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はじめに
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令和2年度におけるJST戦略事業の戦略目標

自在配列と機能

・原子や分子を思い通りの位置や順序で精密に配列させる技術の開発

・ナノスケール配列制御に由来する材料物性・機能との相関を解明

⇒ 配列制御に基づく機能材料設計の新しい指針

（1） 一次元～三次元配列や順序を制御する技術の開発と体系化

（2） 配列構造の解析・計測技術の開発

（3） ナノスケール配列により生み出される物性・機能を活かした材料の創製

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/mext_00485.html

令和2年3月9日

達成目標

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/mext_00485.html


背景
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１．原子・分子の配列を精密に制御して機能発現を目指すこと

化学・物理学におけるグランドチャレンジ

２．自己組織化現象

生命科学、化学、物理学、工学をはじめ、分子や物質の関わる様々な

研究分野における基本的現象。

デザインされた分子等の自己組織化を利用して集積構造を作り、その構造的特徴

（形、ナノ空間など）を活かした研究が国内外で活発に推進されている。

物質科学を、現在・将来における地球環境や人類の持続的繁栄に関わる社会的

課題を解決することのできる さらに有用な科学に高めるためには、原子・分子の精密

な配列/配向を自在制御する技術の開発、分子集積・組織化技術の革新をはかり、

自在に配列/配向＆エネルギーランドスケープが制御された“分子システム”を構築し

有用な仕事（= 分子システム機能）を発現させるための新しい方法論や技術が必要。

☞

☞
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背景

二次元物質 (2013-2017)
新学術領域研究「原子層科学」

CREST 分子技術 (2012-2017)
戦略目標「分子技術」

CREST 超空間 (2013-2020)
戦略目標「超空間」

配位化学 (2016-2020)
新学術領域「配位アシンメトリ」

CREST 二次元物質デバイス(2014-2021)
戦略目標「二次元機能性原子・分子薄膜」

組織化
と機能
(1999-
2004)

構造制御
と機能
(2005-
2010)

ナノシステムと
機能創発

(2008-2013)

2010                                                                                           2020

JST さきがけ

CREST(2020-2027) 
自在配列システム

戦略目標
「自在配列と機能」

year



研究分野： 物質・材料科学分野を広く包括

原子・分子から成る有機分子、生命分子、高分子、金属イオン、
金属錯体、無機化合物や金属クラスター、ナノカーボンをはじめと
する分子・ナノ物質群 を研究する分野

・同種，異種原子の定序配列と結合が自在に制御された分子や
ナノマテリアル群

・単位（ユニット）分子の定序配列構造が共有結合あるいは
非共有結合的に、合理的に制御されたオリゴマー、高分子など

・結晶などの堅い構造に限らず、柔軟性を有するソフトマテリアルも
対象

研究領域の概要
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例）



目標とする技術
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(1) 配列/配向制御 原子・分子の（一次元～三次元）配列や配向など

の分子配列/配向情報を、有機化学的な精密さをもって 制御する

技術

(2) 組織化制御 溶液中、表面・界面あるいは固体状態等において

ナノ～メゾ～マクロスコピックに至る任意の次元・スケールの

配列組織化構造や、鍵となる官能基の配向を分子レベルで

制御した分子・ナノマテリアル組織を構築する技術

(3)精密構造解析・理論 配列（組織）構造の電子状態やエネルギー

ランドスケープを原子・分子レベルの精度で解析・計測する

技術や理論・計算科学的手法



配列・配向構造、分子組織化構造と物性・
分子システム機能との相関を解明
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(1)～(3)の技術に基づき、原子・分子の定序配列・配向構造（分子

配列情報）を精密制御することによって、はじめて生み出される

電子的、磁気的、光学的機能や化学的機能などの“分子システム

機能＊” を、配列・配向・ 組織化・階層構造との相関において明

らかにする。

＊定序配列・配向が制御された分子システムの機能としては

上記に限定されない。科学的（学術的）意義があることが重要。

分子システムに独自の高次機能の発見や、その発現に関する

デザイン手法の創出を通して、「分子システム」の科学における

新しい基盤学理の創成をはかる。

達成目標



配列・配向構造、分子組織化構造と物性・
分子システム機能との相関を解明
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(1)～(3)の技術に基づき、原子・分子の定序配列・配向構造（分子

配列情報）を精密制御することによって、はじめて生み出される

電子的、磁気的、光学的機能や化学的機能などの“分子システム

機能＊” を、配列・配向・ 組織化・階層構造との相関において明

らかにする。

＊定序配列・配向が制御された分子システムの機能としては

上記に限定されない。科学的（学術的）意義があることが重要。

分子システムに独自の高次機能の発見や、その発現に関する

デザイン手法の創出を通して、「分子システム」の科学における

新しい基盤学理の創成をはかる。

原子・分子の定序配列・配向制御や分子組織化に
おける新技術の開発（ものづくりや測定技術）だけを
目的とするものでなく、得られた配列・配向構造、

分子組織化構造と物性、分子システム機能との
相関を解明することを重要と考えます。

達成目標



原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能

ナノスケール配列・配向の精密制御に基づく物性

・データ科学との融合
・配列構造の原子/分子レベル

解析技術
・電子状態の計測技術 構造

物質

組成

配列
配向
構造 原子

分子

1D              2D                3D

(2)組織化制御 (1)Top down  (2) bottom up (自己組織化）

(3)精密構造解析
理論・計算科学

分子システム機能 のデザイン（ことづくり）

機能

(1)配列/配向制御

目的：ナノスケール配列/配向制御系ならではのシステム機能

物性

も
の
づ
く
り

こ
と
づ
く
り

相
関
の
解
明



原子・分子の自在配列・配向技術 階層構造 分子システム機能

ナノ配列制御材料
(μm～mm～cm)

高次組織構造
(nm ～ subμm)

集積ユニット構造
(nm サイズ)

構成単位
（原子・分子）

(sub nm～nmサイズ）

自己
組織化

集
積

自己
組織化

集
積

自己
組織化

合
成

・シークエンス制御型
分子/高分子の合成手法

・２次元ナノ配列構造
の構築・制御手法

・３次元ナノ配列構造
の構築・制御手法

・ナノ配列制御に基づく
分子システム機能

科学的価値（学術的意義） 社会的価値（例）
情報・通信分野
高速通信ネットワーク
（省エネルギー型）
・量子コンピューター
量子暗号/通信

・光集積回路
・高速光スイッチ
・光増幅&変換 技術 etc.

エネルギー・環境分野
・太陽光の有効活用

Up conversion技術
Singlet fission技術

Vis・NIR光の利用技術

Molecular Solar Fuel

・CO2の効率的分離
・水の膜浄化技術
・創エネルギー技術
（熱電変換技術 etc.）

医療・ナノバイオ分野
・近赤外光バイオイメージング
・DDS
・セラノスティクス etc.

多くの分野に波及効果が期待

階
層
構
造
・ス
ケ
ー
ル

③分子システム機能の
デザイン（ことづくり）手法

② エネルギーランドスケープ
の自在制御（時間軸も含む）

①分子からナノ～マイクロ～
マクロ構造の間における
不連続な階層構造を
機能的に連結する方法論



超分子（水素結合・配位結合） 分子集積ナノシート・ナノ粒子

１D 2D 3D

液晶 高分子錯体
結晶

金属ナノロッド 金属ナノシート 金属ナノ粒子

原子, イオン，モノマー，分子，高分子，生命分子

SAM 合成二分子膜

分子膜結晶 ブロック
相分離構造

DPN

LB法

μCP
Manipulation 
or Fabrication

誘電配向法

技術ナノ配列制御材料
(μm～mm～cm)

高次組織構造
(nm ～ subμm)

集積ユニット構造
(nm サイズ)

構成単位
（原子・分子）

(sub nm～nmサイズ）

自己
組織化

集
積

自己
組織化

集
積

自己
組織化

合
成

階
層
構
造
・ス
ケ
ー
ル

自己組織化・配列制御技術 ー dominant methodologies



（１）分子設計・分子間相互作用に基づく自己組織化

分子設計・特異的分子間相互作用に基づく分子配列制御法の開発

（２）表面からのシークエンシャル自己組織化

表面（基板）からの逐次的シークエンス制御

（３）トップダウン（製造）アプローチとの融合

自己組織化・配列制御技術 ～ 空間軸と時間軸

トップダウンで作ったマイクロ・サブマイクロ構造の上または中において
自己組織化によりナノ構造を作る

既存のドミナントな手法が最良とは限らない



研究実施に係る体制や規模
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CREST: チーム型研究
国際的に高い水準にある研究代表者が自ら立案した挑戦的な
研究構想の実現にむけ、産・学・官の枠を超えた学際的な研究チーム
を編成。
チーム構成 : 構想実現のために必要不可欠であって、研究目的の
達成に向けて大きく貢献できる十分な連携体制となるように留意。

今後は物性・機能―分子組織構造の相関をはかるAI支援システムの
開発が重要と考えられるため、データ科学との融合アプローチにおける
意欲的提案も歓迎します。

他の研究分野との連携等が有用であると認められる場合、研究総括より共同研究の

推進やチーム体制の見直しなど、研究計画の変更を依頼する場合があります。

研究費と研究期間
当初研究費は１課題あたり、総額3億円（直接経費）を上限。
研究期間は採択年度から5年半以内。



研究運営方針
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「原子・分子システム科学」ネットワークラボとして運営

領域全体として研究成果の最大化につなげる
・異なるチーム間の研究者同士（同一戦略目標下のさきがけ研究領域の個人

研究者を含む）や産業界等、研究領域内外の研究者との情報交換、
連携等のネットワーク形成

・研究開始当初：各研究課題へのサイトビジット
・領域内研究進捗報告会（年1、2回）を開催
・中間評価（研究開始後約3年経過時）、事後評価
・成果発信のためワークショップ、公開シンポジウムを開催予定

本領域における研究が、分子システム科学の最先端を切り拓くととも
に、様々な研究分野の発展に資することを期待します。
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物質・材料科学における大きな命題・使命
科学は環境・医療問題を含めて世界的広がりや
人類の存亡にかかわる様々な問題に直面している

未来の世代が豊かな社会を築くための礎を築く



本領域においては、戦略的創造戦略研究の原点に

立ち返り、人類が直面する重要な課題を克服するた

めの「究極の分子システム機能は何か」という

独創的な「学術的問い」に発し、研究課題ならびに

手法の学術的意義と創造性が明確であり、国際的

に高く評価される卓越した基礎研究であって今後の

科学技術イノベーションに大きく寄与する成果が

期待される挑戦的な提案を募集します。

総括からのメッセージ
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