
「電子やイオン等の能動的制御と反応」
Controlled reaction by electrons or ions

～2020年度 公募について～

研究総括 関根 泰（早稲田大学 教授）
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１．戦略目標・達成目標
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戦略目標
持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス
構築のための革新的反応技術の創出

達成目標
① 電気や光等を用いた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
新規材料の創製

③ 電気や光等を用いた革新的反応プロセスの構築
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パリ協定の本格実施を踏まえ、化石資源に極力依存しな
いエネルギー利用社会づくりと炭素エネルギー消費を大
幅に削減しうるものづくりプロセスが期待される。

２．募集の背景



３．達成目標 説明
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化学反応を外部からの波長制御、電位制御などによって、能動的
に制御できる新たな反応系、反応ルートの開拓と、それによって
実現される高い選択性と収率を期待する。
また、それらを解析するためのオペランド計測技術や理論化学に
関する提案も望む。
オペランド計測は、電子やイオンの動きをダイレクトに評価しう
る手法の提案を歓迎する。
理論化学は、新たなプロセスや物質開発の予想に繋がるものを期
待する。

達成目標
① 電気や光等を用いた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
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電子やイオンの動きを制御するために必要な新たな
材料群、とりわけ中低温域で高い性能を発現しうる
イオン伝導体、固体イオニクス材料の創製などを期
待する。

達成目標
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

新規材料の創製

３．達成目標 説明
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電気や光などを用いた新しい反応プロセスを用いて、能動的に制
御された化学プロセスの実現とそれによる高付加価値物質の創出
を期待する。
例えば、燃料電池・二次電池開発や人工光合成、マイクロリアク
ター・フロー合成などで培われた要素技術・デバイス技術を積極
的に適用した高効率な反応プロセスにより、二次エネルギー源や
高付加価値の化合物（ファインケミカルや医薬品など）を合成す
ることを期待する。

本領域では、反応を伴わないデバイスの開発や微小なエネルギー
を用いた生体プロセス（生体内の分子制御など）は対象としない｡

達成目標
③ 電気や光等を用いた革新的反応プロセスの構築

３．達成目標 説明



４．研究領域 概要
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本研究領域では、電気や光などを用いて電子やイオンの能動的な
制御を狙い、革新的な化学反応技術を創出することを目的とする｡

これによって、従来にない物質生産プロセスを実現させ、既存技
術における反応制御の難しさ、収率や選択性の低さ、高い反応温
度、平衡制約などから脱却できる新たな化学反応の体系を確立す
ることを狙う。



４．研究領域 概要
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具体的には、電気化学や光化学、非在来型プロセスなどを単独
あるいは組合せることにより、電子やイオンを能動的に制御し、
これによって化学反応の選択性向上、平衡制約からの脱却といっ
た次世代反応場の開拓を狙う。



４．研究領域 概要
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高効率な物質合成に資する化学反応プロセスのみならず、反応プロセスを構築するため
の新規材料開発、例えば従来にない中温域で作動しうる新規イオン伝導材料の開発やこ
れら反応・材料の新規評価方法の確立、そのために必要となる理論化学の援用によるモ
デル化と実験系へのフィードバックなども研究対象に含める。

1期生平井研究者
プレスリリースより

1期生鈴木研究者
プレスリリースより

1期生北野研究者
プレスリリースより

1期生高橋研究者
プレスリリースより
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選考の基準
・従来技術の延長でないこと
・従来技術の組合せや網羅的研究でないこと

研究者には、
各自の持つシーズをもとに、独創性のある提案であること
を求める。

研究期間・研究費
・研究期間：2020年10月～2024年3月まで（3.5年以内）
・研究費： 総額 3～4千万円

５．募集・選考の基本方針 選考基準等
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５．募集・選考の基本方針 今年度ポイント

・昨年度､一昨年度と、優れた提案にもかかわらず、
事前検討データの不足等で採択に至らなかった提案もあった。
ぜひ、内容を再考し、実現可能性を示すデータを得た上で、
今年度再び挑戦してほしい。

・新たな反応・プロセスや物質開発を自らが先導していく
理論化学（計算）やオペランド計測に関わる提案

・化学反応に｢物理現象｣等の新しい概念を適応した異分野融合の
新規性、独創性に富んだ提案

・新進気鋭の若手研究者による大胆な発想や独創的な研究構想
のフレッシュでユニークな提案

※ダイバーシティの観点から、女性研究者を中心にみなさまから
の積極的な応募を期待する。



６．領域運営の方針
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本研究領域においては、

個人研究者の独創的な研究を推進するのみならず、研究者間での
分野の垣根を超えた共同研究を強くサポートしていく。

将来的に、世界一となっていくような「力強い集団」の形成を期
待する。

そのためには、3年半の研究期間に、研究者ごとに複数の領域内
共同研究を行うことを必須とする。

また、同領域のCREST研究領域等とも、ワークショップやシンポ
ジウムなどを行い、交流を深める。

これらによって、本さきがけ研究が、採択された研究者にとって
飛躍的なステップアップとなる場を創り出していきたい。



６．領域運営の方針
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研究者間での分野の垣根を超えた共同研究の一例として、

新反応ルートの開拓者とそれを独創的にオペランド計測で機構解
析する研究者

さらにはその理論を密度汎関数法で解き明かし、さらなるPDCA
につながる予測を打ち立てる研究者

そのために必要となる新規材料（電極材料､固体イオニクス材料､
触媒等）創製の研究者

これらを組込み、新規で有用な合成を行う反応プロセスの研究者
がタッグを組めば、我が国発の新たな化学を確立することが期待
できる。



７．領域アドバイザー：多様な分野 14名
氏名 所属機関 役職

雨澤 浩史 東北大学 多元物質科学研究所 教授

五十嵐達也 富士フイルム株式会社 R&D統括本部有機合成化学研究所 研究マネージャー

佐藤 康司 JXTGエネルギー株式会社 中央技術研究所 グループマネージャー

佐藤 縁 産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門 研究グループリーダー

里川 重夫 成蹊大学 理工学部 教授

杉本 渉 信州大学繊維学部 環境・エネルギー材料科学研究所 教授

堂坂 健児 本田技研工業株式会社 日本本部 地域事業企画部 環境推進課 課長

中井 浩巳 早稲田大学 理工学術院 教授

中林 亮 旭化成株式会社 研究開発本部 繊維技術開発センター センター長

濱川 聡 産業技術総合研究所 材料・化学領域 研究戦略部 部長

山下 弘巳 大阪大学 大学院工学研究科 教授

吉田 朋子 大阪市立大学 複合先端研究機構 教授

柳 日馨 大阪府立大学 研究推進機構（CREST革新的反応 研究総括） 特認教授

和田 雄二 東京工業大学 物質理工学院 教授／学院長



氏名 所属機関 研究課題名

天野 史章 北九州市立大学 国際環境工学部 電解還元法による酸素酸化反応プロセスの構築

ｱﾙﾌﾞﾚﾋﾄ 建 九州大学 先導物質科学研究所
電界による能動的軌道変形を利用した化学反応
技術の創出

稲木 信介 東京工業大学 物質理工学院
外部電場により駆動するワイヤレス電解反応シ
ステムの構築

数間 恵弥子 理化学研究所 開拓研究本部
分子‐金属界面の構造制御に基づくﾌﾟﾗｽﾞﾓﾝ誘起
化学反応の制御

亀山 達矢 名古屋大学 工学研究科
量子分割によるヘテロ接合ナノ粒子光触媒の超
高効率化

北野 政明 東京工業大学 元素戦略研究ｾﾝﾀｰ
ﾋﾄﾞﾘﾄﾞｲｵﾝの光励起により駆動するｱﾝﾓﾆｱ合成触
媒の開発

鈴木 康介 東京大学 工学系研究科
金属酸化物クラスターによる多電子・プロトン
移動触媒の創製

高橋 康史 金沢大学 ナノ生命科学研究所
ナノスケールの電気化学イメージング技術の創
成

田中 淳皓 近畿大学 理工学部
光照射波長によって電子移動・化学選択性が変
化するﾌﾟﾗｽﾞﾓﾆｯｸ光触媒の創製と物質変換反応

平井 健二 北海道大学 電子科学研究所 ラビ分裂による化学反応操作法の確立

古山 渓行 金沢大学 理工研究域物質化学系
光触媒の能動的制御による近赤外光合成プロセ
スの開発
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８-1．１期生(2018年度) 採択者と課題



氏名 所属機関 研究課題名

飯村 壮史 東京工業大学 元素戦略研究センター
準格子間拡散を利用した中温域高速ヒドリド
イオン伝導体の創製と拡散機構の解明

大宮 寛久 金沢大学 医薬保健研究域薬学系 電子制御型有機触媒の創製

桑原 泰隆 大阪大学 大学院工学研究科
酸素欠損型モリブデン酸化物のプラズモン光
反応場を利用した革新的CO2変換反応の開発

杉本 泰 神戸大学 大学院工学研究科
Mie共鳴による磁場増強を利用した光化学反
応プラットフォームの構築

須田 理行 自然科学研究機構 分子科学研究所
スピン角運動量の能動的制御による革新的電
気化学反応の創出

椿 俊太郎 東京工業大学 物質理工学院
電磁波駆動触媒反応によるリグノセルロース
の熱化学変換

古川 森也 北海道大学 触媒科学研究所
インターメタリック反応場でのプロトニクス
を利用した高効率触媒系の開発

細見 拓郎 九州大学 先導物質化学研究所
固体表面イオン配列の能動的制御を利用した
高選択的触媒化学反応の開発

山添 誠司 首都大学東京 大学院理学研究科
振動エネルギーで駆動する新しい触媒反応系
の開拓

山本 瑛祐 名古屋大学 未来材料システム研究所
イオン伝導性原子膜の能動的制御と中低温イ
オニクス材料の創製

17

８-2．２期生(2019年度) 採択者と課題



９．おわりに
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・研究総括、領域アドバイザーが一丸となって、ネットワーク型
研究所としての「さきがけ」を活用して、とことん研究者をサ
ポートしていきます。

チャレンジングな提案、新しい世界をつくることができる提案を
お待ちしています。New Horizonを共に開拓しましょう！



電子やイオン等の能動的制御と反応

研究総括：関根 泰（早稲田大学 理工学術院 教授）研究領域の概要研究領域の概要

スケジュール：募集期間 3月下旬～５月中旬 選考期間５月下旬～９月中旬 研究開始10月1日(予定)

分野としては、
・電気化学・光化学等
・反応・プロセス・合成
・新規材料(電極･触媒･ｲｵﾆｸｽ etc)
・オペランド計測
・理論化学（計算化学）
・これらの融合
提案は、
・化学反応に｢物理現象｣等の
新概念を適応した異分野融合
の提案
・新進気鋭の若手研究者による
大胆な発想や独創的な研究構
想のフレッシュでユニークな提案
を期待しています。

目的:電気や光などを用いて電子やイオンを能動的に制御し、革新的な化学反応技術を創出する。
戦略目標：持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出

※ダイバーシティの観点から、女性研究者を中心に、みなさまからの積極的な応募をお待ちしています。
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/nadeshiko/index.html

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah30-2.html

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



公募スケジュール
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研究提案募集

募集
締切

さきがけ

5月12日（火）13時

書類選考結果の通知 6月中旬～6月下旬

面接選考期間 7月上旬

研究開始 10月以降

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サイトをご確認下さい



さきがけの採択基準
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a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。
b. 研究領域の趣旨に合致していること。
c. 独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込まれる基礎研究で

あって、科学技術イノベーションの源泉となる先駆的な成果が期待で
きること。

d. 研究提案者は、提案研究の内容、研究姿勢や他の研究者との議論・相
互触発の取り組みを通じて、当該さきがけ研究領域全体の発展ならび
に関係研究分野の継続的な発展への貢献が期待できる存在であること。

e. 以下の条件をいずれも満たしていること。
・研究提案の独創性は、研究提案者本人の着想によるものであること。
・研究構想の実現に必要な手掛かりが得られていること。
・個人型研究として適切な実施規模であること。

※研究費の「不合理な重複」ないし「過度の集中」にあたるかどうかも、
選考の要素となる。


