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Partek Flow の紹介
Partek Flow は発現解析（RNA-seq, Single Cell RNA-seq）、変異解析（DNA-seq）、エピゲノム解析

（ChIP-seq）、メタゲノム解析（Metagenomics）に対応した次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェアで

す。コマンドラインを必要としないユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、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けます。Partek Flow は、Batch removal ツールを使用することで、発

現解析の際に生じるバッチ効果を低減することが可能です。バッチ効果の低減の詳細については 2 ページの

記事をご覧下さい。

図 1．Batch removal ツール使用による t-SNE プロット表示への影響
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Batch removal ツールによるバッチ効果の低減
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア　Partek Flow

（図 2左）。一方、General�linear�model を使用したデー
タを t-SNE プロットで表示すると、バッチによらず同じ
種類の細胞が近い位置に配置されます（図 2 右）。
t-SNE プロットでは遺伝子発現パターンが似た細胞を近
くに、発現遺伝子パターンが似ていない細胞を遠くに配
置するため、General�linear�model の使用によりバッチ
効果が低減されたことがわかります。

図 1．カウントデータノードの解析メニュー

図 2．Single Cell RNA-seq 解析データの t-SNE プロット

■ 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/

1）�Leek,�J.�T.;�et�al.�Nat.�Rev.�Genet. �2010,�11 �(10),�733–
739.

2）�Korsunsky,�I.;�et�al.�Nat.�Methods �2019,�16, �1289–1296.
3）�Stuart,�T.;�et�al.�Cell �2019,�177 �(7),�1888–1902.

　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 Single Cell RNA-seq 等のデータを解析する

ことが可能です。Flow はリード配列からバーコードや Unique Molecular Identifiers（UMI）のトリミング、
参照ゲノム配列へのアラインメント、UMI のデデュプリケーション、バーコードの絞り込み、細胞ごとの遺伝
子カウントなど、Single Cell RNA-seq の前処理に必要な機能を搭載しています。また、細胞や遺伝子の絞
り込み、正規化、Batch removal、PCA や t-SNE による次元削減、クラスタリングによる細胞の分類、細胞
群ごとの遺伝子発現解析、特徴遺伝子の抽出、生物学的解釈など、Single Cell RNA-seq のデータ解析を行
うための豊富な機能を搭載しています。本稿では、バッチ効果の低減に利用可能な Batch removal 機能に
ついて紹介します。

■ Flow の製品概要
Flow はウェブブラウザーを介して利用するNGS デー
タ解析ソフトウェアです。ユーザーは Google�Chrome
などのウェブブラウザーで Flow がインストールされた
Linux マシンにアクセスして、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
の表示などを行います。そのため、Windows や Mac な
どさまざまなOSのマシンで Flowを利用できます。
Flow は RNA-seq（Single�Cell�RNA-seq を 含 む ）、
DNA-seq、ChIP-seq、Metagenomics 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、FASTQ ファイルのデータを選択す
ると、QA/QC の実行、塩基の除去、参照ゲノム配列への
マッピングといったメニューが表示されます。解析には
コマンド操作を必要としないため、データ解析に不慣れ
なウェットの研究者でも簡単に解析パイプラインを構
築できます。

■ Batch removal とは
RNA-seq や Single�Cell�RNA-seq では、試薬のロット、
実験者、測定機器などの実験環境（バッチ）の違いに
よって測定結果にばらつきが生じることが知られてい
ます 1）。このデータのばらつきをバッチ効果といい、主
成分分析（PCA）や t 分布型確率的近傍埋め込み法
（t-SNE）などの次元圧縮を行うとバッチごとに固まった
結果が得られる場合があります。Flow はバッチ効果を
低減するために 3 つの Batch�removal 機能（General�
linear�model,�Harmony2）,�Seurat3�integration3））が搭載
されています。RNA-seq や Single�Cell�RNA-seq の解析
パイプラインにおいてカウントデータノード
（Normalized�counts） を 選 択 す る と General�linear�
model と Seurat3�integration の 2 つ が（図 1）、PCA
データノードを選択すると Harmony が Batch�removal
メニューに表示されます。
例えばヒト末梢血単核細胞を 10X�Genomic 社製の 2

つの kit（v2�chemistry,�v3�chemistry）を用いて標識し
たサンプルの解析データをそのまま t-SNE プロット上に
表示した場合、細胞の種類（B�cell（青）,�Macrophages
（赤）,�T�cells（黄）,�N/A（灰））が同じであってもバッ
チ（v2（・）,�v3（●））ごとに分かれて配置されます
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医薬品の探索と薬理・安全性予測
薬理活性・安全性予測プラットフォーム　Chemotargets CLARITY

■ Prediction Analysis
CLARITY には、登録されている 9 ファミリー、6,887

ターゲットに対するそれぞれ 6種類の薬理活性予測モ
デルと、上市後に報告された 1247 の安全性エンドポイ
ントに対する安全性予測モデルが搭載されており、入力
した化合物とその代謝予測した化合物に対して、全ての
モデルで評価して、薬理活性と安全性を予測することが
できます。
薬理活性予測モデルには、ファーマコフォアに基づく

構造類似性、構造類似性アンサンブル、ケモタイプ、線形
QSAR、機械学習、クロス・ファーマコロジーがあり、薬
理活性予測結果に対して、ヒットした予測モデルを同定
して予測の精度を評価することができます。
安全性エンドポイントについては、構造類似性、構造

フラグメント、ターゲット、ターゲットに基づくパスウェ
イの 4種類の指標から、ランダムフォレストモデルで予
測を行い、どの指標で安全性イベントの予測にヒットし
ているかを確認することができます。
入力化合物に対する予測結果（図 2）では、左上に予

測結果の概要、右上に予測した代謝産物リスト、右下に
予測したターゲットとその活性値または予測した安全
性イベントとその頻度を表示します。
創薬研究者は、手元の化合物のリストを入力して、そ

の代謝産物も含めて、特定のターゲットにヒットする可
能性がある化合物とその活性値や、毒性エンドポイント
の可能性を一度に予測することができます。

図 2． クロロキンの薬理活性予測。（A）左上に化合物のその予
測に関する概要、（B）左下にクロロキンとその関連物質

（類似化合物と代謝産物）の物性に関する相関プロット、
（C）右上に代謝産物のリストとのその薬理活性と安全性

予測の概要、（D）右下に既知および予測ターゲットとの活
性値のグラフを表示。

　Chemotargets CLARITY（以下、CLARITY）は、膨大な量のアッセイデータと有害事象レポートを整理統
合して活用することで、隠れた知識を発見し、医薬品開発の効率を改善する革新的なデータサイエンス・ソ
リューションです。アッセイデータは、公共および商用データベースから取得した 524 万以上の化合物に対
する 448 万以上の相互作用情報から成り、有害事象情報は、過去 50 年間に FAERS（FDA Adverse Event 
Reporting System）から抽出された 1500 万以上のレポートから成ります。これらの膨大なデータに対して、
Drug Explorer、FAERS Explorer、MedChem Explorer のデータ探索ツールを用いて、有益な知識を引出
し、また、独自の予測モデルにより薬理活性、毒性・安全性、代謝産物の予測を行います。

■ はじめに
CALRITY は、医薬品や医薬品の候補化合物に関する、
ターゲット情報、アッセイ情報、毒性・安全性情報、代謝
産物情報が関連付けられたデータベースを持っており、
これらに予測情報も加えて、相互にデータを参照するこ
とができます。最新バージョンでは、2020 年までの
FAERS レポートが追加され、毒性・安全性情報が増強さ
れています。

■ Drug Explorer
Drug�Explorer は、上市されている医薬品をカテゴリー
分けされた治療領域、ターゲット、安全性イベントごと
にまとめて取得したり、特定の医薬品を検索して、その
アッセイ情報、毒性・安全性情報を取得したりすること
ができます。
例えば、精神・神経系のカテゴリーに含まれるパーキ
ンソン病治療薬のうち、3級アミンを含む分子構造を取
得します（図 1）。これらの化合物リストに対して、薬
理活性をグラフ表示すると、トリヘキシフェニジル、ピ
ペリデン、プロシクリジンは、アセチルコリン受容体M1
～M5 に加え、イオンチャネル型グルタミン酸受容体に
も活性を示し、その活性値が pK 値として 5.26,�6.0,�5.77
であることが分かります。また、安全性イベントについ
ては、プロシクリジンで、混乱（confusion）や精神運動
性激越（psychomotor�agitation）などの精神・神経に関
するレポートが、他よりも多く報告されていることが分
かります。

図 1． 3 級アミンを含むパーキンソン病治療薬のリスト。左に医
薬品名、右にファミリー毎のターゲットの数を示すバーを
表示。上から 3 つのトリヘキシフェニジル、ピペリデン、プ
ロシクリジンは、イオンチャネルに活性がある（淡紫色）。
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Reverse Fingerprint Modeling の紹介
統合計算化学システム　MOE

活性とした場合の 2個の殺ダニ剤の原子スコアを可視
化しました（図 1）。Fluvalinate のシアノ基に大きな原
子スコアがあるのが分かります。これはタイプ II ピレス
ロイド系の典型的な部分構造です。この化合物は、ミツ
バチを襲うダニであるバロアダニの駆除のため養蜂家
に使用されています。一方、Halfenprox にあるエーテル
結合は、殺ダニ剤としては好ましくない部分構造である
ことが分かります。

図 1． Motif Detection で 求 め た Fluvalinate（ 上 ） と
Halfenprox（下）の原子スコア

■ Virtual Pockets
Virtual�Pockets は、リガンドの配座データを使用して、
結合ポケットの形状や特性を予測 / 可視化し、ファーマ
コフォア検索やドッキングシミュレーションに使用で
きるファーマコフォアモデルを作成します。
まず、リガンド構造と活性値から原子スコアを求めま
す。そして、原子スコアが高い原子を含む特性球を検出
し、それらで構成される基本ファーマコフォアモデルを
作成します。次に、それらのファーマコフォアモデルに
ついて、多くのリガンドに当てはまるものだけに絞り込
みます。その後、残ったファーマコフォアモデルをクラ
スタリングし、統合することでコンセンサス・ファーマ
コフォアモデルを作成します。さらに、コンセンサス・
ファーマコフォアモデルにリガンド配座を重ね合わせ
た結果から、リガンドの形状や結合ポケットの表面やそ
の特性を予測して、可視化します（図 2）。

　Reverse Fingerprint Modeling は、MOE ユーザーコミュニティーのための SVL コード交換サイト SVL 
Exchange で公開されている統合計算化学システム MOE のアドオンプログラムです。Reverse Fingerprint 
Modeling では、化合物のさまざまな分子フィンガープリントと活性値の情報を用いて、活性化合物に共通
の部分構造や活性 / 不活性に寄与する部分構造を特定したり、ファーマコフォアモデルを構築 / 評価したり
できます。本稿では、Reverse Fingerprint Modeling の概要と 4 つの機能を紹介します。

■ Reverse Fingerprint Modeling の概要
分子フィンガープリント（FP）は、分子構造を表現す
る方法の一つで、主に官能基やファーマコフォアなどを
基にした特徴の有無を 1と 0 から構成されるビット列
で表現したものです。FP には類似度の算出方法が定義
されており、類似化合物の探索に利用できます。Reverse�
Fingerprint�Modeling（RFM）では、さまざまな FP の各
ビットとそれに割り当てられた特徴の元となった原子
群と活性値の情報を用いてMIBALS 法 1）により以下の 3
種類のスコアを求めます。
■ ビットスコア
FP の各ビットについて算出されるスコアです。これ
が正の値のとき、そのビットに割り当てられた特徴が不
活性化合物よりも活性化合物において高い頻度で存在
することを示します。逆に、これが負の値のとき、その
ビットに割り当てられた特徴が活性化合物よりも不活
性化合物において高い頻度で存在することを示します。
0に近いときは、そのビットに割り当てられた特徴が活
性化合物と不活性化合物に同程度の頻度で存在するこ
とを示します。
■ 原子スコア
各原子について、ビットスコアをもとに算出されるス
コアです。ビットスコアと同様に、これが正の値をもつ
原子は、活性化合物に多く含まれるビットに関与してお
り、負の値をもつ原子は、不活性化合物に多く含まれる
ビットに関与していることを示します。
■ 分子スコア
分子全体のスコアです。これはすべての一意なビット
のビットスコアの総和であり、すべての原子の原子スコ
アの総和でもあります。正の値のとき、活性化合物であ
る確率が高く、負の値のとき、不活性化合物である確率
が高いので、バーチャルスクリーニングにおける化合物
の順位付けに使用できます。

■ Motif Detection
Motif�Detection は、活性化合物群からビットスコア、
原子スコア、分子スコアを計算して可視化する RFMの
基本機能です。原子スコアは、その値のラベルと絶対値
の大きさに比例した半径を持つ球体で表現されます。正
の値のときはソリッドの球体で、負の値のときは網掛け
の球体で描かれます。使用例として、殺虫剤と殺ダニ剤
から構成される 80 個の化合物群を用いて、殺ダニ剤を
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ドロ葉酸レダクターゼ（DHFR）の 397 個の阻害剤につ
いて、活性値の pIC50 を 0、4、6、7の閾値を設定して計算
しました（図 4）。これらの閾値の色には、灰色、赤色、
黄色、緑色をそれぞれ設定しています。カテコール基や
環構造間のリンカーのメチル基は、高活性な阻害剤に頻
出する部分構造であり、5員環の硫黄原子は、低活性な
阻害剤に頻出する部分構造であることが分かります。こ
れらの内容はビットスコアを可視化する機能でも確認
できます（図 5）。

図 4． DHFR の阻害剤を用いた Activity Scan の計算結果。灰色、
赤色、黄色、緑色はそれぞれ pIC50 が 0、4、6、7 より大きい
阻害剤に多い部分構造。球体が網掛けの場合は、逆の解釈
になる。

図 5． DHFR の阻害剤を用いた Activity Scan によるビットスコ
アの可視化。ヘテロ原子を含む 5 員環（ビットスコア：
-7.2）や芳香族原子に酸素原子が結合した構造（ビットス
コア：7.9）を強調している。

■ まとめ
RFM は、FP のビットと部分構造の対応関係を応用し

た 4つの機能を搭載しており、リガンドベースだけでな
く、受容体構造ベースやフラグメントベースの創薬設計
に使用できます。RFMは SVL�Exchange で公開されてい
るMOE のアドオンプログラムで、MOE のユーザーなら
無償で利用できます。

1）�Williams,�C.;�Schreyer,�S.�K.�Reverse�fingerprinting�and�
mutual�information-based�activity�labeling�and�
scoring�(MIBALS).�Comb.�Chem.�High�Throughput�
Screening �2009,�12 �(4),�424–439.

図 2． EGFR の阻害剤を用いた Virtural Pockets の計算結果（黄
色：実際の受容体表面（PDB ID: 1XKK）、赤色の網掛け：
予測したリガンド形状、青色：予測した受容体原子の領域、
橙色：芳香環の特性球、水色：アクセプターの特性球、紫
色：ドナーの特性球）

■ Fragment Placement
Fragment�Placement では、分子フラグメントの結合

ポケットへの配置やファーマコフォアモデルの評価を
行えます。分子フラグメントから Virtual�Pockets と同様
にファーマコフォアモデル（フラグメント・ファーマコ
フォアモデル）を作成し、ユーザーが提供した結合ポ
ケットにあるファーマコフォアモデルと重ね合わせ、各
特性球の一致度を評価 / 可視化します（図 3）。また、
重ね合わせにより、結合ポケットに配置されたフラグメ
ント・ファーマコフォアモデルを使用して、分子フラグ
メントを結合ポケットに配置するドッキングシミュレー
ションも行えます。

図 3． EGFR の阻害剤の分子フラグメントを用いた Fragment 
Placement の計算結果。ユーザー指定のファーマコフォア
モデル（ソリッド）とフラグメント・ファーマコフォアモ
デル（網掛け）が部分的に一致している。

■ Activity Scan
Activity�Scan では、活性値の範囲に 4つの活性 / 不活
性の閾値を設定し、それぞれでMotif�Detection が実行
されます。各閾値に設定した色と原子スコアから、表示
される球体の色と大きさが決定されます。活性値の範囲
を分けた計算結果を組み合わせているため、活性値の大
きさを反映した可視化ができます。使用例として、ジヒ
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MedeA-VASP による分子結晶の安定性評価
材料設計支援統合システム MedeA

らは独自の分散項を用いたDFT+Dと parallel�tempering
法 を 組 み 合 わ せ、Cambridge�Crystallographic�Data�
Centre 主催の Crystal�Structure�Prediction�Blind�Test1）で
その予測能力の高さを示しており、この技術は結晶多形
のランク付けにも用いられています 2）。
本稿ではグリシンを例にGGA、DFT+D、vdW-DFT の 3
つの計算手法を用いた計算結果の比較を行い、その特長
や実測値の再現性などについて評価を行います。

■ 適用事例 : グリシン
グリシンには多数の結晶多形が存在します。そのうち、
α、βおよびγ相の 3つを比較した時にはγ相が最も安
定であり、α相、β相の順に安定であることが報告され
ています 3）。グリシンは双性イオンであり、アミノ基、
カルボキシル基共にイオン化した状態で結晶を構成し
ています。

a）

b）

図 1． グリシンの結晶構造モデル。a） α相　b） β相　c） γ相。
緑色の破線は水素結合を表す。

c）

各相の結晶構造は MedeA に 搭 載 されている
InfoMaticA ツ ー ル を 用 い、Crystallography�Open�
Database4）に登録されている結晶構造からグリシンを

　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。MedeA-VASP
には、van der Waals 相互作用を評価できる手法が搭載されており、分子結晶への適用が可能です。本稿で
は、MedeA-VASP を用いたグリシン結晶の計算事例を紹介します。

■ 密度汎関数法と vdW 相互作用
局所密度近似（Local�Density�Approximation,�LDA）や
一般化勾配近似（Generalized�Gradient�Approximation,�
GGA）といった一般的な密度汎関数法（Density�
Functional�Theory,�DFT）は、動的相関の記述が不十分で
あることに起因して、van�der�Waals（vdW）力が十分に
考慮されません。従って、分子間の引力が過小評価され
ます。分子が凝集して結晶を構成する分子結晶では、水
素結合や vdW力が構造を決める支配的な要因となるた
め、従来のDFT 計算では十分な精度を得ることはできま
せんでした。
DFT 以外の電子状態計算手法では、摂動論やクラス
ター変分法などの post-HF 法と呼ばれる手法で vdW力
の考慮が可能ですが、計算に大変時間を要します。従っ
て、実用ベースではDFT の改善が望まれます。
そうした弱点を克服するため、近年では様々なアプ
ローチで補正を施した DFT ベースの手法が開発されて
います。MedeA-VASP に導入されているのは、1）�力場計
算で用いられる分散項（例えば、Lennard-Jones ポテン
シャルの r−6 項）を用いる　2）�密度汎関数の長距離相
関項を補正して分散力を考慮できる汎関数を用いる　
の 2つの手法です。本稿では、前者を DFT+D（Density�
Functional�Theory�+�Dispersion）、 後 者 を vdW-DFT
（van�der�Waals-Density�Functional�Theory）と記すこと
とします。
MedeA-VASP では、vdW 相互作用を考慮した交換相
関汎関数が多数実装されています。
・DFT�+D:� Grimme�D2,� Grimme�D3,� Tkatchenko-

Scheffler,�DFT-dDsC など
・vdW�-DFT:�optB86b-vdW,�optPBE-vdW,�BEEF-vdW,�

rev-vdW-DF2,�revPBE-vdW,�SCAN+rVV10 など
評価対象となる系あるいは類似の系でテスト計算を
行い、実験値との整合性や傾向などを検討・分析するこ
とで、こうした複数の選択肢から適切な方法を選択する
ことが可能です。

■ 分子結晶へのバンド計算の適用
MedeA-VASP をはじめとしたバンド計算ツールは、従
来金属やセラミックスなど、無機固体を適用対象として
きました。前項で触れた改善もあり、現在ではバンド計
算は有機半導体やグラファイトをはじめとした層状物
質等さまざまな材料・用途の分子結晶に適用されていま
す。電子状態計算のクオリティーで結晶の構造やエネル
ギーを評価できることが大きな利点です。
バンド計算の適用可能性は、いわゆる材料分野のみな
らず、医薬分子にも広がっています。例えば Neumann
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α相とγ相がほぼ同じエネルギーを与える結果となり
ました。
続いて最適化構造を比較します。表 2 に、MedeA-

VASP で最適化された構造および実測値の格子定数を示
します。PBE の最適化構造ではすべての格子長が過大評
価されています。一方、PBE+Grimme�D2 および rev-
vdW-DF2 の場合は共にほぼすべての格子長が過小評価
されています。α相およびβ相における格子角βについ
ては、PBE は過小評価、PBE+Grimme�D2 および rev-
vdW-DF2 は過大評価しています。実測値との差の絶対
値は PBE が最も大きく、rev-vdW-DF2 が最も小さくなっ
ています。表中の格子定数の絶対誤差率の平均値は PBE:�
1.5%、PBE+Grimme�D2:�1.4%、rev-vdW-DF2:�1.0% と な
り、最適化構造については rev-vdW-DF2 が最も実測値に
近い結果を導き出したといえます。
以上、格子エネルギーと最適化構造の 2つの指標につ
いて GGA と DFT+D、vdW-DFT の比較を行いました。エ
ネルギー、構造両者について DFT+D、vdW-DFT ともに
従来の GGAと比較して改善された結果が得られること
がわかりました。本結果は、ワークステーション 1台で
の計算で 1～2 日で得ることができます。計算時間の面
からも有用なツールとしてお使いいただくことができ
ます。

1）�https://www.ccdc.cam.ac.uk/Community/initiatives/
CSPBlindTests/

2）�Neumann,�M.A.,�van�de�Streek,�J.,�Fabbiani,�F.P.A.,�
Hidber,�P.,�Grassmann,�O.,�Nature�Comm., �2015,�6, �
7793.

3）�Chisholm,�J.A.,�Motherwell,�S.,�Tulip,�P.R.,�Parsons,�S.,�
Clark,�S.J.,�Crystal�Growth�&�Design, �2005,�5, �1437-
1422.

4）�Gražulis,�S.,�Daškevič,�A.,�Merkys,�A.,�Chateigner,�D.,�
Lutterotti,�L.,�Quirós,�M.,�Serebryanaya,�N.�R.,�Moeck,�P.,�
Downs,�R.�T.,�LeBail,�A.�Nucleic�Acids�Res., �2012,�40, �
D420-D427.

5）�Perdew,�J.P.,�Burke,�K.,�Ernzerhof,�M.,�Phys.�Rev.�Lett. �
1996,�77, �3865-3868.

6）�Grimme,�S.,�J.�Comput.�Chem., �2006,�27, �1787-1799.
7）�Hamada,�I.,�Phys.�Rev.�B, �2014,�89, �121103.
8）�Langan,�P.,�Mason,�S.A.,�Myles,�D.,�Schoenborn,�B.P.,�
Acta�Crystallogr.,�Sect.�B:�Struct.�Sci.,�Cryst.�Eng.�Mater., �
2002,�58, �728-728.

9）�Bull,�C.L.,�Flowitt-Hill,�G.,�de�Gironcoli,�S.,�Küçükbenli,�
E.,�Parsons,�S.,�Pham,�C.H.,�Playford,�H.Y.�Tucker,�M.G.,�
IUCrJ, �2017,�4, �569-574.

10）�Tarasevych,�A.V.,�Sorochinsky,�A.E.,�Kukhar,�V.P.,�
Toupet,�L,,�Crassous,�J.,�Guillemin,�J-C.,�
CrystEngComm, �2015,�17, �1513-1517.

検索、複数の中から格子定数の中間値に最も近い構造を
選択し、構造モデルとしました。図 1に各相の結晶構造
モデルを示します。
MedeA-VASP6.1 を用い、格子緩和を含めた構造最適
化を実施しました。交換相関汎関数は GGA として
PBE5）、DFT+D として PBE+Grimme�D26）、vdW-DFT と
して rev-vdW-DF27）を選択しました。MedeA-VASP の計
算条件は以下の通りです。
・平面波カットオフ値 :　500�eV
・k-spacing:　　　　　　0.3�Å−1�odd�grids
　（k-mesh:�α :�5×3×5,�β :�5×5×5,�γ :�5×5×5）
・エネルギー収束条件 :　1.0E−8�eV
・構造最適化収束条件 :　1.0E−3�eV/Å

表 1．計算された格子エネルギーの相対値（kJ/mol）

まず安定性評価の指標として、格子エネルギーの比較
を行います。表 1に、3つの手法で構造最適化されたグ
リシン各相の格子エネルギーの相対値を示します。PBE
では最も不安定とされるβ相のエネルギーが最も安定
となりました。α相とγ相のエネルギーはほぼ同じで、
β相より 0.3�kJ/mol 不安定です。PBE では安定性の序列
を再現できませんでした。
一方、PBE+Grimme�D2 ではエネルギーの序列はγ＜

α＜βとなり既報と一致します。rev-vdW-DF2 ではβ相
がα、γと比較して不安定であることを示していますが、

表 2．構造最適化後および実測された格子定数（Å/degree）
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AMS 2021 リリース
計算化学統合パッケージ　AMS

解離）を探索した後、1分子解離した状態を初期構造と
して選び、Process�Search で隣接する遷移状態構造を求
め反応のエネルギー地形を計算しました。

図 2．ReaxFF で求めた ZnO 表面上の水分子のエネルギー地形

■  AMS の各計算エンジン・ツールの主な
新機能

■ ADF（分子系 DFT）
・�分 極 力場に基づく QM/FQ（Quantum�Mechanics/
Fluctuating�Charges）法
・�励起状態間の遷移双極子モーメント
・�励起スペクトルの高速計算法である POLTDDFT 用に補
助基底関数を追加
・�r2SCAN-D4 汎関数（BANDにも対応）
・�多体摂動論に基づく GW近似の追加 :�Eigenvalue-only�
self-consistent�GW（evGW）
・�多体摂動論の計算用に TZ3P と QZ6P の基底関数を追
加
・�Ligand-Field�DFT（LFDFT）法に基づく新しいスペクト
ル計算 :�ESR�g テンソル（二重項のみ）,�X 線領域の
MCD

■  AMS driver（MD などの計算を統一的に行うための
ツール）
・球状のWall ポテンシャル
・分散力補正D4（周期系の BANDと DFTB にも対応）
・�反応を加速させるための force�bias�Monte�Carlo法（各
計算エンジンに対応）

■ Force Field（力場計算）
・�力場計算に対して 2～3桁の高速化を達成 :�力分割法に
よるMPI 並列、粒子・メッシュ・エバルト（PME）法、
非結合相互作用のカットオフ距離を 15�Å に短縮

■ COSMO-RS（熱力学物性計算）
・�異なるプロトン化 / 解離状態の考慮など、複数種を取
り込んだ熱力学物性計算の改良

　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。今夏リリースされた AMS の新バージョン 2021 では、各計算エンジンに対して構造最適化
や MD などを統一的に行うためのツール『AMS driver』に新たに反応経路自動探索機能が追加されまし
た。ポテンシャルエネルギー曲面（PES）上の局所最適化構造からはじめて、隣接する遷移状態構造、別サイ
ドの安定構造を求めるというタスクを繰り返し行うことで、周辺のエネルギー地形を求めていきます。また、
周期系に対して Basin Hopping 法と組み合せることで、表面上の分子の解離吸着に関する PES の探索を
行うことも可能です。本稿では今回追加された PES の自動探索機能の他、AMS の各計算エンジン（ADF・
BAND・DFTB・ReaxFF・COSMO-RS）、その他ツールの主な新機能について紹介します。

■ AMS driver による反応経路の自動探索
AMS�driver に下記の新しい PES 探索機能が追加され

ました。これにより、遷移状態構造や局所最適化構造の
自動探索ができるようになります。
・�Process�Search:�与えられた局所最適化構造（反応物）
からの脱出を試みて、隣接する遷移状態構造と別サイ
ドの局所最適化構造（生成物）を探索
・�Basin�Hopping:�モンテカルロ法を用いて大域的な最適
化構造を探索
・�Landscape�Refinement:�予め低コストの計算エンジン
でエネルギー地形を求めた後に、再度、高コストの計算
エンジンで局所最適化構造と遷移状態構造を最適化し、
より高精度なエネルギー地形を効率的に求める
・�Binding�Sites:�金属表面上の原子吸着など、事前に計算
したエネルギー地形の情報から原子の結合サイトを計
算して描画
図 1に、プロペンへの塩化水素の付加反応を対象にし
た、AMS�driver の Process�Search で求めたエネルギー地
形を示します。付加反応の生成物である 1-クロロプロパ
ンと 2-クロロプロパンの構造からはじめて、隣接する遷
移状態構造、関連する局所最適化構造が自動的に探索さ
れます。求めたエネルギー地形は、事前に高速な DFTB
で計算し、その後、Landscape�Refinement で ADF の
DFT 計算で再最適化したものです。今回の付加反応では
マルコフニコフ則により 2-クロロプロパンが主要な生
成物となりますが、計算したエネルギー地形からもその
ことが確かめられます。

図 1． プロペンへの塩化水素の付加反応に関するエネルギー地
形。黒色のエネルギー準位は局所最適化構造、赤は遷移状
態構造に対応。

図 2は、ZnO表面上の水分子の解離吸着過程に関する
エネルギー地形を ReaxFF（反応力場計算）で求めたも
のです。Basin�Hopping により、金属酸化物表面上での
水分子の複数の吸着状態（分子吸着、2分子解離、1分子
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SeeSAR 11 リリース
BioSolveIT 社製　創薬支援ツール

いても、結合部位候補を選択し、ドッキングシミュレー
ションによりリガンドを配置し、リガンドの親和性予測
や母核置換等のリガンド設計を行えます。

■ 結合部位の 3D モデルの出力
プレゼンテーション用の静止画像のスクリーンショッ

トだけでなく、マウスで回転／拡大／縮小が可能な 3D
モデルを出力できるようになりました。ファイルは glTF
形式で出力され、OS に搭載された 3D ビューアーや、
PowerPoint、ウェブページ上で 3Dモデルの表示が可能
です。SeeSAR で計算されたリガンド原子ごとの結合自
由エネルギー寄与も、緑色と赤色で表示されます（図
3）。

図 3．3D モデルを Windows 10 の 3D ビューアーで表示

■ その他機能強化
以下のような機能強化もなされました

・�複数の化合物構造をドラッグ＆ドロップで一度に読み
込めるようになりました。
・�リガンドの 2次元表示上に分子名が表示されるように
なりました。
・�化合物を分子名で絞り込めるようになりました。
・�アノテーションダイアログで現在のシーンを保存でき
るようになりました。
・�共有結合ドッキングの準備のために、Protein�Editor と
Molecule�Editor に結合点を付加できるようになりまし
た。

■ まとめ
SeeSAR�11 へのアップデートにより、メディシナルケ
ミストはより合理的なリガンド設計を行うことができ
るようになります。SeeSAR の機能の詳細やトライアル
については弊社までお問い合わせください。

1）�Vokamer,�A.;�et�al.�Bioinformatics �2012,�28, �2074–
2075.

　SeeSAR はメディシナルケミストのために開発された 3D リガンド設計ツールです。リガンド – 受容体間
の相互作用解析、分子編集、ドッキングシミュレーション、フラグメント創薬、リガンド結合部位解析などの
様々な SBDD 機能が統合されています。バージョン 11 では、共有結合ドッキングのサポート、リガンド結合
部位探索の刷新、結合部位の 3D モデルの出力等、多数の機能強化がなされています。ここでは、SeeSAR 
11 で搭載された新機能を中心に紹介します。

■ SeeSAR 11 新機能
SeeSAR�11 は、創薬職人の意味に準えてギリシャ神話

に登場する鍛冶の神 Hephaestus（ヘーパイストス）と
いう開発コードネームがつけられていました。
共有結合ドッキングをサポートし、タンパク質を標的
とする新しいアプローチでの結合モデルの予測が可能
になりました。タンパク質の潜在的なリガンド結合部位
候補を探索し、それらの物性情報を出力できるようにな
りました。リガンド結合部位の 3Dモデルは、プレゼン
テーション資料や、研究者間のディスカッションと意思
決定に利用できます。その他にも多数の機能が強化され
ています。

■ 共有結合ドッキングのサポート
標的タンパク質の活性部位に薬剤が共有結合して作
用する医薬品は、一般的に高い持続性と選択性を示しま
す。SeeSAR�11 では、タンパク質のアミノ酸残基と化合
物構造に結合点（R基）をそれぞれ定義しておくことで、
その場でリガンド–受容体間に共有結合を形成させドッ
キングシミュレーションすることが可能です。図 1は、
共有結合ドッキングの流れとその結果です。

図 1．共有結合ドッキング

■ 結合部位探索の刷新
DoGSiteScorer1）のアルゴリズムを用いて、タンパク質

表面の潜在的なリガンド結合部位候補を探索できます。
SeeSAR�11 では、探索された結合部位候補のスコア、残
基数、水素結合のドナー原子数とアクセプター原子数、
疎水性原子数、溶媒露出表面積、体積を出力します。リガ
ンドとの共結晶が得られていないタンパク質構造にお

図 2．リガンド結合部位候補と情報の出力
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CDD Vault 新機能紹介
創薬研究情報共有クラウドシステム　CDD Vault

■ 大文字と小文字の区別
Must�be�unique に設定されたユニークフィールドで

は大文字と小文字は区別され、別の値として登録ができ
ます（図 1）。例えば大文字と小文字を配列として使用
することで以下のようなことが可能になります。
・�アミノ酸やヌクレオチドの修飾やメチル化など変異の
表示
・�配列中の特定のドメインの強調（例：結合ドメイン）
・�ベクターバックボーンへのインサートを示す
・�登録された RNAと DNAの配列の区別

■ Marvin JS の新しい描画テンプレート
CDD�Vault に搭載されている ChemAxon�Marvin�JS の

構造描画エディターがアップデートされ、新しい描画テ
ンプレートが追加されました。鎖や環系を簡単に描くこ
とができるようになり、化合物の登録・検索や ELN で反
応式を描画する際により使いやすい描画エディターに
なりました。

■ ELN から登録したエントリーのリンク
ELN エントリーからデータファイル（SD ファイル、
Excel フ ァ イ ル、CSV） を イ ン ポ ー ト し、新 し い
Molecule/Entity や Batch を登録すると、そのエントリー
は自動的にレコードにリンクされます。リンクは Link
タブに表示されます。これらのリンクは、Search�Results�
Table の Molecule/Entity や Batch にも表示されます。
また、ELN エントリーからデータファイルのインポー
トでバッチが登録された場合は、Batches タブに ELN へ
のリンクが追加されます（図 2）。

図 2．バッチタブにリンクされた ELN のリンク

■ ご試用
CDD�Vault の全ての機能は 30 日間無償でご評価いた
だけます。ご希望の際は弊社ウェブサイトのお問い合わ
せフォームよりお申込み下さい。
　https://www.molsis.co.jp/contact/

　米国 Collaborative Drug Discovery 社（CDD 社）により開発された CDD Vault は、化合物・抗体・細
胞などのサンプルの情報とアッセイ情報の管理・共有機能と、電子実験ノート機能を有するクラウドサービ
スです。優れた可視化機能を持つ CDD Vault は、システム導入や管理に手間をかけることなく、創薬研究
データの管理システムをすぐに利用できるため、製薬企業やベンチャー企業、大学、公的研究機関などが共
同研究を進めるためのプラットフォームとして多数の実績があります。本稿では 2021 年 1 月以降に実装さ
れた新機能について紹介します。

■ CDD Vault とは
CDD�Vault では、物性値などのサンプルごとに共通の

情報、サンプルの在庫情報および数値や画像などのアッ
セイデータを管理できます。また、オプションとして提
供される ELN モジュールは、合成実験や各種アッセイな
どのさまざまな実験を記録できる電子実験ノートです。
CDD�Vault はクラウドサービスの利点を活かし、新機
能の追加や既存機能の強化が随時行われています。CDD�
Vault の機能強化は CDD 社のウェブサイトに公開され
ています。2021 年 1 月以降も、さまざまな機能の追加・
強化が行われましたが、ここでは、そのうちの一部をご
紹介します。
■ Vault について
Vault とは、サンプルの種類などに応じて分けられた
“ データの保管庫 ” です。ユーザー登録や環境設定など
は Vault ごとに行います。複数の Vault に登録されてい
るユーザーは、登録データを Vault 横断的に検索できま
す。

■ ユニーク ID を使用したサンプルの登録
CDD�Vault はサンプルとして低分子化合物を主な対象

とし、構造式を持たないサンプルは抗体・細胞・タンパ
ク質などのアイコンで対象を大まかに区別し登録して
いました。機能追加により、配列や名称などの一意な値
を格納するフィールドであることを示す Must�be�
unique 設定が利用できるようになりました。これによ
り、サンプルを識別するユニーク ID をより厳密に管理
できるようになりました。
例えば、ベクターを管理する Vault で Vector�ID を
Must�be�unique と設定すれば、このフィールドに
「pcDNA5/FRT」などのベクター名を入力することでベ
クターを一意に識別できます。なお、登録時に自動付番
される ID は Vector-00001 などユニークフィールドに関
連した IDになります。

図 1．Antibody Fields 内の大文字と小文字の区別
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配合研究データの管理
研究情報共有システム　CBIS

▶規格
製品に求められる性質についての情報です。個々の配

合条件には、複数の規格値を定義できます。

表 3．レシピで管理する情報

■ 試験結果の管理
配合実験の情報と、得られた複合材料などの性質の測
定結果などを管理します（表 4）。
▶配合実験
行った配合実験の情報です。使用した原料物質を登録
済みのカタログまたは在庫情報から選択することで、原
料物質と配合実験を関連付けて追跡できるようにしま
す。
▶測定試験
作成された複合材料などの性質の測定結果です。スペ
クトルや写真などの画像はサムネイル表示も可能です。

表 4．試験結果で管理する情報

■ その他の共通機能
▶データの検索
登録されたデータは、数値やテキスト、化学構造式で

検索できます。また、添付されているOffice ファイルや
PDF ファイルは、ファイルの内容を全文検索できます。
検索機能によって、目的の情報に素早くアクセスし、

有効活用できます。
▶入力の補助と用語の統制
登録・編集ページでは、データの自由入力のほか、あ

らかじめ設定されたリストからの選択も可能です。表現
に幅があるデータ項目はリストからの選択とすること
で、表記の揺らぎを防ぐことができます（例えば「色」
という項目で、自由入力では人によって「薄黄色」「黄白
色」「クリーム色」などまちまちになるところを、リスト
から「淡黄色」を選択させます）。表記が統一されるこ
とで、目的のデータを検索で探しやすくなります。
▶一括登録、一括更新
大量のデータを登録や変更するときは、Excel ファイ

ルを読み込ませて一括してデータを入力できます。

　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、参考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、配合研究のデータを管理する
CBIS のレシピ管理モジュールについて紹介します。

■ 配合研究における情報管理
さまざまな分野において、複数の原料を組み合わせて
目的の性質を持つ複合材料や混合物質を設計する配合
研究が行われています（表 1）。

表 1．配合研究の例

配合研究では、複数の原料物質とそれらの混合条件・
混合方法、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。これらのデータが、
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すると、以下のような問題
が生じます。
・�紙の実験ノートから過去に行った実験のデータを探す
のが困難
・�「どの実験でどの試薬を使い、どの測定データが得られ
たのか」といった関連付けが困難
・�研究データが属人化して、他の研究者の実験結果を参
照するのが困難
研究情報共有システムで研究データを一元管理する
ことで、これらの問題を解消し、蓄積された貴重な研究
情報資産を有効活用して研究業務を効率化できます。

■ CBIS レシピ管理モジュールの機能
■ 原料物質の管理
原料物質について、物質固有のカタログ情報と合成
ロット・購入ロットごとの在庫情報を管理します（表
2）。自社で合成した化合物と購入した試薬をシームレ
スに管理できます。また、試薬ベンダーから提供された
データシートなどのファイルを添付できます。

表 2．原料物質で管理する情報

■ レシピの管理
原料物質の配合条件と、目的の性質に関する規格を管
理します（表 3）。
▶配合条件
配合実験の目的や検討事項と、基本の配合条件です。

MOLSIS_第18号.indd   11 2021/06/23   16:17:55



セミナー情報

12

材料設計支援プラットフォーム　SciMAPS

Scienomics 社ウェビナーのご紹介
　SciMAPS は量子化学計算からメソスケール計算まで時間的にも空間的にも異なるさまざまなスケールの
計算科学手法に対応した材料設計支援プラットフォームです。開発元である Scienomics 社では、SciMAPS
の各パッケージの機能やその応用事例を紹介するための月に 1 度ウェビナーを開催しております。本稿では
最近開催されたウェビナーの内容を紹介いたします。

■  Thermophysical properties and phase 
behavior of industrially relevant 
systems
� University�of�Notre�Dame
� Prof.�Edward�Maginn
新たに Classical パッケージに追加されたモンテカル
ロ法計算プログラム CASSANDRA の開発者である演者
は、その基本機能と応用事例を紹介しました。ギブスア
ンサンブルモンテカルロ法により、アルコール類やハイ
ドロフルオロカーボン類の気液共存曲線を推算し、その
精度について言及しました。臨界点の予測の難しいハイ
ドロフルオロカーボン類については、機械学習を利用し
た独自の手法による力場パラメータの改良事例を紹介
しました。他に、ゼオライトに対するガス分子の吸着、
MC法とMD法を組み合わせたイオン液体含浸液膜中の
混合ガスの透過性等の研究について紹介がありました。

■  Molecular simulations of tribological 
systems using MAPS and LAMMPS
� Imperial�College�London
� Dr.�James�Ewen
LAMMPS による分子シミュレーションを利用したト
ライボロジー研究について紹介しました。酸化鉄表面同
士が最も近い状態である境界潤滑領域での有機摩擦調
整剤の検討では、被膜を形成する添加剤分子の表面密度
が高いと動力により移動する酸化鉄表面とほとんど変
わらない速度で、表面分子が移動するのに対し、表面密
度が低い場合は典型的な平面クエット流のようなふる
まいをすることが、LAMMPS を利用した非平衡分子動力
学により示されました。他にも摩擦調整剤の極性末端基
の違いや弾性潤滑流体領域における潤滑油のベースオ

イルとなる分子種による挙動の解析事例、表面材料や表
面温度による温度分布の研究など紹介しました。

■  Clean, high quality low emission fuels 
with Fischer–Tropsch polymerization: 
a  m e s o s c a l e  s t u d y  o f  t r a n s p o r t 
processes in confined systems
� Texas�A&M�University�at�Qatar
� Prof.�Ioannis�G.�Economou
GROMACS と SciMAPS を 利 用 し た 事 例 と し て、
Fischer–Tropsch 法で用いられる材料を模したグラフェ
ン及びその誘導体に挟まれた金属ナノ粒子と混合液体
の挙動の研究を紹介しました。グラフェンおよび酸化グ
ラフェンに挟まれた金属ナノ粒子と混合液体（ワック
ス、水、ドデカン-1-オールからなる）の挙動の、粗視化
レベルでの分子動力学を用いた研究について講演しま
した。この研究は、CO2 を原料とする液体燃料の製造で
注目される Fischer−Tropsch 法で重要とされる細孔内
の物質移動プロセスの検討に役立つことが期待されて
います。

■ 過去のウェビナーの視聴
過去のウェビナーは、ウェビナーオンデマンド

（https://www.scienomics.com/recorded-webinars/） に
て動画配信されていますので、興味のある方はご登録の
上、是非ウェブサイトへアクセスしてみてください。ま
た、今後開催されるウェビナーにつきましては、開発元
のホームページ（https://www.scienomics.com/）の
LATEST�News�&�EVENTS にリストアップされますので合
わせてご覧ください。

•� 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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