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高速量子化学計算ソフトウェア

TURBOMOLE 7.3  リリース
COSMOlogic 社製TURBOMOLEは、Resolution of the identity (RI)近似を用いて高速化された計算
手法と豊富なプロパティ計算機能が特長の量子化学計算ソフトウェアです。使いやすいグラフィカルユー

ザインターフェース TmoleXも付属していますので、初心者から専門家まで幅広く利用されています。

2018年7月にTURBOMOLEの新バージョン7.3がリリースされました。新バージョンでは、新たなプロパティ

計算機能と高精度計算手法が追加されました。本紙2、3ページにて追加された新機能を紹介します。

図. TiO2表面(110)へのCO吸着構造の結晶軌道
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TURBOMOLE 7.3 リリース
高速量子化学計算ソフトウェア

昨年7月に高速量子化学計算ソフトウェアTURBOMOLEの新バージョン7.3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。
・Franck-Condon因子を計算する新モジュールradless
・RI法によるGWの高速化とevGW/qsGWのサポート
・時間依存密度汎関数法（TDDFT）による2光子吸収断
面積
・周期境界条件DFT計算における大規模基底関数の
サポート
このほかにも、新機能の追加や既存機能の改良が図ら
れ、新しいプロパティの計算が可能になると共に計算速
度が向上しています。以降では、上述の4つのトピックス
について紹介します。

■ 新モジュールradless: Franck-Condon因
子を考慮したスペクトル計算
これまで、TURBOMOLEの可視・UV吸収スペクトル
計算では、励起エネルギーと振動子強度を算出し、スペ
クトルを近似していました。しかしながら、より正確なス
ペクトル形状を再現するためには、基底状態と励起状態
の振動準位の考慮、言い換えればFranck-Condon因子
（FC）の考慮が必要ですが、これまで未対応でした。新
バージョンでは、radlessモジュールが追加され、FCを考
慮した吸収・発光スペクトルの算出が可能になりました。
 radlessモジュールを使用した例として、7,7,8,8-テトラ
シアノキノジメタンのラジカルアニオンの吸収スペクト
ルの計算結果を図1に示します。本計算では基底状態B3g
から最低励起準位B2uへの吸光励起のみを計算していま
す。FCを考慮しない場合は、約700nm付近の単調なピー
クとして計算されますが、FCの考慮によって基底状態と
励起状態の各振動励起準位間の重なりが考慮され、観
測されるような複雑なスペクトル形状の再現が可能です。

図1. Franck-Condon因子を考慮した吸収スペクトルの計算値と実
測値の比較

■ RI法によるGWの高速化とevGW/qsGW
のサポート
これまでTURBOMOLEにはGW法が搭載されていまし
たが、計算速度が遅いことやGWのワンショット版G0W0の
みのサポートであるため、Bethe-Salpeter式(BSE)と組み
合わせて励起エネルギー等を計算した場合、TDDFTに比
べて精度が悪いなどの課題がありました。
今回のバージョンアップにおいて、RI-GW法が搭載さ
れ、従来のGWの計算量O(N6)がO(N4)となり、計算コスト
を大幅に抑えてGWが利用できるようになりました。また、
G0W0に加えて、evGWやqsGWが利用できるようになり、
精度改善が期待できるようになりました。
RI法使用の有無による計算時間の比較を表1に示しま
す。計算時間からこのサイズの系ではRI法を使用すること
で約3倍高速化されることが分かります。RI法は計算量を
O(N6)からO(N4)に減少させますので、系のサイズ（N）が
大きくなるほど効果を発揮します。

次に、evGWやqsGWによる計算精度改善の例として、
28種の低分子の1重項励起エネルギーの精度比較を図2
に示します。図2では、各計算方法で得られた励起エネ
ルギーを高精度計算CC2の計算値と比較し、その差を縦
軸、CC2の計算値を横軸にプロットしています。図2のよ
うにG0W0の場合は、励起エネルギーが大きくなるほど、
その値を過小評価する傾向を示しています。一方、
evGWやqsGWではその傾向は小さく、概ねCC2の結果
を再現することを示しています。また、各計算方法の平
均絶対誤差（MAE）も、G0W0に比べてevGWやqsGWの
精度が高いことを示しています。加えて、同様の計算を
TDDFT(MAE=0.31)で行った場合と比べても、両計算方
法の精度が良いことが確認されています。

表1. RI法使用の有無によるGWの計算時間の比較
計算対象とレベル
計算対象 チミン（C5H6N2O2、CS対称）
計算方法 evGW (PBE0のSCFデータ使用)
基底関数 def2-TZVPP（864基底）
計算時間
RI不使用 8分44秒
RI使用 2分54秒
使用ハードウェア
CPU Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz（1コア使用）
メモリ 1GB（計算時使用サイズ）
OS CentOS 7.4

図2. 各GW/BSE計算による励起エネルギーとCC2計算値の比較
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表2. TPACSの計算条件と計算時間
計算レベル
汎関数 PBE0
基底関数 def2-SVP（2270基底）
その他 励起数10、RI-J使用
計算時間
1光子吸収 1時間38分
1光子+2光子吸収 6時間34分
使用ハードウェア
CPU Intel Xeon Gold 6154 3.0GHz（18

コア使用）
メモリ 10GB（計算時使用サイズ）
OS CentOS 7.4

図4にNiポルフィリン2量体の1光子・2光子吸収スペク
トルを示します。2光子吸収（図4の2PA）の波長は、1光子
吸収（図4の1PA）のちょうど2倍になり、光子2つがあたか
も1つの光子として作用することを示しています。一方、2
光子の吸収強度は1光子吸収と異なる傾向を示します。こ
のことから、吸収波長に関しては、1光子吸収の結果に基
づき検討可能ですが、強度の予測はTPACSの計算が必要
であることが分かります。

■ 周期境界条件(PBC)DFT計算における大
規模基底関数のサポート
バージョン7.1で初めてPBCのエネルギー計算機能が搭
載されて以来、PBC計算に使用できる基底関数は、PBC用
に考案されたpob-TZVPのみでした。これは、任意の基底
関数、特に大規模基底関数を使用すると、基底関数の線
形従属性のため正常に計算が行えなくなる不具合に起因
していました。新バージョンでは、線形従属性の問題が生
じた場合、その原因となる基底を自動的に取り除く機能が
追加されました。これにより、PBC計算で任意の基底が使
用できるようになり、計算目的に応じて、計算コストを抑え
た基底から高精度計算のための大規模基底まで自由に選
択できるようになりました。

■ TDDFTによる2光子吸収断面積（TPACS）
2光子吸収は、分子が2つの光子を同時に吸収する現象
で、吸収によって基底状態から励起状態に遷移します。こ
のプロセスの起こりやすさを示すプロパティが、2光子吸
収断面積（TPACS）です。2光子吸収現象は、多層光記憶媒
体、生体深部のイメージングに用いられる2光子励起顕微
鏡、ならびにマイクロ・メソスケールの複雑な微細加工技
術などに応用されています。対象化合物のTPACSを簡便
に計算できれば、これらの技術の発展に役立つと期待さ
れています。従来のpost-HF法や密度汎関数法を用いた
TPACS計算は、計算コストが高く、大きな分子への適用が
課題となっていました。TURBOMOLEの新機能は、計算効
率が高く、また、少ないメモリ使用量で計算できるように
工夫されており、通常の励起状態計算の数倍程度の計算
コストに抑えられています。そのため、大きな分子に対し
ても適用可能で、100原子を超える大きな分子も取り扱え
ます。
表2にNiポルフィリン2量体（図3）のTPACSの計算条件

と計算時間を示します。表2から、2270基底の系であって
も、1光子吸収と2光子吸収を合わせた計算時間は6時間
半程度で、検討対象の分子数が多い場合でも検討可能な
計算時間であることが分かります。また、2光子吸収を計
算することによる計算時間の増加は、1光子吸収（通常の
励起状態計算）の時間を基準として約3倍程度であり、想
定された計算量に抑えられていることも確認できます。

図3. Niポルフィリン2量体（224原子）の構造

定された計算量に抑えられていることも確認できます。

図3. Niポルフィリン2量体（224原子）の構造

■ RI法によるGWの高速化とevGW/qsGW
のサポート
これまでTURBOMOLEにはGW法が搭載されていまし
たが、計算速度が遅いことやGWのワンショット版G0W0の
みのサポートであるため、Bethe-Salpeter式(BSE)と組み
合わせて励起エネルギー等を計算した場合、TDDFTに比
べて精度が悪いなどの課題がありました。
今回のバージョンアップにおいて、RI-GW法が搭載さ
れ、従来のGWの計算量O(N6)がO(N4)となり、計算コスト
を大幅に抑えてGWが利用できるようになりました。また、
G0W0に加えて、evGWやqsGWが利用できるようになり、
精度改善が期待できるようになりました。
RI法使用の有無による計算時間の比較を表1に示しま
す。計算時間からこのサイズの系ではRI法を使用すること
で約3倍高速化されることが分かります。RI法は計算量を
O(N6)からO(N4)に減少させますので、系のサイズ（N）が
大きくなるほど効果を発揮します。

次に、evGWやqsGWによる計算精度改善の例として、
28種の低分子の1重項励起エネルギーの精度比較を図2
に示します。図2では、各計算方法で得られた励起エネ
ルギーを高精度計算CC2の計算値と比較し、その差を縦
軸、CC2の計算値を横軸にプロットしています。図2のよ
うにG0W0の場合は、励起エネルギーが大きくなるほど、
その値を過小評価する傾向を示しています。一方、
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Bio-MOE：バイオ医薬品開発用カスタムアプリケーション
統合計算化学システム

Bio-MOEは、統合計算化学システムMOEのカスタムアプリケーションであり、抗体、タンパク質、ペプチド医薬
品開発を支援します。MOEの標準アプリケーションとBio-MOEを組み合わせて使用することで、生物学的製剤
の開発における問題や課題を明確にし、合理的な分子設計が可能です。Bio-MOEをインストールすると専用メ
ニューが新規に追加されます。Bio-MOEは保守契約中であれば無償で入手でき、Bio-MOEを使用するために
トークンを追加する必要はありません。ここではBio-MOEの特徴を紹介します。

■ Bio-MOE概要
近年、抗体医薬品を始めとするさまざまなバイオ医薬
品の開発は大幅に増加しており、低分子創薬と同様に立
体構造を用いた分子間相互作用や物理化学的な性質を
開発の早い段階で検討することは、今後より重要になる
と推測されます。Bio-MOEは、抗体・ペプチド・タンパク
質の設計を支援するためのカスタムアプリケーションで
す。抗体の自動モデリング、バイスペシフィック抗体の構
築、pHや構造の動的変化によるタンパク質の物性値の
計算、配列と構造に基づいた化学的修飾部位の検出な
ど、より高度なモデリングと物性評価を簡単な操作で行
えます。MOEは低分子医薬品の他に、抗体・ペプチド・
核酸などのバイオ医薬品の設計にも広く活用されており、
Bio-MOEを組み合わせて利用することにより、モダリティ
研究を強力に推進できます。

■ 抗体/タンパク質モデリング
多数のアミノ酸配列または変異体配列を入力として、
自動的かつ連続的に抗体モデリングを行えます。抗体構
造が持つ、アミノ酸の変異の少ないフレームワーク領域
(FR)と抗原認識する相補性決定領域（CDR）を領域ごと
に分割し別々のテンプレート候補を探索します。配列の
相同性と類似性、各CDRループの接触から妥当なテンプ
レート候補を高速に割り当てホモロジーモデリングによ
り抗体の立体構造を構築します。Bio-MOEでは以下の流
れでモデリングが可能です。

① 多数のアミノ酸配列が収録された配列ファイルから、
指定したChain数ごと（例: 重鎖と軽鎖の２本ずつ）
に分けてMDBファイルに収録します。

② MDBファイル中の配列データに対して、連続的に抗
体モデリングを行います。Fv, Fab, F(ab')2, rIg, Igの
領域を指定したモデリングに対応しています。バイ
スペシフィック抗体のモデリングも可能です。抗原
を考慮した抗体モデリングや、抗体以外のタンパク
質やペプチドの自動モデリングにも対応しています。

③ モデリングした構造を記述子により評価します。原子
接触、主鎖ジオメトリー、接触エネルギー、GB/VI相
互作用エネルギー等の一般的な立体構造評価の指
標の他に、重鎖-軽鎖のFR間の相互作用エネルギー
などの抗体に特化した記述子も追加されています。

以下のようなモデリングにも対応しています。
・ヒト化抗体の構築: GermlineからFRに類似している
ヒトの配列候補を検索し構築します。
・抗体薬物複合体(ADC)の構築と糖鎖修飾部位の検
討 : 抗体と薬物、抗体と糖鎖の修飾を行います。図
1は、それぞれ2本の重鎖・軽鎖からIgのモデリング
を行い、薬物と糖鎖の修飾を行い構築したADCの
例です。
・単一ドメイン抗体(VHH, VLL)とバイスペシフィック抗
体の構築: 重鎖・軽鎖のそれぞれの配列を入力する
だけで目的のモデルが構築できます。
・一本鎖抗体(scFV)の構築: 重鎖-軽鎖間に結合しうる
リンカーを探索します。

■ Developabilityの評価
抗体を医薬品として用いるためには、凝集、溶解性、粘
性などの物理化学的性質をコントロールすることが重要
な課題となります。Bio-MOEは、凝集や溶解度と密接に
関連するタンパク質-タンパク質間相互作用部位を疎水
性と電荷性の分子表面パッチとして特定し、そのpH依存
性を評価できます（図2）。またタンパク質の動的な構造
変化を考慮した物性とその平均値を算出できます。これ
らは分子設計の初期段階においてDevelopability（開発
可能性）による絞り込みに活用できます。次のような計算
が可能です。

図1. モノクローナル抗体cAC10のADCであるBrentuximab 
vedotinのモデリング例
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・さまざまなpH条件下での表面パッチ解析や物性推算
・タンパク質全体/抗体のCDRにおける表面パッチの
強さと表面積計算
・Hydrophobic Imbalance、 DRT、 接触表面積の出力
・原子接触、パッキングスコア、側鎖のアウトライヤー
数の出力
・抗体の粘度、クリアランス率、安定性の予測
・構造変化を考慮した物性のアンサンブル平均の算出

■ 化学的修飾部位の検出
品質の高い抗体の開発を行う上で、どのような翻訳後
修飾・分解・異性化を、どこの部位で受ける可能性があ
るかを理解しておくことは重要です。Bio-MOEでは配列
モチーフと立体構造の溶媒露出度からタンパク質におけ
る化学的修飾部位（表1、図3）を検出できます。

■ その他解析機能
■  接触表面解析
タンパク質-タンパク質間相互作用における接触表面
積を出力します。相互作用の界面における分子表面の形
状的な相補性（凹凸）と静電的な相補性（正負）を色分け
できます（図4）。残基ごとの接触表面の解析も可能です。

図2. 各pH条件下での3D/2D表面パッチ解析（緑: 疎水性、青: 正
電荷、赤: 負電荷）

表1. Bio-MOEで検出可能な化学的修飾部位

図3. 抗体における化学修飾部位の検出例

■  アミノ酸突然変異部位の可視化
複数のタンパク質の突然変異部位を可視化し、興味深
いサイトを検出します。図5は、マウス抗体とそのヒト化
抗体を比較して、突然変異部位を青、赤、黄で可視化して
います。黄の突然変異は、CDR近辺または重鎖-軽鎖の
FRの界面に存在し、電荷の変化や強い水素結合を持つ
領域を示しています。

■ アプリケーションの入手方法
MOEの保守ユーザーの方は、無償でBio-MOEア

プリケーションを入手できます。SVL Exchange2)から
Bio-MOEのマニュアルをダウンロードできます。SVL 
ExchangeにはBio-MOE以外にもMOEのカスタムアプリ
ケーションが多数登録されています。Bio-MOEは、契約
中のMOEのトークン内で使用することができ、追加トーク
ンは必要ありません。Bio-MOEのダウンロード方法の詳
細は弊社のサポート窓口までご連絡ください。

1) https://web.expasy.org/peptide_cutter/peptidecutter_
enzymes.html

2) https://svl.chemcomp.com/

図4. 抗体-抗原複合体における接触表面解析。　接触表面の中
で形状の相補性が良い領域（緑）と悪い領域（赤）を可視化。

図5. マウス抗体とヒト化抗体の変異部位の可視化赤: Asnの脱アミド化
紫: Aspの異性化
青: 酸化部位
黄: Lysのグリコシル化
灰: Gluのピロール化
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■ インタラクトーム
インタラクトーム(interactome)は、生体内で生体分子が
生物学的な機能を発揮するために必要な他の生体分子と
の相互作用の総称として定義することができ、高度に接続
された分子間ネットワークを形成します。個々の遺伝的摂
動（薬物のターゲット調節効果）が分子間ネットワークを介
してどのように伝わり、全体として分子間ネットワーク・シ
ステムにどのような影響を及ぼすかを調べるためにインタ
ラクトームを利用することができます。１）２）

ターゲットと薬物の安全性の影響を評価する上で分子
間ネットワークに基づく解析では2つの重要な利点があり
ます。まず、分子間ネットワークにおける近隣のタンパク質
の中で既知の安全性の問題に関連するタンパク質を調べ
ることで新規ターゲットの潜在的な安全性の問題を特定で
きます。次に、既知の有害事象を有することが実証された
ターゲットの新しい有害事象を評価できます。理想的には、
有害事象に因果関係を有する一連のタンパク質を解析す
ることが必要ですが、現時点では残念ながらこのような関
連付けはほとんどなされていません。
OFF-X Safety Mapsは、ターゲットの安全性情報につ
いて創薬初期段階から医薬品安全性監視までを考慮し
たインタラクトームに基づく初めてのソリューションです。
OFF-Xの安全性情報をインタラクトームに関連付けする
ことにより、有害事象とターゲット（作用機序）の関連性の
ギャップを埋めます。新規ターゲットの安全性情報が不足
している場合には、潜在的な安全性の問題を未然に防ぎ、
医薬品研究開発プロジェクトの失敗を回避するための優
れたソリューションとなりえます。

■ OFF-X Safety Maps
OFF-X Safety Mapsは、約12,500のタンパク質（ターゲッ

トおよび注目するタンパク質）に対して実験で検証された
275,000のタンパク質間相互作用からなるヒトのインタラク
トームを収載しています。分子間ネットワークは毎日更新
され、OFF-Xデータベースと同期されます。OFF-X Safety 
Mapsは、以下のような目的で利用できます。
・潜在的かつ重大な有害事象を考慮した新規ターゲット
パイプラインの優先順位付け
・創薬初期段階で出現する新規ターゲットに関連する潜
在的な毒性および安全性の問題の明確化
・前臨床試験および臨床試験の計画を立てる際に有害

事象の安全性ホットスポットの解析
・臨床試験で観察された有害事象について、ターゲットと
周辺のタンパク質に関連する毒性のメカニズムの解析

■  NETWORK VIEW
検索したターゲット（図中央に薄い青色のボックスで表示）
を近隣のターゲット／タンパク質（既知の安全性情報によっ
て色分け）と合わせて表示します。近隣のターゲット／タン
パク質の既知の安全性情報を解析することで、検索したター
ゲットの潜在的な安全性の問題の仮説を立て、予測できます。

■  SAFETY HOTSPOTS
検索したターゲットと近隣のタンパク質の安全性情報を
表示します。安全性情報は影響を受ける器官とZスコアで
分類されます。
Zスコアが高いほど検索したターゲットと近隣のタンパ

ク質の相互作用が強いことを意味します。高いZスコアの
タンパク質で多数のアラートが表示される器官は、警告サ
インとして解釈できます。

1) Disease networks. Uncovering disease-disease 
relationships through the incomplete interactome. 
Science , 347, 1257601 (2015).
2) Interactome-based approaches to human disease. 
Current Opinion in Systems Biology , 3, 88-94 (2017).

図1. NETWORK VIEW

OFF-X Safety Maps リリース
医薬品安全性情報サービス

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。2018年11月末時点で、12,500以上のターゲットについて
約22万件のアラート情報が収載されています。このたび、OFF-Xのオプション・モジュールとして新たにリリース
されたOFF-X Safety Mapsは、細胞内の分子間相互作用（インタラクトーム）に基づき構築された分子間ネット
ワークにより新規ターゲットおよび有害事象の解析を支援します。ここでは、OFF-X Safety Mapsについて紹介
します。

図2. SAFETY HOTSPOTS
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■ FAERS Explorer
FAERS1)は、FDAに報告された有害事象および投薬エラー
のレポートに関する情報を含むデータベースです。各レポー
トは統一的な用語を用いて、ICHの安全性報告ガイドライ
ンに準拠して書かれていますが、FAERSデータベースから
必要な情報を抽出して閲覧することは容易ではありません。
CLARITYのFAERS Explorerを用いることで、上市後の医
薬品の安全性情報に容易にアクセスすることができます。

■ ダッシュボード
FAERS Explorerのダッシュボードでは、緊急性の高い医
薬品名とその有害事象、年ごとのレポート件数、2018年で
最も頻度が高い被疑薬のリストが表示されています（図1）。
例えば、緊急性の高い医薬品として抗がん剤ドセタキセ
ルの円形脱毛症や、ドーパミンD2受容体作動薬キナゴリ
ドによるギャンブル依存症などが挙げられています。

■ 医薬品情報
医薬の一般名で検索して、医薬品ごとの有害事象を参照
できます。レポートされた有害事象ごとに、頻度、重症度
などのスコアを表示します。

図1. FAERS Explorerのダッシュボード

図2. ピオグリタゾンの有害事象情報。　事象ごとに頻度、重症
度などのスコアも表示。

■ HMGCR阻害剤による筋肉痛の評価
■ 薬理活性プロファイル
CLARITYのDrug ExplorerでHMG-CoA Reductaseに対し
て活性を持つ化合物を検索すると、アトルバスタチンとフル
バスタチンを含む19の化合物がヒットします。アトルバスタ
チンとフルバスタチンの薬理活性プロファイルを比較すると、
HMGCRに対するpKi値はそれぞれ7.4と7.8です（図3）。

■ 安全性プロファイル
これらの化合物の有害事象をFAERS Explorerで調べると、
どちらも有害事象として筋肉痛が報告されていることが分
かります。

FAERS Explorerを用いて、アトルバスタチンとフルバスタ
チンとその類似構造に対する筋肉痛の報告の頻度を比べ
ると、どの医薬品についても同程度の頻度で筋肉痛が起き
ていることが分かります（図5）。図5の各プロットにおける
黒円は、統計的に重要なデータであることを示しています。
構造が似ているいずれの医薬品においても、同程度の
頻度で筋肉痛が報告されていることから、この有害事象は
ドラッグクラスに関連するものと考えることができます。

1) FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) 
 https://open.fda.gov/data/faers/

図3. アトルバスタチンとフルバスタチンの薬理活性プロファイ
ル。　左端の青棒がHMGCRに対する活性値。

図4. アトルバスタチンとフルバスタチンの安全性プロファイル。　
茶棒は筋肉痛の報告の頻度。

図5. アトルバスタチン（黄）とフルバスタチン（茶）とその類似構
造に対する筋肉痛の報告の頻度。

Chemotargets CLARITY（以下、CLARITY）は、医薬品開発において重要な候補化合物の薬理活性、毒性・安
全性エンドポイント、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11月に新バージョ
ンCLARITY v3.0がリリースされました。CLARITY v3.0では、トレーニングセットの化合物数が140万件から260
万件に大幅に増加しました。また、トレーニングセットを閲覧する機能が更に強化され、FDAに報告された有害
事象情報（FAERS）を表示するためのFAERS Explorerが新たに追加されました。

ターゲット・作用機序予測プラットフォーム

Chemotargets CLARITY v3.0 リリース
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■ はじめに
ReaxFFは、ペンシルベニア州立大学のvan Duin教授ら
によって開発された反応分子動力学計算プログラムです。
既存の古典分子動力学プログラムとは異なり、結合の生
成と開裂を記述することができる反応力場を搭載していま
す。反応力場は量子化学計算のデータから決められてお
り、化学反応の高精度な記述を可能にします。AMS製品の
ReaxFFは、下記のとおりバージョンアップの度に多くのパ
ラメーターセットが追加されており、新バージョンではホー
ル（Ho）や電子（El）を付加的な粒子として取り扱うeReaxFF
法に対応したパラメーターセットが使用できます。
・ADF 2013: 17 sets, 19 elements
・ADF 2014: 38 sets, 29 elements
・ADF 2016: 58 sets, 38 elements
・ADF 2017: 79 sets, 38 elements
・AMS 2018: 81 sets, 40 elements + Ho/El 

■ 加速MD法
ReaxFFを用いることで反応MDが可能になりますが、現
実的な計算時間内で追えるのは数ナノ秒程度の反応とな
るため、対象とする反応の時間スケール次第ではMDを加
速させるための何らかの手法が求められます。
■ CVHD
反応を加速させるための簡便な方法として高温MDが
挙げられますが、この方法の欠点として、高温にしたことで
元々の温度であれば起こらなかった反応も起こり得てしま
うため、再現したい温度での反応生成物等の情報が正確
に得られない可能性があります。実際、ReaxFFによるアル
カン等の燃焼反応のMDでも高温MD（~2000K）がよく用
いられています。しかし、BalとNeyts [Chem. Sci. , 7, 5280 
(2016)] によるCVHDを用いたReaxFFのシミュレーション
結果から、700Kといった現実的な温度での燃焼反応で得
られる生成物が高温での結果とは大きく異なることが分か
りました。彼らのCVHD法では、bond-breaking用のCV変
数を基にしたバイアスポテンシャルを動作中に追加する
Hyperdynamicsを実行することで、n-ドデカンの熱分解や
燃焼反応についてミリ秒を超えるシミュレーション（加速を
加味した換算時間で）の実現が可能になっています。

■ bond-boost
Vashisthらによって最近提案されたbond-boost法 [J. 

Phys. Chem. A , 122, 6633 (2018)] がReaxFF 2018に実装
されました。bond-boost法では、あらかじめ決めておい
た結合距離等の条件が満たされたときに、指定した原子
間に結合ポテンシャルを人為的に付け加えることで結合
の生成を加速させる手法です。エポキシ樹脂の架橋反応
はその反応障壁が高いために通常のMDの時間スケール
（数ナノ秒程度）では反応が完了しない典型的な例ですが、
bond-boost法は現実的なシミュレーション時間内で効率
的に架橋構造を得る手法として有効です。図1は、主剤とし
てBisF（diglycidyl ether of bisphenol-F）、アミン系硬化剤
としてDETDA（diethyltoluenediamine）を用いてbond-
boost法を適用して得られた架橋構造を示しています。主
剤8個、硬化剤4個からなる小さな系ですが、1構造あたり1
時間程度の計算時間で架橋反応が完了し、最大で0.88の
結合率を示す架橋構造が得られました。

■ 機械特性の計算
ReaxFF 2018では応力計算が可能になりました。これに

よりbond-boost法等で用意したエポキシ樹脂の架橋モ
デルに対して応力―ひずみ曲線を求めることができ、ヤン
グ率などの機械特性の計算が可能になっています（図2）。

図1. bond-boost法を用いて得られたエポキシ樹脂の架橋構造

ReaxFF 2018 リリース
反応分子動力学計算ソフトウェア

SCM社製AMS（Amsterdam Modeling Suite、パッケージ全体の名称をADFからAMSに変更しました）の反応
MDモジュールReaxFFの新バージョンがリリースされました。新バージョンのReaxFF 2018では、CVHD（Collective 
Variable-driven Hyperdynamics）やbond-boostといった燃焼反応やポリマーの架橋反応のMDを加速させる
ための手法が搭載されたことに加えて、CMA-ES（Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy）法を用
いた反応力場パラメーターの最適化に対応しています。また、非平衡MDによる熱伝導率の計算や、圧力・弾性
テンソルと関連のプロパティ計算ができるようになりました。本稿では新機能の一部を紹介します。

図2. エポキシ樹脂の機械特性の計算



技術情報

9

■ 実験ノートの電子化のメリット
従来、実験方法や実験結果は紙のノートに記録されてき
ました。しかし、紙のノートには次のような問題点があります。
・参考にした論文などを別に管理する必要があり、情報
が散逸しがちです。
・測定機器や分析装置からの出力は、印刷して切り貼り
することになります。
・他のメンバーと情報を共有するには、ノート自体を貸し
出すか、コピーをとって渡す必要があります。
・以前の実験の結果を参照するためには、ノートの各ペー
ジを読んで探す必要があります。
実験ノートを電子化することで、これらの問題点を解消
できます。
・参考文献や機器類からの出力は、電子ファイルのまま
統合管理できます。
・共同研究者間で相互にノートを閲覧することで、簡単
に情報を共有できます。
・テーマ、実験日、実験者、キーワードなどで実験方法や
実験結果を検索できます。
その結果、過去の実験情報を活用しやすくなり、研究効
率の向上に役立ちます。

■ CBISの電子実験ノートの特長
■ 紙の実験ノートに近い構成
CBISの電子実験ノートでは、各ユーザーにノートが割り
当てられ、実験ごとにノートにページを追加します。従来
の実験ノートと同様の方法で実験データを管理できます。
実験ノートの開示範囲はプロジェクトや部署などで設定
できるので、セキュリティを確保しつつ実験情報を共有で
きます。

■ 非定型データの登録
ページでは、実験目的や実験日などすべての実験で共通し
て記録する情報のほか、「セクション」という単位で自由にデー
タを登録できます。セクションには以下の6種類があります。
・日付
・テキスト（文章）
・表
・画像
・構造式、反応式
・添付ファイル
1つのページには複数のセクションを好きな順序で追加
できます（図1）。

■ ページの登録状態
各ページは保留と公開という登録状態を持ちます。ペー
ジを作成して実験結果を記入している間は保留状態です。
必要な内容を記入し終えたら公開状態に変更して、それ以
上の追記や変更ができないようにします。

■ 業務フローに応じたカスタマイズ
業務フローに応じて、登録状態の種類や変更可否、表示
制御などをカスタマイズできます。例えば、次のような仕
様変更が可能です。
・保留状態のページは他の実験者には表示しない
・実験補助員にはページへの記入だけを許可して、記入
済みのページの閲覧を禁止する
・保留／チーム内公開／全体公開のように公開範囲に
対応した登録状態を増やす
・公開状態への変更には上長の承認を必要とする
・上長への承認依頼をメールで送信する

■ 他のモジュールとの連携
CBISには試薬や細胞株などの実験資材を管理するモ
ジュールもあります。使用した実験資材をこれらのモジュー
ルから参照してノートに記入できます。こうして記入した実
験資材は参照先のモジュールへのリンクとして表示されま
すので、その実験資材の詳しい情報を簡単に確認できます。

■ まとめ
CBISはあらかじめ用意された表示内容やワークフロー
を組み合わせながら開発することで、ご要望に沿ったシス
テムを短期間で提供することが可能です。
CBISの汎用実験ノートではさまざまな分野の実験デー

タを管理することができます。実験データの有効活用をお
考えの場合や管理にお困りのデータがありましたら、お気
軽にご相談ください。

ChemInnovation Software社製 Chemical and Biological Information System (CBIS)は、研究に使用する資
材、研究で生じた実験データ、文献やレポートといった文書など研究に関わる多様なデータを統合して管理でき
るウェブシステムです。国内外で多数ご導入いただいており、柔軟なカスタマイズ性と優れたコストパフォーマン
スで高い評価をいただいております。今回はさまざまな分野で利用できる汎用的な電子実験ノートを紹介します。

 研究情報共有システム

CBIS：汎用電子実験ノート

図1. テキスト・表・画像のセクション
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■ 2-Gene Plot
同一プラットフォーム内で横断的に遺伝子発現を解析で
きるGENEVESTIGATORの解析ツールはCondition Search 
Tools、Gene Search Tools、Similarity Search Tools の 3
種類に分類されます。Condition Search Toolsは注目す
る遺伝子が特異的に発現する実験条件を、Gene Search 
Toolsは注目する実験条件で特異的に発現する遺伝子を、
Similarity Search Toolsは注目する遺伝子の発現パターン
を解析できます。
2-Gene PlotはSimilarity Search Toolsに新たに追加さ
れた解析ツールです。2-Gene Plotは選択した2つの遺伝
子の発現量をX軸とY軸にとることでサンプルの分布を確
認できます。グラフ上の点は1つのサンプルあるいは実験
条件ごとに集約されたサンプルを表します。各サンプルは
アノテーションにより色付けできるので、サンプルを実験群
ごとにクラスタリングすることで生物学的解釈が可能にな
ります。
図1はTCGAの2つのがん種(COAD、READ)のデータセッ

ト(667サンプル)に対してMLH1とZMYND8の2つの遺伝子
で表示した2-Gene Plotです。マイクロサテライト不安定性
(MSI) が高いサンプルを赤、低いサンプルを青、不安定性
がないサンプルを緑で色付けしています。MLH1と
ZMYND8の2つの遺伝子の発現量によりMSIが高いサンプ
ルと低いサンプルをきれいに区別できるため、これらの遺
伝子はマイクロサテライト不安定性のバイオマーカーとし
て利用できる可能性があります。

■ TCGAデータの追加収載
GENEVESTIGATORはがん関連の遺伝子発現データとし
てTCGA (The Cancer Genome Atlas) に登録されたRNA-
seqデータの収載を開始しました。詳細はMOLSISニュース

図1. 2-Gene Plot

レター2018年4月号10ページの記事を参照して下さい。
2018年12月現在、結腸腺がん(Colon adenocarcinoma: 
COAD)と直腸腺がん(Rectum adenocarcinoma: READ)に
加えて、膀胱尿路上皮がん(Bladder urothelial carcinoma: 
BLCA)、乳房侵襲性がん(Breast invasive carcinoma: BRCA)、
肺腺がん(Lung adenocarcinoma: LUAD)、肺扁平上皮が
ん(Lung squamous cell carcinoma: LUSC)、膵臓腺がん
(Pancreatic adenocarcinoma: PAAD)、前立腺がん(Prostate 
adenocarcinoma: PRAD)の8種類のがん種のデータ(4,120
サンプル)が収載されています。2018年末までに胃がん、
食道がん、胆管がん、副腎皮質がん、褐色細胞種と傍神経
節種、腎臓がんのデータを収載予定です。

■ GTExデータの新規収載
GTEx (Genotype-Tissue Expression) プロジェクトは国際

コンソーシアムによるヒトの体組織ごと遺伝子型ごとの遺
伝子発現を網羅的に調べたプロジェクト1)です。Nebionで
は2018年からGTExのデータセットのキュレーションを開
始しました。GTExの遺伝子発現のデータは次世代シーケ
ンサー(NGS)とマイクロアレイのデータの両方が存在しま
すが、2018年12月時点ではマイクロアレイ(Aff ymetrix 
Human Gene 1.1 ST)のデータ(826サンプル)のみ収載さ
れています。NGSのデータは2019年以降に収載予定です。

■ 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。

1) https://commonfund.nih.gov/gtex

図2. GTExの826サンプルの遺伝子発現(27種類の組織)図2. GTExの826サンプルの遺伝子発現(27種類の組織)

2-Gene Plotと新たな収載データ
遺伝子発現データベース

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。
今回は新しい解析ツールである2-Gene PlotとTCGAおよびGTExの新規収載データを紹介します。
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■ 本稿の概要
第一原理計算が比較的容易に行える現在において、デー

タ生成を目的とし異なるモデル構造に対して、同じ計算を
繰り返し実行する場面が増えています。MedeA-HT機能を
活用することで、そうした大量の繰り返し計算を簡単に自動
化することができます。
本稿ではMedeA-HT機能を活用して、Half-Metal強磁性
体（Heusler合金）のSlater-Pauling曲線を求めてみます。
Slater-Pauling曲線とは、合金中の組成の違いによる磁気
モーメントの変化をプロットした図のことです。

■ フローチャートを用いた計算の設定
計算に用いる構造はCrystallography Open Databaseか

ら「Co2YZ」の組成となる結晶構造をMedeA-InforMaticA
を用いて検索・抽出しました。別途、図1に示すフローチャー
トを作成し計算を実行します。MedeA-HT Launchpadの機
能であるFor Each Structureループで全構造に対して
VASPによる構造最適化とエネルギー計算を実行します。
結果はテーブルに収められテキストとして出力されます。

■ 計算結果
計算結果をもとにSlater-Pauling則を確認してみます。
Galanakisらの報告1)によると、Heusler合金における
Slater-Pauling則は次式です。
Slater-Pauling rule：　M=Z-24

ここでMは総スピン磁気モーメント、Zは総価電子数です。
各元素の価電子数を基に、Slater-Pauling則によるスピ

ン磁気モーメントと計算結果をプロットしたものを図2に示
します。Slater-Pauling則と計算結果がよく一致しているこ
とが分かります。一方で、Slater-Pauling則から外れている
点（Co2NbSn）があります。この状態密度図をみるとHalf-
Metal強磁性体になっていないことが分かります（図3）。

図1. MedeA-HTにおける手続きとデータの流れを図示したもの

図3. 左からCo2CrGa, Co2NbSn, Co2VSn状態密度図

また、価電子数が28の組成が今回の計算では扱われて
いません。これは、そのような構造がデータベースに登録
されておらず、「Co2YZ」の検索結果で得られなかったため
です。価電子数が28となる組成は、今回計算した一連の
構造から類推すると、例えば、Co2MnGaが挙げられます。
Co2MnGaがHalf-Metal強磁性体であるかどうかは状態密
度図を確認する必要がありますが、単に磁気モーメントが
Slater-Pauling則に従っているかどうかを確認するだけで
も推測できます。
多数のモデル構造を扱う場合には、状態密度図を逐一
確認するのは煩雑ですが、特定の物性値（例えば、磁気モー
メント）として表現できると、解析をするうえで扱いやすく
なります。特にインフォマティクスを利用した研究では、こ
のような記述子の選択が肝要です。
今回の例では、磁気モーメントはHalf-Metal強磁性体を
表現する記述子として有効であることが分かります。

1) I. Galanakis, P. H. Dederichs and N. Papanikolaou, Phys. 
Rev. , B 66, 174429 (2002).

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-High Throughput (HT)が搭載されています。本稿ではMedeA-HTを用いたSlater-Pauling曲線
の作成例を示します。

材料設計支援統合システム

Slater-Pauling曲線の作成 ～ MedeA-HTの適用 ～

図2. 計算結果のプロット。実線はSlater-Pauling則
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配座発生ソフトウェア

CORINA Classic 4.2.0 リリース
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を実現します。昨年10月に最新
バージョン4.2.0がリリースされ、アトロプ異性体発生機能の追加や大環状化合物の取り扱いの見直し、計算
速度と変換率の向上、読み込みデータ区切り文字の指定をはじめとするファイルI/Oに関するオプション追加
などの改良が行われています。今回は、バージョン4.2.0の主な改良点を紹介します。

■ アトロプ異性体発生機能
立体異性体の取り扱いが改良され、軸性キラリティーも
考慮するように拡張されました。新しいオプションを使用
すると、アトロプ異性を引き起こす立体的な軸を検出し、
入力ファイルの結合テーブルで指定されたステレオアトロ
プ異性体の三次元モデルを生成することができます。また、
立体異性体生成オプションを加えて使用すると、一つの入
力構造から、すべてのアトロプ異性体を列挙することも可
能です。

表1. 上図：6,6’-dinitro-2,2’-diphenic acidの異性体の構造式。　
下図：CORINA Classicが列挙した異性体三次元構造。

■ 計算速度と変換率の向上
環構造生成アルゴリズムの改良により計算速度と変換
率を向上させました。
・変換速度の向上により、前バージョン(4.1.0)より計
算時間が短縮されました。 Open NCI Database1)

（265,242件の化合物）の三次元化処理の計算時間は
14分35秒から11分23秒へと短縮されました（表1）。
・前バージョンと比較して変換率が向上しました。Open 
NCI Databaseの計算において変換できなかったエラー
化合物（入力構造のまま保存）の数は1,089から1,039
へと4.6％減少しました（表1）。

■ その他改良点
・芳香族環に結合したメトキシ基を同一平面上に拘束。
・読み込みデータ区切り文字（タブ、スペース等）指定。
・SDファイル出力時に入力SMILESあるいは指定したカ
ラムのデータをコメント行に挿入。

1) https://cactus.nci.nih.gov/download/nci/#release-4

表1. Open NCI Databaseの分子構造三次元化におけるCORINA 
Classic 4.2.0と4.1.0の処理能力の比較（x86-64 Linux, CPU: Intel 
Xeon E5-2643 3.3 GHz, Memory: 24GB）
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