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統合計算化学システム　MOE ・・・・・・・���2MOE フォーラム 2020 開催報告

統合計算化学システム

MOE フォーラム 2020 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、計算化学者から

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 9 月 3、4 日に「MOE フォーラム 2020」を日英同時通訳付きウェビナーとして開催し、国内外から

300 名以上の方にご参加いただきました。生命科学、創薬研究の分野の最先端で活躍されている 5 名の先

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、MOEsaic の最

新機能やタンパク質物性推算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 PROTAC のモデリング、HLA のモデリングと抗原性ペプチドの予測ツール、抗体

関連アプリケーション、生体高分子データベースシステム PSILO について紹介しました。また、次バージョンの

MOE と PSILO のデモンストレーションも行いました。詳細については 2、3 ページの記事をご覧ください。
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MOE フォーラム 2020 開催報告
統合計算化学システム　MOE

る方法についてご講演されました。両者の連携の適用事
例として、知識ベースおよび物理学ベースの手法の効率
化を紹介されました。前者の手法は、化合物の特徴量
（記述子）の計算、機械学習などのアルゴリズムの選択、
物性値などの予測モデルの作成という流れになります
が、これらを KNIME のノードとして組み合わせて様々
なワークフローを作成できることを紹介されました。こ
の中でMOE は特に記述子計算に活用されていました。
また、MOE の開発言語を駆使することで様々な計算を
実行できると説明されていました。物理学ベースの手法
については、タンパク質 –リガンド複合体への化合物の
重ね合わせの効率化について紹介されました。複合体構
造の管理には弊社技術サポートで開発した PSILOのノー
ドを、分子の前処理にはMOE のノードを活用されてい
ました。化合物の配座解析と重ね合わせにはそれぞれ
OMEGA と ROCS を用いていました。また、ポスト処理
として、MOE のファーマコフォアを利用したフィルタ
リングを行うノードも作成されていました。これらを組
み合わせることにより、一般的なドッキング計算よりも
高速に複合体構造を得るワークフローを作成されてい
ました。

■  「FMO と構造生物学の融合による量子構造生命科学」
 星薬科大学　福澤 薫 先生
フラグメント分子軌道法（FMO法）を利用した生体
高分子の解析についてご講演されました。エストロゲン
受容体βとリガンド複合体を用いた研究では、まず、複
合体の X線結晶構造を複数用いて解析を行った結果、リ
ガンドの結合に必須な相互作用や、サブタイプへの選択
性に重要な相互作用の抽出ができたことを示されまし
た。また、複合体の結晶構造がないものについては、
MOE のドッキング計算により複合体構造を準備し、
FMO計算により結合自由エネルギーを推算した結果、
活性データと高い相関が得られた（R2�=�0.79）ことを示
されました。COVID-19 関連タンパク質を用いた研究で
は、複合体は静的構造だけでなく、分子動力学計算を使
用した動的構造も考慮して検討されていました。複合体
中のリガンドは、静的構造では特定の残基との相互作用
が過大に評価されていましたが、動的構造を考慮するこ
とにより、周辺残基と等しく相互作用を獲得しているこ
とを見出されていました。

■  「蛋白質配列から創薬に必要な情報を読み取るリテラ
シーとは　＝ MOE をより有効に利用するために＝」

 アステラス製薬株式会社　白井 宏樹 先生
創薬研究においてタンパク質配列から有用な情報を
読み取るリテラシーとは何か、についてご講演されまし
た。ご講演では、タンパク質の分子機能やメカニズム、さ

　去る 9 月 3、4 日に「MOE フォーラム 2020」を日英同時通訳付きウェビナーとして開催しました。生命
科学、創薬研究の分野の最先端で活躍されている 5 名の先生方に 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、対話的な SAR 解析が行える MOE ウェブアプリケーションの
MOEsaic の機能強化、タンパク質の開発可能性や化学修飾部位予測にかかわる物性推算機能の応用事例、
次バージョンの MOE や PSILO の機能について発表しました。本稿では招待講演と開発元の講演を紹介し
ます。

■ 招待講演
■  「3D-CNN を活用したポケット予測に関する研究」
 東レ株式会社　馬場 剛史 先生
DeepSite の 実 装 についてご紹介されました。
DeepSite は、膨大なタンパク質構造を基に、3D-CNN と
いう AI 技術を用いて作成されたポケット予測手法です。
タンパク質立体構造の任意の 3次元空間を格子で切り
分けたボクセルを定義し、疎水性、芳香族性、水素結合ド
ナー／アクセプター性などの特徴量を学習に使用され
ています。トレーニングセットには 7600 個程度の
scPDB2017 のデータを用いており、テストセットで
97.5％の予測精度を達成されました。新しいタンパク質
を学習セットの scPDB フォーマットにあわせるための
バッチスクリプト、ポケットの可視化に、弊社技術サポー
トが開発したツールを活用されています。DeepSite で
も検出困難なクリプトサイト（リガンドが結合して初
めて形成されるポケット）を検出するために、Mixed�
Solvent 法と組み合わせた方法を検討されていました。
また、Mixed�Solvent 法の可視化では弊社技術サポート
で開発した可視化ツールを活用されており、文献との整
合性も確認されました。

■  「SBDD, the most valuable CADD skill」
 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd.
 Qian Liu 先生
Computer�Aided�Drug�Design（CADD） に お け る
Structure-Based�Drug�Design（SBDD）の有用性につい
て、中国からオンラインでご講演されました。はじめに、
SBDDの主な手法と設計したリガンドとタンパク質との
相互作用に影響を及ぼす因子について解説されました。
SBDDで考慮すべき点としてタンパク質の柔軟性を挙げ
ていました。また、ドッキング計算は SBDD に不可欠な
ツールであると述べていました。MOE の SBDD に関連
する有用な機能として無限に実行できる Undo 機能や
日常的に行う計算の GUI 上へのマッピングなどを紹介
されました。ご自身で活用されているアドオンプログラ
ムとして、選択部分の構造最適化計算を行うツールなど
を紹介されました。続いて、SBDDを行う上でのリスク、
合成可能かつドラッグライクな化合物を設計する上で
留意すべき点を解説されました。最後に創薬化学者と仕
事をする上で、特にライブラリー化合物の優先順位付け
と SBDD のアイデアのアセスメントが重要であると述
べていました。

■  「MOE と KNIME の連携による in silico 解析の半自動化」
 日本たばこ産業株式会社　岡田 晃季 先生
MOE と KNIME を連携させ、創薬におけるインシリコ
解析で日常的に行う処理を自動化 /半自動化・効率化す

MOLSIS_第15号.indd   2 2020/09/28   17:18:54



セミナー情報

3

■  Developability Assessment and Property Prediction by 
pH-Dependent Conformational Sampling

 Chemical Computing Group
 David Thompson
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、得られた構造からタンパク質記述子を
計算する機能です。次バージョンでは、化学修飾部位の
予測に利用可能な記述子が新たに追加予定です。これに
より、メチオニンの酸化やアスパラギン酸の異性化など
といったタンパク質製剤の開発を行う上で問題となり
得るアミノ酸残基の評価ができます。酸化されやすいメ
チオニン残基の評価では、計算で得られるメチオニンの
側鎖配座の周囲にメチオニン残基の酸化に関与する水
または酸化剤を模した球を配置する水和シェルモデル
を考えます（図 2）。配置できる球の数に閾値を設けて
メチオニンの酸化されやすさを評価したところ、実験結
果と良い相関（R2�=�0.71）が得られました。異性化など
の化学修飾を受けやすいアスパラギン酸とアスパラギ
ン残基の評価では、Ensemble�Protein�Properties により
得られる残基の柔軟性と隣接残基の主鎖に含まれる窒
素原子の溶媒接触表面積や pKa を使用して Binary�QSAR
による予測モデルを構築した結果、9割以上の精度で化
学修飾を受けやすい残基の識別ができました。

図 2．メチオニンの酸化傾向の予測における水和シェルモデル

■ MOE 2020 Overview
 Chemical Computing Group
 Matthias Keil
MOE の次バージョンで搭載予定の新機能と PSILO の
改良について紹介しました。上記以外の主な新機能／機
能強化は以下の通りです。

・日本語などの多言語サポート（UTF-8 のサポート）
・Gaussian を用いたONIOM法によるQM/MM計算
・MD計算のインターフェースの操作性向上
・ドッキング計算の高速化
・�シトクロム P450 などのタンパク質ファミリーデー
タベースの追加
・�キューイングシステム（SLURM、SGE など）へジョ
ブの送信の操作性向上
・�PSILO のインターフェースの操作性向上（Query�
Builder、Query�Filters、Pocket�Table など）

らには化合物結合能といった潜在能力の理解には、アミ
ノ酸配列から正しく立体構造を予測することが重要で
あることを強調されていました。その上で、タンパク質
の立体構造を活用して潜在能力を理解することの事例
として、アミノ酸残基の組成から druggable な化合物が
結合しやすいタンパク質のポケットの予測や、特定の抗
体に対する抗原のエピトープの予測、さらには結合した
抗体の最適化がしやすいエピトープの予測についてご
紹介されました。また、変異実験によるタンパク質の結
合部位解析を例に挙げながら、結果の考察にタンパク質
科学の基礎研究力がいかに重要であるかを話されてい
ました。最後に、クライオ電子顕微鏡などを用いた超分
子複合体解析といった分析技術や、タンパク質の天然変
性領域が関わっているような相分離生物学の急伸を加
味し、これから求められるリテラシーについてもお話さ
れました。

■ Chemical Computing Group 社講演
■  MOEsaic: Guiding Multi-Parameter Optimization in 

Ligand-Based Design
 Chemical Computing Group
 Fred Parsons
MOEsaic は SAR 解析のためのウェブアプリケーショ
ンです。Matched�Molecular�Pair（MMP）解析、R-group
解析、部分構造／類似構造検索、プロパティモデルによ
る評価などさまざまな解析をウェブブラウザーから簡
単に行えます。
次バージョンではMMP解析と Free-Wilson 解析によ
る新規化合物を提案する機能が搭載される予定です（図
1）。MMP解析により得られたフラグメントを組み合わ
せて、データセットにない新規化合物を提案します。新
規化合物の活性値や物性値は、Free-Wilson 解析で得ら
れた置換基寄与を加味して予測されます。データセット
によっては、膨大な新規化合物が作成されますが、予測
された活性値や物性値について対話的に絞り込めるた
め、関心のある新規化合物のみをデータセットに取り入
れ、解析を進められます。

図 1． MMP 解析と Free-Wilson 解析から提案された新規化
合物の表示
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BIOVIA TURBOMOLE バージョン 7.5 リリース
高速量子化学計算ソフトウェア　BIOVIA TURBOMOLE

■  Damped response 法 に よ る 吸 収 ス ペ
クトル、および周波数依存分極率計算
周波数依存分極率計算で用いられる標準的な線形応
答理論では、励起状態の寿命を考慮しないため、共鳴領
域の分極率を正しく計算することが出来ません。この問
題を解決するため、励起状態の寿命をダンピング係数に
よって考慮するDamped�response法が導入されました。
この方法により、図 2のように全周波数領域の分極率を
計算することが可能になりました。図 2ではフェノール
の周波数依存分極率の実部と虚部を示しています。実部
が分極率を示し、虚部は 1光子吸収に関連したプロパ
ティで、簡単に吸収スペクトルに変換できます（図 2
下）。虚部の値から算出される吸収スペクトルは、励起
状態の寿命を考慮することで実測に近いブロードニン
グしたスペクトルになります。この方法による吸収スペ
クトル計算では、特定のエネルギー範囲に限定した計算
が行えるため、内殻励起の取り扱いに適しています。計
算例として、Xe 原子の内殻励起の紫外吸収スペクトル
を図 3に示します。本計算では、スピン軌道相互作用を
考慮した GW-BSE 計算と組み合わせることで、実測値を
精度良く再現しています（実測値：4d-15/2 → 6p�=�65.1�
eV、4d-13/2 → 6p�=�67.0�eV）。

■  光学スペクトル情報に基づく色予測ツール
光学スペクトル情報を RGB 表色系に変換するツール
Color�Prediction�Tool（CPT）が搭載されました。UV/vis
スペクトルを計算した作業フォルダー内で cpt コマンド
を実行することにより、簡単に吸光および発光時の RGB

　本年 7 月に高速量子化学計算ソフトウェア BIOVIA TURBOMOLE の新バージョン 7.5 とグラフィカルユー
ザーインターフェース（GUI）TmoleX 4.6 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。
・NMRスピン–スピン結合定数の計算
・�周期境界条件（PBC）計算におけるハイブリッド汎
関数への対応
・�Damped�response 法による吸収スペクトル、および
周波数依存分極率計算
・�光学スペクトル情報に基づく色予測ツール
・�酸化・還元電位を計算するためのワークフロー
・簡易入力ファイルのサポート
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 6つのトピック
スについて紹介します。

■ NMR スピン–スピン結合定数の計算
これまで TURBOMOLE ではスピン–スピン結合定数を
フェルミ接触（FC）項のみを考慮して計算していまし
たが、新バージョンでは FC に加えて、スピン–双極子
（SD）、常磁性・反磁性スピン–軌道、および FC/SD 交差
の各項を考慮することが可能になりました。これにより、
スピン–スピン結合定数の等方性・異方性を含め、より正
確に評価できます。

■  PBC 計算におけるハイブリッド汎関数
への対応
最近の TURBOMOLE のバージョンアップでは、PBC 関
連機能の強化が行われており、本バージョンでは Range-
separated ハイブリッド（RSH）汎関数を含むハイブ
リッド汎関数のエネルギー計算に対応いたしました。こ
れにより、半導体などのバンドキャップなど軌道エネル
ギーをより正確に評価することが出来ます。
一例として、酸化チタンのルチル型・アナターゼ型の
状態密度図を図 1に示します。図 1のように一般化勾配
近似（GGA）の汎関数 BP に比べて、RSH 汎関数の
HSE06 を用いたほうが、価電子帯の軌道が安定化され、
逆に伝導帯が不安定化されます。これにより、バンド
ギャップが 3.15�eV（ルチル型）、3.50�eV（アナターゼ
型）となり、実験値の 3.0�eV、3.2�eV に近い値が得られ
ます（BP：1.71�eV［ルチル型］、2.06�eV［アナターゼ
型］）。

図 1． 酸化チタンのフェルミ準位近傍の状態密度図：ルチル型
（上）、アナターゼ型（下）
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化・還元反応の反応自由エネルギーを計算し、各電位を
求めます。このとき、溶媒効果を COSMO 法、および
Direct�COSMO-RS法で考慮することが可能です。加えて、
本機能では再配置エネルギー、イオン化エネルギー・電
子親和力、および溶媒和自由エネルギーなども自動計算
できます。

■ 簡易入力ファイルのサポート
TURBOMOLE の入力ファイルは、通常、入力作成コマ

ンド define や GUI の TmoleX を用いて作成することが
必要で、テキストエディターなどで簡単に作成すること
はできません。これは、TURBOMOLE の入力ファイルの
一つ、control ファイルに多くの計算設定を記入する必
要があると共に、初期分子軌道、基底関数、補助基底の 3
つの入力ファイルの用意が必要であるためです。
近年、自作のスクリプトやプログラムから外部ツール

として TURBOMOLE が使用されるケースが増え、より簡
便な入力ファイル形式が望まれていました。新バージョ
ンでは、必要最小限の設定内容の入力ファイルで計算が
行えるようになりました。
例えば、通常入力では以下のような約 70 行の control

ファイルと前述の分子軌道データなどの 3つのファイ
ルが必要です。

●従来の control ファイル

一方、簡易入力では以下の 8行の入力となり、前述の
3つのファイルの準備も不要です。

●簡易入力の control ファイル
値に変換できます。例えば、緑色の発光材料として知ら
れている Ir（ppy）3 の光学スペクトル（図 4）を CPT で
変換すると RGB=（0,�194,�27）が得られ、緑色に発光す
ることが簡単に確認できます。

■  酸化・還元電位を計算するためのワー
クフロー
分子の酸化・還元電位を計算するためのスクリプト
redox が搭載されました。redox では、次式のように酸

図 2． フェノールの周波数依存分極率（上）と吸収スペクトル
（下）

図 3．Xe 原子の極端紫外吸収スペクトル

図 4．Ir（ppy）3 の吸収スペクトルと発光時の RGB 値
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創薬支援ツールを用いた KNIME 用ワークフロー
BioSolveIT 社製創薬支援ツール

ケミストの経験則に基づいた変換を行い、リガンド設計
とリガンド最適化を支援するワークフローです（図2）。
化合物の構造変換（図 3）、ドッキングシミュレーショ
ン、ドッキングスコア計算を KNIME 上で実行し、新規リ
ガンド構造と有望なドッキングポーズを得ることがで
きます。

■  FragXplorer ワークフロー（Small molecule 
library builder & pocket explorer）
リガンドから得たアンカー分子と Building�Block を化
学反応に基づいて結合させリガンド結合部位に適合す
る新規構造を提案します（図 4）。71 種の化学反応が用
意されています。アンカー分子を用いたテンプレート
ドッキングにより、構築したリガンド候補のバーチャル
スクリーニングが可能です。図 4のワークフローでは
Buchwald–Hartwig アミノ化反応により、新規リガンド
候補を設計しています。

図 4．FragXplorer ワークフロー

■  REALizer ワークフロー（Finding hits in 
chemical spaces）
Enamine 社や WuXi�LabNetwork 社の 10 億構造以上
の実際に購入可能なバーチャル化合物から類似構造検
索を行い、化合物間の類似度計算や重ね合わせ、ドッキ
ングシミュレーションを行うためのワークフローです
（図 5）。

図 5．REALizer ワークフロー

■ まとめ
紹介した KNIME インターフェースとワークフローは
無償で提供しています 1）2）。KNIME では、他のソフト
ウェア（MOE など）の解析ノードを組み合わせること
が容易で、より多様なワークフローを作成できます。

1）�https://www.biosolveit.de/KNIME/
2）�ノードを実行するためには各創薬支援ツールのライ
センスが必要です。

　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。
BioSolveIT 社は、創薬支援ツールを KNIME 上で実行するためのノード群を無償で提供しています。本稿で
は、それらのノードを用いて作成されたリガンド設計に関する 4 種類の KNIME 用ワークフローを紹介しま
す。

■ KNIME インターフェース
BioSolveIT 社では創薬支援ツールを KNIME 上で実行
するためのノード群を提供しています 1）。これらのノー
ドを用いて、ドッキングシミュレーション、類似構造検
索、デノボデザイン、化合物の重ね合わせ、化合物の 3次
元化、分子フィルター、Protomer の生成等の計算が
KNIME 上で可能になります 2）。これらのノードを組み
合わせて作成されたワークフローも提供しており、
KNIME の利用経験に関わらず高度なリガンド設計を即
座に行えます。BioSolveIT 社が提供している 4 種類の
ワークフローを紹介します。

■  BioSphere ワ ー ク フ ロ ー（Building & 
searching chemical spaces）
化学反応を定義して独自のケミカルスペースを構築
するためのワークフロー（図 1①）と、そのケミカルス
ペースからクエリーの類似分子を検索し、受容体との
ドッキングシミュレーションを行うワークフロー（図 1
②）から成り立ちます。②のワークフローは、独自のケ
ミカルスペースだけでなく、Enamine 社 や WuXi�
LabNetwork社の10億構造以上からなるケミカルスペー
スにも対応しています。

図 1．BioSphere ワークフロー

■  MedChemWizard ワークフロー（Exploring 
the SAR around a compound hit）
化合物に対して一般的な官能基変換とメディシナル

図 2．MedChemWizard ワークフロー

図 3．MedChemWizard による構造変換例
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Single Cell RNA-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

図 2．クラスター解析の結果の UMAP プロット

表 1．各クラスターの上位 10 個のマーカー遺伝子

■ 発現変動遺伝子リスト
細胞集団の分類後、各クラスターと比べて遺伝子発現

がどのように変化したのかを解析するために発現変動
遺伝子リストを作成します。Flow では発現変動遺伝子
リストを作成するために Gene-specific�Analysis（GSA）
という統計モデル手法を用います。GSA は各種パラメー
タを設定することで最適な統計モデルを選択して解析
を行います。
図 3は図 2 でのクラスターの 1と 2 を比較した発現

遺伝子変動リストです。左側の Filter を使用することで
P-value や Fold�change といった条件で絞込みを行うこ
とができます。

図 3．発現変動遺伝子リスト

■ 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。Bulk�RNA-seq や Single�Cell の RNA-seq、DNA-seq、
ChIP-seq、Metagenomics 等のデータ解析をされたい方
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。
https://www.molsis.co.jp/contact/

　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、コマンドでの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 k-means（k 平均法）
クラスタリングによる細胞の分類やマーカー遺伝子の表示、UMAP による次元削減、遺伝子リストの作成な
ど、Single Cell RNA-seq データ解析に有用な機能について紹介します。

■ クラスタリング
クラスタリングは、正規化後のカウントマトリックス
を用い、各細胞を遺伝子発現パターンの類似度に基づい
て複数の集団（クラスター）に分ける手法です。Flow
には階層型クラスタリング、k-means クラスタリング、
グラフに基づくクラスタリングの 3種類のクラスタリ
ング手法が搭載されています。
k-means クラスタリングでは、クラスタリングの前に
いくつのクラスターに分けるかを指定する必要があり、
指定したクラスター数よってクラスタリングの結果が
異なります。そこで Flow では Davies–Bouldin�index と
いう指標を用いて k-means クラスタリングに最適なク
ラスター数を決めることができます。Davies–Bouldin�
index はクラスター分割の妥当性を評価した数値で、こ
の数値が最も低いクラスター数がクラスタリングに適
したクラスター数であることを示します。図 1は X軸に
クラスター数、Y軸に Davies–Bouldin�index が表示され
たグラフです。この結果ではDavies–Bouldin�index が最
も低い 9（〇）が、k-means クラスタリングの最適なク
ラスター数であることがわかります。

図 1．Davies–Bouldin index の結果

■ 次元削減による可視化
正規化やクラスタリングなどを行ったカウントマト
リックスは次元削減を行い細胞集団や細胞系譜の可視
化を行います。Flow では PCA（主成分分析）、t-SNE（t
分布型確率的近傍埋め込み）、UMAP（一様多様体近似
と投影）の 3種類の次元削減手法が搭載されています。
PCA、t-SNE の詳細はMOLSIS ニュースレター2019 年 4
月号 9 ページ、UMAP の詳細は 2020 年 1 月号 8 ページ
の記事を参照下さい。
図 2は末梢血単核細胞 1,176 個を k-means クラスタ
リングでクラスター解析した結果を3次元UMAPプロッ
トで表示しています。9個のクラスターに分割されてい
ることがわかります。また各クラスターの特徴的な上位
10 個のマーカー遺伝子の表も合わせて出力することも
できます（表 1）。
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COVID-19 キュレートデータの収載
遺伝子発現データベース　GENEVESTIGATOR

25 個の遺伝子が追加できます。これにより 50 個の遺伝
子発現パターン（signature）を表示させることができ
ます。

■ ACE2 受容体発現と実験条件
SARS-CoV-2 のようなコロナウイルスでは、ウイルス
表面のスパイクタンパク質がヒト細胞表面のアンギオ
テンシン変換酵素 2（ACE2）受容体に結合することで
細胞への感染を開始することが報告されています 2）。そ
こで ACE2 受容体発現を変動させる実験条件を見つける
ことが COVID-19 研究に役立つ可能性があります。
解析対象データベースとして Affymetrix�Human�133�

Plus�2 を、Gene�Selection で ACE2 のプローブを選択し
ます。CONDITION�SEARCH�TOOLS の Perturbations を選
択して Scatter�Plot で表示します。図 2は ACE2 受容体
発現スコアが高い順に表示しています。上位の実験条件
を解析することで ACE2 受容体発現を抑制する SARS-
CoV-2 感染予防研究に利用できる可能性があります。

図 2．ACE2 受容体発現が高い実験条件リスト

■ ご試用
GENEVESTIGATOR は、無償トライアルにより 30 日間
ご評価いただけます。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/

1）�https://nebion.com/blog/blog_sars_6/
2）�Yuan,�Y.;�et�al.�Nat.�Commun. �2017,�8, �15092.

　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（NGS）の膨大な遺伝子発現データをキュレートすることで、様々
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。本稿では新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症（COVID-19）に関する遺伝子発
現変動データの検索や、SARS-CoV-2 の感染に関わるタンパク質 ACE 受容体の発現レベルが高い実験条
件の検索例について紹介します。

■ コロナウイルス関連データの収載
GENEVESTIGATOR では 2020 年 5 月よりヒト、マウス
におけるコロナウイルス研究に関連した遺伝子発現デー
タベースが利用できるようになりました。収載データに
は、COVID-19 の原因ウイルスである SARS-CoV-2 だけで
なく、その他のコロナウイルスに関連した遺伝子発現
データも含まれています。
2020 年 6 月現在、NGS とマイクロアレイのデータを
合わせて 1823 サンプルのコロナウイルス研究に関連す
る遺伝子発現データが収載されています 1）。

■ SARS-CoV-2 感染による発現遺伝子
GENEVESTIGATOR を起動して解析対象データベース
としてmRNA-Seq�Gene�Level�Homo�sapiens（ref.�Ensembl�
75）を選択します。GENE�SEARCH�TOOLSの Perturbations
を選択して、通常のヒト肺がん細胞株である A549 細胞
と比べて SARS-CoV-2 を感染させた A549 細胞において
発現が有意に変動している遺伝子を検索します。
図1は SARS-CoV-2 に感染させたA549細胞で有意に発
現が上昇している 25個の遺伝子です。GENEVESTIGATOR
では解析で得られた発現パターンを次の解析のクエリー
として利用することができます。元データは NCBI�GEO
のウェブサイトからダウンロードできます（アクセッ
ション番号：GSE147507）

図 1． ヒト肺がん細胞で SARS-CoV-2 感染による発現遺伝
子変動

図 1上部の Signature:�New ボタンを押すと、この 25
遺伝子の発現パターンを解析対象にできます。同様にし
て SARS-CoV-2 ウイルス感染特異的に発現が低下する
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研究資材と在庫の管理
研究情報共有システム　CBIS

なメリットがあります。
・保管場所や残量の一元管理
保管場所ごとの台帳などを突き合せることなく、資材

ごとに、どこにどれだけの量があるかが一目瞭然になり
ます。
複数のロットのうち「古い方から」あるいは「残り

少ない方から」使うといった選択も容易になります。
・最少在庫量や使用期限の管理と通知
在庫の残量が少なくなったり、使用期限が近付いたり

したら、管理者に自動的に通知できます。これにより、合
成依頼・購入・培養などを速やかに行うことができ、使
用したいときに足りない、使えないというトラブルを避
けられます。

・使用予約や承認・申請フロー
在庫の使用をシステム上で予約することで、その在庫

は他者が使用できなくなります。メールなどで周知しな
くても重複使用を防止できます。
また、「予約を管理者が承認したら使用できる」といっ

たルールをワークフローとして組み込むこともできま
す。予約の承認依頼や、予約の承認 /却下などの処理は、
メールで通知されます。

・在庫量や使用量の集計
消防法上の危険物などの在庫量や、PRTR 制度の対象

化学物質の使用量などを集計できます。報告書作成や届
け出などの在庫管理者の負担を軽減できます。

・棚卸
棚卸は、研究資材の在庫が実際にどこにどれだけある

のかを確認して、CBIS の登録情報と照合する作業です。
保管場所ごとに実在庫リストを作成して CBIS に読み

込ませると、登録されている在庫情報と突き合わせて、
以下の結果リストを作成します。
・�在庫情報ではチェックした保管場所にあるはずなの
に、実在庫リストにない「紛失在庫」
・�在庫情報では別の保管場所にあるはずなのに、実在
庫リストにある「移動在庫」
・�在庫情報が無いのに、実在庫リストにある「登録漏
れ・誤削除在庫」
これらの結果リストに基づいて、実在庫を正しい保管

場所に戻したり、CBIS の在庫情報を修正したりして、実
在庫と CBIS の在庫情報の整合性を回復します。台帳と
の照合作業を自動化することで、棚卸作業を省力化でき
ます。
また、棚卸に際して使用期限が過ぎた在庫を廃棄する

などの作業も追加できます。

　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ご評価をいただいております。本稿では、化合物・試薬や細胞株などの研究資
材とその在庫情報を CBIS で管理するメリットについて紹介します。

■ 研究資材の在庫管理の重要性
研究開発では様々な資材や器材を使用しますが、中に
は実験で消費される資材も存在します。実験を行うため
には必要量の資材を確保しなければなりませんが、それ
には以下のような作業が伴います。
・資材の保管場所の確認
・資材が必要量あるかどうかの確認
・必要量に満たない場合は、資材の手配
・資材を使用することの周知（重複使用の防止）
在庫管理が不適切だと、必要な資材がどこにどれだけ
あるのかの把握に手間がかかり、いざ実験しようという
ときに資材が足りないということも起こりえます。また、
使用の周知が行き届かず、他者に重複使用されてしまう
こともあります。
在庫を適切に管理することで、こういったトラブルを
防止し、労力と時間を有効に活用して研究の質を向上で
きます。

■ CBIS による研究資材の在庫管理
CBIS では、研究資材を「カタログ情報」とその「在庫
情報」として管理します（図 1）。

図 1．カタログ情報と在庫情報

・カタログ情報
名前や ID 番号のほか、化合物や試薬ならば構造式や
物性、細胞株なら由来生物・組織など、ロットによらず
共通する情報を管理します。

・在庫情報
入手日・残量のほか、化合物・試薬では純度、細胞株な
ら継代培養履歴など、ロットに固有の情報を管理します。
■ CBIS による在庫管理のメリット
CBIS で研究資材の在庫を管理することには、次のよう
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MedeA-Deformation: 分子動力学計算による塑性変形の取り扱い
材料設計支援統合システム　MedeA

図 3．Nanotube Builder 設定画面

まず（a）に示すジグザグ型の単層 CNT（SWCNT）を
用い、10�K,�50�K,�100�K,�200�K そして 300�K における応力
–ひずみ曲線を求めました。次に CNT のキラリティの違
いによる影響を検討するため、（b）のアームチェア型
（5,�5）で 300�K における計算を行ました。また、層の数
を変えて比較するため、（c）2 層 CNT（DWCNT）のジ
グザグ型（外層が（10,�0）、内層が（5,�0））でも同様に
300�K での計算を行いました。引張方向はすべて CNT の
繊維伸長方向（図 2各図の横方向）です。
本事例では、原子間の相互作用は Tersoff 力場 1）-2）で
表現し、MedeA-LAMMPS による NPT 分子動力学計算か
ら各々ひずみを与えた構造の応力を計算しています。

1．引張強度の温度依存性
ジグザグ型（10,�0）（図 2（a））について、10～300�K
の範囲で温度を変化させたときの応力–ひずみ曲線を図
4に示します。
ひずみが0.25あたりまではすべての曲線がほぼ重なっ
ています。0.3 付近で最大応力点となり、その値は 42～
45�GPa と大きな違いは見られません。SWCNT の引張強
度は 13～53�GPa との報告があり 3）、計算値はこの範疇
内に収まります。
各グラフの違いは破断時のひずみ値に顕著に現れま

す。温度が低いほど破断時のひずみ値が大きく、温度上
昇に伴って小さくなっていきます。温度上昇に伴い C-C
振動の振幅が大きくなり、より高い温度ではより早く破
断するものと考えられます。

　MedeA は、第一原理計算や力場計算を基に材料の様々な物性を算出することができます。本稿では、塑
性領域における物性予測のため、応力–ひずみ曲線を算出するツール MedeA-Deformation について、カー
ボンナノチューブへの適用事例を交えて紹介します。

■ MedeA-Deformation
MedeA-Deformation は、モデル構造の応力–ひずみ関
係を計算するツールです。得られる応力–ひずみ曲線か
ら降伏強度、引張強度、破壊強度、せん断強度などが評価
できます。与える変形は圧縮、引張、せん断が選択可能で
す。
MedeA-Deformation は Flowchart 機能と連携してお
り、簡単な設定で計算を実行することができます（図
1）。応力計算はMedeA-LAMMPS と MedeA-VASP に対
応しており、系のサイズや計算精度によって古典力場と
第一原理計算の選択が可能です。

図 1．MedeA-Deformation 設定画面

■ CNT の引張変形
適用例として、カーボンナノチューブ（CNT）の引張
変形にMedeA-Deformation を適用した事例を紹介しま
す。幾つかの CNT モデルに対して計算を行い、その温度
依存性や層の種類、層の数による応力–ひずみ曲線の変
化を観察します。

（a） （b）

（c）
図 2． カーボンナノチューブのモデル構造　（a）単層ジグザグ

型（10, 0）　（b）単層アームチェア型（5, 5）　（c）2 層ジ
グザグ型（10, 0）

計算に用いたモデル構造を図 2に示します。CNT のモ
デル構造はMedeA に搭載されているNanotube�Builder
（図 3）で構築することができます。
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約 35�GPa と見積もられ、報告されている値 3）の範疇に
収まります。

■ 弾性領域の取り扱い
弾性領域における物性計算にはMedeA-MT ツールを

お使いいただくのが便利です。MOLSIS ニュースレター
第 14 号に掲載の記事「第一原理計算によるビッカース
硬さの推算」にその詳細が記されています。併せてお読
み下さい。

■ まとめ
MedeA-Deformation を用いることで、モデル構造の

応力–ひずみ曲線を簡便に求めることができます。
本稿ではカーボンナノチューブの様々なモデルを例

にとり、応力–ひずみ曲線に対する温度依存性、キラリ
ティによる変化、層の数による変化について考察しまし
た。本稿の例は計算対象が限定的であり、系統的な解析
まで至っておりませんが、MedeA-LAMMPS による計算
は負荷が軽く 1 モデルあたり数十分（Intel�Xeon�Gold�
6252、24 並列）で計算可能であり、多くのモデルに適用
可能です。

■ 謝辞
本稿に掲載した計算結果はMaterials�Design 社 Ray�

Shan 博 士 の 厚 意 に よ り 提 供 を 受 け ま し た
（unpublished）。ここに謝意を表します。

1）�Tersoff,�J.�Phys.�Rev.� ,�1989,�B�39, �5566.
2）�Tersoff,�J.�Phys.�Rev.� ,�1990,�B�41, �3248.
3）�https://www.dojindo.co.jp/letterj/146/review/02.
html

図 4． MedeA-Deformation で作成した温度よる応力–ひずみ曲
線の変化

2．CNT のキラリティの違いによる変化
続いて CNT のキラリティの違いによって応力–ひずみ
曲線がどのように変化するのか見てみましょう。図 5に
300�K で計算したジグザグ型（10,�0）（図 2（a））および
アームチェア型（5,�5）（同（b））の応力–ひずみ曲線を
示します。
最大応力はどちらも 42�GPa 程と同程度ですが、破断

時のひずみ値が大きく異なります。アームチェア型の方
がジグザグ型と比べて 9％程大きなひずみまで破断せず
耐えることになります。これは、ジグザグ型ではひずみ
方向に平行な C-C 結合が全体の 1/3 にのぼる一方、アー
ムチェア型では平行な C-C 結合が存在せずひずみが分
散されるためであると推察されます。

図 5． MedeA-Deformation で作成した CNT の種類による応力–
ひずみ曲線の変化

3．層の数による変化
最後に層の数による応力–ひずみ曲線の違いについて
検討します。図 6 に 300�K で計算した単層ジグザグ型
（10,�0）（図 2（a））および 2 層ジグザグ型（10,�0）（同
（c））の応力–ひずみ曲線を示します。
まず弾性領域に着目すると、傾きは SWCNT の方が
DWCNT のそれと比較して高く、弾性率は SWCNT の方
が高いことを示し、実験とその傾向が一致します。
引張強度については SWCNT が約 42�GPa、DWCNT が

図 6． MedeA-Deformation で作成した CNT の層数による応力–
ひずみ曲線の変化
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研究情報管理統合プラットフォーム Scilligence

Scilligence version 6.3.1　新機能紹介
　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、version 6.3.1 で実装された新機能について紹介します。

■ Scilligence 統合プラットフォームの特長
Scilligence 社の研究情報管理統合プラットフォーム
は、以下の製品で構成されています。
・電子実験ノート：ELN
・�分子情報およびアッセイデータ登録システム：
RegMol
・在庫管理システム：Inventory
・実験データ管理システム：SDMS
・プロジェクト・ワークフロー管理システム：PMF
これらの製品は相互に連携し、研究にかかわるさまざ
まなデータを統合的に管理でき、研究開発における知識
の共有を促進します。
Sciiligence 社はあらゆるデバイス、ウェブブラウザー、
プラットフォームで利用可能なウェブベースの製品を
開発しています。ここでは、version�6.3.1 で実装された
新機能について紹介します。

■ プロジェクトメンバーの追加
これまではプロジェクトメンバーを追加する際、フル
ネームで検索する必要がありましたが、リスト一覧から
選択する方法とフルネーム検索の両方で追加できるよ
うになりました（図 1）。また、あらかじめ As�Role で
ユーザー権限を選択することで、追加するプロジェクト
メンバーのアクセス制御を同時に設定することが可能
になりました。

■ ノートページのお気に入り機能
ELN で実験を記録するとノートページが増えることに
なります。これまで、数ある実験データから目的のペー
ジを探す際は検索機能や関連ページのリンクをたどる

必要があり、ピン止めなどは出来ない仕様でした。今回
の新機能ではMy�Favorites と言うノートページのお気
に入り機能が実装されました（図 2）。テンプレートに
利用したいページや、研究レポートなどのまとめを作成
する際に必要なページをMy�Favorites の一か所へまと
めておくことができます。

図 2． 赤丸で示した Add to My Favorites で選択したページをお
気に入り登録できます。

■ SciFinder、Reaxys との連携
Sciiligence 社は昨年から今年にかけてアメリカ化学会
の一部門の CAS および Elsevier 社とそれぞれ提携しま
した。いずれかのアカウントを持っていれば、ELN 内の
リンクから直接 SciFinder や Reaxys を用いての検索が
できるようになりました。

•� 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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図 1．プロジェクトメンバーの追加画面
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