
平成 24 年度戦略的創造研究推進事業における 

新規発足研究領域の選定及び研究総括の指定について 
 

 本事業の新規研究領域（公募型研究）及びその研究総括は、科学技術振興機構（JST）の「基礎研究

に係る課題評価の方法等に関する達」に基づき、JST の研究主監会議が事前評価を行い、研究領域の

選定及び研究総括の指定を行います。 

平成 24 年度の新規研究領域及び研究総括について、上記の手続きを経て、以下の表に示すとおり、

平成 24 年度発足の新規 CREST、さきがけ研究領域及び「低エネルギー、低環境負荷で持続可能なもの

づくりのための先導的な物質変換技術の創出」研究領域と、当該研究領域の研究総括を決定しました。研

究領域の選定及び研究総括の指定の手順と理由については、別紙のとおり定めました。 

 

表．平成 24 年度新規発足研究領域、研究総括及び戦略目標 一覧 

研究領域 研究総括 戦略目標 

CREST 

分散協調型エネルギー管理シス

テム構築のための理論及び基盤

技術の創出と融合展開 

藤田
ふ じ た

 政之
ま さ ゆ き

 

（東京工業大学大学院理工学

研究科 教授） 

再生可能エネルギーをはじめとした

多様なエネルギーの需給の最適化を

可能とする、分散協調型エネルギー

管理システム構築のための理論、数

理モデル及び基盤技術の創出 

CREST 

生体恒常性維持・変容・破綻機

構のネットワーク的理解に基づく

最適医療実現のための技術創

出 

永井
な が い

 良三
りょ うぞう

 

（東京大学大学院医学系研究

科 教授） 

さきがけ 

生体における動的恒常性維持・

変容機構の解明と制御 

春日
か す が

 雅人
ま さ と

 

（独立行政法人国立国際医療

研究センター 研究所 研究

所長） 

先制医療や個々人にとって最適な診

断・治療法の実現に向けた生体にお

ける動的恒常性の維持・変容機構の

統合的解明と複雑な生体反応を理

解・制御するための技術の創出 

CREST 

ライフサイエンスの革新を目指し

た構造生命科学と先端的基盤技

術 

田中
た な か

 啓二
け い じ

 

（財団法人 東京都医学総合

研究所 所長） 

さきがけ 

ライフサイエンスの革新を目指し

た構造生命科学と先端的基盤技

術 

若槻
わかつき

 壮市
そ う い ち

 

（高エネルギー加速器研究機

構 物質構造科学研究所 副

所長） 

多様な疾病の新治療・予防法開発、

食品安全性向上、環境改善等の産

業利用に資する次世代構造生命科

学による生命反応・相互作用分子機

構の解明と予測をする技術の創出 

CREST 

新機能創出を目指した分子技術

の構築 

山本
や ま も と

 尚
ひさし

 

（シカゴ大学 教授／中部大

学分子性触媒研究センター 

センター長・学長付教授） 

さきがけ 

分子技術と新機能創出 

加藤
か と う

 隆史
た か し

 

（東京大学大学院工学系研究

科 教授） 

環境・エネルギー材料や電子材料、

健康・医療用材料に革新をもたらす

分子の自在設計『分子技術』の構築 



低エネルギー、低環境負荷で持

続可能なものづくりのための先

導的な物質変換技術の創出 

國武
く に た け

 豊喜
と よ き

 

（財団法人 北九州産業学術

推進機構 理事長） 

環境、エネルギー、創薬等の課題対

応に向けた触媒による先導的な物質

変換技術の創出 

 



（別紙） 

研究領域の選定および研究総括の指定の手順および理由 

 

 

１．研究領域選定および研究総括指定のための事前評価の項目及び評価者 

 

事前評価は、「基礎研究に係る課題評価の方法等に関する達」に基づき行いました。公募型研究に係

る研究領域の事前評価の項目及び評価者は以下のとおりです。 

 

（１）事前評価の項目 

（ア）研究領域 

① 戦略目標の達成に向けた適切な研究領域であること。 

② 我が国の研究の現状を踏まえた適切な研究領域であり、優れた研究提案が多数見込まれるこ

と。 

  （イ）研究総括 

① 当該研究領域について、先見性及び洞察力を有していること。 

② 研究課題の効果的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験、能力を有し

ていること。 

③ 優れた研究実績を有し、関連分野の研究者から信頼されていること。 

④ 公平な評価を行いうること。 

 

（２）評価者 

  研究主監会議が評価を行う。 

    ◆研究主監会議 名簿 （平成 24 年 3 月現在） 

 氏名（敬称略） 所属 

議長 中村 栄一 東京大学 大学院理学系研究科 教授 

 清水 孝雄 東京大学 理事・副学長 

 西尾 章治郎 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授 

 宮野 健次郎 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

 山本 嘉則 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 機構長 

（※）研究主監は、戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ、ERATO）のプログラムディレクター

です。 

 

２．研究領域選定および研究総括指定の手順 

 

（１）文部科学省における戦略目標の検討状況を踏まえた、JST における事前調査 

(ア) 文部科学省において、科学技術基本計画等の国の方針、各種の調査結果、外部有識者等から

構成される各種の審議会からの報告・意見や JST CRDS（研究開発戦略センター）の政策提案等

を踏まえて、戦略目標の検討が行われました。 

(イ) JST は、上記の戦略目標の検討段階から文部科学省より情報提供を受け（平成 23 年 10 月下旬）、

戦略目標の達成に向けてイノベーション創出に資する研究領域設定のための事前調査を行いま

した。 

(ウ) JST の事前調査は、以下の手法によりました。 

① 上記の文部科学省における検討に際しても参照されている、各種の審議会からの報告等や

JST CRDS の戦略プロポーザル等の報告類等を参照するとともに、関連分野に関する研究動



向・技術動向や関連学会の状況等の情報の収集と分析を行いました。 

② 関連分野における有識者へのインタビュー調査を行い、そのとりまとめと分析を行いました。 

 インタビューは、JST のスタッフ 26 人が、延べ 155 名の外部有識者を対象として実施。 

 インタビュー対象者は、上記の報告類からの関連科学技術分野をもとに、以下のデータベー

ス等を用いて抽出。 

 J-GLOBAL（科学技術総合リンクセンター。JST が運営する科学技術情報の連携サービ

ス。国内研究者約 21 万人、国内外文献の書誌情報約 2,864 万件を収録。）、JDreamⅡ

（JST が運営する日本最大の科学技術文献データベース。5,500 万件を収録）、Web of 

Science（Thomson Reuters 社が提供する学術文献引用データベース。文献約 1,2000 誌

を収録）等を用い、国内の研究者を俯瞰。 

 JST 内部で構築している JST 関係者データベース（延べ約 1 万人）に蓄積された、過去

のファンド状況や評価者としての活動状況などを確認。 

(エ) 上記の事前調査の進捗を、戦略目標毎に定めた担当研究主監に報告し、議論を深めました。 

(オ) 文部科学省からの戦略目標の正式通知（平成 24 年 2 月 10 日付、別添資料）を受け、さらに調査

（領域調査）を進めました。 

 

（２）研究主監会議における研究領域の選定と研究総括の指定 

(ア) 研究主監と JST 事務局が戦略目標毎に領域調査結果をとりまとめました。研究主監会議（平成 24

年 3 月 13 日）を開催し、上記の調査結果を基に研究領域と研究総括の事前評価を行い、研究領

域の選定と研究総括の指定を行いました。 

(イ) 上記の事前評価結果を受け、JST が研究領域と研究総括を決定しました。 

 

 

３．研究領域選定および研究総括指定の理由 

 研究主監会議における事前評価結果（選定理由）は、以下の通りです。 

 

３－１ 戦略目標「再生可能エネルギーをはじめとした多様なエネルギーの需給の最適化を可

能とする分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論、数理モデル及び基盤技術の

創出」の下に設定した研究領域 
 
［１］研究領域の概要及び研究総括 
 
研究領域 『分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開』

（ＣＲＥＳＴ） 
 
（１）研究領域の概要 

本研究領域では再生可能エネルギーをはじめとした多様なエネルギー源と様々な利用者をつなぐエネル

ギー管理システムにおいて、エネルギー需給を最適制御するための理論、数理モデル及び基盤技術の創出

を目的とします。 

 具体的には、エネルギーと情報を双方向かつリアルタイムで処理し、分散して存在する需要と供給間の状況

把握や協調制御を可能とする理論及び基盤技術の研究を推進します。また、需要と供給それぞれの利己的

意思決定をエネルギーシステム全体の社会的利益につなげるために、人間行動や社会的合理性を組み込ん

だ理論及び基盤技術の研究を推進します。さらには、再生可能エネルギーの需給を気象や地理的条件、過

去の実績等を考慮して予測する理論及び基盤技術の研究を推進します。 

 これらの研究を推進するにあたり、分散協調型エネルギー管理システムの構築という出口を見据え、システ

ム、制御、情報、通信、エネルギー、社会科学など様々な研究分野をつないだ連携や融合に取り組みます。 

 

 



（２）研究総括 

藤田 政之
ふ じ た  ま さ ゆ き

 （東京工業大学大学院理工学研究科 教授） 

 

［2］研究領域選定及び研究総括指定の理由 
研究領域 「分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開」（ＣＲＥ

ＳＴ） 
 
（１）研究領域選定の理由 

本研究領域は、再生可能エネルギーをはじめとした多様なエネルギー源と様々な利用者をつなぐエネルギ

ー管理システムにおいて、エネルギー需給を最適制御するための理論及び基盤技術の創出を目指す。この

ため、再生可能エネルギーを大量導入する場合のエネルギーシステムの安定化・最適化研究や、エネルギー

消費において人間行動や社会的合理性を組み込んだ理論、再生可能エネルギーの需給を気象や地理的条

件、過去の実績等を考慮して予測する技術など、多岐にわたる研究を対象としている。また、これらの研究を

推進するにあたり、分散協調型エネルギー管理システムの構築という出口を見据え、要素技術の統合化に取

り組むことが科学技術イノベーションの実現のために求められる。よって、システム、制御、情報、通信、エネル

ギー、社会科学など様々な研究分野をつないだ連携や融合が不可欠であり、研究推進体制として、チームで

研究を推進できる CREST を選定することは適切である。 

以上のことから、対象とする研究課題を含め、本研究領域は戦略目標達成に向けて適切に設定されている。

また、研究領域選定における調査において上記の研究分野の有識者から本研究領域の重要性についてご

意見をいただいたことからも、幅広い分野から優れた研究提案が多数見込まれる。 

なお、CREST の領域設定においては、異分野の研究者の相互理解を促し、真の異分野連携・融合の実現と

優れた研究者の力を社会的課題の解決に向けて最大限発揮できる仕組みを鋭意検討していくことが必要であ

る。 

 

（２）研究総括指定の理由 
研究総括 藤田政之 

藤田政之氏は、分散協調制御ならびにロバスト制御についての研究で世界的に著名な研究者である。分

散協調制御の研究は、受動性に基づく分散協調型の制御によってネットワーク化されたシステム全体の安定

化・最適化を達成する方法論を提案するものであり、世界に先駆けて非線形推定制御論を確立するという研

究成果を上げている。またさらに、不確かなシステムに対するロバスト制御では、理論を実システムへ技術展

開する 研究に精力的に取り組んでいる。このような同氏の研究業績は、日本人と して初めて IEEE 

Transactions on Control Systems Technology Outstanding Paper Award を受賞したことなどに表われているよ

うに、国際的に高く評価されている。 

このことから、分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術や、これらの要素技術

をシステムとして展開することを目指す本研究領域の運営と推進に関し、優れた先見性と洞察力を有している

と考えられる。 

同氏はまた、IEEE Control Systems Society の Vice President、Board of Governors のメンバーならびに国際

会議 IEEE Multi-conference on Systems and Control の General Chair を歴任しており、かつ複数の英文誌編

集委員を務めてきたことから、国際的にも多くの研究者から信頼され、適切な評価と公平な選考を行い、適切

な研究マネジメントを行いうると判断される。 

さらに、本研究領域では多様な研究分野の連携と融合が不可欠であり、同氏は関連する多分野の研究者

が参加する計測自動制御学会の理事や部門長を務めてきていること、複数の大学で機械系、電気系、情報

系分野の研究教育職を経験していることから、分野を越えた俯瞰的な視野と豊富な人脈を備えていると見ら

れる。 

以上より、同氏は本研究領域の研究総括として適任であると考えられる。 
 
 



３－２ 戦略目標「先制医療や個々人にとって最適な診断・治療法の実現に向けた生体におけ

る動的恒常性の維持・変容機構の統合的解明と複雑な生体反応を理解・制御するための技術

の創出」の下に設定した研究領域 
 
［１］研究領域の概要及び研究総括 
 
研究領域 １ 『生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術

創出』（ＣＲＥＳＴ） 
 
（１）研究領域の概要 

本研究領域の目的は、個体の生から死に至る過程を、神経、免疫、内分泌、循環等の高次ネッ

トワークによる動的な恒常性維持機構からとらえ、内的・外的ストレスに対する生体の適応と変

容のメカニズムを時空間横断的に解明すること、さらに生活習慣病をはじめとする多くの疾患を

「動的恒常性からの逸脱あるいは破綻」として理解し、これを未然に察知し予測的に制御する技

術の開発を追求することにあります。 

とくに近年、細胞特異的な遺伝子改変動物の作出や細胞分離技術などが大きく進歩したため、

生命科学や医学のあり方が大きく変わろうとしています。そこで、これまで知られていなかった

異なる細胞間、システム間、臓器間の連携による恒常性維持や負荷適応の機構を明らかにし、こ

れを制御する生命科学と臨床医学の展開が求められています。 

具体的には、 

1. 内的・外的負荷に対する個体の恒常性維持のために、実質・間質細胞間、臓器間、さらに

神経、免疫、内分泌、循環等の多岐にわたるシステム間で、相互依存的に作用する複雑系機

能ネットワークの動作様式を明らかにします。とくに恒常性の維持と破綻に関わる液性因子、

神経伝達、免疫細胞、間質細胞などを同定し、これによって恒常性維持を制御する技術を開

発します。 

2. 誕生から発達、成長、老化というライフステージに応じた個体の恒常性変容機構の時系列

的動的変化の様相を解明し、その微細な徴候を早期に検出し、これらを制御する技術を創出

します。 

3. 内的・外的因子によって生ずる臓器障害の発症・進展機構、ストレスや傷害に対する生体

防御機構や治癒機構を解明し、ヒト疾患の診断や治療に結びつく技術を創出します。基礎研

究の成果はできるだけ臨床例でも検討し、新たな病態概念のもとに多科連携医療の可能性を

探索します。 

4. これらの複雑系ネットワークの相互作用の動作様式を多面的に理解し、これを制御する信

頼性の高い手法の確立をめざします。そのためにシミュレーション技術やこれを実現する計

算科学的な論理的研究も推進します。 

こうした研究を通じて、生体の恒常性機構を制御する未知の分子・細胞・ネットワーク機構を解

明し、その知見に基づいて新しい医療技術の開発を行います。 

 

 
（２）研究総括 

永井
な が い

 良三
りょ うぞう

 （東京大学大学院医学系研究科 教授） 

 
 
研究領域 ２ 『生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御』（さきがけ） 
 

（１）研究領域の概要 

本研究領域は、生体をひとつの恒常性維持機構としてとらえ、生体の動的な恒常性の維持・変容機構を解明

するとともに、老いや生活習慣病等の疾患のメカニズムの解明に挑戦する研究を対象とします。このような研究



を推進することにより、生命体を統合的に理解することが可能になり、対症療法でない、生体全体を理解した上

での診断・治療法の開発や年齢・ライフステージに応じた最適な医療の実現を目指します。 

 具体的には、下記の視点をもった研究を推進します。 

1）多臓器間の機能ネットワークを体系的に捉える視点 

2）恒常性維持機構の時間的変化を捉える視点 

3）疾患の原因としての恒常性維持機構の破綻を捉える視点 

以上の視点を踏まえて、神経系・免疫系・内分泌系・血液系等の既に構築されている学術領域を超え、生体

を1つの機構としてとらえた、分野横断的な研究を対象とします。 

 

 
（２）研究総括 

春日
か す が

 雅人
ま さ と

 （独立行政法人国立国際医療研究センター 研究所 研究所長） 
 
 

［2］研究領域選定及び研究総括指定の理由 
研究領域 １ 「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための

技術創出」（ＣＲＥＳＴ） 
研究領域 ２ 「生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御」（さきがけ） 
 
（１）研究領域選定の理由 

本研究領域は、生体の動的恒常性に着目し、その俯瞰的な理解と制御を目指すものである。現状の生命科

学研究、特に医学研究においては、神経系、免疫系、内分泌系、血液系や各臓器等の研究に細分化される傾

向が強いことが有識者への聞き取り調査結果から明らかになった。すなわち、本戦略目標が掲げる、生体を１つ

の恒常性維持機構としてとらえ多臓器間の関連を俯瞰しつつ恒常性維持機構の解明を行う研究は主流とは言

えず、それぞれの研究者が個別の分野ごとに研究を行うことが多いのが現状である。 

そのような中で本戦略目標を達成していくためには、潜在的に生体を１つの恒常性維持機構として捉えようと

考えている多くの研究者の力を集め、新たな視点で研究領域を創出する取り組みが必要であり、既存の様々な

知見を結集して新たな知見を作り上げていくチーム研究、恒常性維持機構を新たな視点かつ独創的な発想で

解明する個人研究など、様々なアプローチでの研究が行われる必要がある。 

 

研究領域 1 においては、各専門分野の研究成果を集合させ、研究領域の垣根を取り払う必要性から、チー

ム型研究を行う CREST は是非とも必要である。神経系、免疫系、内分泌系、血液系や各臓器等の様々な分

野を専門とする複数の研究者が、それぞれの専門分野の知見を結集することにより、生体恒常性維持・変容・

破綻機構のネットワーク的な理解につなげる研究が進み、新たな生命科学の解明に向けた統合的・包括的な

アプローチが可能となると考えられる。以上のことから、CREST を選定することは適切である。 

研究領域 2 においては、個人の独創的なアイデアを元に研究を推進するさきがけにより、細分化されている

研究領域の垣根を越え、既存の知見では到達し得ないような多臓器間のコミュニケーションに係る研究が進

み、新たな生命科学の解明に向けた先駆的なアプローチが可能となると考えられる。以上のことから、さきが

けを選定することは適切である。 

 
なお、CREST及びさきがけの領域運営に当たっては、戦略目標の達成という共通目的の下で、充分な連携を

行う。具体的には、研究総括間で緊密な意見交換を行うだけでなく、ＣＲＥＳＴで遂行される研究課題に、個人の

独創的知見で研究を行う個人型研究さきがけ研究の成果を活かすなどして、連携を強化していく。研究の進展

によって戦略目標を達成し、それを社会に還元することで、ライフイノベーション創出につながると期待される。 
本研究領域の発足によって、ＣＲＥＳＴ、さきがけともに、生体を１つの恒常性維持機構として捉えようと考えて

いる多くの研究者から独創的かつ挑戦的な優れた研究提案が多数見込まれる。 

 

 



（２）研究総括指定の理由 
研究総括 永井 良三 

永井良三氏は、心血管の負荷適応を制御する鍵分子である転写因子 KLF5 を同定し、その役割を解明し

たという業績で知られている。一つの転写因子が心臓肥大や線維化、代謝ストレス応答、腎臓での慢性炎症

に関わっていることを明らかにした同氏の成果は、臓器間のネットワークを基軸として生体を捉え直すものであ

る。こうしたことから、同氏は医学研究において先見性を有し、本研究領域の目指す方向を指し示す洞察力を

備えていると言える。一連の医学研究への貢献から、2009 年春には紫綬褒章を受章している。 
また、最先端研究開発支援プログラムで中心研究者を務めており、東京大学病院の病院長として大学病院

改革を行った経験から、研究プロジェクトのみならず、組織運営においても高いマネジメント能力を有し、研究

総括として的確な指導・助言ができると期待される。 
さらに、日本内科学会、日本循環器学会、日本高血圧学会、日本心臓病学会、日本動脈硬化学会で要職

を歴任しており、特に、日本内科学会では第 108 回総会を取りまとめる年頭という立場を務めたことからもわか

るように、当該分野の研究者からは絶大な支持を受けており、公平かつ適正な評価を行うことができると考えら

れる。 
上記以外にも、東京大学トランスレーショナルリサーチセンターのセンター長を務めていることから、最先端の

研究成果を社会へ還元していくことに意欲を傾けており、イノベーション創出に向けて明確な意図を有している

と考えられる。文部科学省科学技術・学術審議会、厚生労働省厚生科学審議会、経済産業省産業構造審議会

の委員に就任していることは、広い視座に立って科学技術の将来を展望できる医師・研究者として信頼されてい

ることを示している。 
以上を総合すると、同氏は CREST 研究領域の研究総括として適任であると考えられる。 

 
 
研究総括 春日 雅人 

春日雅人氏は、糖尿病における研究において、インスリンが作用するメカニズムやその異常について

取り組み、細胞レベル、個体レベルで糖尿病が発症する仕組みの解明に大きく貢献した。また、代謝学・

内分泌学などの研究も進めており、本戦略目標に掲げる研究を先駆的に行ってきたと言える。これらの

研究での成果により、2007 年に紫綬褒章を受章し、国際賞としては日本人初となる Claude Bernard 
Prize や鈴木万平記念糖尿病国際賞を受賞するなど広く功績が称えられており、本研究領域の研究に対して

優れた先見性と洞察力を備えていると判断される。 
また、神戸大学医学部附属病院長や国立国際医療センターの理事・研究所長を歴任しており、また、代表者

として学術創成研究や特定領域研究を率いていたことから適切な研究マネジメントを行う経験も豊富であり、研

究プロジェクトのみならず、組織運営においても高いマネジメント能力を有し、民間財団主催の若手研究者支援

事業で審査委員長を務めた経験を有するなど研究総括として的確な指導・助言ができると期待される。 
さらに、日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本肥満学会の理事や日本臨床分子学会理事長、日本内科

学会評議員などを歴任しており、本戦略目標が関連する分野の多くの研究者から信頼されており、また、新学

術領域研究専門委員会の主査を務めていたことから、選考に当たって公平な評価を行うことができると考えられ

る。 
以上のとおり、春日雅人氏は、先見性や、適切な研究を行う上でのマネジメント能力、関連分野の研究者から

の信頼なども十分であり、さきがけ研究領域の研究総括として適任であると考えられる。 

 



３－３ 戦略目標「多様な疾病の新治療・予防法開発、食品安全性向上、環境改善等の産業利

用に資する次世代構造生命科学による生命反応・相互作用分子機構の解明と予測をする技術

の創出」の下に設定した研究領域 
 
［１］研究領域の概要及び研究総括 
 
研究領域 １ 『ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術』（ＣＲＥＳＴ） 
 
（１）研究領域の概要 

本研究領域は、先端的ライフサイエンス領域と構造生物学との融合によりライフサイエンスの

革新に繋がる「構造生命科学」と先端基盤技術の創出を目指します。すなわち最先端の構造解析

手法をシームレスに繋げ、原子レベルから細胞・組織レベルまでの階層構造ダイナミクスの解明

と予測をするための普遍的原理を導出し、それらを駆使しながら生命科学上重要な課題に取り組

みます。 

近年わが国では大規模なタンパク質の構造決定研究が進められ大きな成果を収めてきました

が、今後はその資源を礎に、生命現象の重要な担い手でありながら単独では機能しないタンパク

質を動的に捉え、これが多くの生体高分子との相互作用で機能を発揮するメカニズムを追求する

ことが大切です。たとえば多くの動植物の病気はタンパク質の異常に由来しますが、その原因を

解明し、新規治療法や予防法を開発するためには、構造生命科学を基軸にした生命現象の理解が

不可欠です。また、健康な長寿社会の実現、安全な食糧生産、環境問題の克服でも構造生物学的

研究が求められます。こうした局面において構造生命科学は、生命現象を原子・分子レベルで時

間的・空間的に解明して普遍的原理を導出し、さらには構造から生命現象を予測することで、こ

うした課題に応えるものとなります。 

そこで本研究領域では、この構造生命科学を駆使して生命現象を支える重要な機能性素子であ

る巨大複合体やオルガネラの動態解析、疾患の原因分子の特定とその構造の解明、構造的相互作

用に基づいた創薬のためのリード化合物の分離などのほか、こうした研究を実現するのに必要な

先導的技術の創出を目指します。 

 

（２）研究総括 

田中
た な か

 啓二
け い じ

 （財団法人 東京都医学総合研究所 所長） 
 
 
研究領域 ２ 『ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術』（さきがけ） 
 

（１）研究領域の概要 

本研究領域は、先端的ライフサイエンス領域と構造生物学との融合によりライフサイエンスの革新に繋がる

「構造生命科学」と先端基盤技術の創出を目指します。すなわち最先端の構造解析手法をシームレスに繋げ、

原子レベルから細胞・組織レベルまでの階層構造ダイナミクスの解明と予測をするための普遍的原理を導出

し、それらを駆使しながら生命科学上重要な課題に取り組みます。 

具体的には、様々な生命現象で重要な役割を果たしているタンパク質を分子認識のコアとして位置づけ、

以下の研究を対象とします。 

 

１）タンパク質同士または核酸や脂質等の生体高分子との相互作用や、糖鎖修飾、ユビキチン化、リン酸化、

メチル化などの翻訳後修飾及び生体内外の化合物による時間的空間的な高次構造の変化等を階層的に

捉えることにより機能発現・制御機構を解明する研究 

２）ケミカルバイオロジー等の手法による将来の分子制御、分子設計に資する研究 

３）結晶構造解析、溶液散乱、核磁気共鳴（NMR）、電子顕微鏡、分子イメージング、質量分析、計算科学、バ

イオインフォマティクス、各種相互作用解析法等、様々な位置分解能、時間分解能（ダイナミクス）、天然度



（in situ からin vivo）で構造機能解析を行う新規要素技術開発 

４）要素技術を相補的かつ相乗的に組み合わせることで、重要な生命現象の階層構造ダイナミクスの解明を

めざす相関構造解析法の創出 

 

こうした目標達成に向け、最先端の構造生物学的アプローチとの融合により生命科学上の挑戦的なテーマ

を独自の視点で取り組む研究、または、独自に開発した革新的構造機能解析手法で細胞分子生物学、医学、

薬学分野の重要な課題解決に取り組む研究を奨励します。 

 

（２）研究総括 

若槻
わかつき

 荘市
そ う い ち

 （高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 副所長） 
 
 
［2］研究領域選定及び研究総括指定の理由 

研究領域 １ 「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術」（ＣＲＥＳＴ） 
研究領域 ２ 「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術」（さきがけ） 
 
（１）研究領域選定の理由 

本研究領域は、先端的ライフサイエンス領域と構造生物学との融合によりライフサイエンスの革新に繋がる

「構造生命科学」と先端基盤技術の創出を目指すものである。具体的には、最先端の生体分子の構造解析手

法をシームレスに繋げ、生命現象の重要な担い手でありながら単独では機能しないタンパク質を動的に捉え、こ

れらが多くの生体高分子との相互作用で機能を発揮するメカニズムを追求し、そのうえで構造から生命現象を

予測することで生命科学上重要な課題に取り組む。得られた成果は、たとえば、タンパク質の異常に由来すると

される動植物の病気の原因解明、新規治療法や予防法の開発、健康な長寿社会の実現、安全な食糧生産、環

境問題の克服といった科学技術イノベーションにつながるものである。 
近年、大規模なタンパク質の構造決定研究プロジェクトが進められ、「構造生命科学」における先駆的な研究

成果が積み上がってきたことが背景となって、ライフサイエンスおよび構造生物学分野の最前線において、生命

現象に関わる分子のダイナミックな相互作用を解明しようという機運が高まっている。このような状況の中、本研

究領域は科学技術イノベーションにつながる「構造生命科学」とその基盤となる技術の創出を推し進めるもので

あり、戦略目標達成に向けて適切に設定されたものであると言える。 
本研究領域では、先端的な研究を展開する幅広いライフサイエンスの研究者と卓越した構造生物学的技術

を駆使する研究者が融合的に研究を進める必要があり、また前述の機運の高まりもあることから応募数も多数見

込まれ、ＣＲＥＳＴを選定することは適切である（研究領域１）。 
一方、構造生命科学によるイノベーションの持続性の観点からは将来に向けて先鋭的な研究を生み出してい

くことも重要で、構造解析、計算科学、生命科学等の諸分野の研究者が独創的かつチャレンジングな研究を推

進していくことが必要である。これまでの分野にとらわれず融合的研究を志向して頭角を現しつつある研究者も

増加していることから応募数も多数見込まれ、さきがけを設定することは適切である（研究領域２）。 
 
 
（２）研究総括指定の理由 
研究総括 田中 啓二 

田中啓二氏は、タンパク質分解機構について、細胞内で不要なタンパク質を選択的に分解するタンパク質分

解酵素を発見、プロテアソームと命名し、その構造・機能・生理・病態に関する先駆的研究を行ってきたことで著

名である。さらには免疫プロテアソームの発見や胸腺での T 細胞分化に関与する胸腺プロテアソームを発見し

て分子免疫学の発展に大きく貢献し、最近ではユビキチン代謝系やオートファジー(自食作用)の研究において

世界の最先端をいく研究にも取り組んでいる。こうした田中氏の研究は、生命科学をベースに遺伝子クローニン

グ・電子顕微鏡・X 線結晶構造解析などの最先端技術を駆使するもので、同氏は本研究領域が掲げる構造生

命科学の方法を自身で長年実践してきたと言え、本研究領域をリードする上で必要となる高い見識と優れた先

見性と洞察力を備えると言える。 



また田中氏は 2002 年に東京都臨床医学総合研究所の副所長に就任して以来現職にいたるまでの 10 年の

長きにわたり同組織を率い、研究プロジェクトから組織運営まで幅広く手腕を発揮してきた。このことから同氏は

研究プロジェクトの指揮・指導や組織運営に必要な高いマネージメント能力を備えると言える。さらに、同氏は、

日本生化学会、日本分子生物学会、日本タンパク質科学会をはじめとする学会においても要職を歴任してお

り、信望もあついことから、公平かつ適正な評価を行いうると判断される。 
以上を総合すると、田中氏は CREST「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術」

研究領域の研究総括として適任であると考えられる。 
 
研究総括 若槻 荘市 

若槻壮市氏は、「原子レベルで生命を見る、知る、そして使う」という革新的な概念を掲げ、先端的ライフサ

イエンス分野と構造生物学が融合してつくりだす新しい科学分野「構造生命科学」を提唱、体現してきた。具

体的業績としては、タンパク質あるいはその複合体の立体構造解析から、タンパク質小胞輸送といった分子メ

カニズムの解明、免疫反応のスイッチを入れる DNA 転写因子 NF-κB が関与する新しいシグナル伝達系の

しくみの解明が挙げられる。同氏はまた研究を進める上で重要な先端的解析技術、高性能 X 線結晶構造解

析用ビームライン開発・建設にも取り組んできた。以上から、同氏は本研究領域をリードするうえで必要な優れ

た先見性と洞察力を有すると言える。 
さらに若槻氏は、高エネルギー加速器研究機構(KEK)放射光研究施設(PF)に着任後、放射光ビームライ

ンの開発・設置でリーダーシップを発揮した。これにより国内外の研究者から高く評価を受け、信頼もあつい。

同氏は KEK 構造生物学研究センターの発足にもかかわり、現在は KEK 物質構造科学研究所副所長、放

射光研究施設長として手腕を発揮している。以上より同氏は、研究推進能力ばかりでなく組織マネージメント、

指導力に高い能力を有すると言える。また同氏は、日本結晶学会、日本蛋白質科学界、日本放射光学会な

どで理事、評議員等の要職を務めるなど、国内外のアカデミアから科学行政にいたる幅広いコミュニティにお

いて主導的立場にあることから、公平かつ適正な評価を行い得ると判断される。 
以上を総合すると、若槻氏はさきがけ「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技

術」研究領域の研究総括として適任であると考えられる。 
 
 



３－４ 戦略目標「環境・エネルギー材料や電子材料、健康・医療用材料に革新をもたらす分子

の自在設計『分子技術』の構築」の下に設定した研究領域 
 
［１］研究領域の概要及び研究総括 
 
研究領域 １ 『新機能創出を目指した分子技術の構築』（ＣＲＥＳＴ） 
 
（１）研究領域の概要 

「分子技術」とは目的を持って分子を設計・合成し、分子レベルで物質の物理的・化学的・生物学的機能を

創出することによって、従前の科学技術を質的に一変させる一連の技術である。分子レベルでの物性創出と

は、無限に存在する分子から最善・最適の分子を精密合成技術と理論・計算科学との協働により自在に設

計・合成するという究極の物質合成で、分子の形状・構造、電子状態、集合体・複合体、輸送・移動を制御し、

これによって真に産業競争力のある諸外国には真似できない物質・材料の創出が期待できます。 

本研究領域では、解決すべき多様な応用課題に潜む本質的な問題点を分子レベルまで掘り下げ、所望の

機能を持つ分子を設計・合成・操作・制御・集積することで、常識的な分子ライブラリーに止まっていた従来の

科学技術の延長線上では考えることの出来ない、革新的かつ精密でオンリー・ワンの新物質・新材料・新デバ

イス・新プロセスの創出につながる分子技術を構築し、将来を見据えた社会ニーズと分子技術との間をシーム

レスに結びつけることを最終目標とします。  

こうした分子技術の研究開発に普遍性をもたせるために、従来の化学、物理学、生物学等の分野単独の知

見では解決が困難であった応用課題上のボトルネックを共通・共有課題として捉え、分野融合的に克服する

独自の技術体系の構築に取り組みます。 

多岐にわたる応用分野、専門分野で各々活躍している接点の少ない研究者が「分子技術」という共通の土

台に立って互いの研究・技術を見つめ直し、新たな展開を生み出し、幅広い社会ニーズに応える物質・材料

開発へのブレークスルーを起こすことを強く意識した分野横断型チームによる意欲的かつ挑戦的な研究課題

を対象とします。 

 
（２）研究総括 

山本
や ま も と

 尚
ひさし

 （シカゴ大学 教授／中部大学分子性触媒研究センター センター長・学長付教授） 
 
 
研究領域 ２ 『分子技術と新機能創出』（さきがけ） 
 

（１）研究領域の概要 

本研究領域は、分子を基盤とする新材料・新デバイス・新プロセス等の創出のため、分子の働き・振舞いを

自在に制御する「分子技術」を開拓・確立し、分子材料に関する我が国の学問と産業力のさらなる発展と新た

な展開を強力に推進すること、さらに社会の持続的発展に貢献することを目的とします。明確に設定した分子

材料の機能創出のための分子構造の設計・合成・変換技術、分子の集合・複合構造の創成・制御技術、分子

機能発現技術、デバイス化・プロセス化の創成技術に関する、革新的・挑戦的及び独創的「分子技術」の研

究を対象とします。さらに、設計→変換→集合・複合化→機能発現→材料化→デバイス・プロセス化の技術の

流れを意識した挑戦的アプローチを含有する共通基盤性の高い研究、理論・シミュレーションと分子設計・変

換を融合する研究など、分子材料の根幹技術に関する研究が含まれます。 

具体的には、機能創出を明確に見据えた分子の設計・合成・変換技術、１次元・２次元・３次元の分子集合

体・複合体の秩序構築技術、電荷やイオンの振舞いを制御するエネルギー・デバイス材料構築技術、高選択

的に分子・イオンを人工膜・ミセルなどの集合構造により輸送する環境・医療材料の構築技術などに関する基

盤的研究から材料化への流れを総合的に意識した研究、さらに分子の計測・解析技術に関する研究など、

「分子技術」の創成に資する先端的・独創的・根本的研究を重要な対象とします。 

 
（２）研究総括 



加藤
か と う

 隆史
た か し

 （東京大学大学院工学系研究科 教授） 
 
 

［2］研究領域選定及び研究総括指定の理由 
研究領域 １ 「新機能創出を目指した分子技術の構築」（ＣＲＥＳＴ） 
研究領域 ２ 「分子技術と新機能創出」（さきがけ） 
 
（１）研究領域選定の理由 

本研究領域では、環境・エネルギーや医療・健康分野等における社会的な課題を解決するため、分子素材

の新機能・新物質・新材料の創出を目指した「分子技術」を構築するための研究開発を推進し、グリーンイノベ

ーションやライフイノベーションの創出を目指すものである。 

現状では、「超低消費電力・超軽量デバイス」、「有機薄膜太陽電池」、「創薬・DDS」などのそれぞれの応用テ

ーマ毎に分散し、応用上のボトルネックを解決しようとする研究が主流となっている。これに対して、本研究領域

における分子技術では、様々な技術を有する研究チームや個々の研究者が分野融合し、様々な観点からボト

ルネックとなっている共通課題を合理的に解決することが望まれている。 

研究領域1においては、分子設計から出発し様々な応用につながる可能性を追求できる機関横断型もしくは

分野横断型のチーム研究を推進することで、真に産業競争力のある革新的な物質・材料・デバイス・プロセスの

創出につながる分子技術を構築することが期待できる。さらに、チーム型研究によって将来を見据えた社会的ニ

ーズと分子技術との間をシームレスに結びつける総合的な研究開発を展開することができ、物質・材料開発に

新たな科学技術イノベーションを創出することが見込まれる。したがって、CRESTを選定することは適切である。 

研究領域2においては、ポテンシャルの高い個人研究者によって、オリジナリティーの高い革新的なアプロー

チを含有する従来の枠に囚われない挑戦的な研究を推進することで、持続的なイノベーション創出の源泉とな

る先駆的な研究成果を期待することができる。また、分野横断的な交流を促進することで個人研究者間にシナ

ジー効果が生まれ、異分野にまたがる強いつながりを持った研究者ネットワークが形成され、分子技術を体現で

きる研究者集団となることが見込まれる。したがって、さきがけを選定することは適切である。 

さらに、CREST、さきがけの２つの研究領域を選定し、両者で密な連携を図っていくことで分子技術の構築

へ向けた相補的・相乗的な研究が推進されるほか、分子技術を体現していくうえで核となる研究者ネットワー

クが構築されることが期待される。 

以上のとおり、分野の垣根を超えた研究者ネットワークの形成及び異分野融合研究を推進することで、新し

い研究領域を産み出し、幅広い社会ニーズに応える物質・材料開発へのブレークスルーを起こすことが期待

される。よって、本研究領域は戦略目標の達成に向けて適切に設定されている。 

CREST、さきがけとも、対象となりうる研究分野は、物理、化学、生物学、計算科学、工学、材料科学、計測

技術等、多岐にわたり、「分子技術の構築」を共通言語とした独創的かつ挑戦的な研究提案が多数見込まれ

る。 

 
（２）研究総括指定の理由 
研究総括 山本 尚 

山本尚氏は、有機化学、生物有機化学、有機金属化学の第一線の研究者として、「分子設計によって構造

と反応性を自在に調整することが可能である」という概念を世界に先駆けて提唱し、多様な環境低負荷型の

分子性酸触媒を精力的に開発してきた。有機合成に関する懸案の諸問題を解決に導く同氏の卓越した研究

成果は、化学分野だけでなく他の学問領域にまで影響を与えている。その業績は、国内外で高く評価され、

紫綬褒章を受章するとともに、日本 IBM 科学賞、テトラへドロン賞、日本学士院賞、フンボルト賞などの多数

の賞を受賞しており、本研究領域を推進するに必要な先見性、洞察力を十分に有していると考えられる。また、

有機合成化学協会理事や東海支部長を務め、国際会議組織委員長を過去に 9 回も経験していることから、

関連分野の研究者から信頼され、適切な評価と公平な選考を行いうると見られる。さらに、同氏は様々な企業

のコンサルタントを務めているだけでなく、同氏が開発したいくつかの試薬品が市販されていることからもわか

るように、社会的ニーズと基礎研究をシームレスに結びつけることが重要となる本研究領域のマネジメントを行

うに適した経験、能力を有していると考えられる。 



以上より、同氏は真に産業競争力のある新機能性物質・材料の創出を目指した「分子技術」の構築を目的と

する本研究領域の研究総括として適任であり、優れた調整能力と強力なイニシアティブを発揮すると期待でき

る。 
 

研究総括 加藤 隆史 
加藤隆史氏は、液晶・機能性高分子の研究に永年携わり、超分子材料の先駆けとなった超分子液晶

の創製にはじまり、電場や機械的刺激に応じて発光色などの性質を変える液晶の開発、イオン伝導を

行う機能性液晶の開発、液晶ゲルの発見など、多くの先駆的な業績を挙げてきた。従来のポリマーと

異なる独自の分子設計により、刺激・環境に柔軟に対応する動的構造変化を有する機能性材料の創製

といった、新しい機能性高分子化学の潮流を生み出しており、まさに「分子技術」の本質を捉えた研

究を遂行してきている。その成果は、国内外にも認められ、日本 IBM 科学賞、日本液晶学会業績賞、

中国科学院化学研究所 Molecular Science Forum Lecture Professorship、高分子学会賞等を受賞し

ている。さらには、トムソン・ロイターによる 2010 年の First Breaking Paper（材料科学分野）

にも選ばれていることから、本研究領域を推進するに必要な先見性、洞察力を十分に有していると考

えられる。 
また、日本化学会理事、国際液晶学会理事を務めていることから、関連分野の研究者から信頼され、

適切な評価と公平な選考を行いうると見られる。さらに、文部科学省科学研究費補助金新学術領域研

究「融合マテリアル」領域代表を務めている等、本研究領域のマネジメントを行うに適した経験、能

力を有していると考えられる。 
以上より、同氏は「分子技術」を基盤とする広範な研究分野をカバーする本研究領域の研究総括と

して適任であり、優れた調整能力と強力なイニシアティブを発揮すると期待できる。 
 

  



３－５ 戦略目標「環境、エネルギー、創薬等の課題対応に向けた触媒による先導的な物質変

換技術の創出」の下に設定した研究領域 
 
［１］研究領域の概要及び研究総括 
 
研究領域  『低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出』 
 
（１）研究領域の概要 

本研究領域では、低炭素社会の実現や、医薬品・機能性材料等の持続的かつ発展的な生産など、我が国

のみならず世界が直面している諸課題の解決に貢献しうる、触媒による先導的な物質変換技術の創出を目指

します。 

具体的には、脱化石資源へ向けて、二酸化炭素を還元し有用なＣ１、Ｃ２、Ｃ３化合物へ効率的に変換する

反応のような、安定小分子を資源として活用する反応の研究、工業的な利用につながる不斉炭素-炭素結合

生成等の反応の研究、革新的な結合形成、開裂および組み換えにより優れた特性や機能を有するπ電子系

分子を創出する研究、π電子系分子に官能基導入を行う等による新機能を創成する研究などを対象としま

す。 

本研究領域では安全な、高原子効率、高収率、高選択性の分子変換法を創出することを目指し、化学、物

理、数理、工学等の分野の垣根を越えて挑戦的な研究を推進します。また、反応機構の解明のための計測

分析及び理論化学に関する研究との連携も促進します。 

 
（２）研究総括 

國武
く に た け

 豊喜
と よ き

 （財団法人 北九州産業学術推進機構 理事長） 

 
 

［2］研究領域選定及び研究総括指定の理由 

研究領域  「低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりのための先導的な物質変換技術の創出」 
 
（１）研究領域設定の理由 
本研究領域は、世界が直面し、今後も重要性がますます増大することが見込まれる、低炭素社会の実現や、医

薬品・機能性材料等の持続的かつ発展的な生産などの様々な課題の解決に貢献しうる、触媒による先導的な

物質変換技術の創出を目指す。 

本研究領域においては、二酸化炭素などの安定小分子を、C1、C2、C3 化合物の原料として活用が可能となる

効率的な物質変換が可能となる反応を見いだし、不斉炭素－炭素結合生成反応の新展開や実用レベルの不

斉触媒プロセスの開発等へ向けて均一系、不均一系触媒等を用いた物質変換を行う反応を構築し、革新的な

結合形成、開裂および組み換えにより優れた特性や新機能を有する物質の創出につながる研究を実施する。

また、これらの研究実施にあたっては、これまでの優れた研究成果の発展だけではなく、化学、物理、数理、工

学等の分野の垣根を越えた新たな視点を用いた研究も重要となってくる。その中でも反応機構の解明のための

計測分析及び理論化学等との連携した研究は、これまでと異なるアプローチをもたらすことが期待できる。本研

究領域では、これまで連携の少なかった分野との連携を行う分野横断的な研究も実施するためチーム型研究を

選定することは適切である。また、研究代表者のチャレンジングな構想を実現する研究や、参加する若手研究

者等の次世代の研究リーダーへの育成も期待されるところであるため、個人型研究も選定して推進することも適

切である。 

以上のとおり、本研究領域は戦略目標達成に向けて適切に設定されている。また、本研究領域の技術分野は

日本が世界のトップレベルにある分野であるため、研究者の質、量はともに豊富である。加えて、グリーンイノベ

ーション、ライフイノベーションの実現へ横断的に貢献しうることから、研究者の挑戦意欲と期待は高く、優れた

提案が多数出されることが見込まれる。本研究領域の技術分野を包含し、１つの研究領域として研究が推進さ

れる機会はこれまで多くなかったため、今回総合的かつ戦略的に推進することで新たなブレークスルーが多く生



まれることが期待される。 

 

 

（２）研究総括指定の理由 
研究総括 國武 豊喜 

國武豊喜氏は、材料化学分野、高分子化学分野で先駆的な研究を実施し、親・疎水性ユニットを持つ分子

の自己集合によって形成される脂質二分子膜形成を世界で初めて人工で達成するなどの卓越した研究業績

を残してきた。同氏の研究業績は、分子組織化学および超分子化学分野への新たな道を開くとともに、超薄

膜の利用等の可能性を広げ、ナノレベルの材料の開発が可能となるなど大きな功績を残している。その功績

の大きさは、日本化学会賞、紫綬褒章、文化功労者瑞宝重光章をはじめとする多数の賞を受賞していること

からも明らかであり、革新的な技術の創出を目指す本研究領域を推進するに必要な先見性、洞察力を有して

いると見られる。 
また、内閣府総合科学技術会議評価専門委員、日本化学会副会長、高分子学会副会長等を務めており、関

連分野の研究者から信頼され、適切な評価と公平な選考を行いうると見られる。さらに、理化学研究所 フロンテ

ィア研究システム グループディレクター、北九州市立大学副学長、株式会社ナノメンブレン取締役、財団法人

北九州産業学術推進機構 理事長（現職）などの要職を歴任しており、適切な研究マネジメント、組織運営をで

きる豊富な経験と能力を有していると考えられる。 
以上を総合すると、本研究領域の研究総括として、適切かつ効果的な領域運営がなされることが期待でき、適

任であると判断される。 



（別添資料） 
 

 

 

 

 

 

 

戦略目標 
 

 



平成 24 年度戦略目標 

 
1. 戦略目標名 

再生可能エネルギーをはじめとした多様なエネルギーの需給の最適化を可能とする、分散協調

型エネルギー管理システム構築のための理論、数理モデル及び基盤技術の創出 

 

2. 達成目標 

再生可能エネルギーの安定的かつ大量導入を可能とし、多様なエネルギー源の有効活用ならび

に災害時にも頑強なエネルギーインフラの構築に資する理論、数理モデル及び基盤技術を創出す

るため、以下の３つの目標の達成を目指す。 

○再生可能エネルギー需給の状態把握・推定・予測に関わる理論及び基盤技術の創出 

○多様なエネルギーの需給制御による分散協調型エネルギー管理システム構築に関わる理論及

び制御基盤技術の創出 

○需要側と供給側のエネルギーネットワークの統合メカニズムと人間行動を考慮したエネルギ

ー管理の最適化及びシステム全体の社会的合理性を追求する理論及び基盤技術の創出 

 

3. 将来実現しうる重要課題の達成ビジョン 

本戦略目標は、太陽電池パネルや蓄電池など再生可能エネルギーをはじめとした多様なエネル

ギーの需給に関わる技術群を地域性や利用形態等に応じて組み合せて動かし、その需給状況を双

方向かつリアルタイムに把握・分析し、分散エネルギーシステムと既存の電力系統が需給予測や

消費予測情報に基づいたエネルギーシステムの最適化を行って、優れた経済性や災害時安定性等

を有するエネルギー需給システムの実現を目指した、分散協調型エネルギー管理システム構築に

関する理論及び基盤技術の開発を目指すものである。 

また、国や自治体が支援する都市エネルギーインフラのスマート化（知能化）・グリーン化関

連の実証事業との連携にも留意しつつ、出口を意識した基礎研究を行うことによって、得られる

研究開発成果を社会実装に向けた取り組みへと繋げていくことを目指す。これにより、分散協調

型エネルギー管理システムの構築実現や、そのシステムの社会的普及が促進され、発電量が不安

定な再生可能エネルギーの受容可能量を増大させ、災害にも頑強なエネルギーインフラの実現に

つなげることを目指す。さらには、第 4 期科学技術基本計画に掲げられているグリーンイノベー

ションの目標実現に向けた重要課題「安定的なエネルギー供給と低炭素化の実現」の達成に貢献

する。また、本戦略目標下で構築された理論およびシミュレーション技術をエネルギー政策の立

案にも展開することにより、より高度化したスマートコミュニティの実現に貢献することを目指

す。 

さらには、社会インフラパッケージとして海外事業展開を視野に入れ、新しい分散協調型エネ

ルギー管理システムを構築する基盤技術の国際標準化につなげ、我が国の社会・技術システムの

構築力強化に貢献することを目指す。また、世界各国への技術移転による CO2 排出量削減の達成

により地球温暖化対策にも貢献することを目指す。 

 

4. 具体的内容 

今後、我が国が社会インフラとしてどのような新しいエネルギーシステムを構築していくべき

かというエネルギー戦略の議論にあたっては、再生可能エネルギーを含む分散型エネルギーシス

テムと従来の電力系統システムとの調和をどう図るか、熱エネルギーなど多様なエネルギー源の

最大限の活用、災害時も含めたエネルギーシステムの安定性、社会への導入コストなどに関して、

科学的根拠に裏付けられた検討が必要である。この科学的検討には、これまで我が国でエネルギ

ーシステム構築に主として携わってきた送配電工学分野、パワーエレクトロニクス分野や電力計

測分野に加え、新しいエネルギー管理システムを確立するために、システム科学をはじめとした

様々な分野の研究者の参画が必要となる。 



たとえば、多様で複雑なシステムを構築・運用するための制御技術、最適化技術、数理モデル

やシミュレーション技術、取得データを高速に処理し分析するためのセンサネットワーク技術や

データマイニング技術、複雑なシステムの構造と機能を分析するネットワーク論や、自然エネル

ギーを予測するための地球環境計測・予測技術、人間行動を考慮したエネルギー消費予測などさ

まざまな研究分野の研究者を結集し、研究開発を推進することが必要である。 

このような分野融合的な研究開発を通じて、再生可能エネルギーを含む多様なエネルギーを最

大限活用するための分散協調型エネルギー管理システムの構築に資する、複雑分散系に対応した

理論研究及び基盤技術開発を進める。 

これにより、我が国のエネルギー政策への貢献だけでなく、情報通信分野と計測制御分野等の

融合（実世界と情報社会の融合）による新しい学理や学問分野の創出が期待される。 

また、地域やその時の社会状況に応じてエネルギーシステムの要件も動的に変化していくため、

様々な要求に応えられる普遍的・基盤的な理論・技術の構築を目指す。このためには、現状のエ

ネルギーシステムを前提とした実データに基づくアプローチや、自動車、ロボット工学など他分

野で実績のあるシステム制御理論・技術の展開、既存のエネルギーシステムにかかる制約等の前

提をゼロベースに理想的なシステムを検討するアプローチなど、様々な切り口が考えられる。 

以下に具体的なアプローチ例を挙げる。 

 

 

【アプローチ 1】分散協調型エネルギー管理システムの安定化、最適化のための理論及び基盤技

術に関する研究 

分散して存在する需要側及び供給側のサブシステム（大規模太陽光発電所（メガソーラー）

や風力発電機群（ウインドファーム）、大型蓄電池システム、コジェネレーションシステムを備

えた工場、太陽光パネルを備えたビルや住宅群など）間でエネルギーと情報の両方を双方向か

つリアルタイムにやりとりするための情報通信技術や、膨大なセンサ情報等からエネルギー需

給者間の状況を把握し互いに協調し合う条件を分析する情報処理技術、分析データを基に分散

型エネルギーシステム全体を最適化するためのアルゴリズム、数理モデルに関する研究を行う。

また、エネルギーシステムを安定化させるために必要なパワーエレクトロニクスの研究や、電

力品質（電圧・周波数）、コスト、発電設備や送配電資産の利用効率、CO2 排出量、発電量、シ

ステムの安定性や故障や災害等の外乱に対する頑強性などの評価指標に対し、定量的な分析・

評価を行い、どのようなシステムが最適であるかの研究開発を行う。 

・ 最先端の再生可能エネルギー発電量予測シミュレーションや予測推定理論を組み込んだ分

散協調型の予測制御研究 

・ 停電が波及しにくく、自己修復を可能にするための電力ネットワークのトポロジー制御研究 

・ 分散協調型エネルギー管理システムに最適化手法を応用するための研究 

・ 太陽光発電と電気自動車間のエネルギー移動を考えた需給バランス制御のための最適制御

理論研究 

・ 需要側と供給側のエネルギーと情報を双方向でリアルタイムにやりとりするための情報通

信技術 

・ 大量のセンサデータからシステム制御に必要なデータを高速に取り出し、解析するための情

報処理技術及び、パワーエレクトロニクスなどのシステム制御に大きくかかわる要素技術の

研究 

【アプローチ 2】人間行動を考慮したエネルギー消費モデルの構築と、それに基づくエネルギー

需給バランスの最適化メカニズムの設計 

需要側と供給側それぞれの利己的意思決定をエネルギーシステム全体の社会的利益につなげ

るために、人間行動を考慮したエネルギー消費モデルの構築と、それに基づくエネルギー需給バ

ランスの最適化メカニズムの研究を行う。例えば、再生可能エネルギー発電や従来の大規模発電

による電力価格をどのように動かせば、需要と供給の均衡を取りながら電力需要のピークカット

やピークシフトが可能になるか、低炭素化や経済的合理性などの社会的利益が担保できるのかに

ついて、定量的に示すことを可能にする。 



・ 情報収集と制御が可能な知能化した次世代システムを利用した需要誘導による分散型エネ

ルギーシステム全体の最適化方式の研究 

・ メカニズムデザイン理論やゲーム理論等を取り入れた消費電力・供給電力の安定かつ最適な

配分決定のための動的な電力価格決定メカニズム研究 

・ 行動経済学に基づくエネルギー消費モデルの設計やエネルギーシステムに対する社会的合

意形成のための方法論の研究 

【アプローチ 3】衛星データや地域気象観測、地理情報、過去の需給実績から学習して予測性能

を向上させる手法等により、精度の高い需要予測と再生可能エネルギー発電予

測を可能にする研究 

・ 地球観測衛星データ、気象観測データ、地球環境モデルを組み合わせて算出される日射量や

風力風向、地表面温度などの再生可能エネルギー生成に関連する物理量に関するモデル構築

と、それに基づく準リアルタイム予報システムの研究 

・ 地域環境パラメータ予測と地域の地理情報（地形、再生可能エネルギー発電設備等の位置情

報、人口・産業分布等）との統合的解析を通じて、地域規模での再生可能エネルギー発電量

予測を可能にする研究 

・ 自然エネルギーの時空間変動を考慮した土地利用モデルの研究（再生可能エネルギー発電機

の立地モデルなど） 

・ 過去の需給実績から学習して予測性能を向上させる適応・学習技術やマルチエージェントシ

ミュレーションを用いた電力需要予測に関する研究 

【アプローチ 4】計算機シミュレーションや模擬シミュレータの開発及びそれを用いた上記理論

やシステム技術の統合分析・評価研究 

・ 小規模の実験装置を併合し、実データ等を踏まえたハイブリッドシミュレータ技術の創成 

・ 並列分散型計算機を用いたエネルギー需給ネットワーク制御の高精度シミュレータ開発に

資する基盤技術の創成 

・ 計算機シミュレーション及び摸擬シミュレータを用いた、アプローチ 1～3 の総合分析・評

価研究 

 

5. 政策上の位置付け（政策体系における位置付け、政策上の必要性・緊急性等） 

新成長戦略（平成 22年 6月 18 日閣議決定）における成長分野の一つであるグリーンイノベー

ションの実現に向け、第 4 期科学技術基本計画（平成 23 年 8 月 19 日閣議決定）では、「エネル

ギーを安定的に供給、確保していくため、革新的な再生可能エネルギーの開発と普及の拡大、分

散エネルギーシステムの構築、強靭な社会インフラの整備等を速やかに進めなければならない」

として、「基幹エネルギーと分散エネルギーの両供給システム及びエネルギー需要システムを総

合的に最適制御するスマートグリッド等のエネルギーマネジメントに関する研究開発や自律分

散エネルギーシステムの研究開発を促進し、これらの海外展開を図る」ことが目標として掲げら

れている。本戦略目標は、この目標達成に必要な基礎研究段階の課題解決を目指すものである。 

また、本戦略目標では、制御、信号処理、モデリング、シミュレーション、ネットワーク、適

応学習などシステム科学技術分野を含む基礎的な制御研究や衛星データを活用した気象予測に

関する成果との連携による領域横断的な展開も想定している。これは、第 4 期科学技術基本計画

における「先端計測及び解析技術等の発展につながるナノテクノロジーや光・量子科学技術、シ

ミュレーションやｅ－サイエンス等の高度情報通信技術、数理科学、システム科学技術など、複

数領域に横断的に活用することが可能な科学技術や融合領域の科学技術に関する研究開発を推

進する」ことに貢献する。 

さらに、東日本大震災以降の状況変化により、再生可能エネルギーの本格的な系統導入は、よ

り緊急の政策課題となっている。新成長戦略実現会議下のエネルギー・環境会議において、従来

の集中型システムの改良だけでなく、分散型の新システムを目指す議論が始まり、その中間的な

整理において、「分散型のエネルギーシステムの実現」が「基本理念 2：新たなエネルギーシステ

ム実現に向けた三原則」の一つとして取り上げられるなど、必要性の高い課題として位置付けら

れている。 



 

6. 他の関連施策との連携及び役割分担・政策効果の違い 

本戦略目標の関連施策として、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が

米国ニューメキシコ州にて行っている日米スマートグリッド実証(平成 21 年度～平成 25 年度）

や、資源エネルギー庁が行っている次世代送配電系統最適制御技術実証事業、次世代型双方向通

信出力制御実証事業、太陽光発電出力予測技術開発実証事業、次世代エネルギー・社会システム

実証事業がある。これらの事業は、スマートグリッド向け各種技術の実装と特定地域での実証を

進めている。また次世代送配電系統最適制御技術実証事業では、安定した集中型電力ネットワー

クに再生可能エネルギーを取り込んだ場合でも、電力系統の最適制御が可能となる技術の開発を

進めている。 

これに対して本戦略目標は、分散協調型エネルギー管理システムの実現という出口のイメージ

を掲げつつ、そのための普遍的・基盤的理論、数理モデルと基盤技術の構築を目的とする。この

ため、電力を含むエネルギー、パワーエレクトロニクス、計測・制御、統計数理、情報通信、情

報処理、気象予測、社会科学などさまざまな研究分野の研究者を結集し、研究開発を推進するも

のであり、我が国のエネルギー政策への貢献に加え、分野融合による新しい学理や学問分野の創

出を目指すものである。 

本戦略目標の達成により、様々なエネルギー源（太陽光発電、風力発電、コージェネレーショ

ン、蓄電など）や、制御システムの規模（家庭内、工場内、小規模コミュニティー内など）や地

域性に基づく制約（気象条件、地理的条件など）に柔軟に対応できるシステムの基本モデルの作

成と、様々な視点（コスト、エネルギー効率、CO2削減量など）を組み合わせた評価が可能となる

ため、本戦略目標の研究成果は、実証事業におけるエネルギーシステムの最適制御への展開が期

待されると共に、将来、多種多様なコミュニティに適用可能なエネルギー管理システムの設計を

可能とする。これらが、本戦略目標が担う、他の事業にはない役割である。また、再生可能エネ

ルギーの大量導入のみならず、災害時にも頑強な分散型エネルギー管理システムの構築などに必

要な理論の確立を目指す。さらに、エネルギー管理システムを社会インフラパッケージとして経

済成長の著しいアジア諸国等に展開することにより、我が国の国益のみならず地球規模の環境問

題の解決に貢献することができる。このような海外展開を視野に入れる場合、第一段階として、

大学等の研究機関が主体となり、科学的手法に基づいた中立的なシステム制御基盤技術を構築す

ることが求められる。これを基盤として、企業が国際競争力を持つ製品としてパッケージ化し、

研究成果の海外展開と国際標準化へと繋がっていく。 

 

7. 科学的裏付け（国内外の研究動向を踏まえた必要性・緊急性・実現可能性等） 

米国電気電子技術協会（IEEE）の論文誌“IEEE Transactions”に、2010 年より新たに ”IEEE 

Transactions on Smart Grid”としてスマートグリッド研究分野 が追加されたことに象徴され

るように、この数年でスマートグリッドに関する学会発表数や論文数、特集号、学会での特別セ

ッションなどが増加している。システム科学技術分野においてもトップクラスの研究者がこの分

野に参入し、最先端の数学的・統計的モデル、アルゴリズムを利用して、分散型エネルギーシス

テムの安定性、最適性のための理論及び基盤技術開発に関する研究が盛んとなっている。 

動的かつ柔軟に電力価格を変更するリアルタイムプライシングについても、この問題は社会シ

ステムである需要側と技術システムである供給側との間の戦略的な相互関係として表現するこ

とができるため、制御工学、応用数学、経済学、電力工学の境界分野の課題として、様々な研究

者によって研究が進められているが、その中でもゲーム理論、チーム理論に基づいたアプローチ

が特に盛んに議論され始めている。 

日本はこれまでもパワーエレクトロニクス分野など個々の要素技術としては世界でも先導的

な立場を担ってきている。今後は、スマートグリッド向け要素技術全体をシステムとしていかに

構築していくかが問題となる。システム科学技術研究を豊かな要素技術の成果と結び付けて戦略

的に振興することにより、世界をリードする研究体制と実施体制を我が国が築くことは不可能で

はない。 

米国ではエネルギー省が、気象・気候予測を行う商務省海洋大気庁と連携してスマートグリッ



ドに取り組むとしている。多国籍企業においても、中東での発電に気象予測情報を活用すること

を考えており、我が国の気象・気候予測研究を実施する大学に対して技術提供を求めてきている。

我が国の研究開発成果を我が国の利益として守りつつも国際展開する必要があり、研究開発の促

進は重要であるといえる。 

人類の共通課題である地球環境問題への貢献として、再生可能エネルギー大量導入に向けたエ

ネルギーインフラ技術の早期確立と実用化、海外への技術提供も含めた水平展開は、世界におけ

る我が国の役割である。そのためには経済性、拡張性も視野にいれたシステム構築の方法論の確

立が急務である。 

 

8. 検討の経緯 

科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）において 4 回の有識者会議を開催し、システ

ム科学技術として解決可能な重要課題について議論を重ねた。CRDS はこれらの議論を踏まえ、平

成 23 年 3 月に戦略提言「システム構築による重要課題の解決にむけて ～システム科学技術の推

進方策に関する戦略提言～」を取り纏めた。また同年 8 月にワークショップ「再生可能エネルギ

ーと分散制御システム」を開催し、有識者による分散制御システムの技術課題についての議論・

検討を行った。 

本戦略目標は、これらの検討の結果を踏まえて作成したものである。 

 

9. 留意点 
効果的、効率的なエネルギーインフラを実現する基礎基盤技術を構築するため、我が国をはじめ

世界のエネルギー政策の方向性に留意することが重要である。また、実証事業への成果提供や協

力関係の構築のため、他省庁が実施する事業との適切な連携が望まれる。 
 

 

 



平成 24 年度戦略目標 
１．戦略目標名 

先制医療や個々人にとって最適な診断・治療法の実現に向けた生体における動的恒常性の維持・変容機

構の統合的解明と複雑な生体反応を理解・制御するための技術の創出 

 

２．達成目標 

先制医療や個々人にとって最適な診断・治療法の実現に向け、以下の 3 つの目標の達成により、生体を一

つの恒常性維持機構と捉えて、疾患等による生体反応を理解・制御するための技術の創出を目指す。 

○多臓器間の機能ネットワークの理解に基づく生体の恒常性維持機構の解明と制御技術の創   出 

○発達から老化までのライフステージの遷移を考慮した恒常性維持機構のダイナミクスの理解と解析技術の

創出 

○生体の恒常性維持機構の破綻の理解に基づく生活習慣病等の疾患メカニズムの理解のための技術の創

出 

 

３．将来実現しうる重要課題の達成ビジョン 

本戦略目標においては、生体を 1 つの恒常性維持機構としてとらえ、生体の動的な恒常性の維持・変容機

構を解明するとともに、老いや生活習慣病等の疾患のメカニズムの解明を目指す。 

本戦略目標の達成目標が実現されれば、これまでの生物学的知見や方法論、開発された技術を集積し、

生命体を統合的に理解することが可能となる。すなわち、1 器官1 機能の足しあわせによって生体をとらえるの

ではなく、生体全体としての機能円環のダイナミクスを明らかにでき、副作用のない創薬の実現や、対症療法

ではない、生体全体を理解したうえでの診断・治療法の開発が期待でき、加えて恒常性維持機構の時間的変

化を解明することにより、患者の状態、年齢・ライフステージに応じた個々人にとっての最適な医療の実現が

期待できる。また、医療効果の集団内でのエビデンスに基づく正確な評価につながり、健常者・患者を含めた

集団から新たな課題を抽出することが可能になる。 

こうした臨床医学研究の向上による研究サイクルの実現により、第 4 期科学技術基本計画に掲げられているラ

イフイノベーションの目標実現に向けた重要課題「革新的な予防法の開発」、「新しい早期診断法の開発」、

｢安全で有効性の高い治療の実現｣及び「高齢者、障害者、患者の生活の質（QOL）の向上」に貢献すること

を目指す。 

 

４．具体的内容 

生体内には、外界からの様々な刺激や外部ストレスに適応応答を起こし、内部環境である体内を、安定し

た状態（恒常性）に維持する機構が存在する。 

近年の生物学上の知見の蓄積や、バイオインフォマティクスの進展、スーパーコンピュータの性能向上等に

より、個別の臓器に焦点を当てた研究から、生体を1 つの恒常性維持機構ととらえ、その解明に迫る研究が可

能となりつつある。また、過去の長期コホート研究やノックアウトマウス等のモデル動物を用いた研究により、生

体が 1 つの機構となって、多臓器間において相互に影響を与えつつ、生体内の恒常性が維持されていること

が明らかになりつつある。 

本戦略目標は、生体を、多臓器間の機能ネットワークで結ばれた 1 つの恒常性維持機構ととらえ、その統

合的な解明を目指す。また、発達から老化までのライフステージの遷移による恒常性維持機構の動的な変容

の解明を目指す。さらに、生活習慣病等の疾患を、生体の恒常性維持機構の破綻ととらえ、そのメカニズムを

理解することにより、疾患メカニズムの解明を目指すものである。 

具体的には、以下の通り。 

①多臓器間の機能ネットワークを体系的に捉える 

従来の特定の臓器に着目した研究では、体系的に取り組まれてこなかった多臓器間での相互作用に関す

る研究として、神経系・免疫系・内分泌系・血液系等の複数臓器間での機能ネットワークを解明する研究や、1

つの臓器内での多種類の細胞による相互作用に関する研究などが想定される。 

②恒常性維持機構の時間的な変化を捉える 



人のライフスパンにおける時間変化を考慮した恒常性維持は、今まであまり研究されておらず、細胞レベル

では分化後不変と考えられていた恒常性状態を定量的に計測することで、発生、発育、生体維持、老化等の

ライフステージに応じた細胞・臓器の状態や維持機構を体系的に把握し理解することを目指す。例えば、老

化という長期間の時間変化に対する恒常性維持機構の変容を、代謝ネットワークの変換点を探索することに

より理解し、その多臓器・器官にわたる影響を解析することなどが想定される。 

③疾患の原因として恒常性維持機構の破綻を捉える 

生活習慣病等の多くの疾患は、生体の恒常性維持機構からの逸脱や破綻ととらえることができる。多くの疾患

を恒常性という視点で生体全体に捉え直し、バイオマーカーや代謝産物の定量的な計測等をとおして、疾患

の発症機構や変容に対する生体防御機構の仕組みを解明する研究などが想定される。 

 

５．政策上の位置付け（政策体系における位置付け、政策上の必要性・緊急性等） 

本戦略目標は、「新成長戦略」(平成 22 年 6 月閣議決定)、「第 4 期科学技術基本計画」（平成 23 年 8 月閣

議決定）等に掲げられている、ライフイノベーションの推進に向けた政策課題の解決に貢献するものである。 

具体的には、平成 22 年 6 月 18 日、閣議決定された「新成長戦略」において、「ライフ・イノベーションによる

健康大国戦略」として、「安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発を推進

する」と述べられている。本戦略目標では、生体の動的な恒常性の維持・変容機構を解明するとともに、老い

や生活習慣病等の疾患のメカニズムを解明することにより、副作用のない創薬の実現や、新たな疾患治療法

の開発を目指す。 

また、平成 23 年 8 月 19 日に閣議決定された「第 4 期科学技術基本計画」において、「Ⅱ．将来にわたる持

続的成長と社会の発展の実現 4. ライフイノベーションの推進 ⅲ）安全で有効性の高い治療の実現」として、

「治療の質と安全性と有効性の向上に向けて、疾患の層別化、階層化等に基づく創薬を推進し、国民の遺伝

背景に基づいた副作用の少ない医薬品の投与法の開発を進める」と述べられており、本戦略目標において

は、治療の質向上のため、ライフステージに応じた恒常性機構の動的な変容を解明することにより、そのステ

ージに適した治療法の確立を目指す。 

さらに、「平成 24 年度科学技術重要施策アクションプラン」（平成 23 年 7 月 21 日科学技術政策担当大臣 

総合科学技術会議有識者議員）においても、ライフイノベーションの項目の 重点的取組として、「糖尿病等

の生活習慣病の合併症に特化した予防、診断、治療に関する研究開発（新規）」が掲げられている。本戦略

目標においては、疾患を恒常性維持機構の破綻ととらえ、その疾患メカニズムを解明することにより、糖尿病

等の生活習慣病の予防、診断、治療に関する研究開発の進展に貢献することを目指す。 

 

６．他の関連施策との連携及び役割分担・政策効果の違い 

本戦略目標は文部科学省等のライフサイエンス関係の事業によって開発された計測技術や解析技術を活

用するとともに、1 つの臓器や細胞に着目した研究の成果を活用し、生体レベルの恒常性維持機構の統合的

理解の実現を目指すものである。 

例えば、文部科学省において実施している「分子イメージング研究戦略推進プログラム」で開発された低分

子化合物の生体内動態を観察する技術を活用し、本戦略目標において、低分子化合物を介した内分泌系の

多臓器間のネットワークに着目した課題を実施することが可能となる。また、科学技術振興機構の CREST「炎

症の慢性化機構の解明と制御に向けた基盤技術の創出」（平成 22 年度設定）等の免疫系に関する研究成果

を活用し、本戦略目標において、免疫系の多臓器間のネットワークや、免疫系と神経系・内分泌系・血液系と

の関係性に着目した課題を効果的に実施することが可能となる。 

なお、科学技術振興機構の CREST「生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出」（平成 23 年度設

定）においては、細胞レベル、ミリ秒レベルでの解析に主眼がおかれており、本戦略目標とは異なるものの、そ

の研究の成果は、本戦略目標での研究にも活かすことができるため、成果を共有することにより効果的に研究

が推進されることを期待する。 

 

７．科学的裏付け（国内外の研究動向を踏まえた必要性・緊急性・実現可能性等） 

諸外国においては、計測技術の進展を受け、近年になって、「複雑系生物学」という名称で、領域横断的な

アプローチによる補助金や制度の新設が行われている。拠点としては、米国サンタフェ研究所、EU のパラライ



ム研究所がある。また、アジアの複雑系生物学の拠点を目指し、シンガポールのナンヤン工科大学では、複

雑系研究プログラムが 2011 年 8 月より開始された。ヒトに着目した制度の例としては、米国で 2008 年から開始

されている国立科学財団の「ヒト生命科学における複雑系モデルのデータ統合」というプログラムがある。これ

はヒトの個別臓器や細胞の様々な要素を先端技術で計測し、そのデータを統合化する試みである。 

一方で、国内においては、脳内の神経系と血管系や内分泌系との関わりなど、特定の臓器に関する研究の

発展形として、臓器内での細胞等のコミュニケーションに関する研究は行われているが、多臓器間のコミュニ

ケーションに着目し生体の統合的理解を目指した研究は、多くは行われていないのが現状である。 

学術コミュニティにおいては、生体の統合的理解の重要性が議論されており、平成 23 年10 月8 日には、20

を越える学会からの共催・協賛・後援を受け、学術シンポジウム「多臓器円環のダイナミクス」（東京大学理学

部小柴ホール）が開催された。シンポジウムでは、生体の統合的理解を目指すために必要な事項について、

技術的な面に加え、人材育成や研究推進の制度の在り方について、議論が交わされた。 

このように、国内外において、生体を統合的に理解するための取組みが始められつつあるところであり、我

が国が国際的な競争に先駆けて研究を実施するためにも、一刻も早く国内の研究の戦略的な推進を行う必

要がある。 

 

８．留意点 

本戦略目標は、神経系・免疫系・内分泌系・血液系等の既に構築されている学術領域を超え、生体を 1 つ

の機構としてとらえ、横断的な領域の構築を目指すものであり、現在、専門分野毎に細分化されている臨床医

学に対して、統合的アプローチを提案するものである。したがって、研究課題の採択や評価は、複数の学術

領域や臨床現場との連携という観点からも行われることが望ましい。 

また、横断的な領域の重要性を理解し、維持するための土壌として、本事業における取組と並行して、学術コ

ミュニティにおいて、研究支援体制の構築、医学教育・研究のあり方の見直し、長期的な人材育成を促すため

の新しい評価制度の検討などの取組みが行われることを期待したい。 

 

 

 

 

 



平成 24 年度戦略目標 
1. 戦略目標名 

多様な疾病の新治療・予防法開発、食品安全性向上、環境改善等の産業利用に資する次世代構

造生命科学による生命反応・相互作用分子機構の解明と予測をする技術の創出 

 

2. 達成目標 

生命科学と先端技術の異分野融合による研究体制により、以下の目標を達成する。 

○生体分子相互作用や修飾及び低分子化合物による時間的空間的な変化を原子から組織レベル

まで階層的に捉えることで可能となる分子認識機構の解明と将来の分子制御、新規分子設計に

向けた新技術の創出 

○生命現象の本質を司る生体分子間相互作用、機能発現機序を解明し応用に資するための新たな

構造解析法の要素技術の創出 

○複数の相補的な先端的解析要素技術をシームレスに融合することで階層構造ダイナミクスの

機能解明と制御を可能にする新たな多次元研究手法（相関構造解析法）の創出 

 

3. 将来実現しうる重要課題の達成ビジョン 

本戦略目標は、先端的ライフサイエンス領域と構造生物学との融合により、最先端の構造解析

手法をシームレスに繋げ、原子レベルから細胞・組織レベルまでの階層構造を時間的空間的に解

明することで生命反応・相互作用を構造から予測するための普遍的原理を導出し、それらを駆使

しながら生命科学上重要な課題の解決に取り組むことでライフサイエンスの革新に繋げる「次世

代構造生命科学」として、ライフサイエンス施策を新しく展開していくことにより、社会還元に

繋がるイノベーションの創出を目指す。 

具体的には、「2. 達成目標」に掲げた研究成果を企業等との共同研究につなげ、①新たな制御

機構の解明とその予測による新たな治療法・診断法の開発、②食品の安全性に関わる食品添加物、

食中毒等に関わる細菌・ウイルスに関する新たな検査法・予防法・治療法等の開発、③環境問題

等に配慮した植物の育成、バイオ燃料等の開発などを目指す。 

これらの実現によって、副作用のない創薬の実現、新たな疾患治療法の開発、年齢に応じた個

別化医療の実現及び環境問題等に配慮した植物の育成等につなげ、第 4 期科学技術基本計画に掲

げられているライフイノベーションの目標実現に向けた重要課題「革新的な予防法の開発」、「新

しい早期診断法の開発」、｢安全で有効性の高い治療の実現｣、「高齢者、障害者、患者の生活の質

（QOL）の向上」及びグリーンイノベーションの目標実現に向けた重要課題「安定的なエネルギ

ー供給と低炭素化の実現」に貢献することを目指す。 

 

4. 具体的内容 

○蛋白質、核酸や脂質等の生体高分子の相互作用やユビキチン化、リン酸化、メチル化、脂質修

飾、糖鎖修飾等及び生体内外の化合物による時間的空間的な高次構造の変化等を原子レベルか

ら組織レベルまで階層的に捉えることにより分子認識機構を解明する。すなわち、疾患等にお

いて重要な役割を果たしている生命分子とそれに関わる分子群を系統的に解析し、時間軸に沿

ったネットワークとしての構造と機能を解明する。さらに、ケミカルバイオロジー等の手法も

組み合わせることで将来の分子制御、新規分子設計に資する。 

○蛋白質、核酸、脂質等の生体高分子の細胞内外でのダイナミックな相互作用や高次構造の変化

によって引き起こされる生命現象の解明に向け、分子複合体及び生体高分子の修飾ならびに動

態解析を様々な位置分解能、時間分解能（ダイナミクス）、天然度（in situ から in vivo）

で明らかにするための新規要素技術を開発する。具体的には、X 線・中性子を用いた結晶解析

と小角散乱、核磁気共鳴（NMR）、電子顕微鏡、質量分析、計算科学などの手法の高度化や新規



手法の開発を行う。 

○上記要素技術や創薬・医療技術支援基盤の技術のそれぞれのメリットを最大限に活かしつつ相

補的かつ相乗的に組み合わせることで、重要な生命現象を原子レベルから細胞レベルまでを階

層構造として捉えそのダイナミクスの解明をめざす新しい相関構造解析法を創出する。 

○上記研究を推進するに当たっては、先端解析技術分野と幅広い生命科学分野の研究者が密接に

共同研究することが必須であるため、異分野間の研究者でチームを構成し学際融合研究を行う。 

 

5. 政策上の位置付け（政策体系における位置付け、政策上の必要性・緊急性等） 

本戦略目標は、「新成長戦略」(平成 22 年 6 月閣議決定)、「第 4 期科学技術基本計画」（平成 23

年 8 月閣議決定）等に掲げられている、ライフイノベーションの推進に向けた政策課題の解決に

貢献するものである。 

具体的には、平成 22 年 6 月 18 日、閣議決定された「新成長戦略」において、「ライフ・イノ

ベーションによる健康大国戦略」として、「安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・

介護技術の研究開発を推進する」と述べられている。本戦略目標では、生体高分子の相互作用や

修飾及び生体内外の化合物による時間的空間的に高次構造の変化等を原子から組織レベルまで

階層的に捉えることで、すべての生命現象の源である分子認識機構を解明することにより、副作

用のない創薬の実現や、新たな疾患治療法の開発を目指す。 

平成 23 年 8 月 19 日に閣議決定された「第 4 期科学技術基本計画」において、「Ⅱ．将来にわ

たる持続的成長と社会の発展の実現 4. ライフイノベーションの推進 ⅲ）安全で有効性の高

い治療の実現」として、「治療の質と安全性と有効性の向上に向けて、疾患の層別化、階層化等

に基づく創薬を推進し、国民の遺伝背景に基づいた副作用の少ない医薬品の投与法の開発を進め

る」と述べられている。本戦略目標においては、生命活動と関係する分子の機能を解明し、将来

の分子制御及び分子設計に資する立体構造を時間的空間的に解明する多次元研究手法を生命医

科学上重要で緊急度の高いターゲットに応用することで副作用のない創薬の実現や、新たな疾患

治療法の開発を目指す。 

また、「平成 24 年度科学技術重要施策アクションプラン」（平成 23 年 7 月 21 日科学技術政策

担当大臣 総合科学技術会議有識者議員）においても、IV ライフイノベーション 2-2 政策課題 

「がん、生活習慣病の合併症等の革新的な診断・治療法の開発による治癒率の向上等」として、

「早期発見や新規治療法（医薬品、医療機器、治療技術）の開発や、糖尿病の合併症である腎不

全、心筋梗塞等の発症防止、うつ病、認知症等のコントロールなど現在進められている研究開発、

創薬、医療技術支援を一層加速する」と述べられている。本戦略目標においては、我が国の最先

端研究基盤を活用しつつ、分子と分子の相互作用を含む生命現象の本質を解明し応用に資する新

たな要素技術を開発することにより、研究開発、創薬、医療技術支援を一層加速することを目指

す。 

さらに、本戦略目標は、「新成長戦略」、「第 4 期科学技術基本計画」及び「平成 24 年度科学技

術重要施策アクションプラン」等に掲げられている、グリーンイノベーションの推進に向けた政

策課題の解決にも貢献するものである。 

 

6. 他の関連施策との連携及び役割分担・政策効果の違い 

○｢創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業｣等の創薬・医療技術支援基盤を積極的に活用する

こと等により、生体機能の制御機構を解明し、連携を強化するとともに、産業等への波及効果

を及ぼすことが期待される。近年、放射光施設において、マイクロビームビームラインという

創薬研究等に活用可能な最先端研究基盤が整備され、約 20 万化合物からなる化合物ライブラ

リーが整備されており、これらの基盤は生体機能を制御する仕組みの理解や創薬研究等へ応用

されることがアカデミアや製薬企業等からも注目を浴びている。これらの国が整備した基盤を



活用し、本戦略目標では、我が国のトップレベルの次世代生命科学研究を推進する。 

○本戦略目標は、蛋白質、核酸や脂質等の生体高分子がダイナミックに相互作用することで本来

の機能を発揮していること等に着目し、その本態を原子レベルで詳細に解析することで、それ

らが関与している生命現象や制御機構をボトムアップ式に明らかにすることを目的としてい

る。一方、「生命動態システム科学」は、様々な生命現象を要素に還元することなくシステム

としてとらえ、最先端の計測、計算技術や生命科学技術を駆使して、シミュレーション、in vitro

再構成というサイクルを回すことで、そのシステム全体を理解、制御することを目指しており、

本戦略目標による生体高分子の相互作用機構に関する新しい知見によって細胞レベルのシス

テム機構解明が加速される。両施策を併せて推進することにより初めて原子から個体レベルま

で階層的に捉えることが可能となる。 

○ERATO「脂質活性構造プロジェクト」（2010 年度開始）では、脂質が生体膜中で活性を持つ状

態の構造を解析し、脂質の機能を解明することを目指している。一方、本戦略目標は脂質を含

む蛋白質、核酸、糖鎖等を原子レベルから組織・細胞レベルでどのように相互作用するのかを

解明しようとするものであり、当該 ERATO プロジェクトと連携して取り組むことにより、相乗

的な効果が期待される。 

 

7. 科学的裏付け（国内外の研究動向を踏まえた必要性・緊急性・実現可能性等） 

我が国では、これまでにもポストゲノム研究としてタンパク質の構造解析が進められてきたが、

複雑な生命の機能メカニズムを解明するために、タンパク質をはじめとする生体高分子の構造解

析情報の重要性がますます増してきている。タンパク質立体構造と機能解明を有機的に結合させ

ることは、ライフサイエンス発展の原動力となると同時に、医薬開発や産業応用に直結すること

が期待される。 

また、本施策に係る基盤技術の開発研究等は世界各国で進められている。 

米国国立衛生研究所（NIH）の一機関、米国国立一般医科学研究所（NIGMS）では、2010 年から、

膜タンパク質の解析に特化したセンターの設置やハイスループット技術によって可能となる生

物学研究を行うためのパートナー制度の導入により、生物学でのインパクトを重視したプロジェ

クトである PSI(Protein Structure Initiative)-Biology を実施している。このプロジェクトで

は、構造科学の研究者が生物学研究者と緊密な連携をもつ拠点が形成されている。 

米国以外でもスウェーデン、英国、カナダの 3 か国にまたがる研究ネットワークで、ヒトの健

康に重要な生体分子に絞って解析する SGC（Structural Genomics Consortium:構造ゲノムコンソ

ーシアム）プロジェクトを実施している。一部のデータは非公開にしており、国際特許の取得を

視野に入れた医薬品開発研究へと発展している。 

欧州では、2005 年からは、膜タンパク質をターゲットにした E-MeP (European Membrane Protein 

Consortium)、2006 年からは、複合体をターゲットにした SPINE-2 プロジェクト、2008 年からは、

膜タンパク質の中でもチャネルとトランスポーターに絞った EDICT(European drug initiative on 

channels and transporters)など困難な研究に総力を結集し始めている。 

さらに中国においては、次世代生命科学研究は国家の重要な柱とされており、第 3 世代大型放

射光施設の上海光源が 2009 年に完成し研究が加速されるとともに、電子顕微鏡分野の充実が始

まっている。 

以上の通り、世界的に生体分子の解析研究はライフサイエンスや創薬等の応用研究に深く関わ

る質の高い研究を進めており、新しいパラダイム創出に向けて進んでいる。我が国においては、

これまでの「ターゲットタンパク研究プログラム（2007～2011）」等で、これまで解析が困難で

あった膜タンパク質及び巨大複合タンパク質について欧米等に先駆けて構造解析に成功するな

ど国際的な優位性を築いてきている。これらの研究成果・研究基盤を活用し、さらに、先端的ラ

イフサイエンス領域と構造生物学との異分野連携を前提として、我が国の優位性を活かした研究



を戦略的に推進する必要がある。 

 

8. 検討の経緯 

日本学術会議シンポジウム「生命科学の将来に向けたマスタープラン」（平成23年5月19日）にお

いて、システム構造生命科学研究開発事業等が提言された。同シンポジウムにおいて生命科学の有

識者が生命科学分野における大型プロジェクトについて発表し、議論が行われた。 

また、研究開発戦略センター（CRDS）において俯瞰ワークショップ「構造生命科学プログラム」

（平成23年9月10日）が開催され、次世代生命科学研究等についての議論が行われ、この中で、次

世代構造生命科学の必要性や取り組むべき研究内容等について議論が行われた。  

日本学術会議シンポジウム「先端的異分野融合を核とした構造生命科学の飛躍に向けて」（平成

24年1月9日）において、次世代生命科学研究等について議論が行われた。 

本戦略目標は、これらの検討の結果を踏まえて作成したものである。 

 

9. 留意点 

 本戦略目標を推進するに当たっては、構造生命科学分野は、特に先端解析技術の進歩が著しく

急速であるとともに、「7. 科学的裏付け」に掲げるとおり、国際競争が激化しているため、新た

な要素技術等が開発された場合においては、研究の計画や体制を適宜見直しつつ、それらを速や

かに随時取り込み、目標の達成に活用することが必要である。 

 

 

 

 



平成 24 年度戦略目標 

１．戦略目標名 

環境・エネルギー材料や電子材料、健康・医療用材料に革新をもたらす分子の自在設計『分子技術』の構築 

 

２．達成目標 

「分子技術（物理学、化学、生物学、数学等の科学的知見を基に、分子を設計、合成、操作、制御、集積する

ことによって、分子の特性を活かして目的とする機能を創出し、応用に供するための一連の技術）」の構築を目

指し、蓄電デバイス、有機薄膜太陽電池等の分子を用いた超低消費電力・超軽量デバイスの実現や、ドラッグ

デリバリーシステム、機能性医療材料などの革新的な治療方法の確立等の基盤技術となる以下の技術体系を

構築する。  

○「設計・創成の分子技術（精密合成技術と理論・計算科学との協働により、新規機能性物質を自在に設計・創

成する技術）」に係る技術体系の構築  

○「形状・構造制御の分子技術（分子の形や構造を厳密に制御することにより、新たな機能の創出に繋げる技

術）」に係る技術体系の構築  

 

３．将来実現しうる重要課題の達成ビジョン 

有機ＥＬディスプレイに代表されるように、既に今日様々な部品や機器が分子素材である“ソフトマテリアル”に

移行しつつある。これは、低環境負荷、資源制約への対応、そして、高い生体親和性といった人間社会全体の

課題に対して本質的な解決策をソフトマテリアル、すなわち、それを実現する「分子技術」が与えることを示唆す

るものである。  

本戦略目標下において「2．達成目標」に記載した研究成果が得られることで、分子性物質としての機能設計

が可能となり、その結果として幅広い社会ニーズの課題解決に適用することが可能となる。関連する学問分野の

研究者と産業界との協力体制を構築することにより、第4期科学技術基本計画に掲げられたグリーンイノベーシ

ョン、ライフイノベーションの推進に向け、例えば、下記の成果が事業終了後5年程度で得られることを目指す。  

 

●『ソフトマテリアルで構成された電子機器』  

既存の半導体や金属に置き換わり、導電性制御が可能となる有機材料が電子機器の素材として使用さ

れ、低環境負荷の超低消費電力のコンピュータや超軽量携帯情報端末が創出される。  

●『超低消費電力かつ資源再利用に対応した太陽電池フィルム』  

分子材料を用いた素材原料や製造プロセスの転換による超低コストかつ低環境負荷の太陽電池が創出

される。  

 

●『ドラッグデリバリーシステム等を活用した治療』  

感知機能や有効成分の放出を調整できる機能を備えた高度な薬物送達（ドラッグデリバリーシステム）の

開発や、組織や臓器の再生に必要な機能性医療材料の3次元での構造化などにより、安全で有効性の高

い治療が実現する。  

 

上記の他、脱化石資源、高密度二次電池、高度環境モニタリング、低コスト造水・水浄化といった分野での

実用化が考えられる。 

 

４．具体的内容 

（背景）分子科学から分子“技術”へ！  

近年、例えば、低環境負荷の発電技術として注目されている有機太陽電池の開発では、フラーレンという分

子からなる薄膜のｎ型半導体としての導入が大きな進展に繋がっている。また、創薬の世界では、分子の構造や



形状をコンピュータ上で設計することにより、副作用が大幅に軽減され、疾患部をピンポイントで狙う分子標的薬

が可能になってきた。  

このような成果の背景には、分子科学という基礎的学問が存在する。従来の分子科学では、自然界を観察し、

探索することによって、様々な分子を発見・解析し、天然の分子を人工的に模倣することで、同様の機能を得て

きた。しかし近年の新たな流れとして、コンピュータの急速な性能向上や測定・解析技術等の著しい進展に伴い、

自然界にモデルを求めずとも、目的とする機能を設計し、それに合った物質を得るという研究開発事例が見出さ

れるようになってきた。  

これらの状況を踏まえ、本戦略目標では、「分子技術」を開発することによって、環境・エネルギー技術や情報

通信技術、医療技術等を下支えする一連の材料創製技術に対し、抜本的なブレークスルーをもたらすことを目

指すものである。  

（研究内容）ライフイノベーション、グリーンイノベーションに共通する基盤技術の確立へ！  

本戦略目標では、グリーンイノベーション、ライフイノベーションに関わる革新的成果を創出するために、個別

応用課題の研究開発とは“別”に様々な分野への展開が可能な「分子技術」を確固たる土台として築いておくこ

とで、個別施策の研究開発や異分野融合が加速されることを目指す。「分子技術」の研究開発においては、従

来の化学や物理学、生物学、数学といった学術分野単独の知見では推進が困難であり、応用課題上のボトル

ネックを共通的課題として、分野融合的なアプローチにより、それを克服する体系を構築することが重要である。

本戦略目標では、「分子技術」を、分野横断的な「設計・創成の分子技術」、「形状・構造制御の分子技術」、「変

換・プロセスの分子技術」と、具体的な応用分野を見据えた「電子状態制御の分子技術」、「集合体・複合体制

御の分子技術」、「輸送・移動制御の分子技術」からなる6つの要素技術からなるものと捉え、特に、最も根本的

な「設計・創成の分子技術」と、「形状・構造制御の分子技術」に重点を置くこととする。以下、具体的な研究開発

課題の例を挙げる。 

 

● 設計・創成の分子技術  

設計・創成の分子技術とは、新規機能性物質を自在に創成することを目指す技術である。すなわち、従

来型の勘と経験に大きく頼る手法から踏み出し、合成と理論解析が密接に協力し、目的とする機能を持つ

物質を思うがままに設計し、合成する指導原理を与える技術である。  

（研究開発課題例）  

 機能から分子を創出するための理論創成とシミュレーション技術の開発  

 分子構造の予測を可能にする分子デザイン手法の開拓  

 機能設計・予測に基づく精密合成法の開発  

 分子性物質の高純度精製法の開発  

 

● 形状・構造制御の分子技術  

形状・構造制御の分子技術とは、分子配列、分子集積、自己組織化等に基づいて創成される分子レベ

ルのナノ構造から、実用材料を構築するための1 次元、2 次元、3 次元のマクロ構造を自在に創成する技

術であり、分子の形や構造を厳密に制御することにより、新たな機能の創出に繋げるための技術である。  

（研究開発課題例）  

 自己組織化等ビルドアップ及びトップダウン手法による空間空隙構造形成技  

術  

 ナノからマクロ構造への規模拡大技術  

 マクロ構造を持つ材料における物理的諸現象の観測・解析技術  

 計算機シミュレーションによるマクロレベルの構造・機能の設計・解析  

 

５．政策上の位置付け（政策体系における位置付け、政策上の必要性・緊急性等） 

「分子技術」によって創出されるソフトマテリアルは、21 世紀の課題である低環境負荷、省エネ・省資源、低



コスト、人間・社会との親和性等に応え得る多様な能力を備えている。これらを実現する「分子技術」を、国の

基盤技術として確固たるものとすることが、本戦略目標の最大の目標である。「分子技術」が生み出す高付

加価値産業は、我が国の経済発展を支えるとともに、世界の環境・エネルギー問題、安全・安心、医療・健康

問題等の解決に大いに寄与することが期待される。  

「第4期科学技術基本計画」（平成23年8月19日閣議決定）では、産業競争力の強化に向けた共通基盤の強

化のため、「付加価値率や市場占有率が高く、今後の成長が見込まれ、我が国が国際競争力のある技術を数

多く有している先端材料や部材の開発及び活用に必要な基盤技術、高機能電子デバイスや情報通信の利用、

活用を支える基盤技術など、革新的な共通基盤技術に関する研究開発を推進するとともに、これらの技術の適

切なオープン化戦略を促進する」こととされ、また、領域横断的な科学技術の強化に向け、「先端計測及び解析

技術等の発展につながるナノテクノロジーや光・量子科学技術、シミュレーションやｅ－サイエンス等の高度情報

通信技術、数理科学、システム科学技術など、複数領域に横断的に活用することが可能な科学技術や融合領

域の科学技術に関する研究開発を推進する」こととされている。さらに、「ナノテクノロジー・材料科学技術の研究

開発方策について＜中間取りまとめ＞」（平成23年7月 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ナノテ

クノロジー・材料科学技術委員会）においては、「国際的な優位性を保持するためには、革新的な技術の開発が

不可欠であることから、社会的課題を設定する際に把握可能な技術のみに重点化するのではなく、中長期的観

点から、潜在的可能性をもつ技術の創出に向けた研究開発等の取組も推進すべきである」とされ、課題解決に

向けた重点研究開発課題である「物質材料設計及び制御技術」の一つに分子技術が取り上げられている。  

 

６．他の関連施策との連携及び役割分担・政策効果の違い 

これまで、「太陽電池」や「蓄電池」、「創薬」といった出口テーマ毎に分かれて課題を解決しようとする施策が

主流であった。しかしながら本戦略目標では、様々な分野において共通してボトルネックとなっている技術的課

題を、「分子技術」という横断的技術概念で捉え直し、多様な分野の研究者が協力して研究に取り組むことを意

図している。「分子技術」は、我が国がこれまで長年に渡って積み上げてきた基礎科学の成果を発展的に再編

し、これまでにはない新たな技術体系を構築するものである。「分子技術」を展開・体系化する過程においては、

物理学、化学、生物学、数学の基礎分野のみならず、ナノテクノロジー、情報技術、バイオテクノロジー等の工

学分野の寄与が不可欠であり、これらの学問領域での融合が求められるとともに、各種の技術を複合的に活用

することが必要となるため、材料設計技術やプロセス技術といった技術レベルでの融合も必要となるものである。  

また、平成 24 年度に設定する戦略目標「環境、エネルギー、医療等の課題対応に向けた触媒による先導的

な物質変換技術の創出」において、物質変換のための新しい触媒開発を開始することとしているが、当該技

術は、「分子技術」を確立する上でも重要な要素技術である「変換・プロセスの分子技術」を補完するものとな

り得ることから、必要な連携を図ることが求められる。 

 

７．科学的裏付け（国内外の研究動向を踏まえた必要性・緊急性・実現可能性等） 

本戦略目標は、我が国が環境・エネルギー問題、医療・健康等に関する諸問題の解決に率先して貢献す

るための新たな材料技術戦略である。我が国はナノテクノロジー・材料技術に基づく部素材産業が強く、なか

でも本戦略目標に掲げる「分子技術」については強さを保持している。例えば、ディスプレイ製品の中に用い

られる分子性物質の多くの市場占有率は、日本が国際的にも圧倒的である。この新しい技術分野の基礎を学

問的に深化させて、より革新性を高めるための戦略的かつ総合的な研究投資はまだ国内、海外ともに実施さ

れておらず、我が国が先駆けて推進することにより、世界をリードできる可能性がある。 

 

８．検討の経緯 

独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS)において、平成 20 年 7 月に「物質・材

料分野俯瞰ワークショップ」が開催され、ナノテクの成果、融合の効果、今後の課題について、議論が交わさ

れ、「分子技術」という概念を確立することが提案された。平成21 年12 月には、「分子技術」が今後我が国に

とって重要な基幹的技術に成り得るかどうかを専門家間の集中議論によって検証するとともに、今後の方向

性や具体的な研究開発課題を抽出する目的で、「科学技術未来戦略ワークショップ『分子技術』」が開催さ

れた。ワークショップにおける議論を踏まえ、今後重点的に推進すべき研究領域、課題等について更なる検

討が行われ、平成 22 年 3 月に戦略イニシアティブ「分子技術“分子レベルからの新機能創出”～異分野融

合による持続可能社会への貢献～」がとりまとめられた。  



以上の議論も踏まえ、文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ナノテクノロジー・材

料科学技術委員会が平成 23 年 7 月に中間とりまとめを行った「ナノテクノロジー・材料科学技術の研究開発

方策について」において、課題解決に向けた重点研究開発課題である「物質材料設計及び制御技術」の一

つに分子技術が取り上げられた。  

本戦略目標は、これらの検討の結果を踏まえて作成したものである。 

 

９．留意点 

「分子技術」の開発には、異分野の研究者が積極的に参入し、実質的に協働するための環境が必要である。

また、本戦略目標の成果を「分子技術」の構築に向けて発展させていくため「分子技術」を前競争領域における

共通基盤技術として捉え、つくばイノベーションアリ―ナ等、産学官協働のための「場」を積極的に活用すること

が重要である。 

 

 

 

 

 



平成 24 年度戦略目標 
１．戦略目標名 

環境、エネルギー、創薬等の課題対応に向けた触媒による先導的な物質変換技術の創出 
２．達成目標 

○有用物質への変換・活用のための二酸化炭素還元法の創出 

○高収率、高効率、高選択、経済的、安全に不斉炭素-炭素結合等を直截的に生成する触媒的物

質変換技術の創出 

○π電子系分子の化学合成及びデバイスにつながる新機能創成手法の創出 

上記の目標達成に向けた研究を戦略的に推進するべく、触媒反応機構の解明のための原子・分

子構造や電子状態の変化解析及び計算化学等による理論の構築も一体的に行う。 

 
３．将来実現しうる重要課題の達成ビジョン 

本戦略目標下において 2. に記載した研究成果を得ることにより、 

・脱化石資源に向け、二酸化炭素を原料にして、一酸化炭素（CO）、メタノール（CH３OH）、エチ

レン（C２H４）といった非常に汎用性の高い、C1、C2、C3 化合物への変換 

・複雑な構造を持つ医薬品等の工業的な合成を可能とする不斉炭素-炭素結合反応 

・高効率な合成・官能基導入等による、C1、C2、C3 化合物からの高性能有機材料の創出 

の実現を目指す。 

本事業で創出された革新的な成果を研究段階に応じて、独立行政法人科学技術振興機構（JST）

が行う産学連携施策、経済産業省の事業、民間企業との共同研究等の実用化を目指した研究につ

なげることにより、以下のような我が国の重要課題の達成に貢献することを目指す。 

【グリーンイノベーションの実現への貢献】 

石油消費の最終廃棄物である二酸化炭素の再利用による C1 化合物等の製造の実現、新規触媒

反応を用いた環境負荷の低い基礎化成品の製造プロセスの実現、次世代の機能材料として有力で

あり、世界的に市場規模の大きな有機 EL や有機太陽電池等のデファクトスタンダードの掌握等

を通じ、第 4 期科学技術基本計画に掲げられているグリーンイノベーションの目標実現に向けた

重要課題「エネルギー利用の高効率化及びスマート化」に貢献する。 

【ライフイノベーションの実現への貢献】 

不斉炭素-炭素結合反応など複雑な構造を自在に合成するための基盤技術を用いて、これまで合

成が困難であった各種医薬品等の工業レベルでの合成の実現等を通じ、第 4 期科学技術基本計画

に掲げられているライフイノベーションの目標実現に向けた重要課題「安全で有効性の高い治療

の実現」等に貢献する。 

 
４．具体的内容 

創薬や機能性材料創成等の幅広い分野における「低コスト、低エネルギー、低環境負荷で持続

可能なものづくり」を実現するために、触媒による物質変換は不可欠な基盤技術である。このた

め、我が国の強みを活かした戦略的な触媒科学研究の推進により、低炭素社会の実現や、医薬品・

機能性材料等の持続的かつ発展的な生産など、我が国のみならず世界が直面している諸課題の解

決に貢献しうる、先導的な物質変換の実現を目指す。 

具体的には、以下の研究を想定する。 

○二酸化炭素などの安定小分子を資源として活用するため、二酸化炭素の還元を従来より効率

的に実施できる反応の研究 

○還元的手法により二酸化炭素を有用な C1 化合物さらには C2、C3 化合物に効率的に変換する

ための研究 



○工業的な利用につながる高収率、高効率、高選択、経済的、安全な不斉炭素－炭素結合生成

や高位置選択性により化学廃棄物を飛躍的に低減するための革新的な触媒反応の創出を目指

した研究 

○革新的な結合形成、開裂および組み換えにより、小分子から優れた機能を有するπ電子系分

子の化学合成を可能とする触媒反応の創出を目指した研究 

○π電子系分子に官能基導入を行う等による新機能物質の創成 

○X 線自由電子レーザー施設 SACLA などの新たな大型基盤研究施設を用いた触媒反応の素課程

等の詳細な解明や、計算化学等によって新たな反応研究に活用しうる理論の構築を目指した

研究 

 
５．政策上の位置付け（政策体系における位置付け、政策上の必要性・緊急性等） 

（政策体系における位置付け） 

「第 4 期科学技術基本計画」（平成 23年 8月 19 日 閣議決定）では、「我が国が直面する重要

課題への対応」の一つとして、「領域横断的な科学技術の強化」が掲げられ、「先端計測及び解析

技術等の発展につながるナノテクノロジーや光・量子科学技術、シミュレーションや e－サイエ

ンス等の高度情報通信技術、数理科学、システム科学技術など、複数領域に横断的に活用するこ

とが可能な科学技術や融合領域の科学技術に関する研究開発を推進する」ことが明記されている。

本戦略目標は、幅広い分野に貢献しうる革新的な物質変換のための研究の推進を行うものであり、

これに対応するものである。また、「グリーンイノベーションの推進」のための重要課題の一つ

である「エネルギー利用の高効率化及びスマート化」のための「グリーンサステナブルケミスト

リー」や「革新的触媒技術」等の研究開発に対応するものであるとともに、「ライフイノベーシ

ョンの推進」のための重要課題の一つである「安全で有効性の高い治療の実現」を支える、複雑

な構造を有する医薬品等の工業的合成等の実現に貢献しうるものである。 

また、「ナノテクノロジー・材料科学技術の研究開発方策（中間取りまとめ）」（平成 23 年 7 月 

科学技術学術審議会研究計画・評価分科会ナノテクノロジー・材料科学技術委員会）においても、

「触媒は、排ガス浄化や自浄性（セルフクリーニング機能）、廃棄物処理といった環境技術とし

ての重要性と、物質生産プロセスにおける重要性の両方を併せ持つ。特に物質生産過程では、ナ

ノ構造制御や化学反応制御による、選択性の高い触媒の開発が重要であり、反応温度の低下や副

生成物及び共生成物の生成減少によって、反応や精製にかかるエネルギー消費や環境負荷を低減

できる画期的な触媒の開発によって、物質生産過程に革新をもたらすことが求められている」こ

とから、「画期的な触媒材料」が重点研究開発課題に挙げられている。 

（政策上の必要性・緊急性） 

触媒科学は、我が国の研究者が、世界の有機合成化学に大きな変革をもたらす反応経路を数多

く開発するなど、世界を牽引してきた分野であり、我が国は非常に高いポテンシャルを有してい

る。すでに実用化につながり、我が国の産業競争力を支えてきた触媒反応は数多くあり、低コス

ト、低エネルギー、低環境負荷で持続可能なものづくりを実現する上で、さらなる新規触媒材料、

プロセスを求める産業界のニーズは高い。達成目標として掲げた３つの目標については、以下の

とおり、本戦略目標下での集中的な取組みが必要なものである。 

二酸化炭素の有用物質への変換については、「豊かで活力ある国民生活を目指して～経団連 

成長戦略 2010～」（2010 年 4 月、（社）日本経済団体連合会）におけるグリーンイノベーション

に向けた重要技術として、二酸化炭素からのメタノール合成があげられるなど、脱石油依存型社

会を目指すための技術として社会的・経済的ニーズが高く、かつ、我が国の強みである革新的な

触媒反応が実現の鍵を握るテーマである。 

選択的な不斉炭素-炭素結合生成等については、医薬品や液晶等の分野において重要な要素技

術だが、工業ラインとして稼働している例は少なく、産業界のニーズにあった新概念、新技術に

よる発展が望まれる。この分野の研究は我が国が世界的に優位性を持っており、日本発の手法が

グローバルスタンダードになり得る可能性がある。欧米の網羅的研究で優位性を奪われることの



無いよう、集中的に取り組むことが必要である。 

π電子系分子については、優れた光・電子特性を持つ新規材料になりうるものとして世界的に期

待されているところである。化学合成により、均質かつ精密に分子構造を制御されたπ電子系分

子を合成するための手法は、発展が見込まれる有機半導体分野の重要技術となり得ることから、

日本発の技術の創出は、我が国産業の今後の発展に大きく貢献しうる。 

 
６．他の関連施策との連携及び役割分担・政策効果の違い 

触媒反応を分子、原子レベルといった、これまで以上の精度で分析することが、先端的な計測

施設（SPring-8 や SACLA）によって可能となってきている。このような先端計測施設を積極的に

活用し、触媒反応の原理を明らかにすることで、これまで実現できなかった反応技術の創出につ

なげる。 

触媒科学の理論分野は、計算機や計算化学ソフトウェアの高速化・高度化により進展しつつあ

ることから、実験と理論の連携を図り、より戦略的・効率的に触媒反応のブレークスルーの創出

を目指す。また、学術研究コミュニティとも連携していく。 

また、平成 24 年度に設定する戦略目標「環境・エネルギー材料や電子材料、健康・医療用材

料に革新をもたらす分子の自在設計『分子技術』の構築」において、目的に応じて分子を自在に

制御するための技術を体系的に確立するために、特に「分子の設計・創成」及び「分子の形状・

構造制御」の基盤となる技術に重点を置き、研究を開始することとしている。本戦略目標で目指

す物質変換のための新しい触媒開発は、「分子技術」を確立する上でも重要な要素技術であり、

分子技術に関する戦略目標下での取組を補完するものとなり得る。 

さらに、本戦略目標下での研究の推進には、多くの若手研究者の参画も期待されるところであ

り、各大学等における触媒科学分野の人材育成の取組と連携するなど、本事業に参加する若手研

究者等の次世代の研究リーダーへの育成にも貢献することを目指す。 

 

７．科学的裏付け（国内外の研究動向を踏まえた必要性・緊急性・実現可能性等） 

本戦略目標が目指す革新的触媒反応による先導的物質変換に関する我が国の研究水準につい

ては、「ナノテクノロジー・材料分野 科学技術・研究開発の国際比較 2011 年版」（JST 研究開発

戦略センター）において、「ナノ触媒材料および分子・原子レベルでの触媒材料開発は日本のお

家芸ともいえる研究テーマであり、この分野での日本の研究水準は高いといえる。触媒開発のみ

ならず、2010 年度の根岸教授、鈴木教授のノーベル化学賞受賞からもわかるように、特に有機合

成（基礎化成品を含む）に関する反応開発の研究水準は極めて高い」とされている。 

我が国は、二酸化炭素の光還元で世界を主導する成果を輩出しているほか、不斉炭素-炭素結

合に関する研究については、世界の研究者と比較し、卓越した研究レベルを維持しており、新概

念に基づく物質変換に関する研究成果を数多く発信している。さらに、電子材料等への応用に関

する研究開発については、欧米では既存化合物の改良研究が中心であることに対し、我が国では

独自の発想のもと、有用な物性を示す化合物を新規に合成する独創性の高い研究が行われており、

我が国に強みのある分野である。 

最近では、複数の金属の組み合わせで、従来型の単金属では達成し得ない触媒活性の獲得に成

功した例が多く報告されており、今後は、計算化学等による理論的裏付けを踏まえた効率的な触

媒探索が求められている。 

近年、中国が、関連分野の論文発表数で日本を追い抜くなど、急速な追い上げをみせており、本

分野の日本のプレゼンスを継続的に維持し、産業競争力を支えていくためには、早急な体制構築

が必要である。 

 

８．検討の経緯 

平成 23 年 6 月に、ワークショップ「社会的・国際的課題の解決を目指した次世代の触媒科学

研究に向けて」（主催：JST）が開催され、2010 年にノーベル化学賞を受賞した根岸英一パデュー

大学教授による、次世代の触媒科学の方向性に関する提案をもとに、有機合成化学、触媒反応、



生体関連化合物、計測技術、高分子材料等の幅広い分野の有識者による議論がなされた。 

JST においては、ワークショップにおける議論を踏まえ、さらに有識者検討会による議論を重

ねるとともに、検討された研究内容について、社会的・経済的ニーズ、国内外の研究動向を踏ま

えた緊急性・実現性、関係施策との関係性について調査を実施した。 

本戦略目標は、これらの検討の結果を踏まえて作成したものである。 

 

９．留意点 

本戦略目標下での研究は様々な分野への応用・貢献を目指しているものであり、研究成果を関

連する分野へ速やかに展開するよう推進するべきである。 

我が国が培ってきた触媒に関する研究の実績・成果を最大限に活かすとともに、本事業の他の戦

略目標下の関連研究や JST が行う関連事業、文部科学省や他省庁の関連事業などとも積極的に連

携することにより、事業全体として効果的・効率的に研究を進めることが必要である。 

 


