる順位
づけではエピトープの予測精度としては不十分であること
がわかりました。また、MOEのタンパク質 -タンパク質ドッ
キングシミュレーションは、他のプログラムと比較して、よ
り高い精度で複合体構造を予測することができますが、エ
ピトープの予測精度としてはまだ不十分であることがわか
りました。新手法では、ドッキングシミュレーションの結果
に対して、表面パッチを新たに取り入れた相互作用フィン
ガープリントを用いたクラスタリングと結合自由エネルギー
による順位付けを行います。この手法により、ZDOCKのデー
タセットにおいて、予測した上位5件に87％の確率でエピ
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ChemTunes＆ToxGPS販売開始
安全性評価とリスク評価のためのプラットフォーム

ChemTunes ＆ ToxGPSは、化合物の安全性評価とリスク評価のための毒性・安全性に関連するデータベース
（ChemTunes）と知識ベースの予測・ワークフローシステム（ToxGPS）を統合したプラットフォームです。医薬品、

化粧品、食品、工業用およびその周辺化合物を対象としており、化合物の毒性学研究・安全性研究全般で利用
することができます。ChemTunesに搭載のデータベースは、規制機関のデータ・ソースや毒性学データ・ソー
スから構築されており、専門家により品質管理されたin vitro  およびin vivo  の毒性情報で構成されています。
ToxGPSは、ヒトの健康と規制関連の一連のエンドポイント（in vitro  および in vivo ）に対する予測・ワークフロー
システムです。QSARモデルとケモタイプ・アラートの両方の予測結果を証拠の重み付けにより評価することで全
体の不確実性を最小限に抑え、最終的な結果を予測します。

■ ChemTunes （毒性データベース）
ChemTunesは、in vitro  および in vivo の毒性と規制機

関の情報から構築された幅広い安全性・毒性のデータベー
スです。データベースには、エンドポイント固有の包括的
な安全性評価とリスク評価に関連する情報が収載されて
います。専門家によりデータの信頼性が担保されており、
品質スコアが割り当てられています。安全性評価の情報と
して、MoS、 MoE、RfD、 NOAEL、 ADI、Uncertainty factor、
Target site、Critical effect、Regulatory body、Yearなどを
含みます。化学構造、毒性エンドポイントや効果サイトな
どの仮説に基づいたクエリーを実行するためのデータマイ
ニング機能を搭載しており、詳細な検索を行うことができ
ます。ToxGPS のリード・アクロスのデータ格納先としても
利用されています。

ChemTunesの毒性データベースは、下記のデータ・ソース
から構成されています。

■ 規制機関からのデータ・ソース
US EPA IRIS, EFSA, SCCS/SCCP/SCCNFP, US FDA, 
JECFA/WHO, NITE Japan, COSMOS, Munro database

■ 毒性学データ・ソース
NTP, US EPA ToxRefDB, US FDA, EFSA 
HESS Japan, REACH

ChemTunesにより、化合物構造や毒性データに基づく
仮説から、反復投与の毒性情報を持つ類似構造のリスト
を取得し、詳細な実験情報とNOEL/LOEL 値を持つ実験
データを検索して、アッセイ、投与、所見、発生率、統計的
有意性などの情報を得ることができます。

■ ToxGPS （予測・ワークフロー）
ToxGPS は、信頼性の高い予測・ワークフローシステム

です。一連のヒトの健康および規制関連エンドポイン
ト（in vitro  または in vivo）について、化合物の毒性や、
ワークフローを用いた毒性発現の投与量の予測を行う機
能などがあります。作用機序に基づくQSARモデルと、重
症度スコア（オッズ比）を含むケモタイプ・アラート（構造
知識ベース）の両方の予測結果を結合して、証拠の重み付
け（WoE：Weight of Evidence）により評価することで全体
の不確実性を最小限に抑え、最終的な結果を予測します。
不確実性の定量的評価を行い、複数の情報源からの予測
の組み合わせを単一の全体的なWoEによる予測とするた
めに、デンプスター・シェーファー理論（DST：Dempster-
Shafer theory）が採用されています。バイナリー分類の場
合には、最終的にpositive、uncertain、 negativeで予測さ
れます。また、予測結果からクエリー化合物の近傍の化合
物とChemTunesへリンクされた実験データを参照するこ
とができます。

代謝物を予測する機能（Liver BioPath）は、ルール・ベー
スにより第１相、第２相の代謝物を生成します。代謝物と
その親化合物の構造を可視化して、確からしさの優先順位
を つ けます。Liver BioPath は、ChemTunes ＆ ToxGPS に
シームレスに統合化されており、予測結果はChemTunes
に搭載のBioPathデータベースを通して検証されます。

ToxGPSの予測モデル構築には、下記のデータ・ソース
が利用されています。

■ 予測モデル構築のためのデータ・ソース
US NTP, CPDB, US EPA ToxRefDB, US FDA, ILSI DevTox, 
EFSA, SCCS/SCCP/SCCNFP, ECETOC, HESS, Substance 
Registration database (ECHA) , その他 学術文献

■ まとめ
開発元におきましては、規制機関、公的機関との共同研

究を積極的に行いながらデータベースの更新・拡張およ
びシステムの開発が行われています。

ChemTunes ＆ ToxGPSは、医薬品開発における変異原
性不純物の評価及び管理に関するガイドライン（ICH M7）
に対応しています。また、ChemTunes ＆ ToxGPSの応用事
例については、開発元のウェブサイトに掲載されています。

図1. ChemTunes＆ToxGPSの構成
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合成容易性評価ソフトウェア

SYLVIA販売開始
SYLVIAは、分子構造に基づき合成の容易性を評価するソフトウェアです。SYLVIAは、分子構造の複雑さや出発
物質との類似度、合成反応のコア構造との類似度から合成の容易性を評価するスコアが算出できます。また、ス
コアの算出のために、市販化合物カタログなどからMN-AM 社が独自に収集、編集した出発物質データベース
と合成反応コア構造のデータベースが付属しています。SYLVIAを利用することで、合成の容易さという視点から
候補化合物に優先順位を付けることができます。

■ SYLVIA 概要
SYLVIAは、簡単な経路によって合成できる化合物である

か、あるいは複雑で困難な合成目標であるかの指標に基
づき化合物をランク付けします。計算は高速で、de novo
設計によって生成された分子や、大きなバーチャル化合物
ライブラリーに由来するような、数千もの分子構造に対し
て、それらの合成の容易さに基づき優先順位をつけること
ができます。

■ 合成容易性スコアについて
SYLVIAの合成の容易性を評価するスコアは、以下の5つ

の基準を算出し、それらの線形結合として求めます1)。

■ 分子グラフに基づく複雑さ
■ 環構造の複雑さに基づくスコア：架橋構造や複合環

は合成が困難なことによるペナルティーを加えます。
■ キラル中心の数の対数：立体化学が複雑になると

合成が困難になります。
■ 計算対象の分子と出発物質との類似度
■ 反応に基づく基準：反応データベースから抽出され

た反応性コア構造の出現頻度を解析します。

■ 主な機能
■ 分子構造（SDファイルあるいはSMILES）の読み込み

と可視化
■ 分子構造の描画と編集
■ さまざまな化合物に対応する幅広い適用性を有す

る合成容易性スコアの算出
■ 合成容易性スコアを低、中、高に色分けして表示
（図1）

■ 最終的な合成容易性スコアと構造あるいは反応に
基づく各基準のスコアの出力（SDファイルあるいは
分子構造をSMILESにしたCSVファイル）

■ 対話的で直感的なウィザード操作のGUI
■ 社内化合物による出発物質データベースの拡張ま

たは交換
■ 高速な計算：例えば、10,000件の計算がWindows 

PC(CPU：Intel Core i7 2.6GHzデュアルコア、メモ
リー：8GB)で25秒です。

■ アプリケーション
次のような目的に対してSYLVIAを活用できます。

■ de novo デザインあるいはバーチャルスクリーニング
の結果のフィルタリング

■ 化合物ライブラリーの優先順位付けあるいはスク
リーニング

■ QSAR / QSPR 逆解析から提案された構造のリー
ド発見と優先順位付け

■ 社内化合物あるいは化合物サプライヤーのデータ
ベースのプロファイリング

■ 合成経路の設計

■ まとめ
SYLVIAは、化学者が一連の化合物の合成容易性を評価

する際に考慮するターゲット分子のさまざまな構造的
および化学的特徴を評価します。計算された合成容易性
スコアは、複数の化学者によって提案された意見の一致
度と良好な相関が得られています1）。

また、バッチスクリプトによる高速計算も可能なため、
バーチャルスクリーニングツールあるいはde novo デザ
インシステムに組み込むことで効果的に利用できます。

SYLVIAは、合成化学者の視点から化合物に優先順位を
付け、研究開発プロジェクトの次のステップへ進める化合
物を決定する際に、分子設計・構造解析を行う化学者が
より良い決定ができるよう支援します。

1) Boda, K. et al. J. Compt. Aided Mol. Des.  2007, 21, 311-325.  

図1. SYLVIAの出力結果
（緑：合成容易性スコア3未満、合成容易。黄：スコア3以上6未満、

合成容易性中程度。赤：スコア6以上、合成困難。）
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ターゲット・作用機序予測プラットフォーム

Chemotargets CLARITY販売開始
Chemotargets 社で開発されたターゲット・作用機序予測プラットフォーム Chemotargets CLARITY（以下、
CLARITY）の販売を開始しました。CLARITY は、化合物の構造から有効性や安全性に関わる作用機序の活性、
毒性や安全性および ADME パラメーター全般、代謝物とその薬理学的影響といった広範なプロファイリング
を予測します。化合物ライブラリーのバーチャルスクリーニング、標的タンパク質決定後の解析、ドラッグ・リポ
ジショニング、潜在的な毒性や安全性の問題の予測、オフ・ターゲットの相互作用の判別、代謝物に関連する
安全性問題の把握などにCLARITYは活用できます。

■ Chemotargets 社について
Chemotargets 社は、創薬研究支援システムを開発す

るベンチャー企業です。同社は2006年にスペインのバ
ル セ ロ ナ で IMIM Hospital del Mar Medical Research 
Institute からDr. Jordi Mestres の研究室がスピンオフし
て設立されました。Chemotargets 社は、現在、製薬企業
やバイオベンチャーあるいは公的研究機関に予測分析プ
ラットフォームを提供する世界的なリーダーとして認識さ
れています。Prous Institute for Biomedical Researchは、
2017年5月に Chemotargets 社へ戦略的な投資を行い、
Chemotargets 社の製品開発を促進するのと同時に創薬
研究のソリューションとしてCLARITYを導入することを決
定しました。Chemotargets 社は、従来のプラットフォー
ムに Prous Institute 社の作用機序予測システム PROUS 
INSTITITE SYMMETRYとデータ・コンテンツを統合し、最
も先進的な予測プラットフォームCLARITYを提供します。

■ CLARITYの概要
CLARITY は、化合物の有効性と安全性のプロファイル

を解明して作業仮説の立案に役立つ先進的な予測分析
プラットフォームです。CLARITY の予測エンジンには、最
先端の10種の計算手法とデータ・サイエンティストがキュ
レーションした特許、論文、公共データベース由来の100
万化合物に及ぶトレーニング・セットが搭載されています。
10種の計算手法を統合することで高い信頼性が保証され
ます。個々の予測結果にはコンセンサス・アプローチに
基づくスコアが表示されます。大規模なトレーニング・セット
によりケミカルスペースが広範囲にカバーされます。トレー
ニング・セットは定期的に更新され、新しい化合物や作
用機序、副作用が追加されます。プラットフォームに搭載
された高度な可視化ツールにより予測結果を裏付ける
データを閲覧できます。例えば、リード・アクロスやフラ
グメント・シグネチャー、構造アラート、オフ・ターゲット
などです。CLARITY はオープン・アーキテクチャーで開発
されているので、インハウス・データや独自の計算手法と
統合できます。

■ CLARITYの特長
CLARITY は、ターゲットとの親和性を予測する6種類

の 計 算 手 法 を 搭 載しています。Similarity、Similarity 

Ensemble Approach、Simplest Active Subgraphs、
Local QSAR、Machine Learning、Cross-Pharmacology
の6種です。また、安全性との関連を予測する4種類の
計算手法を搭載しています。Ligand-based、Fragment-
based、Target-based、Pathway-based の4種です。さら
に、代謝物を予測する知識ベースの計算手法を搭載し
ています。代謝物のデータベースとして1,791個の異な
る基質構造に関連した8,961の代謝的変換を含みます。
ターゲットとの親和性の予測や安全性との関連の予測
では、個々の予測結果に対して信頼性のスコアとして
各計算手法のコンセンサス・スコアが表示されます。

CLARITYのトレーニング・セットの主な情報ソースは、
データ・サイエンティストがキュレーションした特許
や論文のデータ、共同研究からのデータ、ChEMBL な
どの 公 共 デ ータベ ース、FAERS (FDA Adverse Event 
Reporting System)データ、Chemotargets 社の代謝物
データベースです。特許に由来するデータをトレーニング・
セットに含んでいることは非常に重要です。トレーニング・
セットに特許のデータを含むことで、CLARITYは公共デー
タのみの他の予測プラットフォームと比較して、より包
括的で最新のケミカルスペースに基づいた予測が可能
です。

図1はCLARITYの可視化ツールの表示例です。左上に
クエリーの構造、右上にリード・アクロスの構造、左下に
クエリーやリード・アクロスの物性、右下にターゲットと
の親和性の予測結果が表示されています。

■ ご評価
CLARITYは、無償でトライアル利用できます。ドラッグ・

リポジショニングやオフ・ターゲットなどに興味がある方
はぜひ CLARITY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下さい。

図1. CLARITYの解析結果
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CoLibri 3.0リリース
創薬支援ツール

独 BioSolveIT 社のCoLibriは、反応式をもとにフラグメントライブラリーを作成するツールです。ライブラリーは
化学反応式をもとに作成されるため、より現実的なバーチャル化合物を得ることができます。バージョン3.0では、
新たに対応 OSとしてWindowsが加わりました。反応式の定義、フラグメントライブラリーの出力、生成物のバー
チャルライブラリーの出力の処理がWindows 上のワークフローツールKNIMEでもできるようになり、利便性が
向上しました。ここでは、KNIME 上でのワークフロー例についても紹介します。

■ CoLibri 3.0の機能
CoLibriは、化学反応に基づき試薬構造の一部を反応点

で置き換えたフラグメントライブラリーとフラグメント同
士をつなげるルールの情報を出力します。反応に使用す
る化合物は、試薬ベンダーから提供される試薬データベー
スを用いることができます。今回のバージョンアップでは、
フラグメントと試薬名との関連付けやメモリ使用効率が改
善されました。さらに、Windows が対応 OS に追加され、
KNIMEとの連携がしやすくなりました。

BioSolveIT 社ではCoLibriを用いてあらかじめ文献から
得た120の化学反応ルールと、信頼できる試薬ベンダーの
化合物データを元に作成された31万種のフラグメント構
造 (Knowledge Space)を提供しています。このKnowledge 
Spaceから6×1015分子のバーチャル化合物の合成が可能
です。さらにCoLibriを活用してユーザーの化学合成の知
見に基づく独自の化学反応ルールと試薬構造データを追
加することで、より豊富なフラグメントライブラリーを作成
することが可能になります。それは、より知的財産性の高
い化合物の構築に繋がります。

反応ルールは、RXN 形式または SMIRKS 形式を用いて
定義することができます。例えば図2のような閉環反応を
RXN 形式で定義します。

入力に用いるそれぞれの試薬データベースは、SDF 形
式で指定します。反応に適合する試薬構造をSDF 中から自
動で選択します。図2の反応ルールに適合する試薬構造の
一例を図3に示します。

フラグメントライブラリーは、試薬構造の一部を反応点
に置き換えた構造（図３の矢印の左）として得ることができ
ます。CoLibriは、生成物（図３の矢印の右）であるバーチャ
ル化合物を得ることもできます。

CoLibriで得たフラグメントライブラリーを、別モジュー
ルであるFTrees-FSの入力として用いることで、膨大なフラ
グメントの組み合わせの中からも活性化合物に類似する
構造を高速に探索することができます。

■ KNIMEとの連携
KNIME 用のCoLibriノードが無償で提供されています。

KNIME 上で利用することで、化学反応の定義、フラグメン
トライブラリーの構築、生成物のバーチャルライブラリー
の構築を行うことができます。また FTrees-FS のノードと
あわせて類似構造構築を行うこともできます。ここでワー
クフロー例を示します（図4）。本例では、まず、試薬デー
タを入力しCoLibriノードを用いて、化学反応式 (RXN 形
式 )と試薬データベース（SDF 形式）からフラグメントライ
ブラリーを構築し出力します。次に、既知の活性化合物
(CHEMBL4)をクエリーとして設定し、フラグメントライブ
ラリーからFTrees-FSを用いて類似構造構築を行いました

（図4下）。得られた化合物の中にはクエリーの持つ縮合
環構造を持たず（緑色で示す縮合環）、別の既知の化合物
(CHEMBL498871）が持つ縮合環構造を持つものがありま
した。

■ まとめ
CoLibriは反応式をもとにユーザー独自のフラグメントラ

イブラリーを構築するソフトウェアです。Ver. 3.0でWindows
に対応しKNIMEと連携することでライトユーザーの方にも
ご利用いただけます。またFTrees-FSとあわせて利用するこ
とで、膨大な組み合わせのバーチャル化合物空間の中から、
活性化合物に類似した構造を探索することができます。

図1. フラグメントライブラリーと知的財産価値(IP value)

図2. 化学反応式定義例（閉環反応）
図4. CoLibriのKNIMEワークフロー例

図3. 閉環反応の例
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TURBOMOLE 新バージョン7.2リリース
量子化学計算ソフトウェア

本年7月に量子化学計算ソフトウェアTURBOMOLEの新バージョン7.2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。

・周期境界条件を用いた計算機能の拡張
・Bethe-Salpeter 方程式に基づく励起エネルギー
・CC2法によるりん光寿命の計算 
このほかにも、振動 CDスペクトルの計算1) など新機能の

追加や既存機能の改善が図られ、機能の拡充と計算速度
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。

■ 周期境界条件（PBC）を用いた計算機能の
拡張

今回のバージョンアップでは、PBC 計算の機能が大幅に
拡張され、以下の機能が追加されました。

・ユニットセルの最適化
・状態密度（DOS）プロット
・結晶軌道の表示
ユニットセルの構造最適化が可能になったことで、セル

サイズが不明なモデルが取り扱えるようになり、様々な計算
対象に用いることが可能になりました。また、DOSや結晶
軌道の表示が行えるようになり、より詳しい結果の解析が
行えます。

以降では、TURBOMOLEのPBC 計算の特徴、ならびに計
算速度・結果の表示例を紹介します。

TURBOMOLEのように原子基底を用いた計算手法では、
無限に連続するセルのクーロン相互作用の評価に多くの
計算コストが掛かることが問題になります。近年、この問
題を解決するcontinuous fast multipole method (CFMM)
が TURBOMOLE 開発者 M. Sierkaらによって提案され、高
速なエネルギー計算が実現しました。そして、2016年に
CFMMに基づくエネルギー一次微分も提案されると共に、
TURBOMOLEに実装され、セル内の原子座標やユニットセ
ルの最適化が可能になりました2)。図１と図2にエネルギー
一次微分のベンチマークテストの結果を示します。テスト
には576原子からなるゼオライト構造（図1）を用い、汎関
数にBecke-Perdewを、基底関数にはpob-TZVPを使用し
ています。非常に大きなモデルですが、1コア使用で約85
分で計算が可能です。また、その並列計算は理想的な効
率を示し、24コアで約21倍高速化（効率88％）することが
可能です。この結果から、限られた計算資源で高速に計算
できるだけでなく、並列化することで効率的な高速化も図
れることが確認できます。

次に、結晶軌道とDOSプロットの表示例を図3に示しま
す。図3では、酸化チタンのアナターゼ構造に酸素欠陥が
ある場合の欠陥付近の結晶軌道（LUMO+1に相当）とフェ
ルミ準位近傍のDOSを示しています。結晶軌道からチタン
のd 軌道由来の空軌道が欠陥近傍に局在化していること
が分かります。また、DOSにおいてもフェルミ準位近傍の

図1. ベンチマークに使用したモデル構造Si192O384

図2. エネルギー一次微分計算の使用コア数と計算時間 図3. 酸素欠陥のある酸化チタンの結晶軌道と状態密度
（フェルミ準位：-12.98 eV）
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伝導バンドがd 軌道由来であることが確認できます。この
ようにTURBOMOLEでは原子軌道を用いて計算を行うた
め、結晶軌道の解析が容易に行えます。

■ Bethe-Salpeter 方 程 式（BSE）に基づく
励起エネルギー

励起エネルギーは、光エネルギー変換、光触媒、光情報
記録デバイスなど様々な研究分野で必要とされる情報であ
り、その計算は量子化学計算ソフトウェアの代表的な用途
の一つです。計算方法として、計算コストが比較的小さい
時間依存密度汎関数法（TDDFT）がよく用いられますが、汎
関数に起因した励起エネルギーの過小評価など計算精度
に関する課題があり、より高精度で計算コストも小さい計
算方法の登場が期待されています。そして、近年、その方
法として、GWやBSEが注目されています。

GWやBSEは、グリーン関数を用いて高精度な計算を可
能にします。GWは電子の多体相互作用を考慮することで
電子状態の記述を正確にし、軌道エネルギーなどの精度
を改善します。一方、BSEは電子―正孔相互作用を考慮し
た励起エネルギーの計算を可能にします。そして、GWと
BSEを組み合わせることで、正確な励起エネルギーの算出
が行えます。

GW はバージョン6.6で導入されていましたが、今回の
バージョンアップで BSE が追加され、GWとBSEを組み合
わせた励起エネルギーの計算が可能になりました。ただ、
TURBOMOLE 開発グループによる28種の化合物を用いた
精度検証では、GWとBSEを組み合わせた方法がTDDFTよ
りも計算精度がわずかに劣る結果となりました3)。この理由
として、GWの入力データとなるDFT 計算の精度やGWの
計算方法の選択などが考えられ、引き続き検討が必要とさ
れています。現時点では、TDDFTを上回る精度は確立され
ておりませんが、今後の精度向上が期待されます。

■ CC2法によるりん光寿命の計算
近年、りん光発光を利用した有機電子デバイスなどの

開発のため、1重項 -3重項間の遷移過程に関する研究が
精力的に行われています。異なるスピン状態間の遷移を
取り扱うためには、スピン軌道相互作用の考慮が必要で
あり、主に2つのアプローチが存在します。１つは Dirac
方程式を用いる方法で、もう一つが摂動法です。前者を

用いる方が、スピン軌道相互作用が強い系では、より正
確な計算になりますが、計算コストが高いことが問題とな
ります。また、後者の計算方法を用いた場合でも、(TD）
DFT 計算を用いれば汎関数に依存した計算精度の問題
が生じることがあります。

そこで、新バージョンでは、CC2法（CCSD の簡易計算
方法）と摂動法を組み合わせた励起エネルギーやりん光
寿命を計算する機能が搭載されました4)。この方法では、
CC2法を用いることで DFT の問題点を回避すると共に計
算コストを抑えたスピン軌道相互作用の考慮を実現して
います。

使用例として、図4の化合物のりん光寿命の計算を示
します。この化合物は、近年、金属重原子を含まない化
合物でありながら、短いりん光寿命を示す化合物として、
Chaudhuriらによって報告され、りん光発光材料として注
目されています。計算には、aug-cc-pVTZ 基底を使用し、
1856軌道、4292基底、154電子となる比較的大きな計算
対 象 で す が、Intel Xeon CPU E5430 (2.66GHz、4コア )
x2CPUを用いて約7日間で計算が行えます。このように大
きな系であってもCC2レベルの励起状態計算が現実的に
可能で、並列化によって更に高速化も図れます。

1) K. Reiter, M. Kuehn, and F. Weigend, J. Chem. Phys. 
2017, 146 , 054102.

2) R. Lazarski, A. M. Burow, L. Grajciar, M. Sierka J. 
Comput. Chem . 2016, 37, 2518.

3) K. Krause, W. Klopper J. Comput. Chem.  2017, 38,  383.
4) B. Helmich-Paris, C. Haettig, C. van Wuellen J.Chem. 

Theory Comput . 2016, 12(4) , 1892.

表1. GW-BSEの精度検証

RMSD: root mean square deviation; MAD: median absolute 
deviation. 単位: eV.

図4. ベンチマークに使用したメタルフリー発光化合物
G0W0-BSE TDDFT CC2

RMSD 0.67 0.28 0.21

MAD 0.15 0.10 0.06
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RegMol 製品紹介
分子情報およびアッセイデータ登録システム

Scilligence 社のライフサイエンス向けインフォマティクス・ソフトウェアは電子実験ノート、分子情報およびアッ
セイデータ登録システム、在庫管理システム、プロジェクト管理システム、実験データ管理システムなどの製品か
ら構成されています。お客様のご要望に合わせてこれらの製品群を組み合わせて最適なソリューションを提案
します。今回は分子情報およびアッセイデータ登録システムであるRegMolについて紹介します。

■ Scilligence 社製ソフトウェアの特長
Scilligence社のライフサイエンス向けインフォマティクス・

ソフトウェアは、低分子からペプチドや核酸などの中分子、
抗体や抗体薬物複合体(ADC)などの高分子まで1つのプラッ
トフォームで扱えることが大きな特長です。そのため、低分
子医薬品から生物製剤まで幅広い研究分野に活用できます。
また、Scilligence社製ソフトウェアはペプチドや核酸の構造
を取り扱うために、HELM (Hierarchical Editing Language for 
Macromolecules)表記に対応しています (図1)。

Scilligence 社製ソフトウェアはウェブアプリケーションな
ので、ユーザーは居室や実験室などにあるどのパソコンか
らも利用できます。さらに、アマゾンウェブサービス(AWS)
によるクラウドサービスとして提供されるため、管理者は
サーバーなどのハードウェアを用意する必要はありません。

■ RegMolでの分子情報の登録
RegMolでは低分子から高分子まで様々な種類の分子の

情報を登録できます。図2はRegMolに分子を登録する時
のメニューです。

例えば、RegMolにペプチドを登録する場合、プロジェク
トや構造式、CAS 番号などの外部 ID、名前、純度やLogPな
どの物性情報、治療領域や標的タンパク質、電子実験ノー
トのページ番号、( 購入試薬の場合は) メーカー名やカタロ
グ番号および購入日、NMRやHPLCなどのスペクトル、添
付ファイルなどを登録します。また、RegMolに既に登録さ

れた分子と関連付けてネットワークを登録することもでき
ます。例えば、ペプチドと核酸をReverse-Transcription、ペ
プチドと別のペプチドをMutationといった関連付けがで
きます。

Scilligence 社製ソフトウェアは互いに連携しています。
例えば、電子実験ノートScilligence ELNで合成反応を記
述すると、そのページからRegMolに生成物を登録できま
す。また、RegMolで登録した分子の在庫情報をRegMol
のページから在庫管理システムScilligence Inventoryに登
録できます。

■ RegMolでのアッセイ情報の登録
RegMolでアッセイデータを管理するためには、まず登

録するアッセイ値の種類 (IC50 (nM)、Bioavailability (%)な
ど)、プレート情報 (ポジティブ・コントロールやネガティブ・
コントロールの位置、ウェルごとの濃度 )などをプロトコル
として登録します。プロトコルはバージョン管理されます。

登録済みのプロトコルに対して、アッセイデータをCSV
ファイルやExcelファイルを使って登録します。アッセイデー
タの登録画面では行の挿入や削除、棒グラフや円グラフ
の表示、ファイル内の列とデータベースのフィールドのマッ
ピングなどができます。ウェブブラウザーの画面上でアッ
セイデータを1件ずつ登録することもできます。

登録したアッセイデータはアッセイビューアーで表示で
きます。分子ごとのアッセイ値や物性値の表（図3の右下）
に加えて、物性値やアッセイ値からスキャッター・プロット

（図3の右上）を表示できます。

■ ご評価
Scilligence 社製ソフトウェアは、無償でトライアル利用

できます。RegMolに限らずScilligence 社製品にご興味が
ある方はぜひトライアルをご検討下さい。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。

図1. Scilligence社のJSDrawで環状ペプチドをHELM表記

図2. RegMolに登録可能な分子の種類 図3. RegMolのアッセイビューアー
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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可能にします。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
LINCS L1000プロジェクトのデータを使った解析事例を紹介します。

■ はじめに
GENEVESTIGATORで利用可能な解析ツールは、Condition 

Search Tools、Gene Search Tools、Similarity Search Toolsの
3つにカテゴリー分けされています。注目する遺伝子が特
異的に発現している実験条件を調べたい場合はCondition 
Search Toolsを、注目する実験条件で特異的に発現してい
る遺伝子を調べたい場合はGene Search Toolsを、注目する
遺伝子の発現パターンから共発現する遺伝子やよく似た発
現パターンの実験条件を調べたい場合はSimilarity Search 
Toolsを使います。

GENEVESTIGATORで解析対象となるデータベースは、マ
イクロアレイやNGSのプラットフォームごとに登録されてい
ます。例えばヒトの場合、Affymetrix Human Genome U133 
Plus 2.0 Array、Agilent SurePrint G3 Human GE 8 × 60K 
Arrayなど12個のプラットフォームを利用できます。

■ 乳がん特異的に発現している遺伝子
GENEVESTIGATORを起動して解析対象のデータベース

としてAffymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Arrayを
選択します。Gene Search ToolsのPerturbations toolを選
択して、隣接正常組織と比較して乳がん組織で発現が有意
に変動している遺伝子を検索します。

図1は乳がん組織で特異的に発現が上昇している25個
の遺伝子です。GENEVESTIGATORは解析の結果得られた
遺伝子リストを次の解析のクエリーとして利用できました
が、2017年6月の更新で解析の結果得られた発現パター
ンを次の解析のクエリーとして利用できるようになりました

（図1の右上）。

上部のSignature: Newボタンを押すと、この25個の遺伝

子の発現パターンを解析対象にできます。同様にして、乳
がん組織で特異的に発現が低下している25個の遺伝子も
解析対象に追加します。

■ 逆相関を示す化合物
解 析 対 象 のデ ータベ ースとしてLINCS L1000 Level3 

Q2NORM Gene Expression Profile を 選 択します。LINCS 
L1000 プロジェクト(http://www.lincsproject.org)では数
多くの医薬品候補化合物を複数の培養細胞に暴露した時
の遺伝子発現データを公開しています。元データはNCBI 
GEOのウェブサイトからダウンロードできます(アクセッショ
ン番号：GSE70138)。

Similarity Search ToolsのSignature toolを選択します。
乳がん組織で特異的に発現変動している50個の遺伝子の
うちLINCS L1000プロジェクトで使用したアレイにプロー
ブが搭載されている36個の遺伝子が自動的に解析対象に
なります。

図2は乳がん組織での発現パターンと逆相関を示す化
合物です。PI3K 阻害剤であるNVP-BGT226やオーロラキ
ナーゼ阻害剤であるbarasertibが上位に表示されています。
このように疾患特異的な発現変動と逆相関を示す医薬品
候補化合物を検索することで、解析対象の疾患に有効性
を示す可能性がある化合物を見出すことができます。

■ 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下さい。

図1. 乳がん組織で特異的に発現が上昇している遺伝子

図2. 乳がん組織での発現パターンと逆相関を示す化合物

解析事例：乳がん特異的な発現パターンと逆相関を示す化合物
遺伝子発現データベース
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CHEMKIN-PRO は化学反応の解析を支援するために開発されたソフトウェアです。燃焼反応をはじめとして、
触媒表面上の反応や半導体基板上の薄膜成長反応などの幅広い分野の研究開発に活用されています。
このたび新たに実装された実在気体の状態方程式に対する拡張モデルについて紹介します。

■ 背景
これまでCHEMKIN-PROでは理想気体の状態方程式を

もとに計算を行っていました。このたび実在気体の振る
舞いを表す状態方程式が新たに実装され、高圧や低温
における気体の取り扱いがより精確に記述できるように
なりました。

そこで本稿では実在気体の状態方程式に対する拡張
モデルについて紹介します。

■ 状態方程式の取り扱い
理想気体の状態方程式を拡張した次の５つのモデルが

含まれています1)。これらが実在気体の状態方程式です。

■ 実在気体の状態方程式
-　van der Waals   （EOS_VDW）
-　Redlich-Kwong  （EOS_RK）
-　Soave-Redlich-Kwong  （EOS_SRK）
-　Aungier-Redlich-Kwong （EOS_ARK）
-　Peng-Robinson  （EOS_PR）
混合則：van der Waals、Pseudocritical Method

各化学種に対応する臨界特性値（臨界温度TC、臨界
圧力PC、臨界体積VC、偏心係数ω）と二成分系相互作用
パラメーターを入力データに加えることで、実在気体の
状態方程式と連携した計算が可能です2)（図1）。

■ 適用事例
ここではClosed homogeneous batch reactor（ゼロ次

元型密閉系均一反応器モデル）における水素燃焼反応3)

を例に取り上げました。実在気体の状態方程式 (Soave-
Redlich-Kwong 式 )と混 合 則 (Pseudocritical Method)
にもとづき高圧条件下において着火遅れ時間を試算し
たときの一例を示します( 図2)。

■ 展望
実在気体の状態方程式を利用することで圧力や温度

に対する適用範囲が広がりました。今後さらなる状態方
程式の実装により、将来的には、気体中の化学反応のみ
ならず溶液反応などに対する適用可能性もさらに大きく
拡大していくものと期待されます。

1) ANSYS 18.1 CHEMKIN-PRO Theory Manual, ANSYS Inc.: 
San Diego, 2017, 2.4 Real Gas Model

2) ANSYS 18.1 CHEMKIN-PRO Input Manual, ANSYS Inc.: 　
San Diego, 2017, 3.4 Real Gas Data

3) ANSYS 18.1 CHEMKIN-PRO Tutorials Manual, ANSYS Inc.: 
San Diego, 2017, 2.3.2 Autoignition for H2 /Air
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図1. 入力データの一例（Soave-Redlich-Kwong 式）

図2. 着火遅れ時間


