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分子をどう設計するか？ これは
化学研究の根幹でもある．化学者は
どうやって分子をデザインしている
のか？ 今注目の人工知能 （AI） は化
学の分野に入ってくるのか？ そう
いった気になるところに今回は答え
てみたい．ちなみに，私自身は「楽
に合成できそうな分子をつくって機
能を発揮するところで工夫する」と
いう，合成が簡単かどうかという甘
い基準によっているのであまり参考
にならないかと思う．ということ
で，今回はさまざまな識者から意見
を伺った．ただし，私のネットワー
クからの意見収集なので，化学コ
ミュニティー全体の意見を反映した
ものではないかもしれないが……．
そこはご容赦願いたい．
まず，身近なところから，物質・
材料研究機構の貴重な常識人である
竹内正之博士によると， 「分子の 

サイズ感や動きは， まずはChem 

Draw， それをもとにしたCPKモデ
ルイメージが頭のなかで浮かび，動
きも含めて分子設計の最初のイメー
ジとして参考にしています．そのた
め，形と動きの範囲のイメージが似
ている分子動力学法はとっつきやす
かったです．電子状態をそれらと
カップルさせるのにいまだワンクッ
ション必要で戸惑います．今の研究

は，もともと計算化学手法で分子を
三次元化し，電子状態を理解したう
えで分子を設計するのが当たり前で
すので， AIもイメージしながら，今
の時代を過ごしている方々の分子の
つくり方は，大きく変わってくるの
でしょうね．」 であるが， これが分子
デザインに対する考え方の代表例で
あると思う．
すでにある優れたお手本を参考に

するという考え方もある．九州大学
の星野 友准教授は， 「生体分子 （タ
ンパク質）に学んで生体分子を真似
るのが大切だと思っています．人類
は，タンパク質を超える機能をもつ
人工分子を設計，合成できていない
と思います．最近，タンパク質の構
造・機能解析のデータが取得しやす
くなり機能を実現している新しい分
子メカニズムが毎日のように報告さ
れています．これを人工系で再現す
ることが高機能の分子を設計するた
めの近道だと考えています．最新の
論文ではなく，生化学の教科書でタ
ンパク質の構造機能相関を勉強し
て，これを人工系で再現するだけで
もたいへん優れた分子を開発できる
可能性があると考えています．」 と
語る．自然が何十億年かけて進化・
最適化してきた分子群には，分子設
計の粋が秘められている．

触媒設計の立場から，産業技術総
合研究所佐藤一彦博士の意見は， 
「まず， どんな反応に対する触媒を見
つけたいのか？ を決めます．次に， 
望みの反応が途中 （遷移状態） でど
んな状態になっているか？ を想像
します．これは分光学で見られない
ので，頭のなかの想像になります．
しかし，完全にゼロから想像するわ
けではなく， 過去の知見をもとにし
て，作業仮設（ここをこうしたら， 
ひょっとしてうまくいくのでは） を
立てます．それに基づいて， 分子を
書いて，実際につくって触媒性能を
試します．それで性能が悪ければ，
作業仮設を修正します．結果として
どんな分子に行き着くか？ はわか
りませんが，往々にして「美しい分
子」が高機能であることが多いで
す．野依先生がBINAPをつくりた
いと思ったきっかけが 「美しいか
ら」というのは，彼自身が言ってい
ます．いずれはAIでできるように
したいとは思っていますが，まだま
だ時間がかかる気がしています．」
である．この総合的なアプローチは
次ページの図にもまとめたが，その
技術体系の裏に隠された基準は「美
しさ」である……そうか！
この重要なキーワード 「美しさ」 

は名古屋大学伊丹健一郎教授の意見
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にも現れる．「機能や物性を最初か
ら狙ってデザインすることをされて
いる研究者は近年増えていると思い
ます．そして，分子軌道計算などを
用いて精緻にデザインしていく，そ
のようなアプローチができること，
ある意味羨ましく思います．私（あ
るいは私のグループのメンバー）
は，そのようなことをする時ももち
ろんありますが，実はそれほど多く
はありません．かなり分子のカタチ
の美しさや新しさ（前人未到かどう
か）などが，分子のデザインをする
時に一番こだわっています．すばら
しい物性や機能の発現ももちろん期
待してのデザインではあるのです
が， 「造形の科学」 の側面が強いで
す．半分本気， 半分言い訳ですが 

「美しいものには必ず機能が宿る」
をモットーに分子を設計・デザイン
しています．そうなると， 僕の場
合，分子模型がやはり一番でしょう
か．自分が大好きなベンゼンを使っ
て，どんな美しい構造体がつくれる

かみたいな．実際に模型を手に取る
こともしますが，頭のなかで組立て
たりしています．ゼロからデザイン
することもあれば，偶然学生がつ
くってしまった分子の構造をきっか
けに，それをもとにさらに美しい分
子構造体に妄想を膨らませることも
多いです．幾何学や数学の世界（や
その分野の研究者の話）からインス
ピレーションを得ることもありま
す．刺激はなるべく多く，そして多
方面からの方がいいですね．」 有機
化学を追及してきた化学者二人が，
分子の美しさを求めているのは，化
学者のセンスは芸術家の感性に通じ
るということなのだろう．
さて，芸術家の感性とは対極にあ
りそうな人工知能は分子デザインに
関与していくのであろうか？分子技
術の第一人者である日本化学会前会
長の山本 尚先生によると，「AIので
きることなど，面白いですね．私は
有機化学しかわかりませんが， 有機
化学とAIは， 私はペプチド， 核酸医

薬品，糖類しか役に立たないと思っ
ています．単純な繰返しの場合には
将棋や碁と同じで， AIの恩恵を受け
るでしょう．しかし，一般的な分子
では可能性が多すぎて，あまり役に
立たないと感じています．」 である
が，私も実はそう思う．分子全体で
は，機械学習の前提条件を設定する
だけでも大変ではないかと．
実際に AI による材料設計研究な
どにかかわる （匿名希望の） 物質・
材料研究機構のKエンジニアが説明
するところによると， 「新しい分子は
研究者のアイディアに従ってデザイ
ンされますが，アイディアを見つけ
出すことを機械が補助しうること 

も同時に述べたいと思います．人間
の知恵のように機械についても，学
習速度が早いだけで，小さな経験の
積み上げが必要です．そのために
は，既存の知見をちゃんと把握でき
るように整理してあげることが必要
です．さまざまな観点で検索し，膨
大な情報のなかから， 適切なものを
引張ってこれることが必要になりま
す．そこにいわゆるAIがかかわる 

可能性はおおいにあると思います．」 
である．

AIにはもっと大きな可能性がある
という意見が， 物材機構/理研研究
チーム（石原伸輔，田村亮，隅田真
人，寺山慧の各博士） から寄せられ
た．「これまでの分子の設計は， 研
究者の経験， 勘， ひらめきによるも
のがメインで，研究者のセンスに
よって大量の分子が設計され，数々
のデータベースが構築されてきまし
た．近年，この蓄積されてきたデー
タベースを解析することによって，
分子設計におけるルールや合成ルー
トをAIが学習し，所望の物性を有

触媒設計のアプローチ（産総研・佐藤一彦博士提供）
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する新しい分子の提案， さらには合
成経路の提案もAIが行ってくれる
ようになってきています．この試み
は，囲碁や将棋に例えますと，天才
棋士による打ち手や，長年にわたっ
て蓄積された棋譜をAI技術で分析
することに対応します．しかし，人
間の力を上回る囲碁ソフトの開発は
この手法では困難でした．一方，現
在最強の囲碁ソフト （AlphaGo） は， 
棋譜などの初期データを用いておら
ず，強化学習（自己対戦） によって
AI自ら成長していくものです．こ
れによって，人類がこれまでに思い
もよらなかった打ち手が見いだされ
ております．これを分子設計に置き
換えると，研究者の経験， 勘， ひら
めきによる設計手法は， 何らかのバ
イアスによって，局所的な部分だけ
を探索している可能性があり， AIに
よって事前情報なしに機能性分子を
探索させると，これまでにない設計
が生まれてくる可能性があります．
そのため， あらかじめデータがない
状況で， AIが設計した分子をAI＋機
械が合成し， そのデータを新分子設
計にフィードバックするようになり

ますと， AIによる分子設計の精度と
速度は急成長を遂げるものと思われ
ます．」
最後の意見はたいへん衝撃的で，

ゼロから化学者の感性や経験によら
ずに最適な分子をAIが生み出せる
という「化学者に対する挑戦」でも
ある．化学者が究極をきわめる分子
開発における芸術的感性と進化し 

続けるAI技術は相いれないのか？ 

私は，その両者が融合していくこと
が一番重要なのではないかと思う．
ちょっと例はずれるが， ImPACTプ
ロジェクトにかかわる前述の星野准
教授は，実験に並行する情報処理の
威力として， 膨大な数 （1兆個以上）
の細胞集団から，大きなインパクト
をもつ稀少細胞を，迅速・正確かつ
低コスト・低侵襲に発見し徹底的に
解析する装置セレンディピターにつ
いて説明する．「セレンディピター
のすごいところは，細胞が観察され
てから，ソートするまでの僅かな時
間 （数十ms） の間に， 超高速のデー
タ取得からデータの変換，補正，解
析，判断までをすべて寸分のずれも
なくリアルタイムに行っている点と

思っています．また，これを実現す
るために，世界最高速のイメージン
グデータ取得技術，マイクロ秒単位
の流体制御・モニタリング技術と，
リアルタイムの信号処理系，ソフト
ウェアによる画像同定をネットワー
クで組合わせてシステムを構成して
います．情報処理を完了するまで
ソート信号は出力できないのです
が，処理時間が長くなると細胞の位
置は不確実性を増すため，ソートの
成功率は低下します．ソートの成功
率を担保するために，情報処理時間
をできる限り短縮すると同時に，流
路内を流れる細胞の位置のモニタリ
ングも行うという方式をとっていま
す」とその機能を高く評価する．つ
まり，科学者の研究・実験活動を情
報処理技術で究極に合理化すること
で，抜群の革新が生まれる可能性が
あるということである．それが，分
子合成・分子開発の世界にも生かさ
れる日が来るかもしれない．ただ， 
合成しているところを， AIにモニ
ターされていたら，ちょっと嫌な気
もするが…… （AI 「今， あなた， カ
ラム失敗しましたね」）．




