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１．はじめに
ポリマーは三大材料(金属・セラミックス・ポリマー)の中で工業的にもっとも新しい材料であるが,ここ半世紀にその
応用範囲を飛躍的に広げ,幅広い分野の発展を支えている.ポリマーは多様な特性を実現できる優れた人工機能性材料な
わけであるが,この源はポリマーの「複雑さ(分子設計の自由度が大きく,さらに分子鎖の構造に応じた高次構造の効果が
合わさって巨視的な物性が決まる.)」にある.従って,ポリマーは多様性をもつかわりにその設計は複雑にならざるを得な
い.このような背景から従来のポリマー設計は経験やノウハウに頼ると
ころが大きかったが,計算科学技術が飛躍的に発展・高度化した今なら

(a)

ば,ポリマー設計もマテリアルインフォマティクス(MI)に載せられるの
(b)

ではないかと考えられる.

Trapped at a deep trap site

MI 的材料設計はこれまで主に無機結晶材料などの材料開発において
成果を上げている(1,2)が,ポリマーはこれらの材料と比べ遥かに複雑な
構造を有し,同取り組みは容易でない.さらに悪いことに,ポリマーの電
気物性に関する実験データは少ない(数十-数百程度).このような理由
から,ポリマーについて言えば,熱・機械特性の一部の物性量を予測しよ

(b)

うという研究が始められつつあるところであるが,その電気特性の予測
に成功しているとは言い難い状態である.そこで本研究ではポリマーの
電気物性の発現要因を理解することで,小さいデータセットをもってポ
リマーの電気物性を高精度に予測することを目的とした.

２．ポリマー中電荷輸送現象の分子原子レベルのモデリング
本研究ではスモールデータを用いたポリマーの電気物性予測を行う
ため,マクロな電気物性発現要因であるミクロな支配因子を物理的な検
討から決定した.本研究ではポリマー電気伝導度(電荷移動度)に着目し,

- 図
1. (a)Cl
(a) Cl
の外部電界方向に沿った座標の経時
図１
の外部電界方向に沿った座標の経時変化，
- (1)
変化, (b)エポキシ内で「トラップ」された Cl-(1)
.
(b) エポキシ内で「トラップ」された Cl .

分子原子レベルのシミュレーションを行った.電子性のキャリア移動は文献(3,4)などにおいて検討を進めてきたことから,
本研究ではイオン性のキャリア移動のシミュレーションに着手した(図 1).
2022 年 3 月 9 日 受理
＊所属 東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻
* 豊田理研スカラー
東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻

マテリアルズインフォマティクスによるポリマー電気物性予測

147

その結果,マクロに観測される熱活性型の電荷輸送が再現され,計算された電荷移動度の値やその温度依存性は実験値
と整合が取れた.また,図 1 に示すように,分子原子レベルのシミュレーションを行うおかげで電荷移動における「(見かけ
の)トラップ深さ」(～電荷移動度の活性化エネルギー)の決定要因など,マクロ物性の決定要因となるミクロな物理量を明
らかにすることができた.

３．気体分子の電気物性の計算・新規気体分子の探索
本章では,気体分子の電気物性の計算・新規気体分子の探索結果について述べる.いきなりポリマーの電気物性を扱うと
モデルの妥当性や有効性を評価するのは困難であるから,中間的なステップとして気体分子の電気物性(特に絶縁破壊電
界)を扱った.なお,気体の絶縁破壊電界を第一原理的に求めるのは極めて困難である(少なくともこれまでに第一原理的
に求められたことはない.気体材料の絶縁破壊電界は多数の粒子種に関する,摂動では扱えないような多数の素過程の結
果として表れるマクロな物性で,さらに理論計算が試みられているのはこれらの素過程のうちの一部で,しかも,それさえ
も単原子分子などに限られている.).
本研究では,分子構造を入力とした,絶縁ガスの絶縁破壊電界強度を深層学習により予測するモデルを作成し，その予測
精度について標準的な機械学習手法と比較・評価を行なった.その結果,Long Short Term Memory (LSTM)や Graph
Convolutional Neural Networks (GCN)を用いた深層学習モデルを用いることで予測精度を上げられることや,
Conditional Variational Auto Encoder (CVAE)などを用いた半教師あり学習により大量の正解ラベルのないデータを用
いることで，スモールデータでも高い精度で物性値が予測できることが分かった.
さらに,分子構造から絶縁破壊電界の予測を行うだけでなく,所望の絶縁破壊電界を持つ気体の分子構造予測にも挑戦
した.既存の気体よりも絶縁破壊電界が 2 倍以上高く,常温で気体として存在でき,かつ CAS 登録番号の存在しない新規の
分子を多数発見することができた.また,それらの中には安定で合成可能であると思われる分子種も含まれた.

４．ポリマーの電気物性予測モデルの構築
未発表内容であるため,概要のみ述べる.2 章で述べた分子原子モデリングの結果をもとに選定された入力用い,3 章で
述べた気体分子の電気物性予測・分子構造生成手法を改良することで,ポリマーの電気物性予測,ポリマー構造生成に取り
組んでいる.特に,自然言語処理で使用される手法を応用することでポリマー分子構造生成が可能となった.さらに所望物
性を満たすという制約条件のもとでポリマー構造を生成できるようになってきた.

５．まとめ
本研究では,ポリマーの電気物性の発現要因を分子原子レベルのモデル化を通して明らかにすることができた.また各
種深層学習手法を適切に組み合わせて用いることで気体分子の電気物性を,小さいデータセットを用いて高精度に予測す
ることに成功した.さらに所望の電気物性を持つ,これまで発見されていない新規な気体分子種を計算機の上で創成する
ことに成功した.加え,自然言語処理を用いたモデルによって所望物性を持つポリマー構造生成を行っている.

REFERENCES
REFERENCES
（１）Wu
npj Comput.
, 5, 66,
1) Wu, etet
al.,al.,
npj Comput.
Mat.,Mat.
5 (2019)
66. 2019.
（２）C.
Kuenneth
et al.,
Macromol.,
54, 5957,
2) C. Kuenneth,
et al.,
Macromol.,
54 (2021)
5957. 2021.
（３）M.
Sato,
IEEE
Trans.
Dielectr.
Insul.
, Vol.
28, Issue 2, pp. 520-540, 2021.
3) M. Sato,
IEEE
Trans.
Dielectr.
Electr.Electr.
Insul., 28
(2021)
520-540.
（４）M.
Sato,
A. Kumada,
K. Hidaka,
Chem.
Chem.
Phys.
Vol. 1812-1819.
21, 1812-1819, 2019.
4) M. Sato,
A. Kumada
and and
K. Hidaka,
Phys.Phys.
Chem.
Chem.
Phys.,
21 ,(2019)

発表文献
発表文献
1) M. Sato,
“First-Principles
Modeling in the Context
of Dielectric
Materials
and Design,”
2021
IEEE Conference
on Electrical
（１）M.
Sato
(発表者), “First-Principles
Modeling
in the Context
of Science
Dielectric
Materials
Science
and Design,”
2021 IEEE
Insulation
and Dielectric
Phenomena
(CEIDP),
pp.85-88, 2021,
DOI: 10.1109/CEIDP
50766.2021.9705391.
Conference
on Electrical
Insulation
and Dielectric
Phenomena
(CEIDP), pp.85-88,
2021, DOI:
2) H. Suzuki,
H.
Shimakawa,
A.
Kumada
and
M.
Sato,
“Molecular
Dynamics
Study
of
Ionic
Conduction in Epoxy Resin,”IEEE
10.1109/CEIDP50766.2021.9705391
Transactions
on
Dielectrics
and
Electrical
Insulation
(Early
Access),
DOI:
10.1109/TDEI.2022.
（２）H. Suzuki (発表者), H. Shimakawa, A. Kumada, and M. Sato, “Molecular Dynamics Study 3148462.
of Ionic Conduction in Epoxy
3) 嶋川
DEI-22-027,
EPP-22-027, HV肇，熊田亜紀子，佐藤正寛，
「機械学習を用いた高絶縁ガスの創成」
，電気学会研究会
Resin,”IEEE
Transactions on Dielectrics
and Electrical Insulation (Early
Access), DOI:
10.1109/TDEI.2022.3148462
22-052, 2022.
（３）嶋川肇
(発表者), 熊田亜紀子, 佐藤正寛, 「機械学習を用いた高絶縁ガスの創成」, 電気学会研究会 DEI-22-027, EPP-22-027,
4) H. Shimakawa,
A. Kumada and M. Sato, “Deep Learning-Based Prediction of Electrical Properties of Polymers with Feature
HV-22-052, 2022.
Extraction
of
Process
Conditions,”
2022M.MRS
Spring,
DS01
(oral), 2022.Prediction of Electrical Properties of Polymers with
（４）H. Shimakawa (発表者),
A. Kumada,
Sato,
“Deep
Learning-Based
Feature Extraction of Process Conditions,”2022 MRS Spring, DS01 (oral), 2022.

