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材料設計支援プラットフォーム

SciMAPS 4.1.1リリース

仏 Scienomics 社から材料設計支援プラットフォームSciMAPS の新バージョン4.1.1 が2018年
2月にリリースされました。
新バージョンでは、全原子モデルから粗視化モデルを構築する新機能 AtoMeso Converter が GUI
であるPlatformに追加されました。Amorphous BuilderやPolymer Builder 等既存の分子構築ツー
ルの粗視化モデル対応が図られ、LAMMPS Plug-in や新たに加わった GROMACS Plug-inを利用
した粗視化分子動力学計算が可能となりました。これに伴い PlatformもMartini、SDK（ShinodaDeVane-Klein）力場をサポートするようになり、リン脂質膜を中心にさまざまなシミュレーションが
可能になっております。詳細については2ページの記事をご覧ください。

AtoMeso Converter による全原子モデルの粗視化モデルへの変換
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技術情報

新製品情報
材料設計支援プラットフォーム

SciMAPS 4.1.1リリース
材料設計支援プラットフォーム SciMAPSの各計算プログラムは、計算プログラム本体とそれに対するインター
フェースから構成されるプラグインとして提供されます。基本環境であるPlatformに各プラグインを追加する
ことにより研究に最適な環境を取り揃えることができます。本稿では、2018年2月にリリースされました最新版
の4.1.1の概要について紹介します。

■ 新機能 AtoMeso Converter

すので、油層、水層というように、あらかじめ分布を分けた

Platformの新機能 AtoMeso Converterは、全原子モデル

構造を作成してシミュレーションを行うことで平衡構造を

の分子を基に、分子を構成する原子を粗視化粒子に対応

得るまでの時間を削減することが可能です（図1左）。他に

付けることで、分子を粗視化モデルに変換するツールです。

も、Crystal Builderで小さなセルに簡単な層構造を作成し、

ポリカーボネートのモノマーユニットの粗視化（表紙の

これを拡張することで、初期構造を得る
（図１右）など、さ

図参照）では、分子を8つの粗視化粒子に近似しています。
AtoMeso Converterでは画面上で選択した部分構造を粗
視化粒子に帰属します。基本的には部分構造と粗視化粒

まざまな初期構造作成ができます。

■ 新製品とシミュレーションの粗視化対応

子は1対1で定義しますが、ベンゼン環のように等価とみな

Martini 力場のサポートに伴い、新製品としてフローニン

してよい複数の粗視化粒子からなる構造の場合は構造を

ゲン大学で開発されているGROMACS Plug-in が新たに製

いくつに分割するかを指定することで、一度に粗視化粒子

品として加わりました。GROMACS Plug-inはGROMACS の

を指定することができます。分子を構成する全原子を粗視

粗視化モデルだけでなく全原子モデルの計算にも対応し

化粒子に帰属させて、変換を実行すると、新しいモデルウィ

ております。全原子モデルでは、AMBERとDREIDING の２

ンドウに変換後の粗視化モデルが表示されます。得られ

つの力場に対応しています。粗視化モデルによる計算は

たモデルは全原子モデルと同様、モノマーユニットとして

GROMACS Plug-inのみならずLAMMPS Atomistic Plug-in

保存して、Polymer Builderで高分子構築に利用することが

のユーザーにも利用が可能となりました。粗視化モデル計

可能です。

算ではMartini、SDKの力場をサポートしています。

■ 構造構築機能の粗視化モデル対応
3次元スケッチャー、Polymer Builder、Amorphous Builder、

LAMMPS Atomistic Plug-in、Amorphous Builderを利用
して水（3分子の H2Oで1粒子：青）、H3O+ (2分子の H2Oと
1分子の H3O+ で1粒子：赤）、高分子電解質膜（空色）から

Crystal Builder の 各 構 造 構 築 ツ ー ル は 粗 視 化 モ デ ル

なる系の計算例を示します（図２）。ランダムな初期構造

を取り扱うことができるようになりました。3次元スケッ

から極小化、定温定圧の分子動力学（20 ns）により、水分

チャーでは定義した粗視化粒子を直接描画することが

子と電解質膜の境界にH3O+ が分布するチャネル構造が得

できるため、単純な分子や仮想的な粒子を取り扱うのに

られていることがわかります。

便 利で す。Polymer Builder は AtoMeso Converter や3次
元スケッチャーで構築した粗視化粒子を繰り返し単位とし
て取り扱うことができるようになり、全原子モデルと同じよ
うに自由に高分子鎖を構築することが可能になりました。
Amorphous Builderも粗視化粒子の取り扱いが可能にな
りましたので、系を構成する粗視化分子の個数と密度を指
定して初期構造を構築することができます。Amorphous
Builder には指定した空間に分子を配置する機能がありま

図2. 粗視化MDによる高分子電解質膜の層分離構造

今 回 紹 介し た 計 算 は Platform、Amorphous Builder、
LAMMPS Atomistic Plug-in（またはGROMACS Plug-in）
で
行うことができます。全原子モデル、粗視化モデルの両方
図1. 構造構築ツールによる初期構造作成例
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を用いた研究を検討されている方は是非ご検討ください。

新製品情報
タンパク質立体構造データベースシステム

PSILO 2018新機能紹介
PSILO は生体高分子やタンパク質ー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
などの散在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。ここでは、PSILO 2018の新機能を紹介します。

■ MOE Project データベース

PSILO 2018で新たに PSILO 独自の 2Dスケッチャーが搭

PSILO に はタンパク質ファミリーデ ータベ ース（MOE

載されました。旧バージョンで必要としていたサードパー

Project データベース）の管理機能が搭載されています。

ティ製品を利用せずにリガンドのクエリーを作成できるよ

すでに登録されている15種類のMOE Projectデータベース

うになりました。新しいスケッチャーは 3D 相互作用クエリー

に加えて、主要組織適合遺伝子複合体（MHC）抗原とT 細胞

の構築もサポートしています。

受容体
（TCR）
、さらにそれらの複合体
（MHC-TCR）
のファミリー
も追加され、16種類となりました(表1)。これらのデータベー
スは、タスクスケジューリングにより自動で更新が行われます。
PSILO 2018では、MOE Projectデータベースの更新が並列
処理できるようになり、更新時間が大幅に短縮されます。
表1. PSILO 2018で登録されている MOE Project データベース

■ NGL 3D Visualizerのサポート
PSILO の 3D 構造ビューワーに Java 非依存の NGL 3D
Visualizer が新たにサポートされました。多くのウェブブラ

図2. PSILO 2018の 2Dスケッチャー

■ MMTF フォーマット出力
PSILO の出力形式に MMTFフォーマットが追加されまし

ウザーで Java がサポート対象外になりつつあり、Java 依

た。従来のファイルフォーマットの 1/4程度の容量でデー

存のビューワーの置きかえとして利用できます。

タが保存できるため、図3の Capsidタンパク質のような
大きなタンパク質でもファイルサイズは数 MBです。また、
MOEでMMTF ファイルの読み込みが可能になりました。

図1. PSILOのレコード表示画面と NGL Visualizer

■ ブラウザーベースのスケッチャー
PSILOではリガンド構造／部分構造／類似構造による検

図3. Capsidタンパク質 60量体

■ MOE からのファイルアクセス

索が行えるほか、タンパク質原子との距離、角度、二面角

MOE 上で PSILO / RCSB から電子密度データの読み込

を指定した 3D 相互作用検索も行えます。これらの検索の

みが可能になりました。PSILOと MOE の連携がさらに強

クエリーは 2Dスケッチャーで描画し容易に作成できます。

化され、電子密度の確認が容易に行えます。
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新製品情報
統合計算化学システム

MOE-QFSSバージョンアップ紹介
MOE-QFSS（Quick Federated Structure Search）は、複数の巨大な化合物データベースに対して高速かつ横断
的に構造検索を行うためのMOEのアドオンツールです。リレーショナルデータベースを使用することなく、MOE
のみで膨大な化合物データの中から部分構造と類似構造の高速検索が可能です。QFSSの新バージョンでは、
公共データベースへのアクセスとMOE/web SOAPサーバーでの検索に対応しました。さらにQFSSのMOE/web
アプリケーションを提供します。それによって目的や計算資源に応じたQFSSの実行環境を構築できます。ここで
はQFSSの概要と新機能、構造検索事例について紹介します。

■ QFSS 概要
QFSS は、MOEウィンドウに表示した分子をクエリーと
して、複数の巨大な化合物データベースに対して高速かつ

MDBファイルであればユーザーが自由に追加できます。
◯ MOEデータベース
・リードライク化合物データベース

横断的に、完全一致・部分構造・類似構造による検索が

◯公共データベース

可能です。特徴的な母核を用いる場合、数千万構造に対し

・ChEMBL (https://www.ebi.ac.uk/chembl/)

て部分構造検索を数秒で行えます。化合物データベース

・SureChEMBL (https://www.surechembl.org/search/)

として、公共データベース、試薬ベンダーデータベース、

・ZINC (http://zinc.docking.org/)

インハウスデータベースを自由に設定できます。

・PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)

検索結果は MOE の MDB 形式で出力されるので、ヒット

◯試薬ベンダーデータベース

構造に対してSAR 解析やドッキングシミュレーションなど

・ナミキ商事株式会社 (https://www.namiki-s.co.jp/)

シームレスな解析が可能です。QFSS は、高速な化合物検

・キシダ化学株式会社 (http://www.kishida.co.jp/)

索を通して、分子設計やバーチャルスクリーニングの効率
化を支援します。

■ QFSSの機能
QFSSでは次のような検索が可能です。

■ QFSSのための部分構造フィンガープリント(SSFP)の定義
QFSSでの検索に用いるために、部分構造フィンガープ
リント(SSFP) を考案しました。試薬ベンダーとChEMBL

・部分構造の超高速検索
・完全一致 (Exact)とクエリー部分構造の完全一致
(Semi-exact) 検索

から収集した化合物構造 ( 約1104万構造 ) が持つ単環構

・MACCS キーを用いた類似構造検索

造を抽出しフィンガープリント化しました。出現頻度の高

・SupersetとSubset の出力

い単環構造については、単環に結合する３連鎖の元素パ

・分子量、logP、反応性、Lipinski ルールによるフィルター

ターンの情報（CCC や CCO、CCN 等の可能な組み合わせ

・複数のクエリー分子を用いた連続検索

を機械的に列挙）を加えさらに細分化しました（図1）。そ

・2D 母核置換

れらの単環構造、一つの原子に結合する３連鎖の元素
パターン、3連鎖にならない特徴的な原子団（C=O、C=C
等）、環の大きさとその組成等の情報を含め計117,227種
の SSFPを定義しました。

■ QFSSによる検索
MOEウィンドウにクエリーを読み込み、検索対象データ
ベース、検索条件、フィルター、出力情報を指定し検索を

各化合物データベースについて、登録構造が持つ全

実行します（図2）。出力結果は MOE の MDB 形式で即座に

SSFPを列挙したインデックスファイルを事前に作成し、検

得られます。ヒットした構造は、ライブラリーごとの ID が付

索時に参照することで高速な構造検索を実現しています。

加されています。結果に対して、MOEアプリケーションを
用いた2次元 /3次元の構造解析や IDを用いた公共データ
ベース上での検索、試薬ベンダーからの購入などを速やか
に行えます。

図1. SSFPの例。 イミダゾール環に結合する炭素 - 炭素 -ハロゲン
の3連鎖情報を13383番のSSFPとして定義し、インデックスファイル
とライブラリーのMDBファイルに関連付けし検索に利用。

■ QFSSで利用できる化合物データベースの例
次のような化合物データベースを MDBファイルに変
換することで検索対象として使用できます。この他にも、
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図2. QFSS の検 索フロー。 複 数のライブラリー全 体で1417万
構造に対する部分構造検索 ( 所要時間 : 1.2秒 )。使用 PC スペック
(CPU: Core i7-5500U 2.4GHz, Memory: 8GB, Disk: SSD)。

新製品情報

■ バージョンアップ内容
新バージョンでは次のような機能が追加されます。

■ 公共データベースへのアクセス

■ QFSSを用いた応用事例
QFSSを用いた新規リガンド設計事例について紹介します。

■ 上皮成長因子受容体 (EGFR)の阻害剤設計

公共データベースには、そのデータベースごとにさま

EGFR 阻害剤の一つであるErlotinibの母核構造（図5左の

ざまな情報が登録されています。ChEMBL であれば標

緑の楕円部分）をクエリーとして、ChEMBL23に登録されて

的タンパク質や活性値の情報、SureChEMBL であれば

いる172万構造についてQFSSを用いて部分構造検索を行

化合物の特許情報が収録されています。これらは、化合

いました。検索結果にLipinskiルールによるフィルターを適

物の SAR 解析や新薬設計を行う上で有益な情報となり

用し3435構造を得ました。ヒット構造をSAReportを用いて

得ます。

母核と置換基への自動分割と置換位置の割り当てを行い、

新 バ ージョンで は、ChEMBL, SureChEMBL, ZINC の

母核と置換基をランダムに組み合わせたバーチャル化合物

登録構造がヒットした場合、その ID をダブルクリックす

を1000個得ました。バーチャル化合物に対して、QSAR 解析

ることで対応するウェブサイトにアクセスでき、上記のよ

によりpK i 値を予測し、高活性と予測される構造をEGFRの

うな情報を即座に得ることが出来ます。

複合体（PDB ID: 1M17）に対してErlotinib の母核を用いて
テンプレートドッキングを行いました（図5右）
。結果として、

■ MOE/web SOAPサーバー上での検索
検索対象データベースは、数 GB から数十 GB の容量を

ChEMBLに登録された既知の活性化合物と類似の構造を
構築できました。

持つものが多くあります。MOE/web SOAP サーバーを利
用することで、計算の実行とデータベースの保存を一つの
サーバーに集約でき、ローカルマシンへの計算ならびに
容量における負荷を削減できます（図3）。

図3. MOE/web SOAPサーバーを用いた検索フロー

図5. QFSSと そ の 他 のMOEア プ リ ケ ー シ ョ ン を 用 い た 解 析。
左はクエリーおよびドッキング時のテンプレートとして用いた
Erlotinib。右は設計した既知の阻害剤の類似構造とその活性予測
値およびドッキングスコア。

■ シクロオキシゲナーゼ-2(COX-2) 阻害剤の2D 母核置換
■ MOE/webアプリケーションの追加
QFSSがMOE/webアプリケーションとして追加されます。

COX-2阻 害 剤 の 一 つで ある CHEMBL29920を 用 いて、
QFSSにより2D 母核置換を行いました。この検索では、指定

MOE/web は、ウェブブラウザーを用いて、MOE/web サー

した母核を入れ替え、その他の置換基を部分構造に有した

バーにアクセスし、計算を実行する簡易的な計算モードで

構造を得ることができます。母核（図6赤丸）を置き換えた

す。利用者は、クライアントPC にMOEをインストールする

既知のCOX-2の阻害剤をヒットさせることが出来ました。

必要がなく、ウェブブラウザーを使用したよりシンプルな
操作で QFSS による構造検索が可能です（図4）。検索結果
はMDBファイルやSDFファイルで保存できます。

図6. COX-2阻害剤における2D母核置換

■ QFSSの入手方法
QFSS の新バージョンは2018年春にリリース予定です。
図4. MOE/webによるQFSSの構造検索

QFSSをご希望の方はccg@molsis.co.jpまでご連絡ください。
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新製品情報
ターゲット・作用機序予測プラットフォーム

Chemotargets CLARITY v2.0リリース
Chemotargets CLARITY（以下、CLARITY）は、医薬品開発において重要な候補化合物のターゲット、毒性、代
謝物のプロファイルを精度良く予測するプラットフォームです。2018年2月に新バージョンCLARITY v2.0がリリー
スされました。CLARITY v2.0では、
トレーニングセットに含まれる化合物やユーザーが登録した化合物について、
ターゲット、毒性エンドポイントを検索・閲覧するExplorer が新機能として追加されました。ここでは、Explorer
を用いてCLARITY のトレーニングセットを検索し、ターゲットおよび毒性の予測結果の表示例を紹介します。

■ 化合物の検索
Explorer で は、化 合 物 名 や タ ー
ゲット名で目的の化合物を検索しま
す。ターゲット名で検索した場合は、
活性値や独自の信頼性スコア（0～
1.0）
で絞り込むことができます。また、
既知データと予測データの両方を選
択することができます（図1）。

図1. E xplorerの 検

検索結果のサマリーは、ダッシュ 索 ウィンド ウ。
「D(3)
ボードに表示されます。例えばキー dopamine receptor」
ワード “D(3) dopamine receptor” で

による検索例。

検索すると、ダッシュボードにはドーパミンD3受容体をター
ゲットとする化合物のリスト、それらのターゲットと毒性エ
ンドポイント、また分子量や LogP、LogS など登録されて
いる各記述子による平面プロットが表示されます（図2）。

図4. ブタペラジンのターゲットに関する詳細情報。 ブタペラジ
ン
（左上）に対する類似構造とそのターゲット情報
（右上）、既知ま
たは予測されたターゲットとその活性値
（右下）を表示。赤矢印
はカリウムチャネル。

■ 化合物のターゲット情報
例えばドーパミン D3受容体に作用する化合物としてヒッ
トした統合失調症治療薬のブタペラジン（図3）の詳細情
報を表示すると、ブタペラジンの類似化合物や、既知ま
たは予測されたターゲットリストが表示されます（図4）。
このターゲットリストに含まれているカリウムチャネルを
選択すると、さらに活性値（実験値）、作用機序、予測値と
その信頼性スコア、予測手法が表示されます。

■ 化合物の毒性情報
ターゲット情報から毒性エンドポイントに表示を切り替
えると、予測された毒性エンドポイントをグラフで表示し
図2. Explorerのダッシュボード。 ターゲットの各ファミリーの
割合と、各毒性エンドポイントの割合を表す円グラフ
（左上）
、登録さ
れた記述子による平面プロット
（左下）
、化合物リスト
（中）
、化合物ご
との毒性エンドポイント
（右）
を表示。

検索結果の表示方法をカード表示に切り替えると、ヒッ
トした化合物ごとにカード形式で化合物名、構造式、ター
ゲットと毒性エンドポイントの件数とその割合が表示され
ます（図3）
。

図3. Explorer の検索結果のカード表示。 1つの化合物を1枚の
カードに表示。下段中央がブタペラジン。
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ます（図5）。グラフの縦軸
は頻度を表し、マウスオー
バーすると、重篤度、信頼
性などを表示します。さら
に、グラフを選択すること
で、同様の毒性を持つ類似 図5. ブタペラジンの予測毒性エ
化合物構造、類似するプロ ンドポイントリスト
パティとその重み付けによるスコアを表示するので、毒性
予測の根拠とその信頼性を評価することができます
（図6）
。

図6. ブタペラジンの消化管毒性予測。 類似化合物と類似プロ
パティを表示。

新製品情報
創薬支援ツール

SeeSAR 7.2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直感的かつ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、フラグメントベースのリガンドデザイン機能が強化され、
従来の母核構造置換に加え、フラグメント付加、複数フラグメントの結合によって新規リガンド候補構造を
設計できるようになりました。

■ 追加されたFBDD 機能の概要
Fragment Based Drug Design (FBDD) は、リード化 合

た。受容体ポケットの性質を考慮し、疎水性のファーマ
コフォア拘束を設定しました（図2）。

物をもとに分子フラグメント単位で改変を行うことで、構
造を変換させた高活性の化合物を導きだす手法です。
SeeSAR 7.2では、FBDD の機能が強化されました。従来
からの手法である母核構造置換では、ユーザーインター
フェースが強化され、分子の2D 構造と3D 構造を確認しな
がらフラグメント付加部位をマウスで指定できるようにな
りました。また、新たな手法としてフラグメント付加、フラ
グメントの結合が追加されました。母核構造置換は、指定
した母核を他の候補フラグメントと置き換えます（図1B）。
フラグメント付加は、伸張可能なフラグメントを探索します
（図1C）。フラグメントの結合は、複数のフラグメントを結
合させるリンカーを探索します（図1D）。

図2. フラグメント付加によるリガンドデザイン。 タンパク質表
面は疎水性
（黄）と親水性
（青）で表現。

探索の結果、元のリガンドよりも親和性の高い化合物
を３つ得ることができ、そのうち１つの化合物において、

K i 値が元のリガンド（図3A）より1000倍以上小さいリガン
ド構造（図3B）を得ることができました。さらに SeeSAR
の機能であるドッキングによるリガンドの再配置、ビル
ダーによる分子の改変、Hyde による親和性の評価を繰
り返してリガンド構造を最適化することが可能です。

図1. SeeSAR で扱うことのできるFBDD 手法。 (A)リード化合物、
(B) 母核置換、(C)フラグメント付加、(D)フラグメント結合。

■フラグメント付加の解析例
ユーザーは、読み込んだタンパク質―リガンド複合体
もしくは化合物に対して、切断する結合およびフラグメン
ト付加位置を指定します。位置の指定は、受容体表面の
性質、空間の大きさ（SeeSAR では非占有空間を雲で表
現）を見ながら、直観的に行うことができます。ファーマ
コフォアの拘束を加えることにより、新たに配置するフラ
グメントを特定の性質をもつものに限定することもでき

図3. Hyde スコアに基づく結合親和性の評価。 原子毎の結合
自由エネルギーの寄与により原子を緑または赤に色付け。緑は
ΔG < 0の原子、赤はΔG > 0の原子。Estimated Affinity はリガ
ンドの予測K i 値。

■ まとめ

ます。新たに作成される構造の候補がリストとして得ら

SeeSAR 7.2では FBDD の機能が強化（母核置換）
・追

れます。フラグメント付加を受容体構造の存在下で計算

加（フラグメント付 加、フラグメント結 合）されました。

することにより、受容体のサブポケットに適合した、より

SeeSAR のその他の機能を活用することで、対話的にリ

親和性の高い化合物を得ることができます。

ガンド構造を最適化することが可能です。開発元である

本例では、BACE －阻害剤複合体（PDB ID: 2OHT）を出

BioSolveIT 社では、SeeSAR やその他製品の webinar* を

発構造として、42万件の ZINC から得た分子フラグメント

公開しておりますので、併せてご覧ください。

データベースを用いて分子フラグメント付加を行いまし

* https://www.biosolveit.de/webinars/
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技術情報
ニューラルネットワーク手法に基づくデータ解析

SONNIA 製品紹介
MN-AM 社製 SONNIA は、自己組織化ニューラルネットワーク手法に基づいて低分子化合物のクラスター解析
とQSA(P)R 解析を行います。データの入出力、計算の設定、結果の表示に対話的かつグラフィカルなインター
フェースを提供し、化合物の物理化学的特性間あるいはそれらと生物活性等の実験値との関係を可視化して
解析することができます。

■ SONNIA 概要
SONNIA は、活性値（特性値）
と計算された分子記述子を
読み込み、ニューラルネットワーク手法に基づき、それらの
関係をモデル化します1)。
SONNIA のデータ解析エンジンには、教師なし学習法と
教師付き学習法の両方が含まれており、クラスター解析と
QSAR 解析のいずれにも対応しています。
クラスター解析では、さまざまな分子記述子により特徴
付けられる化学的データセットから、教師なし非線形マッ
ピング技術によって2次元図に投影することができます。
結果は、対話的な2次元図（Kohonen マップ）
として可視化
されます。マップは、解析中の特性によって色分けされ、
元となる化学的情報とリンクされています。これにより、
化合物を特定の特性クラスに分類することができます。
QSA(P)R解析では、教師付き逆伝搬ニューラルネットワー
ク手法を適用したモデルの構築が可能です。構築したモデル
の保存や、モデルを用いた定量的な特性の予測ができます。

■ SONNIAの主な機能

図1. Kohonenマップによる分類。（左図：5×3のニューロンによ
る化合物の分類。右上：中央のニューロンに属する化合物群。右下：
各ニューロンの中心に最も近い化合物。）

QSAR 解析の結果として QSAR モデルのニューロンの
2次元図が出力されます ( 図2左 )。実測値と予測値のテー
ブルをCSVファイルで出力し、Excelを用いてグラフ化しま
した（図2右）。r 2 = 0.87となる良い相関の QSAR モデルが
作成できました。

■ 大規模な多変量化学データセットのクラスター解析と
結果の可視化
■ 非線形のQSA(P)Rモデルの構築と予測
■ 対話的で直感的なグラフィカルユーザーインターフェース
■ データおよび構造 / 反応入力において標準的ファイル
形式（TSV、MDL SD / RDFile、SMILES 等）のサポート
■ 記述子計算パッケージCORINA Symphony2) へのイン
ターフェース

■ 応用事例紹介
31化合物のCorticosteroid Binding Globulin（CBG）に対
する結合親和性（pK 値）の解析を行いました。記述子には

図2. 教師付き学習法による QSAR モデル構築。（左図：ニュー
ロン2次元図（属する化合物の活性値で色分け）。右図：実測値と
予測値のグラフ (n = 31, r 2 = 0.87)。）

■ まとめ
SONNIA は、計算化学者や情報化学者がデータをより理解し

CORINA Symphonyで計算できるESP 電荷の12種の自己

やすいように、化学データ間の複雑な関係をモデル化し、その

相関係数2) を用いて、教師なし学習法によるクラスター解

結果を分かりやすくグラフィカルに表示します。このような機能

析、および pK 値を従属変数とした教師付き学習法による

により、目的とする化学的または生物学的特性を有する新しい

QSAR 解析を行いました3)。

化合物の発見や最適化を支援します。

クラスター解析の結果としてニューロンによる分類図
（Kohonen マップ）が出力されます ( 図1左 )。各ニューロ

1) J. Zupan, J. Gasteiger, Neural Networks in Chemistry

ンに化合物群がグループ化されています（図1右上）。クラ

and Drug Design, 2nd Edition, Wiley-VCH, Weinheim,

スタリング後に活性値で色分けしたところ、高活性（赤）
、中

2) https://www.mn-am.com/products/corinasymphony

た、各ニューロンの中心に最も近い、各グループを代表す

3) M. Wagener, J. Sadowski, J. Gasteiger, J. Am. Chem.

る化合物が抽出されました（図1右下）。
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1999.

活性（黄）、低活性（緑）のグループに分かれていました。ま

Soc. 1995, 117, 7769-7775.

技術情報
医薬品安全性情報サービス

BioInfoGate社 OFF-X の利用事例
BioInfoGate 社製 OFF-X は、医薬品のターゲット
（分子作用機序）
と有害事象で分類された包括的で他に類を
見ない医薬品安全性情報システムです。薬物クラスに関連する既知および最新の安全性情報を収載しており、
特定の作用機序を共有する薬物情報をモニタリングすることで安全性の問題を未然に防ぐことを支援します。
2016年に発売されたOFF-X は、世界中の多くの製薬会社で利用されています。常時、4,000以上のターゲット
を監視しており、2018年3月末時点で、1,300以上のターゲットについて約9万件のアラート情報が収載されて
います。ここでは、最新の OFF-X のデータ収載状況と利用事例について紹介します。

■ OFF-X のデータ収載状況

表1. 有害事象によるターゲットの比較

今日の医薬品開発において、開発中止の原因の約3割が
毒性・安全性の問題と言われています。また、市販後に安
全性の問題から市場撤退を余儀なくされた医薬品も少な
からずあります。医薬品開発における開発中止のリスクを
低下させるためには潜在的な安全性の問題を早期に把握
することが重要です。そのためには、化合物、ターゲット、
有害事象を網羅的に把握することが必要となります。オフ・
ターゲット情報は、創薬を成功に導くために創薬全般にわ
たって共有されるべき情報として認識されつつありますが、
多くの場合、前臨床・臨床試験や市販後調査により判明す
ることが多いのが現状です。
OFF-X は、規制機関の通知はもとより、学術文献や企業
のプレスリリース、さらには、国際的な学術会議で発表さ
れたニュースまで、日々発信される医薬品の安全性に関す
る一次データを情報源として、ターゲットと有害事象に関
連付けて安全性情報を統合管理しています。現在、4万件 /
週にも及ぶ一次データの中から、化合物、ターゲット、有害
事象の関連に情報を絞り、最終的に専門家によるキュレー
ションを経て、200～300件 / 週の安全性情報を日々登録し
ています。
2017年には、FDA の過去15年間の承認薬の安全性情報
の解析とEMAのEPARs（欧州公開医薬品審査報告書）の安
全性情報の解析を行い、OFF-Xへの登録を完了しています。
OFF-Xは、有害事象の原因となるオフ・ターゲットの迅速
な特定を可能とし、創薬研究における時間とコストの節約
を推進し、創薬の成功の可能性を高めることに貢献します。

■ OFF-X の利用事例
免疫チェックポイント阻害療法は、がん治療において重
要な臨床的な成果をあげてきており、これまでに、抗 PD-1
抗体、抗 PD-L1抗体、抗 CTLA-4抗体などの免疫チェックポ
イント阻害剤が開発されています。また、免疫チェックポイ
ント阻害剤と既存の分子標的薬との併用療法も研究され
ており、2017年の米国癌学会（AACR）の年次総会では、38
社から免疫チェックポイント阻害剤と他の分子標的薬の81
例の組み合わせが発表されています。
OFF-X に登録されている免疫チェックポイント阻害剤に
対するアラート情報は、2018年3月末時点で834件です。そ
の内訳は、抗 PD-1抗体が520件、抗 PD-L1抗体が161件、
抗 CTLA-4抗体が153件です。

表1は、免疫チェックポイント阻害剤のアラート情報から、
臨床試験におけるオン・ターゲットのクラスアラートに絞
り込み、有害事象とターゲットの組み合わせを表にしたも
のです。これにより、ターゲットと有害事象の関連を容易に
比較できます。併用薬剤のターゲットについても同様の表
を作成することが可能です。OFF-X は、包括的な最新の安
全性情報を提供することにより、併用薬剤である分子標的
薬の選択において、安全性の問題を未然に防ぐことを支援
します。
また、このように有害事象とターゲット
（または化合物）
の組み合わせの解析は、開発中の候補化合物におけるオ
ン／オフ・ターゲット情報を明確にし、クリティカルなオフ・
ターゲットの発見や、薬効と有害事象のバランスを考慮し
た開発順位付け、安全性の問題に対する対策の効率化に
つなげることができます。

■ OFF-X Weekly Alert メール
BioInfoGate 社では、OFF-X に登録された安全性情報を
Weekly Alert メールとして毎週発信しています。アラート・
メールには、新規に登録されたアラートの要約とターゲッ
トのリストを記載しています。OFF-X Weekly Alert メール
をご希望の方は、下記の資料請求よりお申込みください。
https://www.molsis.co.jp/catalog/
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技術情報
遺伝子発現データベース

TCGAデータの収載
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、さまざまな研究者に
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。
今回は新しく追加されたTCGA の遺伝子発現データを紹介します。

■ TCGAについて
TCGA (The Cancer Genome Atlas) は、米国がん研究所
(National Cancer Institute: NCI) と米国ヒトゲノム研究所
(National Human Genome Research Institute: NHGRI) の
共同プロジェクト1) であり、10種類の希少がんを含む33種

をダウンロードして利用する場合はアノテーションに注意
が必要です。

■ RNA-seqのデータ解析パイプライン
Nebion で は 2016 年 か ら GENEVESTIGATOR に RNA-

類のがん種についてゲノム変異／遺伝子発現変動／メチ

seq のデータを収載していますが、2017年に RNA-seq の

ル化異常など7種類のデータタイプを網羅的に解析してい

データ解析パイプラインを改良しています。

ます。11,000人以上のがん患者に由来するがんサンプルと

図2左は2016年の RNA-seq データ解析パイプラインで

正常組織サンプルを比較した解析結果である2.5ペタバイ

す。データの品質管理には FastQCを使います。基準を満

ト以上の TCGA のデータセットが公開され、がん研究に幅

たしたサンプルは Bowtieを使ってトランスクリプトームデー

広く活用されています。

タベース(Ensembl Release 75) にマッピングします。その

■ GENEVESTIGATORに収載されたTCGAデータ
Nebionでは2017年からTCGAのデータセットのキュレー

後、RSEM を使って転写産物の発現量を TPM で算出しま
す。発現量が変動した転写産物の検出には Bioconductor
の Limma パッケージの Voom 機能を用います。

ションを開始しました。TCGA の遺伝子発現変動のデータ

図2右 は2017年 の パイプラインで す。2016年 の パイ

は次世代シーケンサー (NGS)とアレイのデータの両方が

プラインと比較して、トランスクリプトームデータベース

存在しますが、アレイのデータは一部のがん種のデータし

へのマッピングと転写産物の発現量の算出のステップ

か存在しないので、NGS の遺伝子発現 (RNA-seq)データを

が 変 更されています。BowtieとRSEM に 代えて新 た に

GENEVESTIGATOR に収載する方針です。2018年1月現在、

Salmon を 採 用しています。Salmon は quasi-mapping

結腸腺がん (Colon adenocarcinoma: COAD)と直腸腺が

とtwo-phase inference procedure を組 み 合 わ せ た 新

ん(Rectum adenocarcinoma: READ)の2種類のがん種のデータ

しいアルゴリズムにより転写産物の発現量を高速かつ高

(667サンプル ) が収載されています( 図1)。2018年第1四半

精度に算出できます。

期に乳がん、肺がん、甲状腺がん、胃がん、胆管がん、膵臓
がん、前立腺がんのデータを収載予定です。
TCGA のデータセットをキュレーションする過程で、数多
くのアノテーションの間違いが見つかっています。例えば、
ICD-O-3 ( 国際疾病分類腫瘍学第3版 ) のコードと病理組織
所見に不整合がある、生データとメタデータのサンプル ID
が一致しない、といった場合です。Nebionではこれらの間
違いをキュレーターが修正してGENEVESTIGATOR に収載
します。TCGAのデータセットは非常に有用ですが、生データ
図2. RNA-seqデータ解析パイプライン(2016：左、2017：右)

■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. 結腸腺がん(COAD)と直腸腺がん(READ)の667サンプル
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MedeA-VASPによる遷移金属酸化物表面の反応性評価
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 環境に統合された第一原理計算ソフトウェア MedeA-VASP を用いた遷移金属酸化物表面
のモデリング事例について紹介します。酸化触媒としても使用される酸化鉄
（ヘマタイトFe 2 O3）の (0001)
面についてさまざまな表面終端モデルの表面エネルギーを評価し、触媒として活性な表面構造について
解析します。

■ 表面エネルギーによる酸化鉄表面の評価

素原子が表面から外れやすいことなど、想像に難くない構

遷移金属酸化物の用途は電子材料、電極や触媒等大変

造であるといえます。またこの構造は、鉄原子への酸素の

幅広く、工業的に重要な物質です。触媒としての用途に着

配位構造から、反応性に富んだ表面構造でもあり、文献1)

目すると、その表面の構造は司る機能と密接な関係があり、

の中でも言及されています。

原子・分子スケールのシミュレーションにとって非常に

注目したいのは、酸化鉄表面が完全に酸化・還元され
ていない中間の領域が存在することです。550～850 K に

興味深い研究対象です。
Bergermeyerらは MedeA-VASP を 用 いて、ヘ マタイト

わたる領域で最安定状態となる表面構造は、高温領域に

Fe2O3の (0001) 面についてさまざまな表面終端モデルの構

おける表面上の鉄原子に酸素原子が一つ付加した構造に

造、電子スピン、エネルギー状態について計算を行い、表

なっています。この酸素原子は結合の手が一つ空いた状

面エネルギーを用いて、表面状態の安定性について詳細

態で最表面に存在する状態なので、反応性に富んだ構造

1)

な解析を行っています 。本稿では、第一原理計算を用い
て触媒表面を解析するための一手段として、文献1) の内容
について紹介します。

であるといえます。
酸素分圧が0.2気圧、つまり空気圧の状態で、表面の酸
素原子の有無が変わる温度はおよそ850 K（図1中の赤矢

このアプローチで中心的な役割を担うのが、以下のよう
に定義される表面エネルギーγです。

印）です。酸化鉄触媒を用いたエチルベンゼンからスチレ
ンを生成する酸化反応がこの温度・圧力域で起こっている
ことを考えると、中間領域の表面構造がその触媒能に関与

式１

していることが強く示唆されます。

式２
ここで、式1中の A は表面モデルの表面積、
デル全体のエネルギー、

は表面モ

は酸化鉄中の鉄の化学ポテ

ンシャル、 は気相中酸素の化学ポテンシャル、 と は
それぞれモデル中の鉄原子、酸素原子の数です。式2に示
されたとおり、 は酸素分圧と温度の関数として表現され
ており、温度・分圧変化に対する表面状態の変化を精査す
ることができます。

■ 表面エネルギーと構造の関係
図１に酸素分圧0.2気圧におけるさまざまなモデルの表
面エネルギーを温度に対してプロットしたものを示します。
またグラフ内下部に図示したのは、各温度領域において最

図1. 酸素分圧0.2気圧における各モデルの表面エネルギーの温
度に対するプロット。 3つの温度域において最安定のモデル構
造をグラフ内下方に図示した。

も安定なモデルの表面部分構造です。
グラフ左側の温度が低い（酸素の化学ポテンシャルが高

MedeA-VASPは、本事例で紹介したアプローチに限らず

い）領域で最も安定な (0001) 表面は、完全に酸素原子に覆

さまざまな用途にお使いいただけます。現在抱えている問

われた構造でした。鉄原子は酸化された状態で、最近接の

題への適用についてなど、ご興味をお持ちの方はお問い

酸素原子と6配位構造を形成しています。

合わせください。

一方、高温の
（酸素の化学ポテンシャルが低い）
領域では、
最表面にはほぼ平面に鉄と酸素が並び、鉄が4配位を取る
構造が最安定です。高温であることから、軽元素である酸

1) W. Bergermeyer, H. Schweiger, and E. Wimmer, Phys.

Rev. B 2004, 69, 195409.
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MedeA 2.22リリース
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 の最新版としてバージョン2.22がリリースされました。最新版では、VASP 等の計算プログラムがアッ
プデートされ、最新の計算機能を使用できるようになりました。

■ MedeA 2.22アップデート内容
MedeA 2.22では、VASP 5.4.4に対応しました。これによ

■ MedeA-GIBBS
・GIBBS 9.6.2にアップデートされました。

り、時間依存 DFT 計算による励起計算や ACFDT-RPA に

・MieポテンシャルとLafitteミキシング則が追加されました。

よる精確なエネルギー計算が可能になりました。さらに

・フレキシブルな多環分子を扱えるようになりました。

LAMMPS や GIBBSといった計算プログラムもアップデート

■ MedeA-LAMMPS

されました。

・LAMMPS 2017年版にアップデートされました。
・原子をx/y/z 方向に部分的に固定できるようになりました。

■ MedeA-VASP

・ 電 荷 移 動 が 可 能 な 力 場（COMB3、Streitz-Mintmire、

・VASP 5.4.4にアップデートされました。

ReaxFF）ではデフォルトで電荷平衡法を使用するように

・ACFDT-RPAにより、exact exchangeと多体の相関を考慮

なりました。

した非常に精確なエネルギー評価が可能になりました。
・Bethe-Salpeter 方程式によりGW 近似での電子 -ホール相
互作用を含む電子応答関数を計算できるようになりました。
・Casida 方程式に基づき、時間依存 DFT 法（あるいは時間

■ MedeA-MOPAC
・MOPAC 2016に対応しました。

■ MedeA-Gaussian
・Gaussian 16に対応しました。

依存 Hybrid 汎関数法）から励起を計算できるようになり

■ MedeA-InfoMaticA

ました。

・CODデータベースのコンテンツが更新されました。

・新しい meta-GGA 汎関数（SCAN、MS0、MS1、MS2）が追
加されました。
・新しい van der Waals 汎関数（BEEF-vdW、rev-vdWDF2(Hamada)、SCAN+ｒVV10）
が追加されました。
・新しいvan der Waals補正
（Many-body dispersion energy、
DFT+dDsC）が追加されました。
・ポテンシャルを元素ごとでなく、サイトごとにも設定でき

・Pearson’s Crystal Dataのコンテンツが更新されました。

■ MedeA-UNCLE
・クラスター展開法で表面も取り扱えるようになりました。
・3元以上の系に対応しました。

■ MedeA-ForceFieldOptimizer
・電荷を最適化できるようになりました。
・BKS 力場の最適化に対応しました。

るようになりました。LDA+U や内殻ホールもサイトごと

・Bonny spline-based EAM 力場に対応しました。

に指定できます。

■ MedeA-Forcefields

・系全体の磁気モーメント
（NUPDOWN）を指定して計算で
きるようになりました。
・出力ファイルの保存方法（重要なファイルだけ保存するか、

・PCFF+のパラメータが改善されました。
・MEAM、Streitz-Mintmire、ReaxFF、REBO 力場に対応しま
した。

全ファイルを保存するか）
を指定できるようになりました。
VASPのHigh-Throughput 用ステージ機能がフローチャー
トに追加されました。

• 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
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