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背景

 物質・材料開発の世界的な競争の激化

 新物質・新材料の発見による基礎科学の発展

- 高温超伝導体の発見→強相関電子系の物理

 実験の高度化、計算機能力の飛躍的向上

- 各種の先端計測装置、ムーアの法則、ビッグデータ
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背景（つづき）

 機能に基づく材料開発への要求の増大・困難

- 膨大な可能性からの候補物質の探索

- 製造プロセスにより異なる材料特性

化学組成

結晶構造

電子状態

ミクロ組織
構造

合成方法

電磁気的特性

光学特性

熱的特性

反応性

機械強度

望みの
機能・性質

接合・加工

逆デザイン



3

求められる研究

1. 新物質発見の促進、設計指針の構築

2. 大規模データからの相関・法則の帰納的解明

3. 候補物質の高速・大量スクリーニング

4. 物質・材料データの包括的記述

5. データ取得・蓄積・管理手法、計算・解析ツール

必ずしも上記に限定されることはありません。
従来の物質・材料開発に大きなインパクトをもたらす、
挑戦的な研究を期待しています。
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具体的イメージ（１）

候補物質の高速・大量スクリーニング
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

数千種類の化学組成のリチウム電池正極材料
について、第一原理計算により物性を高精度に
計算し、スクリーニングにより最適な化学組成を
効率的に予測。（京都大学）

京都大学プレスリリース
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2014/140730_1.html

予測に基づき、新合成手法によりリチウム電池正極
材料の精密な合成に成功。（シャープ）
電池特性実験の結果、超長寿命を実証（従来品の
約6倍）
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具体的イメージ（２）

大規模データからの相関・法則の帰納的解明
- 構造-物性相関、構造-活性相関 etc
- 背後にある物理法則（因果関係）の推定
- それを用いた新物質・新材料の探索・設計

新物質発見の促進、設計指針の構築
- 機械学習による物性予測の高精度化・高速化
- 未知の候補物質、未知の反応経路の網羅的探索
- 機能性材料設計に有用な記述子の抽出
- 設計指針に資する新概念（e.g. イオン半径、電気陰性度 etc.）
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具体的イメージ（３）

データ取得・蓄積・管理手法、計算・解析ツール
- ハイスループットの試料評価手法
- データベースの構築・管理手法
- 各種計算・解析ツールの構築

物質・材料データの包括的記述
- 各種測定データの管理・共有の方法論
- 見通しのよい物理的概念（e.g. フェルミ面 etc.）
- 多次元データの解析・可視化
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提案書に含むべき事項・期待

 材料開発にもたらす科学技術的インパクト

 提案の手法で獲得できると見込まれる新知識

 得られる新物質・材料の機能

 産業や社会への貢献
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異分野連携の推奨

本研究領域は、これまで物質・材料科学を牽引してきた物理学・
化学・材料工学など単独の学術分野だけでは達成しえない目標
を多く含み、情報学・統計学・数理科学などの分野との連携・融合
が欠かせません。

研究提案書の作成にあたっても、異分野の専門家と議論すること
で、研究提案の具体性・実現性の向上が期待できます。また、提
案者だけの視点では見落とされていた課題や解決策が発見でき
る可能性もあります。

このような観点から、本研究領域では、提案者自身と異なる知識・
技能をもつ専門家と、提案内容について予め議論を深めておくこ
とを強く推奨します。
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領域アドバイザー

青柳岳司
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

射場英紀 トヨタ自動車（株） 電池材料技術・研究部 部長

伊藤 聡 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

小谷元子 東北大学 大学院理学研究科 教授/材料科学高等研究所 研究所長

佐藤寛子 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 准教授

田中功 京都大学大学院 工学研究科 教授

知京豊裕 物質・材料研究機構 MANAナノエレクトロニクス材料ユニットユニット長

津田宏治 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授

寺倉清之 物質・材料研究機構 フェロー

中井浩巳 早稲田大学 理工学術院 教授

樋口知之 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長



さきがけ「マテリアルズインフォ」 H27・28年度採択テーマ
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、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す。

1. 新物質発見の促進、
設計指針の構築

機械学習による物性予測の高精度化・高速
化、未知の候補物質、反応経路の網羅的探
索、設計に有用な記述子の抽出、設計指針
に資する新概念

４ ４

2. 大規模データからの相関・
法則の帰納的解明

構造-物性相関、構造-活性相関、背後にあ
る物理法則の推定

３ ３

3. 候補物質の高速・
大量スクリーニング

未知物質の物性の高精度予測、合成・評価
の実験計画に資する候補物質を高速大量ス
クリーニング

２ ２

4. 物質・材料データの包括的
記述

各種測定データの管理・共有の方法論、多次
元データの解析・可視化

２ １

5. データ取得・蓄積・管理手法、
計算・解析ツール

ハイスループットの試料評価手法、データ
ベースの構築・管理手法、各種計算・解析
ツールの構築

４ ２

H27年度応募総数 １１６件 H28年度75件 第1期生・2期生 合計27名 15 12

HP⇒ http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah27-4.html

http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah27-4.html


研究者（1、２期生27名）の内訳
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材料探索、探索手法

１０名＋４名
電子材料、熱電材料、触媒、
アモルファス材料、発光材料、

電池材料、他 特性予測手法

６名

材料解析手法

７名

94

2

32

3

12
1

実験・計測

７名
理論・計算

１４名

情報・数学

６名
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領域の取組（平成27・28年度）

・領域会議の開催
・さきがけ研究者の自主的な交流促進（勉強会、他）
・さきがけ新分野開拓セミナー「ICTとの協創」の開催
・さきがけ研究者サイトビジットの実施



採択後の研究領域運営にあたっての方針

• 採択後にも必要と思われる協働を研究領域として積極的に支

援していきます。また、関連するCREST、さきがけ研究領域を

はじめとした国内外の様々な研究プロジェクト等との連携を進

めていきます。

課題間連携・領域間連携

• データやデータ解析ツールの共有・利活用などのオープンサイ

エンスの推進を他プロジェクトとともに図ります。

データについて
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連携の推奨

 コラボレーション提案

-領域内さきがけ研究者同士の共同研究

 NIMS-イノベーションハブ

-共同研究のほか、データやツールの利用・共有

 他のCREST・さきがけ領域

-実験と理論・計算・データ科学を融合した材料開発の革新

ビッグデータ、数理モデル、革新的触媒、ナノエレ、etc

 元素戦略拠点、ポスト「京」重点課題（５）（７） 等
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ご応募お待ちしております

募集
締切

さきがけ

５月30日（火） 正午（厳守）

書類選考 7月中旬

面接選考 8月上旬

選定課題の通知・発表 9月上旬

研究開始 10月1日

★注意）募集締切までにe-Radを通じた応募手続きが完了していない提案に

ついては、いかなる理由があっても審査の対象とはいたしません。


