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１．戦略目標

「平成30年度戦略目標及び研究開発目標の決定について

「達成目標」
持続可能な社会の実現に資するため、社会・経済に大きなインパクト

を与える「革新的反応技術」を創出し、電気や光等を用いた革新的反
応プロセスの構築を目指す。

（1） 電気や光等を用いて電子やイオンを制御する化学反応の
機構解明及びそれによる新しい反応ルートの開拓

（2） 電気や光等を用いた革新的反応プロセス構築のための
新材料の創製

（3） 電気や光等を用いた革新的反応プロセスの構築



２．背景 （社会のニーズ）
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現在の化学産業は熱エネルギーを大量に消費する生産工程が主流

・熱消費を大幅に低減させるための生産プロセスの革新への期待

・高効率な新反応と新製造プロセス構築への期待

・新反応開発の基盤となる新原理の探索やメカニズムの解明

反応開発、物質•材料創製における日本の研究開発の強みを活かす

革新的反応技術で
次世代の高効率
製造プロセスへ

熱エネルギー

大量消費
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【有機電解合成反応】 電気で電子やイオンを効率制御

米国： Baran, Moeller, Little, Stahl, Boydston, Harran

欧州： Waldvogel, Hilt, Francke

中国： Xu, Cheng, Lei
“Electrifying Synthesis”  Acc. Chem. Res. Special Issue in 2019

Electrosynthesis is the use of controlled potential or controlled current 
electrochemistry for the production of value-added chemicals. 
Over the last five years, there has been a large resurgence in the area
of synthetic organic electrochemistry. 

【フォトレドックス触媒反応】 光照射で電子やラジカルを効率制御

米国： Stephenson, Yoon, McMillan, Nicewicz

欧州： König, Melchiorre

中国： Fu, Xiao, Wu

２．背景 （海外の情勢）



光・電気等を用いた
革新的反応技術

３． 研究領域の目標

電子やイオンを制御する
化学反応の機構解明と

新しい反応ルート

革新的反応を可能にする
ための新規材料の創製

複合的な
革新的反応プロセス

単一エネルギーによる
革新的反応プロセス
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４．領域の方針
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➢電気化学、光化学、触媒化学、合成化学、材料科学、理論化

学・計算、計測等に立脚して、化学反応場の電子やイオンなど

の能動的制御を探求し、物質合成・生産プロセスに資する革

新的反応技術の創出を目指します。

➢持続可能な社会の実現に向けた革新的反応技術を生み出す

とともに、この分野の発展を世界レベルで牽引する新しいリー

ダーの輩出を目指します。



運営について

➢分野の垣根を越えた学問の連携•融合と、領域内外における

協力体制の構築を積極的に支援します。

➢ワークショップやシンポジウム、研究者の招聘•派遣など国際

研究交流を積極的に支援します。

➢各チームへの予算配分（追加増額）を領域内で柔軟性を持た

せ、特に有望となる課題には集中投資します。

➢工学、物理、化学、計測等多様な分野の専門家を領域アドバ

イザーとし、企業ADの配置など基盤技術の構築と展開のた

めの出口戦略を見据えた支援体制とします。
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領域アドバイザー
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氏名 所属 分野

江口 久雄 東ソー株式会社 執行役員 企業アドバイザー

川田 達也 東北大学 大学院環境科学研究科 教授 固体イオニクス

近藤 寛 慶応義塾大学 理工学部 教授 触媒化学･表面科学

関根 泰 早稲田大学 理工学術院 教授 触媒・化学プロセス

滝澤 博胤 東北大学 理事・副学長 無機材料化学

富岡 清 京都大学 名誉教授 有機合成化学

堂免 一成 東京大学 特別教授／信州大学 特別特任教授 触媒化学

西田 まゆみ 北海道大学 触媒科学研究所 教授 有機合成化学

西原 寛 東京理科大学 大学院理学研究科 教授 触媒化学・錯体化学

長谷川 龍一 三菱ケミカル株式会社 分析物質研究所長フェロー 企業アドバイザー

山川 一義 東京大学 特任研究員（元富士フイルム株式会社） 企業アドバイザー

四橋 聡史 パナソニック株式会社 主幹研究員 企業アドバイザー

産学にまたがる多彩な各専門分野のエキスパートによる研究支援体制



採択年度 研究代表 所属機関 研究課題名

2018年度 跡部 真人 横浜国立大学
固体高分子電解質電解技術に基づく革新的
反応プロセスの構築

2018年度 小江 誠司 九州大学 電子貯蔵触媒技術による新プロセスの構築

2018年度 生越 友樹 京都大学
新物質群「3次元カーボン構造体」と革新的
触媒反応

2018年度 白川 英二 関西学院大学 アニオンラジカル制御が拓く革新的電子触媒系

2019年度 伊藤 肇 北海道大学
レドックスメカノケミストリーによる固体有機
合成化学

2019年度 千葉 一裕 東京農工大学 電子移動制御による連続脱水縮合反応

2019年度 野崎 智洋 東京工業大学
非平衡プラズマを基盤とした電子駆動触媒
反応の創成

2019年度 依光 英樹 京都大学
不飽和結合への電子注入に基づく高度官能
基化法の創出

これまでの採択課題と採択率

■ 採択率

応募年度 応募件数 採択率

2018年度 ７６件 ５％

2019年度 ５７件 ７％
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採択課題のポートフォリオ

反応場

研究領域

跡部チーム
固体高分子

電解質電解技術

生越チーム
3次元カーボン
触媒反応

小江チーム
電子貯蔵
触媒技術

白川チーム
アニオンラジカル
電子触媒反応

千葉チーム
電子移動制御
脱水縮合反応

依光チーム
不飽和結合
高度官能基化

伊藤チーム
メカノケミストリー
固体有機合成

野崎チーム
プラズマ電子
駆動触媒反応

2018年チーム

2019年チーム

反応機構解明と
新規反応開拓

革新的反応を可能と
する新規材料の創製

複合エネルギー
反応プロセス

単一エネルギー
反応プロセス
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2018年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度2019年度

募集

１年次採択（4テーマ）

２年次採択（4テーマ）

３年次採択

課題中間評価 課題事後評価

3年次採択 （4テーマ）

全体スケジュールと予算規模

■研究スタイル 研究チームの編成

■研究期間 最大 5.5年

■研究費 総額 1.5億円

■追加増額 最大 2.0億円 （課題中間評価後）
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５．推奨する提案①
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電気や光等により、電子やイオンを能動的に制御する化学

反応の機構解明と新反応の設計と開拓

・新反応の開拓のために各種計測法と理論・計算化学とのコラボによ

る反応機構の解明とこれに基づく新反応の設計と開拓を推奨

・例えば、電位制御、波長制御、電場制御などによる反応の促進や素

反応機構の変化等を解明し、それに基づいた活性化エネルギーの

大幅な低下や特定の素反応過程を優位にすることにより飛躍的な

選択性の向上を実現する革新的反応の提案



５．推奨する提案②
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電気や光等を能動的に用いる革新的反応プロセスを実現

させる新規材料の創製

・反応による主目的物の合成に対して、高選択性と高反応速度の両

立を可能にする電極材料や固体イオニクス材料、イオン液体

などの新規材料の創製を推奨します

・例えば、金属錯体触媒などの分子触媒を固定化できる規則性

多孔体材料、酸化と還元の反応場分離を可能にする材料、

プロトンや酸素イオン以外のイオン伝導体（ヒドリド等）など

新機能を付与する固体イオニクス材料、半導体触媒等の

創製を目指した提案



５．推奨する提案③
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電気や光等の単一のエネルギーを用いた革新的反応

プロセスの構築

・電気や光等を用いた新反応と新反応プロセスを電位や光波長等の

外部操作を含め高精度に反応を制御する技術とともに達成する研

究を推奨

・例えば、新反応の開発のため、電池や光触媒、マイクロリアクタな

どで培われた要素技術やデバイス技術を適用し、高効率かつ革新

的な反応プロセスの構築により、創薬や希少物質、ファインケミカル

ズ、新材料等の創製・生産への応用を見据えた提案



５．推奨する提案④
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複合的な革新的反応プロセスの構築

・複数のエネルギーを組み合わせることや複数の反応過程を巧みに

組み合わせた画期的反応プロセスや異なる研究分野の複合化によ

る新しい合成反応の開拓を推奨

・例えば、電気と光、電気と超音波等の複数のエネルギーを組み合

わせる新たな反応や合成ルートの開拓とともに反応の選択性の飛

躍的向上の他、複数反応の合理的集積化による合成工程の顕著

な短縮などが期待できる提案



６．採択基準

■ 戦略目標の達成に貢献するものであり、領域の趣旨に合致して
いること。

■ 国際的に高く評価される基礎研究であり、今後の科学技術イノ
ベーションに大きく寄与する卓越した成果が期待できること。

■ 研究構想の実現に必要な手掛かりが得られていること。
■ 研究構想を実現する上で必要十分な研究費計画であること。
■ 提案者は研究遂行のための研究実績を有していること。
■ 最適な研究実施体制であり、研究提案者がチーム全体を強力に

統率して責任を負うとともに、主たる共同研究者らと十分な連携
体制が構築されること。

■ 所属研究機関は、研究遂行のための当該研究分野に関する研究
開発力等の技術基盤を有すること。

■ 研究費の「不合理な重複」「過度の集中」も選考の要素になります。
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７．提案のポイント
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✅ 電気や光などのエネルギーをどのように活用するのか？

✅ 電子やイオンなどをどのように能動的（意図的）に制御するのか？

✅ 「革新的反応」につながる理論•計測•材料•システム研究であるか？

✅ 構想実現のための複合的多視点を有するチーム構成であるか？

✅ 世界を大きくリードする研究としての特筆点とその手がかりは？



８．公募スケジュール

募集締切 5月19日（火）正午

書類選考結果の通知 ６月下旬

面接選考会 7月15日（予定）

研究開始 10月１日

〆切後は提案を一切受理しませんのでご留意下さい

※選考会日程は、研究提案募集webサイトをご確認ください

研究提案募集
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【領域の方針】
電子や光などを利用した革新的な化学反応技術を創出することを目的とします。
電気化学、光化学、触媒化学、合成化学、材料科学、理論・計算、計測等の学理に立脚して、
化学反応場における物質合成や生産プロセスに資する革新的反応技術の開発を推進します。

【推奨する研究提案】
１．理論・計測・材料開発では、新たな生産プロセス構築を目標としている。
２．反応開発・システム開発ではこれまでにない革新的な反応の実現を目標としている。
３．学理に基づいて電子やイオンなどの能動的制御を基軸としている。
４．予備的な検討によりある程度成果が見込める研究提案である。
５．研究推進に適した異なる分野を融合・連携したチームとしての研究提案である。
6.  中期目標（2.5年後）と最終目標（5.5年後）が具体的で明快である。
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達成目標：中間時点（2.5年）と研究終了（5.5年）時の目標を具体的に示して下さい。
研究費 ：総額1.5億円 、中間評価（2.5年後）の結果により、上限2.0億円を増資します。

本研究領域の概要（ポイント）

留意事項

新たな生産プロセス構築のための電子やイオン等
の能動的制御による革新的反応技術の創出

研究総括：柳 日馨（大阪府立大学 特認教授）

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian/top/ryoiki/ryoiki_c06.html


