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創薬研究情報共有クラウドシステム　CDD Vault

新機能紹介：生物学的製剤への対応など
米国 Collaborative Drug Discovery 社（CDD 社）により開発・運用されている CDD Vault は、創薬研究

情報を管理・共有するためのクラウドサービスです。サンプル情報とアッセイ情報の管理、電子実験ノート、お

よび可視化の機能があり、新機能の追加や既存機能の強化が随時行われています。

2022 年 1 月～2 月の更新で、サンプル管理機能において、従来の “ 構造式を持つ化合物 ” と “ 構造式を

持たないその他のサンプル ” に加えて、アミノ酸配列で表されたペプチド、核酸塩基配列で表された DNA/

RNA、複数の構成成分からなる混合物を扱えるようになりました。また、2021 年には複数回の更新にわたり

可視化機能の強化が行われました。詳細は 11、12 ページの記事をご覧ください。
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PROTAC Modeling Tools のアップデート
統合計算化学システム　MOE

き、リンカー構造のみが異なる PROTAC であれば、1回
の計算でモデリングの結果を得ることができます。しか
し、結合リガンドの構造が少しでも異なる場合（例えば
サリドマイド誘導体（図 2）を使用した PROTAC）には
PROTAC ごとに個別に計算を行う必要がありました。手
法4Bでは、リガンドのMCSの自動認識機能が追加され、
認識されたMCS は、配座解析におけるリガンドの検出
および PROTAC 配座とドッキングポーズの組合せにお
ける指標に使用されます。そのため、結合リガンド構造
の一部やリンカー連結点の異なる複数の PROTAC の検
討を 1回の計算で行うことができます。

図 2． サリドマイド誘導体の化学構造。最大共通部分構造は黄色、
PROTAC のリンカーが連結する位置を R で示している。

▶ 三元複合体モデルのクラスタリング機能の追加
手法 4B では、得られた三元複合体モデルについてダ
ブルクラスタリングという方法でクラスタリングを行
う機能が追加されました。ダブルクラスタリングとは、
三元複合体モデルについてタンパク質単独および
PROTAC 単独でクラスタリングを行い、得られた 2つの
クラスターを組み合わせて新たなクラスター（ダブルク
ラスター）とする方法です。
■ 手法 5
手法 5は、手法 4や手法 4B で行うタンパク質 –タン
パク質ドッキングで得られたドッキングポーズを
PROTAC のリンカー構造で直接連結させて三元複合体モ
デルを構築する手法です。ドッキングポーズをリンカー
構造で連結する流れを図 3に示します。まず、溶媒分子
を配置する機能を使用して結合リガンド周辺に水分子
を配置します（図 3- ①）。次に、水分子の酸素原子をつ
なぎ、タンパク質と衝突しない 2つの結合リガンド間の
最短経路を求めます（図 3- ②）。そして、求めた最短経
路に沿ってリンカー構造を構築して三元複合体モデル
とします（図 3- ③）。

図 3．手法 5 におけるリンカー構造構築の流れ

　PROTAC Modeling Tools1,2）は、標 的 タ ン パ ク 質 分 解 誘 導 薬 の 1 つ で あ る PROTAC（Proteolysis 
Targeting Chimera）の開発を支援するための MOE のカスタムアプリケーションです。複数の手法によ
り PROTAC を介した三元複合体（標的タンパク質 –PROTAC–E3 リガーゼ）構造の予測とモデリングを容
易に行えます。最近、三元複合体構造をモデリングするための新たな手法が追加されました。本稿では、
PROTAC Modeling Tools に追加された手法の概要とその適用事例について紹介します。

■ PROTAC Modeling Tools の概要
PROTAC は、新しい創薬モダリティとして最近注目さ
れている標的タンパク質分解誘導薬の 1つです。標的タ
ンパク質の結合リガンドと E3 リガーゼの結合リガンド
をリンカーでつないだ化学構造をもち（図 1）、細胞内
のユビキチン –プロテアソーム系を利用して標的タン
パク質の選択的な分解を誘導します。

図 1．PROTAC の例

PROTAC�Modeling�Tools は、PROTAC を介した三元複
合体構造の予測とモデリングが可能なMOE のカスタム
アプリケーションです。タンパク質 –リガンド複合体
（標的タンパク質 –リガンド、E3 リガーゼ –リガンド）
や PROTAC 構造などを入力として、簡単に三元複合体の
候補構造をモデリングすることができます。これまでは
4つのモデリング手法（手法 1～4）が提供されていま
した。これらの詳細は、MOLSIS ニュースレター2020 年
1 月号 6、7 ページの記事をご参照ください。その後、モ
デリング手法として新たに 3つの手法（手法 4B、手法
5、Partial�PROTAC�Screening�Tools）が追加されました。

■ PROTAC Modeling Tools の追加手法
■ 手法 4B
手法 4B は、手法 4の改良版です。手法 4および手法
4B は、PROTAC の配座解析とタンパク質 –タンパク質
ドッキングを組み合わせて三元複合体モデルを構築す
る手法です。以下の点が改良されました。
▶ PROTAC の配座解析方法の改良
手法 4では、PROTAC に拘束をかけずに配座解析を行
います。そのため、タンパク質のポケットに適合しない
配座も得られてしまいます。手法 4B では、入力のタン
パク質 –リガンド複合体からリガンド構造を検出し、配
座解析時に PROTAC の各結合リガンドの配座が結合配
座となるように設定されます。これにより、得られる三
元複合体モデルでは、どのモデルでも PROTAC– タンパ
ク質間の相互作用が保存されます。
▶ 最大共通部分構造（MCS）の自動認識機能の追加
手法 4は、複数の PROTAC を入力に使用することがで

MOLSIS_第21号.indd   2 2022/03/22   15:54:35



技術情報

3

グを行うこともできます。

■ 適用事例
Zorba らが開発した BTK タンパク質を標的とする

PROTAC は、リンカー長の長い方が高活性である傾向に
あります（図 6、表 1）4）。

図 6．Zorba らが開発した PROTAC の化学構造

表 1．PROTAC のリンカー構造と活性値

手法 4B を使用して三元複合体のモデリングを行い、
PROTAC ごとに最も大きなダブルクラスターに含まれる
モデルの数を比較しました。その結果、低活性の
PROTAC�1～4 よりも高活性の PROTAC�8～11 の方が多
くのモデルが得られており（図 7）、モデルの数と活性
の強弱が比例する傾向にあることがわかりました。

図 7．手法 4B によるモデリングの結果

■ アプリケーションの入手方法
MOE の保守ユーザーの方には、無償で PROTAC�
Modeling�Tools を提供いたします。日本語版の操作手順
書も用意しています。ご希望の方は弊社のサポート窓口
までご連絡ください。PROTAC�Modeling�Tools は、契約
中のMOEのトークン内で使用することができ、追加トー
クンは必要ありません。

1）�Drummond,�M.�L.;�Williams,�C.�I.�J.�Chem.�Inf.�Model. �
2019,�59, �1634–1644.

2）�Drummond,�M.�L.;�et�al.�J.�Chem.�Inf.�Model. �2020,�60, �
5234–5254.

3）�Zaidman,�D.;�et�al.�J.�Chem.�Inf.�Model. �2020,�60, �
4894–4903.

4）�Zorba,�A.;�et�al.�Proc.�Natl.�Acad.�Sci.�U.�S.�A. �2018,�115, �
E7285–E7292.

■ Partial PROTAC Screening Tools
Partial�PROTAC�Screening�Tools は、partial�PROTAC と
いう、E3 リガーゼの結合リガンドとリンカー構造で構成
される PROTAC のビルディングブロックの配座データ
ベースを使用して三元複合体モデルを構築する手法で
す（図 4）。

図 4．Partial PROTAC Screening Tools の概要図

モデリングに必要な入力構造は、標的タンパク質 –リ
ガンド複合体構造のみです。E3 リガーゼのリガンド構
造やリンカー構造が異なる 49 種の partial�PROTAC の配
座データベースが提供されているので、入力構造を準備
すればすぐに検討を開始できます。また、提供されてい
る partial�PROTAC はいずれも購入可能なので、計算で
ヒットしたものはすぐにウェットの検討に着手するこ
とができます。ユーザー独自の partial�PROTAC の配座
データベースを作成するためのプログラムも提供され
ています。

■ モデリング手法の精度
手法 4B と手法 5について、PDB に登録されている三
元複合体の X線結晶構造を使用してモデリングを行い
ました。いずれの手法も、PRosettaC3）という他のモデリ
ングプログラムと比較して精度よくモデリングができ
ました（図 5）。

図 5． 手法 4B、5、PRosettaC のモデリング精度の比較。ヒット率
は（結晶構造に近いモデル数／全モデル数）として算出。

手法 5は、手法 4B と比較すると精度は劣りますが、時
間のかかる PROTAC の配座解析を行わずに三元複合体
のモデリングができるので、プレスクリーニングとして
利用できます。手法 5にもMCS の自動認識機能が含ま
れているため、構造の異なる複数の PROTAC の検討を 1
回の計算で実行することができます。また、手法 4Bと手
法 5は使用する入力構造は共通なので、手法 5でヒット
した PROTAC に対して手法 4B でさらに詳細なモデリン
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BIOVIA COSMOlogic 製品 2022 年版リリース
熱力学物性推算ソフトウェア・高速量子化学計算ソフトウェア

い・配座数が多いなど）には、長時間の計算になること
があります。今回、BIOVIA�COSMOtherm に複数 CPU コ
アを使用した並列計算機能が追加されました。本機能に
より、計算時間の短縮が可能になります。3成分系の液
液平衡予測を行った場合の使用 CPU コアに対する計算
時間と速度比を図 2に示します。図 2のように 1コアに
比べて 2・4・8 コアを使用したとき、計算速度が 35％、
116%、168%向上します。並列化効率が少し低い傾向に
ありますが、例えば 4コアを使用して計算することで複
雑な系の計算時間を半減することが可能です。本機能は、
COSMOthermX とコマンドライン実行のどちらからで
も使用できます。

図 1． 有機化合物の融解熱と融点の予測値と実測値の比較
（上：融解熱、下：融点）

　 昨 年 12 月に BIOVIA COSMOlogic 製 品 の 2022 年 版 がリリースされました。製 品としては、BIOVIA 
COSMOtherm、BIOVIA COSMOconf、BIOVIA COSMObase、BIOVIA COSMOplex&perm、 な ら び に
BIOVIA TURBOMOLE の 5 製品です。本稿では、2022 年版の新機能や改善された機能について紹介します。

■ 2022 年版のトピックス
2022 年版のトピックスは次のとおりです。
● BIOVIA�COSMOtherm
・融点・融解熱予測の Random�Forest モデルを搭載
・複数 CPUコアを使用した並列計算に対応
● BIOVIA�COSMOplex&perm
・�界面や表面モデルにおける界面・表面付近の界面活
性剤分子の組成を最適化する機能の改良
● BIOVIA�TURBOMOLE
・�分子系の実時間発展時間依存DFT 計算機能を追加
・�グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）
TmoleX への機能追加

このほかにも、新機能の追加や既存機能の改良が図ら
れ、新しいプロパティー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。

■  融点・融解熱予測の Random Forest モ
デル
BIOVIA�COSMOtherm には、これまで室温の融解自由
エネルギーを予測する簡易的な構造物性相関（QSPR）
モデルは搭載されていましたが、今回、融点や融解熱を
予測する Random�Forest モデルが搭載されました。既
存のQSPR モデルと比べて、融点と融解熱を予測できる
ことで室温以外の融解自由エネルギーの推定が行えま
す。また、多くの実測データを用いた機械学習により構
築された予測モデルであるため、予測精度が向上してい
ます。約 500 種の有機化合物の融解熱・融点の予測値と
実測値の比較を図 1に示します。図 1のように、融解熱・
融点の予測値は実測値と高い相関性があり、比較的精度
の高い予測モデルであることが分かります。ただ、「二乗
平均平方根誤差」（RMSE）からそれぞれ約 1�kcal/mol・
約 22�K の誤差があり、この誤差が物性推算の予測精度
に大きく影響することに留意が必要です。
本機能は固相に関連した物性推算（例：溶解度、固液
平衡）で使用できます。ただし、BIOVIA�COSMOtherm
の GUI である COSMOthermX では未対応のため、使用
に際しては入力ファイルへキーワードの追加が必要です。

■  複 数 CPU コ ア を 使 用 し た BIOVIA 
COSMOtherm の並列計算
BIOVIA�COSMOtherm による物性推算は計算負荷が小
さく、通常OA用 PC などで使用されています。しかし、
系が複雑な場合（化合物数が多い・分子サイズが大き
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TDDFT で得られるスペクトルのピーク位置は LR-TDDFT
（raw�data）と良く一致し、LR-TDDFT と同等の結果が得
られます。また、RT-TDDFT のスペクトルは実測のよう
にブロードニングしており、実測値との比較においても
便利です。

■ TmoleX への機能追加
BIOIVA�TURBOMOLE の GUI である TmoleX に以下の

機能が追加されました。
・酸化・還元電位計算
・動的反応座標（DRC）・極限的反応座標（IRC）計算
・発光色・吸光色予測ツール
・Direct-COSMO-RS 法
・電子親和力・イオン化エネルギー計算
いずれも BIOVIA�TURBOMOLE の過去のリリースにお

いてコマンドラインで使用可能な機能ですが、今回
TmoleX から使用できるようになり利便性が向上しまし
た。

図 2．BIOVIA COSMOtherm の物性推算の計算時間と速度比

■  界面・表面付近の界面活性剤分子の組
成最適化機能の改良
BIOVIA�COSMOplex&perm は、COSMO-RS 法に基づき
分子膜・ミセルなどの自己組織化構造の予測、ならびに
分子膜・細胞膜透過性を予測するためのオプションツー
ルです。今回、界面・表面モデルにおいて、界面・表面付
近の界面活性剤分子の組成を最適化する機能を改良し
ました。これまでは、入力された各相や系全体の組成を
保持して、界面（表面）近傍の組成を最適化していまし
たが、界面（表面）近傍の界面活性剤の高い濃度を再現
できるように、各相や系全体の組成に制限されることな
く、界面活性剤分子の組成を最適化するようになりまし
た。これにより、従来よりも妥当な界面（表面）モデル
が得られるようになり、界面張力等の物性推算精度の向
上が期待されます。

■ 分子系の実時間発展時間依存 DFT 計算
BIOVIA�TURBOMOLE に実時間発展時間依存DFT（RT-
TDDFT）計算機能が追加されました。一般的には線形応
答 TDDFT（LR-TDDFT）がよく用いられ、励起状態計算
などの研究例をよく目にしますが、フェムト・アト秒単
位の非線形的な励起状態ダイナミクスを検討するため
には、RT-TDDFT による取り扱いが必要となります。ま
た、光分解、電子輸送、電荷移動ダイナミクス、分子の導
電性などの物理プロセスの解明にも役立つものと期待
されています。加えて、RT-TDDFT は LR-TDDFT に比べ
て、系のサイズの増加に対して計算量の増加が抑えられ
るため、大きな系の励起状態計算で LR-TDDFT の代替と
しての利用も期待されています。
BIOVIA�TURBOMOLE の RT-TDDFT 計算機能では、電場
内の分子の電子密度の経時変化や可視・UV スペクトル
を求めることができます。一例として、図 3にベンゼン
の電子密度の経時変化を、図 4 に RT-TDDFT と LR-
TDDFT で得られたベンゼンの UV スペクトルを示しま
す。図 3のように RT-TDDFT を用いることで、電場によ
る電子密度変化を調べることができます。図 4から RT-

図 4．ベンゼンの UV スペクトル

図 3． 電場内のベンゼン分子の電子密度変化：矢印の順に時
間が経過（時間単位：アト秒）。オレンジが電子密度
の初期状態からの増加、青が減少を示す。
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SciMAPS による熱伝導率計算
材料設計支援システム　SciMAPS

せることで指定した温度・圧力下での平衡状態を求めま
した。計算条件は以下の通りです。
1）エネルギー計算の設定
　①�非結合相互作用
　　�VDW相互作用：Cut�off法（カットオフ距離：12�Å）
クーロン相互作用：PPPM法

2）MD計算設定
　①�時間刻み：1�fs
　②�温度制御法：Nose-Hoover 法　温度：298.15�K
　　（NVT、NPT アンサンブル）
　③��圧力制御法：Nose-Hoover 法　圧力：101.325�

kPa（NPT�MDアンサンブル）
3．熱伝導計算のための MD 計算
手順 2 で最終的に得られた構造に対して、Direct�
thermostatting 法を適用して、熱伝導計算のためのMD
計算を行いました。Direct�thermostatting 法では、温度
勾配を格子内に発生させるために高温域を末端、低温域
を中央に設け、NVT アンサンブルによるMD計算により
平衡化後、Langevin 法によるMD計算を行いながら温
度勾配のサンプリングを行います。ポリエチレンの結晶
については、直鎖方向とそれに垂直な方向の熱伝導を調
べるため、それぞれ対応する方向に高温域と低温域を設
けました。エネルギー計算の設定については手順 2の 1）
と同じ条件を採用しています。
1）平衡化のMD計算
　①�NVT アンサンブル（10�ps）
　②�時間刻み：0.25�fs
2）熱勾配をかけた平衡化MD計算
　①�Langevin 法によるNVE アンサンブル（10�ps）
　②�低温領域の厚み：5�Å、設定温度：308.15�K
　③�高温領域の厚み：5�Å、設定温度：288.15�K
3）温度勾配のサンプリングMD計算
　①�Langevin 法によるNVE アンサンブル（1�ns）
　②��1�ps 毎に温度設定領域の間の 5�Å 間隔の温度分

布のブロック平均をサンプリング
　③�他の設定については 2）と同じ
最終的に計算の出力により得られた温度分布から熱
伝導率を得ます。

　電子機器の小型化・高機能化により増大する発熱方向の制御、車載電子機器の動作温度の維持、排熱再
利用による未利用エネルギーの削減などにおいて、材料による伝導熱の制御（サーマルマネージメント）は
1 つの課題となっています。原子の分布、官能基の配向等の原子・分子レベルでの挙動と熱伝導率の関係を
詳細に調べられる分子シミュレーションによるアプローチは、ナノスケールの情報によるサーマルマネージ
メント材料の探索手法として利用されています。本稿では SciMAPS の熱伝導率計算機能を使って、低分子、
高分子、アモルファスと結晶の 3 つの観点から検討した事例を紹介します。

■ SciMAPS の熱伝導率計算
SciMAPS には、分子動力学計算ソフトウェア LAMMPS
を用いた Direct�thermostatting 法 1）による熱伝導率計
算の入力作成および結果解析の機能があります。
SciMAPS のアモルファス構造構築ツール（Amorphous�
Builder）で直方体のバルクモデルを作成し、熱源の位置
を指定することで計算を行うことができます。

■ 計算対象
計算対象については低分子、高分子を対象としました。
計算の対象となる分子は以下の通りです。
・低分子
ベンゼン、アセトン、エチレングリコール（EG）、水

・高分子
ポリエチレン（アモルファス構造、結晶構造）、
�ナイロン6、ポリアミドPAD4（poly[(1,3-benzenedicar�
bohydrazide)-alt -(isophthaloyl�dichloride)]）

■ 計算手順
1．初期構造構築
計算対象となるモデルは 35�Å × 35�Å × 80�Å 程度の
直方体になるように構築します。Amorphous�Builder で
実験値の密度になる分子数を入れることで系を構築し
ました。高分子に関しては 100～150 量体を 1本鎖とし
ました。ポリエチレンの結晶構造については実験で得ら
れている結晶構造（cif ファイル）から結晶構築ツール
（Crystal�Builder）を利用して、同様の大きさの系を構築
しました。

図 1．熱伝導率計算の熱源の配置

2．サンプリング構造の作成
手順 1で得られた初期構造は LAMMPS により極小化
計算後、NVT アンサンブルの分子動力学（MD）計算で
1�ns 緩和させ、さらに NPT アンサンブルで 1�ns 緩和さ
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3．高分子のアモルファスと結晶
高分子に関して結晶化した部分での異方性がどの程

度あるのかを見積もるためにアモルファス状態と比較
しました（図 4）。a軸はポリエチレン鎖方向に垂直な
面の 1方向、c軸はポリエチレン鎖方向の熱伝導率を示
します。a軸方向に関しては弱い分子間力での相互作用
のみが熱伝播に利用されるため約 0.08�W/(m・K) とアモ
ルファス状態と比較して 1/5 以下の非常に小さい熱伝導
率を与えます。これに対して c軸方向には炭素原子間に
共有結合が存在するため高い熱伝導率を示します。この
ことから、ポリエチレンの結晶部分については熱伝導に
ついて高い異方性を示し、c軸方向は a軸の 40 倍の熱伝
導率を示すと予想されます。

図 4．高分子結晶と非晶の熱伝導率

■ まとめ
低分子、高分子および高分子結晶に対して、分子動力

学計算を用いて熱伝導率を推算しました。高分子は過大
評価されやすい傾向がみられ、また水素結合が存在する
系では低分子・高分子のいずれも過大評価されました。
全体的に実験値の傾向は再現しました。また、機械学習
で高い熱伝導率が予測された新規化合物に関しても計
算値は実験値と比較的良い一致を示し、この手法の未知
の高分子への適用の可能性を示しました。高分子結晶に
関しては高分子鎖方向とそれに垂直な方向について異
方性を調べることができ、分子鎖や分子配向と熱伝導率
の関係の検討にも適用できることが示されました。

参考文献
1）�Ikeshoji,�T.;�Hafskjold,�B.�Molecular�Physics ,�1994,�81 �
(2),�251–261.

2）�http://wikitech.info/1165
3）�Wu,�S.;�et�al.�npj�Computational�Materials ,�2019,�5 �(1),�
66.

� https://doi.org/10.1038/s41524-019-0203-2.

■ 計算結果
初期構造依存性排除のため、低分子、高分子のアモル
ファス構造については異なる乱数を用いて初期構造を 3
つ構築し、得られたそれぞれの構造について熱伝導率計
算を行いました。得られた 3つの結果の平均を計算結果
として実験値 2）と比較しました。単位はW/(m・K) です。
1．低分子
低分子については熱伝導率の傾向を良く再現してい
ます（図 2）。ただ、水素結合のある系（エチレングリ
コール、水）については過大評価する傾向にあります。
特に水については1.5倍程度に大きく見積られています。
これは分子間の水素結合の強さが大きく関与している
ためと考えられます。

図 2．低分子の熱伝導率

2．高分子
高分子についてはポリエチレン、水素結合をする可能
性のあるナイロン 6、吉田らが機械学習により高熱伝導
率と予測した新規ポリアミド PAD43）について調べまし
た。低分子と同様に傾向は良く再現していますが、全て
過大評価されています（図 3）。特に水素結合能のある
ナイロン 6は熱伝導率の過大評価が大きくなる傾向に
あります。アモルファス構造で高い熱伝導率を持つと予
想される PAD4 についても比較的良い一致が見られるの
で、高分子材料のスクリーニングにも利用できると考え
られます。

図 3．高分子の熱伝導率
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CovXplorer — 共有結合ドッキング KNIME ワークフロー
BioSolveIT 社製創薬支援ツール

ます。反応基でフィルターをかけることで、目的に応じ
てドッキングに用いるリガンドを予め分類することが
できます。

図 1． システイン残基と反応基アリルアミドを
持つ化合物との共有結合

■  試薬メーカーの化合物ライブラリー
BioSolveIT 社では共有結合ドッキングのための試薬
メーカーの化合物ライブラリーを提供しています。いず
れのライブラリーも、標的のアミノ酸残基種、反応基、分
子量などでフィルタリングできます。現在、提供される
ライブラリーは、次の 7種類です。
システインターゲットセット（10,000 構造）、Asinex
社（50,000 構 造 ）、ChemDiv 社（41,000 構 造 ）、
Chemspace 社（200,000 化合物）、Enamine 社（81,000
構造）、LifeChemicals 社（18,000 構造）、Reaxense 社
（12,000 構造）

■  共有結合ドッキング KNIME ワークフ
ローCovXplorer
CovXplorer は、次の 3つのステップで構成されていま
す。
Step�1.�設定用ノード。ルートフォルダーとリガンドが結
合するアミノ酸残基種の設定を行います。

Step�2.�タンパク質受容体と結合サイトの定義。受容体
と結合サイトを定義したプロジェクトファイルを作成
します。タンパク質の構造は RCSB�PDB サイトからダウ
ンロードします。ワークフローを改変することにより、
ディスクに保存された構造を読み込んで使用すること
もできます。既知のリガンドの構造を参照構造として
SDF 形式で読み込みます。SeeSAR�Interactive�GUI ノー
ドによって SeeSAR を起動し、リガンドが結合する受容
体タンパク質の結合点を定義したプロジェクトファイ
ルを出力します。このプロジェクトファイルは Step�3
で行われる共有結合ドッキングに設定が引き継がれます。

　KNIME1）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、KNIME のパートナーであり、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、SeeSAR 112）で追加された共有結合ドッキングの機能を用いた KNIME ワー
クフローを紹介します。

■ KNIME インターフェース
KNIME は、データパイプラインを視覚的に作成するた
めのモジュール式のワークフローツールです。多様な機
能を有するモジュールが、さまざまな開発者から提供さ
れており、モジュールを組み合わせて高度なワークフ
ローを構築することができます。BioSolveIT 社ではこれ
まで、次のような目的別のワークフローをリリースして
います。
1．BioSphere ワークフロー：�化学反応を定義して独
自のケミカルスペースの構築と、ケミカルスペースから
類似分子を検索し、受容体とのドッキングシミュレー
ションを実行
2．MedChemWizard ワークフロー：�化合物に対して

一般的な官能基変換とメディシナ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
3．FragXplorer ワークフロー：�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
4．SpaceXplorer ワークフロー：�膨大なケミカルス
ペースからリード化合物候補を高速探索

そして今回新たに、次のワークフローが追加されまし
た。
5．CovXplorer ワークフロー：�化合物ライブラリー中
の化合物を任意のタンパク質受容体に対し共有結合ドッ
キングさせることでスクリーニングを実施

■ SeeSAR 11 の共有結合ドッキング
共有結合ドッキングは、薬剤の選択性の向上や薬理学
的持続時間の延長などを目的とした、結合部位中のアミ
ノ酸とリガンドを共有結合させるドッキングシミュレー
ションです。SeeSAR�11 では、受容体残基とリガンドの
結合点を定義することで、共有結合を形成させた安定な
リガンド結合配座を探索します。いくつかの化合物サプ
ライヤーのライブラリーが用意されており、30 を超える
反応基を対象の標的タンパク質に共有結合させて、それ
らの結合モードを評価できます。HYDE スコアにより評
価するため、受容体との結合親和性と相互作用に寄与す
る原子を視覚的に確認することができます。
ドッキングに用いるリガンドとして提供されるライ
ブラリーには、システインやセリンといった結合するア
ミノ酸残基種とアリルアミド、活性化アセチレン、ボロ
ン酸といったリガンド上の反応基の情報が記されてい
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ント同士をつなげるルールの情報を出力します。反応基
をSMARTSにより定義し、ライブラリー内の化合物から、
CoLibri でフラグメントデータベースを作成します。
CoLibri に入力する化合物構造は、受容体ポケットに対
しドッキングされた配座を用います。次いで CoLibri に
より作成されたフラグメントデータベースと Step�2 で
作成した受容体情報を定義したプロジェクトファイル
とを組み合わせて共有結合ドッキングを行います。

■ 解析例
サイクリン依存性キナーゼ 2（CDK2）と化合物が結

合した構造（PDB�ID:�6YL1）を受容体として用いて検証
を行いました。試薬メーカーの化合物ライブラリー
421,443 構造から「反応基がアリルアミドであり、シス
テイン残基に結合し、入力した化合物構造との類似性が
0.8 以上」という条件で絞り込んだ 2,404 構造を受容体
に対して共有結合ドッキングを行いました。その結果、
既知のリガンドよりも HYDE による結合親和性が良い
構造が 9構造、20 配座見つかりました。既知のリガンド
の結合親和性が 9,649�nM であるのに対し、最も結合親
和性が高かった Asinex 社 BAS_00721941 で 327�nM と
30 倍ほど親和性が高い配座を得ることができました。

図 4． 共 有 結 合 ド ッ キ ン グ ワ ー ク フ ロ ー（A） の 計 算 結 果。
（ 左 ） 既 知 の リ ガ ン ド と の 結 合 構 造、（ 右 ）Asinex 社

BAS_00721941 との結合構造。色は HYDE スコアによる
各原子の相互作用寄与を表現。

■ まとめ
BioSolveIT 社では、解析の目的別に KNIME ワークフ

ローを提供しています。今回新たに、共有結合ドッキン
グを行うワークフローCovXplorer がリリースされまし
た。CovXplorer を用いることで、1つの受容体タンパク
質に対しライブラリーの反応基やサプライヤーを変更
して検討したり、CoLibri や FTrees など他のアプリケー
ションと連携した解析が可能となります。ワークフロー
によって得られたドッキング構造は SeeSAR ノードに
よって相互作用に寄与する原子や結合親和性として
HYDE�スコアを確認することができます。

■ 参考資料
1）�KNIME:�https://www.knime.com/
2）�SeeSAR:�https://www.biosolveit.de/SeeSAR

Step�3.�共有結合ドッキングワークフロー。Step�3 は、前
処理（反応点の定義）された化合物ライブラリーを読
み込んで共有結合ドッキングを行うワークフロー（A）
と CoLibri で反応式をもとにフラグメントライブラリー
を作成し共有結合ドッキングを行うワークフロー（B）
の 2通りが用意されています。

■ （A）前処理されたライブラリーの共有結合ドッキング
ここで用いるライブラリーは結合するアミノ酸残基
種と反応基がそれぞれの化合物に対して事前に定義さ
れています。前のステップからルートフォルダー、反応
するアミノ酸残基種、受容体および結合サイトが定義さ
れたプロジェクトファイルを引き継ぎます。使用するラ
イブラリーをルートフォルダーから読み込みます。読み
込まれたライブラリーは、Step�1 で指定したアミノ酸残
基種に結合する化合物と、特定の反応基に絞り込まれま
す。絞り込まれたライブラリーはDock ＆ Score ノード
に移り、Step�2 で作成したプロジェクトファイルから受
容体情報を用いて共有結合ドッキングを行います。

図 2． （A）前処理されたライブラリーによる共有結合ドッキン
グのワークフロー

■  （B）CoLibri で作成されたフラグメントライブラリー
を用いた共有結合ドッキング
CoLibri は、化学反応に基づき試薬構造の一部を反応
点で置き換えたフラグメントライブラリーと、フラグメ

図 3． （B）CoLibri で反応式をもとにフラグメントライブラリー
を作成し共有結合ドッキングを行うワークフロー
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新規遺伝子発現データ解析パイプラインの追加
次世代シーケンサーデータ解析ソフトウェア　Partek Flow

■ Space Ranger
Space�Ranger3）は遺伝子発現に基づいて組織を分類す

る空間的遺伝子発現解析を行うパイプラインです。空間
的遺伝子発現解析では、組織切片の画像データと組織切
片を約 5000 スポットに分割した際の各スポットにおけ
る遺伝子発現データを組み合わせた解析が可能です。
Flow では Space�Ranger�1.3.04）が “Space�Ranger” タ
スクとして実装されています。Flowで組織切片画像デー
タと各スポットの座標データを読み込み、組織切片画像
に対応するリード配列データの設定を行うことで、各ス
ポットにおける遺伝子発現解析データが生成されます。
解析結果はサンプルごとに Summary（図 3）と Analysis
のレポートから確認できます。

図 3．Space Ranger の Summary レポート

■ ご試用
Flow は 4 週間の無償トライアルにてご評価いただけ
ます。RNA-Seq や Single�Cell�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/

1）�https://support.10xgenomics.com/single-cell-gene-�
expression/software/pipelines/latest/what-is-cell-
ranger

2）�https://support.10xgenomics.com/single-cell-gene-�
expression/software/pipelines/6.0/release-notes

3）�https://support.10xgenomics.com/spatial-gene-�
expression/software/pipelines/latest/what-is-space-
ranger

4）�https://support.10xgenomics.com/spatial-gene-�
expression/software/pipelines/latest/release-notes

　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データを読み込んで、Single Cell RNA-Seq や空間的遺伝子発現等の

データを解析することが可能です。Flow では、Single Cell RNA-Seq データの解析を行う Cell Ranger と、
空間的遺伝子発現データの解析を行う Space Ranger のパイプラインが追加されました。パイプラインを
使用することでリード配列データのアライメントからカウントマトリックスの出力までがより簡単に実行でき
るようになります。本稿では、Cell Ranger や Space Ranger の機能と活用例を紹介します。

■ Cell Ranger
Cell�Ranger1）は 10X�Genomics 社の Chromium を用

いて得られた Single�Cell データを解析するパイプライ
ンです。Cell�Ranger は、NGS から出力されたリード配列
データの参照ゲノム配列へのアライメント、カウントマ
トリックスデータの生成、クラスタリング、遺伝子発現
解析等が行えます。
Flowでは、Cell�Ranger�v6.0.02）のパイプラインの一つで
ある cellranger�count が “Cell�Ranger�–�Gene�Expression”
タスクとして実装されています。このタスクを用いるこ
とで Single�Cell�RNA-Seq のリード配列データのアライ
メント、フィルタリング、セルバーコードのカウント、単
一細胞の遺伝子発現データを分子バーコード（UMI）ご
とにカウントを行ったカウントマトリックスデータが
生成されます。
Flow に Single�Cell�RNA-Seq のリード配列データを読

み込み、Toolbox から “Cell�Ranger�–�Gene�Expression”
タスクを選択します。解析したいリード配列データを選
択し、参照ゲノム配列やインデックス、ライブラリーを
作成する際に使用した Chemistry 等の情報を設定しま
す。解析結果はサンプルごとに Summary（図 1）と
Analysis（図 2）のレポートから確認できます。

図 2．Cell Ranger の Analysis レポート

図 1．Cell Ranger の Summary レポート
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創薬研究情報共有クラウドシステム　CDD Vault

・疎水性残基（A、C、F、I、J、L、M、V、W）の割合（%）
・親水性残基（B、D、E、K、N、Q、R、Z）の割合（%）

▶ Nucleotide
核酸塩基の 1文字表記の配列で記述したDNAまたは

RNAです。ウラシルを含む場合は RNA、含まない場合は
DNAとみなされます。登録されたDNA/RNA に対して以
下のプロパティーが自動的に計算されます。
・各塩基の割合（%）
・残基数
・分子量
・グアニン、シトシンの割合の合計（%）
・アデニン、チミン /ウラシルの割合の合計（%）

▶ Mixture
複数の成分で構成された混合物です。構成成分として

CDD�Vault に登録済みの他のサンプル、組み込みの試薬
リスト、その場で描画した構造の化合物などを指定し、
さらに各成分の混合比と混合順などを指定できます。

図 1． 各 種 サ ン プ ル（ 左上: Mixture、右上: Amino Acid、
左下: Nucleotide、右下: Structure）

■ サンプルの検索
ペプチドとDNA/RNA のサンプルでは、配列の部分一

致検索と自動計算されたプロパティーの検索が可能で
す（図 2）。また、サンプルの種類によらず、Synonym
などのデータを記入してあればそれらをキーワードで
検索できます。

図 2．サンプルの配列検索・プロパティー検索

ペプチドやオリゴヌクレオチドのサンプルを取り扱
えるようになったことで、CDD�Vault は従来の低分子医
薬品の開発にとどまらず、生物学的製剤の開発において
もより使いやすくなりました。

　米国 Collaborative Drug Discovery 社（CDD 社）により開発・運用されている CDD Vault は、化合物・
抗体・細胞などのサンプル情報とアッセイ情報の管理・共有機能、電子実験ノート機能、および可視化機能
を有するクラウドサービスです。創薬研究データの管理システムにおける導入や管理に要する手間を省き、
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、2022 年 1 月～2 月実装のペプチド・オリ
ゴヌクレオチド・混合物への対応を中心に、2021 年 7 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、サンプルごとに共通の情報（物性値
など）、それらの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
アッセイなどの様々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生かし、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 社のウェブサイトで公開され
ています。2021 年 7 月以降も様々な機能の追加・強化
が行われましたが、本稿ではその一部を紹介します。
■ 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。また、管理者が許可していれば、ある Vault のサンプ
ル情報を別の Vault のサンプルや ELNエントリーからリ
ンクすることもできます。
■ アッセイの Protocol と Run
CDD�Vault では、アッセイ情報を Protocol と Run とし
て管理します。Protocol は、Readout の定義やプレート
のレイアウトなどを含むアッセイ自体の定義です。Run
は、Protocol に従って実際に行った試験のデータです。

■ 生物学的製剤などへの対応
これまで CDD�Vault では、構造情報を持っている化合

物以外はすべて “ 構造式を持たないサンプル ” として
扱っていました。サンプルの種類の区別は、細胞やタン
パク質などを模したアイコンを Vault 単位で設定して、
構造式の代わりに表示させることだけでした。
2022 年 1 月の機能追加で、1つの Vault 内で複数種類
のサンプルを扱えるようになりました。従来の化合物は
“Structure”、構造式を持たないサンプルは “Other” とな
り、新たに “Amino�Acid”、“Nucleotide” および “Mixture”
が加わりました。
■ サンプルの種類
▶ Amino Acid
アミノ酸の配列で記述したペプチドです。入力には 1
文字表記、3文字表記の両方が利用できます。登録され
たペプチドに対して以下のプロパティーが自動的に計
算されます。
・各アミノ酸の割合（%）
・残基数
・分子量
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CDD Vault 新機能紹介（2）
■ 可視化機能 Visualization の強化
■ 数値データの区間による色分けなど
従来、散布図の各点を数値データで着色する場合、最
大値・最小値の間のグラデーションで色が決まっていま
した。また、各点のサイズも同様でした。
機能強化により、数値の区間ごとに色分け（図3左上）
やサイズ（S/M/L）指定ができるようになり、新たに形
（● / ■ / ▲）も指定できるようになりました。また、同
様の仕組みで、一覧表のセルも色分け表示が可能になり
ました（図 3右下）。

図 3． 数値の区間による色指定（左上: 区間の指定とプロットの
色分け、右下: 一覧表のセルの色分け）

■ フラグメントによるフィルタリング
Visualization に読み込まれた化合物のフラグメントで
フィルタリングできるようになりました（図 4）。一覧
表の構造式欄にある漏斗アイコンで、その構造に含まれ
ている結合点が 1つか 2つのフラグメントが表示され
ます。フラグメントを選択すると、そのフラグメントを
含む化合物だけが選択された状態になります。

図 4．フラグメントによるフィルタリング

■ 可視化機能のその他の強化
・�バーチャートを作成できるようになりました（図 5）。
・�複数のチャートを作成した場合にチャートの配置を変
更できるようになりました。
・�散布図で線形回帰直線を描画できるようになりました。
・�従来、Visualization は Vault の 登録データや Public�
Dataから検索・選択した化合物を対象としていました。
機能強化により、SD ファイル・Excel ファイル・CSV
ファイルを Visualization に読み込ませて可視化、解析
を行えるようになりました。

図 5．バーチャート

■ その他の機能強化
■ アッセイ情報の管理機能の強化
・�管理者が Protocol にメタデータのフィールドを定義で
きるようになりました。このメタデータは検索対象と
して指定可能です。
・�Run を実施日で検索する場合、従来は Protocol を指定
して、その Protocol ごとに実施日の期間を指定する必
要がありました。機能強化により、期間だけを指定し
て、その期間内に行われた全 Protocol の全 Run を検索
できるようになりました。

■ ELN の強化
・�化学量論表で溶媒を明示的に扱えるようになりました。
・�管理者がエントリーを “ 破棄 ” して非表示にできるよ
うになりました。これらは “破棄済みのエントリー” を
明示的に検索することで閲覧可能です。

•� 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
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