
京都大学 医学研究科
理化学研究所 計算科学研究機構

先端医療振興財団 先端医療センター研究所

奥野恭史

スーパーコンピュータと創薬ビッグデータ

グリッド協議会神戸セミナー「健康長寿とビッグデータ」



「京」産業利用枠：新薬開発を加速する「京」インシリコ創薬基盤の構築

申請主体（事務局）： NPO法人バイオグリッドセンター関西
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製薬企業（２３社）： アスビオファーマ、杏林製薬、エーザイ、小野薬品工業、科研製薬、キッセイ薬品工
業、参天製薬、塩野義製薬、大日本住友製薬、田辺三菱製薬、日本新薬、協和発酵キリン、千寿製薬、
大正製薬、帝人ファーマ、東レ、日産化学工業、マルホ、持田製薬、アステラス製薬、日本たばこ産業、
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IT企業（２社）： 京都コンステラ・テクノロジーズ, 三井情報
大学等： 京都大学医学研究科, 産業技術総合研究所, 理研AICS, 先端医療振興財団, 都市活研

• コンピュータ創薬の根本課題に挑戦
• 次世代の計算創薬「ビッグデータ創薬」と「シミュレーション創薬」の開拓
• 製薬会社による現場利用に耐えうる計算フロー（計算精度と計算時間）の構築
• 我が国のコンピュータ創薬の中心拠点形成



化合物の種類： 1060以上

タンパク質の種類： 10万以上
解熱鎮痛剤 花粉症の薬 抗インフルエンザ薬 抗癌剤

？ ？ ？ ？
タンパク質と化合物
の組合せは膨大

何故、医薬品開発は難しいのか？

医薬品開発の成功確率： 2万分の1以下
開発費用： 1000億円
開発期間： 10年以上



化合物の種類： 1060以上

コンピュータ創薬への期待

タンパク質の種類： 10万以上
解熱鎮痛剤 花粉症の薬 抗インフルエンザ薬 糖尿病薬解熱鎮痛剤 花粉症の薬 抗インフルエンザ薬 抗癌剤

膨大な化合物とタンパク質の組合せから
標的タンパク質にのみ強く結合する活性化合物を高速に探したい



化合物の種類： 1060以上

コンピュータ創薬の現状と課題

予測精度が悪すぎる（正答率 5％程度）

計算時間がかかるため、全ての化合物を計算するのは不可能

計算機パワーの問題

Docking計算法Docking計算法

②結合の強さを予測 （結合親和性予測）

①結合するかどうかを予測 （バーチャルスクリーニング）

膨大な化合物とタンパク質の組合せから
標的タンパク質にのみ強く結合する活性化合物を高速に探したい



化合物の種類： 1060以上

「京」によるコンピュータ創薬の根本課題への挑戦

計算時間がかかるため、全ての化合物を計算するのは不可能

化合物とタンパク質の結合予測の超高速化

精密な結合シミュレーションによる
予測精度の劇的向上（目標正答率70％）

②結合の強さを予測 （結合親和性予測）

①結合するかどうかを予測 （バーチャルスクリーニング）

予測精度が悪すぎる（正答率 5％程度）

膨大な化合物とタンパク質の組合せから
標的タンパク質にのみ強く結合する活性化合物を高速に探したい



化合物の種類： 1060以上

「京」によるコンピュータ創薬の根本課題への挑戦

計算時間がかかるため、全ての化合物を計算するのは不可能

②結合の強さを予測 （結合親和性予測）

①結合するかどうかを予測 （バーチャルスクリーニング）

化合物とタンパク質の結合予測の超高速化

精密な結合シミュレーションによる
予測精度の劇的向上（目標正答率70％）

Knowledge-based
Approach

Simulation-based
Approach

予測精度が悪すぎる（正答率 5％程度）

膨大な化合物とタンパク質の組合せから
標的タンパク質にのみ強く結合する活性化合物を高速に探したい



結合するかどうかを予測：CGBVS法 （Chemical Genomics-based Virtual Screening法）

病気の原因タンパク質に
結合する化合物を「京」で認識大量のタンパク質と化合物の結合データを学習

予測

結合パターンの
統計ルール化

大量の人の顔画像を学習

顔パターンの
統計ルール化

人の顔を自動認識

予測

「京」により
超高速予測を実現

世界最大規模（189.3億ペア）の
タンパク質と化合物の相互作用予測

膨大なタンパク質と化合物の組合せを高速計算するために、パターン認識技術を適用
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CGBVS法の計算フロー

Mw, logP, #C, #OH,,, AA, AH, AS,,,,

( 252, 7, 4, 5, … 72, 51, 47, …) 
( 320, 1, 2, 1, … 60, 43, 48, …) 
( 238, 6, 7, 4, … 81, 53, 64, …) 
( 252, 7, 4, 5, … 60, 43, 48, …) 
( 320, 1, 2, 1, … 72, 51, 47, …) 

( 252, 7, 4, 5, …)
( 320, 1, 2, 1, …)
( 238, 6, 7, 4, …)

( 72, 51, 47, …)
( 81, 53, 64, …)
( 60, 43, 48, …)

( 220, 3, 2, 3, … 42, 31, 34, …)?

Bind
Bind
Bind
Non-bind
Non-bind

Bind or Non-Bind ?

Chemical 
Structure

Vector
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Sequence

4. 機械学習
（サポートベクターマシン）

Interaction
Pairs

1. 相互作用データ
（学習データ）

2. 数値化（ベクトル表現）

3. ベクトルの連結

Interaction Vector

Query Pair

5. 予測

バイオインフォマティクスとケモインフォマティクスの統合により実現バイオインフォマティクスとケモインフォマティクスの統合により実現



論文等で結合することが分かっている
タンパク質と化合物の結合ペア：12万ペア

世界最大規模（189.3億ペア）の結合予測
631種のタンパク質（GPCR、キナーゼ）と

3000万種の化合物の全組合せ

以後、予測結果を基に、各製薬会社が独自に医薬品開発を行う
＊当初参画企業11社中、10社が自社研究開発に利用

病気の原因タンパク質に
結合する化合物を「京」で認識大量のタンパク質と化合物の結合データを学習

予測

結合パターンの
統計ルール化

「京」により
超高速予測を実現

膨大なタンパク質と
化合物の組合せに対応

CGBVS法による世界最大規模のタンパク質－化合物結合予測



実際の結合パターン（実験結果）

Kinase （388種）

化
合
物
（500

種
）

「京」が予測した結合パターン（予測結果）

化
合
物
（500

種
）

Kinase（388種） ⇒631種

3000
万
種
←

タンパク－化合物の全組合せ（ 189.3億ペア）を計算するのに
汎用計算機（16ノード使用）では約2年かかる。

「京」8万ノードを使った大規模並列計算をすれば、5時間45分で計算終了

「京」を用いたCGBVS法による相互作用予測例



疾患原因となる
創薬標的タンパク質の同定
疾患原因となる
創薬標的タンパク質の同定

活性化合物の
スクリーニング
活性化合物の
スクリーニング

臨床試験
承認

臨床試験
承認

生体内タンパク質
（10万種以上）
生体内タンパク質
（10万種以上）

リード最適化リード最適化

創薬関連データの規模

前臨床試験前臨床試験

化合物ライブラリー
（製薬会社数万種）
化合物ライブラリー
（製薬会社数万種）

結合情報
１千万件

疾患情報
２．２万件

副作用情報
５００万件

生物活性情報
１２億件

遺伝子発現情報
１００万件

仮想化合物
10の60乗件

ヒトゲノム配列
３０億塩基対



疾患原因となる
創薬標的タンパク質の同定
疾患原因となる
創薬標的タンパク質の同定

活性化合物の
スクリーニング
活性化合物の
スクリーニング

臨床試験
承認

臨床試験
承認

生体内タンパク質
（10万種以上）
生体内タンパク質
（10万種以上）

リード最適化リード最適化

ビッグデータ学習とビッグデータ予測

前臨床試験前臨床試験

化合物ライブラリー
（製薬会社数万種）
化合物ライブラリー
（製薬会社数万種）

結合情報
１千万件

疾患情報
２．２万件

副作用情報
５００万件

生物活性情報
１２億件

遺伝子発現情報
１００万件

仮想化合物
10の60乗件

ヒトゲノム配列
３０億塩基対

結合情報
１２万件

PubChemDB
3000万件

標的タンパク質
631件

予測

多種多様な医薬関連ビッグデータを
機械学習することで、薬効・安全性を
総合的に加味した薬剤設計が可能

ビッグデータ学習ビッグデータ予測



化合物の種類： 1060以上

「京」によるコンピュータ創薬の根本課題への挑戦

計算時間がかかるため、全ての化合物を計算するのは不可能

②結合の強さを予測 （結合親和性予測）

①結合するかどうかを予測 （バーチャルスクリーニング）

化合物とタンパク質の結合予測の超高速化

精密な結合シミュレーションによる
予測精度の劇的向上（目標正答率70％）

Knowledge-based
Approach

Simulation-based
Approach

予測精度が悪すぎる（正答率 5％程度）

膨大な化合物とタンパク質の組合せから
標的タンパク質にのみ強く結合する活性化合物を高速に探したい



結合の強さを正確かつ頑強に計算をするには、分子の動きや溶媒（水分子）も含めた長時
間シミュレーションを必要であるが、これまでは計算機パワーの問題で非現実だった。

結合の強さを予測：MP-CAFEE法 （Massively Parallel Computation of Absolute binding Free Energy）

「京」による結合シミュレーション（MP-CAFEE） 従来型の結合シミュレーション（Docking)

予測正答率
70％目標
予測正答率
70％目標

予測正答率
5％程度
予測正答率

5％程度

アンサンブルMDシミュレーションによって、
正確かつ頑強にタンパク質と化合物の結合の強さ（結合自由エネルギー）を求める。



MP-CAFEE法による予測と実験結果比較
150個の化合物についてタンパクとの結合の強さを計算するのに、
通常の汎用機では20年かかるところが、「京」をフルに利用したら1週間程度で計算が可能

結合が最も強い
⇒ 有力な医薬品候補

実験では、新規な化合物を化学合成し生物活性評価するのに2ヶ月程度かかるのに対し
「京」では、3日程度で人間の労働力無しで、結果の取得が可能。



薬物の結合解離反応には
ミリ秒レンジの計算が必要

「京」では
マイクロ秒レベルまでが現実的

50ns

2ns

μs

ms

ポスト京への期待

化合物とタンパク質の結合シミュレーションの時間スケール

「京」でも結合親和性を算出できる近似計算法

非平衡計算：
6初速度× 32条件× 2 ns MDs

平衡化計算：
5初速度× 50 ns MDs

それでも150化合物を
計算するのに1週間かかる



ポスト京でのデータ規模

「京」でのデータ規模

「京」でも結合親和性を算出できる近似計算法
50ns

2ns

μs

ms

非平衡計算：
6初速度× 32条件× 2 ns MDs

平衡化計算：
5初速度× 50 ns MDs

動的状態のシミュレーションによるデータ爆発
実際の分子動力学計算では2psごとの構造を保存しつづけている

～50万構造⇒約100GB

～5億構造⇒約100TB

タンパク質－化合物の
1ペアあたり約50GB



まとめ：創薬におけるビッグデータ

スーパーコンピュータと
計算科学技術が生み出すビッグデータ

先端計測機器（センサー技術）と
生命科学技術が生み出すビッグデータ

膨大な
時間空間データ

膨大な
物質空間データ



JSTサイエンスチャンネルにて放送中
https://www.youtube.com/watch?v=2WJGPj-pwCI
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