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戦略目標
資源循環の実現に向けた結合・分解の精密制御

「資源循環の実現に向けた結合・分解の精密制御」
（文部科学省）
（https://www.mext.go.jp/content/20210312-mxt̲kiso-000013144̲2.pdf）
を加工して作成
（2022.2.7）

戦略目標
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研究総括・研究領域概要
CREST

分解・劣化・安定化の精密材料科学

高原 淳
九州大学 ネガティブエミッションテクノロジー研究センター 特任教授

本研究領域は、外部刺激により材料を自在に分解する手法を開発するとともに、分解を自在に制御できる材料の開発、そ
れら材料の階層構造制御による高機能化に関する研究、材料における環境に優しい劣化や安定化の制御法の開発を通じて、
材料の分解・劣化・安定化の精密制御を達成し、究極の相反する物性である分解性と安定性の自在制御が可能なサステイナ
ブル材料開発のための精密材料科学の確立を目指すものです。
研究分野としては高分子、有機、生体、無機および金属ならびにそれらの複合材料を対象とします。例えば（1）外部刺
激により材料を原子・分子レベルだけではなく、中間・部分構造に戻して再利用できる技術およびそれを活かした材料化の
ための製造プロセス、ならびに分解生成物が環境に調和するサステイナブル材料の設計、
（2）材料の分子レベル、高次組織
などの種々の階層における分解・劣化の制御法と分解機構を組み合わせた材料の開発、（3）分光学的な手法、クロマトなど
の高度な分離手法、回折・散乱手法、顕微鏡的手法、計算科学的な手法による材料分解過程の可視化法の確立及びそのデー
タ蓄積による情報活用、（4）劣化した材料の高効率の自己修復と分解機構を組み合わせた材料の開発などがあげられます。
これら研究分野の連携や各種材料で得られた知見を融合することによって、持続可能な循環型社会の実現に不可欠なサステ
イナブル材料開発のために、これまで未解明であった「分解・劣化・安定化の材料科学」を分子レベルからマクロレベルま
で多階層的に理解し、新たな学問領域として体系化することを目指します。

さきがけ

持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解

岩田 忠久
東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

本研究領域では、資源の有効利用や持続可能な材料生産システムの構築を目指して、「確実な結合とやさしい分解」を兼
ね備えたサステイナブル材料の創製に向けた独創的な基盤技術の研究開発を目的とします。確実な結合とは、使用中は優れ
た機能や性能を安定的に発揮するための結合や構造で、やさしい分解とは、使用後は再利用可能な材料に変換するために、
温和な条件下で原子・分子レベルあるいは中間・部分構造に速やかに分解することです。
具体的には、高分子、有機、生体、無機および金属材料ならびにそれらの複合材料を対象とし、高性能なサステイナブル
材料の設計・開発を目指した、結合と分解に関する精密制御技術の研究開発を行います。物性や構造を分解性と共に制御可
能な結合を導入した材料合成、分解性セグメントを導入した材料設計、選択的に結合を切断できる触媒の開発、外部刺激等
による有機・無機化合物における結合形成と開裂を自在に制御する技術、異種材料の接着界面における結合と分解を制御す
る界面制御技術、複合材料における分解リサイクル手法の確立を目指した相分離構造や階層構造などの高次構造制御技術の
開発などを目指します。また、超小角 X 線散乱、3次元トモグラフィー、透過型電子顕微鏡などの手法を用いた複合材料に
おけるナノ・メソ・高次構造の可視化、理論化学およびコンピュータシミュレーションによる結合および分解の予測など、
本分野で必要とされる計測および解析技術の開発にも合わせて取り組みます。さらに、材料学と生物学の融合を目指し、従
来の触媒にとらわれず、生体触媒である酵素にも焦点をあて、水系・常温・常圧などの温和な条件下での結合と分解の実現
に向けた研究も推進します。複合材料や製品の分解では、物理的な手法による材料間の分離や化学工学的な手法による効率
的な分解を目指します。確実な結合の自在な制御と再利用を念頭に入れたやさしい分解手法の確立を通じて、持続可能な社
会の実現に貢献します。
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研究総括・研究領域概要

領域アドバイザー紹介
CREST

分解・劣化・安定化の精密材料科学

氏名

所属

役職

臼杵 有光

京都大学 生存圏研究所

特任教授

小坂田 耕太郎

東京工業大学 科学技術創成研究院

特任教授

北川 尚美

東北大学 大学院工学研究科

教授

佐藤 春実

神戸大学 大学院人間発達環境学研究科

教授

沼田 圭司

京都大学 大学院工学研究科

教授

長谷川 美貴

青山学院大学 理工学部

教授

塙 隆夫

東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

教授

松本 章一

大阪府立大学 大学院工学研究科

教授

森澤 義富

AGC（株） 化学品カンパニー

フェロー

吉岡 敏明

東北大学 大学院環境科学研究科

教授

さきがけ

持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解

氏名

所属

役職

阿部 英喜

理化学研究所 バイオプラスチック研究チーム

チームリーダー

伊崎 健晴

三井化学（株） 機能材料研究所

リサーチフェロー

伊藤 浩志

山形大学 大学院有機材料システム研究科

教授

上田 一恵

ユニチカ（株） 樹脂事業部

機能樹脂営業部長

佐藤 絵理子

大阪市立大学 大学院工学研究科

教授

陣内 浩司

東北大学 多元物質科学研究所

教授

田中 敬二

九州大学 大学院工学研究院

主幹教授

所 千晴

早稲田大学 理工学術院

教授

野崎 京子

東京大学 大学院工学系研究科

教授

増渕 雄一

名古屋大学 大学院工学研究科

教授

領域アドバイザー紹介
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採択課題一覧
CREST

分解・劣化・安定化の精密材料科学

2021年度採択
氏名

所属

役職

柴田 哲男

名古屋工業大学
大学院工学研究科

教授

鈴木 大介

信州大学
学術研究院繊維学系

瀧 健太郎

金沢大学
理工研究域

出口 茂

海洋研究開発機構
生命理工学センター

野村 琴広

東京都立大学
大学院理学研究科

教授

機能集積型バイオベースポリマーの創製・分解・ケミ
カルリサイクル

山本 雅哉

東北大学
大学院工学研究科

教授

生命循環と共生する分解・劣化ナノ材料の統合理解

さきがけ

研究課題名
フッ素循環社会を実現するフッ素材料の精密分解

准教授

力学的安定性と選択的分解性を兼備した循環型高分子
微粒子材料の創成

教授

二重刺激誘起気泡核生成による異種材料界面の分解制御

センタ
ー長

バロポリエステル：圧力による精密分解制御

持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解

2021年度採択
氏名
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所属

役職

研究課題名

相沢 美帆

産業技術総合研究所
研究員
材料・化学領域 機能化学研究部門

刺激応答性の化学結合変化を利用した界面制御技術の
構築

今任 景一

広島大学
大学院先進理工系科学研究科

助教

熱安定な分子スイッチによる光可逆性接着剤の開発

伊與木 健太

東京大学
大学院工学系研究科

講師

リサイクル可能な原料でリサイクル可能な多孔体を合成

江島 広貴

東京大学
大学院工学系研究科

准教授

微生物の鉄代謝から着想を得た分解性結合の立案と動
作検証

北垣 亮馬

北海道大学
大学院工学研究院

准教授

建築系発泡ポリウレタン断熱材の表面部における結合
分解制御メカニズムの導入による資源循環技術の構築

土屋 康佑

京都大学
大学院工学研究科

特定准
教授

酵素によるポリアミド合成／分解のオルソゴナル制御

福島 和樹

東京大学
大学院工学系研究科

准教授

高物性・オンデマンド分解型脂肪族縮合系ポリマーの
創製

正井 宏

東京大学
大学院総合文化研究科

助教

光安定材料への酸添加による協働的光分解技術の創成

南 安規

主任研
産業技術総合研究所
材料・化学領域 触媒化学融合研究センター 究員

安定主鎖構造の活性制御に基づく高機能ポリマーの精
密解重合

若井 暁

海洋研究開発機構
超先鋭研究開発部門

微生物学と電気化学を融合した金属組織制御分解

採択課題一覧

副主任
研究員

2021年度採択課題概要

CREST

分解・劣化・安定化の精密材料科学

フッ素循環社会を実現するフッ素材料の精密分解
研究の概要

研究代表者

柴田 哲男
名古屋工業大学
大学院工学研究科
教授

炭素－フッ素（C-F）結合は、炭素が作りうる化学結合の
中で最も強固である。そのため、結合形成は困難であると同
時に、いったん出来た結合の切断はそれ以上に難しい。ポリ
テトラフルオロエチレン（PTFE）の堅牢性、フロン類によ
る温暖化、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）やペルフルオ
ロオクタンスルホン酸（PFOS）の生物濃縮の理由はここに
ある。
当該研究では、金属錯体やラジカルなどの化学的手法と、
プラズマ、電気、亜臨界水、量子ビームの物理学的手法を融
合させ、堅牢無比な C-F 結合を自由自在に切断・分解して、
新しいフッ素物質や非フッ素物質へと変換する新技術を確
立する。PTFE、PFOA、PFOS を低分子にまで分解する技
術および有機小分子に組み込む革新的合成法を開発する。ま
た備蓄されているフロン類を分解して、含フッ素有機小分子
を合成する技術を確立する。さらに複雑な有機フッ素化合物
の C-F 結合を選択的に活性化して、新たな医農薬品、液晶
材料に変換する技術開発を実施する。これらの成果を足がか
りに、フッ素循環・フッ素共存社会の幕開けを築く。
研究終了時の達成目標

フッ素樹脂からフッ素を取り除き、MF（KF、CaF2）を作る
技術、モノマー化技術、脱フッ素分子変換技術やフッ素材料
によるフッ素化技術を達成する。

柴田研究室 HP

主たる
共同研究者

網井 秀樹（群馬大学大学院理工学府 教授）
前川 康成（量子科学技術研究開発機構 副所長）

堀

久男（神奈川大学理学部 教授）

力学的安定性と選択的分解性を兼備した
循環型高分子微粒子材料の創成
研究の概要

研究代表者

鈴木 大介
信州大学
学術研究院繊維学系
准教授

高分子微粒子
材料を単一微粒
子スケールまで
分解する事で、資
源の循環を可能
にする高分子微
粒子の精密材料
科学を構築する。
そのために、図に示す合成・計測・計算からなる４チーム
の連携により、力学的安定性と選択的分解性を両立する『資
源の循環を助ける高分子微粒子』を開発し、事業化に向けた
礎を構築する。
（将来展望）レアメタル等の高価な資源のみならず、微粒
子さえも回収可能な『微粒子自身を循環させる』システムを
構築する。そのためにも、高分子微粒子合成のプラントを保
有する企業と協力して、国策としてシステムの構築に挑戦す
る。
研究終了時の達成目標

高分子微粒子の易分解により、材料に含まれる希少な資源の
循環を実現する。

鈴木研究室 HP

主たる
共同研究者

中薗 和子（東京工業大学物質理工学院 准教授） 内橋 貴之（名古屋大学大学院理学研究科 教授）
藤本 和士（名古屋大学大学院工学研究科 助教）

2021年度採択課題概要
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2021年度採択課題概要

CREST

分解・劣化・安定化の精密材料科学

二重刺激誘起気泡核生成による異種材料界面の分解
制御
研究の概要

研究代表者

瀧 健太郎
金沢大学
理工研究域機械工学系
教授

多種多様な材料（樹脂、ガラス、金属など）が複合化され
たマルチマテリアル製品は、強固な異種材料界面が製品の分
解・解体・資源循環を困難にしている。
本研究では、計算材料科学、合成高分子化学、成形加工
学、高分子化学工学を専門とする研究グループによる革新的
な融合チームが、界面を自在に分解（分離、剥離）する手法
を開発する。
界面における分解を制御することで、究極の相反する物性
である安定性と分解性を自在に制御し、必要なタイミングで
必要なレベルの原材料まで分解可能なサステイナブル材料
設計の指針を確立する。
研究終了時の達成目標

二重刺激により複合材料の界面を分解することで、複合材料
の解体に要するエネルギーを1/10以下にする。

瀧研究室 HP

主たる
共同研究者

君塚 肇（名古屋大学大学院工学研究科 教授） 岡村 晴之（大阪府立大学大学院工学研究科 准教授）
伊藤 浩志（山形大学大学院有機材料システム研究科 教授）

バロポリエステル：圧力による精密分解制御
研究の概要

研究代表者

出口 茂
海洋研究開発機構
生命理工学センター
センター長

廃棄プラスチックを構成単位であるモノマー・オリゴマー
に解重合し、再び重合してプラスチックへと戻すケミカルリ
サイクルは、プラスチックの真の資源循環を実現するための
最も本質的かつ有効な方法と考えられています。その実現に
向けては「安定性」と「分解性」という究極の相反する機能
をプラスチックに両立させる新たな技術が必要です。
本研究では深海研究で培われた高圧技術をコアに、実験・
解析・理論が連携した研究を実施し、圧力で誘起される秩
序ー無秩序転移に伴うナノ構造変化（圧力可塑性）を利用し
たプラスチックの解重合制御に関する新たな学理を構築し
ます。得られた成果を基にして、圧力をスイッチとして必要
な時にオンデマンドで解重合可能なサステイナブルプラス
チックを開発します。
研究終了時の達成目標

圧力で分解特性を自在に制御可能な新しいポリエステル材
料を創成する。

生命理工学センターHP

07

2021年度採択課題概要

主たる
共同研究者

谷口 育雄（九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 准教授）
古賀 毅（京都大学大学院工学研究科 教授）

2021年度採択課題概要

CREST

分解・劣化・安定化の精密材料科学

機能集積型バイオベースポリマーの創製・分解・
ケミカルリサイクル
研究の概要

研究代表者

野村 琴広
東京都立大学
大学院理学研究科
教授

本課題は、天然に豊富な非可食の植物資源から分解･再利
用可能な高分子機能材料の開発、ポリマーの選択的な結合切
断 ･ 分解 ･ 高効率物質変換によるファインケミカルズの合成
手法の開発に関する。
特に高性能触媒による精密重合（オレフィンメタセシス重
合による高分子量ポリマーの合成とタンデム水素化、ポリ
マーの定量的な末端官能基化）を基盤とする、植物油・植物
資源から分解・再利用可能なバイオベース高分子機能材料
（ポリエステルやポリアミド）の開発に取り組む。
さらに、ポリマーからモノマーや精密化学品・ファインケ
ミカルズの合成を効率よく進行させる革新的触媒技術の開
発に取り組む。従来より温和な条件で過剰の塩基や酸を使用
しないケミカルリサイクル手法や付加価値の高い化学品へ
の効率変換（アップサイクル）手法の開発を目的とする。
以上の研究を通じて、植物資源から機能性ポリマーの合成
とケミカルリサイクルに至る資源循環サイクルを実現する
基盤技術を確立する。
研究終了時の達成目標

1) 分解 ･ 再利用可能なバイオベース高分子機能材料の創製
2) 革新的触媒によるポリマーの効率的ケミカルリサイクル
手法の開発

主たる
共同研究者

平野 寛（大阪産業技術研究所 森之宮センター 総括研究員）
平野 雅文（東京農工大学 大学院工学研究院 教授）

生命循環と共生する分解・劣化ナノ材料の統合理解
研究の概要

研究代表者

山本 雅哉
東北大学
大学院工学研究科
教授

本研究では、医用高分子、組織工学、レーザー工学を専門
とするチームが分解・劣化ナノ材料の統合理解を進めます。
このため、まず、環境中でのプラスチックの分解・劣化や体
内での吸収性医療材料の分解により生じると考えられるナ
ノプラスチックの材料特性の理解を、実験室で分解・劣化さ
せたモデルナノ材料を用いて進めます。これを基盤として、
培養細胞を用いてナノプラスチックの生体影響を材料特性
と関連づけながら研究します。
得られる研究成果は、環境問題のリスクアセスメントや吸
収性医用材料の体内劣化の評価やその標準化などへの応用
が期待できます。これらを通じて、持続可能な社会の開発目
標への貢献を目指します。
研究終了時の達成目標

分解・劣化ナノ材料の生体影響を物理化学パラメータで統合
理解

山本研究室 HP

主たる
共同研究者

木村 剛（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 准教授）
田邉 匡生（芝浦工業大学 デザイン工学部 教授）

2021年度採択課題概要
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持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解

刺激応答性の化学結合変化を利用した界面制御技術
の構築
研究の概要

研究代表者

相沢 美帆
産業技術総合研究所
材料・化学領域
機能化学研究部門
研究員

“ 接着 ” は、素材同士を貼り合わせて一体化された材料と
するための根幹技術である。本研究では、「安定的な接着」
と「容易な解体」という二律背反な機能の両立を目指して、
接着界面から接着／解体を制御する技術を提案する。まず、
刺激に応じて化学結合の形成と開裂を変化させる分子を接
着界面に分子層として配置することによって、接着強度を制
御できる刺激応答成プライマーという概念を確立する。さら
にこの技術を活用して、接着界面での化学結合の検出や実利
用を見据えた界面制御システムの構築に取り組み、持続可能
な社会に向けて資源循環を促進させる技術として貢献する
ことを目的とする。
・接着剤自体の開発ではなく、接着界面を変化できるプライ
マーを開発することで、安定的な接着を保ちつつ、刺激に応
じて容易に解体できる機構の実現を目指す
・従来は「接着力の強化」にのみ利用されてきたプライマー
の技術を、真逆の現象である「解体」に適用する
・接着と解体の両立を目指す本研究が社会へと普及した先
には、使用後の製品リサイクルを見据えた製造プロセスへと
材料設計の仕方がシフトすると期待できる
研究終了時の達成目標

接着界面の化学結合変化を利用する「刺激応答性プライ
マー」を発展させ、強固な接着と容易な解体を両立させる界
面制御システムを構築する。

熱安定な分子スイッチによる光可逆性接着剤の開発
研究の概要

研究代表者

今任 景一
広島大学
大学院先進理工系科学
研究科
助教

異種材料を適材適所で用いて各材料の特性を最大化する
マルチマテリアル化が、輸送機器を中心に急速に進んでいま
す。マルチマテリアル化には異種材料の接合が必須ですが、
各種材料への適用性などの多くの観点から、接着剤を用いた
接着接合が他の接合法との併用を含めて主要な手段になり
得ます。一方で、海洋プラスチックなどの環境問題が世界的
に深刻化し、リサイクル・リユースによる資源循環が大きな
社会課題になっています。そのため、使用時には強く接着し
て、使用後には外部刺激、特に被着材への影響を最小限に抑
えられる光刺激により簡単に剥離できる解体性接着剤が大
きな注目を集めております。しかし、従来の光解体性接着剤
は接着強度が低く、変化が小さく、不可逆なため、利用は限
られました。本研究では、大きな構造変化と高い熱安定性を
両立した分子スイッチのヒンダードスティッフスチルベン
（HSS）を用いて、①高分子のバルク、室温での固体↔液体
（ガラス転移温度 Tg ）の光変換と、②分子鎖間と接着剤ｰ被
着材間の水素結合の形成↔解離の光変換の相乗効果により、
接着強度が大きく光可逆的に変化し、接着↔脱着を光制御で
きる高分子のみからなる接着剤を開発します。
研究終了時の達成目標

固体↔液体の光変換（Δ Tg > 50 °C）と① + ②による接
着強度の光可逆的変化（> 100倍）を目指します。

今任景一助教の個人 HP
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リサイクル可能な原料でリサイクル可能な多孔体を
合成		
研究の概要

研究代表者

伊與木 健太
東京大学
大学院工学系研究科
講師

無機の多孔質材料は、触媒やイオン交換材、吸着材などと
いった応用があるが、その生産および利用システムは持続可
能とは現状遠い（高価で環境負荷の高い原料がリサイクルさ
れずに使用、排出されている、特定の用途に限っても年間数
十万トンもの多孔質材料が廃棄されている等）。本研究では
代表的な無機多孔質材料であるゼオライトおよびその他の
多孔質材料を対象とし、サステイナブルな利用サイクルの確
立を目指す。本研究で掲げる持続可能な材料の設計は、原料
と合成されるゼオライトの両方について分解と結合を制御
することにより、適切なリサイクル法の開発を行う。
そのために本研究では、合成時に添加される有機物や無機
骨格の適切な開裂、再結合技術の確立を行う。実用化へ向け
た検討とするためには、目的物質のみでなく、合成プロセス
全体に着目し、原料のリサイクルも合わせて検討を行うこと
に意義があると考えている。一方で、サイエンスとしての意
義は、ナノテクノロジーの究極である原子レベルの配列制御
にチャレンジする。ゼオライト骨格中の原子は結晶学的に不
等価なものが多くあり、それらに選択的に任意の原子を導入
する技術は現状では困難であるが、原子再配列、制御に関わ
る新たな学理の構築に挑む。
研究終了時の達成目標

ゼオライトのサステイナブル合成サイクルを確立する。

大久保・伊與木研究室 HP

微生物の鉄代謝から着想を得た分解性結合の立案と
動作検証
研究の概要

研究代表者

江島 広貴
東京大学
大学院工学系研究科
准教授

分解開始スイッチ機能は理想的な海洋分解プラの実現に向
けて不可欠な要素技術である。本研究では、大腸菌等の微生物
が分泌するポリフェノール性鉄キレート剤であるエンテロバ
クチンが鉄イオンの補足と放出をスイッチングするメカニズ
ムから着想を得た「分解開始スイッチ」を立案する。大腸菌は
細胞中の鉄濃度が飢餓状態まで下がるとエンテロバクチンを
細胞外へと分泌する。そして環境中で鉄と配位結合したエンテ
ロバクチンを外膜上の受容体を介して取り込む。細胞内に取り
込まれた Fe3+ｰエンテロバクチン複合体は、まずエステラーゼ
によってエンテロバクチンの分子内エステル結合が加水分解さ
れ、その後、鉄イオンの還元（Fe3+→Fe2+）に伴ってFe2+
を放出する。一般的に、硬いルイス酸である Fe3+ は硬いルイ
ス塩基である酸素原子と安定な錯体を形成しやすいが、Fe3+よ
りも軟らかいルイス酸である Fe2+ は、酸素原子よりも軟らか
いルイス塩基である窒素原子や硫黄原子と相性が良い。
このフェノール性水酸基と金属イオンからなる分解開始スイッ
チを植物由来ポリフェノールからなるバイオベースフィルム中に
組み入れることで、水中分解性セグメントとして機能するかどうか
検証する。 さらに、フェノール性水酸基の含有率と分子量を制御し
た擬ポリフェノール高分子を合成する。金属イオンにより架橋した
擬ポリフェノール高分子のフィルムを調製して、その力学特性と水
中分解性を調べることで、分解メカニズムに関する理解を深める。
研究終了時の達成目標

江島研究室 HP

微生物の鉄代謝メカニズムから着想した分解開始スイッチ
を含有するバイオベースフィルムの調製法を確立し、水中分
解を精密に制御できることを示す。

2021年度採択課題概要
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建築系発泡ポリウレタン断熱材の表面部における結合
分解制御メカニズムの導入による資源循環技術の構築
研究の概要

研究代表者

北垣 亮馬
北海道大学
大学院工学研究院
准教授

建築物には、空調の省エネルギー性を保つために、断熱材が多用
されている。とくに高層建築物に多く利用されている建築系発泡ポ
リウレタン断熱材は、これまでリサイクルする手法が実装レベルに
は確立しておらず、解体時に大部分が廃棄されてきた現状がある。
本研究では、こうした建築系発泡ポリウレタン断熱材に着目し、
これに「何度でも分解と結合を繰り返せる」メカニズムを導入する
ことで、建築用発泡ポリウレタン断熱材として何度でも資源循環で
きるようにするための研究を行う。
具体的には、発泡ポリウレタン断熱材を小片化した上で、イソシ
アネートエマルションを散布し、パッキングする。これを短時間・
穏やかな温度でオートクレーブすることで、小片の界面が分解し、
アルコールを生成【やさしい分解】、さらに、散布したイソシアネー
トによってウレタン結合が生成され再び成型体を得られる【確実な
結合】。界面にのみ選択的な【やさしい分解】
【確実な結合】を実現
するメカニズムを明らかにすることで、副産物ゼロ、省エネルギー
型の発泡ポリウレタン断熱材のリサイクルを実現する。
ウレタン系の従来のリサイクル手法（溶解法）を用いた全量を分
解・再合成する手法に比べ、本提案では、界面のみの溶解・結合を
制御することにより、もとの発泡体そのままに、大げさな条件・資
材が不要となり、廃棄物をほぼ出さずに、省エネルギーで、発泡ウ
レタン材へリサイクルできる反応制御・成型手法の確立を目指して
いる。
研究終了時の達成目標

北海道大学研究室 HP

発泡体界面で起きうる精密分解・合成のメカニズムを明らか
にした上で、元の発泡ポリウレタン断熱材と同等の断熱性能
をもつ再生成型体を作製する

酵素によるポリアミド合成／分解のオルソゴナル制御
研究の概要

研究代表者

土屋 康佑
京都大学
大学院工学研究科
特定准教授
科学技術振興機構
さきがけ研究者

分解性・リサイクル性を示す高分子材料はポリエステルなど
化学的安定性の低い主鎖構造に限定されており、従来の高い安
定性を有するエンジニアリングプラスチックの代替となるリ
サイクラブルな機能性高分子材料の開発が急務となっている。
本研究では、適切な基質特異性を持つ酵素の選択と非天然構造
を取り入れたオリゴペプチドモノマー（特殊構造モノマー）の
分子設計により、アミド結合の形成と分解をそれぞれ独立の酵
素により触媒する系を構築する。このポリアミドの合成と分解
をオルソゴナルに制御することを可能とする合成法により、芳
香族ユニットなどの特殊構造を周期的に有する機能性ポリア
ミド（反復配列ポリペプチド）の合成を行う。
本研究で提案する特殊構造を組み込んだポリペプチドは、
高耐熱性・高強度ポリマーのモノマーユニットである様々な
芳香族構造を導入することで優れた材料物性や長期安定性
を付与する一方で、特定の酵素によりペプチド結合部位で選
択的に分解することができ、構造の明確なモノマーを再生す
ることでケミカルリサイクルへ応用することが可能となる。
すなわち、優れた材料物性と酵素による即時分解性を両立す
ることが可能な材料となる。
最終的に、材料の長期安定性とオンデマンドな即時分解性
という相反する特性を合わせ持つ機能性ポリアミドを開発
することを目的とする。
研究終了時の達成目標

京都大学研究室 HP
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高物性・オンデマンド分解型脂肪族縮合系ポリマー
の創製
研究の概要

研究代表者

福島 和樹
東京大学
大学院工学系研究科
准教授

人類の暮らしを豊かにしてきたプラスチックは、海洋プラス
チック問題と脱炭素社会シフトへの機運から重大な転換期に置
かれています。しかし、プラスチックを一切使用せずに現代生
活を維持することも容易ではありません。このため、生分解性
プラスチックとして知られる材料による従来材料の置き換えに
期待が集まりますが、「分解と材料寿命のトレードオフ」（分解
に伴う経時的な物性低下）の解消が重要課題となっています。
本研究課題では、生分解性プラスチックに分類される脂肪族
ポリエステルやポリカーボネートなどの脂肪族縮合系ポリマー
のうち、加水分解性が低いポリマーを比較的安定な骨格と捉え、
その改変による次世代サステイナブル材料の開発を目指しま
す。私がこれまで開発してきた脂肪族ポリカーボネートの官能
基化技術を駆使することで、様々な側鎖構造を導入し、高い熱／
力学物性（高物性）の付与に加えて、主鎖の分解の速度や時期
の制御も可能となります。さらに、有機触媒を用いた解重合技
術も融合させることで、任意の時期に迅速に分解するオンデマ
ンド分解システムの構築を目指します。また、原料のバイオベー
ス化やアップサイクリング技術も取り入れることで、循環型社
会への寄与を高めます。
これらの技術の集約により、構造安定性・材料寿命・分解性
を兼ね備えたサステイナブル材料を実現し、従来の分解性ポリ
マーが抱えてきた「分解と材料寿命のトレードオフ」の打破に
挑戦します。
研究終了時の達成目標

東京大学研究室 HP

高物性を示し、任意かつ迅速に分解するポリマーおよびその
システムの構築

光安定材料への酸添加による協働的光分解技術の創成
研究の概要

研究代表者

正井 宏
東京大学
大学院総合文化研究科
助教

紫外線や可視光を含む自然光によって分解する光分解性
材料は、人工的な分解プロセスによって環境への負荷が小さ
い形で廃棄可能であることから、高い環境調和性を有する材
料の一角として有望視されています。同時に光分解性材料
は、光の微細加工性やオンデマンド加工性を利用して、フォ
トレジストやドラッグデリバリー材料など医療・電子・プロ
セス工学といった多岐にわたる分野で応用されてきました。
しかし、その高い利便性の一方で、光分解性材料は光に対す
る分解性ゆえに、材料として自然光の下で長期間利用できな
いという本質的な問題を有し、長期利用を前提としない一時
的な材料の活用に留まっていました。
ここで、もし材料使用中は光に安定という確実な結合であ
りながらも、特殊な条件下では速やかに光分解可能なやさし
い結合に切り替えることができれば、革新的な機能性材料群
の創製につながると考えられます。即ち、光分解性に基づく
低環境負荷材料や高機能材料でありながらも、自然光を含む
光の下で長期にわたって利用可能な材料技術の創成によっ
て、光分解性に基づくサスティナブル材料群や、これまで一
時的な利用に限られていた光加工性材料群を、光の下でもよ
り長期的にかつ安定に使用し続けることが可能となり、機能
性材料への新しい技術が提供されます。本研究では、光・酸
協働分解という新概念を基軸に、光に安定で強固な結合をや
さしく光分解可能な材料の機能化と多様化を実現します。
研究終了時の達成目標

東京大学寺尾研究室 HP

光・酸協働分解性を有する高分子材料を開発し、様々な高分子材料に対し
て「自然光の下でも使い続けることができる光分解技術」を提供します。

2021年度採択課題概要
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さきがけ

持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解

安定主鎖構造の活性制御に基づく高機能ポリマーの
精密解重合		
研究の概要

研究代表者

南 安規
産業技術総合研究所
材料・化学領域
触媒化学融合研究セン
ター
主任研究員

スーパーエンジニアリングプラスチック（スーパーエンプ
ラ）は耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れた高機能材料で
あり、現在、そして将来の産業社会において不可欠な材料で
ある。しかし、その高い安定性のため、ケミカルリサイクル
が極めて困難である。
本研究では、スーパーエンプラなどの高機能、高安定ポリ
マーをサステイナブル材料として実用すべく、「安定主鎖構
造の活性制御」を確立し、スーパーエンプラをモノマー体に
変換する革新的解重合反応の開発に挑戦する。加えて、再生
したモノマーからポリマーおよび有用分子への再生産、スー
パーエンプラ表面の精密制御技術の開発を行う。
これまで、国内外の研究者、技術者によってプラスチック
のケミカルリサイクルの研究開発が取り組まれているが、
スーパーエンプラのケミカルリサイクルは PPS を代表とす
る限られた例しかなく、全くの未開拓である。したがって、
本研究の達成はスーパーエンプラのような高安定ポリマー
のケミカルリサイクルの突破口となり、発展を先導すること
になる。
研究終了時の達成目標

スーパーエンプラの解重合によるモノマー化と再資源化、
および材料表面の機能化を可能にする方法論の確立

微生物学と電気化学を融合した金属組織制御分解
研究の概要

研究代表者

若井 暁
海洋研究開発機構
超先鋭研究開発部門
副主任研究員

微生物が金属材料を腐食する現象は、微生物腐食として古
くから知られています。しかしながら、腐食性微生物全容や
腐食メカニズムについては未解明であり、我々の生活を支え
る各種インフラストラクチャーの健全性の維持を難しくし
ています。特に、比較的耐食性の高いはずのステンレス鋼の
腐食が、近年顕在化してきています。
ステンレス鋼の微生物腐食現象において、相選択的な金属
組織の溶解が知られています。このような組織選択的溶解は
現象として認められますが、そのメカニズムは明らかになっ
ていません。本研究では、微生物がステンレス鋼を腐食させ
る現象と電気化学的な組織溶解特性の共通点に注目し、微生
物が引き起こす組織選択的溶解現象の理解を目指します。
本研究では、既に確立している腐食性微生物培養系と電位
モニタリング培養技術をベースとして実験室レベルでステ
ンレス鋼の腐食を再現し、その過程における微生物活動を遺
伝子レベルで明らかにします。また、電気化学的な操作を加
えることで、組織選択的溶解挙動の変化を調べます。
組織選択的溶解の加速化はステンレス鋼廃棄物のアップ
サイクルなどの新しい金属資源循環モデルの構築に寄与し、
逆に組織選択的溶解を抑制するモデルの構築により微生物
による金属腐食問題に対する防食技術の開発に貢献します。
研究終了時の達成目標

ステンレス鋼の組織選択的溶解を生じさせる微生物電気化
学機能の特定
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リンク集

戦略的創造研究推進事業
https://www.jst.go.jp/kisoken/index.html

CREST
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/index.html

さきがけ
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/index.html
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分解・劣化・安定化の精密材料科学

持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解
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