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 エネルギー・環境問題対策の一環としてナノ空間材料の活用が期待される。

 多孔性材料の構造を原子レベルからマクロスケールまで制御することは未だ難しい。

 これまでの主な試みは実験による広範囲な試行錯誤に立脚していた。

 実験、理論計算、データ分析を組み合わせることで、目的の物性を有するナノ空間材料を合成する。

 精密な分子設計により、ナノ空間材料の構造をマルチスケールで制御する

 得られた材料を吸着、分離、触媒反応、センシングなどへと応用する。

 マテリアルズインテグレーションに基づく

ユニークな特徴をもつナノ空間材料を創出した。

 分子設計による原子構造やマクロな形態を制御した。

 ナノポアの物性を向上させることができた。

 他の材料への展開。

 エネルギー消費の少ない分離技術など、

特定の応用に向けた材料設計。

 材料プロセッシングやコストを設計に含める必要。

細孔サイズの制御

鋳型分子設計に基づく
細孔径の精密制御

ナノ多孔性共役⾼分⼦のナノ繊維

粒子径・形態の制御

階層的細孔構造を有するゼオライト
精密に設計された分子やユニークな材料作製法による有効な形態を有するナノ空間材料の合成

設計された有機構造規定剤を用いた
ゼオライト骨格中Al原子位置の制御

原子位置の制御
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 State-of-the-art machine learning technics to infer physicochemical properties 
 Computational quantum experiments (DFT, TD-DFT, DFPT, MM, MD)
 Organic chemistry, polymers, micro-/macroscopic properties study

 Generation of novel materials based on a Bayesian framework
 Recursive learning from a priori selected computational experiments
 Enhancement of very small datasets
 Autonomous design of materials (small molecules, polymers)
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Autonomous design of materials

 Secondary-type batteries electrolytes
 High glass-transition temperature polymers
 Liquid-phase polymers
 Polymers of specific absorption/reflection spectra
 Physicochemical properties from very small datasets

 Electrolytes for high-charge, stable and non-toxic
secondary type batteries for specific functioning
temperature ranges

 High glass-transition temperature polymers for the
automotive and aviation industries

 Durable polymers for LEDs and controlled screening

 Ikebata, H. et al., Bayesian molecular design with a chemical language model, J. Comput. Aided Mol. Des., pp 1-13 
(2017)

 G. Lambard et al., Inverse Molecular Design: The IQSPR Software, J. Cheminf. (Software edition) (to be published)
 G. Lambard et al., Autonomous design of materials coupling machine learning with computational experiments, (to 

be published)

• Reach functional materials space where data are rare, i.e. beyond interpolative prediction
• Extrapolative physicochemical properties prediction via the coupling of machine-learning with 

computational experiments

Toward extrapolative predictions

Adaptive selection of the target space
• successive control of created materials
• reach the target when allowed via computational experiments

Proposed materials 
with desired 
properties
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