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刊行にあたって
手順を通して目標とする分子構造や材料の設計を行い、最後にその妥当性の検証のために実験により確認することになる化学は帰納的な学問としてとらえられている。
こうした中で特に明確な数式モデルを構築して、求める物性などを満足する分子構造や材料を設計する流れが強くなってきた。実験、測定、そして計算を行うと必ず数
字（データ）が得られる。このデータが、例えば有機低分子化合物の沸点だとすると、化合物と沸点とを関連付けたものが、データの上位の情報と呼ばれるものである。
この情報の件数が 100 件、1000 件と増えていくと、構造と沸点との関係性を明らかにしたいという願望が出てくる。この構造と沸点（つまり物性）との間の関係を数式と
して表現したものが構造物性相関モデル（y=f(X)）と呼ばれ、情報の上位に位置する知識となる。この知識を利用することで沸点（物性）未知の構造情報をモデルの X に
入力することで y として沸点(物性)を予測できるようになる。また、逆に特定の物性を y に指定することで、その沸点(物性)を満足する X、つまり構造を求めることにつ
ながる。予測と設計が可能となるのである。このようなことを目的の一つとしてケモインフォマティクスが発展してきたし、その土壌としてのデータの収納法、化学構造
の表現法など、化学情報の取り扱いに関する様々な研究がケモインフォマティクスとして幅広く研究されてきた。
所望の機能を想定した場合、それを満足する分子、材料、デバイスを手に入れようとするが、そのために 1）何を作るか、2）それをどう作るか、3）それはできたか、
4）それを製品としてどう作るか、そして 5）どう物質循環させるか、という項目が必然的に関わってくる。ケモインフォマティクスは化学が関わる広範な領域を対象とす
る知識情報処理と言える。それぞれの項目は、様々なデータ・情報から誘導される知識によってサポートされる。
マテリアルズインフォマティクスはその中で「何を作るか」に特にフォーカスしたケモインフォマティクスの一領域とみなせる。しかしながら、材料特性が作り方（プ
ロセス）に依存して変わることから、
「どう作るか」
、
「製品としてどう作るか」という項目も深く関わってくることが次第に分かってきた。私はこの意味で、
「プロセスイ
ンフォマティクス」を提言してきたが、もはやこれは当たり前のこととして定着しつつある。様々なフェイズで観測される化学データ・情報は相互に関係しあって高度利
用可能な知識へと昇華していく。データや情報を通して材料設計の奥深さを感じる。材料設計の奥深さに合わせてマテリアルズインフォマティクスのスペクトルは大きく
広がった。マテリアルズインフォマティクス領域の研究者がこの数年の間に多く活躍するようになったが、その主だった方々が今回のこの書の発刊の企画に賛同し、マテ
リアルズインフォマティクス最前線の研究動向を御執筆下さった。監修者として改めてここに深く感謝申し上げる次第である。この書がマテリアルズインフォマティクス

を推進する多くの研究者にとって羅針盤となることを切に願うものである。
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設計・プロセス設計・品質管理と制御
の連動
船津公人
1.材料設計の現状と課題
2.プロセスも含めたポリマー材料設計
戦略
3.プロセス・インフォマティクスの展
開
第 3 章 ベイズ最適化を活用した耐熱
性ポリマーの効率的設計
南 拓也
1.緒言
2.手法
2.1 機械学習モデルの構築
2.2 ポリマー設計効率の評価方法
3.結果
3.1 ポリマー物性予測モデルの性能
評価
3.2 ポリマー設計効率の評価
4.結言
第Ⅵ編 最新研究・開発事例
（触媒開発）
第 1 章 触媒インフォマティクスの創
成に向けた実験・理論・データ科学研
究 日沼洋陽，蒲池高志，鳥屋尾 隆，
清水研一
1.TiO2 表面における分子吸着のフロン
ティア軌道理論
2.酸化物表面における酸素欠陥生成エ
ネルギーの第一原理計算
3.機械学習による吸着エネルギーの予
測
第 2 章 合金表面上におけるメタン活
性化の触媒インフォマティクス
吉田将隆，斎藤雅史，
辻 雄太，蒲池高志，吉澤一成
1.序論

2.計算方法
2.1 結果と考察（1）学習データセ
ットの作成
2.2 結果と考察（2）回帰モデルを
利用した触媒探索
3.総括
第 3 章 日本触媒におけるキャタリ
ストインフォマティックスの適用事
例
右田啓哉
1.はじめに
2.選択性向上のための調製条件の最
適化
2.1 背景 2.2 データ
2.3 解析手法 2.4 結果と考察
2.5 結論
3.触媒組成と性能への影響の推定
3.1 背景 3.2 データ
3.3 解析手法 3.4 結果と考察
3.5 結論
4.おわりに
第 4 章 マテリアルズ・キャタリス
トインフォマティクスの概要と展望
髙橋啓介，髙橋ローレンニコール
1.データ
2.データから知識
3.プラットフォーム
4.今後の展望
第Ⅶ編 最新研究・開発事例
（電池・電解質・電解液関連）
第 1 章 ペロブスカイト太陽電池用
ホール輸送材料のキャリア移動度予
測のための計算科学インフォマティ
クス研究
杉本 学，田中大佑生
1.はじめに
2.キャリア輸送特性のための予測モ
デルの構築
2.1 記述子の導入に関する理論的
考察
2.2 エネルギー記述子の数値的評
価
3.回帰モデルの構築と予測性能
4.まとめと今後の展望
第 2 章 リチウム導電体探索手法の
発展と現状 鈴木耕太
1.はじめに
2.リチウム導電性固体電解質の探索
2.1 古典的な探索手法（1）元素置
換による探索 （2）構造に基づく
探索（3）組成に基づく探索
2.2 理論計算やインフォマティク
スを使ったアプローチ（1）計算
化学による構造を基にした探索
（2）機械学習を活用した組成に
基づく探索
3.おわりに
第Ⅷ編 今後の展望 ケモインフォマ
ティクス・マテリアルズインフォマ
ティクスの将来展望
船津公人
第Ⅸ編 参考資料 データ解析の
進め方
船津公人
1.データセットの表現
2.前処理
3.3 シグマ法
4.Hampel identifier
5.Savitzky-Goley（SG）法
6.主成分分析（Principal
Component Analysis，PCA）
7.独立成分分析（Independent
Component Analysis，ICA）
8.最小二乗法による線形重回帰分析
9.Partial Least Squares（PLS）
10.Support Vector Machine（SVM）
11.Support Vector Regression
（SVR）
12.Online SVR（OSVR）
13.Least Absolute Shrinkage and
Selection Operator（LASSO）法
14.ステップワイズ法による変数選
択
15.Genetic Algorithm-based PLS
（GAPLS）
16.Genetic Algorithm-based
WaveLength Selection（GAWLS）
17.k-nearest neighbor（k-NN）法
18.One-Class SVM（OCSVM）
19.各種統計量

