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合成可能性評価に向けた
クラウドソーシングの利利⽤用
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● ⼤大量量の化合物の合成可能性を⼈人間に判定させたい
● クラウドソーシングを利利⽤用し
「専⾨門家以外の⼈人も含む多数の⼈人々が、それぞれ
短時間で合成可能性を判定する」仕組みを⽬目指す

● 実現可能性検討のため初期実験で以下を調査
1. 専⾨門家は短時間でも合成可能性を判定すること
ができるのか

2. 専⾨門家ではない⼈人が合成可能性を判定すること
ができるのか

概要：クラウドソーシングによる
化合物合成可能性判定の実現可能性を検討



3 

● 分⼦子設計システムを⽤用いた創薬では、
合成可能性による化合物のスクリーニングが必要

● ⾃自動判定⼿手法はまだ精度度・計算時間の⾯面で実⽤用レ
ベルには達していない
  Molecular  complexityにもとづく⼿手法
  合成経路路設計システム
● 専⾨門家による判定が現実的な⼿手法
  ⼤大量量の化合物を判定させるには⼈人⼿手不不⾜足

背景：合成可能性の⾃自動判定⼿手法は未確⽴立立、
専⾨門家による判定は⼈人⼿手不不⾜足
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● クラウドソーシング：
「インターネットを通じて不不特定多数の⼈人々に仕
事を依頼する仕組み」
電⼦子市場の例例：Amazon社のMechanical  Turk

● 「マイクロタスク」と呼ばれる、１回数秒〜～数分
程度度の規模の仕事に分割し依頼する形式が主流流

● 計算機科学の分野では、データ収集・評価実験・
⼈人間を組み込んだアプリケーションの開発などで
広く活⽤用されている

クラウドソーシング：⼤大量量の細切切れタスクを
不不特定多数の⼈人々に発注できる電⼦子市場
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● 視覚障がい者が
写真と⾳音声によ
る質問⽂文を送る

● VizWizは
クラウドソーシ
ングを⽤用いて、
短時間で回答を
返す

⼈人間を組み込んだアプリケーションの例例：
視覚障がい者⽀支援システムVizWiz

Bigham et al.: VizWiz: nearly real-time answers to visual questions, UIST 10, 2010.
※図は元論論⽂文Figure  1より引⽤用  
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Figure 1: The VizWiz client is a talking application for the iPhone 3GS that works with the included VoiceOver screen
reader. VizWiz proceeds in three steps—taking a picture, speaking a question, and then waiting for answers. System
components include a web server that serves the question to web-based workers, a speech recognition service that
converts spoken questions to text, and a database that holds questions and answers. quikTurkit is a separate service that
adaptively posts jobs (HITs) to Mechanical Turk in order to maintain specified criteria (for instance, a mininum number of
answers per question or a pool of waiting workers of a given size).

in a batch of n questions (tt1+...+ttn). quikTurkit has work-
ers complete multiple tasks to engage the worker for longer,
ideally keeping them around until a new question arrives. In
the following figure, points marked with an R represent when
the worker is available to answer a new question.

...Recruiting Worker... ...Completing Tasks...

tr tt1

R R R

time... ttn+ +

To use quikTurkit, requesters create their own web site on
which Mechanical Turk workers answer questions. The in-
terface created should allow multiple questions to be asked so
that workers can be engaged answering other questions until
they are needed. VizWiz currently has workers answer three
questions. Importantly, the answers are posted directly to
the requester’s web site, which allows answers to bypass the
Mechanical Turk infrastructure and answers to be returned
before an entire HIT is complete. As each answer is submit-

ted (at the points labeled R above), the web site returns the
question with the fewest answers for the worker to complete
next, which allows new questions to jump to the front of the
queue. Requests for new questions also serve to track how
many workers are currently engaged on the site. If a worker
is already engaged when the k

th question is asked, then the
time to recruit workers tr is eliminated and the expected wait
time for that worker is tt(k�1)

2 .

Recruiting workers before they are needed: quikTurkit al-
lows client applications to signal when they believe new work
may be coming for workers to complete. VizWiz signals that
new questions may be coming when users begin taking a pic-
ture. quikTurkit can then begin recruiting workers and keep
them busy solving the questions that users have asked previ-
ously. This effectively reduces tr by the lead time given by
the application, and if the application is able to signal more
than tr in advance, then the time to recruit is removed from

336
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我々のビジョン：クラウドソーシングを利利⽤用して
創薬プロセスに⼈人間を効率率率的に組み込む

● ⼈人間を組み込んだ合成可能性判定システムを実現、
創薬プロセスの部品にする
  合成可能性を判定したい化合物が
システムに送られる

  システムはクラウドソーシングを⽤用いて
短時間で回答を返す

● さらには、蓄積されるデータを⽤用いて
機械による合成可能性判定の精度度向上を⽬目指す
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● 初期実験で検討したい項⽬目
1. 専⾨門家は短時間でも合成可能性を判定すること
ができるのか

2. 専⾨門家以外の⼈人々に合成可能性を判定させるこ
とができるのか

クラウドソーシングによる合成可能性判定の
実現可能性検討のため初期実験を実施
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● 専⾨門性の異異なる⼈人々にいくつかの化合物の
合成可能性判定を依頼し結果を⽐比較
  専⾨門家  ４名：
製薬会社に勤務する現役ケミスト

  準専⾨門家  ４名：
他分野のケミスト・現役から離離れたケミスト等

  ⾮非専⾨門家  １００名：
商⽤用クラウドソーシングサービスLancers上で
雇⽤用した作業者

初期実験参加者：
専⾨門家・準専⾨門家・⾮非専⾨門家
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実験インターフェース（専⾨門家、準専⾨門家向け）

N

N

N O

O

CH3

CH3

NHCl

Cl

N
H

CH3CH3

１問めの作業（３０問中）
３ヶ⽉月でこの化合物を合成するように指
⽰示されたとします。以下の５段階の難易易
度度のうち、あなたの感覚にもっとも近い
ものを選んでください。

1（難しい）

2（やや難しい）

3（普通）

4（やや易易しい）

5（易易しい）

※⼀一つの化合物についての回答を送信すると、次の化合物が出題される
※⼀一化合物あたり「数⼗十秒〜～数分程度度で回答」するように指⽰示
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実験インターフェース（⾮非専⾨門家向け）

表⽰示される化合物について、合成難易易度度（＝作るのがどれくらい難しいか）を
直感で判断してください。間違っていても構いません。

N

N

N O

O

CH3

CH3

NHCl

Cl

N
H

CH3CH3

1（難しそう）
2（やや難しそう）
3（どちらともいえない）

4（やや簡単そう）
5（簡単そう）

化合物１

化合物２ …

※⼀一度度に全ての化合物について回答するよう依頼
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⾮非専⾨門家の知識識レベル:  
中⾼高で化学を学んだ程度度の⼈人が⼤大多数
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※当てはまるもの全てを挙げるよう指⽰示
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● 既存化合物  (a)  10個
  既存のセットからランダムに選択
● 合成困難化合物  (aʼ’)  10個
  既存化合物  (a)の構造を⼿手動で⼀一部変化させ、
合成困難にしたもの

● 新規化合物  (b)  10個
  専⾨門家にとっても未知の化合物

o  既存化合物(a)の類似構造をGDB-‐‑‒17から1000個程度度取得
o  そのうち、化合物DB内の環構造をもたない化合物を抽出

既存化合物、合成困難化合物、新規化合物の
３種類の問題セットを⽤用意
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本実験において、専⾨門家は極めて短い時間で
化合物の合成可能性を判定

専⾨門家
A

  専⾨門家
B

専⾨門家
C

専⾨門家
D

準専⾨門
家E

準専⾨門
家F

準専⾨門
家G

準専⾨門
家H

各回答者の
平均時間
（秒）

17.3 14.5 29.7 28.3 22.3 52.7 151.6 15.4

専⾨門家平均：22.5 準専⾨門家平均：60.5

※回答時間は、「合成可能性」の回答だけではなく「有⽤用性」への回答
とコメント（任意）の記⼊入時間を含む

● 専⾨門家は⼀一化合物あたり平均22.5秒で回答
● 準専⾨門家は専⾨門家よりも回答に時間を掛けていた
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● 評価  (1)
  「既存化合物  (a)」と「合成困難化合物  (aʼ’)」
では、合成困難化合物の⽅方が合成が難しいはず。
正しく判断できているか？

● 評価  (2)
  準専⾨門家・⾮非専⾨門家は専⾨門家と似た判断ができ
ているか？

評価⽅方法：「合成困難化合物」の⽅方が「既存化合
物」より難易易度度が⾼高いと、正しく判断できるか？
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評価（１）の例例

既存化合物  (a)

合成困難化合物  (aʼ’)

⼗十分な判定能⼒力力があれば「(a)より(aʼ’)の⽅方が合成が難しい」
と答えられるはず

N

O

OH

CH3

CH3

OH

O

N

O

OH

CH3

CH3

O

O

OH
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評価（１）の結果：
専⾨門家は短い回答時間でも正しく判断できた

専⾨門家の正解率率率
専⾨門家A 1.00
専⾨門家B 0.95
専⾨門家C 0.80
専⾨門家D 0.90
平均正解率率率 0.91

※「(a)の難しさ<(aʼ’)の難しさ」と正しく回答した場合１点、
タイの場合0.5点与えるものとし、10ペアでの平均得点を正解率率率とした

準専⾨門家の正解率率率
準専⾨門家E 0.45
準専⾨門家F 0.65
準専⾨門家G 0.55
準専⾨門家H 0.75
平均正解率率率 0.60

⾮非専⾨門家の正解率率率
平均正解率率率 0.52

● 平均正解率率率は、専⾨門家  ＞準専⾨門家  ＞⾮非専⾨門家

● 専⾨門家は0.91と
⾼高い平均正解率率率
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● 評価  (1)
  「実在化合物  (a)」と「合成困難化合物  (aʼ’)」
では、合成困難化合物の⽅方が合成可能性が低い
はず。正しく判断できているか？

● 評価  (2)
  準専⾨門家・⾮非専⾨門家は専⾨門家と似た判断ができ
ているか？

評価⽅方法：専⾨門家と似た判断ができているか？
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評価  (2)の結果：準専⾨門家は、
⾮非専⾨門家よりも専⾨門家と似た回答ができた

※各⼈人の回答を「平均0,  分散1」になるよう正規化した上で
「回答間のユークリッド距離離/√問題数」を「距離離」として計算

既存化合物
(a)

合成困難
化合物  (aʼ’)

新規化合物  
(b) 平均

専⾨門家間の
距離離の平均 0.954 0.619 0.789 0.787

「専⾨門家、準専⾨門家」
間の距離離の平均 1.440 1.071 0.951 1.154

「専⾨門家、⾮非専⾨門家」
間の距離離平均 1.515 1.092 1.331 1.313

● 専⾨門家との回答の類似性は、
準専⾨門家＞⾮非専⾨門家

新規化合物においても
合成困難化合物と同程
度度の⾼高い合意を確認
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● まとめ
  クラウドソーシングによる合成可能性判定の
実⽤用性を検討するため初期実験を実施

  専⾨門家は⼀一化合物あたり20秒程度度でも
正しく合成可能性を判定できた

  ⾮非専⾨門家にとっては合成可能性の判定は難しい。
準専⾨門家は、⾮非専⾨門家よりは正しく判定できた

● 今後の課題
  実験規模拡⼤大
  準専⾨門家を有効活⽤用する⽅方法の検討

まとめと今後の予定


