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は体内の部位によって異なる。例えば、大きな力

背景

学的負荷がかかる人工歯根などに用いられる金

先進国で進む社会の高齢化において、人々の健

属、セラミックス材料には、骨などの硬組織接合

康寿命を延伸し、高齢者のQuality of Life（QOL：

性が求められる。一方で血液と接触をするデバイ

生活の質）の向上は最重要課題との 1つとなって

ス、例えば人工血管、人工心臓弁、新型コロナウ

いる。その中でも、人工関節、人工歯根、人工臓

イルス感染症の治療に用いられる人工心肺装置の

器（人工血管、人工心臓、人工心臓弁なども含む）

内壁などに用いられる材料（主に合成高分子材料）

などの医療デバイス・機器は、高齢者のQOL向

には血中細胞の活性化・血栓形成を徹底的に抑え

上のために重要な役割を果たすことが期待されて

る血液適合性が求められる。

いる。これらのデバイスは常時、組織、体液と触

このように、医療デバイスに用いられるバイオ

れて使用されることが前提となっており、数十年

マテリアルは多岐にわたるが、求められる機能を

単位の長期間にわたり、組織を形成する細胞、体

発揮する材料の開発には図 1 に示したような試

液中の細胞と適切な相互作用をすることが求めら

行錯誤的なサイクルが必要となる。ここでは、候

れる。材料に求められる細胞・組織との相互作用

補材料（スタート材料）の化学組成、化学構造など

スタート材料

(高分子、セラミックス、金属)
経験に基づく フィードバック

類似材料の設計・合成
別々の実験

材料の評価

タンパク質吸着

細胞応答

(類似材料に限る)

目的達成まで
繰り返す

動物実験

問題点
・試行錯誤のプロセスにおける材料の改良は経験に頼らざるを得ない
・その経験・知見は異なる材料分野に分散・孤立
・開発コストの上昇・開発期間の長期化
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図2 金
 表面上のチオール分子によって形成される自己組織化単分子膜
（Self-assembled monolayers: SAMs）
の
模式図

を系統的に改変し、それぞれに対して、機械特性、

応答を計算科学の手法で予測することは難しく、

化学安定性などの基礎物性の評価、タンパク質吸

実験によってデータを生成・収集しなくてはいけ

着実験などの生体分子との相互作用の評価、細胞

ない。この計算科学との親和性の低さが、バイオ

接着試験、動物実験などを行う。開発者はこれら

マテリアル開発における情報科学の応用の妨げの

の結果を基に、次の候補材料の設計にフィードバ

原因の一因となっていることは確実である 1）～3）。

ックする。しかしながら、このフィードバックは

本稿ではこのような状況を鑑み、いかにマテリア

研究者の経験に頼らざるを得なく、目的の機能を

ルズインフォマティクスの手法をバイオマテリア

持つ材料にたどり着くまで、このループを繰り返

ルの開発に利用するか? そのために、どのように

す必要があり、時間・コストの面で非常に不利な

効率的にデータを収集するか? に関して述べたい。

材料開発アプローチである。
この問題はバイオマテリアルに限らず、ほかの
材料開発においても同様に存在する。材料開発の

機械学習を用いた自己組織化単分子膜の
水の接触角・タンパク質吸着量の予測

スピードアップ、さらに未知の材料の効率的な探

金−チオール系の自己組織化単分子膜（Self-

索・発見のために情報科学を用いた材料探索・設

assembled monolayers: SAMs）は、 基 板 を チ オ

計が近年注目を集めている。この潮流はもともと

ール溶液に浸漬するという簡便な手順で、高い構

米国政府のMaterials genome initiativeという国

造秩序性を有する単分子膜を構築可能であること

家プロジェクトに端を発するが、我が国において

から、電気化学、触媒、トライボロジー、バイオ

も情報科学と材料科学の融合
（マテリアルズイン

マテリアルを含むさまざまな分野で、モデル有機

フォマティクス）が急速に進んでいる。マテリア

表面として用いられている
（図 2 ）。SAMsの最も

ルズインフォマティクスは特に、触媒、超伝導、

有用な点は分子の末端基によって、基板表面の物

電池など固体材料分野での成功例が多い。マテリ

理化学的特性（電荷、極性など）を自在に制御する

アルズインフォマティクスでは、材料の化学構造

ことができる。また、複数種類の分子を混合して、

とその材料の物性に関するデータが必要となる。

混合SAMを構築することで、非常に多彩な物理

固体材料は計算科学によって、材料の特性・機能

化学的特性を持つ表面を構築可能である。

を予測できるケースが多く、材料の化学構造と機

SAMsは1990年代からタンパク質吸着、細胞接

能の情報を含む大規模なデータセットを構築する

着のプラットフォームとして、今までに 4000報

ことが可能である。一方で、バイオマテリアルへ

以上の論文が発表されている。筆者らは血栓形成

のタンパク質の吸着量、細胞接着さらには組織の

に重要な役割を果たすフィブリノーゲンというタ
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入力

100報の論文を解析し、SAMsを構成する分子の

%O

学的特性である水の接触角
（水への濡れ性を示す、
構築した。分子の化学構造は、総原子数、元素組
成、化学結合
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数からなる。
機械学習においては、上記で述べた化学構造が

出力

%H

化学構造と、バイオマテリアルの基本的な物理化
フィブリノーゲンの吸着量を含むデータベースを

隠れ層

%C

%N

水の接触角
または
タンパク質の吸着量

nAT
O-H結合
C-C結合

C-O結合
C-N結合
C=O結合

説明変数
（特徴量）
、水の接触角およびフィブリノ

図3

ーゲンの吸着量が目的変数
（出力）となる。説明・

人工ニューラルネットワークの模式図

目的変数間の相関解析には、単純な線形関数を用
いた回帰モデルの構築から、深層学習
（ディープ

と非常に高い精度で行うことができた
（図 4 左）
。

ラーニング）までさまざまなアルゴリズムが存在

ANNを用いた機械学習においては予測だけでは

するが、今回はデータ数、構築したモデルの予測

なく、学習後のニューロン間の重みを解析するこ

精度の観点から人工ニューラルネットワークモデ

とによって、個々の入力パラメータの重要性を定

ル（Artificial Neural Network: ANN）
（図 3 ）を採

量的に求めることが可能である。今回の結果では、

用した。このモデルでは、入力層、隠れ層
（中間

水素結合の結合サイトを与える極性基
（C=O結

情報処理層）、出力層の要素
（ニューロンと呼ぶ）

合、窒素、酸素の元素の割合）が接触角を下げる

の間は、それぞれ異なる重みで接続される。学習

主要な要因となっており、逆に非極性基を表現す

用のデータを用い、入力に対して出力が正解の値

る炭素原子の割合は接触角を上昇させる最も主要

に近くなるよう、ニューロン間を結合する重みを

な要因となることが明らかとなった。
次にフィブリノーゲンの吸着量の予測を文献か

最適化する。
本研究では、まず水の接触角の文献データを利

ら収集したデータで行った結果、予測精度は相関

用して、ANNの学習を行い、SAMの化学構造か

係数が 0.9となった。一方で、筆者らのグループの

ら水の接触角を予測した。検証はleave-one-out

タンパク質吸着実験のデータを持つデータセット
を用いた機械学習・予測の結果は相関係数が 0.98
と非常に高い結果を示すことが明らかとなった。

（Rで示す。1に近い方が正の相関がある）が 0.96

文献値で学習したANNの予測精度が低いのは、

水の接触角（°
（予測値）
）
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 者のグループが傾斜基板およびその他の基板を用いて、同一の条件で水の接触角測定、タンパク質吸
筆
着実験を行い収集したデータを用いて機械学習を行い、単分子膜を構成している分子構造から予測を行
った例［（左）水の接触角（右）タンパク質（フィブリノーゲン）の吸着量］
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水の接触角

表面原子構造

血小板接着

基板の場所によって連続的に組成が変化し、それに伴い、水の接触角、
表面における分子構造、
血小
板接着結果も変化することがわかる。この基板を用いることで、
さまざまな表面化学組成とタンパク
質・細胞の応答に関するデータを効率的に収集することが可能となる

図5 親
 水性
（オリゴエチレングリコール基末端）・疎水性
（メチル基末端）を有するチオールから形成した傾斜
自己組織化単分子膜（SAMs）

文献を発表したそれぞれの研究グループの実験の

ることができる。また、生物実験で用いられるマ

プロトコール、測定手法の違いに起因すると考え

イクロウェルプレート、成長因子などの濃度に 3

ている。例えばSAM表面にタンパク質を吸着さ

次元的に傾斜を形成し網羅的に細胞応答に関する

せる際の溶液の動きの有無、センサー表面の面積

データを取得する手法も報告されている。

に対する溶液の量、などさまざまな要因がデータ
のばらつきの原因となっていると考えられる 4）。

最後に材料のスクリーニングについて述べた
い。学習後のANNに仮想の分子構造を入力する

このような生物系の実験においてよく見られる

ことで、その分子からなるSAMsの水の接触角、

実験プロトコールの違いによる実験結果の差は、

タンパク質吸着量を予測することが可能である。

バイオマテリアル表面上への細胞接着実験におい

図 6 は学習後のANNにデータベースには存在し

てはさらに顕著になる。たとえ同じ種類の細胞を

ない分子構造を有する分子の構造を入力し、フィ

用いても、細胞のロット、材料に細胞を播種する

ブリノーゲンの吸着量を予測した結果である。こ

までの培養の仕方、リンスまでの時間・リンスの

こでは末端基のエチレングリコールの数、硫黄原

方法など、さまざまな要因が実験データのばらつ

子と末端基の間にあるスペーサー層としての役割

きの原因となりうる。

を果たすアルキル鎖の長さ
（炭素数）という、2つ

バイオマテリアルのタンパク質吸着、細胞接着

のパラメータを変えることによる、フィブリノー

特性のデータを取得するためには、同一の条件で

ゲンの吸着量の変化を調べた。まず、エチレング

大量のデータを取得可能なコンビナトリアル的な

リコール基の数を増やすほど、フィブリノーゲン

方法が時間・コストという観点から好ましい。本

の吸着量が減っている
（抗タンパク質吸着特性が

研究において我々は、図 5 のような、金基板の

向上する）ことがわかる。一方で、アルキル鎖の

場所によって、分子の割合が連続的に変化する 2

長さを変えてもフィブリノーゲンの吸着量は大き

種分子混合基板
（傾斜基板）
を用いて、タンパク質

く変化しない
（SAMsの特性は末端基で決定され

の吸着、細胞接着のデータを取得した

る）、というSAMの性質をANNは学習している

。混合

5）、6）

させる分子の組合せを系統的に変えることで、化

ことがわかる 4）。

学組成とタンパク質・細胞応答のデータを網羅的

このように学習後のANNは材料のスクリーニ

に取得することが可能である。我々の系では 1枚

ングに利用することができる例を紹介したが、デ

の基板（1 × 1 cm2）で 100程度のデータを取得す

ータセットに含まれない、化学構造が全く異なる
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エチレングリコール基の数を増やすとタンパク質吸着量が減少する、
アルキル鎖の長さを変えてもタンパク質吸着量
影響はない、
といった単分子膜に関する我々の 常識 が再現されている

図6 学
 習後のANNを用いて架空の分子からなる単分子膜へのタンパク質吸着を予測した例
（OMeはメトキシ
基末端を示す）

分子のSAMの特性を予測する際には注意が必要
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おわりに
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