
第2章　パスウェイマップの構築
CellDesignerには多くの機能があります。CellDesignerの操作に慣れるために、この章では実
際にCellDesignerを使用して、簡単なパスウェイマップを作成していきます。ステップバイス
テップのチュートリアルを通じ、CellDesignerの概念、画面表示、使い方の基本など習得する
ことができます。基本を覚えれば、高度な機能も自由に使いこなせます。読むだけではなく、
実際に操作してみましょう。

2.1 チュートリアル I　CellDesignerの起動と画面表示
それでは、最初のチュートリアルを始めましょう。CellDesignerを起動し、既存のファイルを
開いて、どのような内容が画面が表示されるのを確認します。そして、画面上のエリアのサイ
ズを変更してみます。

2.1.1 CellDesignerの起動
CellDesignerは、Windows (Windows XP、Vista、7)、Mac OS X、またはLinux上で動作
するアプリケーションです。前章で説明した方法でインストールされていれば、各OS上の他の
アプリケーションと同じ方法で起動できます。

注 意  32 bit OSでの起動
CellDesignerは、バージョン4.2の時点では32 bit OSでのみサポートされてい
ます(64 bit OSでは動作しません)。

64 bit OSをお使いになっている場合は、32 bitモードで起動してください。

サポートされているOSの詳細については、CellDesigner.orgの「Download」
ページ(http://www.celldesigner.org/download.html)の「System 
Requirements」を参照してください。

■Windowsの場合
デスクトップでCellDesignerのショートカットアイコンをダブルクリックします。
または、「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「CellDesigner x.x」の順に選択し、
CellDesignerをクリックします(x.xはバージョン番号です)。

■Mac OS Xの場合
CellDesignerをインストールしたフォルダ (デフォルトでは/アプリケーション/CellDesigner 
x.x）でCellDesignerのアイコンをダブルクリックします(x.xはバージョン番号です)。
または、LaunchpadでCellDesignerのアイコンをクリックします。

■Linuxの場合
シェルのhomeディレクトリで、「./run CellDesignerx.x」と入力します。
または、CellDesignerをインストールしたディレクトリに変更し「./run CellDesignerx.x」と
入力します(x.xはバージョン番号です)。
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2.1.2 CellDesignerの画面
CellDesignerが起動すると、次のような画面が表示されます。

<Fig. 2-1 起動直後の画面>

CellDesignerの画面は、いくつかのエリアに分かれています。

(A) 最上部にあるのがメニューとツールバーです。メニューからは、さまざまなメニューコマ
ンドを選択して実行できます。ツールバーには、パスウェイの作成や操作に使用するさま
ざまなツールのボタンが並んでいます。

(B) 中央にある大きな領域がドローエリアです。このエリアでパスウェイを作成していきま
す。CellDesignerで作業するときのメインとなるエリアです。

(C) その下には、リストエリア (左側) とノーツエリア (右側) があります。リストエリアに
は、パスウェイの構成要素のプロパティなどがリスト表示されます。ノーツエリアには、
構成要素のノート (メモ) や、アノテーションが表示されます。

(D) そして、左側の上がツリーエリア、下がレイヤーエリアです。ツリーエリアには、パス
ウェイの構成要素がツリー形式で表示されます。レイヤーエリアには、パスウェイ上に配
置されているレイヤーのリストが表示されます。

いまは、まだモデルを表示していないので、どのエリアも空白の状態です。ここに既存のサン
プルを表示し、CellDesignerではどのようなモデルが作成できるのかを見てみましょう。

2.1.3 既存のモデルを開く
CellDesignerにはあらかじめいくつかのサンプルファイルが用意されています。そのうちの1つ
を開いてみましょう。

(1) メニューバーで「File」＞「Open」を選択します。「Open」ダイアログボックスが表示
されるので、MAPK.xmlファイルを選択し、「Open」をクリックします。
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MAPK.xmlファイルが開かれて、パスウェイマップが表示されます。

<Fig. 2-2 MAPK.xmlを開いた画面>

ヒント  サンプルファイルの場所
サンプルファイルはsamplesフォルダに保存されています。「Open」ダイアロ
グでMAPK.xmlファイルが見つからない場合は、samplesフォルダを開いてくだ
さい。

MAPK.xmlは、MAPKカスケードを表すパスウェイマップです。ファイルの拡張子がxmlになっ
ているのは、「1. 概要」で説明したように、CellDesignerで作成したパスウェイマップは
SBML準拠のXMLファイルとして保存されるからです。

中央のドローエリアにパスウェイマップが表示されています。マップを構成する個々の要素を
コンポーネントといいます。長方形で示されたMAPK、MKK、MKKKはタンパク質で、これら
を配置して、反応を表す矢印(J0、J1、J2など)で結ぶことにより、パスウェイマップを構築し
ていきます。

2.1.3 エリア間の関係とプロパティの確認
各エリアがどのような関係になっているのか確認しましょう。

(1) ツールバーで矢印ボタン(Select Mode)が選択されていることを確認し、真ん中にある
「MKK」をクリックしてください。

クリックすると、その下のリストエリアで上から5番目の行（PROTEIN MKK_P MKKと書か
れた行)がハイライト表示になります。

(2) 今度はリストエリアで先頭の行をクリックします。
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ドローエリアで2番目の段の左側のタンパク質MKKにハイライト表示が移動しました。同時
に、右側のノーツエリアの表示も変化します。

<Fig. 2-3 ハイライト表示>

このように、ドローエリア、リストエリア、ノーツエリアは相互に関連していて、現在選択され
ているコンポーネントに関する情報がそれぞれのエリアに表示されます。

(3) 左側にあるツリーエリアを見てください。「Species」の左にあるプラス記号(+)をクリッ
クして、Speciesリストを開きましょう。その中で、上から3番目の要素（MAPK 
id=MAPK）をクリックします。

ドローエリアで下の段の左端のタンパク質がハイライト表示になりました。同様に、リストエ
リアとノーツエリアでも、このタンパク質に関する情報に切り替わります。

<Fig. 2-4 ツリーアリアでの選択>

2.1.4 エリアサイズの変更
各エリアのサイズは簡単に変更できます。先ほどの手順では、リストエリアの幅が狭すぎて操
作しにくかったかもしれません。例として、リストエリアを広げてみましょう。
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(1) リストエリアとドローエリアの境界にマウスポインタを移動すると、ポインタの形状が変
わります(下図参照)。そのままドラッグしてエリアのサイズを変えることができます。

<Fig. 2-5 ドラッグでサイズ変更>

また、境界線上に配置されている黒い三角形のボタンをクリックすると、三角形が示す方向に
一度にサイズを変更できます。この方法でドローエリアを広げてみましょう。

(2) ドローエリアの下の境界線にある「▼」ボタンをクリックします。

<Fig. 2-6 三角ボタンでのサイズ変更>

リストエリアが消えてドローエリアが下端いっぱいまで広がり、大きなサイズになります。元
のサイズに戻すには「▲」ボタンをクリックします

これで、CellDesignerの画面表示についてごく基本的なことがわかりました。いよいよパス
ウェイマップの作成に進みましょう。その前に、既存のモデルを閉じておきます。「File」＞
「Close」メニューを選択してください。

ヒント  ファイルを閉じるときにメッセージが表示される場合
「"MAPK.xml" has been modified. Save the changes?」というメッセージ
が表示された場合は、モデルが (いつの間にか) 編集されています。ここでは
「No」をクリックし、サンプルファイルを変更せずに閉じましょう。

2.2 チュートリアル II　モデルの新規作成
それでは、CellDesignerを使用して、新しいモデルを作成していきましょう。作成するのは、
先ほどの例で使用したMAPK.xmlと同じパスウェイマップです。
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モデルのどの部分から作成していくのか特に決まりはありませんが、シグナル伝達の流れに
沿って作成するとわかりやすいでしょう。ここでは、下図に示すように、リン酸化の各段階を
上から下へと作成していきます。

<Fig. 2-7 モデル作成の順序>

2.2.1 ファイルの新規作成
最初に、ファイルを新規作成します。1つのファイルが1つのモデルに相当します。

(1) メニューバーで「File」＞「New」を選択します。

(2)「New Document」ダイアログが表示されるので、「Name」フィールドにモデルの名前
を入力します。また、「Width」フィールドに幅を、「Height」フィールドに高さを、そ
れぞれピクセル(ドット)単位で入力します。ここでは、名前を「MyFirstMAPK」とし、
幅を640、高さを480にしましょう。

<Fig. 2-8 「New Document」ダイアログ>

(3)「OK」をクリックします。

新しいモデルが作成されました。当然ながら、まだ何も配置されていない空白の状態ですね。

ヒント  「Name」フィールドに入力した名前
「Name」フィールドに入力した名前はファイル名に使用されます。この例で
は、MyFirstMAPK.xmlというファイルが新規作成されます(モデルの保存時に
ファイル名を変更することも可能です)。
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幅と高さのデフォルト値は600x400です。名前、幅、高さのいずれも、後で変更することがで
きます。

2.2.2 Speciesの作成
最初の手順として、上の階層に配置する2つのタンパク質を作成します。その前に、コンポーネ
ントがグリッド上にきちんと配置されるように、グリッドスナップをオンにしておきましょ
う。グリッドスナップをオンにすると、コンポーネントがグリッド (格子線) に沿って配置され
ます (デフォルトではグリッドは表示されない設定になっています)。

(1)「Edit」＞「Grid Snap」を選択します。または、ツールバーで「Grid Snap ON」ボタン
をクリックします。

ドローエリアの右下に「Grid Snap ON」と表示されます。

<Fig. 2-9 「Grid Snap ON」の表示>

タンパク質を配置していきましょう。

(2) ツールバーにある「Generic Protein」ボタンをクリックします。「Generic Protein」ボ
タンが強調表示になり、選択されていることがわかります。

<Fig. 2-10 「Generic Protein」ボタン (選択後) >

(3) ドローエリアで、タンパク質を配置する場所をクリックします。タンパク質が配置され、
「Name of the Species」ダイアログボックスが表示されます。

(4)「MKKK」と入力し、「OK」をクリックします。

<Fig. 2-11 「Name of the species」ダイアログボックス>

これで、「MKKK」という名前のタンパク質が作成されました。

タンパク質など、パスウェイマップでノードなるものをSpeciesと呼んでいます。Speciesは、
タンパク質、遺伝子、RNAなど全部で14種類あります。それぞれのSpeciesを描画するボタン
がツールバーにあります(「Generic Protein」ボタンの右側に並んでいます)。
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<Fig. 2-12 Speciesを描画するボタン>

参 照  CellDesignerで描画できるSpecies
CellDesignerで描画できる主なSpeciesについては、「2.4.1 CellDesignerで
何が描けるのか」を参照してください。

ここでは、名前を「MKKK」にして、「id」はデフォルトの「s1」を使用しました。名前は後
から変更することができます。変更方法については「2.4.2 コンポーネントの名前について」
を参照してください。

2番目のタンパク質は、最初のタンパク質の状態が遷移したものです。同じタンパク質の状態遷
移を表すため、最初のタンパク質をコピー&ペーストして2番目のタンパク質を作成します。

(5) 先ほど作成したタンパク質を選択し、「Edit」＞「Copy」を選択します。または、ツー
ルバーの「Copy」ボタンをクリックするか、Ctrl + C (Macの場合はcommand + C)
キーを押します。

(6)「Edit」＞「Paste」を選択します。または、ツールバーの「Paste」ボタンをクリックす
るか、Ctrl + V (Macの場合はcommand + V)キーを押します。2番目のタンパク質が
ペーストされるので、ドラッグして適切な位置に配置します。

これで2つのタンパク質を作成できました。

<Fig. 2-13 2つのタンパク質>

ヒント  選択モード
モデル内のコンポーネントを操作する場合は、ツールバーの「Select Mode」
ボタンをクリックして選択モードにする必要があります。Speciesを描画した後
は、自動的にこの選択モードに戻ります。

参 照  Speciesの名前の変更
CellDesignerでは、作成時に付けた名前をあとから変更することができます。
変更方法については、「2.4.2 コンポーネントの名前について」を参照してくだ
さい。

【コラム：名前とidの違い】

★作業注：必要であれば、nameとidの違いを説明する。何に使用されるか。変更できるのか 
(あるいは、できないのか)。後から変更して支障は生じないのかなど。★

2.2.2 Speciesの編集
マップ上に配置した2つのタンパク質を編集します。色の変更、活性化、リン酸化（Residueの
追加) という順で行ないます。
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■色の変更

いま、マップ上ではタンパク質が緑色で表示されています。これを黄色に変更します。

(1) 左側のタンパク質をマウスで右クリックし、表示されるコンテキストメニューで
「Change Color & Shape」を選択します。

「Change Color & Shape」ダイアログボックスが表示されます。

<Fig. 2-14 「Change Color & Shape」ダイアログボックス>

(2) ダイアログボックス下部のカラーパネルで黄色のタイルをクリックし (どの黄色でもかま
いません)、「OK」をクリックします。

「The same species exist」というダイアログボックスが表示されます。これは、idが同じタ
ンパク質が存在し (コピーで作成したのでそのようになります)、そのタンパク質にも色の変更
を適用するかどうかを確認するものです。

(3)「Yes」をクリックします。

これで2つのタンパク質の色が黄色に変わりました。

ヒント 「Change Color & Shape」ダイアログボックスでの操作
「Default」ボタンをクリックすると、デフォルトの色に戻ります。

「Apply」ボタンをクリックすると、選択した色がマップ上のSpeciesに適用さ
れて表示されます(「OK」をクリックするまで決定とはなりません)。

デフォルトの色(コンポーネントを描画するときに自動的に適用される色)は、
「Preference」＞「Components Color &shape」メニューで変更することが
できます。

■タンパク質の活性化

右側のタンパク質は、リン酸化されて活性化した状態となります。CellDesignerには、この活
性状態を表す図形が用意されているので、それを適用しましょう。

(1) 右側のタンパク質を選択し、メニューバーで「Component」＞「Set Active」を選択し
ます。
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タンパク質の回りが点線で囲まれ、活性化された状態を示すグラフィックになります。

<Fig. 2-15 活性化の適用>

ヒント  活性化のグラフィック表現
タンパク質の回りを点線で囲んで活性化した状態を示す方法は、CellDesigner
特有のグラフィック表現です。SBGNでは<active>というStateを付けて表現し
ます。

ヒント  活性化を元に戻す
活性化した状態を元の状態に戻すには、活性化したタンパク質を選択し、
「Component」＞「Set Inactive」メニューを選択します。

■Residueの追加

次に、タンパク質の一部がリン酸化される反応を描画しましょう。CellDesignerでは、リン酸
化される残基(Residue)を示す小さな円を図形に追加することによってこれを表します。

<Fig. 2-16 タンパク質のリン酸化の表現>

Residueを追加する手順は次のとおりです。

(1) 左側のタンパク質を右クリックし、表示されるコンテキストメニューで「Edit Protein」
を選択します。「Protein」ダイアログボックスが表示されます。

<Fig. 2-17 「Protein」ダイアログボックス>

(2)「add」ボタンをクリックします。「ModificationResidue/BindingRegion」ダイアログ
ボックスが表示されます。
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<Fig. 2-18 「ModificationResidue/BindingRegion」ダイアログボックス>

(3)「type」フィールドが「residue」になっていることを確認してください。

(4) Residueのnameには、通常、修飾サイト(Thr134、Ser123など)を記述します。しか
し、修飾サイトが特定されていないことも多いので、そういう場合はブランクにします。
ここでは、「name」フィールドはブランクののままにしておきましょう。

(5)「close」をクリックします。

(6)「Protein」ダイアログボックスで「Update」をクリックします。

これで、リン酸化を示すResidueが2つのタンパク質に追加されました。

<Fig. 2-19 追加されたresidue>

次に、ResidueのModification (修飾) のタイプを指定します。左側のタンパク質はリン酸化さ
れる前なのでタイプは「empty」、右側のタンパク質はリン酸化されているのでタイプは
「phosphorylated」となります。

「empty」の場合はデフォルトで選択されているので、特に操作は必要ありません。右側のタ
ンパク質で「phosphorylated」タイプを選択しましょう。

(7) 右側のタンパク質を右クリックし、表示されるコンテキストメニューで「Change 
Identity」を選択します。Residueへの操作の注意点が書かれた「Residues Caution」ダ
イアログが表示されます。

(8)「close」ボタンをクリックして、このダイアログを閉じます。

「Change identity of the species」ダイアログが表示されます。
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<Fig. 2-20 「Change identity of the species」ダイアログ(1)>

(9)「Change identity of the species」ダイアログの中央に表示されているタンパク質の図形
で、Residueを示す円をクリックして選択します。

(10)「modification」フィールドで「phosphorylated」を選択し、「Apply」をクリックし
ます。

(11)「The same species exist」ダイアログボックスが表示されます。「phosphorylated」
は右側のタンパク質だけに適用するので、「No」をクリックします。

これで、ResidueのModificationのタイプを指定することができました。

<Fig. 2-21 Modificationのタイプの指定>

左側のResidueの円内は空白であるのに対し、右側のResidueの円内には"P"という文字が表示
され、リン酸化されていることが視覚的にわかります。

2.2.3 Reactionによる接続
これまでに作成した2つのタンパク質は状態遷移を示すものです。これをモデルで表すために、
Reactionを使用して2つのタンパク質を接続しましょう。

(1) ツールバーの「State Transition」ボタンをクリックします。

(2) 左側のタンパク質 (MKKK) の上にマウスを移動します。矢印の起点となる小さい四角形
が、タンパク質の外周に表示されます。
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<Fig. 2-22 起点となる小さい四角形>

(3) 起点となるポイントをクリックします。この場合は、右辺上から2番目のポイントをク
リックします。

(4) 右側のタンパク質 (MKKK) の上にマウスを移動します。矢印の終点となる小さい四角形
がタンパク質の外周に表示されるので、終点をクリックします。

2つのタンパク質の間にRectionが描画されます。

<Fig. 2-23 Reactionの描画>

ヒント  矢印の始点と終点の位置を変えるには
マウスカーソルを始点または終点のポイント上に移動すると、カーソルの形が十
字線に変わります。この状態でマウスボタンを押し、そのまま上下または左右に
ドラッグすると、始点や終点の位置を変更できます。

<Fig. 2-24 矢印の始点と終点の位置変更>

(5) 上記の(1)～(4)と同様の方法で、逆方向の反応を表すReactionを描画してください。

これで、パスウェイマップの第1階層の2つコンポーネントを作成できました。現在作成中のパ
スウェイマップは、次のようになっています。

<Fig. 2-25 作成中のモデル (1)>

2.2.4 モデルの保存
ここでいったんモデルを保存しましょう。次のように操作します。

(1)「File」＞「Save」を選択します。

(2)「Save」ダイアログが表示されるので、保存先のフォルダを選択し、「Save」をクリック
します。

以降は、適当な間隔で保存しながら作業を進めるとよいでしょう。
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2.2.5 第2階層のコンポーネントの作成
次の手順として、第2階層のコンポーネントを作成します。作成手順は第1階層のときと同じで
す。まず、タンパク質を1つ作成し、「MKK」という名前にします。これをコピーアンドペース
トして全部で3つのタンパク質を作成します。次に、Residueを追加し、右端のタンパク質を活
性化させます。そして、タンパク質の間をReactionで接続します。

第1階層と第2階層の違いは、第1階層のタンパク質はResidueが1つなのに対し、第2階層のタ
ンパク質にはResidueが2つあることです。ここでは、2つのResidueを追加する方法だけを説
明します。あとの操作は第1段階と同様です。

(1) Residueを2つ追加します。まず、タンパク質を右クリックし、コンテキストメニューの
「Edit Protein」を選択します。

(2)「Protein」ダイアログで「add」ボタンをクリックし、表示される「Modification/
Residue/BindingRegion」ダイアログで「close」をクリックします。

(3) もう一度(2)の手順を繰り返し、2つ目のResidueを追加します。

(4) ダイアログ内の図形でResidueの円が重なって表示されるので、それぞれの円をドラッグ
して移動し、四角形の頂点の位置に配置します。「Protein」ダイアログを閉じます。

<Fig. 2-26 2つのresidueの追加>

(5) 2つのResidueが追加されたタンパク質を右クリックし、「Change Identity」コンテキ
ストメニューを選択します。

(6)「Change Identity of the species」ダイアログ内の図形で、リン酸化するResidueの円を
クリックし、「modification」ドロップダウンリストから「phosphorylated」を選択し
ます。

(7)「Apply」をクリックし、「Change Identity of the species」ダイアログを閉じます。

Reactionを配置したあと、パスウェイマップは次のようになります。

<Fig. 2-27 作成中のモデル (2)>
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■触媒作用の追加

第2階層のMAPKKは、第1階層のMAPKKキナーゼによってリン酸化および活性化されます。
これをマップで表しましょう。使用するのは、Reactionの一種であるCatalysisです。

(1) ツールバーで「Catalysis」ボタンを選択します。

(2) 第1階層のタンパク質MKKK上にマウスカーソルを移動します。作用の起点となる小さい
四角形が表示されるので、起点にするポイントをクリックします。

<Fig. 2-28 Catalysisの追加>

(3) 第2階層の左のタンパク質MKKから中央のタンパク質MKKに向かうReaction上の四角形
の上にマウスカーソルを移動します。作用の終点となる小さい四角形が表示されるので、
終点にするポイントをクリックします。

これでCatalysisが追加されました。

<Fig. 2-29 追加されたCatalysis>

(4) 第2階層の中央のタンパク質MKKから右のタンパク質MKKに向かうReactionにも、
Catalysisを追加しましょう。

これで第2階層を作成できました。

2.2.6 マクロの使用
次に、第3階層を作成しますが、ここではマクロ機能を利用してみましょう。

マクロは、タンパク質の状態遷移や触媒作用、抑制作用など、よく使用される反応(Speciesと
Reactionのセット)をあらかじめ登録したものです。マクロは現在15種類あり、各マクロを表
すボタンがツールバーに配置されています(各マクロの詳細については、「2.4.4 マクロ」の
「マクロの種類」を参照してください)。

<Fig.2-30 マクロのボタン>

マクロを使用すると、コンポーネントを1つずつ描くことなく、特定の反応に関与するコン
ポーネントのセットを一度に作成できるためたいへん便利です。
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(1) ツールバーの「State Transition」ボタンをクリックし、ドローエリアで第3段階のタンパ
ク質を描画する場所をクリックします。

タンパク質2つとReaction 1つで構成される状態遷移のグラフィックが作成されます。

<Fig. 2-31 マクロを使用して作成したタンパク質の状態遷移>

タンパク質の名前を「MAPK」に変更しましょう。

(2) タンパク質を右クリックし、「Edit Protein」を選択します。

「Protein」ダイアログボックスが表示されます。

<Fig. 2-32 「Protein」ダイアログボックス>

(3)「name」フィールドに「MAPK」と入力し、「Update」をクリックします。これで名前
が変更されます。

(4) 右側のタンパク質をコピー&ペーストし、3つ目のタンパク質(右端のタンパク質)を作成し
ます。次に、 3つのタンパク質の色をライトブルーに変更してください。

(5) 3つのタンパク質にResidueを追加します。中央のタンパク質は1つのResidueをリン酸化
し、右のタンパク質は両方のResidueをリン酸化します。そして、右のタンパク質を活性
化します。

参 照  Residue の追加方法
Residueの追加方法ついては、「2.2.2 Speciesの編集」の「Residueの追加」
を参照してください。

(6) 現在は、マクロによって描画されたReactionが1つあるだけです。残りのReactionを作成
し、各タンパク質の間が双方向のReactionで接続されるようにしてください。

(7) 第2階層の右のタンパク質MKKから2つのCatalysisを追加します。

パスウェイマップは次のようになります。
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<Fig. 2-33 作成中のモデル (3)>

■抑制作用の追加

第3階層の右端のタンパク質MAPKは、第1階層の反応を抑制する働きをします。これをパス
ウェイマップで表現しましょう。抑制を表すReactionのInhibitionを使用します。

(1) ツールバーで「Inhibition」ボタンを選択します。

(2) 第3階層右端のタンパク質(MAPK)上にマウスカーソルを移動します。作用の起点となる
小さい四角形が表示されるので、起点にするポイントをクリックします。

(3) 第1階層のReactionの四角形の上にマウスカーソルを移動します。作用の終点となる小さ
い四角形が表示されるので、終点にするポイントをクリックします。

これでInhibitionが描画されましたが、直線で結ばれるため、他のSpeciesを横切る形になって
います(次図の赤で示した線)。

<Fig. 2-34 追加されたInhibition>

この直線を直角に折り曲げて、他のSpeciesを迂回するような経路にましょう。これには、
「To Orthogonal」という便利な機能があります。

(4) Inhibitionの直線（上図の線)を右クリックし、「To Orthogonal」を選択します。

直線にアンカーポイントが追加され、アンカーポイントのところで直角に折り曲げられます。

(5) アンカーポイントをドラッグし、Inhibitionの線が他の図形の外側を通るようにします。
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<Fig. 2-35 アンカーポイントを追加して折り曲げたInhibitionの線>

ヒント 「To Orthogonal」メニューと「To Polyline」メニュー
Reactionを右クリックして表示される「To Orthogonal」メニュー項目は、
「To Polyline」メニュー項目とトグルになっています。

Reactionを作成するときに、結線をOrthogonalにするかPolylineにするかをデ
フォルト設定としてあらかじめ決めておくことができます。「To Orthogonal」
を選択すると、Reactionの結線にアンカーポイントが追加されて直角に折り曲
げられます。複雑なパスウェイマップでReactionの結線を効率よく引き回すと
きに便利です。「To Polyline」を選択すると、結線は直線で引かれます。

詳細については、「2.4.3 形状、色、フォントサイズの変更」の「Reactionの結
線方法のデフォルトの変更」を参照してください。

2 - 18



2.2.7 コンパートメントの作成
最後の手順として、作成したパスウェイが細胞内に含まれるようすを表しましょう。すべての
コンポーネントを含めるように、コンパートメントを描画します。

(1) ツールバーで「Square」ボタンをクリックします。

(2) ドローエリアの左上をクリックし、すべての要素を含めるようにドラッグして、右下でマ
ウスボタンを放します。

これで、コンパートメントが描画されました。コンポーネントがコンパートメント内に収まら
ない場合は、コンパートメントのサイズ変えたり、コンポーネントを移動したりして調整して
ください。

<Fig. 2-36. 完成したパスウェイマップ>

パスウェイマップが完成しました。以上で、2番目のチュートリアルは終了です。

参 照 マクロの詳細
マクロの詳細については、「2.4.4 マクロ」を参照してください。

2 - 19



2.3 チュートリアル III　複合体の使用
CellDesignerの特長の1つとして、構成要素を示しながら複合体を表現できることが挙げられ
ます。3つ目のチュートリアルでは、この複合体を使用する例を取り上げます。

まずは、サンプルファイルのM-Phase.xmlを開いてみましょう。

<Fig. 2-37. M-Phase.xml>

M-Phase.xmlは、細胞周期の一部を表すパスウェイマップです。まず、サイクリンBが合成され
てCdc2との複合体を形成します。Cdc2の3つの残基Thr14、Tyr15、Thr167が、それぞれ
Wee1、Mik1、CAKによってリン酸化されて高リン酸型の複合体になります。次に、Thr14と
Tyr15がCdc25によって脱リン酸化され、活性状態の複合体となります。そして、サイクリン
Bが分解され、Cdc2に戻り、サイクルを一周します。

このパスウェイマップを新規作成してみましょう。ただし、すべてのコンポーネントを作成す
るのには時間がかかるため、ここではチュートリアルの目的に沿って、複合体の状態遷移の部
分だけを作成します。

(1) 最初にファイルを新規作成します(「File」＞「New」)。名前は「MyMPhase」にして、
サイズは少し大きめの幅900、高さ700にします。

次に、2つのタンパク質を作成し、これを結合して複合体を作成します。実は、コンポーネント
を1つずつ作成しなくても、このまとまりを一度に作成するマクロ「Complex Association」
が用意されているので、それを使用しましょう。

(2) ツールバーの「Complex Association」マクロボタンをクリックし、ドローエリアの右下
をクリックします。
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2つのタンパク質と、それが結合してできた複合体が作成されます。右側のs3で示された長方
形が複合体です。この複合体がタンパク質s1とs2で構成されていることがわかります。

<Fig. 2-38. 複合体の作成>

(3) タンパク質の名前を変更します。s1をCyclinB、s2をCdc2にしてください。

参 照  名前の変更方法
タンパク質の名前の変更方法については、「2.2.6 マクロの使用」の(2)と(3)を
参照してください。

(4) 複合体の名前をs3から「Complex(CyclinB,Cdc2)」に変更します。複合体を右クリック
し、「Change Identity」を選択します。表示されたダイアログボックスの「name」
フィールドに新しい名前を入力します。

(5) 次に、Cdc2にResidueを3つ追加します。位置は左上、左下、右側の3カ所で、それぞれ
の名前はThr14、Tyr15、Thr167にします。Residueはemptyのままにしておきます。

参 照  Residue の追加方法と名前の付け方
Residueの追加方法と名前の付け方については、「2.2.2 Speciesの編集」の
「Residueの追加」を参照してください。

(6) 名前を付けると、タンパク質のサイズが小さくて名前が重なって表示されます。ドラッグ
ハンドルをドラッグして、タンパク質を適切なサイズに変更しましょう。

現在、パスウェイは次のようになっています。

<Fig. 2-39 名前の変更とResidueの追加>

残りの複合体を反時計回りに作成していきましょう。

(7) 最初の複合体をコピー&ペーストして2番目の複合体を作成し、適切な位置に配置します。
Thr14とTyr15のResidueをリン酸化します(Modificationタイプを「phosphorylated」
に変更します)。

(8) 2番目の複合体をコピー&ペーストして3番目の複合体を作成し、適切な位置に配置しま
す。残りのThr167をリン酸化します。つまり、3番目の複合体ではすべてのResidueがリ
ン酸化されていることになります。
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参 照  Residue Modificationのタイプの設定方法
Residue Modificationのタイプの設定方法については、「2.2.2 Speciesの編
集」の「residueの追加」を参照してください。

(9) 3番目の複合体をコピー&ペーストして4番目の複合体を作成し、適切な位置に配置しま
す。 4番目の複合体では、Thr14とTyr15を脱リン酸化してemptyの状態にします。さら
に、4番目の複合体を活性化した状態にします(「Component」＞「Set Active」)。

パスウェイマップは次のようになっています。

<Fig. 2-40 Residueの修飾、活性化>

(10) それぞれの複合体の間を状態遷移(State Transition)のReactionで結線します。

(11) 下図に示すように、リン酸化を行うタンパク質Wee1、Mik1、CAK、Cdc25を作成し、
それぞれ適切なReactionの横に配置します。

(12) Wee1、Mik1、CAK、Cdc25から、「Catalysis」をそれぞれ適切なReactionに追加し
ます。

<Fig. 2-41 タンパク質の追加、触媒作用の追加>

(13) 分解(Degraded)のコンポーネントを追加し、4番目の複合体から「degraded」と最初の
タンパク質Cdc2へのReaction (State Transition)を作成します。
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<Fig. 2-42 タンパク質の追加、触媒作用の追加>

(14) 次に、一番下にLaminを脱重合するパスウェイを作成しましょう。タンパク質を新規作成
し、「Lamin」という名前にします。これをコピー&ペーストし、右横に配置します。

(15) 左側のLaminだけを重合状態にします。Laminを右クリックして「Change Identity」を
選択します。ダイアログボックスが表示されるので、「homomultimer」フィールドに
「2」を入力し「Apply」をクリックします。

<Fig. 2-43 Laminの追加>

(16) 右側のLaminの横にPhenotypeを新規作成し(ツールバーの「Phenotype」ボタン)、
「M-Phase」という名前を付けます。

(17) 2つのLaminとM-Phaseを「State Transition」のReactionで結線します。

(18) 4番目の複合体から、Laminの脱重合を行う「Catalysis」を追加します。

<Fig. 2-44 Catalysisの追加>

(19) 最後に、すべてのコンポーネントを含むようにコンパートメントを作成し、「cell」とい
う名前をつけましょう。そして、全体のレイアウトを微調整します。

<Fig. 2-45 完成したパスウェイマップ>
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サンプルファイルM-Phase.xmlでは、Wee1、Mik1、Cdc25の背後にパスウェイが存在してい
ますが、ここでは省略することにします。

これで、最後のチュートリアルが終わりました。CellDesignerを使ってパスウェイモデルを作
成する基本的な方法がおわかりいただけたと思います。

現段階では、パスウェイは図形的に表現されているだけです。このあと、各Speciesの初期量
や濃度を設定したり、反応の数式などを定義したりすることにより、パスウェイモデルを数理
的に表すことがことができます。

また、パスウェイマップにアノテーションを追加することで、詳細な情報を記載したり、外部
サイトに保存されている論文やデータベースなどへのリンクを組み込んだりすることができま
す。

参 照  数理モデルとアノテーションの説明
数理モデルについては、第5章「数理モデルの構築とシミュレーション」を参照
してください。

アノテーションの追加方法については、第3章「アノテーションの追加」を参照
してください。

この後の「2.4 モデル作成機能のまとめ」には、これまでに説明したパスウェイマップの構築
に関するさまざまな機能がまとめて解説されています。
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2.4 モデル作成機能のまとめ
CellDesignerでパスウェイマップを構築するときに使う機能についてまとめます。まず、
CellDesinerで何が描けるのかを説明し、次に、モデル作成時に役立つさまざまな機能を紹介し
す。そして最後に、外部ツールと情報をやり取りする方法に焦点を当てます。

2.4.1 CellDesignerで何が描けるのか
CellDesignerで描画することができる構成要素や、タンパク質の基本的な反応、名前の付け方
について説明します。

■モデルの構成要素

モデルは次の3種類の要素で構成されます。
・Species
・Reaction
・コンパートメント

■主なSpecies

CellDesignerで描画できる主なSpeciesには、次のものがあります。

タンパク質

受容体

イオンチャネル

一部欠損タンパク質

遺伝子

RNA

アンチセンスRNA

Phenotype

イオン

分子

不明(Unknown)
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■主なReaction

CellDesignerで描画できる主なReactionsには、次のものがあります。

Sate Transition 矢印の向きは反応の向きを表しま
す。

Known Transition 
Omitted

途中省略を表します。

Unknown Transition 不明な(よくわかっていない)反応
を表します。

Transcription 場所の移動を表します

■タンパク質の状態遷移

タンパク質の主な状態遷移には、次のものがあります。

(1) 先端が ”○” になっているものは、反応の促進を表します。

(2) 先端が ”T” になっているものは、反応の抑止を表します。

(3) 残基の “P” はリン酸化を表します。

(4) 点線で囲まれたものは、活性化したタンパク質です。

(5) 矢印の向きは、反応の向きを表します。
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■タンパク質の結合と分離

タンパク質の結合、タンパク質の分離を表すパスウェイマップは次のようになります。

<Fig. 2-46 タンパク質の結合と分離>

■タンパク質の分解

タンパク質の分解を表すパスウェイマップは次のようになります。

<Fig. 2-47 タンパク質の分解>

■タンパク質の合成

タンパク質の合成を表すパスウェイマップは次のようになります。

<Fig. 2-48 タンパク質の結合と分離>

2.4.2 コンポーネントの名前について
Speciesの名前(name)は、新規作成時に表示される「Name of the species」ダイアログボッ
クスを使用して付けることができます。特に名前を指定しない場合は、自動的にs1、s2、
s3、・・・という名前が順番に割り振られます。

Reactionの名前(name)は、作成時にre1、re2、re3、・・・という名前が自動的に順番に割
り振られます。

■名前の変更

コンポーネントの名前は、後から変更することができます。変更方法は次のとおりです。
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タンパク質の場合は、タンパク質を右クリックして「Edit Protein」を選択します。ダイアログ
ボックスが表示されるので、「name」フィールドに新しい名前を入力します。

<Fig. 2-49 名前の変更方法 (1)>

あるいは、タンパク質を右クリックして「Change Identity」を選択する方法もあります。ダイ
アログボックスが表示されるので、「protein」フィールドのドロップダウンリストから「New 
Protein」を選択し、「name」フィールドに新しい名前を入力します。

<Fig. 2-50 名前の変更方法 (1)>

遺伝子、RNA、アンチセンスRNAもタンパク質と同様の方法で変更できます。ただし、
Speciesの種類に応じて、メニュー項目名が「Edit Gene」、「Edit RNA」、「Edit 
asRNA」、選択する項目が「New Gene」、「New RNA」、「New AntiSenseRNA」と変
わります。

Phenotype、イオン、分子の場合は、右クリックメニューの「Change Identity」を使用して
変更できます。「name」フィールドに新しい名前を入力します。

Reactionの場合も、右クリックメニューの「Change Identity」を使用して変更できます。
「name」フィールドに新しい名前を入力します。
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■名前に特殊文字を使う

CellDesignerはSBML Level 2 Version 1に準拠しているため、モデル内のコンポーネントの
名前はSBML Level 2 Version 1 ドキュメントの"name"属性に従います。つまり、UTF-8エ
ンコーディングにマッピング可能な任意の文字は、コンポーネントの名前として使用すること
ができます。

その中でも、上付き (superscript)、下付き (subscript)、改行、ギリシャ文字などの特殊文字
を名前で使用したい場合は、特殊なルールを使用して表記する必要があります。

特殊なルールとは、前後をアンダースコア (_) で囲んだキーワードを用いる方法です。次のよ
うなルールがあります。

特殊文字 キーワード 表記例 表示例

上付き
(Superscript)

_super_ と _endsuper_ で
囲む

A_super_2_endsuper_ A2

下付き
(Subscript)

_sub_ と _endsub_ で囲む A_sub_2_endsub_ A2

改行 _br_ A_br_B A
B

ギリシャ文字α _alpha_ T_alpha_ Tα

同β _beta_ T_beta_ Tβ

同γ _gamma_ T_gamma_ Tγ

その他 上記の組み合わせが可能 Ca_super_2_plus__endsuper
G_alpha__beta__gamma_

Ca2+
Gαβγ

<Table 2-1 特殊文字の表記方法>

なお、CellDesignerにおける名前の特殊文字表記の詳細は、「Help」＞「Name 
Expression」メニューで表示される「Input rule of special expressions」パネルに記載され
ています。

<Fig. 2-51 「Input rule of special expressions」パネル>
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2.4.3 形状、色、フォントサイズの変更
コンポーネントを新規作成するとき、各コンポーネントはあらかじめ決められた(デフォルト
の)形状と色で描画されます。また、コンポーネントの名前も、デフォルトのフォントサイズで
表示されます。

これらの形状(サイズや線幅)、色、フォントサイズを後から変更することができます。

さらに、デフォルトの形状と色を変更することもできます。デフォルトの設定を変更すると、
それ以降はその設定に応じた形状と色でコンポーネントが作成されます。

■形状と色の変更

コンポーネントの形状、色を変更するには、コンポーネントを右クリックし、「Change 
Color&Shape」を選択します。「Change color and shape」ダイアログボックスが表示され
ます。

<Fig. 2-52 「Change color and shape」ダイアログボックス>

このダイアログボックスを使用して、形状や色を変更します。

Speciesの場合は、サイズ、線の幅、色、色の塗り方(単色またはグラデーション)を変更でき
ます。

Reactionの場合は、線の幅と色を変更できます。

コンパートメントの場合は、膜の厚さ、線の幅、色を変更できます。

■フォントサイズの変更

フォントサイズを変更するには、コンポーネントを右クリックし、「Change Font」を選択し
ます。「Change Species Name Font」ダイアログボックスが表示されるので、このダイアロ
グボックスを使用してフォントサイズを変更します。

<Fig. 2-53「Change Species Name Font」ダイアログボックス>

2 - 30



■コンポーネントのデフォルト設定の変更

Speciesのデフォルト設定(形状と色)を変更するには、次のように操作します。

(1)「Preference」>「Components Color&Shape」メニューを選択します。

「Default Component Setting」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スには、コンポーネントの一覧が表示されています。

<Fig. 2-54 「Default Component Setting」ダイアログボックス>

(2)デフォルト設定を変更したいコンポーネントをクリックします。

「Change color and shape」ダイアログボックスが表示されるので、このダイアログボック
スを使用してデフォルト設定を変更します。

なお、変更を取りやめて元のデフォルト設定に戻す場合は、「Restore Default」をクリック
します。

■Reactionの結線方法のデフォルト設定の変更

Reactionを使用して結線するときの、描画方法のデフォルト設定を変更できます。変更できる
のは、デフォルトのアンカーポイント数と接続方法(PolylineまたはOrthogonal)です。

設定を変更するには、「Preference」>「Connection Drawing」メニューを選択します。

「Default Reaction Setting」ダイアログボックスが表示されるので、このダイアログボック
スを使用して変更します。

<Fig. 2-55 「 Default Reaction Setting」ダイアログボックス>
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デフォルトのアンカーポイント数を変更するには、「Anchor Points」の「default 
number」フィールドで数を指定します。

接続方法を変更するには、「Connection Drawing」で「Polyline」または「Orthogonal」を
選択します。

「Orthogonal」を選択すると、Reactionの結線にアンカーポイントが追加されて直角に折り
曲げられます。複雑なパスウェイマップでReactionの結線を効率よく引き回すときに便利で
す。「Polyline」を選択すると、結線は直線で引かれます。

2.4.4 マクロ
状態遷移、触媒、抑制などの典型的な反応は使用される頻度が高いため、定義済みのモデルと
してあらかじめ用意されています。これを「マクロ」と呼んでいます。マクロを使用すると、
簡単な操作で一連の反応を描画できるため、モデル作成の効率が高まります。

■マクロの種類

CellDesignerには、次の15種類のマクロが用意されています。

番 号 説　明 ボタン 図 形

Macro 1 State Transition
(状態遷移)

Macro 2 Catalysis
(触媒)

Macro 3 Inhibition
(抑制)

Macro 4 Association
(結合)

Macro 5 Dissociation
(解離)

Macro 6 ATP_DTP

Macro 7 GTP_GDP
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番 号 説　明 ボタン 図 形

Macro 8 Add Catalysis
(触媒の追加)

Macro 9 Add Inhibition
(抑制の追加)

Macro 10 Phosphorylation
(リン酸化)

Macro 11 Add/Edit Residue 
Modification
(Residue Modification 
の追加/編集)

Macro 12 Transcription
(転写)

Macro 13 Translation
(翻訳)

Macro 14 Ion Channel
(イオンチャネル)

Macro 15 Reaction Target
(反応ターゲット)

<Table. 2-2 マクロの種類>

上記のすべてのマクロを配置した見本が、サンプルファイル (Macros.xml) にまとめられてい
るので確認してみてください。

■マクロの使い方

ツールバーで各マクロのボタンを選択し、ドローエリアをクリックすることにより、そのマク
ロに登録されているコンポーネントのセットを作成できます。

「Add Catalysis」と「Add Inhibition」の場合は、マクロのボタンを選択したあと、ター
ゲットのReactionをクリックします。

「Phosphorylation」の場合は、マクロのボタンを選択したあと、リン酸化するタンパク質を
クリックします。

2 - 33



「Add/Edit Residue Modification」の場合は、マクロのボタンをクリックすると「Select 
Residue Modification」ダイアログボックスが表示されるので、追加する Residue 
Modification のタイプを選択します。次に、ターゲットのタンパク質をクリックします。

<Fig. 2-56 「Select Residue Modification」ダイアログ>

マクロを利用して作成した各コンポーネントは、通常の方法で作成したコンポーネントとまっ
たく同じように操作できます。

■表示するマクロUIの選択

デフォルトでは15種類すべてのマクロUIがツールバーに表示されていますが、どのマクロUIを
表示するのかを選択することができます。次のように操作します。

(1)「Preference」＞「Set Macro UI」メニューを選択します。

「Macro UI Setting」ダイアログボックスが表示されます。「to Hide」フィールドに含まれ
るマクロはUIが表示されず、「to Show」フィールドに含まれるマクロはUIが表示されます。
デフォルトではすべてのマクロが「to Show」フィールドに入っているので、すべてのマクロ
UIが表示されます。

<Fig. 2-57 「Macro UI Setting」ダイアログボックス>

(2) 表示しないマクロを選択し、「<」ボタンをクリックして「to Hide」フィールドに移動し
ます。「<<」ボタンまたは「>>」ボタンを使用すると、すべてのマクロを移動できます。
これらのボタンを使用して、表示するマクロと表示しないマクロを設定してください。

(3)「to Show」フィールドでマクロを選択し、「top」、「up」、「down」、「bottom」の
各ボタンをクリックすることで、リスト内を上下に移動することができます。

(4) 設定を適用するには「Apply」をクリックします。デフォルトに戻す場合は
「DEFAULT」をクリックします。また、設定を変更せずに閉じる場合は「Close」をク
リックし、元の設定に戻す場合は「reset」をクリックします。
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2.4.5 モデル作成時の便利な機能
モデルを作成するときに役に立つ機能をまとめて紹介します。

■ズームインとズームアウト

ドローエリアのパスウェイマップを拡大または縮小して表示します。次の5つの機能がありま
す。

機　能 説　明 メニュー ボタン

ズームイン 拡大して表示します。 「View」＞「Zoom In」

ズームアウト 縮小して表示します。 「View」＞「Zoom Out」

ズームフィット ウィンドウのサイズに合わせ
て拡大します。

「View」＞「Zoom Fit」

ズームリセット 元のサイズに戻します。 「View」＞「Zoom Reset」

ズーム選択 拡大または縮小の倍率を選択
できます。

「View」＞「Zoom Select」

<Table 2-3 ズーム機能>

■グリッドスナップ

ドローエリア上のグリッド (格子線) に沿ってコンポーネントを配置します。位置を揃えてコン
ポーネントを配置するときに便利な機能です。ピクセル (ドット) 単位でコンポーネントの位置
を微調整する場合は、グリッドスナップをオフにします。

機　能 説　明 メニュー ボタン

グリッドオン/
オフ

グリッドスナップ (吸着) の
オン/オフを切り替えます。
オンのときはドローエリアの
右下に「Grid Snap ON」と
表示され、オフのときは
「Grid Snap OFF」と表示
されます。

「Edit」＞「Grid Snap」

チェックマークを付けるとオン
になり、消すとオフになりま
す。

グリッド表示/
非表示

グリッド (格子線) を表示す
る/表示しないを切り替えま
す。

「Edit」＞「Grid Visible」

チェックマークを付けると表示
され、消すと表示されません。

<Table 2-4 グリッドスナップ機能>
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■整列

選択したコンポーネントどうしの位置を揃えます。次の機能があります。

機　能 説　明 メニュー ボタン

左揃え 左端のコンポーネントを基準
にして、残りのコンポーネン
トを左側に揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Left」

右揃え 右端のコンポーネントを基準
にして、残りのコンポーネン
トを右側に揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Right」

水平中央揃え すべてのコンポーネントの中
心を水平方向の中央 (両端の
コンポーネントの真ん中) に
揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Horizontal Center」

上揃え 一番上のコンポーネントを基
準にして、残りのコンポーネ
ントを上に揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Top」

下揃え 一番下のコンポーネントを基
準にして、残りのコンポーネ
ントを下に揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Bottom」

垂直中央揃え すべてのコンポーネントの中
心を垂直方向の中央 (両端の
コンポーネントの真ん中) に
揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Vertical Center」

等間隔 (水平) 左端のコンポーネントと右端
のコンポーネントを基準にし
て、残りのコンポーネントを
等間隔になるよう揃えます。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Width」

等間隔 (垂直) 一番上のコンポーネントと一
番下のコンポーネントを基準
にして、残りのコンポーネン
トを等間隔になるよう揃えま
す。

「Edit」＞「Alignment」＞
「Depth」

<Table 2-5 整列機能>
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■グループ化

選択したコンポーネント群をグループ化します。グループ化したコンポーネント群は、大きな1
つのコンポーネントとして取り扱うことができます。機能的なまとまりや複雑な部分をグルー
プ化すると、多数のコンポーネントを一度に移動するときなどに便利です。

機　能 説　明 メニュー ボタン

グループ化 選択したコンポーネント群を
グループ化します。

「Edit」＞「Create Group」

グループ解除 選択したグループを解除
し、個々のコンポーネント
に戻します。

「Edit」＞「Release Group」

<Table 2-6 グループ化>

■前面/背面に移動

選択したコンポーネントを前面または背面に移動します。コンポーネントどうしが重なって表
示されているとき、特定のコンポーネントを前面 (他のコンポーネントよりも上) に表示した
り、背面 (他のコンポーネントよりも下) に表示したりするときに使います。

機　能 説　明 メニュー ボタン

前面に移動 選択したコンポーネントを
前面に移動します。

「View」＞「Move To Front」

背面に移動 選択したコンポーネントを
前面に移動します。

「View」＞「Move To Back」

<Table 2-7 前面/背面に移動>

<Fig. 2-58 前面/背面に移動>

2.4.6 外部との情報のやり取り
CellDesignerで作成したパスウェイマップを外部のツールで再利用したり、他のツールで作成
したパスウェイマップや外部データベースにある既存のパスウェイマップをCellDesignerに取
り込んで使用したりすることがあります。これに対応するため、CellDesignerには外部との情
報のやり取りを行うさまざまな機能が用意されています。これらの機能について説明します。

■イメージのエクスポート

CellDesignerで作成したパスウェイマップをイメージファイルとしてエクスポートすることが
できます。エクスポートしたイメージは、他の文書に読み込むなどの方法で利用できます。
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サポートされているファイルフォーマットは次の5種類です。
　・PDF (.pdf)
　・PNG Image (.png)
　・JPEG Image (.jpg)
　・EPS (.eps)
　・SVG (.svg)

パスウェイマップのイメージをエクスポートするには、「File」＞「Export Image」を選択し
ます。「Save」ダイアログボックスが表示されるので、保存先のフォルダ、ファイルの種類、
ファイル名を指定して「Save」をクリックします。

■リストのエクスポート

リストエリアに表示されたコンポーネント、パラメータ、数式を .CSVファイルとしてエクス
ポートすることができます。次のように操作します。

(1) リストエリアで、エクスポートしたい要素のタブを選択します。たとえば、Speciesのリ
ストをエクスポートする場合は「Species」タブを選択し、タンパク質のリストだけをエ
クスポートする場合は「Proteins」タブを選択します。

(2)「Export」ボタンをクリックします。「Export Setting」ダイアログボックスが表示され
ます。このダイアログボックスの内容は選択したタブによって異なります。下に示すダイ
アログボックスは、Speciesをエクスポートする場合です。

<Fig. 2-59 「Export Setting」ダイアログボックス>

(3) エクスポートする属性を選択します。チェックマークが付いている属性がエクスポートさ
れます。エクスポートしない属性については、チェックマークを消してください。

(4)「OK」をクリックします。「Save」ダイアログボックスが表示されるので、保存先とファ
イル名を指定して「save」をクリックします。

<Fig. 2-60 エクスポートされた .CSVファイルの内容>
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■ファイルのエクスポート

CellDesignerはSBMLに準拠しているため、CellDesignerで作成したファイルは、SBMLに準
拠する他のツールを使用して開くことができます。しかし、CellDesignerのファイルにはレイ
アウト情報が含まれているため、これが原因となって、他のツールでファイルを開けない可能
性も考えられます。

このような場合は、CellDesigner でモデルをPure SBMLドキュメントとしてエクスポートす
ることにより、レイアウト情報をまったく含まないフォーマットでファイルを出力できます。

エクスポートできるPure SBMLのレベルとバージョンは以下のとおりです。
　・Pure SBML Level 1 Version 2
　・Pure SBML Level 2 Version 1
　・Pure SBML Level 2 Version 2
　・Pure SBML Level 2 Version 3
　・Pure SBML Level 2 Version 4

ファイルをエクスポートするには、次のように操作します。

(1) エクスポートするモデルを開き、「File」＞「Pure SBML Level x Version x」のいずれ
かのメニュー項目を選択します。

(2)「Save」ダイアログボックスが表示されるので、エクスポート先のフォルダとファイル名を
指定して「Save」をクリックします。

ヒント 「BioPAX export」プラグイン
CellDesignerには、機能を拡張するために「プラグイン」というメカニズムが
用意されています。それに対応する「BioPAX export」プラグインを使用する
と、CellDesignerで作成したパスウェイモデルをBioPAX Level 3フォーマット
でエクスポートすることができます。

「BioPAX export」プラグインの使い方については、「第8章 プラグインの使用
と開発」で詳しく解説されています。また、このプラグインのダウンロードにつ
いては、CellDesignerのウェブサイトにある「plugins」のページ()http://
www.celldesigner.org/plugins.html)を参照してください。

■ファイルのインポート

CellDesignerでは、レイアウト情報をサポートしないSBML準拠の他のツールで作成された
SBMLファイルを開くことができます。

この場合、レイアウト情報が含まれないため、CellDesignerが独自に持っているレイアウトタ
イプ (デフォルトは「Smart Organic Layout」) を使用して、レイアウトが自動的に調整され
ます。

参 照  レイアウトタイプの変更
レイアウトタイプを変更するに場合は、次の「レイアウトタイプの変更」を参
照してください。
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■レイアウトタイプの変更

CellDesignerには、次に示す9種類のレイアウトタイプが用意されていて、メニューバーのコ
マンドを選択することにより、簡単にレイアウトタイプを変更することができます。
　・Orthogonal Layout
　・Organic Layout
　・Smart Organic Layout
　・Hierarchic Layout
　・Incremental Hierarchic Layout
　・Circular Layout
　・Tree Layout
　・Edge Router Layout (Orthogonal Edge Routing、Organic Edge Routing)

デフォルトのレイアウトタイプは「Smart Organic Layout」です。

<Fig. 2-61 レイアウトタイプの例 (デフォルトのレイアウト)>

上の図はサンプルの MAPK.xml のデフォルトレイアウトです。これを「Circular Layout」で
表示すると、次のようになります。

<Fig. 2-62 レイアウトタイプの例 (Circular Layout)>

レイアウトタイプを変更するには、次のように操作します。

(1)「Layout」メニューにある各レイアウトタイプのメニュー項目を選択します。
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(2) 各レイアウト用の詳細設定ダイアログが表示されるので、必要であれば設定を行ない、
「OK」をクリックします。

<Fig. 2-63 レイアウトの詳細設定ダイアログ (Orthogonal Layout)>

デフォルトで適用されるレイアウトタイプを変更するには、次のように操作します。

(1)「Layout」＞「Default Automatic Graph Layout」メニューを選択します。

(2)「Default Automatic Graph Layout」ダイアログボックスが表示されるので、デフォルト
にするレイアウトを選択し、「OK」をクリックします。

<Fig. 2-64 「Default Automatic Graph Layout」ダイアログボックス>

ヒント  レイアウトの詳細設定
上記のダイアログボックスで「Edit」ボタンをクリックすると、適用するレイア
ウトの詳細を設定することができます(Fig. 2-62と同じ設定ダイアログが表示さ
れます)。
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