電池・半導体・高分子・医薬品など材料開発の最前線！
AI・機械学習等データ科学が物質・材料研究にもたらすものとは？
各種企業、大学、研究開発法人の第一線で活躍する執筆陣が送る必読の書！
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●発刊

2018年3月

●定価 54，000円 + 税 ●体裁
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★今までの材料探索とはどう異なるのか？何ができるのか？どうやればできるのか？
豊富な視点、豊富な具体的事例を網羅し活用のヒントを提示！
★機械学習、ベイズ最適化、スパースモデリング、第一原理計算やシミュレーション技術等
基盤となるデータ科学、計算化学の基礎知識をしっかり理解
★記述子の選択法は？各種スクリーニング技術は？データベースの種類は？
材料開発にデータ科学を活用する場合の具体的内容も幅広く網羅
★国内外の研究の進展状況は？今後の材料開発研究に必須の最新動向を掲載
特許戦略等今まで触れられなかったビジネス展開にも言及！新潮流をしっかり把握しよう！
★注目のリチウムイオン電池材料への応用から半導体、電子部品、高分子、
バイオマテリアル、医薬品など有機無機それぞれの材料探索への応用事例を幅広く掲載
☆★内容の詳細は裏面に掲載しております！ご確認ください★☆
ＨＰでも詳細内容を掲載。お申込も簡単！ 「情報機構 BC180301 」と検索！
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適用事例と提案
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２．分析技術の課題
第3節 データ科学と第一原理計算を活用した
２．１ 測定データの統合化
蓄電池用固体電解質の物性評価
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３．X 線による分析技術の場合
２．データ科学を活用した固体電解質の
３．１ マルチプローブによるデータの統合
電気化学的安定性の評価
３．２ 測定データのシミュレーション技術 ２．１ 固体電解質中の
スクリーニングへの適用 ３．３ 課題
リチウムイオン配列の最適化
第3節 新規材料の探索とインフォマティクス
２．２ 固体電解質の電気化学的安定性評価
１．回帰解析／２．バーチャルスクリーニング ２．３ 過剰リチウムに伴う固体電解質の
還元分解反応式の予測
３．効果的な探索

電解液・添加剤反応
２．計算手法と計算モデル
Blue-Moon アンサンブル法 / 計算モデル
３．負極近傍での電解液・添加剤の
化学反応計算
４．マテリアルズインフォマティクスへの期待
第5節 高精度ホワイトボックス型機械学習
による熱電材料開発
１．熱電材料 /２．スピン熱電材料
３．マテリアルズ・インフォマティクスによる
スピン熱電材料開発
３．１ 材料ビッグデータの作成/ 収集
３．２ データの前処理
３．３ 機械学習による
有望な記述子の作成/ 発見
３．４ 記述子による材料スクリーニング
３．５ 材料合成
第6節 電子部品・デバイス
１．網羅的シミュレーションによる
最適材料の設計
バリア金属の選定 /添加元素の選定
２．直交表を用いた最適材料の高効率設計
３．応答曲面法を用いた関数化による
最適材料設計
金属材料の設計 / 添加元素の選定
第7節 高分子材料への適用
１．計算機シミュレーションによる
高分子材料設計の歴史
１．１ 企業における
高分子シミュレーションの拡がり
１．２ 高分子シミュレーションの難しさ
１．３ 分子シミュレーションによる
高分子材料設計の戦略
１．４ 東レにおける
分子シミュレーション活用事例
１．５ 代理指標による材料設計
２．マテリアルズ・インフォマティクス概要
２．１ 計算機による物性予測の枠組み
２．２ 海外の状況 ２．３ 国内の状況
２．４ MIを構成する要素
２．５ MIの“成功”を支えているもの
３．高分子材料設計へのMI活用に向けて
３．１ 高分子材料設計への適用の難しさ
データ量 / 記述子
３．２ 高分子材料設計への適用に向けて
代理指標の活用/シミュレーションの活用
第8節 MIを用いたバイオマテリアルの
設計の現状と今後の展開
１．バイオマテリアル研究の現状
２．情報科学を利用した
バイオマテリアルの研究における課題
３．生体分子・細胞応答データの
ハイスループットな取得方法の現状
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３．人工知能によるアプローチ
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