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統合計算化学システム

MOEsaic 機能紹介
―MMP 解析、カスタムプロパティーモデル―

MOEsaic は、合成研究者が活性化合物の構造情報を用いて、構造活性相関 / 構造物性相関解析を行うた

めの MOE/web アプリケーションです。ウェブブラウザーから、MMP 解析や R-group 解析を簡単な操作で実

行でき、母核・置換基と活性・物性の関係について整理した結果を分かりやすく表示します。MOEsaic は柔

軟にカスタマイズでき、独自のプロパティーモデルを用いて化合物をリアルタイムに評価できます。ここでは、

MOEsaic を用いた MMP 解析の応用事例と、腸管吸収と血液脳関門透過性を評価するカスタムプロパティー

モデル BOILED-Egg の組込みについて紹介します。

MOEsaic のメイン画面（左）と、MOE の記述子に最適化した BOILED-Egg モデル（右）
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MOEsaic 機能紹介―MMP 解析、カスタムプロパティーモデル
統合計算化学システム　MOE

397 件のジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害剤について、
MMP 解析と MMP�Profile 解析を実行し、マジックメチ
ル効果を確認しました。MMP 解析は置換基をマウスで
選択することで、選択部分のみが置換された構造を即座
に出力します（図 2）。MMP�Profile 解析は、置換ルール
をスケッチャーで定義し、ルールに適合する構造を網羅
的に探索します（図 3 左）。プロットはメチル基の導入
による活性値変化を示しています（図 3 右）。水素原子

（赤のプロット）をメチル基（緑のプロット）に置換す
ることでほとんどの場合で活性が向上しています。

図 2.  MMP 解析によるマジックメチル効果の探索。値は活性
値を示し、活性値で背景色を色分け（緑：高活性、赤：低活
性）。

図 3.  MMP Profile 解析による網羅的なマジックメチル効果
の探索。置換ルール（左図）と不変構造の種類と活性値変化
のプロット（右図）。破線内は最も大きい活性値変化の組み
合わせ（図 2 で示したマジックメチル効果の構造）。

■  Interesting MMP に よ る Activity Cliff
の探索
Interesting�MMP は、明示的な置換ルールを指定せず、

重原子の数や割合の変化を指定するだけで、網羅的な
MMP 解析が行われ活性値変化をプロットします（図
4）。Interesting�MMP では、新しい置換基効果を探索で
きます。

　MOEsaic は、構 造 活 性 相 関 / 構 造 物 性 相 関 解 析を 行うため の MOE/web アプリケー ション で す。
Matched Molecular Pairs（MMP）解析や R-group 解析等の合成研究者に使用頻度の高い機能を統合し
ており、母核・置換基と活性・物性の関係を分かりやすくまとめウェブブラウザー上に可視化します。また、
MOEsaic は柔軟にカスマイズすることができ、例えば独自のプロパティーモデルを MOEsaic 内に導入しリ
アルタイムに化合物の物性を評価できます。本稿では、MOEsaic に搭載されている MMP 解析機能とカス
タムプロパティーモデル BOILED-Egg の導入事例を紹介します。

■ MOE/web
MOE/web とは、ウェブブラウザーを介して MOE のプ

ログラムを実行するための MOE の使用モードです。シ
ンプルな操作で結果が得られ、実験研究者を中心に利用
されています。利用者の PC には MOE をインストール
する必要がなく、計算リソースを MOE/web サーバーに
集約することができます。

■ MOEsaic 概要
合成研究者は、生物活性の向上だけでなく、化合物の

溶解度、脂溶性、膜透過性等のさまざまなパラメーター
を最適化しながら、母核や置換基を入れ替えて新規構造
をデザインします。そのためには、多くの化合物の中か
ら部分構造や物性値などの基準で必要な情報を抽出し、
母核・置換基と活性・物性との関係を評価できるツール
が有用です。MOEsaic は、既知の活性化合物の構造情報
からの構造展開を支援する MOE/web アプリケーション
です（図 1）。MMP 解析や R-group 解析、類似構造 / 部
分構造検索、分子フィルター、散布図、プロパティーモデ
ルによる評価等の合成研究者に有用な機能を統合して
います。研究者間での結果の共有や、進行中のプロジェ
クトから日々得られる新規構造と活性データを追加し
た解析も可能です。

図 1.  MOEsaic のメイン画面。

■  MMP Profile によるマジックメチル効
果の探索
MMP 解析とは、化合物間の局所的な置換基の違いを

探索し活性や物性の差を解析する手法です。一部の構造
置換により、活性が大きく異なる関係（Activity�Cliff）を
探索できます。例えば、メチル基の導入により大きく活
性が向上する現象はマジックメチル効果と呼ばれてい
ます。MOEsaic の MMP 解析はデータセットの中からマ
ジックメチル効果を即座に探索できます。
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SlogP があります。CCG 社では、WLOGP を SlogP に置
き換え、原著のデータセットを使用して、二つの楕円を
最適化した BOILED-Egg を作成しました（図 6）。腸管
吸収と血液脳関門透過性の予測精度は、原著ではそれぞ
れ 91.6％と 87.8％、MOE ではそれぞれ 92.9％と 90.0％
です。このことから、腸管吸収と血液脳関門透過性の予
測では、原著と同等の精度が得られていることがわかり
ます。このカスタムプロパティーモデルは MOE のユー
ザーであれば、SVL�Exchange から無償でダウンロード
して使用できます。

図 6.  原著の BOILED-Egg（赤）と CCG 社で SlogP に
最適化した BOILED-Egg（緑）。

■ さまざまな分子記述子に最適化した BOILED-Egg
弊社でも原著を参考に、MOE の開発環境を使用して、

二次元プロット上の楕円を最適化する MOE のプログラ
ムを実装しました。このプログラムを使用して、さまざ
まな分子記述子を用いた BOILED-Egg を作成しました。
例えば、分子量、疎水性原子数、水素結合ドナー／アクセ
プター原子数のような、より直感的な分子記述子を含む
モデルを作成しました（図 7）。これらのモデルでも原
著と同等の予測精度が得られました。

図 7.  分子量と TPSA を用いた BOILED-Egg（左）と疎水
性原子数と水素結合ドナー／アクセプター原子数を用い
た BOILED-Egg（右）。腸管吸収と血液脳関門透過性の
予測精度は、前者のモデルではそれぞれ 92.4％と 90.4％、
後者のモデルではそれぞれ 92.1％と 81.2％。

1）�Daina,�A.;�Zoete,�V.�A�BOILED-Egg�To�Predict�
Gastrointestinal�Absorption�and�Brain�Penetration�of�
Small�Molecules.�ChemMedChem�2016,�11 ,�1117–
1121.

図 4.  Interesting MMP に よ る Activity Cliff 探 索。MMP
の組み合わせを活性値変化（ΔpIC50）の大きい順にソー
ト（左図）。不変構造の種類と活性値変化のプロット

（右図）。

■ カスタムプロパティーモデル
MOEsaic では、さまざまな物理化学的性質をプロット

し視覚化することで、薬としての物性評価ができるプロ
パティーモデルによる解析が行えます。プロパティーモ
デルとして Oral�Drug、Sweet�Spot、Golden�Triangle が
標準で搭載されています。さらに、MOE の開発環境を使
用して、ユーザー独自のカスタムプロパティーモデルを
構築して MOEsaic に追加できます。開発元である CCG
社では、MOE の分子記述子に最適化した BOILED-Egg1）

をカスタムプロパティーモデルとして提供しています。
■ BOILED-Egg

図 5.  BOILED-Egg と BCR-ABL キナーゼ阻害剤／
AMPA 受容体調節薬のプロット。それぞれのリー
ド化合物で腸管吸収と血液脳関門透過性が良好
になるまでの様子が確認できる1)。

BOILED-Egg は、WLOGP と tPSA の二次元プロットに
腸管吸収と血液脳関門透過性に優れた領域をそれぞれ
白と黄色の楕円で表現し、重ね合わせたものです（図
5）。WLOGP はオクタノール／水分配係数の対数値の予
測値、tPSA はトポロジカル極性表面積です。このプロパ
ティーモデルを使用することで、腸管吸収と血液脳関門
透過性に関して、リード化合物の最適化を直感的に行え
ます。
■ SlogP に最適化した BOILED-Egg

MOE には、WLOGP に類似した分子記述子として
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レシピ管理機能による配合研究データの管理
研究情報共有システム　CBIS

値や機器分析データ、純度、保管場所、残量、使用履歴な
どの情報を管理できます。

図 1.  原料物質のカタログ情報と在庫情報の表示例

■ レシピの管理
複合材料などの作成条件であるレシピと、その複合材

料・混合物質に求める性質である規格を管理します。
» レシピ

使用する原料物質とそれらの混合比率、使用する機材、
混合時の温度や時間などの条件に関する情報です（図
2）。原料物質を登録済みのカタログまたは在庫から選
択することにより、これらの情報が相互に関連付けされ
ます。

図 2.  レシピの表示例

» 規格情報
製品としての機能（農薬の防除効果、化粧品の美白作

用、着色剤の発色性など）や安全性、安定性などの性質
についての情報です。性質名と特性値（上限・下限の数
値や「B+ ランク以上」といったテキスト）の組み合わ
せで定義します。個々のレシピには満たすべき規格を複
数個指定することができます。
■ 試験結果の管理

作られた複合材料などの性質について、測定値、測定
に使用した機器情報、測定条件などの情報を管理します。
テキストや数値、測定機器の出力ファイルを登録するこ
とができ、チャートや画像はサムネイル表示も可能です

（図 3）。
測定値のフィッティングカーブを引いたり、規格値と

比較して Pass/Fail のフラグを立てたりすることもでき
ます。

　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。本稿では、複数の原料を組み合わせて目的の性質
の複合材料や混合物質を設計する配合研究で用いられるレシピ管理機能を紹介します。

■ 配合研究における情報管理
複数の原料を組み合わせて目的の性質を持つ複合材

料などを設計する配合研究は、さまざまな分野で行われ
ています。

表 1.  配合研究の例

配合研究では、複数の原料物質、それらの混合条件・
方法、目的の性質に関する試験の方法と結果など、さま
ざまな種類のデータを扱います。

しかし、これらのデータはしばしば、試薬管理台帳、紙
の実験ノート、測定機器付属の PC、ファイル共有サー
バーなどに散在してしまいます。その結果、次のような
問題が発生し、蓄積された貴重な研究情報資産を有効に
活用できなくなります。
・�紙のノートから過去の実験データを探すのが難しい。
・�どの実験でどの試薬を使って、どの測定データが得

られたのか、といった互いに関連する情報どうしを
結び付けられない。

・�研究データが属人化してしまい、他の研究者の研究
結果を参照するのが難しい。

これらの問題は、研究情報共有システムによって研究
データを一元管理することにより解決できます。
■ 原料物質の管理

原料として配合される物質に関する情報を管理しま
す（図 1）。
» 物質固有情報

物質固有情報では、原料物質の名称、分子量、化学構
造、標準的な物性などの情報です。自社で合成した物質
と他社から購入した原料をシームレスに管理でき、他社
から提供されたデータシートなども添付可能です。

常に同じシステムで原料物質に関する情報を確認で
きるようになります。
» 在庫情報

同じ物質でも合成ロットなどの違いにより物性が異
なることがあります。在庫情報では、ロットごとの物性
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■ さまざまな条件での検索
データを種類ごとに管理していたときには実現でき

なかった条件で研究情報を検索できます。注目する原料
物質や性質からレシピを検索したり、特定のレシピで使
用した原料物質の在庫を検索したりできます。

〈検索条件の例〉
・指定した原料物質を使うレシピは何か？
・�指定した原料物質の混合比率が 50％以上のレシピ

は何か？
・�指定した性質を満たす配合の比率や混合条件は何か？
・�指定した在庫を使用した配合で得られた複合材料な

どの試験結果は何か？

テキスト・数値などすべてのデータ項目を検索するこ
とができます。「以上」「以下」「を含む」「で始まる」など
多彩な条件を設定でき、複数の条件を「かつ」「または」
で組み合わせることもできるので、求めるデータにアク
セスするための柔軟な検索が可能です。

また、特定のデータ項目を用いた検索を頻繁に行う場
合、検索条件を容易に設定できる専用のページを提供で
きます（図 5）。これにより、多くのデータ項目から検
索対象を指定する手間が省け、また簡単に特性値の範囲
指定ができ、検索を行う際の省力化が図れます。

図 5.  原料と試験結果によるレシピ検索ページの例

■ まとめ
CBIS はウェブシステムなので、社内ネットワークにア

クセスできる端末があれば、居室でも実験室でも利用で
きます。あらかじめ用意されたページやワークフローを
組み合わせながら開発を行いますので、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 は、今回紹介した配合研究の情報管理以外にもさ
まざまな分野の研究情報を管理することができます。情
報資産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。また、実際
に CBIS をお試しになりたい場合は、1 か月間の無償トラ
イアルも承っております。

図 3.  試験情報の表示例

■ 研究情報共有システム導入のメリット
研究情報共有システムの導入により、部署ごとやデー

タの種類ごとに散在していた原料物質、レシピ、試験結
果の情報を一元管理できます。誰もが必要な研究情報に
アクセスできるので、情報管理の属人化を防ぐことがで
きます。

さらに、研究情報共有システムでは異なる種類の情報
を関連付けて表示したり、検索したりできます。情報の
見落としがなくなるだけでなく、関連データを含めて有
効活用できるようになります。データの評価が容易にな
り、新たな気づきにつながるなど、研究の質を高めるこ
とにつながります。
■ 情報記録の簡便化

入力項目が決まっているため、必要な情報を過不足な
く記録することができます。また、表現に幅のある情報
は、あらかじめ入力できる内容を規定することで、表記
の揺らぎを防ぐことができます（例えば、「薄黄色」「黄
白色」「クリーム色」などは「淡黄色」と記録する、な
ど）。

また、大量のデータを入力するときは、Excel ファイル
から一括して入力することが可能です。
■ 関連情報の集約表示

原料、レシピ、試験結果などの情報を 1 つのページに
集約して表示できます。散在するデータを集めて切り貼
りし、体裁を整えるというような作業に手間をかけるこ
となく、必要な情報を簡単に確認することが可能です。

例えば、特定のレシピに注目して、そのレシピに関連
する情報を集約して表示できます（図 4）。

図 4.  情報の集約表示の例

また、用いた原料や配合比率、混合条件などの組み合
わせで性質の変化を確認し、条件の最適化検討を行うた
めの表示もできます。
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創薬モダリティの多様性への対応
研究情報管理統合プラットフォーム　Scilligence

画した構造の HELM 表記の出力が可能です。JSDraw で
描画した構造は ELN や RegMol に登録したり、検索条件
として利用したりできます。

■ 生体高分子の管理
抗体などのタンパク質のアミノ酸配列やプラスミド

などの塩基配列を単なる文字列としてではなくシーケ
ンスデータとして管理します。タンパク質のサブユニッ
トや抗体の重鎖と軽鎖のような複数の配列をそれぞれ
記述できます（図 3）。SDS や論文などのファイルが添
付でき、研究資材と関連する情報の一元管理が可能です。

図 3.  抗体の登録

また、プラスミドの登録ではインサート配列の記述や
ベクターマップの添付、プロモーターや薬剤耐性遺伝子
の情報などの記入ができます。

■ ADC の管理
ADC�Builder を用いて既に登録されている抗体や低分

子化合物を組み合わせて ADC を作成できます（図 4）。
登録された ADC は元になった抗体や低分子とひもづけ
られ、相互に関連情報として簡単に参照できるようにな
ります。

図 4.  ADC Builder と ADC

■ ご試用
Scilligence 社製品を 1ヶ月間無償でご評価いただけま

す。Scilligence 社製品にご興味がある方はぜひお試し下
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。

https://www.molsis.co.jp/contact/

　Scilligence 社では、電子実験ノートを中心にプロジェクト管理や在庫管理など研究情報を一元管理で
きるウェブベースの研究情報管理統合プラットフォームを提供しています。電子実験ノート ELN、分子情報・
アッセイデータ登録システム RegMol、在庫管理システム Inventory の各製品では低分子化合物から核酸・
ペプチド・タンパク質・抗体などの生体高分子、細胞株や生体組織まで、多様なモダリティのデータを一元的
に取り扱えます。本稿では、ELN、RegMol、Inventory に共通する創薬研究のモダリティの多様性への対応
機能を紹介します。

■ 製品概要
Scilligence 社の研究情報管理ソフトウェアは、低分子

からペプチドや核酸などの中分子、抗体や抗体薬物複合
体（ADC）などの高分子までの情報を単一のプラット
フォームで扱えることが大きな特長です（図 1）。
RegMol では幅広い研究資材の情報を登録し管理します。
Inventory では RegMol に登録されている研究資材以外
にも購入試薬、合成実験の生成物、細胞や組織を採取し
た試料などの在庫・保管場所を管理します。ELN では
RegMol や Inventory と連携して多種多様な実験を記録
できます。

図 1.  RegMol、Inventory で管理でき
る研究資材

■ 生体高分子に対応した描画ツール
JavaScript ベースの構造描画ツール JSDraw では、低

分子に加えて、ペプチドや核酸などの配列、複数の配列
の複合体、抗体と低分子の複合体（ADC など）をグラ
フィカルに記述できます（図 2）。JSDraw では多様な
種類の複雑な高分子を表すことができる表記法 HELM

（Hierarchical�Editing�Language�for�Macromolecules）を
サポートしており、HELM による構造の入力、および描

図 2.  JSDraw。選択したモノマー（赤丸で囲んだ部
分）の構造式を下部の Structure View で確認可能。
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Flow によるメタゲノム解析
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア　Partek

（環境）間での多様性を比較する解析手法です。図 2 は
ヒト腸内細菌叢におけるα多様性解析を行った結果です。

Flow では多様性の指標として Shannon�index（青）
と Simpson�index（赤）を使用しています。Shannon�
index は細菌種が多く、かつ各細菌種の均一度が高いほ
ど数値が高い傾向を、Simpson�index は 0 に近いほど多
様性が高い傾向を示します。

図 2.  ヒト腸内細菌叢におけるα多様性解
析の結果

■ ご試用
Flow は 4 週間無償トライアルにてご評価いただけま

す。今回紹介したメタゲノム解析だけではなく、バルク
や Single�Cell の RNA-seq、ま た は DNA-seq、ChIP-seq
データ等の解析をされたい方は、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）�Wood,�D.�E.;�Salzberg,�S.�L.�Kraken:�ultrafast�
metagenomic�sequence�classification�using�exact�
alignments.�Genome�Biol .�2014,�15 (3),�R46.

2）�Wood,�D.�E.;�Lu,�J.;�Langmead,�B.�Improved�
metagenomics�Analysis�with�Kraken�2.�Genome�Biol .�
2019,�20 (1),�257.

3）�https://ccb.jhu.edu/software/kraken2/index.
shtml?t=downloads

　Partek Flow（以下、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、ChIP-seq、メタゲノム等のデータ

を解析することが可能です。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）上で選択できるので、コマンドによる操作を必要としません。そのためデータ解析の専門家
からデータ解析に不慣れなウェットの研究者まで幅広くご利用いただけます。本稿では Flow を用いたメタ
ゲノム解析について紹介します。

■ メタゲノム解析とは
メタゲノム解析は、土壌や海水などのさまざまな環境

中に存在する微生物ゲノム DNA 配列を NGS で解析し、
環境中の細菌種の組成を調べる手法です。メタゲノム解
析では、これまで分離培養が困難であったために解析で
きなかった細菌を含めた細菌群集（細菌叢）の組成を
明らかにすることができます。

メタゲノム解析には 16S�rRNA 遺伝子を解析するメタ
16S 解析と全ゲノムを解析するホールゲノムショットガ
ン法の 2 つがあります。

16S�rRNA 遺伝子には細菌種間で比較的に保存された
定常領域と細菌種ごとに特有の可変領域が存在します。
メタ 16S 解析では細菌種特異的な可変領域を PCR で増
幅し、NGS で配列を決定します。得られた配列データを
参照ゲノムに対して相同比較することで細菌種を分類
することができます。

ホールゲノムショットガン法は全ゲノムを断片化し
た配列を NGS で解析します。得られたリードの共通す
る配列をつなぎ合わせ、それぞれのリードがどの微生物
に由来するのかを参照ゲノムと比較することで細菌種
を分類します。

■ 系統解析
NGS から得られた大量のリードがどの細菌種由来で

あるかを分類する系統解析では、複雑な情報解析ツール
が必要となります。Flow では超高速なメタゲノム配列
分類ツールである Kraken1）を使用した系統解析が可能
です。Kraken は数千の微生物の参照ゲノム配列が登録
された公共データベースを利用して、それぞれのリード
配列がどの菌種に由来するのかを解析します。これまで
Kraken ではホールゲノムショットガン法で得られたデー
タ解析にのみ対応していましたが、Kraken�22）のデータ
ベース 3）を利用することでメタ 16S 解析も可能となり
ました。

Flow に NGS データを読み込み、Kraken を使用するこ
とで系統解析を行います。系統解析に使用するデータ
ベースは Bacteria、Human、Virus、Plasmids、MiniKraken
から選択することができます。系統解析の結果はサンプ
ルごとに棒グラフや階層型円グラフ（図 1）で表示する
ことができます。興味のあるサンプルにカーソルを合わ
せることで詳細を確認できます。ただしヒトやマウス等
の腸内環境におけるメタゲノム解析を行う場合、系統解
析を行う前に宿主 DNA を除去した FASTQ ファイルが
必要となります。

■ α多様性解析・β多様性解析
Flow では環境中の多様性を推定するためにα多様性

解析、β多様性解析の 2 つの解析法が利用できます。α
多様性解析は 1 つのサンプル（環境）中にどれだけ細
菌種が存在するのかを、β多様性解析は複数のサンプル

図 1.  系統解析結果の階層型円グラフ表示
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力場計算機能の紹介
高精度分子シミュレーション支援ソフトウェア　Direct Force Field

TEAM_LS を利用する場合は AMBER 形式、TEAM_MS
を利用する場合は DFF オリジナルの TEAM 形式の関数
を選択します。

それぞれの関数系に対して複数の力場テーブルがあ
ります（図 1 参照）。力場テーブルには原子タイプと力
場パラメーターが登録されており、1 つの力場テーブル
で分子に対してパラメーターのアサインが可能となっ
ています。系を構成する分子毎に力場テーブルのリスト
の上位から順にパラメーターがすべてそろうかどうか
を調べます。そろわない場合は次の順位の力場テーブル
を調べます。これにより、1 分子、1 力場テーブルで完結
した力場パラメーターを割り付けます。こうすることに
よって、比較的互換性の高い VDW パラメーター以外は
分子内で完結させることができ、ユーザーが開発した力
場パラメーターや新たに開発された力場テーブルと既
存のパラメーターとの間での整合性を鑑みることなく
力場パラメーターを追加することができます。

図 1.  力場テーブルと優先順位
上 位 に あ る 力 場 テ ー ブ ル（TEAM_LS） が 下 位 の も の

（AMBER+）よりも優先的にアサイン

■ 分子動力学計算用入力ファイルの生成
DFF 上で力場をアサインした時点で構造、原子タイプ、

相互作用を定義した力場パラメーターセットが得られ
ます。これらは他のプログラムでも利用できるようテキ
ストファイルで出力されます。よく利用される AMBER、
LAMMPS、GROMACS 等の分子動力学計算プログラムに
ついては、得られたパラメーターを分子動力学計算プロ
グラムですぐに利用できるようテンプレートとなる入
力ファイルを生成することができます。

DFF については、1ヶ月間無償でご評価いただけます。
ご興味のある方は、ぜひ、ご検討ください。

　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 を通じ、力場
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います。本稿では、
Direct Force Field（DFF）の力場パラメーターアサインから分子動力学計算までの力場計算機能について
紹介します。

■ はじめに
DFF では、目的に応じてご利用いただけるよう

Standard、Professional の 2 種類のパッケージが用意さ
れています。いずれのパッケージにも開発元オリジナル
の力場データベース（以下力場 DB）である、材料設計
向け TEAM_MS または、生命科学向け TEAM_LS のいず
れかが付属します。今回紹介する機能についてはいずれ
のパッケージにも共通する機能として含まれております。

力場計算までのフローは 1）分子構造の作成、2）形式
電荷のアサイン、3）モデル分子へのパラメーターアサ
イン、4）分子動力学計算用入力ファイルの生成の 4 つ
からなります。この流れに従って、DFF の各機能を以下
に説明します。

■ 分子構造の作成
3 次元スケッチによる低分子作成、またはバルク構造

構築機能により力場計算の初期構造を与えます。DFF の
初期構造構築機能は簡易的なものですので、高分子や生
体分子については対応したソフトウェアで構築してそ
れらのファイルフォーマットで読み込む方が便利です。
座標のみ与えるファイルフォーマットに対しては自動
的に原子間距離を計算し、結合の有無を判定します。パ
ラメーターの割り付けでは原子タイプを結合次数によ
り判定するため、読み込んだ構造の結合に異常が無いか
あらかじめチェックし、必要に応じて GUI 上で修正しま
す。

DFF 独自フォーマットの msd ファイルは、Cartesian
座標と、結合している原子の番号と結合次数からなるテ
キストファイルですので、画面上で編集や確認が難しい
等の問題がある場合は結合情報を含む他のファイル
フォーマットからスクリプトなどを利用して変換する
ことも可能です。

DFF がサポートしているファイルフォーマットは
msd、mol、mol2、pdb、car などがあります。

■ 形式電荷のアサイン
対象となる分子系によっては分子がイオン化してい

ることもあります。DFF では分子の結合情報から自動的
に形式電荷を計算し、原子上にアサインする機能があり
ますので、これを利用します。

■ モデル分子へのパラメーターアサイン
DFF では力場データベースによりパラメーターの割

り付けを管理しています。力場パラメーターの追加で起
こりうる問題を解消するために力場テーブルという概
念を利用してパラメーターを割り付けます。
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熱活性化遅延蛍光材料の励起状態計算
量子化学計算ソフトウェア　ADF

4CzIPN に対しての ADF の計算結果は、それぞれ、
λ=�0.06�eV,� ΔE ST�=�0.16�eV と な り ま し た。上 述 の
SOCME の 計 算 結 果 と 併 せ て 式 (2) に 代 入 す る と
kRISC�=�2.3 × 105�/s が得られますが、これは実験値の
kRISC�=�2.7×106�/sと十分に比較できる範囲内の数値です。

■ まとめ
本稿では、典型的な TADF 材料として知られている

4CzIPN に対して、ADF による逆項間交差の速度定数の
計算結果を紹介しました。今回詳しく述べることができ
なかった、ADF の計算条件（基底関数、汎関数、溶媒効
果）などの詳細については、ADF の GUI を用いたチュー
トリアル資料を開発元の Web 上に公開 1) していますの
でご参考ください。マーカス理論の拡張版である、
Marcus-Levich-Jortner�Theory を用いた Franck-Condon
の重み付き状態密度の計算手順についても紹介してい
ます。

■ 参考文献
1)�https://www.scm.com/doc/Tutorials/Advanced/

ADF_optimizing_TADF_emission.html
2)�Samanta,�P.�K.;�et�al.�J.�Am.�Chem.�Soc .�2017,�139, �

4042.

　ADF （Amsterdam Density Functional）は、密度汎関数法（DFT）に基づく量子化学計算ソフトウェア
で、均一系・不均一系触媒から無機化学、重元素化学、生化学、各種分光学まで幅広い分野の研究に利用
されています。ADF では、相対論の Zeroth-Order Regular Approximation （ZORA）法を採用すること
で、Time-Dependent DFT （TDDFT）によるスピン軌道相互作用を考慮した励起状態の計算が可能です。
本稿では、有機 EL に用いられるメタルフリーな発光材料として近年注目を集めている、熱活性化遅延蛍光

（TADF）材料の計算結果を紹介します。

■ はじめに
有機 EL 素子では、正孔と電子の再結合により統計的

に 1：3 の割合で一重項と三重項の励起子が生成される
ことになりますが、TADF 材料を用いることで、生成され
るすべての励起子を発光に寄与させることが原理上可
能になります。これは、逆項間交差（RISC:�Reverse�
Intersystem�Crossing）により、三重項励起状態（通常の
蛍光材料では発光に寄与しない）を一重項励起状態に
変換できるためです（図 1）。

図 1.  RISC により三重項の励起子を一重
項の励起子に変換できる

■ 逆項間交差（RISC）の速度定数の評価
RISC は一重項励起状態 Sn と三重項励起状態 Tm の間

の無輻射遷移として定義され、その速度定数は Fermi の
黄金律により、

� （1）
と表されます。ここで、ρFCWD は Franck-Condon の重み
付き状態密度です。
■ スピン軌道相互作用の行列要素の計算

相対論、特にスピン軌道相互作用（SOC:�Spin-Orbit�
Coupling）を考慮できる DFT 計算プログラムである
ADF では、式 (1) に現れる一重項と三重項の励起状態間
の SOC の行列要素（SOCME）を計算することができま
す。典型的な TADF 材料として知られている 4CzIPN（図
2）の計算結果を図 3 に示します。

S1 と T1 の 間 の SOCME の 値（0.4�cm-1） か ら、
〈Sn｜HSOC｜Tm〉

2�=�8.2×10-10�eV2 となります。
■ Franck-Condon の重み付き状態密度の計算

式 (1) に 現 れ るρFCWD は、マ ー カ ス 理 論（SCMT:�
Semiclassical�Marcus�theory）により、

�
（2）

と簡便に表すことができます。ここで、λは再配列エネ
ルギー、ΔEST は S1 と T1 のエネルギー差で、いずれも
ADF の（TD）DFT 計算によって求めることができます。

ˆ

図 3.  4CzIPN の一重項—三重項励起状態間の SOCME

図 2.  1,2,3,5-tetrakis（carbazol-
9-yl）-4,6-dicyanobenzene

（4CzIPN）
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高速ドッキングツール　FlexX 4 リリース
創薬支援ツール　FlexX

■ 1. SeeSAR によるドッキング条件の設定
SeeSAR ではリガンドが結合する可能性のあるポケッ

トを予測する機能として DoGSite の探索アルゴリズム
を搭載しています。リガンドとの共結晶構造が得られて
いなくともドッキングサイトを定義できます。また、
SeeSAR で水素結合のアクセプターやドナー、芳香環な
どのファーマコフォアを設定し、ドッキングポーズの絞
り込みができます。ファーマコフォアはフィルターとし
てだけでなく、リガンド配置の際のガイドとしても機能
します。

図 2.  ドッキングサイトの検出とファーマコフォアの設定

■ 2. SeeSAR によるドッキングポーズの解析
FlexX�4 で得られたドッキングポーズを SeeSAR に読

み込むことで、タンパク質との親和性と、原子ごとの結
合自由エネルギーへの寄与を HYDE テクノロジーに基
づいて評価できます。さらに、有望なドッキングポーズ
をもとに SeeSAR によるフラグメントベーストデザイン
やビルダーを使ったリード最適化ができます。

図 3.  SeeSAR によるドッキングポーズの評価。緑色の原子は結
合自由エネルギーへの寄与がマイナス、即ち親和性を高めてい
ることを示す。

■ コマンドライン版 FlexX 4
コマンドライン版は単体でドッキング計算を行うこ

とができますので、大量の化合物のドッキング計算の
バッチ処理に向いています。また、コマンドで操作しま
すので、社内システムへの組込みやサードパーティー製
品との連携なども容易に行えます。ワークフローツール
KNIME とのンターフェイスも用意されており、ワークフ
ローツールを介して MOE や R のような他の解析ツール
と容易に連携できます。なお、ファーマコフォアやドッ
キングサイトは SeeSAR で設定した条件をドッキング�
デフィニション�ファイルとして書き出してスクリプト
で使用できます。

1）�Rarey,�M.;�Kramer,�B.;�Lengauer,�T.;�Klebe,�G.�J.�Mol.�
Biol. �1996,�261, �470–489.

2）�Bietz,�S.;�Urbaczek,�S.;�Schulz,�B.;�Rarey,�M.�J.�
Cheminform. �2014,�6, �12.

　独 BioSolveIT 社製ドッキングツール FlexX がバージョンアップし FlexX 4 としてリリースされました。
FlexX 4 では今までのバージョンから完全にコードを書き直し、効率的な並列処理が可能になりました。
FlexX 4 は SBDD 統合ツール SeeSAR との統合版とコマンドライン版の 2 種類が利用可能です。本稿では
FlexX 4 の新機能および SeeSAR との統合版とコマンドライン版について説明します。

■ FlexX 4 の概要
FlexX1）は、タンパク質–リガンドの正確な結合モード

を高速に予測するためのドッキングツールとして長年
の実績があり、世界中のさまざまな論文で使われていま
す。タンパク質–リガンド結合状態を 1 化合物あたり数
秒で予測できます。

高速なドッキングは、大きな化合物ライブラリーから
目的の化合物を絞り込むバーチャルスクリーニングに
適しています。実際、FlexX�4 では、16 スレッドのノート
PC を用いて 1000 化合物を 1 時間程度で処理できます。
コンビナトリアルライブラリーから化合物をスクリー
ニングする場合、ファーマコフォアベースのドッキング
計算を行うことで、高速に効率の良い化合物の絞り込み
が期待できます。

SeeSAR との統合版では、計算できるリガンドライブ
ラリーが最大で 5 万件までに制限されますが、コマンド
ライン版ではその制限がありません。

■ FlexX 4 の新機能
■ 1. 並列計算

FlexX�4 はマルチスレッドプログラムに書き換えられ
たことで、コンピューターのすべての CPU スレッドを
使用した高パフォーマンスの並列処理が可能になりま
した。並列処理に追加のライセンスは不要です。
■ 2. テンプレートドッキングの実装

テンプレートドッキングでは、テンプレートリガンド
と入力リガンドの最大共通部分構造（MCS）を自動認
識し、リガンド結合ポケットで両者を重ね合わせてリガ
ンド構造を配置します。このように配置することで、ドッ
キング後のリガンド共通コアの結合モードが保持され
やすくなると共に、高速にドッキングポーズを予測でき
ます。1380 化合物のテンプレートドッキングであれば
約 9 分で計算が可能です（Xeon(R)�CPU�E5-2643��16 ス
レッドで計算）。

図 1.  テンプレートドッキングで使われる最大共通部分構造

■ 3. 受容体構造の自動前処理
独ハンブルク大学で開発された Protoss 法 2）に基づく

適切な水素原子付加、互変異性体の選択、代替配座の自
動選択を行い、受容体分子の前処理を数ミリ秒で実行し
ます。

■ SeeSAR 統合版 FlexX 4
分子構造の前処理からドッキング結果の解析に至る

まで、SeeSAR で対話的に操作できます。

MOLSIS_第13号.indd   10 2020/03/16   17:59:27



新製品情報

11

MedeA 3.0 リリース
材料設計支援統合システム MedeA

また、フローチャート機能との連携をよくするために、
VASP で得られる結果をスカラー量として出力する機能
を有します。バンドギャップや仕事関数を自動で見積も
り、出力することができます。さらにフローチャート内
で変数として扱うことが可能で、出力値を活用すること
ができます。

■ 新モジュール
新 し い モ ジ ュ ー ル と し て、MedeA-Deposition、

MedeA-QT、MedeA-HT-Descriptors がリリースされてい
ます。

MedeA-Deposition は固体表面への原子・分子の堆積・
吸着現象をシミュレーションするためのツールです。原
子団を自動的に発生し、表面に入射する機能を有します。
表面酸化、表面成長、スパッタリングなどのさまざまな
現 象 を 模 し た 計 算 が 可 能 に な り ま す。MedeA-
Deposition の詳細は、ニュースレターの前回記事（2020
年 1 月号）をご参照ください。

MedeA-QT は QSPR のためのインタラクティブなツー
ルボックスで、分子や材料の物性（記述子）を基に、対
象の物性との相関を予測します。MedeA-HT-Descriptors
と組み合わせることで、フローチャート内で記述子生成
が可能になります。

また、ForceFieldOptimizer（FFO、力場最適化ツール）
では、ReaxFF ポテンシャルがサポートされました。FFO
により ReaxFF の力場を自動フィッティングすることが
できます。

　MedeA はアトミック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。世界中で 500 サイト以上のユーザーに支持され、産業界においても多くの研究者や技術者に使用さ
れています。MedeA のメジャーバージョンアップは、2.0 がリリースされて以来、実に 15 年ぶりとなります。
今回のバージョンアップではソフトウェア全体のコードが見直され、現在の使用環境に適した改善が数多く
実施されております。バージョン 3.0 において MedeA は、さらに使いやすい環境へと進化しました。

■ ユーザーインターフェース
MedeA�3.0 では、アイコンの図柄やウィンドウの色等

を含め、ユーザーインターフェースが刷新されました。
とりわけ、ソースコードの見直しを行ったことで、モデ
ル構造の表示機能が大幅に改善されています。原子数の
多いモデル構造を表示した際の表示速度が著しく改善
されており、大規模系のモデリングや結果の解析が容易
になりました。その他、3 次元表示する際の光源の調整
が可能になっており、細かな点においても改善が図られ
ております。

構造構築機能では、表面スラブモデルの構築（Surface�
Builder）に便利な機能が追加されています。例えば、表
面を作成する際に軸を指定したり、原子層を格子の中心
に配置するか底辺に配置するかを選択したりできるよ
うになりました。また、「Passivate」機能が追加され、表
面のダングリングボンドに一様に指定フラグメントを
吸着させることが可能になりました。本機能を活用する
ことで、表面に一様に水分子を吸着させたモデルの作成
などが簡便に行えます。

■ VASP
MedeA�3.0 では、VASP�5.4.4 をサポートしています。

VASP の最近の開発では、Time-dependent�DFT、GW 計
算、ACFDT-RPA といった高精度な電子状態計算の手法
に注力しています。MedeA ではこれらの手法を画面上
で選択するのみで実行できるように設計されています。
これらの計算ではグリッドの取り方やバンド数の調整
を要しますが、MedeA はこれらを自動で調整します。

図 1.  MedeA 3.0 のインターフェース
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医薬品安全性情報サービス　OFF-X

トランスレーショナルリサーチにおける医薬品安全性情報の活用
　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。モダリティの多様性に対応した安全性情
報が日々収集されています。2020 年 2 月末時点で、1 万 4 千件以上の治療ターゲットについて約 55 万件の
アラート情報と 1 万 5 千件の化合物情報が収載されています。OFF-X は、トランスレーショナルリサーチ全
般において、医薬品の探索から市販後までのすべての段階で医薬品の安全性の監視および予測に利用する
ことができます。

トランスレーショナルリサーチでは、前臨床研究の成
果を臨床研究に効率的に橋渡しすることと同時に、市販
後の安全性の監視で得られた情報を新たな治療薬の開
発にフィードバックすることが求められます。OFF-X は、
下記のように医薬品開発に携わる研究者やさまざまな
部門において、それぞれの目的に応じてご活用いただけ
ます。

■ 生物学研究者および情報生物学研究者
・新規ターゲットの安全性評価
・適応症を超えたターゲットの安全性のプロファイル
・有害事象に基づくシステム毒性学への応用

■ メディシナルケミストおよび情報化学研究者
・トキシコフォアに基づく構造解析・最適化
・�毒性・安全性エンドポイントに関連する化学的、薬

学的な考察
・化学構造から有害事象を予測するモデルの開発

■ 毒性学・安全性薬理学研究者
・�アッセイ試験、モデル動物に由来する毒性・安全性

の事象を予測し、臨床研究に転用
・�オフ・ターゲットへの影響に関する仮説を立てアッ

セイ試験を立案
・�有害事象が化合物またはターゲットに基づくかを判

断
・�治療ターゲットへの安全性に関する最新情報を収集

■ 臨床開発研究者
・�First�in�human（FIH）試験の実用的な洞察と安全性

シグナルの予測
・競合する化合物との安全性プロファイルの比較

・�臨床試験で観察された予期せぬ有害事象の作用機序
の解析

・�新規ターゲットへの作用と有害事象の関連性を示す
証拠を特定

■ レギュラトリーサイエンス
・特定の薬物クラスの規制に関する問題を監視
・規制当局からの来るべき要求を予測
・競合製品の安全性プロファイルとの比較
・�特定の薬物クラスの安全性の問題に関連する証拠を

追跡
■ ファーマコビジランス
・社内の安全性データベースを最新状態に維持
・臨床試験プロトコルのレビューの支援
・シグナルの検出、優先順位付け、評価の支援
・�OFF-X のデータを社内の安全監査用プラットフォー

ムに統合
■ 研究企画
・安全性の面での競争力を評価
・ライセンシングにおける独自の安全性のリスク評価

OFF-X には、既存薬や開発中の医薬品以外にも開発が
中止された医薬品に関する情報も収載されており、それ
ら膨大な情報を解析するための機能も随時追加されて
います。安全性の問題が医薬品開発の失敗の原因の約 3
割を占めると言われる中、トランスレーショナルリサー
チにおいて OFF-X は安全性情報を活用するプラット
フォームとして有用です。

•� 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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