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領域アドバイザー

産業技術総合研究所
機能材料コンピュテーショナルデザイン
研究センター総括研究主幹

青柳 岳司

トヨタ自動車株式会社　先進技術開発カンパニー
電池材料技術・研究部長射場 英紀

物質・材料研究機構　統合型材料開発・情報基盤部門
情報統合型物質・材料研究拠点　拠点長
材料データプラットフォームセンター　センター長

伊藤 　聡

東北大学　大学院理学研究科　教授
東北大学　材料高等研究所　研究所所長小谷 元子

情報・システム研究機構
国立情報学研究所　准教授佐藤 寛子

物質・材料研究機構　統合型材料開発・情報基盤部門
情報統合型物質・材料研究拠点　副拠点長
MANA半導体デバイス材料グループグループリーダー

知京 豊裕

東京大学大学院
新領域創成科学研究科　教授津田 宏治

田中 　功

寺倉 清之

京都大学大学院　工学研究科　教授

物質・材料研究機構　フェロー

早稲田大学　理工学術院　教授中井 浩巳

情報・システム研究機構
統計数理研究所　所長樋口 知之

　研究推進にあたっては、情報科学研究者と物質・材料科学研究者等が連携し互いに触発しながらシナジー効果を得る体制を整え、エネル
ギー、医療、素材、化学など多くの産業応用に資する物質・材料の設計を劇的に加速しうる先駆的・革新的な研究を推進し、物質・材料科学
にパラダイムシフトを起こすことを目指します。

などの研究を対象とします。

具体的には、

社会的・産業的に要求される機能を実現する新物質・材料の発見の促進、設計指針の
構築
大規模・複雑データから構造・物性相関や物理法則を帰納的に解明する手法の開発と
それを用いた新材料の探索・設計
未知物質の物性を高精度に予測し、合成・評価の実験計画に資する候補物質を高速・
大量にスクリーニングする手法の構築
多種多様な物質データを包括的に整理・記述・可視化する新しい物理的概念や方法論
の構築
データ科学と物質・材料科学の連携・融合に資する物性データ取得・蓄積・管理手法の
開発、データベースの整備、各種計算・解析ツールの構築
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計測・分析技術の進歩、コンビナトリアル合成などのハイスループット実験手法の発展、スーパー
コンピュータに代表される計算機能力の飛躍的向上、第一原理計算などの強力な計算科学から
得られる高精度な知見などにより、物質・材料科学における原理解明が進むとともに関連する
データが短時間で大量に得られるようになっています。また、大量かつ複雑なデータからそれらの
持つ意味や新しい知識を引き出す情報科学技術の進展もめざましいものがあります。
　本研究領域では、これら実験科学、理論科学、計算科学、データ科学の連携・融合によって、
それぞれの手法の強みを活かしつつ相互に得られた知見を活用しながら新物質・材料設計に挑
む先進的マテリアルズインフォマティクスの基盤構築と、それを牽引する将来の世界レベルの若
手研究リーダーの輩出を目指します。

領域概要

東京大学 大学院理学系研究科 教授

常行  真司 Shinji Tsuneyuki

エネルギーマテリアルの創製を目指した新物質開拓を、第一原理計算
とマテリアルズインフォマティクスを用いた「物質設計・物質選定」と、ハ
イスループット合成技術を組み合わせて行います。選定物質の合成を
併せて行い、第一原理計算とマテリアルズインフォマティクスによる「物
質設計・物質選定」手法の優位性を示すことを目的とし、物質・材料研
究におけるイノベーション創出の高効率化と高速化に貢献します。

第一原理計算・インフォマティクス
主導型新物質開拓

大久保 勇男 物質・材料研究機構　国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
主任研究員

本研究では、原子の並び方には規則性がないと考えられているガラス・液
体・アモルファスと言った不規則系物質に注目します。最先端の放射光
実験基盤を構築し、計算機シミュレーション、データ科学を組み合わせるこ
とにより、高温･高圧･微小重力下と言った様々な環境下における不規則
系物質の物性および機能の発現メカニズムを原子・電子レベルで解析･
体系化し、マテリアルデザインへフィードバックすることに取り組みます。

機能性不規則系物質の
原子・電子レベル構造解析基盤の構築

小原 真司

結晶同士が接する面が作る界面や粒界は材料の持つ物性に強い影響を
与えますが、ありうる形が多すぎるため実験やシミュレーション計算で網羅
的に検討することは困難でした。そこで本研究では限られた数の計算結果
から物性値の予測モデルを統計的に構築することで候補物質の高速大
量スクリーニングを可能にする枠組みの開発を目指します。また、主なテスト
ケースとして低粒界抵抗な固体電池電解質材料の探索を行います。

機械学習に基づく効率的な
界面物性探索法の開発

烏山 昌幸

従来の貴金属触媒を代替するために、手に入れやすいものをいくつか組
み合わせて機能を持たせた材料が様々提案されるようになってきました。
これらの複合材料の中には、単に欠点を相互に補う「足し算的」な効果
だけでなく、組み合わせることで初めて出現する「掛け算的」な効果（シナ
ジー効果）を示すものがあります。このシナジー効果の由来を、計算化学
と情報学を併用して詳らかにし、新しい触媒材料の提案を目指します。

化学反応における多元系の
シナジー効果の評価と触媒探索への応用

小林 正人

名古屋工業大学大学院　工学研究科　准教授

北海道大学大学院　理学研究院　講師

物質・材料研究機構　先端材料解析研究拠点
光・量子ビーム応用分野　主幹研究員

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始

写真提供：日経サイエンス写真提供：日経サイエンス写真提供：日経サイエンス写真提供：日経サイエンス
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第一原理計算から物性を議論する際に重要となる有効模型の構築を
自動化し有効模型のモデルパラメータに対するデータベースを作成し
ます。この有効模型データベースを軸に、実験データと有効模型、およ
び物質構造と有効模型のデータ間の関連を機械学習などのデータ科
学の手法を用いて解析し、従来の手法と融合することで、超伝導体や
熱電物質、スピントロニクスデバイスなどの物質設計を目指します。

有効模型化を利用した
マテリアルズインフォマティクス

是常 隆

独自開発した先端マイクロ波分光を駆使し、マテリアルズインフォマ
ティクスとの融合を通じて光電変換機能に留まらないエネルギー変
換材料の超高速スクリーニングを行います。有機・無機材料の基礎
物性の包括的解明、および計算科学とデータ科学で得られる相関・
法則の帰納的解明を基盤とし、新規・既存の次世代エネルギー変換
材料の中からブレークスルーとなる種を探索します。

超高速スクリーニング法を駆使した
エネルギー変換材料の探索

佐伯 昭紀

機械学習手法の材料科学への応用においては、記述子の選択が最も重
要です。本研究では、機械学習による物性予測モデルに適した結晶構造表
現の一般的な記述子を考案することを目指します。さらに、原子間ポテンシャ
ル構築など、これらを用いた物性予測モデル構築を実施します。本研究が実
現されれば、第一原理熱力学計算の応用範囲が大きく拡がるとともに、従
来の経験則による材料探索を超えることが可能となることが期待されます。

機械学習手法による
合理的な材料物性予測技術の構築

世古 敦人

高機能リチウムイオン電池実現に向けて新しい電解液材料の開発が急がれ
ています。本研究では近年見つかった高濃度電解液の新規材料探索を行い
ます。具体的には、高性能化したい物理量の記述に本質的に必要となる特
徴量をデータ科学手法を用いて抽出し、それに基づく広範な材料探索手法を
構築します。さらに高速充電や高耐久性など複数機能の同時最適化法を確
立します。これら技術は他の新規材料探索分野への普及が期待されます。

高精度DFT-MD法とデータ科学を融合させた
新規高濃度電解液探索

袖山 慶太郎

物質・材料の計測や計算による大規模なデータの蓄積と整備を念頭に、近
年著しい発展を遂げている深層学習技術の最新知見に基づき、既知データ
から電子物性を高速・高精度に予測するデータ駆動型の計算技術を開発し
ます。本研究により、多様な蓄積データを利活用し、幅広い種類の物質の電
子物性の網羅的探索、逆過程の解析による逆デザイン、物性を支配する要
因や法則性の帰納的理解を可能とする汎用技術基盤の創出を目指します。

大規模データに基づく電子物性予測のための
深層学習技術の創出

瀧川 一学

本研究では、最先端データ科学技術を駆使して、材料の実験・計算データか
ら新たな知識や洞察を抽出し、逆問題可解な材料設計技術の開発を目的と
します。実験・計算技術の発展に伴う材料科学データの急増大状況に即し、
最先端データ科学技術を徹底的に導入して、材料データに内在する価値を
最大限に引き出し、形式化する技術を確立します。さらに、構造解析技術と
融合させることで物質の構造まで推定可能な材料設計法を確立します。

実験・計算データのマイニングと精密結晶構造解析との
融合による 逆問題可解な材料設計技術の開発

ＤＡＭ ＨｉｅｕＣｈｉ

フェーズフィールド法に基づき、構造材料の組織形成シミュレーション
モデルを構築します。また、実験データを同化することにより、モデルで
使用するパラメータを最適化し、高精度の材料組織シミュレーション
を実現します。このシミュレーション技術を用いて、各種材料パラメー
タが組織形成に及ぼす影響を調査し、材料パラメータの設計を通じ
て材料組織を制御するための指針を提示することを目指します。

材料開発を加速するための
組織シミュレーション基盤技術の構築

塚田 祐貴

応募者の研究背景と所属機関の特色を活かし、材料測定技術にインフォ
マティクスを導入します。特に、実験研究者の卓越した発想や熟練に対しイ
ンフォマティクスを相補的に用いることによって、(1)実験装置の新規な利
用法の実用化、(2)複雑な手順を要する測定の自動化・大量データ処理へ
の対応、(3)異なる専門技術同士の橋渡し・統合による新規な測定手法の
確立を行い、物性測定の側面から新物質創成の基盤形成を試みます。

物性測定における『熟練』と機械学習の
統合的アプローチ

中島 千尋

東北大学大学院　理学研究科　准教授

大阪大学大学院　工学研究科　准教授

京都大学大学院　工学研究科　准教授

北海道大学大学院　情報科学研究科　准教授

物質・材料研究機構　統合型材料開発・情報基盤部門
主任研究員

北陸先端科学技術大学院大学　知識科学研究科
准教授

名古屋大学大学院　工学研究科　准教授

科学技術振興機構　さきがけ研究者

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始
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2015年 研究開始
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結晶では幾何構造を記述する数理的手法がある事によってマテリアル
ズインフォマティクス(ＭＩ)の適用を可能にしました。他方、非晶質材料で
は幾何構造を記述する汎用的数理的手法がないためＭＩの適用を困
難にしています。申請者は近年発明されたパーシステントホモロジーを
用いて非晶質構造を記述する手法を提案し、ＭＩの適用範囲を広げる
とともにアモルファス材料の構造物性相関の指導原理を探求します。

トポロジカルデータ解析に基づく
アモルファス構造の包括的記述と特徴抽出

中村 壮伸

ランタノイド発光センサーは、航空機表面の温度計から生体内のプローブ
まで、幅広い分野で利用されています。本研究では、申請者が２０１４年に
提案したエネルギーシフト法と、自動反応経路探索法を組み合わせ、様々
なランタノイド発光センサーの発光・消光の反応経路をデータベース化し
ます。また、機械学習を利用して発光・消光の起こりやすさを決める因子を
抽出し、望む機能を持つセンサーを設計するための指針を確立します。

発光・消光経路のデータベース化による
ランタノイド発光センサーの分子設計指針の構築

畑中 美穂

近年化学式と結晶構造から物質の性質を予言する理論的・計算科学的手
法の開発が、日米欧の競争・連携のもと活発化しています。とくに、将来のス
ピントロニクス・デバイスの基盤と目されるトポロジカル物質の研究が注目さ
れています。本提案では、理論物理学・計算科学的知見に加えて実験デー
タをデータ科学によって統合し、電子間に働くクーロン相互作用の効果を精
密に推定することで物質設計を行う革新的手法の創出を目指します。

強相関第一原理電子状態計算と分光学実験データの
統合によるトポロジカル物質の理論物質設計手法創出

山地 洋平

内殻電子分光法は物質の微視的状態を分析・評価するための実験手法
ですが、定量的なスペクトル解析手法の欠如によりその情報を十分に活用
することができていません。本研究では第一原理計算と機械学習を活用し、
原子構造からスペクトルを迅速に予測する高効率・高品質スペクトル解析
エンジンを開発します。これにより膨大な実験データを測定者自身が解析し
活用することで、材料開発に繋がる新たな知見が得られると期待されます。

機械学習と第一原理計算による
新規スペクトル解析技術の確立

池野 豪一

層状化合物を単層および数層構造を化学的にはがす「はく離」の挙動を
制御し、所望の構造と機能を有するナノシート材料を得る設計・合成指針
を実験・計算・データ科学の融合によって見出します。これにより、ナノシー
ト材料を試行錯誤に頼ることなく効率的に合成し、特徴的な構造を活かし
た応用を実現します。本課題を発展させ、実験・合成研究者の視点からマ
テリアルズインフォマティクスを活用した効率的な材料合成を目指します。

はく離挙動を制御する指針の確立による
ナノシート材料の機能設計

緒明 佑哉

固体微細材料中の局所電子状態は、将来の新デバイス、エレクトロニクス
において重要な役割を果たします。本研究ではこの固体微細構造中の局
所電子状態に直接アクセスできる独自のミクロプローブによる分析手法を、
電子状態のシミュレーション等の理論、ミクロプローブによる測定データとモ
デルシミュレーションとを結びつけるデータ科学と融合させ、機能性固体微
細材料のミクロレベルからの電子物性解析基盤技術の構築を行います。

機能性固体微細材料のミクロレベル
電子物性解析基盤技術の構築

大塚 朋廣

計算材料データベース（ＤＢ）は、その有用性から世界中で開発が進められ
ています。しかし従来のＤＢでは、計算物性値が不足しており、電子材料の
開発には適していません。そこで本研究では、電子材料開発に必要な物
性に特化したＤＢ作成を行います。この時、ボトルネックとなるイオン化ポテ
ンシャルと点欠陥の計算を、機械学習と第一原理計算を組み合わせるこ
とで、精度を保持しつつ計算コストを大幅に減らす方法にて行います。

半導体材料開発のための
計算データベース構築

熊谷 悠

高分子性物質の材料としての最も顕著な特性は「絡み合い」に起因しま
す。本研究では、計算機実験から得られる大量の高次元データから、トポ
ロジカルな拘束を表現する情報を抽出し、理論研究との融合により、高
分子系に見られる「新規な絡み合い状態」の構造的特徴を明らかにしま
す。また、これらの構造特性と付随する力学物性、流動物性を結びつけ
て、従来の枠を超えて「絡み合い」の概念を深めていくことを目指します。

高分子物質のトポロジカル構造解析に
よる新規物性の探索と設計

坂上 貴洋

慶應義塾大学　理工学部　准教授

大阪府立大学　研究推進機構　講師

東北大学　電気通信研究所　准教授

東京工業大学　元素戦略研究センター　特任准教授

産業技術総合研究所
機能材料コンピューテショナルデザイン研究センター　研究員

奈良先端科学技術大学院大学　研究推進機構　特任准教授

東京大学大学院　工学系研究科　特任准教授

九州大学大学院　理学研究院　助教

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2015年 研究開始

2016年 研究開始

2016年 研究開始

2016年 研究開始

2016年 研究開始

2016年 研究開始
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近年、微細構造を自動的かつ網羅的に計測する技術の発達・普及ととも
に、物質・材料科学の研究者が取り扱うべきデータ量が増大しているた
め、自動的なデータ解析法の需要が益々高まっています。本研究課題で
は、電子顕微鏡の分光スペクトルイメージ等の計測データを高精度かつ
定量的に解析する統計的機械学習法を開発します。そして、開発技術を
アモルファス等の未知の物質構造や構造特性の同定に応用します。

物質・材料の微細構造計測に
おけるインフォマティクス技術の開拓

志賀 元紀

高精度量子多体計算に機械学習の手法を取り入れて計算効率を最適化
する新たな数理手法を開発し、強相関電子系の物性予測・物質設計に応
用します。具体的には、動的平均場理論で用いられる量子モンテカルロ法に
おいて、計算効率が最もよくなる波動関数の展開基底を推定する学習モデ
ルを構築します。それによりこれまで解析することができなかった多軌道・大規
模クラスターの物質模型に対する高精度計算の道を拓くことを目指します。

強相関電子系に対する機械学習を用いた
高精度量子多体計算の新たな数理アプローチの開拓

辻 直人

分子の発光機能には様々な応用があり、生体プローブや有機ELなどへの
利用に向けて高い発光性能を有する分子の開発研究が進められています。
近年、光反応の反応経路自動探索が可能となり、機構解析や光機能の理
論評価が簡便に行えるようになってきました。本研究では、光反応の反応経
路自動探索によって得られる円錐交差構造をデータベースとして蓄積し、円
錐交差データベースに基づく蛍光分子自動設計法の開発を目指します。

円錐交差データベースに基づく
蛍光分子自動設計法の開発

原渕 祐

電池材料探索には計算機によるシミュレーションが利用されますが、電池
材料の遷移状態の諸特性の計算負荷は多大で（イオン伝導度、電子伝
導度等）計算機パワーがいくらあっても探索しきれません。そこで本研究で
は、遷移状態の諸特性を基準とした優れたリチウムイオン電池の新規材料
の系統的・効率的探索を目的とします。結晶構造データベースと材料シミュ
レーション、そしてインフォマティクスの手法を組み合わせて実現させます。

材料シミュレーションとインフォマティクスを用いた
データ駆動型リチウムイオン導電性セラミックスの探索

ＪＡＬＥＭ Ｒａｎｄｙ

太陽電池性能を増強させる添加色素にふさわしい分子構造をコン
ピュータ予測するなど、所望物性を実現できる物質構造をベイズ推
定理論に基づいて計算予測できる枠組を構築します。 第一原理計
算による効率的訓練データ学習を組合せて、従前の方法では対応
できない、より複雑で現実的な「所望物性の与え方」に対応できる実
用的枠組み構築に取組みます。

ベイズ事後分布を探索重みに活用した
物質構造探査の予測性向上

本郷 研太

界面は材料機能に決定的な役割を果たします。本研究では、これまで開
発してきた機械学習を用いた界面構造決定法をさらに発展させるととも
に、界面固有の構造と物性との相関性、つまり『界面における機能構造
相関』を解明することを目的としています。本研究により界面構造決定の
プロセスが大幅に高速化し、さらに界面における構造と機能との相関性
に関する理解が深まれば、界面の機能設計を実現できると期待されます。

情報科学手法を利用した
界面の構造機能相関の解明

溝口 照康

地球温暖化問題の解決に必要となる高冷却効率と低環境負荷を同時に
実現する混合冷媒の理論設計に挑戦します。混合物質中では、分子間相
互作用が非線形に変化します。本研究では、混合物質の任意混合比にお
ける熱力学物性を予測する技術を、第一原理分子シミュレーションと機械学
習の連携により確立します。無限にある混合冷媒から、環境負荷を考慮し
た、地球温暖化問題解決に最適な共沸混合冷媒の構成成分を導きます。

特定混合比で発現する特異物性を利用した新材料創成の
ための第一原理分子シミュレーションと機械学習の連携

森 寛敏

北陸先端科学技術大学院大学　情報社会基盤研究センター
准教授

物質・材料研究機構　環境材料研究拠点　研究員

東京大学　生産技術研究所　准教授

お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系　准教授

岐阜大学　工学部　准教授

理化学研究所　創発物性科学研究センター　研究員

北海道大学大学院　理学研究院　助教

安価・軽量・フレキシブル・プリンタブル・希少金属フリーといった利点を有
する有機半導体の開発は、有機ELをはじめとする次世代電子デバイスの
根幹を担う重要な課題です。本研究では、相対論的量子化学計算とベイ
ズ最適化を組み合わせることで、励起状態の仮想スクリーニングを効率的
に行います。さらに、候補分子の合成からデバイス特性評価までの一貫した
実験研究を推進し、革新的な発光特性を有する有機半導体を創出します。

励起状態の仮想スクリーニングによる
革新的有機半導体の探索と実用

相澤 直矢 九州大学　稲盛フロンティア研究センター　特任助教

2016年 研究開始2016年 研究開始

2016年 研究開始2016年 研究開始

2016年 研究開始2016年 研究開始

2017年 研究開始2016年 研究開始
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情報科学手法のスパースモデリングを用いることで、計算科学・計測
科学から得られる高次元データの本質的な構造を抽出する方法論を
確立します。これにより、効率的な物理モデル構築を促進するととも
に、マテリアルズインフォマティクスにおける情報数理基盤の構築を
目指します。

スパースモデリングによる物質・
材料設計のための基盤技術の構築

五十嵐 康彦

離散および位相幾何学的手法を基軸とした純粋数学的手法と、原子分
解能走査透過電子顕微鏡法・第一原理計算の融合により、粒界構造・
現象の背後に潜む数理構造を抽出します。これにより、安定粒界構造・
粒界現象を根本的に理解し、既存の粒界幾何学理論を超えた新たな粒
界原子構造の幾何学を構築します。そして機能予測に有効な粒界構造
指標を提案し、多結晶体の機能特性の系統的予測に取り組みます。

離散・位相幾何学的手法による
界面構造予測と粒界指標の確立

井上 和俊

実際の材料探索では、機械学習によって材料特性を予測することだ
けでなく、『作成されたモデルを物理学/材料学によって人間が解釈す
ること』も求められます。それは、そのモデルが正しいかどうかを判断する
ためだけでなく、そこから新しい物理現象や新物質創成のヒントが得ら
れるからです。本研究では、このような『人間主導マテリアルズ・インフォ
マティクス』に必要な機械学習手法を開発し、その成功例を示します。

材料開発に特化した高精度ホワイトボックス型機械
学習手法の開発と、そのスピン熱電材料開発への応用

岩崎 悠真

本研究では、ナノカーボン材料合成分野における機械学習の有用
性を実証することを目的として、ナノカーボンの精密原子構造制御手
法の開発を目指します。炭素１次元物質であるカーボンナノチューブ
を主な研究対象とし、機械学習と従来合成技術を融合することで、ナ
ノチューブの物性を決定している構造因子であるカイラリティを精密
制御可能な新合成システムの開発に挑戦します。

機械学習を活用した
ナノカーボンアトミックエンジニアリング

加藤 俊顕

本研究では、薄膜・界面の精緻な制御を通じた水素化物物性の新
機能開拓を目指しています。水素化物薄膜の合成過程にベイズ最
適化とロボット技術を融合し、「全自動かつ自律的な薄膜づくり」を超
高速に行う装置を開発します。このスピーディーな薄膜合成と機械学
習を取り入れた組成・ドーピング元素の最適化により、超伝導等の物
性発現に向けた水素化物薄膜の設計指針を構築します。

自律的ものづくりを導入した
金属水素化物の革新的新機能創出

清水 亮太

リチウムイオン導電体は全固体リチウム電池実現の鍵となる材料ですが、新
物質開発が進んでいません。本研究では、合成科学の古典的な手法や考え
方に情報科学からの知見を融合させ、新材料発見の期待値の高い領域を精
査し、酸化物系の新物質探索を行います。合成科学から予測されるイオン導
電特性、情報科学から示唆される新物質形成の可能性を融合させ、材料探
索の時間を大幅に短縮させる新しいイオン導電体探索方法を確立します。

合成－情報科学の融合による
リチウムイオン導電体の探索手法開拓

鈴木 耕太

本研究提案では、実験情報に依らずに物質の磁気構造を求めるため
の新しい計算の枠組みをもとに、物質の磁気構造データベースを作
成します。そしてこの磁気構造データベースをもとに、磁気構造を特徴
づける量と巨視的な物性現象の相関関係を第一原理計算によって
計算し、機械学習の教師データとして蓄積することで、磁気構造に特
有な物性に対する新しい物質設計フレームワークを構築します。

多極子理論とデータ科学の
融合による物質設計

鈴木 通人

本研究提案では、インフォマティクスと電子状態計算を融合させることで
初めて達成される二つの研究を遂行します。第一の研究では、電子状態
計算手法として広く用いられてきた密度汎関数理論(DFT)の、最大の難
題である厳密な汎関数構築に挑戦します。それにより従来よりも圧倒的に
高速な次世代DFTを開発します。第二の研究では、合成化学において必
要不可欠である触媒を考慮した化学反応の予測システムを開発します。

量子化学と情報学との融合による次世代密度汎関数理論と
均一系触媒における反応予測システムの開発

清野 淳司

科学技術振興機構　さきがけ研究者

東北大学大学院　工学研究科　准教授

東京工業大学　物質理工学院　助教

理化学研究所　創発物性科学研究センター　上級研究員

科学技術振興機構　さきがけ研究者

東北大学　材料科学高等研究所　助教

日本電気（株）ＩｏＴデバイス研究所　研究員

早稲田大学　理工学術院総合研究所
次席研究員（研究院講師）

2017年 研究開始

2017年 研究開始

2017年 研究開始

2017年 研究開始 2017年 研究開始

2017年 研究開始

2017年 研究開始

2017年 研究開始

原子分解能計測原子分解能計測 理論計算理論計算幾何学理論幾何学理論
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2015年12月4日～5日　クロス・ウェーブ府中 2016年5月20日～21日　グリーンピア大沼

「マテリアルズインフォマティクス」領域の活動紹介

塗るだけで作成できる塗布型太陽電池は、次世代のエネルギーデバイスと
して活発に研究がなされています。本研究ではマイクロデバイスを用いたハ
イスループット合成システムとマテリアルズインフォマティクスの手法を駆使
して超高効率塗布型太陽電池材料の開発を行います。特に、無機半導体
ナノ構造が周期的に配列した金属-有機構造体（MOF）の結晶化条件と
光物性発現の指針を探索し、革新的な太陽電池材料の提案を目指します。

ハイスループット合成・評価システムと機械学習
の統合による革新的太陽電池材料の探索

田中 大輔

半導体デバイスやエネルギーデバイスへの応用が期待される、膜厚が１～数
原子層程度の原子層物質では、基板との相互作用や欠陥などの環境要因
が物性に顕著に現れます。本提案では、最先端の放射光分析技術とデータ
科学による大規模スペクトルデータ解析技術を融合させて多次元X線イメー
ジングを実現し、実デバイスの直接観測を通して、原子層物質の機能発現予
測に不可欠な環境要因との相互作用データベースの構築を目指します。

多次元X線イメージングを活用した原子層機能
デバイスの物性制御法探索基盤プロセスの構築

永村 直佳

本研究では材料の化学的パラメータおよびその材料に接した細胞応答
に関する実験・文献データの相関解析に基づき、"目的の細胞・組織応
答を確実に誘起する"バイオマテリアルの開発手法を確立します。また、
独自の界面解析技術によって、バイオマテリアル-足場タンパク質-細
胞・組織の階層的界面における分子プロセスを解明し、細胞・組織応答
が決定するメカニズムの解明とスピーディーな材料設計を目指します。

マテリアルズインフォマティクスと実験の融合による階層的
マルチスケールバイオ界面の解析と医療用バイオマテリアルの開発

林 智広

既知物質の機能を大きく凌駕する新規物質が発見できれば、物性
発現機構の理解を深化するだけでなく、産業のイノベーションにも繋
がることが期待されます。本研究では、物質ごとに合成条件とその成
否が整理された合成条件データベースの構築と、推薦システムによ
る合成最適条件の予測とを相補的に用いることで、効率的な物質
探索を行います。

高効率な新物質発見のための
合成手法推薦システムの構築

林 博之

化学結合の機構を解明するには、電子の相互作用のネットワークを理解す
る必要があります。それは時に人間の類推を超える形で複雑な相互作用
（多体問題）をしています。本研究では、この多体問題を高速に処理するた
めに、データ科学の人工ニューラルネットワークを利用した新しいアルゴリズ
ムの開発を目指します。手法は、第一原理計算のスキームと融合され、多様
な分子系の量子多体計算を可能とする基盤として開発を目指します。

人工ニューラルネットワーク理論に基づく
第一原理量子多体シミュレータの開発

柳井 毅関西学院大学　理工学部　准教授 自然科学研究機構 分子科学研究所　准教授

京都大学大学院　工学研究科　助教

物質・材料研究機構　先端材料解析研究拠点　研究員

東京工業大学　物質理工学院　准教授

領域会議

第1回領域会議 第2回領域会議

2016年12月8日～10日　湘南国際村センター
さきがけ・CREST革新的触媒と合同開催。

第3回領域会議

2017年6月15日～17日
淡路夢舞台

第4回領域会議

2017年11月23日～25日
沼津プラザヴェルデ

第5回領域会議

■プレゼンテーション■会議の様子

2017年 研究開始 2017年 研究開始

2017年 研究開始

2017年 研究開始

2017年 研究開始
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