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 効率的な材料設計のための戦略的材料探索手法の開発
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In experimental design, complex relationships exist between the various experimental parameters and the 

target physical and chemical properties. Regression analyses with experimental data are a useful way to 
understand these relationships. In this study, search for new candidates in appropriate extrapolation domains, 
we consider the probability that a new candidate will have the intended property values and the reliability of a 
predicted property value for this candidate. The proposed method is applied to both simulation data and 
aqueous solubility data, and the efficiency of the method is demonstrated through data analyses. 

  
 
１．背景と目的 

材料設計において、ある実験結果は原料の化学構造や組成、合成条件などの様々なパラメータに左右される。このよう

なパラメータの候補は多数存在し、さらにはパラメータと得られる物性の間の関係は複雑であるため、所望の物性となる

パラメータを探索するには時間的および金銭的に多大なコストを要する。 
従来の材料設計においては、非常に多くのパラメータの組から設計者の経験や勘を頼りにパラメータ候補を選択して実

験するといった試行錯誤をしながら、最適な候補の探索が進められてきた。しかしこのような非効率的な探索方法では実

験回数が膨らみ、開発コストが増加してしまう。この問題に対し、実験データと回帰分析手法を用いてパラメータと物性

の間で予測モデルを構築し、探索を行う際に予測値を評価指標とすることによる解決が試みられてきた。しかし、モデル

構築に用いた物性既知のデータの分布密度が低い領域においては予測値の信頼性が低く、予測誤差の大きい可能性が高い

ため効率的な探索には至らなかった。 
そこで本研究では効率的な材料設計を目的として、物性予測モデルを用いた探索の際に物性予測値に加えデータ分布を

評価指標に加えることを提案する [1-4]。所望の物性を持つ材料の探索をより少ない実験回数で達成することを目指す。 
  
２．手法 

本手法の概念図を図 1 に示す。まずデータベースを用いてパラメータと物性との間で物性予測モデルを構築する。その

モデルに新たな候補のパラメータを入力して物性の予測を行う。その中で評価の高い候補については実際に物性を測定す

る。実測値が目標物性を満たさない場合には、このデータを用いてモデルを更新することによりモデルの予測性能を向上

させる。 
ここで各候補を評価し比較する指標として、物性 y が目的領域（y1≦y≦y2）内の材料が得られる確率 P を導入する。P

は回帰モデルによる予測値 ypred と推定される予測誤差の分散 σから以下の式を用いて算出する。 
 

    (1) 
 

また、one-class support vector machine (OCSVM)[5]を
用いてモデル構築用データのデータ密度(data density, 
DD)を算出し、モデルが高い予測性能を示す範囲である

モデルの適用範囲として評価指標に加える。それぞれ

の指標の重み付け平均をとることにより、予測値の信

頼性と目的物性達成可能性の双方を兼ね備えた探索が

でき、高効率で確実性の高い材料探索が可能となる。 
 

図 １．提案手法の概念図 
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３．結果と考察 
本手法を非線型のシミュレーションデータや実デ

ータに適用し、その有効性を確認した。その一例と

して、Goldstein-Price Log 関数 [6] を用いて発生させ

たシミュレーションデータを用いた結果を示す。こ

の関数は 2 変数 x1、x2を入力変数として、x1 = 0、x2 = 
-1 で最小値 1.10 をとる。この関数を-2≦x1≦2、-2≦
x2≦2 でそれぞれ 0.1 ずつ変化させ 1681 の候補を得

た。目的領域は-5≦y≦3 であり、初期のモデル構築用データは y≧7 の候補からランダムに 10 点を選出した。 
P と DD を組み合わせる手法として以下の 5 つの評価指標を用いた。 
① y の予測値のみ（従来手法） ：only ypred 
② P のみ   ：only P 
③ P と DD の平均   ：P+DD 
④ logP と DD の平均  ：logP+DD 
⑤ DD ≥ 0 の候補の P  ：P(DD ≥ 0) 

線型回帰分析手法 partial least squares (PLS) [7,8]と非線型回帰分析手法 support vector machine (SVR) [9]を用いて検討した。 
50 回の試行における平均実験回数を表 1 に示す。少ないほど効率的に探索が行えたと判断できる。なお、*付きの数字

は実験回数が 100 回を超えた試行が含まれていることを示している。これらの試行の結果は 101 回であるとして平均値を

計算している。表 1 より線型回帰手法である PLS よりも非線型回帰手法である SVR を用いた方が全体的に必要実験回数

は少なく、より効率的に探索できたことがわかる。y が x1及び x2に対して非線型に変化しているため PLS モデルではそ

の非線型性に対応できなかったといえる。 
SVR において各評価指標で比較すると、提案手法のいずれにおいても従来手法である①と比較して少ない実験回数で

目的領域へと到達できた。さらに P のみを用いた②と比較して DD を評価指標に加えた④において結果は良好であり、本

手法の有効性が確認された。このデータは初期データの x の分布範囲内に目標領域があるために、logP に対する DD の重

みの大きい④の手法が有効であったと考えられる。 
今回は③や④は双方の単純平均を取るだけであったが、重み付き平均や相乗平均などを用いることにより外挿領域と内

挿領域の探索のバランスを調整することが可能となる。既存のデータによりデータ特性および探索状況を適切に評価可能

であれば、評価結果をもとに評価指標を柔軟に変化させることで更に効率的な探索の実現が可能となると考えられる。 
 
４．まとめ 
本研究はデータの予測値と分布を考慮することにより効率的な探索を行う手法を提案した。提案手法を用いることによ

り既往の探索手法と比較して実験回数を減少できることが示された。本手法を実際の現場で使用することにより効率的な

実験計画や材料探索が可能になると期待される。 
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表 １．提案手法の概念図 

 ①ypred ②P ③P+DD ④logP+DD ⑤P(DD≥0)

PLS 101.00* 80.94* 70.96* 73.90* 81.04* 

SVR 31.32 15.34 17.54 14.88 16.84 

 * 実験回数が 100 回を超えた試行が含まれている 




