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統合計算化学システム

MOE フォーラム 2019 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 24 日に「MOE フォーラム 2019」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。開発元の CCG 社からは、Amber 

TIインターフェースや Ensemble Protein Properties に関する応用事例や基礎研究の成果、さらに次期バージョ

ンで搭載予定の機能を発表しました。弊社からは MOE 2019.01、環状ペプチドに関する解析事例、PSILO の

新機能について紹介しました。

セミナー情報
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タセットとの質の違いによるものであると考察されてい
ました。また、MOE のファーマコフォアを使用したドッ
キングシミュレーションを行い、活性配座の歪エネルギー
が低いほど、CYP3A4 の誘導能が大きいことを見出され
ました。

■  「創薬研究および違法薬物の規制におけるインシリコ
技術の活用」
� 国立医薬品食品衛生研究所　出水 庸介 先生

違法薬物の規制におけるイン
シリコ技術の活用と核内受容体
を標的とした創薬研究について
ご講演されました。
エストロゲン受容体を標的と
した創薬研究では、タモキシフェ
ンに長いアルキル鎖を付加した
構造が分解活性を有することを
見出されました。さらにドッキン
グシミュレーションを行い、そのアルキル鎖が疎水性ポ
ケットに適合することを示されました。
BCR-ABL をターゲットとしたタンパク質分解誘導剤
である PROTAC や SNIPER の開発について紹介されまし
た。その中でMOEを使用したドッキングシミュレーショ
ンを用いて、リンカーの長さを検討されていました。
中分子ペプチドの創薬研究の例として、ビタミンD受
容体阻害剤について紹介されました。阻害剤のヘリック
スをステープル化することで 2.5 倍、さらにステープル
部分に水酸基を導入することで 70 倍の活性の向上に成
功されました。

■  「低分子 3D 構造の画像化入力システム Deep Snap の
紹介と毒性予測・副作用予測の現状」
� 明治薬科大学　植沢 芳広 先生

低分子 3D 構造の画像化入力
システム「Deep�Snap」を用い
た Deep�Learning による毒性予
測と副作用データベース（FAERS;�
JAPIC-AERS）に基づく薬剤性肝
障害誘発化合物識別システムに
関する成果を紹介されました。
前者では、Corina で三次元化

した分子構造を Deep�Snap によ
り XYZ 軸方向から撮像した画像を用いて、GoogleNet や
AlexNet を基にした転移学習を実施し、予測モデルを構
築する手法を開発されました。この手法を用いた

MOE フォーラム 2019 開催報告
統合計算化学システム

　7 月 24 日に開催されました MOE フォーラム 2019 では 4 名の先生方に MOE を活用した研究に関してご
講演いただきました。開発元の CCG 社からは、リガンドと受容体間の相対結合自由エネルギーを予測する
AMBER の Thermodynamic Integration（TI）法のインターフェースの改良、指定した温度や pH 条件下で
のアンサンブル平均によりタンパク質物性値の高精度な予測が可能な Ensemble Protein Properties の応
用事例、MOE の日本語対応や SAR 解析を行えるウェブアプリケーションの MOEsaic の改良などの次期バー
ジョンの内容を紹介しました。

■ 招待講演
■  「天然有機化合物を基にしたニューロンへの分化を誘

導する神経分化誘導物質の創製」
� 芝浦工業大学　須原 義智 先生

核内受容体である SXR に対す
るアゴニスト作用を向上させる
ビタミン K誘導体の設計、ビタミ
ン Kが作用するタンパク質を特
定する標識化合物についてご講
演されました。
SXR に対するアゴニスト作用
を向上させるためのビタミン K
に導入する官能基の検討に、MOE
の QSAR 解析の機能を使用し、疎水的な官能基が有効で
あることを見出されました。さらにMOE のドッキング
シミュレーションを行い、得られた複合体の結果から、
フェニル基を導入した際の活性の向上は、Leu との疎水
性相互作用によるものであると考察されました。
ビタミン Kが作用するタンパク質を特定するために
蛍光標識法とプルダウン法を検討されました。蛍光標識
法では、蛍光基とビタミン Kをつなぐリンカーの長さを
最適化する際に、MOEのドッキングシミュレーション機
能を利用されていました。得られた結果は、短いリンカー
を使う方が結合部位の近くにある Lys と反応し易く、蛍
光標識できると予想され、実験においても確認されまし
た。

■ 「創薬初期段階におけるin silico 予測モデルの活用」
� 田辺三菱製薬株式会社　鳥本 奈緒 先生

自社の各種 ADME-Tox 評価系
から得られたデータを用いた予
測モデルの構築、化合物の合成デ
ザインへ活用する仕組みについ
てご講演されました。
ADME-Tox の予測モデルの構
築では、MOE の 2D 記述子を使
用されていました。また、核内受
容体の PXR を予測モデルの例と
して紹介されました。PXR と Hyperforin の複合体と PXR
に作用するリガンドの重ね合わせ構造からファーマコ
フォアモデルを構築し、インハウスのデータセットと
NCATS で取得したデータセットを用いて予測性能を検
証されました。インハウスのデータセットでは 0.8 程度
の感度が得られていました。NCATSのデータセットでは、
感度が低くなっていましたが、原因はインハウスのデー

MOLSIS_第11号.indd   2 2019/09/20   17:41:55



セミナー情報

3

■  Optimizing Free Energy Calculations with Thermo-
dynamic Integration in MOE using AMBER
� Chemical Computing Group
� David Thompson

新機能の AMBER の TI 法に基
づく自由エネルギー計算のイン
ターフェースの改良について紹
介しました。インターフェースで
は、リガンド間の構造重ね合わせ
や複合体の構造最適化計算など
の分子系の準備、シミュレーショ
ン・プロトコルの設定、分子力場
パラメーターを含む AMBER への
インプットファイルの作成を簡単に行えます。最新版の
インターフェースで改良された点は、ソフトコアポテン
シャルのパラメーターの最適化とシミュレーション・プ
ロトコルの最適化です。
ソフトコアポテンシャルについては、部分電荷の値を
変えた複数の二原子系について TI 法の計算を行い、原子
間距離の平均、エネルギーの微分係数の平均や分散を検
証し、これらの値が積分変数に対して曲率が妥当になる
ようにパラメーターを最適化しました。このパラメーター
を用いたT4リゾチーム変異体の計算では、MDシミュレー
ションの時間よりも数値積分の区間分割数を増やすこと
で自由エネルギーの値の分散が減少することが分かりま
した。
複数のリガンドについて相対結合自由エネルギーを予
測する場合、TI 計算を行うリガンドペアを決める必要が
あります。このペアを線分で表現したグラフが、シミュ
レーション・トポロジーです。それぞれの TI 計算の誤差
が独立同一分布であると仮定した場合の平均二乗誤差の
期待値を数式化しました。さらに、この数式に基づき、
MDシミュレーションのサンプリング時間の下限や数値
積分の分割数の上限などの計算コストの条件下で、平均
二乗誤差の期待値を最小化するように、シミュレーショ
ン・トポロジーを含めたシミュレーション・プロトコル
を決定する機能を実装しました。これらの改良は、
p38MAP キナーゼの 34 個のリガンドの相対結合自由エ
ネルギーのデータセットを用いて検証され、その有用性
が示されました。

■ MOE 2020 Overview
� Chemical Computing Group
� David Thompson
MOE の次期バージョンで搭載予定の機能や PSILO の
改良について紹介しました。MOE はマルチバイト文字
コードに対応し、日本語、中国語、フランス語など様々な
文字をGUI やデータベースで使えるようになります。メ
チオニンの酸化やアスパラギン酸の異性化などアミノ酸
残基の化学的な安定性の予測モデルやそれに有用な記述
子が現在開発されています。SAR解析を手軽に行えるウェ
ブアプリケーションのMOEsaic では、活性や特性への原
子ごとの寄与を構造式にマッピングする機能、化学構造
に基づいてデンドログラムを表示する機能、MMP解析に
基づいて新規化合物を提示する機能などが追加予定です。

Tox21DataChallenge2014 のミトコンドリア膜電位攪乱
化合物のデータを使用した検証実験では、トップクラス
の予測モデルを得られました。
後者では、副作用データベースにおける分子の構造か
ら核内受容体／ストレス応答パスウェイへの関係を予測
する二分割モデルを作成されました。さらにこれらの予
測結果から肝がんや細胞障害などを予測するモデルを作
成したところ、予測精度が 0.8 程度のモデルを得ました。

■ Chemical Computing Group 社講演
■  Modeling Protein Properties using pH-dependent 

Conformational Sampling
� Chemical Computing Group
� John Gunn

新 機 能 の Ensemble�Protein�
Properties の原理と応用事例を
紹介しました。Ensemble�Protein�
Properties は、指定の pH や温度
などの条件下で、タンパク質の配
座と水素付加状態のサンプリン
グを行い、得られた構造からアン
サンブル平均を計算して、タンパ
ク質の物性値を推算する機能で
す。
この手法で推算したタンパク質の疎水性パッチ表面積
と、Adnectin の溶解度や Integrin�α 11 モノクローナル
抗体の疎水性クロマトグラフィー（HIC）の保持時間（RT）
との相関が、単一の構造を用いた推算より、向上するこ
とが分かりました。また、ニワトリ卵白リゾチームの残
基毎の pKa 予測では、他の分子動力学計算を基にした手
法よりも高い精度を達成しました。さらに、235 件の既
知の等電点を決定係数 0.84 の精度で予測できました。
臨床段階での抗体医薬品において、CDR の疎水性パッ
チ表面積を計算すると、その多くが 400�Å2 程度である
ことが分かりました。さらに、この面積が 530�Å2 以上に
なると開発が困難になることを見出しました。例えば、
Trastuzumab は 400�Å2 程度であり、HIC の RT は 9.7 分
という比較的短い値を示しますが、Cixutumumab は
570�Å2 以上あり、HIC の RT は 11.8 分と長く、第二相試
験より先に進みませんでした。
抗体の化学的修飾の可否の予測モデルを Ensemble�

Protein�Properties で得られた推算値を用いて構築しま
した。メチオニンの酸化、アスパラギン酸の異性化、アス
パラギンの脱アミド化の予測モデルを構築しましたが、
いずれのモデルでも実験結果を 0.9 程度の精度で予測す
る結果が得られました。
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ChemTunes & ToxGPS: リードアクロスによる安全性評価
安全性評価とリスク評価のためのプラットフォーム

は、証拠の重み付けにDempster-Shafer�Theory（DST）1）

を採用しています。DST では、予測モデルの予測結果に
対して信頼スコアにより数値による重み付けを行い、判
定は、Positive、Negative、Uncertainty の割合で表示され
ます。複数のモデルが存在する場合にはモデルを統合し
て証拠の重み付けを行います。
図 2は DST によるWoE の例を
示したものです。予測モデルでは、
Positive（赤）が0.8、Negative（緑）
が 0.2 と予測されています。この
予測値にモデルの信頼性 0.7 で重
みをつけることにより、Positive
は 0.56（=�0.8 × 0.7）Negative
は 0.14（=�0.2 × 0.7）、Uncertainty（ 黄 ） は 0.30�
（=�1�-�0.56�-�0.14）になります。

■ ToxGPS Read-Across
リードアクロスは、化学物質の構造的、物理化学的類
似性、また、類似化合物の試験データなどから、化合物の
毒性を推定する手法として広く利用されています。
ToxGPS�Read-Across は、ワークフロー形式で段階的に
リードアクロスを行い、最終的に安全性を評価すること
ができます（図 3）。

図 3.  ToxGPS Read-Across のワークフロー

■ アナログ（類似構造）の検索
対象の化合物の構造を入力した後、ChemTunes のデー

タベースからフィンガープリントによる類似構造検索を
行います。検索された類似構造に対して、構造類似性の評
価 や 物 理 化 学的 特 性 の 計 算、また、ToxPrint2） や

図 2.  DST による WoE の例

　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。ChemTunes ＆ToxGPS Verion 3.0 から搭載された ToxGPS Read-Across は、
リードアクロスによる解析や試験を行うための使いやすく透明性の高いワークフローです。ToxGPS Read-
Across では、化学、物理化学、生物学、毒物学の実験値または予測値など、多様な情報を考慮できます。証
拠と信頼性を列挙して組み合わせることにより、リードアクロスによる一貫性と再現性のあるアウトカムの
決定を支援します。

■ ChemTunes ＆ ToxGPS Version 3.0
ChemTunes データベースには、約 10 万件の化学物質
と 70 種類のエンドポイントについて、3万 2 千件の毒
性試験データが収載されています。操作は、ワークフロー
形式のGUI で段階的に行えます。操作手順は自動的に保
存され、各ステップでの操作条件や操作手順の保存・変
更・削除が可能であり、様々な解析フローを構築するこ
とができます。分子記述子計算結果を正規化したスカイ
ラインプロットや構造の類似性のマトリックス表示など
の可視化ツール（図 1）も搭載しており、化合物の比較・
検討を容易に行えます。

図 1.  記述子のスカイラインプロットと構造比較マトリックス

ToxGPS の毒性予測は、QSAR（構造活性相関）による
統計モデルと構造に基づく知識ベースの予測モデルが用
意されており、以下のヒト健康エンドポイントについて
毒性予測を行うことができます。
・��遺伝毒性
・���復帰突然変異原性（in�vitro �染色体異常、in�vivo �小
核試験）

・��発がん性（ラットやマウスの腫瘍形成性）
・��発生および生殖毒性（DART）（口蓋裂、妊娠損失）
・��皮膚感作性�（危害要因と惹起濃度）
・��肝毒性
・��急性毒性

ToxGPS では、予測結果に対して証拠の重み付け
（WoE）を用いてアウトカムを判定します。MN-AM社で
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■ まとめ
ChemTunes ＆ ToxGPS�Version�3.0 では、化合物の解

析をワークフロー形式で行うことができます。ToxGPS�
Read-Across は、ワークフローでの解析をテーブル形式
にまとめることができ、DST による証拠の重み付けを行
い、最終的なアウトカムを評価します。
MN-AM 社では、米国 SOT、EuroTOX で ToxGPS�Read-
Across の応用事例をポスター発表しています。ポスター
発表で利用したプレゼンテーション資料は、以下のリン
クよりダウンロードできます。
https://www.mn-am.com/presentations

1）�Rathman,�J.�F.;�Yang,�C.;�Zhou,�H.�Dempster-Shafer�
theory�for�combining�in�silico�evidence�and�
estimating�uncertainty�in�chemical�risk�assessment.�
Computational�Toxicology �2018,�6, �16-31.

2）�https://www.mn-am.com/products/toxprint
3）�https://www.mn-am.com/products/chemotyper

Chemotyper3）などを利用したケモタイプの評価などを行
い、リードアクロスに利用する化合物の候補を探索します。

■ 毒性データとデータ増強
類似の化学物質の試験データが登録されている場合に
は、その試験データを利用できます。また、インハウス・
データや文献情報などを取り込むことによりデータを増
強できます。

■ アナログの選択
必要なデータをワークフローに取り込んだ後、毒性の
推定に利用する化学物質を選択し、サマリー・テーブル
を作成します。サマリー・テーブルには、選択された化
合物と最終的な評価に利用するデータ以外にも、対象の
化合物の毒性予測データを入力します。
なお、サマリー・テーブルは、選択する化学物質や試
験データ、参照データの組合せを変えた複数のテーブル
を作成することができます。

■ アウトカムの評価
アウトカムの評価は、アセスメント・テーブル（図 4）
で行います。サマリー・テーブルをアセスメント・テー
ブルに変換すると、試験データに対する信頼性の数値の
入力が可能になります。評価に利用される項目は、水色
で表示されます。
類似構造の評価値は、構造の類似性と物理化学的特徴

（スカイラインプロットの類似性）からAnalogue�Quality�
として入力されます。
試験データの信頼性スコアは、①OECDガイドライン
からの逸脱、②GLP コンプライアンス、③種、系統、細胞
株、代謝活性化に関する研究デザイン、④濃度、投与レベ
ル、範囲、重複数、反復に関する研究デザイン、⑤管理情
報の 5項目に照らし合わせて 5段階の数値（表 1）で入
力します。
判定は、類似構造と試験データからの判定（TIER1）と、
TIER1 に QSAR モデルを加えた判定（TIER2）が表示さ
れます。

表 1.  信頼性スコア

図 4.  アセスメント・テーブル
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材料設計支援プラットフォーム

SciMAPS 4.3 リリース

ます。ばね定数、平衡距離、角度は各ビーズの組み合わせ
ですべて同じ値を取っています。非結合相互作用につい
ては、一般化された Lennard-Jones ポテンシャルを利用
しています。
�

（1）

ここで、
�

（2）

AMBER 等の LJ12-6 力場ではλr、λa はそれぞれ 12、6
となっていますが、SAFT-γ�Mie力場では正の実数となっ
ています。λa についてはロンドンの分散力を表す項で
すので、ほとんどの場合λa ＝ 6としています。それぞれ
のビーズ種がどのような原子団により構成されているか
に応じて反発項のλr と相互作用の強さを表すεの値を
与えています。

■ MesoAtom converter
粗視化モデルを全原子モデルに変換するリバースマッ
ピングの機能としてMesoAtom�converter が追加されま
した。これにより、SciMAPS 上で全原子モデルから粗視
化モデル、粗視化モデルから全原子モデルへの変換が可
能となりました。
粗視化モデルを構成する各ビーズに対応する全原子モ

デルのフラグメント構造を指定することで、粗視化モデ
ルから全原子モデルへの変換が可能となります。
MesoAtom�converter では以下のような設定を行いま

　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、6 月にリリースされました最
新版の 4.3 の概要について紹介します。

■ リリース概要
Ver.�4.3 では、新しい粗視化力場 SAFT-γ�Mie 力場、リ

バースマッピング機能MesoAtom�converter、分子集団
の解析機能 Size�distribution、粗視化力場作成機能
VOTCA が追加されました。これらは、2018 年にリリー
スされた Ver.�4.1 で初めて導入された粗視化分子動力学
計算関連のシミュレーションをより利用しやすくするも
ので、粗視化分子動力学計算の適用範囲が広がります。
また、新しい記述子計算のツールとして PaDEL をサポー
トするようになりました。PaDEL は QSAR�Plug-in に付
属する形で提供されます。

■ SAFT-γ Mie 力場
新しい粗視化力場として SAFT-γ�Mie 力場が利用でき
るようになりました。一般的な粗視化力場パラメーター
は、全原子シミュレーション等のミクロな情報からパラ
メーターを作成する、ボトムアップ的なアプローチでパ
ラメーター作成を行っています。これに対し、SAFT-γ�
Mie 力場は、統計会合流体理論に基づく状態方程式の手
法である SAFT-γ�Mie 法 1）で得られたセグメント間相
互作用ポテンシャル（Mie ポテンシャル）を基に粗視化
力場パラメーターを決定する、トップダウン的なアプロー
チでパラメーター作成を行っています 2）。SAFT-γ�Mie
法では様々な平衡物性を再現しているため、その情報を
基にしているSAFT-γ�Mie力場を利用した分子シミュレー
ションの結果は様々な物性値を精度よく再現します 3）。
SAFT-γ�Mie 力場では、ビーズ間の距離および角度の

ポテンシャルについては単純な調和関数の形をとってい

図 1  粗視化モデル（左、中央）と全原子モデル（右）赤：水、青：トルエン、緑：n-ドデカン
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面角、非結合相互作用）を調べ、選択した計算手法に基
づいて相互作用の値を求めます。最終的に得られるビー
ズ間相互作用の値はテーブル化した数値データポテン
シャル（以下 tabulated�potential）として出力します。
得られた tabulated�potential は LAMMPS や GROMACS
のフォーマットに変換され、利用できるようになります。
選 択 で き る 手 法 と し て は、iterative�Boltzmann�

inversion�（IBI）法、Force�Matching�（FM）法の 2つが用意
されています。IBI 法は結合したビーズ間の構造パラメー
ターや各ビーズの動径分布など、構造に関する情報が再
現できるようにパラメーターを作成します。これに対し、
FM法では全原子分子動力学計算でサンプリングした原
子上に働く力を基にビーズ間相互作用を求めます。
図 3に IBI 法で求められた各ビーズ間の動径分布関数

を示します。IBI 法で得られたポテンシャルが全原子分
子動力学計算の動径分布を再現している様子がわかりま
す。

図 3  ビーズ間の動径分布関数
2 種 の ビ ー ズ で 近 似 し た n-ヘ キ サ ン の 結 果（B1-B1、B1-B2、
B2-B2 の 3 つを表示）

1）�Papaioannou,�V.;�Lafitte,�T.;�Avendaño,�C.;�Adjiman,�C.�
S.;�Jackson,�G.;�Müller,�E.�A.;�Galindo,�A.�J.�Chem.�Phys. �
2014,�140, �054107.

2）�Müller,�E.�A.;�Jackson,�G.�Annu.�Rev.�Chem.�Biomolec.�
Eng. �2014,�5, �405-427.

3）�Herdes,�C.;�Totton,�T.�S.;�Müller,�E.�A.�Fluid�Phase�
Equilibria �2015,�406, �91-100.

4）�Ester,�M.;�Kriegel,�H.�P.;�Sander,�J.;�Xu,�X.�Proceedings�
of�2nd�International�Conference�on�Knowledge�
Discovery�and�Data�Mining�（KDD-96）�1996,�226-231.

す。
1）�変換に必要なすべてのビーズに対応するフラグメ
ントを準備

2）�隣り合うビーズとの結合部にあたる原子を選択し、
Head、Tail に登録

3）�対応するビーズ種を指定
変換を実行すると、ビーズの結合情報と位置情報から
全原子モデルを作成します。
粗視化分子動力学ではランダムな状態（図 1左）か
ら平衡化された配置（図 1中央）が容易に得られます。
変換により得られた構造（図 1右）を基に分子動力学
計算を行うことで、自然な形で層分離した構造を初期構
造として分子動力学計算を行うことが可能になり、その
挙動を細かく解析することが可能となります。

■ Size distribution
解析機能にミセルなど分子の会合状態を解析する Size�
distribution 機能が加わりました。この解析機能では密
度を基にしたクラスタリング手法の 1つであるDBSCAN�
（Density�Based�Spatial�Clustering�of�Applications�with�
Noise）法 4）を利用しています。DBSCAN 法は 1996 年
にMartin らによって提案されたデータクラスタリング
の手法で、任意の形状（三日月形や曲がりくねった形な
ど）を持つクラスターに対しても正常に分類することが
可能です。開発元の Scienomics 社では、この特徴を分子
集団の分布に対して適用することで、複数の分子からな
る凝集体をクラスターとして分類、解析する機能としま
した。分類されたクラスターには番号が与えられ、それ
ぞれのクラスターの色分けや大きさを解析することで、
系の凝集状態の時間変化など詳細な解析が可能となりま
す。

図 2  Size distribution によるクラスタリング
ミセル化した粗視化分子（左）、分類された分子（右）

■ VOTCA Plug-in
粗視化分子動力学計算の力場パラメーターを作成する
ソフトウェア VOTCA�Plug-in が新製品として加わりま
した。VOTCA では、全原子での分子動力学計算で得られ
た構造や原子上に働く力の履歴データを基に、対応する
粗視化モデルのビーズ間の相互作用（結合、結合角、二
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Partek Flow 8.0 新機能紹介
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア

マトリックスは次元削減を行い、細胞集団や細胞系譜を
可視化します。これまで Flow には、PCA（主成分分析）
と t-SNE（t 分布型確率的近傍埋め込み）の 2つの次元
削減法が搭載されていました。しかし、PCA は非線形構
造を持つデータに対して低次元表現が得られず、局所的
なデータの関係性が低い、といった問題からt-SNEプロッ
トが広く利用されていました。今回搭載されたUMAPは、
リーマン多様体推定とファジー理論を利用した次元削減
法です。UMAP は t-SNE と比べて解析時間が短く、細胞
集団の分類が明瞭であることが特徴です。図 2は、星状
細胞腫の 2次元 UMAP プロットです。図 2では、各クラ
スターを既知のマーカー遺伝子である BCAN（青）、
MAG（赤）、CD14（緑）で細胞を色分けしています。
UMAP プロットでは投げ縄ツールを使って細胞集団に
アノテーションを付加することができます。

図 2  UMAP プロット

■ トライアル
Flow は無償トライアルにより 4週間ご評価いただけ
ます。Single�Cell�RNA-seq データ解析だけでなくバルク
の RNA-seq や、DNA-seq、ChIP-seq、Metagenomics デー
タ解析を行いたい方はぜひ Flow をお試し下さい。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。

1）�Qiu,�X.;�Mao,�Q.;�Tang,�Y.;�Wang,�L.;�Chawla,�R.;�Pliner,�H.�
A.;�Trapnell,�C.�Reversed�Graph�Embedding�Resolves�
Complex�Single-Cell�Trajectories.�Nature�Methods �
2017,�14（10）,�979-982.

2）�McInnes,�L.;�Healy,�J.;�Melville,�J.�UMAP:�Uniform�
Manifold�Approximation�and�Projection�for�
Dimension�Reduction.�arXiv:1802.03426�［cs,�stat］�
2018.

■ Partek Flow の製品概要
Partek�Flow（以下、Flow）はウェブブラウザーを介し

て利用する次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア
です。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えます。
Flow は、Linux マシンにインストールされ、ユーザーは
Windows や MacOS の PC から Google�Chrome などの
ウェブブラウザーで Flowを利用できます。
Flowは RNA-seq（Single�Cell�RNA-seq を含む）、DNA-
seq、ChIP-seq、Metagenomics、Pathway 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、RNA-seq データの FASTQ ファイ
ルを選択すると、QA/QC の実行や塩基の除去、参照ゲノ
ムへのマッピングといったメニューが表示されます。

■ 擬時間解析
擬時間解析は、正規化、発現遺伝子による絞り込みを
行ったカウントマトリックスを次元削減し、遺伝子発現
の類似度に基づいてどのように細胞型や細胞状態が変化
したのかを調べます。FlowのTrajectory�analysisメニュー
を選択すると、Monocle�21）を利用して細胞型や細胞状
態の変化の度合いである擬時間（Pseudotime）を推定
します。図 1では末梢血単核細胞が CD3Dや NKG7 遺伝
子発現レベルに応じて、細胞障害性T細胞、T細胞、ナチュ
ラルキラー細胞の 3細胞種に分類される推定結果を 2
次元表示しています。Trajectory�analysis では、興味のあ
る経路を選択することで擬時間の計算結果を表示できま
す。

図 1  Trajectory analysis

■ UMAP プロットによる次元削減
UMAP（一様多様体近似と投影）2）は、Single�Cell�
RNA-seq データ解析において、正規化を行ったカウント

　Partek Flow は、次世代シーケンサーデータの解析から解析結果の可視化までを行います。Partek Flow
では、搭載されているすべての解析ツールをグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）上でパラメーター
を選択しコマンドを実行します。そのためデータ解析の専門家からデータ解析が専門でない実験研究者ま
で幅広くご利用いただけます。2019 年にリリースされた新バージョンでは、特に Single Cell RNA-seq デー
タ解析機能が強化されています。今回は、強化された機能の中から擬時間解析と UMAP について紹介します。
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医薬品安全性情報サービス

OFF-X： 有害事象の証拠に基づくスコアリング機能

場合。このスコアラベルには、ターゲットの遺伝子
研究 /突然変異に関連するアラートも含まれる。

OFF-X�Scoreによる証拠強度の分類の解釈については、
以下のような注意が必要です。パイプライン上や市販さ
れている医薬品については文献、学術会議などで公開さ
れており、より多くの安全性の証拠がスコアに影響しま
す。公開されている安全性でも、考察不足などが原因で
スコアが無い場合もありますが、薬物と有害事象の関連
性が存在しないことを意味するものではありません。ま
た、スコアは、遡及的なコンテンツが利用できない場合や、
OFF-X でカバーされていない情報源による影響を受ける
可能性があります。
なお、OFF-X�Score は必ずしも薬物と有害事象の発症
との間の因果関係（有害薬物反応）や特定の有害事象の
有病率、有害事象の重症度を反映するものではありませ
ん。

図 1は、BRAF 阻害剤のベムラフェニブの腫瘍に関連
する有害事象について表示しています。ベムラフェニブ
が squamous�cell�carcinoma（扁平上皮癌）との関連性
が高いことが分かります。また、BRAF 阻害剤の比較表で
OFF-X�Score をヒートマップとして表示することにより、
扁平上皮癌について他の薬剤との関連性についても容易
に把握できます（図 2）。OFF-X�Score により有害事象と
医薬品の関連性が可視化され、安全性の調査・解析がよ
り容易となります。

図 1.  ベムラフェニブの腫瘍に関連する有害事象

図 2.  BRAF 阻害剤における扁平上皮癌の比較

　BioInfoGate 社製 OFF-X は、医薬品のターゲットと分子作用機序、有害事象、医薬品で分類された包括
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。2019 年 10 月末時点で、8 千件以上の治
療ターゲットおよび 6 千件の関連タンパク質について約 40 万件のアラート情報と 1 万３千件の化合物情
報が収載されています。医薬品の有害事象について、その証拠の推定強度から有害事象を分類するために
OFF-X Score が新機能として搭載されました。医薬品の有害事象の証拠の強度が分類されるので安全性の
調査・解析が容易になります。ここでは、OFF-X Score について紹介します。

OFF-X�Score は、OFF-X で利用可能なすべての安全性
アラートに基づいて、薬物の有害事象に関する証拠の推
定強度を分類します。毎日、平均 500 件を超えるアラー
トが追加され、OFF-X�Score はリアルタイムで更新され
ます。OFF-X�Score は、キュレーション済みのデータの
蓄積と Bioinfogate 社独自の高度なルールベースのアル
ゴリズムに基づいており、個々の証拠のスクリーニング
と重み付けには、以下の情報が利用されます。
・���特定の薬物と有害事象の関連性を報告しているア
ラートの数

・���関連性が報告されている主な情報源（規制当局、学
術会議、雑誌など）

・���報告された研究の種類（メタ分析、臨床研究、遡及
研究、症例報告など）

・���Bioinfogate 社の編集ガイドラインに基づいて決定
された各アラートレベル（確認済み、疑わしい、反論）
との関連

・���有害事象が報告されている開発段階（探索研究、前
臨床、臨床、市販後）

OFF-X�Score は、特定の医薬品と関連付けに対する矛
盾するアラートも考慮し、薬物と有害事象の関連性を裏
付ける証拠の推定強度は以下のように分類されます。
・���Very High Evidence：薬物と有害事象との関連性を
裏付ける規制機関からの確証的証拠があり、それを
裏付ける他の情報源からの複数の報告がある場合。

・���High Evidence：少なくとも 1つの規制機関が薬物
と有害事象との関連性を裏付ける証拠が確認できる
場合、または規制機関からの報告がない場合でも他
の情報源からの多数の報告により証拠が裏付けられ
ている場合。

・���Medium Evidence：薬物と有害事象との関連性を
裏付ける証拠がいくつかの情報源で報告されている
か、または規制機関で審査中の場合。

・���Low Evidence：薬物と有害事象との関連性を裏付
けるいくつかの予備的証拠がヒトにおいて、または
前臨床試験中に報告された場合。

・���Refuting Evidence：薬物と有害事象との関連性に
反証がある場合。

・���Target/Class Evidence Only：特定の有害事象につ
いてクラスアラートのみが利用可能であり、かつ関
心のある薬物が情報源に明示的に記載されていない
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CBIS の製品概要
研究情報共有システム

・���棚卸機能

■ 細胞株
細胞株とそれらの在庫の情報を管理します。
・���継代培養の系統図表示
・���チューブ保管場所の自動割り当て

■ アッセイ
アッセイのデータを管理します。
・���レスポンスカーブの描画と IC50、EC50 の算出

■ 文書
電子ファイルを管理します。
・���ファイル内容の全文検索
・���ファイルの履歴管理（差し替え前のファイルを保持）

■ 合成系電子実験ノート
合成実験の実験データを管理します。
・���反応式の管理と化学量論表の自動計算
・���構造検索機能
・���コンビケム合成対応

■ 汎用電子実験ノート
定型化しづらい各種実験の実験データを管理します。
・���テキスト、表、画像、ファイルなどを自由に組み合わ
せた「ページ」としてデータを管理

・���Microsoft�Office との連携

■ レシピ
複数の原料を配合して求める性質の物質を作る研究の

データを管理します。
・���原料の物性や在庫情報の管理
・���配合比や配合条件の管理
・���配合で得られた物質の物性・機能性・安定性などの
データ管理

■ プロジェクト
プロジェクトの進捗管理とアクセス制御を提供します。
・���ガントチャートによる進捗表示
・���プロジェクト内に限定したデータの公開�（プロジェ
クトに属するデータは、プロジェクトメンバーのみ
閲覧可能、など）

CBIS は上記のモジュールの例に限らず、様々な分野の
研究開発のデータ管理にご利用いただけます。従来のシ
ステムでは解決が難しかったデータの管理や、研究デー
タの散逸でお困りの場合は、ぜひ弊社までお問合せくだ
さい。

■ CBIS とは
研究開発においては、以下のような様々なデータを管
理して、適切に取り扱う必要があります。
・���研究資材 :�化合物、試薬、細胞株などの情報、および
それらの在庫情報

・���実験データ :�アッセイデータ、写真、機器分析結果な
ど、および実験ノート

・���文書 :�参考文献、SDS、報告書など
これらのデータがシステム化されておらず研究者個人
が管理していたり、個別のシステムで管理されていたり
すると、研究全体を俯瞰することが困難になります。
CBIS では、研究開発に関わる様々なデータを統合的に
管理することが可能です。以下で CBIS の特長をご紹介
します。

■ CBIS の構成
■ モジュール : データ管理の枠組み
CBIS では化合物、アッセイ結果、実験ノート、電子ファ
イルなどのデータを、データ種類ごとに “ モジュール ”
と呼ぶデータ管理の枠組みで管理します。各モジュール
にはデータ種類に応じた基本機能が備わっており、ここ
にアクセス制御や業務フローなどのユーザーの要望を反
映した機能を追加します。
基本機能を備えた多数のモジュールがあらかじめ準備
されているため、ゼロからの開発に比較して短期間かつ
低コストでシステムをご提供できます。

■ CBIS Engine: 共通情報の管理と共通機能の提供
ユーザーや在庫の保管場所といった各モジュールで利
用される情報は、基盤機能である CBIS�Engine で管理し
ます。また、CBIS�Engine は各モジュールに共通機能を提
供します。
主な共通機能は以下の通りです。
・���ユーザー管理（ユーザー名、所属部署、役職など）�
Active�Directory との連携にも対応しています。

・���部署および保管場所の管理
・���ファイルからの一括登録、ファイルへの一括出力
（SDファイル、Excel ファイルなど）
・���アラート表示やアラートメール配信（在庫僅少の通
知、データ承認依頼の通知など）

■ モジュールの例
■ 化合物・在庫品
自社合成化合物や試薬の構造式と物性値、それらの在
庫の情報を管理します。
・���構造検索機能
・���分子量・分子式・IUPAC 名の自動生成
・���保管場所や保管期限の管理

　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。国内外で多数の導入実績があり、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。
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MedeA-MT による材料の機械的特性評価
材料設計支援統合システム

の比で表され、その値の大小でその物質が脆いか、延性
があるかを判定する指標の一つとして用いられます。こ
の値が 1.75 未満では脆く、1.75 以上だと延性があると
判定され、更にこの値が大きいほど延性が高くなる傾向
にあります。
�

（1）

Pugh 比の用い方の一例として、電池材料における界
面の評価について示します。
Li10GeP2S12（LGPS）は、Li イオン電池における固体電

解質材料として有望視されています。LGPS と Li を接合
するとき、化合物として Li2S や Li3P の生成が考えられま
す。これら化合物の特性の一つとして Pugh 比を計算し
てみると、Li や LGPS と異なり脆いことが予見されます。
こうした脆い化合物の存在は、電極 - 電解質間の接触面
積減少の一因と成り得ることや、弾性率の違いから大き
なミスマッチがあることが示唆されます。

表 2.  MedeA-MT で求めた Li および Li 化合物の体積弾性率、剛
性率と Pugh 比 5）。体積弾性率、剛性率の単位は GPa。

物質 体積弾性率 剛性率 Pugh比

Li 12 5 2.4   延性

Li2S 46 36 1.3   脆性

Li3P 40 36 1.1   脆性

LGPS 19 8 2.4   延性

■ まとめ
分子シミュレーションで予測される弾性定数と、そこ

から導き出される種々の物性値は、材料研究に携わる多
くの研究者にとって有益な情報です。MedeA-MT で得ら
れる物性値は、その物質の弾性特性を精確に表現するも
のであり、インフォマティクスで用いる記述子としても
大変有用です。

■ 参考文献
1）�Le�Page,�Y.�and�Saxe,�P.�Phys.�Rev. ,�2002,�B�65, �104104.
2）�Pugh,�S.�F.�Phil.�Mag. �1954,�45, �823-843.
3）�McNeil,�L.�E.;�Grimsditch,�M.;�French,�R.�H.��J.�Am.�
Ceram.�Soc. �1993,�76, �1132-1136.

4）�Tsubouchi,�K.;�Mikoshiba,�N.�IEEE�Trans.�Sonics�
Ultrason. �1985,�SU-32, �634.

5）�Windiks,�R.�Materials�Design,�unpublished�data.

■ 第一原理・力場計算による弾性定数計算
MedeA-MT では、応力に対する差分法 1）によって弾性
定数テンソル要素を算出します。対象となる計算モデル
の格子定数をそれぞれのパラメーターについて微小変化
させた後に原子座標の緩和を行い、計算される応力の変
化から最小自乗フィッティングによって弾性定数の値を
求めます。この時、対称操作上等価な計算は行いません。
応力の計算にはMedeA-VASPあるいはMedeA-LAMMPS
を用いることができ、第一原理・力場両計算方法に対応
しています。
この方法の利点は、モデル構造が安定な格子定数であ
る必要がなく、例えば高圧条件下での計算にも対応でき
ることです。
フィッティング後、以下の物性値が自動算出されます。
■�弾性定数テンソル、コンプライアンステンソル
■�体積弾性率、剛性率、ヤング率
■�Poisson 比、Pugh 比 2）、Vickers 硬度
■�音速、デバイ温度
■��熱力学関数（デバイ近似による比熱、エントロピー、
エンタルピー、自由エネルギー）

■ 実験値との比較
表 1 に MedeA-MT（VASP:�GGA-PBE）で計算された

AlN の弾性定数の値を実験値とともに示します。実験で
得られる弾性定数は比較的ばらつきが大きく、表で示し
た 2つの実験値の間でも、例えば C11 の値は 60�GPa 以
上異なります。計算値は多くの値で実験値の間あるいは
近傍にあり、信頼できる値が得られているといえます。

表 1.  AlN の弾性定数と弾性率。単位は GPa。

実験値3) 実験値4) 計算値

C11 345 411 378

C12 125 149 128

C13 120 99 96

C33 395 389 358

C44 118 125 109

C66 110 130 125

体積弾性率 202 212 195

剛性率 310 - 300

ヤング率 - - 121

■ Pugh 比による脆性 / 延性の判定
Pugh 比は式（1）のように体積弾性率B と剛性率G

　MedeA-MT（Mechanical and Thermal properties）モジュールは、機械物性を評価することができま
す。差分法による弾性定数計算に加え、各種弾性率、Poisson 比などの機械的特性の他、延性・脆性の判定
に使える Pugh 比などさまざまな物性値を算出します。MedeA に搭載されているハイスループットモジュー
ルと組み合わせることで、材料の物性値データの大量生成にもお使いいただける便利なツールです。
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学会・展示会出展、セミナー開催予定
　年末までの弊社の主な学会・展示会出展およびセミナー開催の予定をお知らせします。学会・展示会では
弊社取り扱い製品の説明とデモンストレーションを行います。製品についてのお問い合わせや、実際の操作
によるデモンストレーションをご覧になりたいなど、何かございましたら、是非弊社ブースにお立ち寄りくだ
さい。いくつかの学会では、応用事例を紹介するフォーカストセッションやランチョンセミナーを会期中に行
いますので、併せてご参加ください。また学会・展示会以外に製品紹介セミナーをいくつか予定しています。
製品紹介セミナーは、ユーザーに限らずどなたでもご参加できます※）ので、どうぞお気軽にご参加ください。

■ マテリアルサイエンス分野
学会・展示会出展
・第 60 回電池討論会
会期：2019 年 11 月 13～15 日
会場：国立京都国際会館
�展示製品：計算科学統合プラットフォームMedeA、
AMS、量 子 化 学 計 算 ソ フ ト ウ ェ ア Gaussian、
TURBOMOLE、Molpro、MOPAC2016 等

・日本結晶学会令和元年（2019 年）度年会
会期：2019 年 11 月 19～20 日
会場：金沢市文化ホール
�展示製品：計算科学統合プラットフォームMedeA、
AMS、量 子 化 学 計 算 ソ フ ト ウ ェ ア Gaussian、
TURBOMOLE、Molpro、MOPAC2016 等

・第 33 回分子シミュレーション討論会
会期：2019 年 12 月 9～11 日
会場：名古屋市公会堂
�展示製品：計算科学統合プラットフォームMedeA、
AMS、SciMAPS 等

■ ライフサイエンス分野
学会・展示会出展
・CBI 学会 2019 年大会
会期：2019 年�10 月 22～24 日
会場：タワーホール船堀
�展 示 製 品：MOE、PSILO、Chemotargets�CLARITY、
OFF-X 他、フォーカストセッション（抗体設計）、ラ
ンチョンセミナー（医薬品安全性）で講演予定

・ACEM/JEMS�2019
会期：2019 年 11 月 18～20 日
会場：一橋講堂
�展 示 製 品：ChemTunes�&�ToxGPS、Chemotargets�
CLARITY、OFF-X、MOE 他

・第 10 回スクリーニング学研究会
会期：2019 年 11 月 22 日
会場：タワーホール船堀
�展 示 製 品：MOE、PSILO、Chemotargets�CLARITY、
OFF-X 他

・第 37 回メディシナルケミストリーシンポジウム
�会期：2019 年 11 月 27～29 日（展示は 28 日、29 日
のみ）
会場：いちょうホール（八王子市芸術文化会館）
�展 示 製 品：MOE、SeeSAR、REAL�Space�Navigator、
Scilligence 他、ランチョンセミナー開催予定

・第 47 回構造活性相関シンポジウム
会期：2019 年 12 月 12～13 日
会場：熊本市民会館
�展 示 製 品：MOE、PSILO、Chemotargets�CLARITY、
OFF-X 他

■ 最新情報はこちら
https://www.molsis.co.jp/news/seminar/

※）�トレーニングコースはユーザー限定の場合がありま
す。詳細は弊社までお問い合わせください。

•� 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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