
課題
• 開発費用の削減、創薬開発期間の短縮：1品目当たり開発費用1,200億円、開発期間約10年以上

• マシンラーニングの創薬応用：10万種類以上のタンパク質から標的を定めて有効な化合物を予測

ソリューション
• インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー ： ディープラーニングや AI のワークロードに

対する拡張性に優れたパフォーマンスを実現

• TensorFlow：ディープラーニングのフレームワーク

導入効果
• 医療費の削減や希少疾患の医薬品開発の加速 ： 1品目当たり約 600 億円の開発費用の削減

と、約 4 年の開発期間の短縮が実現される見込み

• AI 創薬の実現：汎用性に優れた CPU を用いて約 30 種類の AI を開発し、スーパーコンピュー
ター ・シミュレーション科学とのハイブリッドでワンストップな計算創薬を実現

概要
精密医療、個別化医療に向けて医療の現場で期待が高まる新薬の開発。 しかし、開発コストの
高騰や開発期間の長期化などが、 医療従事者や製薬会社の悩みの種となっています。 京都大学 
大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 ビッグデータ医科学分野 教授の奥野恭史氏の研究室
では、こうした課題の解決を目指し、人工知能（AI）を用いた医薬関連ビッグデータの解析と、スー
パーコンピューター（スパコン）の「京」 を用いた創薬シミュレーション技術の開発を行っています。

一般的に創薬の現場では、病気の原因となるタンパク質を見つけ出すところから始まり、次にその
タンパク質と結合して働きを抑えたり、あるいは逆に促進する新しい化合物を創り出します。 そして、
新薬の候補となった化合物については、さらに動物を使った試験や多段階の臨床試験を経て承認
され、市場に届けられることになります。しかし、人体を構成するタンパク質は変異なども含めて10万
種類以上あり、それらと結びつく化合物は 10 の 60 乗以上にのぼると言われています。 製薬会社
が所有する有効な化合物を集めたライブラリーは約 10 万種類あり、すべてのタンパク質と候補化
合物を組み合わせて結合するかどうかを実験だけで確かめるのは困難です。 そこで、 奥野氏の研
究室では、実験の代わりに AI を使ってコンピューター上で結合を確かめる新しいバーチャル・スク
リーニング（Chemical Genomics based Virtual Screening、CGBVS）の研究を進めています。

ディープラーニングを利用した 
AI 創薬にインテル® Xeon®  
スケーラブル・プロセッサーを活用
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図 1. ドラッグデザインする人工知能へ
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分子シミュレーションとディープラーニングのための 
計算クラスター
日本の社会課題を解決する創薬 AI は、現在、官民一体で進められてい
ます。 奥野氏の研究室では、文部科学省の支援のもとビッグデータ研究
拠点の構築を目指す「データプラットフォーム拠点形成事業」 の健康・
医療およびライフサイエンス統合型プラットフォームの構築プロジェク
トに参画し、理化学研究所と共同で「医薬プロセス最適化プラットフォー
ム」 の構築を手がけています。 医薬プロセス最適化プラットフォームと
は、 理化学研究所が各種ライフサイエンス研究で蓄積してきたケミカ
ルバイオロジーのデータやスパコンによるシミュレーションで創出され
たデータ、 製薬会社や医療機関が保有する化合物の構造と非臨床・臨
床段階での活性データ、オープンリソースの化合物の構造と活性データ
やタンパク質の構造・機能データを機械で読み取りやすく計算しやすい
形に変換して集約する統合プラットフォームのことです。 さらに患者の
カルテに記載されているバイタルデータや投薬データなどの医療データ、
患者の検診データ、および薬品の添付文書のデータ（効能、副作用）など
も加えることで、 創薬の各プロセスで利用するシステムズ・ケミカルバ
イオロジー、合成反応予測、制御分子デザイン、ならびに、臨床・基礎の
トランスレーショナル予測などのシステムが実装され、AI による創薬を
確立することを可能にします。

しかし、 人口が 1 億 2,652 万人（2017 年 10 月現在）の日本では、 アメ
リカや中国などと比べると収集できるデータ量は少なく、マシンラーニン
グの予測精度の向上に限界があります。 そこで、医薬プロセス最適化プ
ラットフォームでは、スパコンの「京」 を使ったシミュレーションでマシン
ラーニングに用いる学習データを仮想的に生成し、それを使って何度も
学習を繰り返すことで、 予測精度の向上や未知空間の探索を可能にす
る「ハイブリッド型 AI」 のアプローチを取っています。

また、産学一体となる人工知能オープン・イノベーションを設立し、創薬
や医療に関する AI 技術の共同開発を通して業界全体の国際競争力を
高めることにチャレンジしています。 奥野氏は、新たなサービスや AI 開
発を後押しすべく 2016 年に産学連携の「ライフ・インテリジェンスコン
ソーシアム（LINC）」 を発足させ、製薬関連企業、IT 企業、京都大学、な
らびに理化学研究所などの研究機関とともに、ライフサイエンス分野の
ための AI やビッグデータ技術を開発しています。

また、奥野氏の研究室では、標的となるタンパク質を指定しただけで、そ
のタンパク質に効く化合物の化学構造を自動的に生成する次世代型 AI
の研究も行っています。 これは、与えられた化合物が未知のタンパク質
に結合するかを判定する CGBVS 法とは異なり、化合物構造やタンパク
質の情報をあらかじめ AI で学習しておき、標的タンパク質をインプット
するだけで効果的な化合物を創り出すもので、 「De nevo Drug Design」
と呼ばれています。 この考え方自体は、Google の囲碁 AI「アルファ碁」
に近く、AI が 10 の 60 乗の化合物の組み合わせから高速に医薬品の候
補化合物をバーチャル合成して自動提案します。

このように、 開発コストを抑え、 短期間で新薬を開発するためには、 AI
の活用が不可欠であり、それを支えるコンピューターの高速化が欠かせ
ません。 インテルでは、インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーや、
AI の分析に特化したフレームワークを通して AI 創薬に貢献しています。

製薬コストの削減と開発期間の短縮に向けて 
AI を活用
AI 創薬が注目を集める背景には、開発コストの高騰という製薬業界全
体の大きな課題があります。 新薬の研究開発費は増え続けていて、従来
の方法で創薬する場合、基礎研究（シード探索、リード最適化）に始まり、
前臨床試験、臨床試験、承認申請、そして、承認取得というプロセスを経
て、1品目の薬が完成するまでの開発期間は平均13年にのぼります。 また、
成功確率は 2 万 5,000 分の 1 で、開発費用は開発中止品の分も含めて、
約 1,200 億円になるといわれています。 結果的に医療費が高くなり、社
会保障費と患者の負担が増加する事態を招いています。 またその一方で、
対象となる疾患はより複雑になるため、 日本における新薬の承認数は
年間平均で 5 品目程度という、新薬が生まれにくい状況があります。

このような状況下、新たな創薬プロセスを確立する手段として、医療ビッ
グデータや AI といった新たなテクノロジーの活用への期待が高まって
います。 AI やシミュレーションを用いれば、新薬の開発期間は約 4 年の
短縮となります。 また、 その成功確率は約 2,500 分の 1 に高まり、 開発
費用も 1 品目当たり約 600 億円削減されて、約 560 億円に抑えられる
と見込まれています。 さらに、1 年当たりの新薬承認数を 5 品目と仮定し、
開発期間を 4 年短縮できたとすると、5 品目× 4 年× 600 億円となり、開
発コストを 1.2 兆円削減できる計算になります。 このことについて、奥野
氏は「開発費の削減は、 製薬産業に活況をもたらすだけばかりでなく、
医療費の削減や、患者数が少ない希少疾患の医薬品開発の加速にもつ
ながります」 と述べています。

図 2. ハイブリッド型人工知能
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創薬のプロセスには、 まずはどの疾患に対して薬を作るかの決定から、
ターゲット探索、疾患の原因となるタンパク質の特定、そのタンパク質
に効く薬物化合物の推定、 副作用や安全性の確認、 治験に合格するた
めの試験方法や治療方法の決定、そして市販後の副作用や費用対効果
の決定などの過程があります。 このことについて、 奥野氏は「LINC では
これらの 30 種類のプロセスを自動化する AI を一気にまとめて開発しよ
うとしています。 そのために IT 企業や研究機関が参画し、広域的なネッ
トワーク上にスパコンやサーバーなどの計算機を配備して共同利用を
進めています」 と述べています。

京都大学大学院医学研究科と理化学研究所では、 これらのプロジェク
トの一環として、 分子シミュレーションとディープラーニングのための
計算クラスターの導入を検討し、インテル® Xeon® スケーラブル・プロ
セッサーを搭載したサーバーと、AI に特化したインテルのフレームワー
クを調達しました。 このことについて、奥野氏は、 「タンパク質や化合物
の分子レベルにおける精緻なシミュレーションを行うことで、生体内に
おける疾患関連分子、および薬候補となる化合物分子の状態をマシン
ラーニングで学習し、疾患の発症過程を分子レベルで推定することを目
的に、インテル製品を採用しました」 と述べています。

汎用性が高く、AI 創薬に適している CPU
近年、 AI の分野におけるマシンラーニングやディープラーニングのト
レーニングにおいては、Graphics Processing Unit（GPU）の活用によ
る性能向上が大きく寄与してきました。 しかし、 多様なデータを分析す
るライフサイエンスの研究分野では、 インテル® Xeon® スケーラブル・
プロセッサーに代表される CPU の汎用性が有効だと言われています。
しかし、 GPU も CPU も、 ライブラリーは目覚ましい勢いで進化を遂げ
ているものの、 ベンダー依存になってしまうのも確かです。 その点にお
いて、CPU は GPU と比較してベンダー依存が少なく、研究者自身でハン
ドリングができるため、安心感があります。 LINC においては、30 種類近
い AI を開発しようとしていますが、それぞれのアルゴリズムやプログラ
ムは異なり、それに関わるメンバーの数も多くなります。 その際、アーキ
テクチャーとして圧倒的に使いやすく、 プログラムが書きやすいのが
CPU だと言われています。 CPU を採用するメリットについて、国立研究
開発法人理化学研究所 科技ハブ産連本部 医科学イノベーションハブ
推進プログラム 医薬品プロセス最適化プラットフォーム推進グループ 
創薬バイオメディカルインテリジェンスユニット テクニカルスタッフの
種石慶氏は次のように述べています。

「ビッグデータの分析規模に対応するシステムメモリーに関しても、
GPU は CPU に比べて少なく、プログラムでは、コーディングでの工夫が
求められます。 それに対して CPU は、システムメモリーが確保しやすく、
プログラム面でのハードルが下がります」

AI 創薬の現場では、 臨床や非臨床の現場で取得した医療データから、
一般の生活で利用するリアルワールドのデータまで、あらゆるデータに
対して複数の処理を施します。 アルゴリズムの開発でも、 処理スピード
よりもアルゴリズムの新規性や工夫による精度を優先する傾向が強い
ため、 何よりも使い勝手が重視されると言われています。 このことにつ
いて、種石氏は、 「GPU の場合は、画像認識のように特定の目的の処理
では最大限のパフォーマンスを発揮するものの、創薬の現場ではさまざ
まな局面での利用が想定され、チューンナップの要望は各所で発生しま
す。 こうしたケースに対して、 研究室内で柔軟にコーディングできる
CPU に軍配が上がります」 と述べています。

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーによる 
ディープラーニングの検証
奥野氏の研究室では、分子シミュレーションとディープラーニングのた
めの計算クラスターを導入するに当たり、CPU と GPU を利用したディー
プラーニングの検証を実施しました。 AI 創薬の実用化に向けて同研究
室が実施したのは、 「Graph Convolutional Network（グラフ・コンボ
リューショナル・ネットワーク）」 と呼ばれる、 グラフの畳み込み表現を
利用したディープラーニングによるタンパク質と化合物の相互作用の
予測です。

Graph Convolutional Network（GCN）とは、 グラフ構造をしている化
合物をディープラーニングで分析できるテンソル形式に変換してから、
相関関係を予測するディープラーニングです。 一般的な画像認識の場合、
画像データは縦、横、深度からなるマトリックス形式で構成されているた
め、 そのまま分析することができます。 それに対して、 グラフ構造をして
いる化学化合物は、そのままでは分析ができないため、ディープラーニン
グで分析できるテンソル形式に変換しなければなりません。 GCN では、
グラフ構造の化合物を原子と原子の結合に対して関連性が高いものを
重み付けすることで画像データと同様のテンソル形式に変換し、重み付
けの深いものを学習していきます。 そして最終的に、それらから化合物と
タンパク質の結合を判別し、薬として活性や副作用を予測します。

今回の検証では、 GCN に対して CPU と GPU の計算環境下で、 両者の
パフォーマンスを比較しました。 その結果、 図 4 のように CPU は、 GPU
に対して PCBA データセットで約 2.7 倍高いパフォーマンスを得られる
ことが確認できました。 このことについて、 種石氏は、 「GCN の場合、
GPU は対応するユーティリティーが少なく、 最適化ができません。 それ
に対して汎用性の高い CPU はユーティリティーがはるかに豊富で、 最
適化もしやすいため、CPU を使うほうが速くて効果的ということになり
ます」 と述べています。
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また、創薬面から見た GCN を適用して分析することの意味については、
早期の段階で、ターゲットとしているタンパク質に結合する確率の高い
化合物が絞り込めることにあると言うことができます。 創薬の過程では、
あるタンパク質に効果的な化合物が複数ピックアップされますが、実験
でしらみつぶしに確認していくものの、ランダムに検証していては時間
がかかります。 その際、最も効果の高いと思われる化合物をあらかじめ
ランキングでピックアップしておくことで、実験効率を高めることができ
ます。

今回の検証作業では、Skylake マイクロアーキテクチャーを採用した最
新のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを搭載したサーバー
を理化学研究所や京都大学を合わせて 74 台利用して計算しました。 ま
た、ディープラーニングのフレームワークには、オープンソースのライブ
ラリーである TensorFlow（テンソルフロー）を採用し、TensorFlow に
ついては、インテルの CPU に最適化されたインテル版を使用しました。
この検証結果から、種石氏は「GPU の場合、使用率の低いタスクが数多
くあることが分かり、ライフサイエンスの分野では CPU にメリットがあ
ることを実感できました。 汎用性の高い CPU で研究を先行し、そこで確
立して最適化したものを機能に特化した GPU で分析することが、 現時
点でのベストな選択という結論に至りました」 と述べています。

検証を終えた現在では、創薬 AI の開発を官民一体で加速させるととも
に、次世代の創薬 AI の実現を目指して研究を進めています。

まとめ
LINC を中心に官民一体で進めている創薬 AI においては、 京都大学や
理化学研究所のような研究機関だけでなく、IT 企業やライフサイエンス
分野の企業にも多くの役割が求められています。 その中で、技術革新に
よってゲノムを取得するシーケンサーや電子顕微鏡など、さまざまな
イノベーションが起こり、取得できるデータ量はますます増えていくこと
が予測されています。 それに合わせて、計算機の分野でもイノベーション
が求められ、CPU を使った汎用サーバーに対する高速化への期待も高
くなっています。 そして、 奥野氏は「ビッグデータの解析をスーパーコン
ピューターだけに任せるのではなく、CPU を使って現実的な時間で現実
的な処理をして、新たな価値を生むことがこれからとても重要になって
きます。 そのためにもインテルの CPU のさらなる性能向上に期待してい
ます」 と述べています。

図4. マシンラーニングの創薬応用 （タンパク質と化合物の相互作用予測）
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