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統合計算化学システム MOE

SVL Exchange: AutoPH4 の紹介

MOE は創薬・生命科学研究に役立つ多彩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。高度な機能とユーザーフレンドリーなインターフェースを兼ね

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。

SVL Exchange は、MOE のプログラミング言語である SVL によるアドオンプログラムを共有するためのウェ

ブサイトで、MOE のマニュアルページからアクセスできます。MOE のユーザーや開発元が作成したアドオン

プログラムをダウンロードしたり、自身で作成したアドオンプログラムを公開したりできます。2、3 ページでは、

SVL Exchange で公開されている AutoPH4 や弊社開発のアドオンプログラムを紹介します。

図 1．SVL Exchange のウェブページ
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SVL Exchange: AutoPH4 の紹介
統合計算化学システム　MOE

マップなどの様々な特性マップを計算し、それらのマッ
プにおいて各官能基の好ましい領域を決定し、特性球を
生成します。これらの特性マップや各官能基の好ましい
領域は、SVL�Exchange にある Property�Field�Consensus�
Hot-Spot�Analysis を使用して可視化できます（図 1）。

図 1． Property Field Consensus Hot-Spot Analysis に よ る 水 素
結合ドナー（紫）／アクセプター（水色）、芳香族原子（橙）
の好ましい領域の表示（PDB ID: 1ERR）。

その後、低分子プローブを使用して好ましくない特性
球を削除したり、リガンドがある場合にはリガンド –受
容体間相互作用を保持する特性球を補うことでファー
マコフォアモデルを作成します（図 2～図 4）。さらに
リガンド結合部位の受容体構造から、リガンド原子が存
在できない領域である排除体積という拘束条件も追加
できます。
AutoPH4 には、以下の Apo、Holo、Fragment の三つの
モードがあります。

■ Apo モード
Apo モードは、リガンド結合部位にリガンドがない場

合や、リガンドを無視することが望ましい場合に使用さ
れます（図 2）。Apo モードでは、リガンド結合部位に
配置されているダミー原子またはリガンド原子に基づ
いて、特性球が配置される領域を定義します。ダミー原
子は、MOE の低分子構築ツール（Builder）を使用して
手動で作成したり、リガンド結合部位探索ツール（Site�
Finder）を使用して生成したりできます。

　SVL Exchange は、統合計算化学システム MOE のアドオンプログラムを共有するためのウェブサイトで、
MOE のマニュアルページからアクセスできます。MOE のユーザーや開発元が作成したアドオンプログラ
ムをダウンロードしたり、自身で作成したアドオンプログラムを公開したりできます。SVL Exchange には、
300 以上のアドオンプログラムが公開されており、それらは簡単に MOE にインストールして使用できます。
本稿では、SVL Exchange で公開されている AutoPH4 や弊社開発のアドオンプログラムを紹介します。

■ MOE の開発言語 SVL
MOEの多くの機能はScientific�Vector�Language（SVL）
という独自のプログラミング言語で実装されています。
SVL で作成された機能のソースコードは閲覧／編集でき
るため、処理内容をより詳しく理解したり、既存機能を
カスタマイズしたりできます。SVL によるプログラムの
多くは、所定のフォルダーにソースファイルを配置して、
MOEを再起動するだけですぐに使用できます。SVL�では
科学計算に有用な多数の関数が提供されており、それら
をスクリプトや関数の一部として利用できるため、新し
いアイデアを効率的に試せます。また、原子や残基など
の分子オブジェクトを操作したり、2D/3D�グラフィック
ス、GUI、ウェブアプリケーションなどを作成したりでき
ます。SVL に関する詳細なマニュアルや分かりやすい
チュートリアルが提供されており、ソースコードの一部
をコマンドライン上で挙動を確認しながら実行するこ
ともできるため、プログラミングがはじめての方でも、
バッチ処理スクリプトの作成や新機能の開発に取り組
めます。弊社では、SVL 習得のためのトレーニングコー
スを定期的に開催しています。

■ AutoPH4
AutoPH41）は、リガンド結合部位から自動的にファー

マコフォアモデルを作成するアドオンプログラムです。
ファーマコフォアモデルは、リガンド –受容体間相互作
用にかかわる官能基（水素結合ドナー／アクセプター、
芳香環など）の三次元的配置をモデル化したもので、そ
れらの官能基の存在すべき領域を球で表現したもの（特
性球）の集合で表現されます。MOE においてファーマ
コフォアモデルは、化合物ライブラリーにおける検索ク
エリー、ドッキングシミュレーションにおけるリガンド
配置のフィルタリング、母核置換による新規リガンド設
計における拘束条件など、幅広い用途で使用されます。
ファーマコフォアモデルを、リガンドと受容体との複合
体構造に基づいて作成する場合、リガンド –受容体間相
互作用やリガンド結合部位の特徴を解析して、特性球の
種類や位置を決定していく必要があります。この作業は、
計算化学的な知見が必要であり、さらに操作に慣れてい
ないと手間がかかります。AutoPH4 を使用すれば、その
ような作業を効率化できます。
AutoPH4 では、最初にリガンド結合部位において静電
ポテンシャルマップや疎水性／親水性原子の存在確率
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図 4． AutoPH4 の Fragment モードによるファーマコフォアモ
デル（PDB ID: 1ERR）の構築。水素結合ドナー（紫）／ア
クセプター（水色）／ドナーかつアクセプター（ピンク）、
芳香環中心（橙）の特性球で構成されており、Holo モー
ドのように分子フラグメントの持つ水素結合（淡青点線）
やπ–H 相互作用（黄点線）を満たすように作成されてい
る。

■ 弊社開発のアドオンプログラム
弊社では、MOEの技術サポートの一環として、20 年以

上にわたり、SVL によるさまざまなアドオンプログラム
を開発して、ユーザーの研究活動を支援してきました。
それらのアドオンプログラムの中で有用性の高いもの
は、広くユーザーに使用されるように SVL�Exchange に
公開しています。例えば以下のようなアドオンプログラ
ムがあります。

■ Quick Federated Structure Search（QFSS）
低スペックの PC でも、複数のファイルにわたる数
千万件以上の低分子データベースに対して高速に部分
構造・類似構造検索ができます。

■ AutoQSAR & QSAR-Evolution
化合物群とその活性／物性の実験値から、活性／物性
予測モデルを簡単に構築、最適化できます。

■ Principal Component Analysis for MD trajectory
分子動力学計算によって得られる原子座標について
主成分分析を行い、主成分に沿った運動を可視化します。

■ View PIEDA
Fragment�Molecular�Orbital 法で計算される様々なエ
ネルギー成分を可視化します。

1）�Jiang,�S.;�Feher,�M.;�Williams,�C.;�Cole,�B.;�Shaw,�D.�E.�
AutoPH4:�An�Automated�Method�for�Generating�
Pharmacophore�Models�from�Protein�Binding�
Pockets.�J.�Chem.�Inf.�Model. �2020,�60 �(9),�4326–4338.

図 2． AutoPH4 の Apo モードによるファーマコフォアモデル
の構築（PDB ID: 1ERR）。水素結合ドナー（紫）／アクセプ
ター（淡青）／ドナーかつアクセプター（ピンク）、芳香環
中心（橙）の特性球で構成されている。

■ Holo モード
Holo モードは、既存のリガンド –受容体間相互作用
を保持するファーマコフォアモデルを作成するために
使用されます（図 3）。そのため、適切なリガンドがリ
ガンド結合部位に存在する必要があります。このモード
は共結晶構造、またはドッキングシミュレーションに
よって得られた複合体に対して使用されます。

図 3． AutoPH4 の Holo モードによるファーマコフォアモデル
（PDB ID: 1ERR）の構築。水素結合ドナー（紫）／ドナーか

つアクセプター（ピンク）、芳香環中心（橙）の特性球で
構成されており、これらは既存の水素結合（淡青点線）や
π–H 相互作用（黄点線）を満たすように作成されている。

■ Fragment モード
Fragment モードは、分子フラグメントによって部分
的にしか占有されていないリガンド結合部位全体の
ファーマコフォアモデルを作成するために使用されま
す（図 4）。結果として得られるファーマコフォアモデ
ルは、既存の分子フラグメント –受容体間相互作用を保
持する特性球に加えて、リガンド結合部位の未占有領域
に追加の特性球を含みます。このモードでは、分子フラ
グメント周辺の特性球はHolo モードを使用して計算さ
れ、分子フラグメントが占有していない領域の特性球は
Apo モードを使用して計算されます。
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膨大なケミカルスペースに対する超高速類似構造探索
創薬支援ツール　infiniSee

図 2． SeeSAR の Inspirator モードで母核置換して得られた化合
物。右図のようにファーマコフォア拘束（メッシュで表し
た球）をかけて母核置換を行うことで、左図の黄色部分へ
と母核が置換された。

■  infiniSee による合成可能な化合物ライ
ブラリーの類似構造検索
図 2左の化合物は合成に困難が伴います。そこで、こ
の化合物をクエリーにして、BioSolveIT 社の化合物ライ
ブラリー類似構造高速検索ツール infiniSee3,4） で
Enamine 社の REAL�Space5）に対して類似構造検索を行
いました。
infiniSee は、以下の FTrees のアルゴリズムを用いて、
高速に類似化合物を検索します（図 3）6-8）。
1．化合物をフラグメントに分ける
2．�化合物を各フラグメントの官能基の物理化学的特性
（Feature）の樹構造で表記する
3．�類似の Feature を持つフラグメントを組み合わせる
検索対象の化合物ライブラリーREAL�Space は
Enamine社の合成可能なバーチャル化合物ライブラリー
で約 150 億個の化合物を含みます。infiniSee は REAL�
Space からの検索を数分で行うことができます。図 2左
の化合物の類似構造検索の結果を図 4に示します。ヒッ
トした化合物は Enamine 社で合成され、数週間で入手
することができます。

図 3．infiniSee の検索アルゴリズム。

　薬物様化合物のケミカルスペースは 1060 構造存在するとも言われ、従来のプログラムでは有効な時間内
で検索することは不可能です。BioSolveIT 社 infiniSee は数百億を超える実際に合成可能かつ購入可能な
化合物ライブラリーからターゲット分子と化学的特徴類似化合物を高速に検索することができます。本稿
では、薬剤耐性菌が生産する CTX-M β-lactamase に対する合成可能なリガンド類似化合物の検索を例に、
infiniSee の原理と適用事例について紹介します。

■  CTX-M β-lactamase 複合体の三次元構
造
薬剤耐性菌が生産する CTX-M�β-lactamase に対する

阻害剤として PDB に登録されているリガンドは部分構
造としてテトラゾールを含みます。Nichols ら 1）はこれ
をフラグメント置換して 200 倍の親和性を持つ化合物
を設計しました。ここでは、元のリガンドをクエリーと
して、膨大なケミカルスペースの中から類似の物理化学
的特性（Feature�Trees）を持つ化合物を超高速に検索
し、さらなる創薬につなげる研究に BioSolveIT 社の
infiniSee を適用した例を紹介します。
まず、CTX-M�β-lactamase 複合体を BioSolveIT 社の

SBDD統合ツール SeeSAR2）に読み込み、受容体 –リガン
ドの親和性を HYDE スコアで計算しました。受容体は
PDB�ID:�3G35 を用いました。リガンドとしては、受容体
との水素結合が最も多く適切に形成され�、最も活性値が
高く（K i:�2.4�µM）、HYDE スコアも高い PDB�ID:�3G35 に
含まれているリガンド F13 をリード化合物としました
（図 1）。

図 1． リガンド F13 の構造（左）および CTX-M β-lactamase と
リガンド F13 の複合体（右、PDB ID: 3G35）。タンパク質
表面の青色は親水性、黄色は疎水性を表します。リガンド
原子上の球は HYDE スコアで低親和性（赤）、高親和性

（青）を表します。

■ 母核置換
化合物特許に抵触する可能性を考慮して、類似の特性
を持つ別の構造に変換します。BioSolveIT 社 SeeSAR の
Inspirator モードを用いて、ファーマコフォア拘束を加
えて母核置換を行い、図 2左の化合物を得ました。
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案します。試薬ベンダーによって合成可能な構造が得ら
れるため、数週間以内には実験結果が得られます。
infiniSee は、創薬の高速化と低コスト化を実現する上で
強力なツールです。

1）�Nichols,�D.�A.;�Jaishankar,�P.;�Larson,�W.;�Smith,�E.;�Liu,�
G.;�Beyrouthy,�R.;�Bonnet,�R.;�Renslo,�A.�R.;�Chen,�Y.�
Structure-Based�Design�of�Potent�and�Ligand-
Efficient�Inhibitors�of�CTX-M�Class�A�β-Lactamase.�J.�
Med.�Chem. �2012,�55 �(5),�2163–2172.

2）�SeeSAR�https://www.biosolveit.de/SeeSAR
� （accessed�Nov�9,�2020）.
3）�infiniSee�https://www.biosolveit.de/infiniSee�
（accessed�Nov�9,�2020）.
4）�Hoffmann,�T.;�Gastreich,�M.�The�next�Level�in�
Chemical�Space�Navigation:�Going�Far�beyond�
Enumerable�Compound�Libraries.�Drug�Discovery�
Today �2019,�24 �(5),�1148–1156.

5）�REAL�Space�-�Enamine�https://enamine.net/library-
synthesis/real-compounds/real-space-navigator�
（accessed�Nov�9,�2020）.
6）�Rarey,�M.;�Dixon,�J.�S.�Feature�Trees:�A�New�Molecular�
Similarity�Measure�Based�on�Tree�Matching.�J.�
Comput.-Aided�Mol.�Des. �1998,�12 �(5),�471–490.

7）�Boehm,�M.;�Wu,�T.-Y.;�Claussen,�H.;�Lemmen,�C.�
Similarity�Searching�and�Scaffold�Hopping�in�
Synthetically�Accessible�Combinatorial�Chemistry�
Spaces.�J.�Med.�Chem. �2008,�51 �(8),�2468–2480.

8）�Rarey,�M.;�Stahl,�M.�Similarity�Searching�in�Large�
Combinatorial�Chemistry�Spaces.�J.�Comput.-Aided�
Mol.�Des. �2001,�15 �(6),�497–520.

図 4． infiniSee を用いてクエリー化合物（左上）で REAL Space
を検索した結果の上位化合物（右、数字はクエリーとの類
似度）。左下には、クエリー化合物と選択したヒット化合
物の対応する Feature を色分けで示しています。その右の
色分けされた数字はクエリー化合物とヒット化合物との
それぞれ対応するフラグメント間の類似度を示します。

■  SeeSAR によるドッキングと HYDE ス
コアリング
infiniSee で得られた類似化合物を SeeSAR に読み込ん
で、CTX-M�β-lactamase�（PDB�ID:�4DDY）に対してテト
ラゾールをテンプレートにしてドッキングを行いまし
た。HYDE スコアで親和性を計算した結果、図 5に示す
ようにHYDE スコアで 0.55�µM–55�µMの化合物を始め、
様々な母核を持つ合成可能かつ入手可能な化合物群が
得られました。

図 5． infiniSee で REAL Space を検索して得られた類似化合物
の一例。

表 1に一部を示すように、PDB に登録されているリガ
ンドや Nicholas ら の Compound-19 と 同 等 以上の
HYDE スコアを持つ化合物が 100 個のヒット中 12 個得
られました。

■ まとめ
infiniSee は、クエリー構造に類似する化合物を数百億
に及ぶ膨大なバーチャル化合物群の中より超高速に提

表 1． CTX-M β-lactamase （PDB ID: 4DDY）に対する infiniSee
ヒット化合物の中で HYDE スコアの高い化合物と報告さ
れているリガンドとの HYDE スコア

1）�HYDE_lb:�HYDE スコアの下限。
2）�HYDE_ub:�HYDE スコアの上限。
3）��Hit#n:�infiniSee ヒット化合物の一部のHYDE スコアの高いも
の。

4）��Compound�19:�Nichols らによって設計された化合物。

0.55 55

1.4 140

1.9 180
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空間的遺伝子発現データ解析
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア　Partek Flow

図 1．H&E 染色を行った組織切片の画像の切り取り

■  遺伝子発現データと組織切片画像の重
ね合わせ
組織切片上のスポット位置情報と画像データを Flow
に取込みます。別途Graph-based�Clustering を行ったス
ポットデータを用意することで、スポットごとのGraph-
based�Clustering の結果を表示できます（図 2）。また
別の組織画像や遺伝子発現データを取込むことで同時
に複数のデータを解析することが可能です。

図 2．組織画像と全スポットにおける解析結果の表示

■ 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、Single Cell RNA-
seq toolkit を用いた組織切片の空間的遺伝子発現データ解析について紹介します。

■ 空間的遺伝子発現解析とは
空間的遺伝子発現解析は、NGS を用いて組織切片にお
ける遺伝子発現を解析する手法です。これまで Single�
Cell�RNA-seq では 1 細胞ごとの遺伝子発現を解析する
ことで細胞集団の不均一性の研究が行われてきました
が、cDNA ライブラリーを作成する際に細胞の位置情報
が失われるため、隣接細胞間の遺伝子発現コミュニケー
ション等を解析できない問題がありました。これに対し
て、空間的遺伝子発現解析では組織切片での位置情報を
保持した状態で遺伝子発現解析を行います。そのため、
がん・免疫などの分野で微小環境の違いによる影響の研
究に活用されています。
空間的遺伝子発現解析では、6.5�mm× 6.5�mmの区
画内に組織切片を載せ、5000 スポットに分割した遺伝
子発現解析を行います。各スポットには約 10 細胞ほど
が含まれており、スポットごとに 1種類のバーコードを
付与することで、組織切片上での位置情報を保持した
cDNAライブラリーの調製が可能です。
空間的遺伝子発現解析では、各スポットの組成やマー
カー遺伝子を調べた多クラス解析などを行います。多ク
ラスデータ解析ではスポット当たり数千遺伝子の発現
量をt-distributed�Stochastic�Neighbor�Embedding�（t-SNE）
や Uniform�Manifold�Approximation�and�Projection�
（UMAP）などの手法を用いて、2次元や 3次元に圧縮す
ることで各スポットを可視化します。プロットされたス
ポットは Graph-based�Clustering のようなクラスタリ
ング手法を用いてクラスターに分類し、同定を行います。
クラスター毎に特徴的な集団を抽出して、Gene�
Ontology 解析やパスウェイ解析を行うことで生物学的
解釈が得られます。また組織切片の画像と各スポットの
位置情報をリンクさせることで、各スポットでの遺伝子
発現データを組織画像上で表示させることができ、さら
なる生物学的解釈が可能となります。

■ 組織切片の画像データの取得
組織切片をスライド上に載せて固定、Hematoxylin�

and�Eosin（H&E）染色を行い、組織切片画像データを取
得します。その後、透過処理を行うことでmRNAを遊離
させて cDNAライブラリーを調製します。取得した組織
切片の画像データから画像編集ソフトを用いて空間的
遺伝子発現解析を行ったスポット部分だけを切り取り
ます（図 1）。
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MedeA-VASP: 生成エネルギー自動計算機能
材料設計支援統合システム　MedeA

く行えないため対象外となっています。

■  生成エネルギーと標準生成エンタルピー
の比較
計算される生成エネルギーは、標準生成エンタルピー

と比較されることがあります。最も大きなエネルギー変
化は電子状態変化に起因するため比較的良い一致が見
られることもありますが、生成熱と比べ、生成エネルギー
では電子のエンタルピー変化や零点振動エネルギーが
考慮されていません。

表 1にMedeA-VASP の機能を用いて計算された生成
エネルギーと実験で得られた標準生成エンタルピーの
比較を挙げます。各物質で値のオーダーは概ね一致しま
すが、差が大きいものでは 1割ほどの開きがあります。

表 1． 計算された生成エネルギーと標準生成エンタルピー（実験
値 1, 2））の比較。単位は kJ/mol。

■ 格子振動効果の考慮
さらに、格子振動の効果を考慮したエネルギー評価を
行うことで、温度の効果を取り入れることができます。
MedeA では MedeA-Phonon モジュールを使うことで
零点振動エネルギーに加え、格子振動に起因するエント
ロピーの値を算出することができます。MedeA-Phonon
の計算法などについてはニュースレター2016 年 4 月号
掲載の「MedeA-Phonon による熱膨張率の計算」を併
せてご参照ください。

1）�Chase,�M.W.,�Jr.�NIST-JANAF�Thermochemical�Tables,�
Fourth�Edition,�J.�Phys.�Chem.�Ref.�Data, �1998,�
Monograph�9,�1-1951.

2）�Konings,�R.�J.�M.�et�al.�J.�Phys.�Chem.�Ref.�Data, �2014,�
43, �013101.

　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、最
新バージョン MedeA 3.2 で MedeA-VASP インターフェースに搭載された生成エネルギー自動計算機能に
ついて解説します。

■  MedeA-VASP と生成エネルギー自動計
算機能
MedeA は VASP の最新バージョン VASP�6.1 を計算エ

ンジンとして搭載し、図 1に示すインターフェースを備
えます。MedeA-VASP インターフェースでは各種計算パ
ラメーターの設定、PAWポテンシャルの選択など、様々
な設定を行うことができ、MedeA-VASP で算出可能な各
種物性値もチェックボックスにチェックを入れるだけ
で簡単に得ることができます。MedeA�3.2 では新しく生
成エネルギー自動計算機能が加わりました。

図 1． MedeA-VASP インターフェース算出物性値設定
項目。Charge density や Band structure 等のプ
ロパティは、チェックをいれることで自動計算
可能。

生成エネルギー自動計算機能では、Energy�of�
formation にチェックを入れるだけで、計算モデルから
その組成を判別し、各構成元素の標準状態での安定な単
体の構造のエネルギーを求めます。各構成元素の単体の
構造はデータベースとしてMedeA内に格納されており、
与えられた計算条件に従って構造最適化を行い、エネル
ギー値を求めます。各元素について得られたエネルギー
値を計算モデルのエネルギー値から差し引くことで生
成エネルギーを求めます（式 1）。

� 式 1

ここでEeof は生成エネルギー、Emodel は計算モデルのエ
ネルギー、E i は構成元素i のエネルギー、ni は計算モデル
に含まれる構成元素i の個数です。

単体の構造や電子状態が複雑で取り扱いが難しいケー
スでは、異なる相で計算を行い安定相とのエネルギー差
（固定値）を差し引くなどの別操作が行われます。また
希土類元素の場合、Ce_2 など f 電子をあらわに取り扱わ
ない PAWポテンシャルについては、単体の計算を正し
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Version 6.5 および 6.6 の新機能紹介
Scilligence 社製 研究情報管理統合プラットフォーム

■ 共著機能
すべての実験テンプレートにおいて、共著機能が実装
されました（図 2）。FDA�21�CFR�Part�11 に準拠しなが
ら、複数のユーザーが実験を共同で行い、実験ノートを
記述することが可能になります。

図 2． 共著機能。共同で実験を行ったユーザーを指定し、共著者
としてアサインすることができます。

■ ELN テンプレート
Scilligence�ELN の特長として、豊富なテンプレートが
用意されていることが挙げられます。今回追加された機
能では、使用しないテンプレートを非表示にしてよりシ
ンプルな構成にしたり、テンプレートに含まれるフォー
ムを編集することが可能になりました。元からあるテン
プレートをより実験内容に沿ったフォームに整えるこ
とができます。
また、Flex�Form テンプレートが用意され、自由に実験
ノートの入力フォームを作成することが可能となりま
した（図 3）。

図 3． Flex Form。カラムの順番の入れ替えやデー
タタイプの指定も可能です。

■ ご試用
Scilligence 社製品を一定期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、version 6.5 および version 6.6 で実装された新機能について紹介します。

■  Scilligence 社製統合プラットフォーム
の特長
Scilligence 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。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
・可視化機能：�FOCUS
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。ここでは、2020 年 10 月リリース
の version�6.5 および 2021 年 1月リリースの version�6.6
で実装された新機能の一部を紹介します。

■ 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、1名
ずつアクセス制御を設定し追加する必要がありました
が、複数のメンバーを選択しそれぞれに対してアクセス
制御を設定し一括でメンバーを追加できるようになり
ました（図 1）。

図 1．プロジェクトメンバーの追加画面

■ 一括編集機能
一括更新やコンテナの分割など、一括編集機能が追加
されました。Inventory と RegMol のバルクインポート
機能は、より簡易に操作できるよう再設計され、必要な
クリック数が減少しました。また、さまざまなファイル
タイプのサンプルデータを一括でインポートし、適切な
列に一致させることが可能となり、より簡単にデータの
管理を行えるようになりました。
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電子実験ノート モジュールの紹介
研究情報共有システム　CBIS

■ 化学合成用電子実験ノート
化学合成実験を記録する電子実験ノートです（図1）。
1ページにつき 1ステップの化学合成反応を記録しま
す。反応式から Reactant、Product の情報が化学量論表
に自動入力され、重量や物質量を入力すると化学量論に
従って他のデータが自動計算されます。また、導入・手
法・結果などの自由記述や、参考文献や測定結果などの
電子ファイルの添付が可能です。
また、コンビケム合成用のページも作成可能です。置
換基を R1、R2 で表記した反応式のひな型と、置換基を含
む実際の Reactant の構造を指定すると、R1、R2 を組み
合わせた Product の構造を網羅的に生成します。

図 1．化学合成用実験ノートのページ

■ 汎用電子実験ノート
特定の分野に限られない、さまざまな実験の記録に対
応した電子実験ノートです（図 2）。
ページ内に文章・表・画像・電子ファイルなどのデー
タを「セクション」として追加、入力します。これによ
り、非定型的な実験記録を自由に作成できます。
また、必要な項目を空のセクションとして作成したテ
ンプレートを用意することもできます。新しい実験を記
録する際にこのテンプレートからページを作成するこ
とで、記録すべき事項を漏れなく記録することができま
す。テンプレートは実験の種類に応じて複数用意でき、
また自由に改廃可能です。

図 2．汎用電子実験ノートのページ

　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、CBIS の電子実験ノート モジュールに
ついて紹介します。

■ 電子実験ノートのメリット
従来、実験の記録は紙のノートにとられてきましたが、
参考文献や測定機器・分析装置などの出力を別に管理す
る必要がある、他のメンバーとの情報共有に手間がかか
る、過去の実験記録を結果などのデータで探すのが難し
い、などの課題がありました。
これに対し、電子実験ノートで実験を記録すれば、こ
のような課題を解決することができます。
・�参考文献や測定機器・分析装置などの出力も、電子
ファイルとしてシステム内で統合的に管理可能
・システム内のノートは他のメンバーも参照可能
・�テーマ、実験日、数値データ、キーワードなどで実験記
録を検索可能
過去の実験記録の有効活用や研究メンバー間の情報
共有の深化により、研究効率の向上に役立ちます。

■ CBIS の電子実験ノート
CBIS には、化学合成実験用と汎用の 2種類の電子実験
ノート�モジュールがあります。
■ 共通の特長
▶ 「ノート」と「ページ」の二層構造
各ユーザーに「ノート」が割り当てられ、その中に

「ページ」を追加して実験を記録します。
ノートへのアクセスはプロジェクトや部署などで制
御できるので、実験情報を共有できるメンバーを研究の
進行にあわせて柔軟に管理できます。
▶ ページの状態の管理
各ページは「保留」「公開」の状態を持ちます。実験の
記録を記入している間は保留状態です。記入し終わった
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。
▶ 業務ルールに合わせたカスタマイズ
業務ルールに合わせて機能をカスタマイズできます。
例えば、以下のようなカスタマイズが可能です。
・�実験補助員は保留ページへの記入のみ可能として、公
開ページの閲覧を禁止する
・�ページの公開には上長の承認を求めるようにして、依
頼のメールを送信する
・�「保留」「チーム内公開」「部内公開」のように、公開範
囲を多段階で制御する

▶ 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、電子実験ノートと連動しています。使
用した実験資材は、実験資材の管理モジュールに登録さ
れているものから指定できます。リンクをたどることで、
実験資材の詳しい情報を簡単に確認できます。
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AMS 2020 リリース
計算化学統合パッケージ　AMS

図 2． ML Potential による MD 計算の設定例（ANI-1ccx を使用）

■ AMS の各計算エンジンの主な新機能
■ ADF （分子系 DFT）
・�多体摂動論に基づく GW近似（G0W0 による一点計算
に対応）
・�AMS�driver への完全対応（構造最適化やMDなど、構
造の変化を伴う計算が全て AMS�driver 経由で実行）

■ ADF ＆ BAND （周期系 DFT）
・�相対論の Scalar�ZORA の利用がデフォルト
・�Hybrid エンジンによるQM/MM,�QM/QM′計算に対応
■ DFTB （タイトバインディング DFT）
・�GFN1-xTB モデルの利用がデフォルト
・�複数 k点を用いた場合のGFN1-xTB 計算の高速化
■ ReaxFF （反応分子動力学）
・�AMS�driver 経由での ReaxFF 利用がデフォルト（スタ
ンドアロン版の ReaxFF の多くの機能が AMS�driver 側
に移植）
・�1～2次元の周期系に対応
■ COSMO-RS （熱力学物性計算）
・�配座異性体や解離した化合物、二量体の考慮など、複
数種を取り込んだ計算に対応（図 3）

図 3． COSMO-RS による溶液中の酢酸の活量係数の計算 : 単一
構造、配座異性体、2 量体のそれぞれを考慮

　AMS（Amsterdam Modeling Suite）は、量子化学計算プログラムの ADF をはじめとする計算化学統合
パッケージです。昨年末にリリースされた AMS の新バージョン 2020 では、マルチレイヤーでの QM/MM 計
算を可能にする新しい計算エンジン Hybrid が搭載されました。AMS パッケージ内の任意の QM エンジン、
MM エンジンを組み合わせた計算が可能で、分子系だけでなく、周期系（1～3 次元）の取り扱いにも対応
しています。また、新製品として、機械学習ポテンシャルを用いた構造最適化、分子動力学計算などを可能に
する ML Potential をリリースしました。本稿ではこれら新モジュールの他、AMS の各計算エンジン（ADF・
BAND・DFTB・ReaxFF・COSMO-RS）の主な新機能について紹介します。

■ 新しい計算エンジン Hybrid
Hybrid エンジンでは、AMS 内の下記のQMエンジン、
MMエンジンを組み合わせたハイブリッド計算（QM/
MM,�QM/QM′,�MM/MM′）が可能です。
■ QM エンジン
ADF,�BAND,�DFTB,�MOPAC

■ MM エンジン
ReaxFF,�ML�Potentials,
Force�Field�（UFF,�GAFF,�Amber,�Tripos に対応）

図 1． 共有結合性有機構造体（COF）の 2 次元周期系モデル。全
体を高速な DFTB で、中心の無機リンカー部分を高精度な
BAND で計算。

Hybrid エンジンはマルチレイヤーでのQM/MM計算
を可能にし、分子系だけでなく、1～3次元の周期系の取
り扱いにも対応しています（図 1）。また、2レイヤーの
QM/MM計算では Electrostatic�Embedding 法をサポー
トしています。

■ 新製品 ML Potential
新製品として、機械学習ポテンシャルを用いた構造最
適化、分子動力学計算などを可能にする「ML�Potential」
をリリースしました（図 2）。ML�Potential は以下の特
長をもちます。
・�複 数 の ポ ピ ュ ラ ー な バ ッ ク エ ン ド に 対 応 :�
SchNetPack,�sGDML,�PiNN,�TorchANI
・�パラメータ化されたニューラルネットワークポテン
シャルとして ANI-1ccx�（H,�C,�N,�O,�F,�S,�Cl）と ANI-2x�
（H,�C,�N,�O）のデータセットを搭載
・�機械学習ライブラリとして CUDA 対応の PyTorch と
Tensorflowが利用可能
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SciMAPS 4.4 リリース
材料設計支援プラットフォーム　SciMAPS

コンフォメーションについてはランダム、直線状を選択
できます。

■ 新しい物性推算機能とチュートリアル
LAMMPS を利用した分子動力学計算による熱伝導率

推算の機能が追加されました。熱伝導率推算は
Langevin 法による非平衡分子動力学を利用した方法を
採用しています。シミュレーションでは、熱を与える領
域を直方体の両端に、与えられた分と同じだけ熱を引き
去る領域を中央部に設けることで、エネルギー一定を保
ちます（図 2）。シミュレーションにより得られた各領
域の温度を調べることで、熱伝導率を推算します。
チュートリアルには熱伝導率推算の事例に加え、粘度

推算の事例も追加されました。粘度推算の事例では
SLLOD法 2）による非平衡分子動力学を利用しています。
SLLOD 法ではせん断速度を XY 面上に与え、その各原子
の持つ速度平均の Z軸方向に対する分布情報から粘性
を計算します。いくつかの異なるせん断速度に対する粘
度を計算することでゼロせん断粘度を推算しています。

図 2．熱伝導率計算の熱源の配置

■ その他
・�記述子計算プログラム alvaDesc のインターフェース
が追加されました。

・�スケールごとに重複して用意されていた表示、操作に
関するアイコンツール群を統一しました。

・�表示に関する機能が向上し、大きな系についても高速
な表示が可能になりました。

■ 参考文献
1）�Shah,�J.�and�Maginn,�E.�J.�J.�Chem.�Phys. ,�2011,�135, �
134121

2）�Daivis,�P.�J.�and�Todd,�B.�D.�J.�Chem.�Phys. ,�2006,�124, �
194103

　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、Quantum（量子力学計算）、Classical（力場計算、メソスケール計算、特定
物性解析ツール）、Engineering（構造物性（活性）相関、熱力物性計算）の 3 つのパッケージがあり、目
的に応じて導入します。各パッケージにはその分野で定評のある計算プログラムが利用できますので、研究
目的に合わせて使い分けることが可能です。本稿では、1 月にリリースされました SciMAPS 4.4 の新機能に
ついて紹介します。

■ Cassandra
新規に Cassandra を利用できるようになりました。
Cassandra は米国ノートルダム大学のMaginn らのグ
ループにより開発されたモンテカルロ法計算プログラ
ムです。NVT、NPT、μ VT、ギブス各アンサンブルのモン
テカルロシミュレーションが可能です。原子スケールで
相平衡のシミュレーション、吸着特性の計算に利用でき
ます。
フラグメントライブラリを利用した独自の
Configurational�bias�Monte�Carlo 法 1）により効率の良
い構造サンプリングが可能となっています。フラグメン
トライブラリは与えられた系を構成する分子構造から
自動的に作成され、分子配置のサンプリング時に利用さ
れます。また、既存のモンテカルロ法の計算プログラム
の Towhee が並列計算に対応していないのに対して、マ
ルチコアによる並列化計算に対応しており、高速な計算
が可能となっています。

■ Mesophase DPD Builder
メソスケールの散逸粒子動力学用の構築ツールを見
直し、Mesophase�DPD�Builder として追加されました。
ランダム、ラメラ、レイヤー、ベシクル、パーティクル
（複数のビーズの集合体）などの特定の構造からなるア
モルファス系の作成が可能となりました。
セル内に入れるDPDビーズからなる分子の分子数比
を指定し、上方、下方の層に配置する分子種を指定して
系を構築します。図 1の例ではセルロース（紫）が上方
に、オイル（緑）が下方に配置され、他の種類の化学種
である界面活性剤（赤 +黄）と水（水色）がランダム
に配置されています。また、上方、下方に配置する分子の

図 1．Mesophase DPD Builder による構築例
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量子化学計算ソフトウェア　Molpro

Molpro 用 GUI　gmolpro リリース
　Molpro は、配置問相互作用法、クラスタ展開法、多配置 SCF 法、多配置参照摂動法など電子相関の取り
扱いに関する様々な計算機能を搭載した量子化学計算ソフトウェアです。この度、Molpro のグラフィカル
ユーザーインターフェース（GUI）gmolpro がリリースされましたので本稿にてご案内します。

■ gmolpro の構成と機能
gmolpro は 4 つのウィンドウから構成されており、
各々以下の機能を担います。
■ Builder ウィンドウ
フラグメントベースで分子構築を行います。分子力場
による簡易的な構造最適化機能を備えています。

図 1．Builder ウィンドウ

■ Input ウィンドウ
計算手法、基底関数など、計算の入力を指定します。
Expert モードによる入力ファイルの直接編集も可能で
す。

図 2．Input ウィンドウ

■ View ウィンドウ
分子軌道や電荷密度の 3次元表示、IR/Raman チャー

トの表示や基準振動モードのアニメーション、ベクトル
表示を行います。

図 3．View ウィンドウ

■ Output ウィンドウ
出力ファイル、ログファイルを表示します。実行中の

計算出力がリアルタイムで更新されます。

■ 稼働プラットフォーム
以下のOSでお使いいただけます。
・macOS（10.13 以降）
・�Linux（Ubintu�18.04 以 降、Fedora�31、OpenSUSE�
15.1/15.2）

•� 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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