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M O Eフォーラム2018 開 催 報 告
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11日に秋葉原 UDX において「MOEフォーラム2018」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。また、

開発元の CCG 社から次バージョンに搭載予定の MOEsaic の最新機能とAMBER の Thermodynamic 

Integration 法に基づく自由エネルギー計算の事例の紹介、弊社からは MOE/webアプリケーションと

PSILO の新機能の紹介を行いました。さらに会場では、VRディスプレイzSpaceを展示し、多くの参加者に

VRを利用した分子操作を体験いただきました。
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MOEフォーラム2018開催報告
統合計算化学システム

る置換基の嵩高さが増えると活性が高くなることに注目し、
アダマンタンを付加したTIPP-703を見出されました。次に、
TIPP-703の置換基を検討し、PPAR γ選択的リガンドの創
製に成功されました。さらに、欠点である溶解度の低さを
向上させるべく、MOEのQSARの機能を使い設計し、活性
を保持したまま溶解度を向上させたMEKT-21を創製され
ました。最後に、PPAR γパーシャルアゴニストの構造生物
学的解析から、PPAR γのフォールディング状態が活性発
現に影響していると考え、それを阻害するよう相互作用す
る水素結合の除去と嵩高い置換基の導入により、パーシャ
ルアゴニストからアンタゴニストへの転換に成功されました。

■ 「分子設計におけるAI 活用の動向と将来展望」
アステラス製薬株式会社　藤 秀義 先生

AI 技術を毒性予測に応用した事
例について、3つのテーマでご講演
されました。一つ目は、化学構造式
の画像だけで毒性予測ができるか、
について話されました。Amesの毒
性予測テストセットのSMILESから
MOEの2次元構造式作成の機能を
使用し、分子構造式の画像を作成
し、AIを用いて毒性予測モデルを構築されました。テスト
セットを用いた検証では、十分な予測精度が確認されまし
た。二番目はAIの予測根拠を可視化できるか、という話を
されました。DNAのインターカレーターによる遺伝子毒性
の発現を予測するモデルを構築し、その毒性予測に寄与の
ある部分をハイライト表示した画像を提示されました。そ
の画像では、毒性を発現する部分構造が強調表示され可視
化することができました。三番目は、変異原性の予測につい
て、ケミストとAIの比較を行いました。AIは、ケミストの平均
値より良い結果となりました。ケミストは陽性にしがちな一
方、AIは陰性を正しく陰性と予測できている傾向が見られま
した。その一方、AIが偽陽性と判定した分子を、ケミストは
正しく陰性と判定できたケースもありました。3つのテーマ
を通して、分子構造の画像から、AIを用いて精度の高い毒
性予測モデルの構築に成功され、創薬研究におけるAI活用
の有用性を示されました。

去る7月11日にMOEフォーラム2018を開催しました。本フォーラムには、医薬、農薬、化学、バイオ関連の企業、
研究機関、大学などから多くの研究者にご参加いただき、様々な意見交換がなされました。４名の先生方から
はMOEの活用事例のご講演と、開発元のCCG 社からは次バージョンに搭載予定の新機能の紹介を行いました。
弊社からは実験研究者のためのMOE/webアプリケーションとその活用事例を紹介しました。ここでは、先生方
と開発元からの講演の内容を中心に記します。

■ 招待講演
■ 「創薬支援研究におけるインシリコ技術の活用事例の紹介」

産業技術総合研究所　広川 貴次 先生

創薬等先端技術支援基盤プラッ
トフォ ー ム (BINDS)(https://www.
binds.jp/)での成果を中心に3つの
テーマについてご講演されました。

一 つ 目 は CDK9/Tat/Cyclin T1複
合体を取り上げました。CDK9はTat
の結合によりポケットが現れること
を分子動力学計算により解明し、そ
の動的な構造に適合する候補分子をナミキ商事の化合物
ライブラリーから抽出されました。

二番目のテーマではSFNとSKP1との複合体のPPIにおけ
る阻害メカニズムの解明を行われました。SFNのポケット
をMOE の Site Finderで解析したところ、PLB Index が2.86
のサイトが見つかりました。ここに対してDrug Bankの分子
を用いてスクリーニングして候補分子を抽出し、既存薬か
ら新たな抗腫瘍活性を有する分子を見出されました。

最後はMetaD（メタダイナミクス）の例をご紹介されまし
た。MetaDは重心点を近づけるようにバイアスを加えた
分子動力学計算で、これをEP4に結合するリガンドに適用
されました。その結果リガンドが解離した状態、膜と相互
作用する状態、EP4と結合した状態をとっていることが分か
りました。また、この結合状態を基にスクリーニングを行
い、MOEのPLIFとドッキングのスコアともに良好な分子約
4000化合物を抽出したところ、その中に既存薬と同程度の
活性の分子が含まれていました。

■  「構造生物学解析が拓く、特徴的 PPAR γアゴニストへの
合理的構造転換」

東京大学　宮地 弘幸 先生

ペルオキシソーム増殖剤応答性
受容体 (PPAR) 選択的リガンドの合
理的創製の研究事例について話を
されました。

まず初めに、リガンドスーパーファ
ミリーコンセプトに基づくPPARパ
ンアゴニストの創製を行われ、フェ
ニルプロピオン酸のγ部分を埋め
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MMP解析は分子群の中から、一つだけフラグメントの異
なる分子ペアを見出す、あるいは交換されているフラグメン
トのペアを同定するという解析手法です。構造変換ルール
の発見や構造変換と活性変化との関係の解析ができます。

R-Group 解析では、ユーザーが定義したコア構造を基づ
き分子構造をコアと置換基に分割します。共通コア構造の
検出や置換基効果の解析ができます（図1）。

■  Free Energy Calculations with Thermodynamic 
Integration in MOE using AMBER

Chemical Computing Group
Paul Labute

AMBERを用いた Thermodynamic Integration（TI）法に
基づく自由エネルギー計算の機能を紹介しました。AMBER
は古くからTI 法を取り入れ、特に近年はGPUに対応するよ
うになり、劇的に計算速度を向上させています。TI 法は、
MDの各ステップの自由エネルギー変化(ΔG )を積分し、リ
ガンドの違いによるΔG を求め、さらに複合体のΔG から
リガンド単体のΔG を引くことで、リガンドの違いによる
結合自由エネルギー変化(ΔΔG )を求めます（図2）。

応用事例として、Factor Xa、脱酸素酵素阻害剤、ABLキナー
ゼ阻害剤のΔΔG の予測を用いて、その予測性を検証しま
した。その結果これらの系では±2.5 kcal/mol程度の誤差で
予測できることが分かりました。

MOEにはすでにAMBERのインターフェースが搭載されて
おり、タンパク質構造の前処理、周期境界条件の設定、溶媒
や塩の配置、AMBERでの計算プロトコルの設定と計算の投
入が簡単に行えます。GPU計算のAMBERにも対応していま
す。さらに、次バージョンのMOEでは、TI法を用いた計算も
簡単な入力で計算を行うことができるようになります。今後
AMBERを用いたTI法の計算がMOEを通して簡便かつ高速
に実行可能となる予定です。

■ 「硝化抑制剤の構造ベース創農薬」
農業・食品産業技術総合研究機構　西ヶ谷 有輝 先生

アンモニア酸化細菌の硝化を抑
制する農薬の開発を構造ベースで
行った研究についてご講演いただ
きました。アンモニア酸化細菌は
アンモニア肥料を硝化することで、
肥料の効果を減じてしまうため問
題となっています。この硝化を阻害
するため、反応のカギ酵素である
ヒドロキシルアミン酸化還元酵素 (HAO)を標的とした選択
的阻害剤の創製を試みられました。

始めに、2種類の阻害剤―HAO 複合体の構造を得て、そ
の阻害剤のファーマコフォアを重ね合わせてマージした
クエリーをMOEを用いて作成し、フラグメントベース法を
指向したファーマコフォア検索を行われました。ナミキ商
事の約500万件の化合物ライブラリーから検索し、約1000
件のヒットを得られました。そこから構造的類似に基づく
分類と目視により選別し、77化合物を購入し、実験による
アッセイを行われました。その結果、IC50が酵素に対して
40 nM、菌体に対して370 nMの候補化合物を実際に見出
すことに成功されました。

■ Chemical Computing Group 社講演
■  MOEsaic: Application of Matched Molecular Pair 

Analysis to Interactive SAR Exploration
Chemical Computing Group

Elizabeth Sourial

MOEsaicはメディシナルケミストの分子設計を支援する
アプリケーションです。Matched Molecular Pair (MMP) 解
析やR-Group 解析、記述子の計算やプロットなどのさまざ
まなSAR 解析の機能を統合しています。講演では、最新の
MOEsaicでどのような解析ができるかを具体的な例を交
えながら紹介しました。

図1. MOEsaic の R-Group 解析。　左図は分子構造をコア構造と
置換基に分割した表。右上図は経口薬としての特性のプロット。
右下図は置換基 R1の logP と活性値との散布図。

図2. TI 法計算の考え方。　リガンドの違いによるΔΔG  ( = b – a  )
を求めるため、複合体のΔG（c 過程）とリガンド単体でのΔG（d 過
程）を求め、c – d  によりΔΔG を算出。
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材料設計支援プラットフォーム

SciMAPSセミナー報告＆リリース情報
SciMAPSは、外部プログラムとの連携を前提とした、拡張性の高い設計思想を持つ材料設計支援プラット フォー
ムです。SciMAPSには、使いやすいモデル構築機能、データ解析機能が標準装備され、大学や研究機関 で開発
された世界的に定評のある先進の計算プログラムを統一された操作で利用できます。本稿では、最新版リリー
スに先立ち、開発元の研究者を招聘して6月末に開催されましたMOLSIS 特別セミナーの報告と9月にリリースさ
れました最新版の4.2の概要について紹介します。

■ MOLSIS 特別セミナー
セミナーでは、固体材料、ソフトマテリアルに対する分

子シミュレーションに加え、反応力場を利用した亀裂の伝
播、ベシクルやミセル等の自己組織化材料に対するメソ
スケールシミュレーション等の応用事例をプレゼンテー
ションやデモを通して紹介しました。さらに、ハイスルー
プットスクリーニングに利用できるworkflow 機能の概念
や量子化学計算とインフォマティクス機能を組み合わせ
た物性予測の事例について紹介しました。実機を利用し
たハンズオンでは最新版4.2のβ版を利用して、第一原理
バンド計算や Crosslinkerを利用した架橋構造構築など
を体験していただきました。

ここではセミナーで紹介されました3つの応用事例に
ついて紹介します。

■ Properties of electrodes
リチウムイオン電池の電極に関する応用事例を紹介し

ました。電極に関する事例では、いずれも第一原理バン
ド計算を利用して相互作用エネルギーを見積り、各物性
との相関関係を調べています。

作動電圧の推算法の例として、正極にリチウム過剰層
状金属化合物のコバルト酸化物とコバルト硫黄化合物を
利用した事例を紹介しました。また、マンガン系酸化物で
問題となる酸素脱離を抑制するためにニオブやバナジウ
ムをドープした系に対して、作動電圧と酸素 - 金属間の結
合エネルギーの相関を調べ、作動電圧をなるべく保ちつ
つ、酸素の脱離が起こりにくい系はニオブをドープしたマ
ンガン酸化物（図1）であることを示しました。

図1. ニオブをドープしたマンガン酸化物

負極に関しては2層のグラフェンに挟まれたリチウム原
子の吸着数と吸着エネルギーの変化を調べ、吸着できる
リチウム原子数を検討しました。またグラフェンの一部窒
素置換したものに対しても同様な検討を行い、窒素置換
によりリチウムの最大吸着数の増加が見込めることを示
しました。

■  Multiscale study of microporous carbon electrode: 
structural properties and electrolyte/electrode 
interactions
電気化学キャパシターに用いるナノ多孔質カーボンの

モデル構築から置換基導入によるキャパシター容量の改
善の検討を古典力場計算と量子化学計算で行った事例
を紹介しました。

ナノ多孔質カーボンのモデルは Tersoff ポテンシャルを
用いたシリコンカーバイト（SiC）の quenching 分子動力
学計算で得られた構造を基に作成しました。得られたモ
デルに正負の２つの分子性イオンと電解質からなる層を
加え系を作成し、分子動力学計算を行って、界面での溶
媒、イオンの拡散挙動や密度分布の電場依存性を調べま
した。電場が強くなるに従ってイオンの拡散定数は大き
くなり、正負両イオンは溶媒とナノ多孔質カーボンの界面
に多く分布することがわかりました（図2）。

図2. 炭素電極界面モデル（NVT MD 計算5 ns）。　グレー：炭素、
緑：陽イオン、黄色：陰イオン、青：溶媒
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ナノ多孔質カーボンの置換基によるキャパシター容量
の検討には量子化学計算を用いました。モデル化合物
としてナフタレン誘導体を利用し、置換基とキャパシター
容量が正負イオンとの相互作用エネルギーと相関性が
あることが示されました。また、ナノ細孔の大きさとイオ
ンの相互作用の検討では直径の異なるナノチューブを
モデル化合物とした量子化学計算が有用であることを示
しました。

■  Modeling  Mechanical  Propert ies of  dif ferent 
Polyurethane Composite systems
航空機の表面コーティングで用いられるポリウレタン

コンポジットの耐久性向上を検討するために、力場計算
を用いてヤング率を推算する事例を紹介しました。シミュ
レーションするモデル系には、フッ化ポリウレタン、フッ
化シラン化合物、部分的に水酸基で修飾したグラフェン
など、様々な組み合わせのアモルファス構造を用意しま
した。得られたアモルファス構造に対し、Crosslinker を
利用して架橋構造を導入し、LAMMPSで分子動力学計算
を行い、伸長による自由体積分布、ヤング率、密度を調べ
ました。

フッ化シラン化合物を含んだ系ではフッ化シラン化合
物がグラフェンの水酸基近傍に分布して、自由体積の増大
を促すため、水酸基で修飾されたグラフェンの耐久性向
上はあまり望めないこと（図3）や、グラフェンの水酸基導
入がフッ化ポリウレタンには有用であるが非フッ化ポリウ
レタンには強度向上に影響を及ぼさないことなどを示し
ました。各構成分子のフッ素導入の有無により、分子分布
や自由体積の分布が大きく変化することで、ヤング率が大
きく変化するなど、分子動力学計算により得られる分子レ
ベルでの知見が材料開発に有用であることを示しました。

■ SciMAPS 4.2リリース情報
SciMAPS 4.2では、2月にリリースしたver.4.1.1（2018年4

月号参照）に続き、粗視化モデルのサポートをさらに強化
しました。これによりSciMAPSで利用できる構造構築ツー
ルはすべて粗視化モデルの構築に対応しました。物性計
算に関連してLAMMPSのインターフェースに機械物性計
算を中心に機能追加され、得られた結果を解析する機
能が Analysis interface に追加されました。Crosslinker は
SciMAPSから独立して利用できるよう、コードを再度書き
直しました。

■ 粗視化モデルのサポート強化
Crystal Builder、Interface Builder、Surface Builder の

各構築ツールが粗視化モデルをサポートしました。これ
により、SciMAPSで利用できる構造構築ツールはすべて
粗視化モデルの構築に対応しました。

Crystal Builderでは空間群を基にして粒子を配置する
ことが可能ですので、結晶構造の粗視化だけでなく、粗視
化粒子に対して様々な幾何配置を与えることが可能です。
Interface Builder や Surface Builder は Crystal Builderで
構築した構造を基に表面や界面を構築することができま
すので、結晶と非晶の界面の粗視化モデルを自由に構築
することが可能となります。構築されたモデルはランダム
に配置されたものよりも平衡化が効率よく行えると考えら
れますので、さまざまな多形構造の検討にも利用できる
と考えられます。

■ LAMMPSの物性計算と解析機能の追加
LAMMPSで物性計算ができるようインターフェースが

改良されました。推算できる物性としては、機械物性（体
積弾性率、ヤング率、ずり弾性率、貯蔵弾性率、損失弾性
率）、ずり粘性、界面エネルギー、界面張力があります。こ
れに合わせ、LAMMPS による機械物性計算のシミュレー
ションで得られた履歴ファイルを解析できるようAnalysis 
interface に各機械物性をグラフ表示する機能が追加さ
れました。さらに粒子の分布情報から新たに Structure 
factor（構造因子）の計算機能が追加されました

■ Crosslinkerの改良
Crosslinker は Platform から独 立して利 用できるよう

見直し、コードを再度書き直しました。これにより粗視
化モデルでの架橋構造構築や架橋構造構築を含めた
Workflow による自動計算が可能になりました。これに伴
い新たに粗視化したアジピン酸系ポリステル樹脂とメラ
ミン硬化剤による架橋構造のチュートリアル「Mesoscopic 
c ross l ink ing of  polyester  res in  and melamine 
hardener」が加わりました。

図3. グラフェンへの水酸基導入の有無による自由体積（赤）の分布
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MedeA-HT ～MIのためのハイスループット計算ツール～
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には、マテリアルズインフォマティクスに不可欠なシミュレーションによる大量データ生成を簡便に行うツー
ルMedeA-HTが搭載されています。本稿ではMedeA-HTの概要と事例について紹介します。

■ マテリアルズインフォマティクス
ナノメートルサイズでの制御が必要とされる現代の材

料開発において、原子・分子スケールでの現象把握は不
可欠なものとなってきています。一方で、シミュレーショ
ンや機械学習の技術向上、情報科学の適用分野拡大、計
算機の高速化など近年の計算機科学の発展に伴い、第
一原理計算や力場計算の適用範囲は広がっており、こう
した情報は以前より格段に得やすい環境にあります。

近年、新規材料の発見・予測を計算機科学の方法論
で行うマテリアルズインフォマティクス（MI）が勃興して
います。MI はデータ駆動型のアプローチであり、その適
用には信頼性が高い大量のデータが欠かせません。密
度汎関数法をはじめとする第一原理計算は長年に渡って
その信頼性が検証されており、MI のためのデータソース
として相応しい手法です。一方、その適用範囲は限定さ
れるものの、力場計算についても近年は第一原理計算を
用いたパラメーター作成とそれを用いた精度の高いシミュ
レーションが可能になってきています。

こうした背景の下、MedeA-HT は信頼性の高い計算
データの大量生成・解析のためのツールとして開発さ
れました。MedeA-HT は2つのモジュール Launchpadと
Descriptorsで構成されます。以下、MedeA-HT の機能と
特徴、事例について述べます。

■ MedeA-HT LaunchpadとStructure list
多数のモデル構造に対して、同じ条件を適用した計算

を行うための機能が MedeA-HT Launchpadです。本機
能で重要な役割を果たすのは Structure listというモデ
ルを格納するためのファイルです。Structure list は複数
のモデルデータをテーブル形式で格納するためのファイ
ルで、構造情報に加え物性データも同時に格納すること
ができます。データはスカラー量のみならずベクトルや
行列にも対応しています。構造データは MedeA 上で取
り扱うモデルウィンドウや InfoMaticAで検索したデータ
ベースのリスト、cif などの構造ファイルから登録すること
ができます。

Structure list に格納された構造モデルは、MedeA 搭
載のフローチャート機能からアクセスし、foreach ループ
を使って順次指定した条件下での計算を実行します。こ
のループは通常の逐次的な処理だけではなく、前の繰り
返し回の結果に依存しない計算については同時に処理
させることが可能で、お手持ちの計算機環境に応じたス
ループットの向上が期待できます。フローチャートは、プ

ログラミングの経験が少ない方でも使いやすく、一方で
Tcl 言語によるプログラムを組み込むことができるなど、
実験科学者の方から計算機科学の専門家まで、幅広い
方々にお使いいただけます。計算対象と求めたい物性値
によって、計算を担うツールについても選択が必要です。
MedeA-HT では、固体の電子状態については MedeA-
VASP、分子が対象であれば Gaussian や MOPAC、力場計
算であれば MedeA-LAMMPS や MedeA-GIBBSを選択す
ることができます。

計算結果は、テーブル形式やCSVフォーマットでのテキ
スト出力、あるいは Structure list に格納することができ
ますので、MedeAプラットフォーム上のみならず外部プ
ログラムでの解析にも簡単にお使いいただくことができ
ます。Structure list に格納された物性値は、次項でご紹
介するMedeA-HT Descriptorsで用いることができます。

結果を得るまでの上述の手続きとデータの流れを図1
に示します。図中の青い矢印がデータの流れを表してい
ます。

■ MedeA-HT Descriptors
材料設計・開発を目指した物質評価のための記述子と

しては、シミュレーションの結果として直接得られる値は
もとより、その物質の組成、立体構造をはじめとしたトポ
ロジカルなデータも重要です。後者のデータは取得に手
間がかかるものも多く、さらにそれを組み合わせて記述子
を定義するのは煩雑な作業を伴います。こうした作業を
効率よく行うためのツールがMedeA-HT Descriptorsです。

MedeA-HT Descriptors は、Structure list に収められた
各構造に対して記述子を指定します。その記述子は、例え
ば弾性定数のような計算から得られる物性値の関数とし
て定義することができますし、あるいは内包する遷移金属
原子の配位数といったトポロジカルな値の関数として定

図1. MedeA-HT Launchpadにおける手続きとデータの流れを図示
したもの
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義することも可能です。定義された記述子は、MedeA-HT 
Launchpadでの計算実行時に同時に計算させることがで
きますし、終了後に追加計算することもできます。

記述子の設定は図2に示す設定画面で行います。一度
定義した記述子は、カタログと呼ばれる形でまとめられファ
イルに格納されます。カタログは適宜ファイルから読み込
むことができますので、何度も作成する手間を省くことが
できます。

■ 適用事例： 融点の推算
ここでは、簡単な事例としてLindemann 則1) による融点

の推算について取り上げます。Lindemann は、結晶の融
解が原子振動に起因するという仮定から以下の式を提唱
しました。

式1

ここで、A は定数、Θ はDebye 温度、M は平均原子量、V
は平均原子体積です。

Debye 温度は第一原理計算から求めることが可能で
す。MedeA-MT で 弾 性 定 数を求 め、Debye 近 似 下で の
Phonon 状態密度から自動的に算出されます。一方、平均
原子量、平均原子体積は各々の物質固有の値であり、モ
デル構造の情報から算出することができます。これらは
MedeA-HT Descriptorsの組込関数を使って算出できます。

本例では、単純な酸化物を計算対象とします。MedeA
の 構 造デ ータベ ース機 能である InfoMaticA で 検 索を
行い、構造データを Structure list に格納し、図3に示す
フローチャートの手続きに従って計算を実行します。各
構造における計算は2段階で行われ、MedeA-VASP に
より構造最適化を行った後、MedeA-MT で弾性の計算
を行います。得られるプロパティのうち、Debye 温度を
Structure listに格納します。

図2. MedeA-HT Descriptorsの設 定画面。　後 述の適 用事例
で述べるLindemann則による融点を定義

全計算終了後、MedeA-HT Descriptorsを用い、Structure 
list に格納された Debye 温度および構造データから平均
原子量と平均原子体積を算出し、融点を求めます（図2）。
得られた予測値と実測値との比較をプロットしたものが図
4です。

本事例の結果では、比較的一致の良いデータセットで
R2が0.8程度となりました。

1) F.A. Lindemann, Phys. Z.  1910, 11, 609.

図4. Lindemann則に基づいて計算された酸化物の融点とその
実測値との比較。　縦軸が実測値、横軸が計算値

図3. フローチャートの設定。
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CDD Vault：創薬プロジェクトの効率化
創薬研究情報共有クラウドシステム

CDD Vault 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。サーバーなどの追加導入や管理の手間をかけることなく、創薬研
究データの管理システムをすぐに導入できます。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。
今回は米国化学会の2018年春の年会に合わせてCDD 社が公開したホワイトペーパーを抄訳して、CDD 
Vaultを利用した創薬プロジェクトの効率化について紹介します。

■ 創薬プロジェクトはなぜ困難なのか？
創薬研究において、前臨床試験では意図したターゲット

への効能、意図しないターゲットとの間の選択性、細胞活
性、安全性、安定性、代謝などをモデル動物で評価します。
しかし、モデル動物での候補物質の評価が必ずしもヒトで
の評価と一致するとは限らないところに、創薬プロジェクト
の難しさがあります。

前臨床試験では5,000個の候補物質が約5個に絞られま
す。臨床試験では10個の候補物質のうちわずかに1個だけ
が上市に至ります。ある候補物質が医薬品として市場に出
るまで平均10～12年かかり、費用も平均して26億ドルに上
ります。2014年を例にとると、米国の製薬企業が410億ド
ル超の研究開発費（バイオベンチャー／政府機関や大学の
研究室の研究開発費もほぼ同額）を費やし、推計4,000種
類の候補物質の臨床試験を実施しましたが、FDAに承認さ
れた新薬は51個だけでした。

創薬プロジェクトは複数の専門分野が関与しているため
プロジェクトチーム内での情報の共有と交換を伴います。
しかし、研究で生じるデータ量は膨大で、分野ごとにデー
タが細分化しており、解釈が困難になりがちです。CDD 
Vaultのような最新の情報共有システムは研究データの共
有を容易にします。また、使いやすい可視化機能によりプ
ロジェクトメンバー全員がデータを簡単に解釈できるよう
にします。このようなシステムは、プロジェクトチームが複
数の研究室や異なる場所に分散している場合には特に重
要です。

■ 創薬プロジェクトチームの目的
図1に示すように創薬プロジェクトのメンバーの専門分

野は、医薬品化学や計算化学から細胞生物学や分子生物

学まで、さらにはin vitro／in vivo 薬理学およびADMEや
毒性学まで多岐にわたります。加えて、エンジニアリング、
生物物理学、生物情報学、計算機科学、知的財産について
の専門知識も必要となります。メンバーは実験においては
専門分野に特化するかもしれませんが、データ解析におい
ては分野横断的になる必要があります。

プロジェクトチームの目的は、適切なターゲットを選び、
活性なリード化合物を作り、効果的な開発候補品を導出す
るためにリードを最適化することです。創薬研究は競争が
激しいので、これらの目的は速やかにかつ効率的に達成し
なければなりません。最近の傾向としてプロジェクトの一
部を専門業者に外注することで必要な社内リソースを削
減していますが、一方でプロジェクト管理が複雑になり、情
報を安全かつ簡単に共有することの重要性も高くなります。

■ プロジェクトチームの情報管理
■ 正しい意思決定をもたらすデータベースの必要性

創薬プロジェクトでは実験の優先順位や研究リソース
の配分などについて数々の決断を下さなければなりませ
ん。適切な意思決定を行うためには、適切な情報へ簡単
にアクセスできる必要があります。もしすべての適切なデー
タにアクセスできなかったり、さらには間違ったデータや
古いデータを利用してしまったりすると、不適切な意思決
定によってリソースの浪費と機会の喪失につながりかね
ません。意思決定をサポートするために、プロジェクトの
早い段階で組織的なデータベースの構築が重要です。

図2は低分子医薬の創薬ワークフローです。プロジェク
トの企画から臨床試験までの各ステップで、数多くの専
門分野の間で効率的な連携が必要になります。プロジェ
クトをサポートする情報システムは、安全かつ容易にアク
セスできる使いやすいシステムである必要があります。

データベースがない場合、実験結果は一般的に共有フォ
ルダーに保存され、生データのExcelファイルや結果をま
とめたPowerPointファイルとして共有されます。Excelファ
イルが更新されたり訂正されたりしても、PowerPointファ
イルは修正されない場合がほとんどです。プロジェクトが
進むにつれ、どれが最新の結果であるか確認するための
時間が増えて、効率的な意思決定の妨げになります。また、
特許を出願する時や治験薬申請を提出する時、あるいは
提携先に研究成果を実証する時に、文書化されていない

図1. 分野横断的なプロジェクトチーム。　創薬プロセスでは多様
な専門知識とデータを持つ研究者が、シームレスに協業する必要
があります。
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実験結果があると大きな問題につながりかねません。
それに対してデータベースを組織的に構築した場合、不

慮のデータ喪失を防ぎ、適切なデータ共有を容易にし、プ
ロジェクト目標の進展に向けたデータ活用を最適化します。

■ データベースの課題
大規模なデータベースを自社で構築して、それを運用

する社内 SEを増員した際のコストは極めて高くなる場合
があります。

また、プロジェクトの専門分野ごとにデータベースに求
める機能は異なります。実験結果の正確性とその意味に
ついて考察する時間を確保するためにできる限り長くデー
タを非公開にしたいメンバーがいる一方、自分の研究を
進めるために他のメンバーの実験結果をいち早く知りた
いメンバーもいます。さらに、経営者は投資家への情報
提供のために最高品質かつ再現可能なデータを必要とし
ています。

データ登録も問題になる場合があります。さまざまな書
式の CSVファイルからLIMSの登録データまで、データベー
スには多様なデータを保存する必要があります。複数の
データソースから定期的なデータ登録手順が存在する場
合もあります。しかし、その登録手順は難しいことが多い
ので、研究者がデータ登録を面倒な雑用と考えて、データ
ベース担当者だけがデータベースを更新する状況も考え
られます。

これらの課題を解決するデータベースが必要になります。
データベースがこれらの課題を解決することで、メンバー
は自分自身のデータだけでなく他のメンバーのデータに
も簡単にアクセスでき、プロジェクト内の連携の相乗効果
が最大になります。

■ 創薬プロジェクト管理システム CDD Vault
CDD Vaultは、化学データや生物学データを安全に管理

して共有するためのクラウド型データベースソリューショ
ンです。自社システムを保有する費用や管理作業の負担な
しに、すぐに使うことができます。プロジェクトチームのメ
ンバーは、自分に関係する最新データを常に閲覧できるの
で、適切な決断を下すことができるようになります。

使いやすさ：研究者が設計した研究者のための直感的
で使いやすい操作画面です。

容易な設定変更：研究者自身がデータ項目や書式を簡
単に追加／変更できます。

手頃な価格：社内 SEも専用ハードウェアも不要なので、
大学の研究室やベンチャー企業にも手頃な価格です。

連携： ひとつのシステム上で化学者には構造式を扱う
強力なツール、生物学者にはスクリーニングを扱うツール
を提供します。

安全性：SSAE 16 Type 2認定の堅牢なクラウドシステム
です。過去10年間、全世界の数千人のユーザーのデータ
が不正にアクセスされたことはありません。

■ 結論
1. 専門分野間の情報共有は必須：CDD Vaultは、専門分

野ごとに特有の機能を統一されたシステムとして提供し
ます。これにより専門分野間でデータを適切かつ簡単に
共有できるようになり、プロジェクトチームの効率と生
産性を高めます。

2. 内製システムの問題点：内製システムは、個別の目的の
ために作成されたために統一性の無い保守が困難な
データ処理ツールになるか、研究者には使いづらい高
価で複雑なアプリケーションになりがちです。
CDD Vaultは、専任の社内 SEやサーバー機器の追加購
入を必要とせず、研究者のほぼすべての要望に応えるこ
とができます。また、APIによってプロジェクト独自の機
能を追加することもできます。

3. 外部との協業を可能にするデータの安全性：複数の研
究室が同じCDD Vaultのプロジェクトデータベースを使
うことで、データの共有に無駄がなくなり、メンバー間
の迅速で安全なコミュニケーションが保証されます。大
手製薬企業も、社外の共同研究者が自社のデータを利
用する際の安全性を担保するためにCDD Vaultを利用
しています。

■ トライアル
CDD Vaultのすべての機能を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2. 創薬のワークフロー。　創薬プロセスには多くの重要なステッ
プがあり、各ステップにその分野特有の研究者／解析手法／デー
タタイプが存在します。効果的なプロジェクト管理システムは共通
のインターフェースでそれらすべてを一か所にまとめます。
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■ DNA-seqとは
DNA-seqはNGSを用いてゲノムの全部または一部の塩

基配列解析を行いさまざまな変異を検出する手法です。ゲ
ノム全体を解析する場合は全ゲノムリシーケンス、注目す
る部位だけを解析する場合はターゲットリシーケンスなど
とも呼ばれます。

変異を検出する際に、参照ゲノム配列と比較する方法と
実験群／対照群（例えば、がん組織と正常組織）の間で比
較する方法の2つがあります。生殖細胞変異を検出する場
合は前者を、体細胞変異を検出する場合は後者を主に使
用します。

がんの原因となるドライバー遺伝子変異の検出や遺伝
性疾患の原因遺伝子の同定などにDNA-seqは幅広く利用
されています。

■ SNVおよびIndelの検出
FlowはSNVおよびIndelを検出するためにSamtools1)、

FreeBayes2)、LoFreq3)、Strelka4)、GATK5) の5種類のプログラ
ムを搭載しています。解析の目的やサンプルの状態に応じ
て最適なプログラムを選択できます。

全ゲノムリシーケンスなどを行うと大量の変異が検出さ
れるため、アミノ酸変異に影響するか否か、既知の変異か
否か、といった指標で変異をアノテーション付けして分類
したり優先順位をつけたりする必要があります。Flow は
Partek 社標準のアノテーション機能に加えて、SnpEff 6)、
VEP 7) の3種類のプログラムを搭載しています。

図1はアノテーションした結果を図示したサンキープロッ
トです。変異の種類（SNVかIndelか）、既知の変異か否か、
コーディング領域上の変異か否か、遺伝子との位置関係、
の4つの指標で変異をアノテーション付けしています。アノ
テーション結果に基づいて、変異を絞り込むことができます。
絞り込んだ変異はFlowに搭載された染色体ビューアーで
確認できます（図2）。

■ 融合遺伝子の検出
染色体の転座・挿入・逆位などの組換えによる大規模

な変異によって複数の遺伝子が連結すると融合遺伝子
が生じます。融合遺伝子も、がんの主な原因の1つです。

Flow は Partek 社標準の融合遺伝子の検出機能に加え
て、TopHat8)とSTAR9) の2つのアラインメントプログラム
によりFASTQファイルを参照ゲノム配列にアラインメン
トする際に融合遺伝子も合わせて検出できます。

■ コピー数変異の検出
コピー数変異は通常2コピーである染色体が1 kbp 以上

の長さにわたって3コピー以上に重複したり1コピー以下に
欠失したりする染色体異常です。タンパク質のアミノ酸が
変異するSNVやIndelとは異なり、タンパク質の発現量に大
きな影響を与えて疾患の原因になる場合があります。がん
細胞では高頻度にコピー数変異が生じます。

Flowはコピー数変異を検出するためにCNVkit10) のプロ
グラムを搭載しています。

1) https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp352
2) https://arxiv.org/abs/1207.3907
3) https://doi.org/10.1093/nar/gks918
4) https://doi.org/10.1101/192872
5) https://doi.org/10.1101/gr.197524.110
6) https://doi.org/10.4161/fly.19695
7) https://doi.org/10.1186/s13059-016-0974-4
8) https://doi.org/10.1186/gb-2011-12-8-r72
9) https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts635
10) https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.104873

Flow：DNA-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（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（NGS）から出力
されたリード配列を読み込んで、RNA-seqやDNA-seqのデータを解析することが可能です。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、一塩基変異（SNV）や挿入欠失（Indel）
の検出、融合遺伝子やコピー数変異の検出、検出した変異のアノテーションや絞り込み、染色体ビューアーで
の変異の表示など、DNA-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
DNA-seqデータ解析について紹介します。

図2. 画面中央のG→Aによりアミノ酸がP→Sに変化

図1. 検出した変異のアノテーション
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■ 有害事象に関連するターゲット
創薬の初期段階において重篤な有害事象を回避できれ

ば、その後の創薬研究での効率化が期待できます。逆に、
後期臨床試験や市販後の段階で潜在的な有害事象が発現
した場合には、その解明と対策に莫大な費用が必要となる
こともあります。また、一般的に有害事象の情報収集と解
析には多くの労力と費用を要するため、突発的な有害事象
に対応するためにも安全性情報のデータベースを整備し
ておく必要があります。

OFF-Xは、このようなニーズに対応したクラウドサービス
です。ターゲットから有害事象を検索したり、逆に有害事
象から関連するターゲットの情報を検索できます。検索結
果はアラート・タイプ、オン／オフ・ターゲット、アラート・
フェーズ、証拠のレベル、アラートの情報源、アラートが収
載された時期で絞り込めますので、創薬研究全般において
適切な情報を適時入手することができます。各カテゴリー
について、以下のように分類されています。

■ アラート・タイプ
・ クラスアラート：ターゲット・クラスのほとんどの薬物が特

定の有害事象について報告されている場合
・ ドラッグアラート：ターゲット・クラスの限られた数の薬

物が有害事象について報告されている場合
■ オン／オフ・ターゲット

・ オン・ターゲット：有害事象が薬剤とターゲットとの直接
的な相互作用の結果であると報告されるか、または前臨
床モデル（例えば、ノックアウトマウス）において観察され
たかのいずれかの場合

・ オフ・ターゲット：有害事象が他の既知または未知のター
ゲットとの薬物相互作用の結果であると報告された場合

■ アラート・フェーズ（アラートが出された段階）
①探索段階、②前臨床段階、③臨床段階、④市販後
■ 証拠のレベル（ターゲットと有害事象の関連性の度合い）
① Reported/confirmed（報告 / 確認済）、② Suspected（疑
わしい）、③Refuted/not associated（反証/関連なし）
■ アラートの情報源
①規制機関、②学会、③製薬企業、④論文、⑤その他
■ アラートが収載された時期
①直近1ヶ月、②直近1年、③全期間

■ 予期せぬ有害事象に対するOFF-Xの利用例
臨床試験を開始すると前臨床段階では発見できなかっ

た潜在的な薬剤誘発性の有害事象が発現することがあり
ます。開発の継続または中止の意思決定をするためには、
有害事象の原因となるターゲットを早期に特定し、有害事
象を回避するための対策を立てる必要があります。

OFF-Xを利用しているX 社（企業名は未公表）では、パー
キンソン病の治療薬の臨床試験中に薬剤誘発による肺動
脈性高血圧症の有害事象の発現が確認されました。肺動
脈性高血圧症は、肺微小血管系の進行性の閉塞が起こる
希少疾患で、肺血管抵抗を上昇させ、早期死亡に至ること
があります。パーキンソン病の薬物治療を開始して数か月
から数年後に肺動脈性高血圧症の発症の危険性を考慮し
て、X 社は臨床試験を中止し、問題の化合物の代わりにバッ
クアップ化合物を評価する方向へ意思決定がなされまし
た。この重篤な有害事象と潜在的なオフ・ターゲットとの
関係を早急に同定するために包括的で最新の情報源とし
てOFF-Xが利用されました。

X 社 で は、OFF-X を 用 いて肺 高 血 圧 症（PULMONARY 
HYPERTENSION）のオフ・ターゲットを調査しました。二次
薬理パネルを用いてオフ・ターゲットの活性を調べること
により、エンドセリンB受容体とアゴニストの相互作用が原
因であることを特定しました。一連のバックアップ化合物か
らパーキンソン病治療薬に求められる有効性があり、エン
ドセリンB 受容体のアゴニストではない化合物を同定しま
した。その化合物の臨床試験を行って、パーキンソン病治
療薬の開発を継続しています。

現在、OFF-Xで肺高血圧症を検索すると78ターゲットが
ヒットします。そのうちオン・ターゲットとして作用するもの
は34ターゲットあり、また、クラスアラートとして分類される
ものは28ターゲットあります。この中に、エンドセリンB 受
容体も含まれています。さらに、臨床段階・上市後にアラー
トされたものは6ターゲットに絞り込まれます。

X社の利用例では、臨床試験での予期せぬ有害事象に対
して、OFF-Xの情報と二次薬理パネルからバックアップ化
合物を利用して開発プログラムの継続が可能となりました。

■ OFF-X Weekly Alert メール
BioInfoGate 社では、OFF-Xに登録された最新の安全性

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/

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のクラウドサービスです。薬物クラスに関連することが知られている最新の安全性情
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回避
することを支援します。2018年8月末時点で、11,000以上のターゲットについて約16万件のアラート情報が収
載されています。ここでは、予期せぬ有害事象に対するOFF-Xの利用事例について紹介します。

医薬品安全性情報サービス

予期せぬ有害事象に対するOFF-Xの利用例
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創薬支援ツ―ル

SeeSAR 8.0リリース
独 BioSolveIT 社のSeeSARは、メディシナルケミストのためのリード化合物最適化ツールです。受容体の結合
部位内において、リガンド原子の結合自由エネルギーへの寄与、結合二面角の妥当性、リガンド物性などを評
価できます。ここでは、バージョンアップによるFragment Based Ligand Design のための Inspirator 機能の
強化およびタンパク質の構造アラインメントの機能の強化と、配列表示機能の改良について紹介します。

■ FBLDのためのInspirator 機能の強化
SeeSARは、Inspiratorという母核置換1）、フラグメント伸

長、リンカー探索の機能を備えています。今回のバージョ
ンアップでは、Inspirator の機能強化として共有結合リガ
ンドへの適用とファーマコフォア拘束の対応がなされまし
た。従来版ではファーマコフォアはポストフィルターとし
て機能しましたが、新バージョンではファーマコフォアが
フラグメント伸長過程における分子フラグメント配置の拘
束に利用され、より効率的な分子設計が可能になりました。

ここで は、上 皮 成 長 因 子 受 容 体（Epidermal Growth 
Factor Receptor：EGFR）と共有結合性リガンドとの共結
晶構造（PDB ID:3W2P）を基にして、新たに水素結合を
形成するリガンドの設計例を示します。初めに、既存のリ
ガンドの疎水性領域を維持するための疎水性ファーマコ
フォアと、Lys745の側鎖と水素結合を作るためのドナー性
ファーマコフォアを配置します（図1(A)）。次に、改変対象
となる部分構造を削除した後に、フラグメント伸長を行い
ました。その結果、ファーマコフォアを満足する新たなリ
ガンドのモデル構造が作成されました（図1(B)）。作成さ
れた構造は Hyde2) の機能により、周辺原子との親和性を
可視化して確認することができます。

■ タンパク質構造のアラインメント機能の強化
SeeSARでは、リガンド結合部位に着目した構造重ね合

わせができます。しかしながら従来版では、配列相同性が
低い構造の重ね合わせはできませんでした。新バージョ
ンでは、アラインメントのアルゴリズムを改良して、相同
性が低くてもリガンド結合部位の立体構造の類似性が高
いタンパク質同士を重ね合わせができるようになりました。
例として、配列の相同性が12 %のトロンビンとLysobacter 
sp. L1プロテアーゼの重ね合わせを行いました（図2）。

■ 配列表示機能の改良
従来版ではアミノ酸配列はリガンド結合ポケットに限られ

た表示でしたが、バージョンアップにより全長配列の表示、
および受容体を構成するアミノ酸ごとの原子、リガンド原子、
水分子、金属原子の表示/非表示の制御が可能になりました。
また、注目する残基やオブジェクトの操作性が向上しました。

1) P. Maass et al. , J. Chem. Inf. Model. , 47(2), 390-399 (2007).
2) I. Reulecke et al ., ChemMedChem , 3(6), 885-897 (2008).
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図1. ファーマコフォアを用いたフラグメント伸長の例。　赤線部
分で部分構造を削除。A：初期構造（PDB ID: 3W2P）、B：新規構造。

図2. 構造アラインメントの例。　青： トロンビン（PDB ID:2ZC9）、
紫： Lysobacter sp. L1プロテアーゼ（PDB ID:5MRS）。リガンド結
合部位を黄色の円で示した。


