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低分子創薬に最適な
ソフトウェアサービスとそのサービス



「タンパク質の視点」による
  新たな分子の開発とデザイン

Cresset社が提供するソフトウェアと
サービスの全ては、私たちが長きに渡り
培った技術と知的財産が活かされていま
す。分子間相互作用による詳細な計算モ
デルは、多くのユーザー様から高い信頼
を得ており、各分野における実績に表れ
ております。

「化学的な多様性」と「生物
学的な類似性」を体現化
フィールドポイントの解析により、化学
的に多様な化合物の生物学的類似性が明
らかになりました。また構造的には異な
る分子同士に相関を持たせることを可能
にし、化合物の構造変換の生物学的影響
を理解するのに役立っています。

クロロベンゼン

Cressetは、分子を可能な限り高いレベルの量子化学計算の結果に近くなるようにモデル化し、
構造活性相関 (SAR) を評価する際の貴重な情報を得ることができます。
（しかも、計算にかかる時間は量子化学計算と比べてほんのわずかです。）

信頼される
結果を目指して

(上図) 中央の３次元的な静電ポテンシャルが「タンパク質の視点」を与
え、化合物がどのように標的に作用するかを導きます。Cressetの技術
は、この静電ポテンシャルを特定の点（下図）に絞り込むことによって、
何千もの構造やフラグメントにおける生物学的な類似性が比較できます。

分子構造の変化とSARの詳細かつ有益な見識
Cressetのソフトウェアを用いることにより、一般に医薬品化学で用いられる微弱
な静電状態を明らかにすることが可能になります。例えば、右図のようなクロロ
ベンゼンのシグマホールを明確化することができます。

是非あなたの分子で TorchLite をお試しください。
cresset-group.com/torchlite からトライアル (無料) が可能です。
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低分子を用いた創薬に最適な
ソフトウェアサービスとそのサービス

優れた
サイエンス

多くの
実績

使い
やすさ

Cresset社が特許を有する設計モデルは、
新規性と現実性を備えているため、化学者
がプロジェクトにおいて応用価値の高い低
分子を発見することに貢献できます。

私たちのソフトウェアとコンサルティン
グサービスは、世界を代表する企業や機
関における計算化学、医薬品化学、合成
化学の分野で日常的に活用されています。

科学的知見に基づく私たちの手法は、３
次元分子構造と静電状態から、生物学的
な活性の基本となる科学的相互作用を理
解するのに役立ちます。あなたのプロ
ジェクトを前進させるため、私たちがソ
フトウェアのライセンシングまたはコン
サルティングサービスを通じて出来るこ
とを提案させて下さい。

Call us on +44 (0)1223 858890 or 
email enquiries@cresset-group.com

実にグローバルトップ10の製薬企業のうち
　　　８社がCressetの技術を採用しています。
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大手製薬メーカーでは、順次公開される特許に対し、常に新規の発見をベースとする特許申請を行う必要が
あります。Sparkによるスキャフォールドホッピングの概念を採用することにより、効果的に新規の構造を得
ることができます。Sparkにより、既知の構造に新たな化学的意味合いを持たせたり、全く新しいプロジェク
トの方向性を付与することも可能になります。ユーザー様は特許性を有する新しいアイデアを効果的にカ
バーすることで、更なる化学的な探索を継続することができるようになります。Sparkでは数週間の時間軸で
新規性の高い特許アイデアを次々に創り出していくことが可能です。

特許出願を目的とした速やかな分子設計

Forge (フォージ) は、SARとデザインを理解するこ
とを目的にリガンドに焦点を充てたツールです。
分子形状と静電特性を用いることにより、定性・
定量を考慮した３次元モデルを作成し、標的タン
パクと化合物間の相互作用が詳しく理解できるよ
うになります。

Forgeの特長:
• 複雑なSARを解読と、その結果の活用

• より詳細なファーマコアの構築
• 何千もの化合物に対する
バーチャルスクリーニング

• 理想的な活性と特性プロファイルを持つ
新たな分子設計

Blaze (ブレーズ) バーチャルスクリーニングプラッ
トフォームは、多様性の高い構造が得られるよう
に最適化されているツールです。Cressetの強力な
分子解析技術により、多様な化合物コレクション
から新規のヒットが導かれます。Blazeの採用によ
り、ウェットラボにおける実験の手間やコスト等
が大幅に削減されます。
Blazeの特長 :
• ケミカルスペースの新領域への挑戦
（例えばペプチドから非ペプチドへの置換え）

• ヒット率の向上
• ヒット化合物の特性の改善
• リード化合物の多様性の向上

Powerful software that delivers outstanding results

更なる詳細は以下のURLまで  
cresset-group.com/products

Natural ligand

IC50 470nM IC50 1100nM IC50 170nM 

Cressetのソフトウェアは、Windows®、OSX®および
Linux®で利用可能です。デスクトップアプリケーショ
ンまたは、コマンドラインとしてPipeline Pilot™と
KNIME™ノードからアクセスすることができます。



創薬

農薬

香料・香水

アカデミア

Cresset社のコンサルタントは、公的
資金を活用した、学術グループと化
学系企業との３社プロジェクトに取
り組みました。プロジェクトでは、
BlazeとSparkを用い、多様性の付与と
生物学的アッセイの高効率化を目指
しました。

高い目標設定が課せられる中、多く
の諸問題が解決され、契約当初から
新規かつ選択的な成果が得られるま
での期間を大幅に短縮し報告を行う
ことが出来ました。ひとつのプロ
ジェクは完結し、契約中に新たに見
出された課題については追加の資金
が確保される成果が得られました。

計算化学の導入によりプロジェ
クトの支出を削減しつつ研究成
果を得た事例

農薬会社のクライアント様は、線虫
による作物被害に対する処理方法に
関する研究開発をしておられ、
Cresset社は新たな殺線虫剤向けの低
分子の発見に関するサポートの依頼
を受けました。

両社の科学者は個別訪問や定期的な
電話会議等を重ね密接なやり取りを
続けました。Cresset社のコンサルタ
ント担当は共同開発チームにおける
主要な役割を担い、ヒット化合物の
同定からリード最適化に至るプロセ
ス、更には複数の特許出願をサポー
トし、最終的に新たな種子処理剤を
売り出す成果に貢献しました。

種子処理に関する新発見　
および特許化事例

    私たちが何年も取り
組んできたプロジェクトに
Cressetのソフトウェアが、
新たな視点を与えてくれた

成功事例詳細は こちらから 
cresset-group.com/ 
case-studies
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Cressetのコンサルタントチーム
は、リガンドと構造ベースの薬剤
設計の全分野において優れた実績
を有しています。

私たちは常にクライアント様の目標と
課題を共有します。あなたの科学パー
トナーとして、プロジェクトを前進さ
せるためにどの道を選んでいくのかを
真剣に考え、かつ率直な意見を出しな
がら進めております。

私たちが選ばれる理由: 

• 業界での経験が豊富な優れた科学
チーム

• 既存製品のみならず最先端の技術
情報を常にクライアント様と共有

• プロジェクト開始から完了までの
迅速かつ現実的なマイルストーン

• 数日間から長期共同研究までの柔
軟性が高くカスタムメードのコン
サルタント契約

    Cressetのスタッフ
は一貫して当社の創薬開発
に関し、高い経験と洞察を
元にしたサポートを提供し
てくれました。我々の経験
上、彼らの知識、質問に対
する回答、共同研究おける
質ともに、他社にはないレ
ベルである考えています。

初回の無料コンサルティングを含め、日本語での対応を開始しました。
japan@cresset-group.comまでお気軽にお問合せ下さい。
英語問合せは、enquiries@cresset-group.com   電話 +44 (0)1223 858890

ターゲット分類

イオンチャンネル

プロテアーゼ

GPCR

タンパク質-タンパク質
相互作用

酵素

レセプター

未知物質

サポートの内容例:

反応開始点
の探索

現実的かつ革新的なコンサルティングサービス

あなたの目標や課題を共有する
科学パートナーとして

薬効の高い
分子への移行

バーチャル
ライブラリー
の構築

3D-QSAR
の解析

分子の
最適化

フラグメント
置換または

スキャフォールド
ホッピング

次のステップに
採用する化合物
の選択

多様性をもった
高活性ケモタイプの

並び替え

SAR
解析

調達プロセスの
マネジメント

バーチャル
スクリーニング
の実行

新規化学
シリーズ
同定

タンパク質
標的の検索

カスタム
ソリューション
の作成
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New Cambridge House, Bassingbourn Road, Litlington, Cambridgeshire, SG8 0SS, UK

Cressetは、当社の創薬プログラムにおける貴重なパートナーです。彼
らの豊富な計算化学に関する知識と創薬に関する応用力は、私たちが手掛ける
複数のプロジェクトに役立っており、迅速化およびコスト効率の向上に寄与し
ています。

Cressetのソフトウェアは素晴
らしいユーザーインターフェイスを有
しており、学びやすく使いやすく設計
されています。多くの考えと、多くの
作業によりこうしたプログラムが出来
上がったものと推察しています。この
ようにユーザーの立場に立った設計
は、他の科学的なソフトウェアでは見
たことがありませんでした。

私たちのチームにとっての非常に重要かつエキサイティングなプロ
ジェクトに、素晴らしい仕事で応えて下さりありがとうございました。(Blaze
を用い)提案された化合物に対し、予想をはるかに上回る高いヒット率を得た
結果はとても魅力的でした。

HIV-1に対する新規阻害剤を設計するにあたり、Blaze, Torch, Sparkの
ソフトウェアの特性を活かし、新たなスキャフォールドの提案を得たことは非
常に興味深くエキサイティングでした。

Cressetのツールを採用したこ
とにより、多様な疾患領域を扱う私の
プロジェクトでは多くのアイデアが生
まれました。分子が「可視化」される
ことは、自分のアイデアを同僚のケミ
ストや生物学者とディスカッションす
る際に、非常に役に立ちました。

実物のタンパク質が手元にな
い条件の中、「フィールドベース」に
よるコンセプトは私たちの研究目的に
完全にマッチするものでした。結果と
して、ファーマコアが特定されたリガ
ンドベースの高生物学的活性のコン
フォメーションを得ることが出来まし
た。

薬剤のスキャフォールドの特
定と、生物学的に等価な代替品を作成
する目的で、Sparkを採用する予定で
す。SparkとForgeは創薬プログラムを
補助するコンポーネントとして、市場
での重要性と価値が向上していると考
えています。
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