
超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト
紹介

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

材料・ナノテクノロジー部
三宅 政美

2021年1月12日

1



2

計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業
従来の材料開発手法 本ＰＪで開発する基盤技術

☞ 従来の延長線上にない材料探索の可能性と
開発スピードの加速化。

☞ 従来の延長線上の材料開発止まりの恐れ

設計

経験や勘

低解像度の
計測評価

逐次作業

評価 試作

設計

計算機支援材料
設計ソフト

先端ナノ計測評価
高速試作・革新
製造プロセス

評価 試作
→計算科学・AI

→計測技術 →プロセス技術

・有機系機能性材料を対象として、材料開発基盤技術（「計算科学」、「プロセス技術」、「計測技術」）を開発

・材料設計、プロセス技術、解析技術にスパコン・人口知能（ＡＩ）を徹底活用

・開発期間・試作回数を１／２０に削減

デジタル技術を活用した新しい素材開発インフラの整備
超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト

計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業



●マテリアルインフォマティクス（ＭＩ）を活用した材料開発
・2011年Materials Genome Initiative （米国）が発端、各国（欧州・中・韓）が追随

・2012年韓国B社・MIT論文公開、2015年日経新聞に上記論文の記事掲載

・2018年頃第3次AIブーム

●機能性材料
・市場規模は小さいが、高い世界シェアを確保し我が国産業競争力の源泉

事業誕生の背景
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SIP革新構造材料/MIシステムの開発
･性能まで予測する開発システム構築
･各モジュール開発とその統合化
･プラットフォームの基盤構築

第1期2014～2018
第2期2018～構造材料

（CFRP、耐熱合金、ｾﾗﾐｯｸｽ）

情報統合型物質・材料イニシアティブ
･基礎データベースの整備
･データ解析ツールの開発
･物質探索の成功事例の創出

2015～2020

磁石材料
蓄電池材料
伝熱制御・熱電材料

構造材・材料設計 無機材料・材料探索

有機系機能性材料・材料設計

国内先行プロジェクトとの切り分け



基盤技術の内容

・計算科学（シミュレーション技術）のマルチスケール
化による材料物性予測技術の確立（順方向予測）

・実サンプル試作の高速かつ自在な製造が可能な革
新的プロセス技術の確立

・従来観測出来なかった構造の精密観測や機能発
現のその場観測等の先端計測技術の確立

・上記で創出したデータを活用してAIを学習させ、AI
を用いて特定の材料物性の発現条件の予測技術を
確立（逆方向予測）

モデル材料（有機系機能性材料）
を対象として

☞従来の延長線上にない材料探索技術の確立で
開発スピードの加速化

（試作回数・試作期間1/20を目標） 4

三位一体の研究開発



機能性化成品
(超高性能触媒)

天然物やCO2を原料とする
機能性化成品・材料等

機能性材料

ディスプレー材料
機能性ゴム材料など

フローリアクター
による
自在合成

機能性モノマー

a b

高機能誘電材料

高耐電圧かつ高誘電性の
有機・無機ハイブリッド コ
ンデンサ等

自動車系部品など

高性能高分子材料

高性能コンポジット材料、
エレクトロニクス材料等

半導体材料

高透明度なサーモクロ
ミックフィルム、有機半導
体等

ナノカーボン材料
（ＣＮＴ・グラフェン）
軽量且つ高性能な自動車
用ワイヤーハーネス、導電
線や放熱材料等

フレキシブルディス
プレイ・照明など

自動車用ワイヤー
ハーネス、モーター用
巻線など

導電性ゴム、耐熱性
樹脂、放熱材料など
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超超プロジェクトのモデル材料分野



中

間

評

価

設計

評価

試作

助成事業(2019年度～)

2017年 2018年 2020年 2021年2016年 2019年

実材料の創製実証を行い、個別材料の
開発の加速化を図る。

スーパーコンピュータ

混練装置 射出成形機
ハイスループット
触媒合成装置

基盤技術の確立

DNP-NMR装置ナノプローブ分光装置 X線CT装置

材料データ構造化
AIツール開発

機械学習・深層学習

データ創出・MDP

X線CT３Dマップ

プロセスデータ解析 仮想実験

触媒活性解析多物性同時測定

反応経路探索

データ創出・材料設計スキームの確立

ナノカーボン(2017年度～)
構造化AIツール開発(2019年度～)

材料設計
プラットフォーム

事業終了後の
管理・運営の体制
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プロジェクト進捗状況



最近のリリース成果

・バイオエタノールからブタジエンを
生成する世界最高の生産性を有する
触媒システムを短期間で開発
→具体的成果報告[4]

・マイクロ波加熱による機能性
酸化物ナノ粒子の高速合成法を
開発

・人工知能(AI)によりフレキシブル
透明フィルムの開発の迅速化を実証

・ソフトアクチュエーターに必要な
大変形材料の開発を加速
→具体的成果報告[2]

ADMAT

技術資料→

最近のリリース成果、資料格納先

新着情報→
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文献名 著者 タイトル ・・・ A B ・・・ 温度 時間 濃度 ・・・
特許A　実施例１ ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
特許A　実施例２ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△
特許B　実施例１ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆
・・・
文献A　条件１ 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
文献A　条件２ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
文献B　条件１ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇

書誌情報 原料組成 合成条件文献名 著者 タイトル ・・・ A B ・・・ 温度 時間 濃度 ・・・
特許A　実施例１ ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
特許A　実施例２ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△
特許B　実施例１ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆
・・・
文献A　条件１ 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
文献A　条件２ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
文献B　条件１ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇

書誌情報 原料組成 合成条件

論文、特許、社内データ

文献名 著者 タイトル ・・・ A B ・・・ 温度 時間 濃度 ・・・
特許A　実施例１ ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
特許A　実施例２ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△
特許B　実施例１ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆
・・・
文献A　条件１ 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
文献A　条件２ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
文献B　条件１ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇

書誌情報 原料組成 合成条件

データの自動抽出

＜構造化AIツール＞
・テキストから抽出
・表・グラフから抽出

構造化データ

 目的：技術文献から高分子材料の物性情報等を抽出するツールの構築
 目標：高分子材料に関する日本語論文から材料開発に必要な物性情報やプロセス

情報を取得するための基盤データと構造化ツール構築
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PDFファイル

多種・多量のデータを迅速にＡＩ
解析に供することが可能となり、材
料機能を最適化する構造の推定
や合成プロセスの提案を効率化

オントロジー

材料データ構造化AIツール開発



以上
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ありがとうございました


