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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。

新バージョンの MOE 2017.11では、エピトープマッピングや Torsion Analysis 等の新機能の追加、VCD

スペクトル解析やグラフィックス関連の機能強化、TCR-MHC 複合体データベースの追加が行われています。

詳細については2、3ページの記事をご覧ください。
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統合計算化学システム

MOE 2017.11 新機能紹介

操作は、スタイラスを使用して、一般的な3ボタンマウスと
同様に行うことができます。

■ Torsion Profile
Torsion Profileは、低分子における特定の結合のねじれ

角を段階的に回転させたときのエネルギーを計算する
機能です。配座の柔軟性の評価、回転障壁の推定、好まし
い二面角の特定に使用できます。結合を回転させる方向と
して、時計回りと反時計回りが指定できます。その両方向
の回転を行う設定もあり、方向に依存したエネルギーの
違いを見出すことができます。それぞれの回転異性体の
エネルギー評価やエネルギー極小化には、MOEの分子力
場だけでなく、量子化学計算ソフトウェアを用いた精密な
計算も利用することができます。S-O 相互作用など分子力
場では取り扱いが困難な相互作用の解析に有効です。ま
た、Mogul（ナレッジベースの分子ジオメトリーのデー
タベース）を用いると、ケンブリッジ結晶構造データベース
を基にした二面角のヒストグラムを合わせて出力できます。
ねじれ角の回転におけるステップサイズ、最小値、最大値、
Mogulのビンの大きさは調節可能です。

■ DNA/RNA 関連機能の強化
DNA/RNA 関連機能は、タンパク質関連機能と同様の機

能強化が行われています。DNA/RNAの一本鎖、二本鎖の
構築、伸長、修正など、タンパク質構築ツールと同様の機能
が追加されます。その他に分子鎖の結合や分離、塩基の再
配置やエネルギー極小化計算、塩基の回転異性体の探索、
別の塩基への突然変異も行えます。非天然の塩基もサポー
トしており、天然の塩基と同様に使用することができます。

DNA/RNAの糖とリン酸が交互に連なる主鎖については、
A、B、Z 型の DNA に見て取れるような標準的な配座だけ
でなく、ユーザー指定の配座を割り当てることもできます。

MOE 2017.11には、新機能として抗原の抗体結合部位を精度よく予測するエピトープマッピング、低分子の結合
のねじれ角を回転させた際のエネルギープロファイルを予測するTorsion Profileの機能が追加されます。また、
VRディスプレイのzSpaceがサポートされ、分子系のより直感的な操作が可能になります。さらに、新しいデータ
コンテンツとして、TCR-MHC 複合体データベースが追加されます。本稿ではMOE 2017.11の主な新機能や機能
強化を紹介します。

■ エピトープマッピング
抗原の抗体結合部位（エピトープ）を予測するエピトー

プマッピングの機能が追加されます。この機能では、まず
ドッキングシミュレーションを行い、タンパク質 -タンパク
質間相互作用（PPI）フィンガープリントを計算します。PPI
フィンガープリントには、疎水性の傾向が強い、あるいは
電荷の大きいタンパク質表面間の接触が新しい相互作用
として追加され、エピトープマッピングの精度の向上に
寄与しています。次にドッキングシミュレーションで出力さ
れた複合体構造を、PPIフィンガープリントの類似度でクラ
スタリングを行います。最後にボルツマン分布で重みづけ
した結合自由エネルギーの予測値でクラスターの順位付
けをします。クラスター内でPPIに多くかかわるアミノ酸残
基をクラスターごとにエピトープとして予測します。

開発元の検証では、ZDOCK のデータセットにおいて、
予測した上位5件のクラスターに87％の確率でエピトープ
が存在するという結果が得られています。

PPI界面の特定にも使用することができます。専用の解析
パネルからエピトープの3次元構造を強調した可視化（図1）
や対応する配列の色付けができます。また、PPIフィンガー
プリントの相互作用の種類や強さの閾値は計算対象に
合わせて変更することができます。

■ VRディスプレイ「zSpace」のサポート
バーチャルリアリティ（VR）ディスプレイのzSpaceに対応

します。専用のディスプレイとメガネには利用者の頭の位
置を追跡する機能があるため、原子や分子表面などのグ
ラフィックスを、あたかも目の前に存在するかのように見
回すことができます。また、スタイラスと呼ばれるペンタ
イプのコントローラーを使用することで、原子やタンパク
質のリボン表示などを現実に存在する物体のように移動
させることができます（図2）。GUI のメニューやパネルの

図1.インターロイキン-1β（IL-1β）の上位5件のエピトープの予測例

図2.zSpaceの操作イメージ
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性などを補正するために、振動数にスケール因子を
掛けて調節できます。

■ AMBERインターフェース
分子動力学（MD）計算ソフトウェアの AMBER のイン

ターフェースが提供されます。MOE の MD 計算エンジン
やNAMDインターフェース使用時と同様に簡単な操作で
AMBERを使ってMD 計算を行うことができます。MOE の
分子系の前処理、溶媒配置の機能を使用して分子系の準
備を行い、AMBERインターフェースからAMBERでの MD
計算に必要なトポロジーや分子力場に関するファイル群
とスクリプトが出力できます。計算結果はコマンド一つで
MOEのデータベース・ファイルに変換することができます。
NetCDFバイナリー・トラジェクトリー・ファイルを使用し
た読み込みもサポートされます。

■ グラフィックス関連機能の追加
以下の3つのグラフィックス関連機能が強化されています。
●レンダリング・ウィンドウにリガンドの構造式が表示

できます（図5）。さらに、表示された構造式の原子
は通常のマウス操作で選択できます。これにより、
複合体におけるリガンドの部分構造の指定が手軽
に行えます。

●グラフィックスの断面表示や奥行き効果が注目して
いる対象に合わせて自動調節できる機能が追加
されます。断面の位置や奥行き効果の度合は、操作
パネルに表示された2次元図で容易に確認できます。

● レンダリング・ウィンドウの背景に画像ファイルが
使用できます（図5）。

また、主鎖のリボースとデオキシリボースの相互変換が
できます。新たに追加されるAmber14:EHT 分子力場は、
核酸のパラメーターセットが改良されており、より精度の
高いモデリングが期待できます。

塩基配列の表示に関しては、3’から5’への表示だけでな
く、5’から3’への表示ができるようになり、例えばDNA 二重
らせんにおける塩基対の特定が容易になります。塩基配
列のアラインメントにおいては、カスタマイズ可能な置換
マトリックスによる評価ができます。配列類似度やRMSD
などに応じた色付けが、タンパク質の場合と同様に使用で
きます。DNA/RNAの構造重ね合わせ、配列アラインメント
の操作パネルは、タンパク質のものに統合されます。また、
サブユニット設定を用いることで、DNA 二重らせんの構造
重ね合わせ／配列アラインメントも可能です。

■ TCR-MHC 複合体データベース
T 細胞受容体（TCR）- 主要組織適合複合体（MHC）の

X 線構造を含むデータベースが追加されます（図3）。また、
TCR、MHC それぞれのデータベースも追加されます。
これらのデータベースは、専用の検索ツールであるProject 
Searchを使用することで高度な検索を行うことができます。
検索クエリーには、抗原ペプチド／ TCR ／ MHC の配列
類似性／相同性や立体構造の条件を組み合わせて指定で
きます。また、検索対象をTCRのα／β／CDRやMHCの
Class I／IIのサブドメイン内に制限することもできます。

■ VCDスペクトル解析機能の強化
振動円二色性（VCD）スペクトル解析機能は以下の機能

強化がなされ、より使いやすくなります。

● プロット領域の一部の拡大が、セレクション・ボック
スによる選択とボタン一つでできます。

● 予測されたスペクトルは、実験結果のスペクトルと
ピークの相関が最大化するように自動的に振動数
シフトの大きさを調節できます（図4）。また、振動数
シフトはマウスを使用したマニュアル操作でも調節
できます。

● 量子化学計算の基底関数の規則的な誤差、非調和

図3.TCR-MHC複合体データベースから読み込んだ
TCR-MHC複合体構造

図4.Camphorの構造式（左）とVCDスペクトル（右）。計算結果
（黒）は、11.25cm-1の振動数シフト、0.98のスケール因子で実

験結果（青）と相関が良くなるよう調整。

図5.レンダリング・ウィンドウの背景画像の指定、
リガンド構造式の表示例
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創薬支援ツール

SeeSAR 7.1リリース
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。最
近実施されたバージョンアップでは、複数のタンパク質の取り扱いやファーマコフォア・フィルタリングの実装、
既存機能の強化がなされました。更に、ユーザーインターフェースが刷新され、ヘルプマニュアルが充実し、使
いやすさがより向上しました。

■ ヘルプマニュアルの充実、ユーザーインター
フェースの刷新

ユーザーインターフェースは目的に応じてウィンドウ配
置を変更できるようになりました（低分子用ウィンドウを
画面下に配置したり別ウィンドウに表示することができま
す）。メイン画面のメニューボタンの表示はできる限り簡
略化され、使用モードに応じて必要なメニューが表示され
ます。マニュアルは別ウィンドウでの表示となり、すぐに
操作方法を調べることができます。インターネット環境で
オンラインによるマニュアル参照も可能です。また、初心者
向けのチュートリアル資料も用意されています。

■ 複数のタンパク質構造の取り扱い
タンパク質の構造を利用したリガンドデザインを行う

上で複数の複合体を考慮することは重要です。SeeSAR
の新機能として、複数のタンパク質－リガンド構造を読み
込んで活性サイトで重ね合わせができるようになりました。
この機能により同種のタンパク質を重ね合わせて、構造
の特異性を分かりやすく表示することができます。活性サイト
での重ね合わせ構造は、リガンド結合に重要な残基の
推定や共通する相互作用領域にファーマコフォア配置
を行う上で有益な情報になります。

■ ファーマコフォアの設定
ファーマコフォアを用いて母核置換で得られる化合物

構造をフィルタリングすることが可能です。たとえばアクセ
プター性原子を定義して母核置換を行うことにより、指定
した場所にアクセプター性原子を持つ分子フラグメント
を当てはめた構造を得られます。また、受容体ポケットに
ファーマコフォアを配置して、分子構造ライブラリー（ドッ
キング配座や新規に設計した分子構造等）をスクリーニング
することができます。

■ 原子間結合の回転と二面角のラベル
分子構造の編集機能として、指定した原子間結合を回

転することができます。また、二面角測定値のラベル表示
により、X 線結晶構造の統計に基づ いた頻度分布に対
して選択された二面角の比較ができます。

■ その他の機能増強
● エディターにリング構造構築ボタンが追加されまし

た。リガンド結合サイトを設定することで、適切なリ
ングコンフォメーションを3次元構造から選択するこ
とができます。

● StarDropとの連携が強化されました。SeeSARで設
計した分子構造を簡単なボタン操作でStarDropに
送ると同時にStarDropが起動できます。StarDropか
らSeeSARへのデータ転送と起動もできます。

● PCに搭載された複数のCPUコアを用いて、ドッキ
ング・シミュレーションにおけるリガンド構造の配
置を効率的に行えるようになりました。

開発元 BioSolveIT 社のサイトでは、SeeSARを始め同社
製品に関するWebinarをご覧いただけます。Webinarで
は、開発者やゲストスピーカーによる講演を視聴すること
ができます。詳細は下記 URLをご覧ください。
https://www.biosolveit.de/webinars/

図1. 活性部位に基づく２つの受容体タンパク質の重ね合わせ

図2. ファーマコフォア拘束を用いた母核置換

図3. 二面角の頻度分布の表示
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CDD VAULT ELNリリース
創薬研究情報共有クラウドシステム

CDD VALUTは米国 Collaborative Drug Discovery（CDD）社により開発された化合物情報とアッセイ情報を共
有するクラウド上のウェブシステムです。ウェブブラウザーだけで創薬研究の一連のデータを管理でき優れた可
視化機能を持つCDD VAULTは、製薬企業やベンチャー企業、大学、公的研究機関などが共同研究を進めるた
めに最適なプラットフォームになります。今回は、昨年夏にリリースされたCDD VAULTの電子ノートブックモジュー
ルCDD VAULT ELNについて紹介します。

■ CDD VAULT ELNとは
CDD VAULTは、構造式をはじめとした化合物情報やそ

の在庫情報、それらの化合物のアッセイデータを管理する
クラウドで提供されるウェブサービスです。低分子を合成
する化学者、アッセイを担当する生物学者、SAR 解析を担
当する計算科学者が同じシステム上で情報を共有すること
で、コミュニケーションが密になり、研究業務を効率化でき
ます。

CDD VAULTのオプションモジュールCDD VAULT ELNは、
化合物やアッセイデータに関する実験ノートを記入する
電子ノートブックです。CDD VAULT ELNは、従来の（紙の）
実験ノートのページに対応した「エントリー」という単位で
情報を入力します。ユーザーはエントリーに文章を自由に
記述したり表や画像を貼り付けたりできるので、従来の実
験ノートに近い感覚で実験を記録できます。CDD VAULT
の管理者はタイトルやカテゴリーなどの定型情報を設
定できます。これらの定型情報はエントリーを検索したり
管理したりするのに役立ちます。ユーザーが作成したエン
トリーはプロジェクトのメンバーで共有されるので、CDD 
VAULTと同じように研究業務の効率化をもたらします。

■ 特長
■ 自由な記述

エントリーの本文は、図1のように以下の要素を取り
混ぜて記述することができます。

・Header（節のタイトル）
・Normal Text（文章）
・番号付きの箇条書き
・番号なしの箇条書き
・表
・添付ファイル（画像など）

■ ファイルの添付
エントリーには、写真やスケッチといった画像ファイル、

測定機器の出力ファイル、参考文献の文書ファイルなどの
関連ファイルを添付できます。ファイルサーバーに保存し
たファイルがどの実験についてのものか分からなくなった、
というトラブルを防止できます。

ファイルを添付した箇所には、画像ファイルの場合はそ
の画像が、PDFファイルの場合には1ページ目がサムネイ
ルで表示されるので、内容を簡単に確認できます。

■ オートセーブ機能
CDD VAULT ELNでは記述した内容は入力するとすぐに

自動的にセーブされます。保存せずにウェブブラウザーを
閉じてしまって作業内容を失うようなミスは起こりません。

■ エントリーの状態
エントリーはそれぞれOpenまたはFinalという状態をも

ちます。エントリーを作成すると、Open 状態で登録されま
す。Open 状態のエントリーは変更可能です。

必要な内容をすべて記載して実験が終了したら、その
エントリーの状態をFinalに変更します。以降は追記や変更
ができなくなります。実験が終了したエントリーを誤って
書き換えてしまうミスを防止できます。

■ トライアル
CDD VAULTの全ての機能は30日間無償でトライアルが

可能です。ご希望の際は弊社ウェブサイトのお問い合わ
せフォームよりお申込み下さい。
https://www.molsis.co.jp/catalog/

図1. ELNの本文の記述例



新製品情報

6

Partek Genomics Suite 7.0リリース
NGS／マイクロアレイデータ解析ソフトウェア

Partek Genomics Suite は次世代シーケンサーとマイクロアレイの両方のデータ解析が可能なソフトウェア
です。ゲノム／トランスクリプトーム／エピゲノムのさまざまなアプリケーションに対応した解析ができます。
2017年9月に最新バージョンの Partek Genomics Suite 7.0がリリースされました。新バージョンでは、アー
キテクチャーが更新されマルチスレッドに対応しました。また、ユーザーインターフェースも改良されています。
今回は新バージョンでの主な新機能や変更点について紹介します。

■ Partek Genomics Suite 7.0の概要
Partek Genomics Suite 7.0の主な新機能や変更点は

次のとおりです。

● マルチスレッド対応
● 各種ビューアーのタブ表示
● ツールバーアイコンの更新
● イルミナメチル化アレイの新たな標準化方法

このほかにも、ワークフローのステップやメニューバー
のメニューの順序をより直感的にする、操作パネルや
メッセージをより分かりやすくするといったユーザーインター
フェースの改良が行われています。また、定量 PCRの解析
で使われるテキストファイルの読み込み機能やANOVAの
設定パネルでのログ値のデータの自動認識なども改善
されています。

■ マルチスレッド対応
これまで Partek Genomics Suite は1つの CPUコアで

解析を実行するアプリケーションでしたので、複数のCPU
コアを標準搭載する最近のパソコンの性能を十分引き
出せていませんでした。Partek Genomics Suite 7.0から
マルチスレッドに対応しましたので、パソコンに搭載され
た複数の CPUコアを使用して効率よく解析ができるよう
になりました。

表1は、Partek Genomics Suite 7.0（2017年11月時点）
のワークフローの中でマルチスレッドに対応した主な
操作です。今後、プログラムが更新されるとマルチスレッド
に対応した操作が増えていく予定です。

■ インターフェースの改良
これ まで Partek Genomics Suite は ワ ークフ ロ ー

でスキャッタープロットやゲノムビューアーの表示を

選択すると、スプレッドシートウィンドウとは別に独立
したウィンドウでビューアーが表示されました。Partek 
Genomics Suite 7.0ではスキャッタープロットやゲノム
ビューアーはスプレッドシートウィンドウの別タブとして
表示されます。その結果、スプレッドシートとビューアー
の切り替えやビューアーを表示した状態でのワークフロー
の操作などが簡単になりました。

Partek Genomics Suite 7.0では、メニューバーの
メニュー、ツールバーのアイコン、ワークフローの操作、
操作パネルやメッセージなどユーザーインターフェース
全般にわたってより直感的に操作できるように改良され
ています。図1に示したとおり、ツールバーのアイコンは
これまでのアイコンと比べてより大きくより分かりやすい
ものに変更されています。

■ イルミナメチル化アレイ
Partek Genomics Suite は 以 前 か ら イ ル ミ ナ の

メ チ ル 化 ア レ イ（HumanMethylation450K BeadChip
や MethylationEPIC BeadChip）に対応していましたが、
Partek Genomics Suite 7.0で はメチル 化アレイの idat
ファイルを読み込む際にこれまでより設定可能な標準
化 手 法 が 増えました。図2にあるとおり、新しくNOOB 
background correctionとFunctional normalization の
2つの方法が選択可能になりました。

■ ご評価
Partek Genomics Suite は無償トライアルにより4週間

ご評価いただけます。NGS やマイクロアレイのデータ
解析をご検討中の方はぜひお試し下さい。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。

図1. 新しいツールバーアイコン

図2. イルミナメチル化アレイ読み込み時の設定画面

表1. マルチスレッドに対応した主な操作

ワークフロー 操作

Gene Expression 他 Import from Affymetrix 
Cell File

Exon, RNA-seq Alternative Splicing 
Analysis

Gene Expression 他 Hierarchical Clustering
Gene Expression 他 Gene Set ANOVA

ChIP-seq Detect peaks
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Chemotargets CLARITYによる化合物プロファイル
ターゲット・作用機序予測プラットフォーム

Chemotargets CLARITY（以下、CLARITY）は、医薬品候補化合物の薬理学的に重要な側面であるターゲット、
安全性、代謝物について適切にプロファイルを予測するための計算プラットフォームを提供します。CLARITYに
は、T-link (Molecule-Target)、S-link (Molecule-Safety)、M-link (Molecule-Metabolism)という3種類のリンク
情報が組み込まれています。CLARITYは高度にモジュール化された計算アルゴリズムを統合することで、化合物
と3種類のデータ空間、つまりターゲット、安全性、代謝物の関係を同定します。ここでは、CLARITYにおける化
合物のプロファイル予測手法について紹介します。

■ 予測手法
■ T-link: Molecule - Target

一般的に各ターゲットタンパク質に対して生物活性を持つ
化合物は、分子記述子により、そのリガンドとしての特徴を表
現することができます。CLARITYのMolecule-Targetモジュー
ル（T-Link）は、以下のSAS、SAR、SIM、SEA、MLM、XPIの6種類
の独立した計算手法を統合してターゲットの予測を行います。

1. Simplest Active Subgraph similarity (SAS)
SASは、活性を持つための必要最小限のファーマコフォ

アグラフとして定義されます。SASにより、従来は同様の
活性があるが類似化合物とみなされなかったものでも、
適切に類似性を評価することができます。

2. SAS-based QSAR model (SAR)
SAS ベースの QSAR モデルは、高速かつ簡単に3D

構造に依存しない活性予測手法を提供します。
3. Molecular Similarity (SIM)

そ れ ぞ れ 独 立し た 化 合 物 の 指 標 で あ る PHRAG 
(Pharmacophoric fragments)、FPD (Feature-pair 
distribution)、SHED (Shannon entropy descriptors)の3
種類の2D 記述子を用いて類似性を評価します。

4. Similarity Ensemble Approach (SEA)
Keizer ら に よ り 開 発 さ れ た Similarity Ensemble 

Approachは、元 リ々ガンド間の類似性によりタンパク質
の関連性を同定する方法ですが、化合物に応用してリガ
ンド-ターゲット相互作用の予測を行います。

5. Machine Learning Methods (MLM)
FPD分子記述子をベースに作られた1000を越える高品

質なニューラルネットワーク、サポートベクターマシン、ラ
ンダムフォレストの各モデルのコンセンサス・スコアです。

6. Cross-pharmacology indices (XPI)
2種類のターゲット間における類似リガンドの数を元

にして評価します。パブリックドメインにおける数千の
低分子薬理データを元に頑健な予測を行います。

■ S-link: Molecule – Safety
CLARITYの安全性モジュール（S-Link）は、各安全性項目

に関連した医薬品の豊富なデータを統計解析することにより、
有害事象を同定します。異なるタイプの有害事象を評価
するために4種類の異なる計算手法が適用されます。

1. Ligand Based (LB)
各エンドポイントにアノテーション付けされた化合物

を参照して類似性を評価します。
2. Fragment Based (FB)

事前に定義されたフラグメントと生成したRECAPフラ
グメントを加えたデータセットを参照して、安全性に
関わる分子フラグメントを評価します。

3. Target Based (TB)
既知のターゲットタンパク質またはエンドポイントに

アノテーション付けされたタンパク質に対する活性予測
に基づいて安全性を評価します。

4. Pathway Based (PB)
パスウェイから安全性を評価します。化合物のターゲッ

トプロファイルは、薬理学的プロファイルに含まれるあら
ゆるターゲットの全てのパスウェイをアノテーション付け
することにより、パスウェイ・プロファイルに翻訳されます。

■ M-link: Molecule - Metabolism
フラグメントベースのQSARモデルにより化合物に対し

て全ての代謝物が予測されます。M-link QSARモデルは、
フェーズ IとII に含まれる生体異物について実験に基づく
生体内変換のデータセットをトレーニング・セットとして
構築されています。

■ ユーザー・インターフェース
画面に入力化合物、代謝物とその安全性情報、ターゲット

タンパク質と安全性のエンドポイントが見やすく配置さ
れます（図1）。また、それぞれの予測や検索結果の根拠と
なったデータソースへアクセスするリンクが作られており、
即座に関連情報を参照することができます。

図1. CLARITYの予測結果の表示例

代謝物のリスト

入力化合物

ターゲットと安全性エンドポイント
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CORINA Classic/Symphony 製品紹介
配座発生/分子データセット管理とプロファイリング

昨年より販売を開始しました MN-AM 社製 CORINA Classic および CORINA Symphony について紹介しま
す。CORINA Classic は、有機化合物の三次元分子構造を高速かつ高精度に生成します1)2)。また、CORINA 
Symphony は、in silico の探索と最適化のために分子データセットを管理、操作、プロファイルするために、
CORINA Classicを拡張したケムインフォマティクス・アプリケーションです。CORINA Classicがバッチ計算専用
のプログラムである一方、CORINA SymphonyはGUIのワークフローを用いて手軽に計算ができます。

■ CORINA Classic 概要
CORINA Classic は、低分子量から中分子量までの有機

化合物の三次元分子構造を生成するソフトウェアです。 
CORINA Classic は、経験的手法を用いることで高速かつ
高精度な三次元化が行え、高品質な三次元分子構造を生
成する標準のソフトウェアとして世界的に認められていま
す1)2)。X 線結晶構造から決定されたパラメーターに基づき
作られたフラグメントを組み合わせ、独自の擬似力場を用
いて最適化することで、高速にX 線結晶構造を再現するよ
うな三次元構造が得られます。

CORINA Classicは、バッチモード実行によるコマンドラ
インプログラムです。対イオンやフラグメントの除去、中性
化、水素原子付加、安定配座への変更、重複の検出 / 除去
が可能です。計算の入力には、構造ファイル、SMILESまた
はデータベースが使用できます。

■ CORINA Symphony 概要
CORINA Symphonyは、単独でまたは組み合わせて使用

できるワークフローで構成されています。ワークフローの
手順に沿って計算を行うことで、分子構造の標準化、三次
元化、記述子・ケモタイプの計算が行えます（図1）。

CORINA Cleanは、分子構造の前処理と標準化のための
ワークフローです。モデリングのために三次元分子構造を
生成するなど、ルーチンのデータセットの前処理作業が、
ワークフローを用いて簡単に行えます。CORINA Classicの
主要な機能が GUIで利用できるこのワークフローは、対
イオンやフラグメントの除去、中性化、水素原子付加、安定
配座への変更、重複の検出 / 除去に使用できます。計算の
入力には、構造ファイル、SMILES、またはデータベースが
使用できます。

CORINA Descriptorsは、構造的および物理化学的記述
子計算のためのワークフローです。このワークフローで
は、一般的分子特性、形状と大きさの記述子、表面特性、
2D/3D自己相関、3D 特性加重動径分布関数などの構造的
および物理化学的記述子の計算が行えます。

さらに、ToxPrintケモタイプ・ライブラリーによって計算
されるケモタイプは、同様の作用機序による生物活性（毒
性）を持つ分子を分類するため、フラグメントに基づく
分子の構造的特徴を検出します。

以下にCORINA Classic/Symphonyの機能を紹介します。

■ 分子構造標準化 (Classic/Symphony)
以下の処理を行い、分子構造を標準化します（GUI は

CORINA Symphonyのみ）。
・フラグメントの除去
・水素原子の付加
・分子構造の中性化（図2）
・重複分子の削除（図3）

図1. CORINA Symphonyワークフロー開始画面

図2. CORINA Symphony 中性化画面（電荷が変更された分子は
ピンク色に着色）

図3. CORINA Symphony重複分子チェック画面（重複分子は水
色に着色され、削除のボタンが現れる）
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■ 分子構造三次元化 (Classic/Symphony)
CORINA Classic は バッチ 計 算 により、Symphony は

GUIを用いて分子構造三次元化を行います。分子構造の
位置を慣性モーメントでそろえることができます。

■ 記述子計算 (Symphony)
統一的記述子へ分子を高速に変換することができます。

分子の構造的および物理化学的特性を表現する一般的
な分子記述子、形状および大きさの記述子、ベクトルに基
づく記述子シリーズを提供しています。以下の特性の記
述子57種類が計算可能です（図4）。

・一般的な分子記述子
・分子サイズ/ 形状記述子
・2D 特性荷重自己相関
・3D 特性荷重自己相関
・特性荷重動径分布関数
・表面特性の自己相関

■ ToxPrint3) 計算 (Symphony)
プロファイリングとフィンガープリント計算用の ToxPrint 

ケモタイプ（フラグメント）ライブラリーを内蔵しています。
ToxPrint のケモタイプ は、Chihae YangとAltamira LLC
によって開発され、米国食品医薬品局（FDA）、食品安全・
応用栄養センター（CFSAN）、食品添加物安全局（OFAS）
で利用されています。ToxPrint は、700以上の化学種を
計算できます（図5）。以下の3つの基本サブセットから構成
されています。

● 一般的な構造フラグメント
・有機物、無機物、有機金属の元素、結合タイプ、原

子鎖、環、官能基、リガンド
・規制構造のカテゴリー
   FDA Redbookカテゴリー、EPA農薬カテゴリー

● Ashby-Tennant 遺伝毒性発がん性ルール
● がん毒性学的懸念閾値(TTC)カテゴリー
　TTC: Threshold of toxicological concern

■ データベース機能（Symphony）
CORINA Symphony は、化学的データセットおよび関

連情報を保存するための次のような特長を持つデータベー
ス・バックエンドを提供します。

・インポートまたは計算されたデータをテーブル表示し、
視覚的に管理および解析

・表セルの編集や特性でのソートが可能
・外部スプレッドシート・アプリケーションへのコピー＆

ペースト
・分子構造や計算結果をSDF、CSVファイルなどで出力

■ CORINA Classic/Symphonyまとめ
CORINA Classic/Symphony の 分 子 構 造 の 標 準 化と

三次元化の機能は、高速かつ高精度に広範囲の化合物
クラスに適用可能であり、三次元分子構造の生成に有用
です。CORINA Classic はバッチ計算専用のプログラムの
ため容易に自社のシステムと組み合わせて利用すること
ができます。CORINA SymphonyはGUIを用いて、記述子
や、ToxPrintを計算することができ、QSAR/QSPR 解析に
よる医薬品の設計と最適化や、計算毒性学に基づく化学
物質のリスクと安全性評価、化合物データセットのクラス
分類やプロファイリングなどさまざまな解析に利用でき
ます。

1) Sadowski, J.; Gasteiger, J.; Klebe, G. J. Chem. Inf. 
Comput. Sci.  1994, 34 , 1000-1008.

2) Schwab, C. H. Drug Discov. Today Technol . 2010, 7  (4), 
e245–e253.

3) Yang, C. et al. J. Chem. Inf. Model . 2015, 55  (3), 510–
528.

図5. ToxPrint計算結果表示画面（左：分子構造とToxPrintの値
のテーブル、右：計算結果の表示と制御部）

図4.記述子選択画面（左：計算可能な記述子、
中央：選択した記述子、右：記述子の説明）
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MedeA ユーザー会・セミナー報告
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。
MedeAの開発元（Materials Design 社）では、ユーザー会を例年開催しており、昨年は9月にフランスで開催し
ました。また、日本では11月にJFCC（ファインセラミックスセンター）にてセミナーを開催し、最新のMedeAの開
発動向や適用事例を紹介しました。

■ MedeAユーザー会報告
昨年のユーザー会は9月19～21日の3日にわたりストラス

ブール（フランス）で開催され、世界中から50名程のユーザー
が参加しました。

初日に開催される「ハンズオントレーニングセッション」で
は、モデリングや解析方法の演習を行いました。2日目およ
び3日目は「サイエンティフィックプログラム」と称し、ユーザー
からの研究報告や開発元からの最新動向が発表されました。

■ ハンズオントレーニングセッション
本セッションではチュートリアル資料をもとに、各ユーザー

が興味ある例題に取り組みました。チュートリアルは、あら
ゆるレベルのユーザーを想定した幅広い分野の適用事例
が用意されていました。

初めてMedeAを使用するユーザーを念頭にしたチュー
トリアルでは、MedeAの基本的な使用方法やインターフェー
スの紹介、各種モデリング機能やデータベース機能を活用
してモデル構造を作成する方法等を習得できる内容でした。

応用例としては、VASPやLAMMPSを用いて構造評価を
行う課題が用意されており、例えばZrバルクを第一原理と
分子動力学計算それぞれで弾性定数を評価して比較する
例題や、ZrO2を対象に反応力場 COMB3を使用して相安定
性の温度変化を評価して第一原理計算と比較する例題が
ありました。

また、MedeAの各種ツールを活用した例題も用意され
ていました。遷移状態探索ツールTransition State Search
を活用してNudged Elastic Band 法に基づきPt 表面上のエ
タン脱水素エネルギーを評価する例題や、クラスター展開
法ツールUNCLEを活用して窒化バナジウムに欠陥がある
場合の構造安定性を評価する例題等があり、各ツールの
有効な活用法やテクニックを習得することができました。

■ サイエンティフィックプログラム
ユーザーおよび開発元からの発表は、最先端のシミュ

レーション技術情報を得ることのできる貴重な機会です。
今ユーザー会では、第一原理計算プログラムの開発者

であるGeorg Kresse（University of Vienna）の発表から始
まりました。発表内容は、高精度 RPA 計算における最新の
開発状況に関するもので、RPAトータルエネルギーの原子
座標微分、つまり原子間力を計算するための方法論につ
いての詳細な説明がありました。続いて発表したJoachim 

Sauer（Humboldt-Universität zu Berlin）は、量子化学計算
に基づいて化学反応を精度良く評価するための方法論と
適用事例に関する報告でした。

上記のような計算精度を改善する方法論についての発
表に続いて、工業的な応用事例の報告がありました。自動
車や触媒における応用例として、それぞれThomas Schladt

（Volkswagen Group Research）や Rutger van Santen
（Technical University of Eindhoven）から発表がありました。

近年の自動車技術には、電池や電子材料あるいは触媒等
の高効率化・高信頼化が欠かせず、材料開発による技術
革新が重要な課題です。この目的にシミュレーションが活
用されています。続いて、Marcus Neumann（Avant-garde 
Materials Simulation）はVASPと独自プログラム（GRACE）
を組み合わせて、有機結晶の構造予測に適用した事例を
紹介しました。結晶多形の調査は製薬における一つの課
題ですが、現在のシミュレーション技術によって精度良く
予測可能であることが示唆されました。原子レベルの計算
に基づくシミュレーション技術の応用は、金属や半導体と
いった伝統的に利用されてきた分野から裾野を大きく広げ、
自動車やさらには製薬まで様々な産業に適用されてきて
います。

さらに、多岐にわたる応用事例として、Jindrich Hasek
（Czech Academy of Sciences）、Sandra Hoppe（Hamburg 

University of Technology）、Rene Windiks（Materials 
Design 社）からそれぞれ、水溶性高分子、クラスター展
開法による表面偏析の解析、電池材料のシミュレーション

（図1）について発表がありました。

第一原理計算に基づく研究例として、Manfred Martin
（RWTH Aachen University）とPeter Schmidt（TU Darmstadt）

両氏による発表があり、アモルファス酸化物における電子状
態やイオン伝導性の解析について発表がありました。Emilie 

図1. R. Windiksからの発表。Li負極材に対する固体電解質
LGPSの安定性を評価したシミュレーション。
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Gaudry（Institut Jean Lamour）からは金属間化合物複合材
料における表面構造の研究について紹介がありました。

最後のセッションでは、Evgeny Blokhin（MPDS）より材
料データベースを構築してきた彼らの活動やマテリアルズ
インフォマティクス等への取り組みについて紹介があり、
続 いてErich Wimmer（Materials Design 社 ）からMedeA
開発の歴史と今後の方向性について発表がありました（図
2）。ユーザー会の締めくくりには、Marianna Yiannourakou

（Materials Design 社）から最新の MedeA2.21と次期バー
ジョン2.22について紹介があり、最後にユーザーを交えて
のMedeAの開発の方向性や要望について議論しました。

■ バンケット
ユーザー会2日目の夜にはバンケットがMaison Kammerzell

にて開催されました。このレストランの建物は1427年に
建設されたもので、ストラスブールにおいて最も有名な
歴史的な建造物です。後期ゴシック様式の木造建築物が
現在もなお美しく保持されているのを目の当たりにして、
我々がいかに材料開発の技術を革新し、持続可能な社会
づくりに貢献していくかについて深く考えさせられ、食事と
アルザスワインを囲んでの科学的な議論に花が咲きました

（図3）。

本年のユーザー会は2018年9月18～20日に予定されて
います。開催場所は、ピッツバーグ（アメリカ）です。会場
の選定や講演の構成は毎年工夫がされております。日本
のユーザーからの参加によって、より活況な会になること
を期待します。是非参加をご検討ください。

■ JFCCでのセミナー報告
昨 年11月29日、「Modeling of Interfaces with MedeA」

と題してJFCCにてセミナーを開催しました。
今回のセミナーのテーマである「界面」は、どのような

材料においても重要な（時には決定的な）役割を果たします。
一口に界面と言っても、粒界やヘテロ接合のような固体間
の界面もあれば、固体と流体（液体や気体）間や、液体同士
の界面もあり、材料の応用を考えるうえで様々な系に共通
の課題です。その重要性にも関わらず、界面をモデリング
してシミュレーションで取り扱うのは現在でもなお挑戦的
な計算です。界面の計算が困難であるのは、主に二つの
要因があります。つまり、1）シミュレーション手法は伝統的
に特定の材料（例えば、金属、酸化物、高分子、流体）を独
立に扱う方法が発展してきたこと、2）界面現象は、時間と
空間のスケールがマクロスケールに及ぶことです。この
文脈の中で、セミナーではMedeAのソフトウェア開発方針

「あらゆる材料をシミュレートできる統合的な環境を提供
すること」の説明（図4）や現段階での適用事例として、半導
体デバイスにみられる粒界やヘテロ接合、酸化物表面と水
との界面、金属酸化物表面への高分子の付着を扱った例
等を紹介しました。様々な系の適用例を俯瞰することで、
界面を扱ううえでの共通する留意点やテクニックが示唆さ
れました。セミナーの最後には、ビッグデータや機械学習
といったマテリアルズインフォマティクスへの取り組みや
今後の開発動向を紹介しました。

図3. ユーザー会バンケット風景。Erich Wimmer氏（写真右）。

図4. MedeAの開発方針を示した概念図。あらゆる材料（金属、
セラミックス、ガラス、高分子、流体、気体）に対して、さらに各材
料を組み合わせた系（界面）に対しても様々な物性を計算できる
統合環境であること、これがMedeAの開発方針です。

図2. MedeAの統合環境を示したイメージ図。MedeAの開発の
歴史は、第一原理計算プログラムVASPに基づいた計算環境開発
にはじまり、格子振動が計算できるPhononやクラスター展開法
UNCLE等に展開されました。また、分子動力学計算LAMMPSや
量子化学計算Gaussian等も扱える環境として整備されています。
これらのモジュールはフローチャート機能によって連携して計算
を実行することができます。
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分子膜透過性予測ソフトウェア

COSMOperm リリース
COSMOlogic 社新製品として、低分子の分子膜透過性を予測するソフトウェアCOSMOperm がリリースされます。
本製品は既存の分子膜・ミセル内分子分布シミュレーター COSMOmic で算出される分子膜中の分配係数
と新たに考案された COSMO － RS 法に基づく拡散係数予測式を用いて膜透過性を予測します。本稿では、
COSMOperm の予測方法と予測精度を紹介します。

医薬品開発において重要な指標とされる低分子の脂
質二重膜透過性（P）は、低分子の膜に対する溶解性と拡
散性に基づき、式1のように表されます。

ここで、z は分子膜の垂直方向の位置、K(z) は膜内
の位置に依存した分配係数、Dz(z) は拡散係数です。
COSMOmic では、図1左のような分子膜の構造情報と量
子化学計算で得られる分子の表面電荷情報に基づき、
低分子の膜内平衡分布（図1右）や分配係数の推算が
可能ですが、拡散係数を推算できないため、透過性を
評価することができませんでした。

COSMOlogic 社は、新たにCOSMO-RS 法の出力結果
を用いた拡散係数の推算方法を考案し、COSMOmic
と組 み 合 わ せ て膜 透 過 性 を 予 測 するソフトウェア
COSMOperm を開発しました。式2のようにCOSMO-RS
法で得られるクーロン相互作用、水素結合、VDW 相互作
用のエンタルピー項への寄与（それぞれ HCoulomb、HHB、

HvdW）やエントロピー項（TS）に基づき、拡散係数を
予測します（c0～c6はフィッティングパラメーターです）。

式中のフィッティングパラメーターは、約500件の実測
データを用いて構築されました。その相関性と誤差は
R2＝0.84、RMSD=0.30であり、式2の高い予測精度が
期待されます。

COSMOperm の予測精度の検証事例として、約40種
の低分子の膜透過性が検討されました。低分子には、
中性化合物のほかにイオン性の化合物が含まれています。
実測値との相関性と誤差はR2=0.92、RMSD=0.62であり、
予測精度が高いことが確認されました。また、イオンの
膜透過性も問題なく予測できることが確認されました。

• 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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図1. 脂質二重膜構造（左）と低分子の平衡分布（右）

（1）

図2. COSMOperm の推算値と実測値の比較

（2）


