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Aiming to replace a time- and cost-intensive, experimental trial-and-error approach in drug discovery 

with IT, we have developed two core technologies for structure based drug design, OPMF and MAPLE 

CAFEE. We will introduce a system for designing drug candidates with the technologies and large-scale 

super-computer, and collaborative research to validate IT-based drug discovery with the system really 

practical. 
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1．はじめに 

創薬研究の第一段階は，疾患に関与するタンパク質（標

的タンパク質）と結合し，その働きを阻害または活性化

する医薬候補化合物を見つけ出すことである．我々は「Ｉ

Ｔ創薬」を標榜し，従来から行われてきた実験を中心と

する創薬研究のコンピュータ主導へのシフトを目指して，

これまでに，新規医薬候補化合物を設計する技術と，化

合物の医薬品としての効果を実験に匹敵するレベルで高

精度に予測する技術を開発してきた． 

これらのコア技術と大規模スーパーコンピュータを組

み合わせた医薬候補化合物設計システムによる「ＩＴ創

薬」の実用性実証に向けた取り組みについて報告する． 

 

２．富士通のＩＴ創薬コア技術 

２．１ 新規医薬候補化合物設計：ＯＰＭＦ 

我々の方法は，de novo設計法におけるフラグメント法

の一つであり，OPMF (Optimum Packing of Molecular 

Fragments) と呼んでいる．タンパク質とリガンドの結合

に，形状的相補性と静電的相補性の二つが主要な役割を

果たしていることがよく知られている．我々の方法では

設計プロセスの前半において形状の相補性に重点を置き，

フラグメントの構成原子を抽象原子としている．抽象原

子とは，C，N，O，S，Pなどの平均的大きさであり，混

成形状として Sp3，Sp2，Sp，Aromaticのいずれかの原子

である．抽象原子から成るフラグメント（抽象フラグメ

ント）を用いることにより，考慮すべきフラグメントと

その組み合わせが削減でき，骨格構造の創出における網

羅性を高めることができる． 

タンパク質表面で抽象フラグメントが収容され易い位

置の探索を行い，安定位置に収容されたフラグメント間

に抽象原子を付加して連結する．その結果からdrug like

な構造を選択し，歪みを緩和すると抽象骨格が得られる．

更に，骨格とタンパク質の隙間を埋めるように，骨格に

抽象原子を付加して側鎖を生成し，歪みを緩和すると抽

象構造が得られる（図１）． 

 

 

図１ ＯＰＭＦによる新規構造創出 

 

このようにして得られた抽象構造に対し，混成形状や

タンパク質との相互作用に関する情報に基づいて，原子

種の帰属（ヘテロ原子の導入による実構造への変換）を

行うことにより，化合物構造を得ることができる． 

 

 



 

２．２ 高精度活性予測：ＭＡＰＬＥ ＣＡＦＥＥ 

設計された化合物が薬効を果たすには，少なくとも標

的タンパク質に強く結合する必要がある．しかし，合成

手順も明らかでない化合物を実際に合成し，結合の強さ

を測定するには時間と労力がかかるため，高精度な予測

手段が求められる． 

MAPLE CAFEE (Massively parallel computation of 

absolute binding free energy with well-equilibrated states) は，

スタンフォード大学のVijay S. Pande教授が開発した技術

をベースとして富士通研究所が研究開発を進めてきた技

術であり，実験誤差と同程度の精度（図２）で結合自由

エネルギーを予測するものである1,2)． 

 

 

図２ ＦＫＢＰリガンドの結合自由エネルギー 

 

この計算にあたっては，標的タンパク質と医薬候補化

合物との間の相互作用の強さや運動方程式の初期条件と

いった多数のパラメータを変化させた，多数の互いに独

立な分子動力学シミュレーションを行う必要があり，そ

の数は化合物１つ当り400～800にも上る． 

 

３．大規模スーパーコンピュータを活用した 

医薬候補化合物設計システム 

有望と踏んだ数十から数百の医薬候補化合物に対して

予測を行うとなれば，たちどころに数千から数万の計算

を処理する必要が生じる．大規模スーパーコンピュータ

は，まさにこの要請に応えるものである．我々は，コン

ピュータ主導の創薬研究の実現を目指し，富士通のＩＴ

創薬コア技術と大規模スーパーコンピュータを組み合わ

せた医薬候補化合物設計システム（図３）を提案した3)．

本システムによる「ＩＴ創薬」の実用性を実証するため，

現在，東京大学先端科学技術研究センターおよび製薬企

業との実証研究を進めている4)． 

 

 

図３ 医薬候補化合物設計システム 
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