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ＮＧＳデータ解析ソフトウェア

Partek Flow 新ツールキットリリース
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェアPartek Flow の新たな機能としてPathwayツールキット

が2018年4月にリリースされました。新しく追加された PathwayツールキットによりRNA-seq や Single 

Cell RNA-seq の発現変動遺伝子リストに対してパスウェイの観点から生物学的解釈が可能になります。

Pathwayツールキットの詳細については2ページの記事をご覧下さい。Partek Flow は RNA-seq/DNA-

seq/ChIP-seq/Metagenomics などの多様なアプリケーションのデータ解析に対応しています。2018年

2月にリリースされたPartek Flow 7.0では主にSingle Cell RNA-seqのデータ解析機能が拡充されています。

その他
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ＮＧＳデータ解析ソフトウェア

Flow：Pathwayツールキットリリース

KEGG enrichment analysisを実行すると、KEGGの各パス
ウェイに含まれる遺伝子群と発現変動遺伝子リストに含まれ
る遺伝子群の間でフィッシャーの正確確率検定が行われます。
その結果、パスウェイごとにp値とEnrichment Scoreが算出
されます（図2）。解析結果ではp値の低い順にパスウェイが
表示されます。つまり、発現変動遺伝子リストで有意に濃縮
されているパスウェイほど上に表示されます。Enrichment 
Scoreはp値の自然対数に-1を乗じて算出されます。そのた
め、p<0.05という閾値はEnrichment Score>3に相当します。

図2の解析結果でGene set列に表示されたパスウェイの
IDを選択するとパスウェイマップが表示されます（図3）。
パスウェイマップ中の遺伝子はp 値やFDR、Fold Change
あるいは Ratioで色付けできます。図3は Fold Changeで
色付けしています。これによりパスウェイ中のどの遺伝
子が重要かを推定できます。また、遺伝子をクリックする
KEGGの公式サイトの該当遺伝子のページが表示されます
ので、より詳細な情報を確認できます。

■ 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。

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。

ＮＧＳデータ解析ソフトウェアPartek Flow（以下、Flow）の新たな機能としてPathwayツールキットが2018
年4月にリリースされました。PathwayツールキットはRNA-seqやSingle Cell RNA-seqの解析結果として得ら
れた発現変動遺伝子リストに対して、エンリッチメント解析やパスウェイマップ表示の機能を提供します。これ
によりRNA-seqやSingle Cell RNA-seqのデータ解析においてパスウェイ解析を行う際に、Partek Genomics 
SuiteとPartek Pathwayを併用する必要はなくなりFlowだけで解析が完結することになります。今回は新た
に追加されたPathwayツールキットの主な機能について紹介します。

■ Flowの製品概要
Flowはウェブブラウザーを介して利用するＮＧＳデータ

解析ソフトウェアです。ユーザーはGoogle Chromeなどの
ウェブブラウザーでFlowがインストールされたLinuxマシ
ンにアクセスして、データのアップロードやダウンロード、
参照ゲノム配列へのマッピングの設定や実行、遺伝子発
現解析や変異解析、ピーク検出やメタゲノム解析、ゲノム
ビューアーや各種グラフでの解析結果の表示などを行い
ます。そのため、WindowsやMacなどさまざまなOSのマ
シンでFlowを利用できます。

Flow は RNA-seq (Single Cell RNA-seq を 含 む )、DNA-
seq、ChIP-seq、Metagenomicsといった多様な解析アプリ
ケーションに対応しています。Flowでデータを選択すると、
データの種類に応じた解析メニューが表示されます。例
えば、FASTQファイルのデータを選択すると、QA/QC の
実行、塩基の除去、参照ゲノム配列へのマッピングといった
メニューが表示されます。そのため、データ解析に不慣れ
なウェットの研究者でも簡単に解析ワークフローを構築で
きます。

■ Pathwayツールキット
RNA-seq や Single Cell RNA-seq の 解 析 ワ ークフ ロ ー

において発現変動遺伝子リスト(Feature list)を選択する
と、生 物 学 的 解 釈 のメニュー に Enrichment analysisと
KEGG enrichment analysisの2つのメニューが表示されま
す( 図1)。このうち、KEGG enrichment analysisがPathway
ツールキットで 追 加され たメニューで す。Enrichment 
analysisはGene Ontologyの遺伝子セットに対して、KEGG 
enrichment analysisはKEGGのパスウェイデータベースの
遺伝子セットに対して、エンリッチメント解析を実行します。

図1. 発現変動遺伝子リストの解析メニュー

図2. KEGG enrichment analysisの解析結果

図3. パスウェイマップ表示
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創薬支援ツール

REAL Space Navigatorリリース

■ REAL Space Navigator による検索の流れ
ユーザーは、以下の手順でREAL Space Navigatorにより

クエリー構造の類似構造を検索できます( 図3)。ヒットした
構造はEnamine 社に合成依頼が可能です。

1．クエリー構造をドラッグ＆ドロップで読み込みます。
2．検索オプションとして、より類似した構造の検索 (More 

Similar)、あるいは、Scaffold Hopping の実行 (More 
Surprise)をスライダーバーで選択します。

3．検索を実行します。
4．ヒットした構造をSDファイルで保存します。また、その

SDファイルをEnamine社に送ることで合成の依頼が
可能です。

■ ソフトウェアの評価
REAL Space Navigator は3日間無償で評価可能です。

BioSolveIT 社ウェブサイト2)よりダウンロードしてお試しく
ださい。より長い期間での使用は有償ライセンスが必要で
す。詳細は弊社までお問い合わせください。

 
1) Enamine 社の製品については日本総代理店のナミキ

商事株式会社にお問い合わせください。
2) https://www.biosolveit.de/REALSpaceNavigator/

この度、BioSolveIT 社とEnamine 社とのコラボレーションにより開発された「REAL Space Navigator」の販売
を開始しました。REAL Space Navigator は、38億構造にもおよぶ巨大なケミカルスペース(REAL Space)の
中からクエリー化合物に類似した構造を驚異的な速度で検索するツールです。REAL Space Navigatorのシン
プルなインターフェースを用いて、ユーザーは現在注目されているEnamine 社の化合物ライブラリーの活用範囲
を大きく飛躍させることができます。

■ REAL Space Navigator
Enamine 社1) は、世界最大のスクリーニング化合物 (240

万構造)とユニークなBuilding Blocks (15万構造)の在庫保
有数を誇る業界をリードするウクライナのサプライヤーです。
Enamine 社は、在庫がありかつ合成できる確率の高い（ス
コアの高い）58,706件のBuilding Blocksと139種類の化学
反応を用いて、1ないし2ステップで新規構造を効率的に化
学合成できます。得られた目的の構造は、4週間程度の期
間でEnamine社によって80%以上の確率で合成できます。

REAL Space Navigator は、Enamine 社が持つ独自の化
合物ライブラリーとBioSolveIT 社の高速検索技術のコラ
ボレーションにより誕生したライブラリー検索ツールです。
Enamine 社のBuilding Blocksから合成可能な38億通りの
バーチャル化合物（図1中のREAL Space）の中から、クエ
リー構造に類似の構造を高速に探索します。REAL Space 
Navigatorは、以下のような特徴を有しています。

- 合成可能なバーチャル化合物を探索
- 検索はローカルPC内で実行
- 典型的な検索時間は2～4分
- 膨大な Enamineライブラリーからの優れた Scaffold 

Hoppingを実行

■ BioSolveIT 社のテクノロジー
REAL Space Navigator による 検 索 は、BioSolveIT 社 の

FTrees-FSの類似構造構築手法 ( 図2）に基づいて行なわれ
ます。FTrees-FSは、クエリー化合物を化学的な特徴とその
繋がりを持つ木構造（Feature Tree）に変換し、そのFeature 
Treeと類似した構造をFragment Feature Treeが持つリン
カー原子(図2の L#)の組み合わせによって高速に構築しま
す。Fragment Feature Treeの結合ルールは実際の化学反
応を用いて定義されています。REAL Space Navigator は、
Enamine 社の独自のBuilding Blocksと化学反応ルールを
用いて、FTrees-FSによりバーチャル化合物を構築します。

図1. Building Blocksと合成可能性によるREAL Spaceの 分布。　
58,706構造の高スコアのBuilding Blocksと139種類の高スコアの
化学反応から38億構造のREAL Spaceが導出される。

図2. FTrees-FSによる化合物探索の概念図

図3. REAL Space Navigatorの検索画面
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熱力学物性推算ソフトウェア

COSMOtherm  新バージョンリリース
本年4月に熱力学物性推算ソフトウェアCOSMOtherm の新バージョン18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。

・グラフィカルユーザーインターフェースCOSMOtherm X
のバッチジョブ機能とリモートジョブ機能

・構造物性相関の予測モデルの追加と改良：拡散係数、
熱伝導率、密度、粘度

・状態方程式を用いた気相関連物性の予測
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。また、COSMOtherm
関連製品TURBOMOLEのユーザーミーティングが、本年9月
に開催されることが決まりましたのでご案内いたします。

■ COSMOtherm X のバッチジョブ機能とリ
モートジョブ機能

従来の COSMOtherm X は、バッチジョブに未対応でし
た。そのため、化合物セットに対してまとめて物性推算を
行うことができず、都度化合物の入れ替えが必要でした。
新バージョンでは、化合物セットに対してまとめて計算を
行うためのバッチジョブ機能が追加されました。本機能で
は、あらかじめ用意した化合物リストを指定して、各種物性
を計算することが可能です（図1）。例えば、水とある化合物
群を指定し、水－化合物間のすべての組み合わせの2成分
液液平衡組成を一度に設定して計算が行えます。本機能
はスクリーニングの際に便利です。

次に、COSMOtherm Xに追加されたリモートジョブ機能
について紹介します。従来、COSMOtherm の物性推算は、
計算設定を行ったローカルPCでのみ実行可能でした。新
バージョンから、COSMOtherm がインストールされたリモー
トのLinuxサーバーに対してジョブ投入ができるようにな
りました。これにより、時間が掛かる物性推算を処理能力
の高い計算サーバーで実行することが可能になり、計算負
荷を分散することができます。

■ 構造物性相関の予測モデルの追加と改良：
拡散係数、熱伝導率、密度、粘度

これまでCOSMOtherm には、構造物性相関の予測モデ
ルとして、25℃における純物質の液体の密度・粘度の予測
モデルが搭載されていました。新バージョンでは、このモ
デルを改良し、任意の温度における純物質・混合物の液
体の密度、ならびに純物質の粘度を予測できるようになり
ました。また、任意の温度における純溶媒・混合溶媒中の
溶質分子の拡散係数や純物質液体の熱伝導率の予測モデ
ルが新たに追加されました。

図1. 化合物リスト定義の操作画面イメージ

■ 構造物性相関の予測モデルの追加と改良：
拡散係数、熱伝導率、密度、粘度

これまでCOSMOtherm には、構造物性相関の予測モデ
ルとして、25℃における純物質の液体の密度・粘度の予測
モデルが搭載されていました。新バージョンでは、このモ
デルを改良し、任意の温度における純物質・混合物の液
体の密度、ならびに純物質の粘度を予測できるようになり
ました。また、任意の温度における純溶媒・混合溶媒中の
溶質分子の拡散係数や純物質液体の熱伝導率の予測モデ
ルが新たに追加されました。

図2. 純物質・混合物の液体密度の計算値と実測値の相関性

図3. 純物質の液体粘度の計算値と実測値の相関性

図4. 溶液中の溶質分子の拡散係数の計算値と実測値の相関性
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各予測モデル構築時の計算値と実測値の相関性を図2
～5に示します。図2～4の密度、粘度、拡散係数の予測モ
デルでは、R2が0.8程度以上あり、RMSも比較的小さく、精
度が高いことが期待されます。一方、図5の熱伝導率のモ
デルでは、R2がやや小さく、また、RMSもいくらか大きな値
であるため、他のモデルに比べて、精度が劣る可能性があ
ります。この原因は、熱伝導率が粘度の推算値を一つの
記述子として利用するため、その誤差が影響していると考
えられます。これらの予測モデルの詳細については、近く
COSMOlogic 社から論文が発表される予定です。新たに
拡散係数や熱伝導率などの輸送物性が計算できるように
なり、COSMOtherm の適用範囲が広がりました。

■ 状態方程式を用いた気相関連物性の予測
COSMO-RS 法は、液相を非圧縮液体と仮定した方法で

あり、また COSMOtherm は、気相を理想系と仮定して取
り扱うため、圧力変化に伴う液相の密度変化や気相の非
理想性を無視していました。前バージョンでは、この問題
を解決するために状態方程式（EOS）とCOSMO-RS 法を
組み合わせた物性予測機能を搭載しました。しかしなが
ら、気液・液液平衡のみの対応でした。新バージョンでは、
蒸気圧、沸点、蒸発熱、ヘンリー定数などの気相関連物性
の予測においてもEOSを利用できるように改良しました。
これにより、これらの物性値を臨界状態まで精度良く予測
できるようになりました。

一例として、プロパンの蒸気圧と蒸発熱の計算値と実測
値の比較を図6に示します。EOSを用いない場合、計算値
と実測値に差が見られますが、EOSを用いることで実測値
と非常によく一致した結果が得られます。このように、EOS
を用いることで高圧領域の物性値を精度良く求めることが
できます。

■ TURBOMOLEユーザーミーティング開催のご案内
「TURBOMOLE Users Meet Developers」と題して

TURBOMOLEユーザーミーティングが2018年9月20～22日
にドイツ・フリードリヒ・シラー大学イエーナで開催され
ます。ユーザーミーティングでは、以下の5名の主要開発者
からの発表や参加者からの15件の口頭発表、および多数
のポスター発表が予定されています。また、半日程度の
ハンズオンセッションも予定されています。

•Dr. Asbjörn Burow (Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Germany)

•Prof. Dr. Filipp Furche (University of California, Irvine, 
USA)

•Prof. Dr. Christof Hättig (Ruhr-Universität Bochum, 
Germany)

•Prof. Dr. Willem M. Klopper (Karlsruhe Institute of 
Technology, Germany)

•Dr .  F lor ian  Weigend (Kar l s ruhe Inst i tute  of 
Technology, Germany)

詳細ならびに参加登録方法については以下のウェブ
サイトをご参照ください。

http://www.meeting2018.sierkalab.com/

図6. プロパンの蒸気圧曲線（上）と蒸発熱（下）

図5. 純物質液体の熱伝導率の計算値と実測値の相関性
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MOE Extensions for KNIME Ver. 2.4.0 リリース
統合計算化学システム

KNIME はデータ分 析 やレポート作 成を行うためのオープンソースの 統 合プラットフォームです。MOE 
Extensions for KNIME は、MOEを計算エンジンに用いたKNIMEノードの総称です。Ver. 2.4.0では180を超
える解析ノード(MOEノード) が提供されます。KNIME に含まれるデータ解析ノードとMOE の解析ノードを
組み合わせることで複数の計算工程を自動処理する手続き（ワークフロー）を作成できます。ここでは、MOE 
Extensions for KNIMEの特徴とVer. 2.4.0で追加された機能を紹介します。また、MOEのサポートの一環とし
て開催しておりますMOEのトレーニングコースをリニューアルしましたのであわせて紹介します。

■ MOE Extensions for KNIMEの特徴
MOE Extensions for KNIME は、統合プラットフォーム

KNIME1) 上で MOE の記述子計算や QSAR などの解析機
能を実行するノードを提供します。MOEノードを組み合
わせてワークフローを構築することにより、MOE に搭載
のプログラミング言語 SVLでスクリプトを作成する場合と
比較して視覚的にわかりやすい計算プロトコルを簡単に
作成できます。MOE Extensions for KNIME を用いて
構築可能なワークフロー例を図1および表１に示します。

MOEノードは SVLで提供され、KNIME 起動時にこれら
のファイルは動的にKNIME に読み込まれます。そのため、
ソースをコンパイルすることなく、新しいノードを簡単に
追加することができ、既存のノードも容易にカスタマイズ
できます。例えば図１の「Wash」ノードは250行程度の
SVL から生成されたものです。

また、配座解析等の計算では計算量が膨大になること
があります。このような場合、より演算能力の高いマシン
で計算するほうが効率的です。MOEでは、SOAPプロト
コルを通じてリモートサーバーまたはクラウド上で計算
を行うことができます。

MOE Extensions for KNIME は、MOE/web サ ー バ ー
において利用可能なすべての SOAP サービスのノードを、
特別なプログラミングを行うことなく自動的に生成するこ
とができます。（図2）

■ フェナセチンアナログのコンビナトリアル
合成を行うワークフロー例

今回のバージョンアップでは、化学反応式のノードを
編集・登録する機能が加わりました。反応式を登録した
ノードとBuilding Block 試薬データベースを指定するこ
とで、反応式に記載された反応物を試薬データベースの
中から自動的に検索し、該当の生成物を構築します。
ここでは、フェナセチンを生成するプロセスをワークフロー
で実行する例を紹介します。フェナセチンは、次の3段階
の化学反応（図3）によって合成できる薬剤です。

① Béchamp 還元により、p - ニトロフェノールのニトロ
基をアミノ基へ変換

② Schotten-Baumann 反応により、アミノ基をアミド
へ変換

③ Williamson 反応により、ヒドロキシ基をエーテル
へ変換

これらの反応式は KNIME の起動時に、指定したフォル
ダーから反応式（RDファイル）を読み取り、MOEノード
としてコンパイルします。各反応式を定義するRDファイ
ルは専用の Reaction Editorで編集することができます。
このエディターでは、化学構造描画ソフトウェアで作成し
た化学反応式を取り込み、反応物の名称、生成物の名称、

図3. フェナセチン合成のための3段階の化学反応

図1. ワークフロー例。　SDファイルから分子構造を読み込み、脱塩
処理、重複分子の除去、記述子を用いた分子フィルタリング、フィル
タリングされた分子構造のSDファイルへの書き出しの処理を実行。

図2.  SOAPサービスのノードの例

表1. MOE Extensions for KNIMEの実用例

図4. Reaction Editor
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記述子・SMARTSフィルターの編集を行い、編集した内
容をノードに反映します。図4は Schotten-Baumann 反
応の編集例です。このシステムの利点は、１つの化学反
応を１つのノードとして定義しているため、作成された
ワークフローが化学者にとっては視覚的にわかりやすく、
ワークフローを再利用しやすいことです。

これらの反応式を利用しフェナセチン類似体のコン
ビナトリアル合成を行うワークフローを図5に示しまし
た。入 力データとして、MOE に標 準でインストールさ
れ る Building Block ラ イ ブ ラリ ー（$MOE/lib/combi_
reagents. mdb）を使用しました。このファイルには試薬
構造データが3,234件登録されています。この試薬構造
データの中で①のBéchamp 還元で生成される構造は36
個あります。続いて②の Schotten-Baumann 反応では
16,575個生成されますが、Williamson 反応によって出力
される個数を抑えるために、Schotten-Baumann 反応の
出力分子に対して、分子量によるフィルタリングを行い、
2,958個に絞り込みました。さらに③の Williamson 反応
によって95,381個が出力されました。

今回の例では反応物として汎用的な Building Blockラ
イブラリーを用いていますが、入力データの編集やモデ
ルファイルによるフィルタリングの活用によって、より現
実的な生成物が得られます。試薬ベンダーの Building 
Blockライブラリーを用いればより多様性のある構造が
得られる可能性があります。このワークフローに示すよう
に、反応式を登録したノードを使って、ユーザーが組み
合わせライブラリーを構築するための直感的なワークフ
ローを作成することを可能にします

■ Ver. 2.4.0の更新内容
今回のバージョンでは、次の点が更新されました。①

MOE2018.01をサポート、②スプレッドシートでMOE 形式
をサポート、③ RDファイルによる化学反応ノードの生成。

■ プログラムの入手方法
MOEのライセンス・保守契約を締結中でしたら無償で

MOE Extensions for KNIMEのプログラムおよびマニュア
ルをご送付いたします。ご希望の方は、MOEサポートリク
エスト窓口 ccg@molsis.co.jp までお問い合わせ下さい。

1) https://www.knime.com/

■ MOEトレーニングコースのリニューアル
ご好評頂いておりますMOEトレーニングコースを本

年4月より大きくリニューアルしました。より多くのユー
ザーにご参加頂けるよう、コースの内容を以前よりも更
に充実させました。MOEのライセンス・保守契約を締
結中のユーザーはトレーニングコースに無償でご参加
頂けます。リニューアルのポイントは以下のとおりです。

■ MOE 2018.01バージョンに対応
最新バージョンのMOE 2018.01に対応したトレーニ

ングコースです。MOE 2018.01の新機能や機能強化に
ついてもご紹介します。

■ トレーニングコースの細分化
以下の14コースに内容を細分化することで、ユーザー

の目的に合わせたコースの選択をできるようにしました。
「MOEの基本操作」、「タンパク質の基本操作」、
「タンパク質設計」、「抗体設計」、
「ファーマコフォア」、「FBDD」、
「SBDDとリガンド設計」、「アドバンストSBDD」、
「ケモインフォマティクスとQSAR」、「LBDDとSAR 解析」、
「低分子のバーチャルスクリーニング」、「ペプチド設計」、
「X 線結晶構造解析者向けツール」、「SVL 基礎」

■ トレーニングコース時間の短縮
各コース時間は3.5時間です。一日に2つのコース（午

前：9:30～13:00, 午後：14:30～18:00）を開催します。
１コースずつお申込み可能なため、終日お時間を取

れない方でも柔軟にご参加頂けます。

■ テキストの刷新と事前配布
トレーニングコースで使用するテキストの内容を大

幅に刷新しました。実際の操作の流れを基本として、
各操作の直後に関連する解説を行うという構成になり
ました。また、英語版のテキストもご用意しています。

トレーニングコースへのご参加をお申込み頂いた方
やご検討されている方には、事前にテキストのPDFファ
イルのダウンロードサイトをご案内しています。そのた
め、トレーニング内容を確認した上でご参加頂けます。

■ トレーニングコースの詳細
トレーニングコースの詳細やスケジュール等につき

ましては、以下のウェブページをご参照ください。
https://www.molsis .co. jp/l i fescience/moe/

support/training_new/

図5. フェナセチンアナログの合成を行うワークフロー
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Direct Force Fieldの力場パラメーター開発機能
高精度分子シミュレーション支援ソフトウェア

Aeon Technology 社は高精度分子シミュレーション支援ソフトウェアDirect Force Field（以下 DFF）を通じ、
力場パラメーターデータベースから力場開発ツールまで、力場計算に関するさまざまなツールを提供してきました。
ここでは、DFFの特徴である力場パラメーター開発機能について紹介いたします。なお、ここで紹介する機能は
DFF 上の簡単なGUI 操作で行うことが可能となっています。

■ 力場パラメーター開発の流れ
力場パラメーターは、原子価パラメーター、電荷パラメー

ター、VDWパラメーターの3つに大別できます。原子価パ
ラメーターは、結合の伸縮、変角、二面角の変化を表し、非
常に多くのパラメーターを用意する必要があります。電荷
パラメーターおよびVDWパラメーターは非結合相互作用
を表し、系の密度や分子配向などのバルク状態を大きく左
右します。

DFFでは、量子化学計算の電子分布データから電荷パ
ラメーター、エネルギー曲面のデータから原子価パラメー
ター、定温の分子動力学計算の結果得られる圧力から
VDWパラメーターを計算しています。そのパラメーター開
発の流れを図1に示します。

1)目的分子のフラグメントへの分割
目的分子に必要となる原子タイプの組がすべて網

羅されるように目的分子をいくつかのフラグメントに
自動的に分割します。通常、自由に回転できる二面角
を１つ含むような形で分割されます。

2) 電荷パラメーター
電荷パラメーターは、量子化学計算で得られる電荷

データ、割り付けられた原子タイプ、分子のもつ結合
情報により計算されます。電荷パラメーターは、原子
間の電子の授受をパラメーターとして利用するBond 
increment 法や原子タイプ毎に電荷パラメーターを
定義するAtom type based 法に対応しています。いず
れの場合も分子の結合情報と量子化学計算によって

得られる電荷情報から方程式を作成し、特異値分解法
により方程式を解くことでパラメーターを得ています。

3) 原子価パラメーター
原子価パラメーターは一次微分、二次微分、エネル

ギーの情報を利用して、最小二乗法を行うことで得ら
れます。原子価パラメーターのフィッティングには、優
決定と劣決定の２つの状態が同時に存在するため、
最小二乗法をそのまま適用することはできません。こ
の問題を解決するために、a) 原子価パラメーターの
初期値を自動的に作成、 b)フラグメント分子のトポロ
ジーデータから自動的に不要なパラメーターを固定、
削除、c)Levenberg-Marquardt 法を利用して初期パラ
メーターから大幅にずれないように拘束をかけなが
ら力場パラメーターをフィッティングしています。

4）VDW パラメーター
DFFには、フラグメントの蒸発熱のデータと密度の

情報と定温の分子動力学計算の結果得られる圧力の
データを比較し、VDWパラメーターを補正する機能
を搭載しています。蒸発熱の実験データなどがない
場合もJorgensenらの考案したVDWパラメーター手
法を基に作成したデフォルト値として与えることで、パ
ラメーターの欠如を回避しています。

■ 開発された力場パラメーターの精度
この開発手法を元に作成されたパラメーターは、構造に

ついては結合距離に関して15%、結合角に関しては10% 程
度あった誤差を3% 以下に修正し、サンプリングに利用し
た量子化学計算の結果と同程度の精度を実現しています。
VDWパラメーターのフィッティング手法については、化合
物の標準状態の蒸発熱と密度をサンプリングとして利用す
ることで、純物質の密度だけでなく、混合物の密度の温度
依存性を誤差3% 以下の精度で再現しています [1]。また、
水和した3種類のパーフルオロスルホン酸ポリマーを目的
分子として、そのフラグメントに対してパラメーターを作成
した事例では、モンテカルロ法と分子動力学計算により、
水の過剰化学ポテンシャル、構造、拡散の挙動を推算し、
実験値と比較することで、作成したパラメーターの有用性
を示しています[2]。

[1] H. Sun, Fluid Phase Equilibria , 217, 59 (2004)
[2] X. Li, F. Li, Y. Shi, Q. Chen and H. Sun, Phys. Chem. 

Chem. Phys., 12, 14543 (2010).
図1. 力場パラメーター開発の流れ
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筋弛緩剤メタキサロンの不純物の毒性・安全性評価の事例
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、毒性・安全性情報のデータベースChemTunesと毒性の予測およびワークフロー
を含む知識ベースToxGPS から成る、化合物の安全性評価とリスク評価のための統合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、化合物の毒性学、安全性学研究全般で利用
することができます。ここでは、医薬品規制調和国際会議による医薬品中に含まれる不純物の潜在的な遺伝毒
性の評価及び管理ガイドライン（ICH-M7）に基づいて、ChemTunes＆ToxGPSにより、筋弛緩剤メタキサロン
の製造過程で含まれる不純物の毒性・安全性評価の事例を紹介します。

■ 手法
ChemTunesに搭載しているデータベースは、規制機関

や毒性学の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  の毒性情報に基
づいて統合されています。また、ToxGPSは、ヒトの健康と
規制関連の一連のエンドポイントに対して、QSARモデルと
ケモタイプ・アラートの両方の予測結果を結合して、証拠
の重み付けにより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（図1）。

■ メタキサロンの不純物
メタキサロンの合成経路に含まれる20種類の化合物の

中から、不純物として同定された図2の3種類の化合物に
ついて安全性の評価を行いました。

■ ChemTunesデータベース検索
図 2 の 3 種 類 の 化 合 物 の う ち、化 合 物 #1 の み が

ChemTunesデータベース中で、遺伝毒性が実験的に検出
されていることが分かりました（図3）。

■ ToxGPSによる毒性予測
ToxGPSの統計ベースのQSARモデルと、遺伝毒性ケモ

タイプによるエキスパート・ルールベースのアプローチに
より、化合物 #1と#2は、QSARモデル、ケモタイプのどちら

の評価においても、遺伝毒性が予測されました（図4）。

■ まとめ
ICH-M7ガイドラインに準拠して、毒性実験データ、QSAR

予測モデル、エキスパート・ルールベースの予測を統合
して、メタキサロンの不純物の遺伝毒性を評価しました。
ChemTunes＆ToxGPSを用いることで、メタキサロンのin 
silico 遺伝毒性評価を迅速化し、簡素化することができ、
適切な時間とコストを節約することができました。

なお、本事例は、C. Devastato らによる EUROTOX 
2016で の ポスターセッション「RISK ASSESSMENT AND 
CONTROL OF POTENTIALLY GENOTOXIC IMPURITIES: 
IMPLEMENTATION OF A FULLY INTEGRATED APPROACH」
の要約です。このポスターを含め、MN-AM 社のプレゼン
テーションは、以下のリンクよりダウンロードすることが
できます。

https://www.mn-am.com/presentations

図1. 化合物評価の流れ

図2. メタキサロンの製造過程で含まれる不純物

図4. ToxGPS の予測結果。　カラーバーは、赤 : 陽性、黄 : 不確定、
緑 : 陰性の割合を表す。

図3. 化合物 #1に対するChemTunesデータベースの検索結果。　
バクテリア復帰突然変異試験結果として陽性が登録されている。

#1 #2 #3

CAS 2451-62-9 CAS 1392430-16-8 CAS 1392430-18-0

#1 #2

CAS 2451-62-9 CAS 1392430-16-8
QSAR モデルによる予測結果

Probability(positive): 0.60-0.87 Probability(positive): 0.54-0.81

エキスパート・ルールベースの予測結果

ICH-M7 におけるクラス分類
CLASS 2：発がん性が不明の既
知の変異原性物質（細菌を用
いる変異原性試験で陽性であ
り、げっ歯類に対する発がん
性データがない物質）

CLASS 3：警告構造を有し、原
薬の構造とは関連しない警告
構造であり、変異原性試験の
データが存在しない
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■ 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、それらの合成の複雑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

の基準に基づき算出します1)。

■分子グラフに基づく複雑さ2)

■環構造の複雑さに基づくスコア： 架橋構造や複合環
は合成が困難であることによるペナルティー3)

■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

■計算対象の分子と出発物質との類似度
■反応に基づくスコア： 反応データベースから抽出され

た反応性部分構造の出現頻度

■ 出発物質データベース
出発物質データベースは Fluka, Acros, Maybridge の

化合物カタログを基に作成しています。
Fluka, Acros, Maybridgeの化合物84,724件から、まず重

複を省き、さらに重原子1原子以上かつ3原子未満の分子、
11種の元素以外を含む分子を除き、65,344件を抽出しまし
た。得られた分子を芳香環と炭素骨格に分割した構造に、
α原子を付加した構造 (A)と、置換パターンを考慮した構
造 (B)を作成します（図1）。

それらを集め一意な19,838構造にすることで出発物質
データベースを作成しました。

出発物質の元の分子構造65,344件に対する出現頻度
を解析した結果が図2です。

■ 出発物質データベースとの類似度算出
出発物質との類似度のスコアC smを算出します。
計算対象分子のコア構造ごとに出発物質データベース

を類似構造検索し、そのヒット数を用いて構造変換スコア
SCORETiを算出します（式1)。

（1）

各原子のSCORETi の最小値を原子に割り当て、全原子の
平均値を算出することで出発物質との類似度C smを算出し
ます。

■ RCSSデータベース
Theilheimer 反応データベースに登録された46,785件

の反応から、反応中心がないもの、複数の生成物ができ
るもの、不適切な原子タイプを含むものを除き、36,682
件の反応を抽出し、反応中心部分構造 (Reaction Center 
Substructure (RCSS))のデータベースを作成しました。

RCSSデータベース作成時に各 RCSSの出現頻度も計算
し、登録されています。図3に各 RCSSの出現頻度と出現頻
度の高いRCSSを示します。

SYLVIAの合成容易性スコア
合成容易性評価ソフトウェア

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、合成反応中心の部分構造との類似度から合成の容易性を評価するスコアを算出します。
また、スコアを算出するために、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
データベースと反応中心部分構造のデータベースを付属しています。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。ここでは SYLVIA が算出する合成容易性ス
コアの詳細について説明します。

図2. 出発物質の出現頻度解析（19,838件の出発物質の出現頻度
と最頻出上位8件の構造）

図1. 出発物質変換ルール
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■ 反応に基づくスコアの算出
計算対象分子の結合ごとにRCSSデータベースを検索し、

そのヒット数を用いて反応中心部分構造スコアScoreRCSSを
算出します（式2)。

(2)

各結合の ScoreRCSS を両端の原子に割り当て、各原子の
ScoreRCSS の最小値を各原子の値とし、全原子の平均値を算
出することで反応に基づくスコアC rfを算出します。

■ 合成容易性スコア
合成容易性スコア(SA)は各要素の線形結合によって求め

られます（式3）。

(3)

（C mc: 分子グラフの複雑さ, C rc: 環構造の複雑さ, C sc: ステ
レオ中心の数 , C sm: 出発物質との類似度 , C rf: 反応に基づく
スコア）

各項の重みw は合成化学者の合成の容易さの評価を再
現するよう決定されています。SYLVIAの画面上では合成容
易性スコアが3未満の化合物が緑、6未満の化合物が黄、6
以上の化合物が赤で表示されます（図4）。

■ ChEMBLデータベース4)を用いた検証
SYLVIA のスコアの妥当性を検証するため、ChEMBL23

データベースから分子量1,000以下の分子198,327件を抽
出し、合成容易性スコアを算出しました。さらに分子群を
分子量500未満（163,771件）と分子量500以上かつ1,000
以下（34,556件）の2グループに分け、スコアの比較を行い
ました。その結果が表1です。

分子量1,000以下での合成容易性スコアは平均値 4.77と
なり、分子の86%は合成が容易とされる6以下の値をとりま
した。医薬分子を多く含むChEMBLデータベースの大部分
の分子はこの基準を満たしていました。また、分子量500未
満の分子群の合成容易性スコア平均値は4.47で良い値で
ある一方、分子量500以上かつ1,000以下の分子群はスコ
ア平均値は6.20となり基準値を超えていました。両者の存
在比率の分布を図5に示します。2つのグループの存在比
率はスコア5.0～5.5付近で逆転し、合成が容易で薬として
の可能性の高い分子と低い分子を分けるのに、6.0という
閾値が妥当な値であることが確認できました。

以上の結果から、合成容易性スコアを用いてライブラリー
を絞り込むことで、現実的で薬物を志向した分子に効率よ
く絞り込むことができると考えられます。

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

2) Bertz, S. H. J. Am. Chem. Soc . 1981, 103 , 3599-3601.
3) Gasteiger, J.; Jochem, C. J. Chem. Inf. Comput. Sci .,
1979, 19 , 43–48.

4) https://www.ebi.ac.uk/chembldb/
図4. SYLVIAのスコア算出画面

図3. 各RCSSの出現頻度と高出現頻度のRCSS

図5. 分子量の違いによる合成容易性スコアの分布の比較(黒: 分
子量1,000以下、緑: 分 子量500未 満、赤: 分 子量500以 上 かつ
1,000以下)

表1. 分子量の違いによる各スコア平均値の比較
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その他

本社移転のお知らせ
この度、弊社は本社および東京セミナールームを6月18日に以下の通り移転いたしました。これを機にスタッ
フ一同心を新たにし、より一層サービスの向上に励む所存でございます。今後ともより一層のお引き立てを賜
りますようお願い申し上げます。

■ 本社 / 東京セミナールーム新住所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀三丁目19番9号
ジオ八丁堀　7階

電話：03-3553-8030
FAX：03-3553-8031
※電話番号・FAX番号に変更はございません。

■ 交通アクセス
①ＪＲ京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅A3出口

より徒歩2分
②東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅2番出口より

徒歩7分
③都営浅草線「宝町」駅A2出口より徒歩7分

■ 東京セミナールーム
7月以降、東京で開催する定期トレーニングコース＊）や

製品紹介セミナーは、新オフィスに併設する東京セミナー
ルームにて開催いたします。

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

ブサイトとメーリングリストにてご案内しております。メー
ル配信をご希望の方は、弊社ウェブサイトよりお申込みくだ
さい。

最新のセミナー開催情報はこちらをご覧ください。
https://www.molsis.co.jp/news/seminar/

個別で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
を承ります。お気軽にご相談ください。

*) 関連記事：「MOEトレーニングコースのリニューアル」
　（7ページ）

• 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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