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第 1章 国際評価の概要 

 

第 1節 国際評価の目的 

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）における戦略的創造研究推進事業（新技術シ

ーズ創出）*【以下、特に明示がない場合には、戦略的創造研究推進事業は戦略的創造研究

推進事業（新技術シーズ創出）を指す。】に対する国際的な視点による国際評価1が二度実施

されてきた（第 1回（2006年）、第 2回（2011年））。 

今回第 3 回の国際評価では、主に前回の国際評価終了後 5 年間（2011～2015 年度）を中

心に、出口を見据えた基礎研究の推進への取り組みや研究成果ならびに波及効果等を通し

た事業全体の総合的な評価を受けるともに、今後 JST として取り組むべき提言・助言や、

科学技術イノベーション創出に資するための提言・助言を得るために実施する。 

*：具体的な評価対象は、CREST、さきがけ、ERATO、ACCEL、ACT-Cである。 

 

第 2節 戦略事業における国際評価の位置づけ 

戦略的創造研究推進事業に関わる評価は、法人評価、国際評価、研究領域評価、研究課

題評価から構成されている（図 2-17参照）。本国際評価は第 3期中期目標期間（2012～2016

年度）の終了 1年前に実施するものである。 

 

第 3節 評価の進め方 

評価委員は JST が選任する国内及び国外の有識者で構成され、戦略的創造研究推進事業

を総合的に評価する。評価結果は理事長、研究主監会議、JST業務運営会議へ報告され、ホ

ームページにて公開される。 

 

第 4節 評価の観点および基準 

第 1 節の評価の目的に基づき、これまでの戦略的創造研究推進事業の仕組みや運営をも

とに 2011年以降に取り組んできた新たな仕組みや運営、また第 2回の国際評価にて JSTに

対して求められた提言に関し、科学技術イノベーションの創出を目指した適切な運営が進

められているかという観点で評価を行う。 

さらに本事業を通じて得られた代表的な研究成果（アウトプット）をもとに、科学技術

イノベーションの創出に資する波及効果や次世代研究リーダーの輩出などの成果展開（ア

ウトカム）の観点についても評価を実施する。 

上記の観点を踏まえ、本国際評価は以下の項目について実施する。 

1）事業のシステムと運用の評価 

2）事業の研究成果および波及効果 

                             
1戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発及び先端的低炭素化開発を除く。)の実施に関する規則によ

る 
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第 5節 評価委員 

評価委員会は、国内外の有識者で構成する。 

 

（委員長） 

平野 眞一*  上海交通大学致遠講席 教授・平野材料創新研究所 所長 

   （元名古屋大学 総長、前大学評価・学位授与機構長） 

（委員） 

安藤 恒也*  東京工業大学 特命教授 

長我部 信行  株式会社日立製作所ヘルスケア社 CTO 

栗原 和枝  東北大学原子分子材料科学高等研究機構 教授 

   東北大学多元物質科学研究所ナノ界面化学研究分野 教授 

中田 登志之  東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 

西島 正弘  昭和薬科大学 学長 

引野 肇  東京新聞・中日新聞 編集委員 

Per Eriksson*  Special Adviser, Lund University（Former president of Vinnova） 

Anne Glover  Vice Principal for External Affairs and Dean for Europe,  

   University of Aberdeen（Former Chief Scientific Advisor to the  

   President of the European Commission） 

Andy Hor Tzi Sum Vice-President and Pro-Vice-Chancellor of the University of  

   Hong Kong（Professor at National University of Singapore  

   and Director of IMRE, A*STAR) 

Matthias Kleiner  President of the Leibniz Association（JST 運営委員会委員、 

   Former president of DFG） 

Edison T. Liu*   President and CEO of The Jackson Laboratory 

   （Former president of Human Genome Organization（HUGO）） 

*は前回の国際評価委員 
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第 2章 戦略的創造研究推進事業の仕組み及び運営 

 

第 1節 各国の政策 

 

第 1項 日本における科学技術政策の概要 

 

(1)科学技術基本計画 

「日本における科学技術の水準の向上を図り、もって日本の経済社会の発展と国民の福

祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献する

ことを目的とする」という理念の下に、1995年に科学技術基本法が制定された2。 

制定の背景には、日本の経済が停滞し、円高の進行により輸出産業が打撃を受けている

のに加えて、将来的な高齢化、国際競争の激化が予想される中で、日本が知的資源を活用

して新産業を創出し、国を長期的な成長に向かわせ、人類が直面する諸問題の解決に寄与

する「科学技術創造立国」論が活発になったことが挙げられる3。 

科学技術基本法に基づき、3期 15年間にわたって科学技術基本計画（以下、「基本計画」

という）が策定され、日本はその実行によって、厳しい財政事情の中にあっても研究開発

投資の拡充が図られ、世界をリードする研究成果や数々の実績を上げてきた。 

 

図 2-1 科学技術基本計画の変遷4 

                             
2 第 4期科学技術基本計画 
3 CRDS-FY2013-FR-07_研究開発の俯瞰報告書 
4 文部科学省 科学技術・学術政策について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/04/1

5/1333290_6.pdf を JSTで改変 
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第 1 期では概ね研究開発システムにとどまっていたが、第 2 期では、社会との関係が明

確に意識され、日本が目指すべき 3 つの国の姿（新しい知の創造、知による活力の創出、

知による豊かな社会の創成）を示すとともに、研究成果の社会還元を含めた科学技術シス

テムの改革を掲げた。社会・国民との関係は第 3 期でより重視され、「社会・国民に支持さ

れ成果を還元する科学技術」という基本姿勢を明らかにするとともに、その際に重要とな

るイノベーションを明示的に取り上げた5。 

第 4期基本計画は 2011年に策定され、その大きな特徴は、科学技術政策の役割を、科学

技術の一層の振興を図ることはもとより、人類社会が抱える様々な課題への対応を図るた

めのものとして捉えたことにある。そのため、科学技術政策に加えて、関連するイノベー

ション政策も対象に含めて、「科学技術イノベーション政策」として一体的に推進すること

とした。もう一つの特徴は、科学技術政策が国家戦略の根幹であり、また重要な公共政策

の一つと位置づけて他の政策と有機的に連携することを前提に政策の展開を掲げた点にあ

る6。 

 

(2)科学技術関係予算 

政府全体の科学技術関係予算を有望な分野や政策へ重点的に配分し有効に活用するため、

総合科学技術・イノベーション会議が科学技術イノベーション政策全体を俯瞰して、「科学

技術に関する予算等の資源配分の方針を策定し、関係府省の取組を主導している。例えば、

2015 年度科学技術関係予算については、科学技術イノベーション総合戦略を確実に実行す

るため、科学技術イノベーション予算戦略会議の設置、アクションプランの策定、戦略的

イノベーション創造プログラム（SIP）、革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）による

重点化を進めた7。 

                             
5 第 4期科学技術基本計画 

6 CRDS-FY2013-FR-07_研究開発の俯瞰報告書 
7 科学技術白書を JSTで改変 
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図 2-2 科学技術関係予算（2015年度）8 

日本の 2015年度当初予算における科学技術関係予算は図 2-2に示すように 3兆 4,470億

円であり、そのうち科学技術振興の中心的な経費である科学技術振興費は１兆 2,857 億円

となっている8。 

 

(3)競争的資金 

競争的資金とは、第 3 期科学技術基本計画において定義されているとおり「資源配分主

体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による

科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に

配分する研究開発資金」のことを指す。同計画において、「研究者の研究費の選択の幅と自

由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形成に貢献する科学研究費補助金（科研費）等の

競争的資金は、引き続き拡充を目指す」としており、政府としてその拡充に努めている。 

一方で、「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」（2007年 6月 14日総合科学技術

会議基本政策推進専門調査会）等に基づき、基礎研究の多様性・継続性の確保、シームレス

な仕組みの構築、若手・女性研究者に魅力的な研究環境づくり、ハイリスクでインパクトの

ある研究や独創的な研究の強化、評価体制の強化、公正・透明で効率的な配分・使用システ

ムの確立等の制度改革が進められている9。 

図 2-3に示すように、2015年度の競争的資金の総額は約 4,213億円で、戦略的創造研究

                             
8 http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/h27/h27gaiyou_1.pdf 
9 http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/ 
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推進事業の予算はその約 14%を占めている。後に示すが、第 3回国際評価の対象となる事業

は戦略的創造研究推進事業のうち、ERATO、さきがけ、CREST、ACCEL、ACT-Cが該当する。 

科学研究費助成事業
(JSPS)

54%

戦略的創造研究
推進事業

(JST/AMED)
14%

国家課題対応型
研究開発推進事業

(MEXT/AMED)
5%

医療研究開発
推進事業補助金
(MHLW/AMED)

11%

厚生労働科学
研究費補助金

(MHLW)
2%

その他
14% 総額421,261

［百万円］

図 2-3 2015年度競争的資金10 

 

第 2項 日本における他法人等の概要 

 

(1)JSPS（日本学術振興会）：科学研究費補助金 

科学研究費補助金（以下、「科研費」という）は学術研究の補助金で、個々の研究者の自

由な発想に基づく研究提案を受けて、学術的に優れた独創的・先駆的な研究に対して、補助

を通じて研究活動により多様な学術の振興を図ることを目的としている。 

戦略的創造研究推進事業は科学研究費助成事業とは異なり、トップダウン型の事業である。

つまり、国の政策目標、すなわち戦略目標を受けて、研究領域・研究総括を設定し、戦略目

標実現に向けてイノベーションの創出に資する技術シーズを創成する研究を推進している。 

                             
10 http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin27.pdf 
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トップダウン型

戦略的創造研究推進事業

国の政策目標（科学技術基本計画）

国が戦略目標を提示

研究領域・研究総括の選定

国の政策目標実現のために、研究内容に
応じた形で優秀な研究者を動員して集中

的に研究を推進

イノベーションの創出に資する
技術シーズを創成する研究成果

ボトムアップ型

科学研究費補助金※

学術的に優れた独創的・先駆的な
研究に対して補助

研究活動により多様な学術の振興を図る

個々の研究者の自由な発想に基づく
研究提案

※科学研究費補助金・・・

文部科学省及び日本学術振興会より交付さ
れています。

  

図 2-4 戦略的創造研究推進事業と科学研究費補助金の違い11 

(2)NEDO12（新エネルギー・産業技術総合開発機構）：ナショナルプロジェクト 

NEDOは日本最大級の公的研究開発マネジメント機関として、経済産業行政の一翼を担い、

エネルギー・環境問題の解決および産業技術力の強化の二つをミッションとする。 

①エネルギー・地球環境問題の解決 

新エネルギーおよび省エネルギー技術の開発と実証試験等を積極的に展開し、新エ

ネルギーの利用拡大とさらなる省エネルギーを推進し、さらに、国内事業で得られた

知見を基に、海外における技術の実証等を推進し、エネルギーの安定供給と地球環境

問題の解決を目指している。 

②産業技術力の強化 

産業技術力の強化を目指し、将来の産業において核となる技術シーズの発掘、産業

競争力の基盤となるような中長期的プロジェクトおよび実用化開発における各段階の

技術開発を、産官学の英知を結集して高度なマネジメント能力を発揮しつつ実施する

ことにより、新技術の市場化を図っている（2015 年度予算：1,319 億円、うちナショ

ナルプロジェクト関連予算：1,215億円）。 

NEDOの事業は主に、日本の技術力強化・エネルギー問題の解決を目標として、実用化開

発までの支援を目的とした開発寄りの事業を展開しており、基礎研究に軸足を置いた戦略

的創造研究推進事業とは異なる。戦略的創造研究推進事業の研究成果の実用化に向けた展

                             
11 http://www.jst.go.jp/kisoken/about/index.html 
12 http://www.nedo.go.jp/introducing/index.html 
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開先として NEDOの事業とは連携している。 

(3)AMED（日本医療研究開発機構）13 

医療分野の研究開発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関として 2015年 4月に新

たに設立された（2015年度予算：1,248億円）。これまで文部科学省・厚生労働省・経済産

業省にて行われてきた医療分野の研究開発に関して、基礎段階から実用化まで一貫した研

究のマネジメントを行う。 

これに伴い、JST実施事業に参画していた研究課題のうち、医療関連課題の一部について

は AMED に移管された。今後、JST はライフサイエンス分野に関する幅広い分野への貢献が

期待される基礎・基盤的な研究を推進するとともに、その研究成果を AMEDへ引き継ぐ連携

関係を構築する。 

 

(4)CSTI（総合科学技術・イノベーション会議）：ImPACT、SIP 

「出口を見据えた研究」に係るファンディング施策としての戦略的創造研究推進事業に

対して、「出口から見た研究」に係るファンディング施策として、革新的研究開発プログラ

ム（ImPACT）や戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）といった新たな制度が総合科

学技術・イノベーション会議により 2014年に創設された。 

 

図 2-5 「出口を見据えた研究」と「出口から見た研究」14 

①革新的研究開発プログラム（ImPACT） 

ImPACT は、大学や企業が失敗を恐れずに困難な研究開発課題に果敢に挑み（チャレ

ンジ）、新たな成長分野を切り開いていく（イノベーション）、 新たな科学技術のシス

テムが必要であるという問題意識の下、ハイリスク・ハイインパクトな研究開発を促

進し、持続的な発展性のあるイノベーションシステムの実現を目指したプログラムと

                             
13 http://www.amed.go.jp/ 
14 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/06/03/ 
1351151_02.pdf 
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して創設されたものである。優れたアイディアを持つプログラム・マネージャー（PM）

に大胆な権限を付与し、実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新

的な科学技術イノベーションの創出を目指したハイリスク・ハイインパクトな挑戦的

研究開発を推進している点に特徴がある（予算：550億円【2018年度までの基金】）。 

②戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

SIP は、CSTI が司令塔機能を発揮し、府省の枠や旧来の分野の枠を超えたマネジメ

ントに主導的な役割を果たすことを通じて、科学技術イノベーションを実現するため

創設されたものである。CSTIが重要課題を特定し、課題ごとに PD（プログラムディレ

クター）を選定し、基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据え、規制・制度

改革や特区制度の活用等も視野に入れて推進するものである。現在、11 課題が設定さ

れており、うち 5 課題（革新的燃焼技術、革新的構造材料、エネルギーキャリア、イ

ンフラ維持管理・更新・マネジメント技術、レジリエントな防災・減災機能の強化）

について JSTが管理法人となっている（2015 年度予算：500億円（SIP 事業全体））。 

 

なお、本項の内容には、「JSTは科研費の運営を行う JSPSとは別個の機関として、明確に

異なる理念のもとで活動を続けるべきである。同じ関係は、JSTと NEDOなどとの関係にお

いても維持されるべきである。」という前回の国際評価での提言内容への対応を含んでいる。 

 

第 3項 主要国の状況 

主要国の資金配分機関の中から、主要機関について表 2-1に示した15,16,17。 

 

(1)米国の資金配分機関 

米国は、目的に応じた多様な研究資金が併存するマルチ・ファンディング・システムを

採用しており、各省庁がそれぞれの分野ごとに基礎・応用・開発研究を支援している。代

表的な資金配分機関は、科学・工学分野の NSF、医学分野の NIH、エネルギー分野の DOE科

学局等であり、主にボトムアップ型の資金配分が行われている。NIH は、8 割の外部向け

（extramural）研究資金を大学等に配分する一方で、2 割の内部向け（intramural）研究

資金を、傘下の 27 研究所・センターにおける研究開発に利用している。  

 

(2)欧州の資金配分機関 

EU（欧州連合）では加盟国自身が行える事業については EUでは行わずに、加盟国が実施

する施策を補助するために様々な事業を行うという原則がある。科学技術・イノベーショ

ンの分野でもこの原則が貫かれており、フレームワークプログラム 7（FP７）の後継として、

                             
15 CRDS-FY2012-CR-01 
16 CRDS-FY2012-OR-02 
17 CRDS-FY2014-FR-01 
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新しい科学技術・イノベーション政策である Horizon 2020 が 2014 年 1 月より開始され、

ハイリスクな研究開発への投資といった部分に取り組んでいる。 

英国の研究資金助成機関である研究会議（Research Councils:RCs）は、7つの分野別研

究会議と、各研究会議が共同で設立した英国研究会議協議会（RCUK）から成る。7つの研究

会議は、研究資金助成だけを実施する 3 研究会議（EPSRC、AHRC、ESRC）、研究資金助成を

実施しながら傘下に研究組織を有して自らも基礎・応用研究を実施している 3研究会議

（BBSRC、MRC、NERC）、および研究資金助成に加えて研究施設の管理・運営を行っている研

究会議（STFC）に分けられる。 

ドイツでは、DFG がボトムアップで基礎的な研究を支援するとともに、様々な科学関連の

表彰、研究者招聘プログラムの実施などの業務を行う。また選ばれた少数の大学に集中的に

助成を行うエクセレンス・イニシアティブの委託を連邦政府から受けて実施している。 

フランスでは、国民教育・高等教育・研究省が所管する ANRが自然科学・工学から人文社

会科学まで全分野を対象として競争的資金を配分している。 

スウェーデンでは、VINNOVAがニーズ主導の研究に資金を提供し、企業、大学、研究機関、

公共部門間のコラボレーションを促進するほか、EUのフレームワークプログラムのための

国の交渉機関としての役割を果たしている。 

 

(3)アジアの資金配分機関 

シンガポールでは、省庁管轄の資金配分機関として、シンガポール科学技術研究庁

（A*STAR）があり、7工学研究所と 7バイオメディカル研究所を有し、産学連携による出口

志向の強い研究開発を主導している 18。 

中国では、中央政府の競争的資金が、主として科学技術部および国家自然科学基金委員会

（NSFC）により配分される。NSFCは米国 NSFの中国版として 1986年に設立され、基礎研究

と一部の応用研究を助成している。 

表 2-1 主要国の資金配分機関とその事業内容 15,16,17  

国 
資金配分 

機関 
予算 15,16,17 ,18 事業の内容 

米国 

NSF 
73億ドル 

（FY2015） 

大学の科学・工学分野に対して、ボトムアップ型の研究

資金助成を実施 

NIH 
303億ドル 

（FY2015） 

大学の医学分野に対して、ボトムアップ型の研究資金助

成及びトップダウン型の拠点事業などを実施 

                             
18 各機関のウェブサイト等を参照 
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米国 

DOE 
107億ドル 

（2015） 

政府出資研究開発センターのエネルギー分野、物理学、

数学、計算科学分野に対して、ボトムアップ型の研究資

金助成を実施 

DARPA 
29億ドル 

（FY2015） 

課題定義はトップダウン方式、アイデア探索にはボトム

アップ方式を用いた革新的研究支援 

英国 

BBSRC 
5.3億ドル 

（FY2015） 

生物科学分野に研究資金助成を実施しながら傘下に研究

組織を有して自らも基礎・応用研究を実施 

EPSRC 
11.9億ドル 

（FY2015） 

工学・数学・物理学・化学・材料科学・情報通信技術分

野に対して、研究資金助成を実施 

ドイツ DFG 
32億ドル 

（2014） 

基礎科学の振興を目的とした大学および公的研究機関に

対して、医学、機械工学、生物学、物理学、人文科学分

野の研究助成プログラムや共同研究センタープログラム

を実施 

フランス ANR 
5.9億ドル 

（FY2015） 

大学および公的研究機関に対して、生物・医療、環境・

生物資源、持続可能なエネルギー、ICT、エンジニアリン

グ、人文・社会科学分野にボトムアップ型とトップダウ

ン型の研究資金助成を実施 

スウェーデン VINNOVA 
3.3億ドル 

（2014） 

企業、大学、研究機関、公共部門間のコラボレーション

を促進するために、ニーズ主導の研究資金を提供 

ＥＵ ERC 
146億ドル 

（2014-2020） 

Horizon 2020 の「プライオリティ①卓越した科学」の中

で、優れた個人、チームに対して、ハイリスク・ハイリ

オード研究を支援 

シンガポール A*STAR 
10.5億ドル 

（2014） 

工学、バイオメディカルを中心に、産学連携による研究

開発を主導 

中国 NSFC 
26.7億ドル 

（2012） 

大学および研究組織の数学・物理学、化学､生命科学、地

球科学、エンジニアリング、材料科学、情報科学、管理

科学、医学分野に対して、ボトムアップ型の研究資金助

成を実施 

日本 

JST 
10.1億ドル 

（FY2015） 

大学および公的研究機関の工学・数学・物理学・化学・

材料科学・情報通信技術・生物科学に対して、トップダ

ウン型の研究資金助成を実施（戦略的創造研究推進事業） 

JSPS 
25.4億ドル 

（FY2015） 

大学および公的研究機関の基礎科学全般に対して、ボト

ムアップ型の研究資金助成を実施 

*機関の予算をドル換算値（2015,Oct.6）で表示(1USD=\120.4, € 0.894, £0.659, 6.35 元) 
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第 2節 JSTの概要 

 

第 1項 科学技術振興機構（JST）の沿革 

JST は、科学技術振興のための基盤整備を総合的かつ効率的に行うとともに、「科学技術

基本法」に位置づけられた施策を強力に推進することを目指して、日本科学技術情報セン

ター（JICST）と新技術事業団（JRDC）を統合により科学技術振興事業団として 1996 年 10

月に設立された。その後、2003年 10月に独立行政法人科学技術振興機構となり、2015年 4

月に現在の国立研究開発法人科学技術振興機構となった19。 

なお、JICSTは、日本における科学技術情報に関する中枢的機関として内外の科学技術情

報を迅速かつ適確に提供する事を目的に 1957年 8月に設立された。また、海外技術への依

存から脱却し、日本の大学や国立研究所等の優れた研究成果を発掘し、その企業化を図る

ことを目的に 1961年 7月に新技術開発事業団が設立され、その後の業務追加を受け、1989

年に新技術事業団と名称が変更された。 

 

第 2項 事業の全体概要 

JSTは、科学技術基本計画の中核的機関として、「科学技術イノベーションの創出に貢献」

という使命の下、次の 3つのビジョンを掲げている。 

Ⅰ.創造的な研究開発により、科学技術イノベーションを実現する。 

Ⅱ.「バーチャル・ネットワーク型研究所*」として世界の知を結集し、成果を最大化する。 

Ⅲ.国の科学技術基盤を整備し、科学技術イノベーションを加速する。 

具体的には、「科学技術イノベーション創出の推進」と「科学技術イノベーション創出の

ための科学技術基盤の形成」の 2つの柱により次の事業を推進している。 

①科学技術イノベーション創出に向けた研究開発戦略立案機能の強化 

(ⅰ)科学技術イノベーション創出に向けた調査・分析及び研究開発戦略の提案 

(ⅱ)低炭素社会実現のための調査・分析及び社会シナリオ・戦略の提案 

②科学技術イノベーションの創出 

(ⅰ)戦略的な研究開発の推進 

(ⅱ)産学が連携した研究開発成果の展開 

(ⅲ)東日本大震災からの復興・再生への支援 

(ⅳ)国際的な科学技術共同研究等の推進 

(ⅴ)国立研究開発法人を中核としたイノベーションハブの構築 

(ⅵ)知的財産の活用支援 

(ⅶ)革新的新技術研究開発の推進 

 

 

                             
19 http://www.jst.go.jp/enkaku.html 
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③科学技術イノベーション創出のための科学技術基盤の形成 

(ⅰ)知識インフラの構築 

(ⅱ)科学技術イノベーションを支える人材インフラの構築 

(ⅲ)コミュニケーションインフラの構築 

④その他行政等のために必要な業務 

(ⅰ)関係行政機関からの受託等による事業の推進 

(ⅱ)戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の実施 

 

*「バーチャル・ネットワーク型研究所」の構築・運営（図 2-6､図 2-7参照） 

JSTでは大学・企業・公的研究機関等の研究者からなるバーチャル・ネットワーク型研究所（組織

の枠を超えた時限的な研究体制）を構築している。研究主監（プログラムディレクター：PD）が制度

全体を総括し、運営方針等を検討する。そして、研究所長ともいうべき研究総括等（プログラムオフ

ィサー：PO）による運営のもと、研究者が他の研究者や産業界等とネットワークを構築しながら研究

を推進している。 

 

第 3項 第 3期中期計画（2012年 4月～2017年 3月） 

第 3期中期計画策定にあたり、JSTは従来の事業の構成を抜本的に見直し、社会的、経済

的にインパクトの大きい科学技術イノベーションをスピーディに実現するシステムづくり

のため、JSTのビジョンに従い、従来の業務から「科学技術イノベーション創出の推進」と

「科学技術イノベーション創出のための科学技術基盤の形成」の 2 つに再編して業務を実

施してきた。 

 

第 3節 戦略的創造研究推進事業 

 

第 1項 事業の概要 

 

(1)概要・目的 

戦略的創造研究推進事業は、国が定める戦略的な目標（戦略目標）の達成に向けた基礎研

究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションを生み出す、新たな科学

知識に基づく創造的な革新的技術のシーズを創出することを目的としているものである（図

2-6 参照）。そのために、大学・企業・公的研究機関等の研究者からなるバーチャル・ネッ

トワーク型研究所を構築し、その所長であるプログラムオフィサー（研究総括等）による運

営の下、研究者が他の研究者や研究成果の受け手となる産業界や広く社会の関与者とのネッ

トワークを構築しながら、研究を推進している20。

                             
20 http://www.jst.go.jp/kisoken/brochure/pamph_ja_2015-2016.pdf 
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・プログラムディレクター（研究主監等）が制度全体を統括し、運営方針等を検討
・課題達成に向けた研究領域・プログラムオフィサー（研究総括など)の最適な設定
・プログラムオフィサーなどの目利きによる先導的・独創的な研究者の発掘
・課題の進捗状況等に応じた柔軟・機動的な研究計画・研究費配分の決定・見直し

科学技術イノベーションの創出へ

日本が直面する重要な課題の達成に向けて、国が定めた戦略的な目標等

バーチャル・ネットワーク型研究所の構築・運営

新技術シーズ創出
（CREST、さきがけ、ERATO、ACCEL）

先端的低炭素化技術開発
（ALCA）

社会技術研究開発
（RISTEX）

＜研究プログラム＞

CREST 科学技術イノベーションにつながる卓越した

成果を生み出すネットワーク型研究（チーム型）

研究総括の運営の下、研究代表者が研究チームを率いて産・

学・官にまたがるネットワークを形成し活用しながら、科学技

術イノベーションに大きく寄与する国際的に高い水準の成果

の創出を目指す。

研究期間
研究費

5年以内
総額1.5億～5億円程度/チーム

さきがけ 科学技術イノベーションの源泉を生み出す

ネットワーク型研究（個人型）

研究総括の運営の下、研究者同士交流・触発しつつ独創的・

挑戦的な研究を推進することで、科学技術イノベーションの源

泉となる成果の創出と将来の研究リーダーの輩出を目指す。

研究期間
研究費

3年または5年
総額3～4000万円程度/課題(3年型)
総額5000万～1億円程度/課題(5年型)

ERATO 卓越したリーダーによる独創的な課題達成型基

礎研究

研究総括が自らの研究構想の実現を目指して研究プロジェク

トを指導し、科学技術の源流をつくり、社会・経済の変革をもた

らす科学技術イノベーションの創出に貢献する。

研究期間
研究費

約5年
総額12億円程度/プロジェクト

ACT-C ACT-C(先導的物質変換領域)

先導的な物質変換技術による課題解決を目指した研究。

研究期間
研究費

5年(2012～2018年予定）
4000万円～3億円程度/課題

ACCEL トップサイエンスからトップイノベーションを生み出す

戦略的創造研究推進事業などで創出された世界をリードする顕著な研究成果のうち有望なものの、

すぐには企業などではリスクの判断が困難な成果を抽出し、プログラムマネージャー(PM)のイノベー

ション指向の研究開発マネジメントにより、技術的成立性の証明･提示(Proof  of  Concept： POC)お

よび適切な権利化を推進することで、企業やベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげる。

研究期間
研究費

5年以内
数千万～3億円程度/年・課題

 

図 2-6 戦略的創造研究推進事業の概要 20 
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J S T

戦 略 目 標
達成目標A 達成目標B 達成目標C

文部科学省
から提示

研究領域外部とのネットワーク

達成目標A

グループ
達成目標B

グループ
達成目標C

グループ

研究主監会議
（PD）

研究総括
（所長・PO）

【CREST担当】

：CREST研究チーム

：さきがけ研究者

：領域アドバイザー

 CREST、さきがけ 両領域
 CREST・さきがけ複合領域
 CREST、さきがけのどちらか

イノベーション創出・戦略
目標達成に向け、
研究領域の運営方針の
策定・共有とそのマネジ
メント
研究領域内外とのネット
ワーク形成の先導・支援

等

研究領域内／CREST－さきがけ間のネットワーク

イノベーション創出・戦略
目標達成に向け、

研究領域の運営方針の
策定・共有とそのマネ
ジメント

研究領域内外とのネッ
トワーク形成の先導・
支援 等

バーチャル・ネットワー
ク型研究所の事業横断的
な運営指針の提示・共有

研究領域を超えた最適資
源配分、連携推進・調整

等

研究総括
（所長・PO）

【さきがけ担当】

ERATOプロジェクト

ERATOプロジェクト
とのネットワーク

戦略目標の実現のため、３つ程度
の達成目標にブレークダウン

 

図 2-7 CREST・さきがけ「バーチャル・ネットワーク型研究所」のモデル 21 

 

(2)事業の変遷 

本国際評価の対象となる各制度の開始年度は図 2-8の通りである。 

2006第１回
国際評価

1991
さきがけ発足

2011第2回
国際評価

1995
CREST発足

1981
ERATO発足

第１期 第2期

科学技術基本計画

第3期 第4期

2012
ACT-C発足

2016第3回
国際評価

2013
ACCEL発足

20001980 1985 19951990 2010 20202005 2015

 

図 2-8 戦略創造研究推進事業の変遷21 

 

(3)予算 

戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）の予算は図 2-9 に示すように近年では年

間約 500億円前後で推移している。

                             
21 JST作成 
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億
円
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若手個人研究推進事業 (PRESTO)

戦略的基礎研究推進事業 (CREST)

創造科学技術推進事業 (ERATO)

国際共同研究事業 (ICORP)

計算科学技術活用型特定研究開発推進事業 (ACT-JST)

基礎的研究発展推進事業 (SORST)

戦略的創造研究推進事業 ～H22

戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発、社会技術研究
開発を除く） H23～

1981 82   83   84   85   86   87   88   89  90 1991 92   93   94   95   96   97   98   99 00 2001  02   03   04   05   06   07  08   09 10 2011  12   13   14   15    

年度
 

図 2-9 戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）の予算推移 

 

(4)戦略目標の設定 

戦略的創造研究推進事業は国が定める戦略目標を受けて推進している。戦略目標は、文

部科学省によって作成されているが、2014 年度よりエビデンスを用いて以下のとおり検

討・策定されている。 

Step 1：基礎研究を始めとした研究動向の俯瞰 

日本あるいは世界の基礎研究を始めとした研究動向について、科学計量学的手

法を用いた分析等を行い、研究動向を把握する。  

Step 2：知の糾合による注目すべき研究動向の特定 

分析結果等を活用して、最新の研究動向等に関する知見を有する組織・研究者

に対する質問調査を行い、調査結果を踏まえて注目すべき研究動向を特定する。 

Step 3：科学的価値と社会的・経済的価値の創造が両立可能な戦略目標等の決定 

ワークショップの開催により、注目した研究動向に関する研究の進展等による

社会・経済の展望等を検討した上で、科学的価値と社会的・経済的価値の創造

が両立可能な戦略目標等を決定する。 

2002年度より、凡例の*1の事業を戦略的創

造研究推進事業に再編成。また、*2についても、

2002年度発足分より戦略的創造研究推進事業

の下で実施。 

2011年度より、戦略的創造研究推進事業

に先端的低炭素化技術開発、社会技術研究

開発事業を統合。ただし、グラフの値は、

先端的低炭素化技術開発、社会技術研究開

発事業を除いたもの。 

(2011-) 

(-2010) 

*1 

*1 

*1 

*2 

*2 

*2 
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第 2項 事業の仕組み 

 

(1)PD／PO体制 

CREST、さきがけ、ERATO は、制度全体を総括し制度改革、運営方針などを立案する研究

主監（PD）会議の下にマネジメントされている。研究主監会議は制度・運営・研究評価の

点検、改革の立案を検討し、研究領域設定、研究総括（PO：プログラムオフィサー）の指

定のための事前評価等を行い、あわせて研究領域への資源配分決定を行う。 

CREST、さきがけの研究総括は、大学・企業・公的研究機関等の研究者からなるバーチャ

ル・ネットワーク型研究所の所長として研究課題の選定、中間・事後評価を実施し、研究

進捗状況を把握しつつ課題予算配分等の資源配分を実施する。ERATOでは、研究総括が自ら

の研究構想の実現を目指し、研究を指揮する（図 2-10）。 

 

領域アドバイザー研究総括（PO）

CREST／さきがけ

研
究
グ
ル
ー
プ

研
究
グ
ル
ー
プ

研
究
グ
ル
ー
プ

研究総括

ERATO

研
究

課
題

研
究

課
題

研
究

課
題

研
究

課
題

※自ら研究
を指揮

研究主監（PD） 2015.11現在

山本 嘉則 （東北大学 特別研究顧問）
宮野 健次郎 （物質・材料研究機構 フェロー）
笹月 健彦 （九州大学 特別主幹教授）
辻 篤子 （朝日新聞社 記者）
有川 節夫 （九州大学 前総長）

領域アドバイザー

領域アドバイザー

研究主監会議

研究領域

研究プロジェクト

元PD(2011年度以降）
清水 孝雄 (国立国際医療研究センター 研究所長

2010.05～2013.02)
中村 栄一 (東京大学 教授 2011.10～2014.05)
西尾 章治郎 (大阪大学 総長 2010.05～2015.07)

 

図 2-10 戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ERATO の PD・PO体制）21 
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(2)各制度の概要 

①CREST 

【目的】 

国が定める戦略目標の達成に向けて、独創的で国際的に高い水準の課題達成型基礎

研究を推進し、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の創出を目指

す。 

【特徴】 

(ⅰ)研究総括による研究領域運営 

研究総括は、産・学・官の各機関に所属する研究代表者を総括し研究領域をバー

チャル・ネットワーク型研究所として運営する。研究領域の運営方針の策定、研究

課題の選考や研究計画の調整・承認、研究代表者との意見交換・助言、研究課題の

評価などを通じて、研究代表者の研究推進を支援し研究領域の成果の最大化を図る。 

(ⅱ)研究代表者の強力なリーダーシップ 

研究代表者は、自らが立案した研究構想の実現に向けて、複数の研究者からなる

一つの最適な研究チームを編成する。研究代表者は、研究チーム全体に責任を持ち

つつ、研究領域全体の目的に貢献するよう研究を推進する。 

(ⅲ)科学技術イノベーションに向けたネットワーク形成 

研究代表者は、研究総括や領域アドバイザーの支援等を受けつつ、研究領域内外

の研究者同士や産業界および他の社会実装の担い手等との情報交換・連携によるネ

ットワークを形成し、効果的な成果の創出とイノベーションへの展開に活用する。 

 

図 2-11 CREST の仕組み 20
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②さきがけ 

【目的】 

国が定める戦略目標の達成に向けて、独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が

見込まれる先駆的な目的基礎研究を推進し、イノベーションの源泉となる成果を世界

に先駆けて創出することを目指す。 

【特徴】 

(ⅰ)強力な研究推進サポート体制 

さきがけ研究者は、研究総括が運営する研究領域の中で自ら立案した研究課題を

責任をもって推進する。研究推進にあたって、研究総括や領域アドバイザーからさ

まざまな助言・指導を得ることができる。JST は特許出願や広報活動等を支援する。 

(ⅱ)領域会議による異分野交流・人脈形成 

クローズド形式で開催される研究領域全員が参加する会議（原則年 2回、合宿制）

では、研究進捗確認の他、研究総括、アドバイザーや同じ研究領域の異分野を含む

研究者との議論等によって研究構想の深化・発展が図られ、さきがけ研究終了後も

続くネットワークが形成される。 

(ⅲ)ライフイベントへの対応 

育児、介護などのライフイベント時には、研究を一時中断することができる。最

大 1年間の研究期間延長が可能である。 

(ⅳ)研究機関に所属していなくても応募が可能 

採択時に研究機関等に所属していない者も適切にさきがけ研究を推進できると認

められる場合、JSTが雇用する「専任研究者」として研究を実施することができる。 

 

 

図 2-12 さきがけの仕組み 20
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③ERATO 

【目的】 

科学技術の源流をつくり、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションの

創出に貢献する。 

【特徴】 

(ⅰ)自由で機能的な研究組織 

ERATOでは、独創的で挑戦的な研究課題に取り組むために、JSTと研究機関が協働

で研究総括をリーダーとした時限的な研究組織（バーチャルインスティテュート）

を新たに編成し、一般的な委託研究とは異なる「協働実施体制」でプロジェクトを

運営する。 

(ⅱ)幅広く開放的な研究集団 

研究総括をプロジェクトリーダーとし、研究総括のもとに研究員や研究推進要員

が集まり、集中的にプロジェクト研究を推進する。具体的には、研究業務を行う複

数の研究グループと企画推進業務を行うプロジェクトヘッドクォーターにより編成

される。 

(ⅲ)既存組織から独立した研究拠点 

研究総括の本務（大学等）の既存研究室とは別に独立した研究実施拠点を開設し、

そこに研究人材や研究設備を集めて集中的に研究を推進する。 

(ⅳ)最大限に活かせる研究期間 

ERATOでは新しい研究分野を開拓するために、新しい場所、新しい人、新しい環境

を整えて研究を開始する。初期段階での研究体制の充実はプロジェクトの研究推進

にも重要な意味がある。初年度を整備期間と位置づけ、場所・人員の確保、体制や

設備の整備等に充てることで、ERATO本期間の十分な活用が期待できる。 

 

 

図 2-13 ERATO の仕組み 20 
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④ACCEL 

【目的】 

戦略的創造研究推進事業で創出された世界をリードする顕著な研究成果のうち有望

なものの、すぐには企業などではリスクの判断が困難な成果を抽出し、プログラムマ

ネージャー（PM）のイノベーション指向の研究開発マネジメントにより、技術的成立

性の証明・提示（Proof of Concept：POC）および適切な権利化を推進することで企業

やベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげる。 

【特徴】 

研究開発課題ごとに配置する PMが研究開発課題の価値創造のビジョンと具体用途の

設定の段階から関与し、研究代表者と協力し担当する研究開発課題の提案からマネジ

メントまでを行う。 

(ⅰ)PMと研究代表者によるマネジメント体制 

・研究開発課題ごとにプログラムマネージャー（PM）を配置し、PM は研究代表者

と協力し、担当する研究開発課題のマネジメントを行う。 

・研究開発は研究代表者が行う。 

・必要に応じ設置する領域運営アドバイザーが適宜助言を行う。 

・外部専門家で構成される研究開発運営委員会は研究開発課題に対して評価・助

言を行う。 

(ⅱ)技術的成立性の証明・提示（Proof of Concept：POC） 

(ⅲ)適切な権利化 

研究開発課題ごとに、特許のライセンス戦略や知的財産戦略の検討・構築と権利

化を促すための活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 ACCEL の仕組み 20 
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図 2-15 ACCEL の実施体制 20 

 

⑤ACT-C（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） 

【目的】 

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、日本

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す。 

【特徴】 

(ⅰ)きめ細やかな研究推進フォロー 

研究総括、領域アドバイザーが研究課題を分担し、研究推進にあたり様々なアド

バイスを行う。また、研究進捗状況により、研究体制・資源の柔軟な見直しを行う。 

(ⅱ)領域会議での研究成果発表およびネットワーク形成 

年 2 回の研究報告会（領域会議）等を通じて、研究成果等の発表を行う。また、

研究総括、研究総括補佐、領域アドバイザーを含む研究者との異分野交流により、

横断的な研究ネットワークを構築する。 

(ⅲ)領域内のシナジー効果の創出 

領域内の各研究課題の背景を研究者間で共有化すること等により、共同研究の促

進を図り、シナジー効果の創出を目指す。 
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図 2-16 ACT-C の仕組み 20 

 

(3)評価の体系 

・
・
・

・
・
・研究課題

・
・
・

戦略的創造研究推進事業
（新技術シーズ創出）

さきがけ
研究領域

CREST
研究領域

他事業 他事業

J S T

ERATO
プロジェクト 4. 研究課題評価

• 事前・中間・事後・（追跡※）

◆ERATOプロジェクト評価を含む

（ERATOは中間評価を行わず、
「予備事後評価」を実施。）

3. 研究領域評価
• 事前・中間・事後・（追跡※）

2. 国際評価
• 中期目標期間の終了１年前に実施

1.国立研究開発法人評価
a. 年度評価
b. 中期目標期間評価

（※）追跡評価は、研究領域評価
と研究課題評価を兼ねて一体的
に実施

 

図 2-17 評価の体系 21 

「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」文部科学大臣（2014 年 4 月）に

従い、評価を実施している。 

 

戦略的創造研究推進事業に関わる評価は、法人評価、国際評価、研究領域評価、研究課

題評価から構成されている（図 2-17）。本国際評価は、中期目標期間終了 1年前に実施する

こととしており、今回の国際評価は第 3 期中期目標期間（2012～2016 年度）の終了 1 年前

にあたる。研究領域評価、研究課題評価は事前、中間、事後及び追跡評価（終了後 5 年程

度後に実施）で構成されている（図 2-18）。 
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1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 7年次 8年次

CREST

さきがけ

ERATO

ACCEL

ACT-C

領域・事前評価

事後評価

第1期募集

第2期募集

第3期募集

第1期募集

第2期募集

第3期募集

領域・中間評価

領域・事後評価

事前評価. (募集) 中間評価

事後評価事前評価(課題選定) 事後評価 (予備評価) 

事後評価事前評価(課題選定) 中間評価

事後評価事前評価. (募集)

領域・事前評価

領域・事前評価

領域・事後評価

領域・事後評価領域・中間評価

中間評価

事前評価. (募集) 事後評価

 

図 2-18 各プログラムの評価のアウトライン 

 

 

 

 

 

第 3項 各制度の運営 

 

(1)CREST・さきがけ 

①研究領域および研究総括の決定（領域の事前評価） 

 JST実施規則に基づき、研究主監会議が事前評価を行い、JST理事会議で決定する。 

【評価の基準】 

(ⅰ)研究領域  

・戦略目標の達成に向けた適切な研究領域であること。 

・日本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。 

(ⅱ)研究総括 

・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。 

・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、
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能力を有していること。 

・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。 

・公平な評価を行いうること。 

【研究領域および研究総括の決定プロセス】 

(ⅰ)戦略目標の検討状況を踏まえた、JSTにおける事前調査 

・JSTは、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、研究領域設定お

よび研究総括決定のための事前調査を行う。 

・JSTの事前調査は、以下の手法による。  

＊ 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 の CRDS の戦略プロポーザル等の報告書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

う。 

＊ 関連分野における有識者へのインタビュー調査を行う。 

・上記の事前調査の進捗を、戦略目標ごとに定めた担当研究主監に報告し、議論を

深める。 

・文部科学省からの戦略目標の正式通知を受け、さらに調査（領域調査）を進める。 

(ⅱ)研究領域および研究総括の事前評価と決定 

・研究主監会議にて研究領域および研究総括の事前評価を行う。 

・事前評価結果を受け、JST理事会議にて研究領域および研究総括を決定する。 

 

②課題の選考（課題の事前評価） 

課題の選考は、実施規則に基づき、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て選

考し、JST理事会議にて決定する。 

【評価の基準（CREST）】 

・戦略目標の達成に貢献するものであること。 

・研究領域の趣旨に合致していること。 

・独創的であり国際的に高く評価される基礎研究であって、今後の科学技術イノベ

ーションに大きく寄与する卓越した成果が期待できること。 

以下の条件をいずれも満たしていること。 

・研究提案者は、研究遂行のための研究実績を有していること。 

・研究構想の実現に必要な手掛かりが得られていること。 

・研究提案書において、①研究構想の背景（研究の必要性・重要性）、②研究提案者

の実績（事実）、および③研究構想・計画の 3者を区別しつつ、それぞれが明確に

記述されていること。 

・最適な研究実施体制であること。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、主たる共同研究者を置く場合は研究提案者の研究構想実現のた
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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

体制が構築されること。 

・研究提案者の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。 

・研究提案者および主たる共同研究者が所属する研究機関は、当該研究分野に関す

る研究開発力等の技術基盤を有していること。 

【評価の基準（さきがけ）】 

・戦略目標の達成に貢献するものであること。 

・研究領域の趣旨に合致していること。 

・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。 

・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。 

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。 

【評価のプロセス】 

・選考の基本的な考え方について、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て検

討し、研究総括と領域アドバイザーの意識合わせを行う（選考方針検討会）。 

・研究提案について、各領域アドバイザーが査読を行う。 

・書類査読結果をもとに、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て書類選考を

行い、面接選考対象者を決定する（書類選考会）。 

・面接選考対象者に対して、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て面接選考

を実施し、研究総括が採択候補および追加採択候補を決定する（面接選考会）。 

・追加採択候補の中から JST が重点分野やダイバーシティ等を勘案し「合同検討会

議」において追加採択候補課題を決定する。 

・研究主監会議に採択候補課題を報告する。 

・JST理事会議にて採択課題を決定する。 

 

③課題の中間評価、事後評価 

(ⅰ)課題の中間評価 

研究課題の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な資源配分、研究計画

の見直しを行う等により、研究課題の目的達成に向けたより効果的な研究推進に資

することを目的として、研究総括、領域アドバイザー等が面接形式で行う。研究予

定期間が原則 5 年以上を有する研究課題を対象に研究開始後 3 年を目安として実施
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する。 

【評価の基準】 

・研究の進捗状況と今後の見込み 

・研究実施体制及び研究費執行状況 

 

(ⅱ)課題の事後評価 

研究課題等の研究目的の達成状況、研究実施状況、波及効果等を明らかにし、今

後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的として、研究総括が領

域アドバイザー等の協力を得て行う。研究の特性や発展段階に応じて、研究終了後

できるだけ早い時期又は研究終了前の適切な時期に実施する。 

【評価の基準】 

・研究目的の達成状況 

・研究実施体制及び研究費執行状況 

・研究成果の科学技術及び社会・経済への波及効果 

 

④領域の中間評価、事後評価 

(ⅰ)領域の中間評価 

戦略目標の達成に向けた状況や研究マネジメントの状況を把握し、これを基に適

切な資源配分を行う等により、研究運営の改善及び機構の支援体制の改善に資する

ことを目的として、JSTが選任する外部の専門家が行う。研究課題の研究予定期間が

5年以上を有する研究領域について、研究開始後 3～4年程度を目安として実施する。 

【評価の基準】 

・戦略目標の達成に向けた状況 

・研究マネジメントの状況 

 

(ⅱ)領域の事後評価 

戦略目標の達成状況や研究マネジメントの状況を把握し、今後の事業運営の改善

に資することを目的として、JSTが選任する外部の専門家が行う。研究領域の終了後

できるだけ早い時期又は研究終了前の適切な時期に実施する。 

【評価の基準】 

・戦略目標の達成状況 

・研究マネジメントの状況 

 

⑤追跡評価 

副次的効果を含めて研究成果の発展状況及び活用状況並びに研究の波及効果等を明

らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的として、JST が選任する外部
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の専門家が、研究終了後一定期間を経過後に行う。 

【評価の基準】 

・研究成果の発展状況や活用状況 

・研究成果の科学技術や社会・経済への波及効果 

 

(2)ERATO 

①研究プロジェクト及び研究総括の決定（事前評価） 

研究領域及び研究総括の設定については、パネルオフィサーがパネルメンバーの協

力を得て評価を行う。 

【評価の基準】 

・革新的な科学技術の芽あるいは将来の新しい流れを生み出す可能性のあるもので

あること。 

・戦略目標から見て適当なものであること。 

・外国の研究機関等と共同して研究を実施するものは、共同研究相手機関と研究能

力を結集することにより、革新的な科学技術の芽の創出や国際研究交流に資する

ことが期待できるものであること。 

以下の条件をいずれも満たしていること 

・当該研究領域の指揮を委ねるに相応しい優れた研究者であること。 

・指導力及び洞察力を備え、若い研究者を触発し得る研究者であること。 

・外国の研究機関等と共同して研究を実施するものは、相手機関と共同して円滑に

研究を推進できること。 

・適切な研究実施体制、実施規模であること。 

 

②事後評価（予備評価）、事後評価（最終評価） 

(ⅰ)事後評価（予備評価） 

研究領域ごとに、研究の進捗状況や実施状況を把握し、これを基に適切な資源配分、

研究計画の見直しを行う等により、研究領域等の目的達成に向けたより効果的な研究

推進に資することを目的として、JSTが選任する外部の専門家が必要に応じてパネルオ

フィサーの意見を聴き行う。研究開始後 3年を目安として実施する。 

【評価の基準】 

・研究の進捗状況及び今後の見込み 

・研究実施体制及び研究費執行状況 

 

(ⅱ)事後評価（最終評価） 

研究領域ごとに、研究目的の達成状況、研究実施状況、波及効果等を明らかにし、

今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的として、JSTが選任する
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外部の専門家が行う。研究領域の終了後できるだけ早い時期又は研究終了前の適切な

時期に実施する。 

【評価の基準】 

・戦略目標の達成状況 

・研究マネジメントの状況 

 

③追跡評価 

副次的効果を含めて研究成果の発展状況及び活用状況並びに研究の波及効果等を明

らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的として、JST が選任する外部

の専門家が研究終了後一定期間を経過後に行う。 

【評価の基準】 

・研究成果の発展状況や活用状況 

・研究成果の科学技術や社会・経済への波及効果 

 

(3)ACCEL 

①選考（事前評価） 

研究開発課題、PM 及び研究代表者の選定については、研究開発運営委員会が専門評

価会の協力を得て行う。 

【評価の基準】 

(ⅰ)研究開発課題 

・戦略的創造研究推進事業等における研究推進の結果、世界をリードする顕著な

研究成果が出ていること。 

・戦略的創造研究推進事業等で得られた研究成果を発展させ、社会的期待に応え、

産業競争力強化、さらには社会変革に繋げていくシナリオを描くことができる

こと。 

・研究期間終了時点で、企業等に研究開発が継承されることが期待できること。 

・企業等へ具体的な技術的成立性の証明・提示を行うための、適切な研究計画で

あること。 

・ACCEL終了後も研究開発を継続できる人材育成、企業連携やベンチャー起業など

の出口、グローバル人材の取り込みにつながる取り組みを計画していること。 

 

(ⅱ)PM 

・研究開発、製品開発、権利化等に携わった経験及び専門的な知識を有すること。 

・技術移転、起業、製品化等における経験及び実績を有すること。 

・事業運営に関するプロジェクトマネジメントの経験又はその素養を十分に有す

ること。 



 

30 

 

・研究開発課題ごとに必要と認められる実務経験及び専門知識等を有すること。 

(ⅲ)研究代表者 

・優れた研究実績を有し、研究チームの責任者として研究開発課題の研究全体に

責務を負うことができる研究者であること。 

 

②中間評価、事後評価、追跡評価 

(ⅰ)中間評価 

研究開発課題ごとに、研究の進捗状況や成果を把握し、これを基に適切な予算配

分及び研究計画の見直しや研究の中止を行う等により、研究運営の改善等に資する

ことを目的として、専門評価会の協力を得て、研究開発運営委員会が行う。原則と

して、研究開発課題の 3 年度目に実施する（研究開発運営委員会の判断により、実

施時期を変更する場合がある）。 

【評価の基準】 

・研究の進捗現状と研究期間終了時の見込み 

・研究成果の現状と研究期間終了時の見込み 

 

(ⅱ)事後評価 

研究の実施状況及び研究成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の

改善に資することを目的として、専門評価会の協力を得て、研究開発運営委員会が

行う。研究終了後できるだけ早い時期又は研究終了前の適切な時期に実施する。 

【評価の基準】 

・技術的成立性証明・提示（Proof of Concept）の実施状況とそれにともなう企業

との連携状況 

・産業財産権等の権利化状況 

 

(ⅲ)追跡評価 

副次的効果を含めて研究成果の発展状況及び活用状況並びに研究の波及効果等を

明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的として、JSTが選任する

外部の専門家が研究終了後一定期間を経過後に行う。 

【評価の基準】 

・研究成果の発展状況や活用状況 

・研究課題等の科学技術や社会・経済への波及効果 

 

(4)ACT-C 

①研究領域および研究総括の決定（領域の事前評価） 

 JST実施規則に基づき、研究主監会議が事前評価を行い、JST理事会議で決定する。 
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【評価の基準】 

(ⅰ)研究領域  

・戦略目標の達成に向けた適切な研究領域であること。 

・日本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。 

(ⅱ)研究総括 

・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。 

・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。 

・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。 

・公平な評価を行いうること。 

 

【研究領域および研究総括の決定プロセス】 

(ⅰ)戦略目標の検討状況を踏まえた、JSTにおける事前調査 

・JSTは、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、研究領域設定お

よび研究総括決定のための事前調査を行う。 

・JSTの事前調査は、以下の手法による。  

＊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の CRDSの戦略プロポーザル等の報告書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う。 

＊関連分野における有識者へのインタビュー調査を行う。 

・上記の事前調査の進捗を、戦略目標ごとに定めた担当研究主監に報告し、議論を

深める。 

・文部科学省からの戦略目標の正式通知を受け、さらに調査（領域調査）を進める。 

 

(ⅱ)研究領域および研究総括の事前評価と決定 

・研究主監会議にて研究領域および研究総括の事前評価を行う。 

・事前評価結果を受け、JST理事会議にて研究領域および研究総括を決定する。 

 

②課題の選考（課題の事前評価） 

課題の選考は、実施規則に基づき、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て選

考し、JST理事会議にて決定する。 

【評価の基準】 

・戦略目標の達成に貢献するものであること。 

・研究領域の趣旨に合致していること。 

・先導的・独創的であり国際的に高く評価される基礎研究であって、今後の科学技
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術に大きなインパクトを与え得ること。 

・革新的技術シーズの創出に貢献し、科学技術イノベーションの創出への手掛かり

が期待できること。 

・研究提案者は、研究遂行のための研究実績と、研究チーム全体についての責任能

力を有していること。 

・研究実施が適切な実施規模であること。 

・研究実施が適切な実施期間であること。 

・最適な研究実施体制であること。研究提案者の研究室以外の主たる共同研究者な

どは研究提案者の研究構想を実現するために必要であること。 

・研究提案者および主たる共同研究者が所属する研究機関は当該研究分野に関する

研究開発力などの技術基盤を有していること。 

・研究提案者の研究構想を実現する上で適切な研究費計画であること。研究のコス

トパフォーマンスが考慮されていること。 

 

③課題の中間評価、事後評価 

(ⅰ)課題の中間評価 

研究課題等ごとに、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に適切な資源

配分、研究計画の見直しを行う等により、研究課題等の目的達成に向けたより効果

的な研究推進に資することを目的とし、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得

て行う。原則、全ての研究課題について、研究開始後 3年を目安として実施する。 

【評価の基準】 

・研究の進捗状況及び今後の見込み 

・研究実施体制及び研究費執行状況 

 

(ⅱ)課題の事後評価 

研究課題等の研究目的の達成状況、研究実施状況、波及効果等を明らかにし、今

後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的として、研究総括が領

域アドバイザー等の協力を得て行う。研究終了後できるだけ早い時期又は研究終了

前の適切な時期に実施する。 

【評価の基準】 

・研究課題等の研究目的の達成状況 

・研究実施体制及び研究費執行状況 

・研究成果の科学技術及び社会・経済への波及効果 

 

④領域の中間評価、事後評価 

(ⅰ)領域の中間評価 
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戦略目標の達成に向けた状況や研究マネジメントの状況を把握し、これを基に適

切な資源配分を行う等により、研究運営の改善及び機構の支援体制の改善に資する

ことを目的として、JST が選任する外部の専門家が行う。研究開始後 3～4 年程度を

目安として実施する。 

【評価の基準】 

・戦略目標の達成に向けた状況 

・研究マネジメントの状況 

 

(ⅱ)領域の事後評価 

戦略目標の達成状況や研究マネジメントの状況を把握し、今後の事業運営の改善

に資することを目的として、JSTが選任する外部の専門家が行う。研究領域の終了後

できるだけ早い時期又は研究終了前の適切な時期に実施する。 

【評価の基準】 

・戦略目標の達成状況 

・研究マネジメントの状況 

 

⑤領域の追跡評価 

副次的効果を含めて研究成果の発展状況及び活用状況並びに研究の波及効果等を明

らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的として、JST が選任する外部

の専門家が研究終了後一定期間を経過後に行う。 

【評価の基準】 

・研究成果の発展状況や活用状況 

・研究課題等の科学技術や社会・経済への波及効果 

 

第 4項 制度や運営の改善および新たな取り組み 

 

(1)研究主監会議による事業マネジメント改革・改善 

社会・経済の変革をもたらし世界を牽引するための科学技術イノベーションを生み出す、

新たな科学認識に基づく革新的技術シーズを創出することが戦略的創造研究推進事業の趣

旨であることを、JST 理事長、研究主監（PD）、研究総括（PO）ならびに研究者（PI）とい

う体系で認識共有し、貫徹させる仕組みを実働させた。改革・改善に向けたこれまでの取

り組みは、以下のとおりである。 

 

①研究課題、研究代表者（PI）の評価基準（選考）の見直し 

CREST・さきがけの選考基準については、「独創的・高水準の基礎研究であること」

を前提として「科学技術イノベーション創出に寄与する優れた成果が期待できること」
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の視点を明示した。 

ERATO の選考基準については、「国際的に高く評価される独創的かつ先導的な基礎研

究であること」を前提として「科学技術イノベーション創出に寄与する優れた成果が

期待できること」の視点を明示した。 

 

②研究総括の役割、研究領域運営の指針等の見直し（CREST・さきがけ） 

研究総括のイニシアティブを発揮させるため、以下の点が見直し・明確化された。 

・課題選定、評価や予算配分の権限は研究総括のみ有する（合議制ではないこと）。 

・研究領域の特性に応じて予算規模等を柔軟に設定。例えば、予想される応募規模

に応じて予算規模を設定。 

・研究領域の特性に応じた柔軟な領域運営。 

例：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」領域の最強チーム再編 

CREST「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」領域の融合

加速方式 

・課題評価等を踏まえた各課題の研究計画、予算等の柔軟な見直し（早期終了も含

む）。 

・研究領域のアドバイザーの構成については、産業界出身者を 3 割程度、女性を 2

割以上、社会一般からの評価意見を提示できる者 1名を要件。 

 

③研究主監・研究総括意見交換会 

主に、新規研究総括（ERATOのパネルオフィサーを含む）を対象とし、研究主監が事

業趣旨、研究総括の役割について研究総括に説明し、認識を共有している。また以下

のように研究領域運営上の工夫や課題などについて事例紹介を行い情報共有を行うと

ともに議論を行った。 

募集選考時の工夫について 

（例：戦略目標達成に向けて、応募者（PI候補）に何をどのようにアピールするか） 

領域運営の工夫について 

・採択後の領域内での連携 

・関連領域や CRESTとさきがけ間の連携 

・対外的な情報発信 

 

④課題の早期終了の評価基準の明確化と手順化 

研究代表者のマネジメント能力に著しい不備がある、世界的な研究情勢が大きく変

化し当初想定された大きなインパクトのある成果が期待できない、研究の進捗が著し

く遅れ研究課題の目的達成が全く見込めない、などの場合に研究課題を早期終了でき
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るよう研究課題の中間評価の改善を行った。 

⑤分野横断・融合型「さきがけ」研究領域の新規設定 

さきがけにおいて、複数の戦略目標の趣旨を融合させ、分野横断・融合性をより高

めた新たな研究領域の設定を行った。 

2014年度発足 2 領域（2014年度～2019年度） 

・「社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働」研究領域 

・「社会と調和した情報基盤技術の構築」研究領域 

2015年度発足 2 領域（2015年度～2020年度） 

・「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズイン

フォマティクスのための基盤技術の構築」研究領域 

・「情報科学との協働による革新的な農産物栽培手法を実現するための技術基盤の

創出」研究領域 

 

(2)ERATOパネルオフィサーの常設化 

従来は分野や研究総括候補を想定しながらパネルオフィサーを選定していたが、分野を

特定せず JST の調査範囲をカバーするように予めパネルオフィサー複数名（10 名程度）を

設置した。調査・選考の各段階を通じてパネルオフィサーと JST が連携し、パネルオフィ

サーによる科学的視点からの調査・選考に加え、JSTが経営方針（イノベーション創出の視

点）を調査・選考に反映できる体制とした。 

 

(3)成果最大化に向けた新制度の発足 

戦略的創造研究推進事業で創出された世界をリードする顕著な研究成果をトップイノベ

ーションを指向する研究マネジメントにより、技術的成立性の証明・提示（Proof of 

Concept）及び適切な権利化まで進めるため、2013年度より ACCELが開始された。 

また、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、日

本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すため、2012年度より ACT-Cが開始された。 

ACCEL の開始は、「卓越した成果を挙げた研究プロジェクトを継続して支援するための合

理的基準を明らかにし、体系だった仕組みを確立すべきである。」という前回の国際評価で

の提言への対応を含んでいる。 

 

(4)成果最大化に向けた取り組みおよび制度改善 

①融合加速・スモールスタート 

・EMS領域における最強チームの編成 

CREST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（EMS：Energy Management System）」（2012 年度～2019 年度）
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においては、広範な分野の研究者の融合・連携を強化し、今後の社会状況に応じた

最適なエネルギーマネジメントシステムを目指すため、2012年度および 2013年度の

公募において研究期間を 2.5年ないし 1.5 年間とする様々な分野の要素技術を研究

開発する小規模チームを採択した。この研究期間に日本の目指すべきエネルギーシ

ステムの姿を研究領域外の研究コミュニティを含めてオープンに議論し、異分野間

の相互理解を深める場を設け分野を越えた議論を徹底的に行なわせ、その結果、異

分野融合の「最強チーム」5チームを再編成した。これら 5チームについては、予算

規模を拡大し最長で 5年間の研究期間として 2015年に研究を開始した。 

なお、チームの再編成に当たっては、研究の進捗報告や研究の内容について議論

し、合宿形式を含めた領域会議を計 7回開催し、研究総括によるサイトビジット（2

回）、領域アドバイザーによるサイトビジット（35回）を実施し、最強チームを見据

えたチーム間連携の可能性を探った。 

 

・微小エネルギー領域における融合加速方式の導入 

CREST、さきがけ研究領域「微少エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創

出」（2015 年度～2022 年度）において、2015 年度に採択された研究課題について、

CREST の研究期間もさきがけと同じく 3.5 年とし、研究課題が終了する 2018 年度に

実施する課題進捗調査を通じて、研究領域の後半フェーズでの成果の最大化に向け

て、研究課題について必要に応じて再編を行い、発展・強化させることとした。研

究領域内の研究チーム及び研究者（CREST、さきがけを問わず）が相互に協働し、異

分野横断や相互補完的な連携をした新たなチーム体制を構築して課題解決に取り組

むことにより、それまでの研究成果および将来性を加味して、研究総括・副研究総

括の責任の下で新たな体制を構築する。 

 

②さきがけにおける課題提案時からの連携の強化策 

さきがけ「フィールドにおける植物の生命現象の制御に向けた次世代基盤技術の創

出」複合研究領域（2015年度～2020年度）においては、植物科学と情報科学などの組

み合わせにより高いレベルで協働することが求められるため、通常の提案に加え、さ

きがけ提案者同士の連携提案を可能とした。提案する研究課題の一部を応募者ひとり

で取り組むことが難しい場合には、情報科学の研究者と植物科学の研究者が事前に連

携の可能性について打ち合わせるなど、それぞれの役割及び期待されるシナジー効果

を記載し、それぞれが本研究領域に個別に提案することができるようにした。 

 

③国際連携の強化 

CREST・さきがけでは、知的財産の適切な保護・活用を含めた国益の確保に留意しつ

つ、研究加速・拡充の手段として国際化を推進してきた。具体的には、(1)戦略的に国
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際化が重要な研究領域・研究領域群への重点的な資金配賦、(2)研究領域マネジメント

の国際対応力の強化、(3)JST国際部門との連携を積極的に実施している。 

 

・戦略的に国際化が重要な研究領域・研究領域群への重点的な資金配賦 

CREST研究代表者・さきがけ研究者からの要請に基づいて、研究総括が重要と認め

た国際研究交流や共同研究に対して、研究費の追加配賦を実施している。また、海

外のファンディング機関と連携して、戦略的な追加配賦を目指している。例えば、

ドイツ DFG、フランス ANR と JST-CREST が連携し、「エクサスケール向けソフトウェ

ア研究開発プロジェクト（SPPEXA プログラム）」の共同公募を実施した（2014 年 9

月）。JST は、国際審査で採択された国際共同研究プロジェクトに参加する CREST 研

究チーム（CREST 研究領域「ポストペタスケール高性能計算に資するシステムソフト

ウェア技術の創出」および CREST 研究領域「科学的発見・社会的課題解決に向けた

各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高

度化」に追加的に研究費を配賦し、国際連携を通じた CREST 研究の成果最大化を目

指す。また、米国 NSF が実施する国際共同研究教育パートナーシッププログラム

（PIRE）に提携機関として参画し、同プログラムにて CREST・さきがけ研究に資する

活動を実施する日本側共同研究者の研究活動に対して、研究費を追加配賦する体制

を整えた。 

  

・研究領域マネジメントの国際対応力の強化 

CREST研究領域「エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」では、

エピゲノムの解明は様々な研究の基盤となることに鑑み、国際協調の中で日本の生

命・疾患科学の競争力強化を支援することを目的として、「国際ヒトエピゲノムコン

ソーシアム（International Human Epigenome Consortium, IHEC）」に 2011 年から

参画した。IHEC では解析手法、公開方法、データの管理方法、効果的な広報などに

ついて各国が協調して進めている。なお、本研究領域は 2015 年 4 月に AMED に移管

され継続された支援が AMEDにて行われている。 

  

・JST国際部門との連携 

CREST・さきがけでは JST戦略的国際科学技術共同研究推進事業（SICORP）と連携

し、戦略目標達成の加速を目指している。具体的には、CREST研究領域「新機能創出

を目指した分子技術の構築」及びさきがけ研究領域「分子技術と新機能創出」の研

究総括が、SICORP「分子技術」日仏共同公募の研究主幹・副研究主幹を兼務し、CREST・

さきがけの研究開発と日仏共同研究を効果的に連携させることにより、日本の「分

子技術」研究をますます加速・拡充し、世界をリードすることを目指している。同

様に CREST・さきがけ研究領域「ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の
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創出・体系化」の研究総括および副研究総括が SICORP「ビッグデータと災害」日米

共同公募の研究主幹・副研究主幹を兼務し、日本のビッグデータ研究を重層的に推

進している。 

上記の内容は、「国際的な科学コミュニティとの関係を強化すべきである。」という

前回の国際評価での提言への対応を含んでいる。 

 

④SciFoS活動 

社会の中の科学（Science For Society）という観点から自らの研究を振り返るマイ

ンドを CREST・さきがけの若い研究者が身につけることを期待するものである。 

自己の研究がどのような社会的価値を創造し、またはどのような社会的ニーズを満

たすものなのか新しく開発された「価値仮説検証法」を用いてまとめ、研究室の外に

出て行うインタビューを通じて社会の中の科学という観点から研究を振り返り、再整

理し今後の研究のステップアップにつなげる事を目的とする。活動は、業界情報に明

るく広い人脈を持つ方をアドバイザーに迎え、研究総括の指導の基で半年間行うが、

2013年度から実施しており、3年間で 5領域、合計 24名の研究者が実施している。社

会からの期待に触れることを通じて、“出口を見据えた基礎研究”だけでなく“出口か

ら見た基礎研究”の視点を養い、研究の周辺にある様々なニーズを知ることにより新

たな研究テーマの気づきを得ている。この経験は継続的に社会ニーズと接触して行く

事の第一歩であり、その後自らインタビュー先を開拓し実行されている。また、上記

目的の他に、自らのコミュニケーション能力向上、今後長くつきあえる企業人の発掘

の場としても活用されている。 

 

⑤ダイバーシティ推進への取り組み 

男女共同参画を含めたダイバーシティ推進の取り組みとして、2010 年度以降男女共

同参画推進の観点から、研究者がライフイベント（出産・育児・介護）に際しキャリ

アを中断することなく継続できるよう、また一時中断せざるを得ない場合は復帰可能

となった時点で研究に復帰し、その後のキャリア継続が図れるよう支援することを目

的として、研究と育児等との両立支援を行っており、研究の中断期間に応じた研究期

間の延長と当初計画通りの研究費を利用可能としている。本評価期間では、さきがけ

の研究者 25名が支援を受けている。 

外国人研究者に対しては、2013 年度から英語での応募説明会を実施しており、毎年

さきがけには 50名ほど、CRESTには 12-3名の応募につながっている。 

上記の内容は、「本事業に対する女性研究者の関心を高め、支援し、育成するために、

より効果的な工夫を行う必要がある。」という前回の国際評価での提言への対応を含ん

でいる。 
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⑥研究公正への取り組み 

CREST・ERATO・さきがけ・ACCEL・ACT-C の研究代表者及び研究員に向けた研究倫理

に係る eラーニング・プログラムの履修の義務づけ、CREST・さきがけの新規採択者向

けの説明会での研究不正や公的研究費の不正な使用に関する研究倫理講習を実施する

など、不合理な重複・過度の集中への対処に加え、研究不正の防止に努めている。 

 

⑦オープンアクセスに関する取り組み 

「オープンアクセスに関する JST の方針」を 2013 年に定め、取組みを行っている。 

研究者の発表の自由を尊重しつつ、機関リポジトリ制度を活用しながら JST の研究

資金による論文等が全体としてできるだけ速やかに無料でインターネット上でアクセ

ス可能となるよう、具体的には、国の施策として進められている機関リポジトリを基

盤として活用し、研究者が発表したジャーナルの許諾を得たうえで機関リポジトリ上

での「一定の期間」内の公開を推奨する旨、公募要領などに明記し推進している。ま

た、研究者がオープンアクセスを前提とした雑誌に論文を発表することも可能として

いる。 

 

第 5項 今後の改革・改善の方向性 

本事業の改革は、現在、以下の点について検討を進めている。 

(1)戦略的創造研究推進事業の独自性・優位性の強化 

(2)未来共創の視点も含めた戦略目標・研究領域の策定の強化 

(3)学術研究から出口へつなぐシームレスな連携の強化 

JSPS、JST産学連携事業部内や NEDOとの連携 

(4)国際共同研究の強化 

海外のファンディング機関との連携のさらなる強化 

(5)若手・女性研究者などの挑戦的な研究の機会や異なる分野や組織を超えた研究の機会

の充実 

(6)以上を創造しマネジメントできる JST職員の育成 
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第 3章 戦略的創造研究推進事業の研究成果及び波及効果 

 

第 1節 戦略的創造研究推進事業の研究成果 

戦略的創造研究推進事業は科学イノベーション創出に向けて、主に、①ナノテクノロジ

ー・材料、②グリーンイノベーション、③ライフイノベーション、④情報通信技術の４分野

を重点的に研究推進すべき対象とし、国が定めた戦略目標のもと、研究領域、研究プロジェ

クトを設定・運営している。それぞれの分野について、まず本節ではこれまで設定された研

究領域および研究プロジェクトの分野の潮流（系譜）を示すとともに、科学技術の進歩に貢

献し、さらに 2014年 6 月にトムソン・ロイター社の「世界で影響力を持つ科学者 The world's 

most influential Scientific Minds 2014（THOMSON REUTERS）」に選ばれた戦略的創造研

究推進事業に関わる研究者を、分野ごとに一覧にまとめた。トムソン・ロイター社の選別方

法の詳細は、第 2節第 2項の世界で影響力を持つ科学者(1)研究分野ごとの研究者数におい

て詳細に述べる。 

 

第 1項 ナノテクノロジー・材料分野 

 

(1)系譜 

ナノテクノロジー・材料分野は、既存の材料・デバイス・システムの高性能化を実現させ、

新たなサービスやアプリケーションも視野に入れた研究開発を推進し新たな産業構造の礎

を築くため、４つの項目に重点をおいて研究領域・研究プロジェクトが進められている。具

体的には、①次世代先進的物質創製・ものづくり基盤、②元素戦略、③低消費電力・多機能

ナノエレクトロニクス、④光・量子計測分析基盤である(図 3-1)。 

①の次世代先進的物質創製・ものづくり基盤は、ERATO、さきがけで進められてきたナノ

物質創製の基礎研究から始まり、ナノ製造技術やデバイス、新機能材料の創製へと展開され

てきた。2002年頃からナノテクノロジー関係の CREST・さきがけ研究領域が立ち上がり、ナ

ノ製造技術やナノシステムの研究領域が加速された。 

②の元素戦略は、物質創製の成果を発展させ、2010年から CREST・さきがけ元素戦略研究

領域が発足した。この元素戦略の成果は ACCELへ発展している。 

③の低消費電力・多機能ナノエレクトロニクスでは、2001 年のデバイス関連の CREST 研

究領域から次世代ナノエレクトロニクスの CREST・さきがけ研究領域へ発展している。ERATO

も 2001年からのスピン関係の研究プロジェクトの成果からスピントロニクス分野が発展し

てきた。 

④の光・量子計測分析基盤では、ERATOの光学結晶材料、量子効果、近接場光など基礎研

究から始まり、2004年にはいくつかの CREST研究領域が発足し、計測・分析技術への応用、

フォトニクス結晶などの新しいフォトニックデバイス、また X線領域も含む先端光源やその

イメージングへの応用へと展開されている。フォトニクス結晶は ACCELで高出力レーザーの

応用へと進展している。 
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図 3-1 ナノテクノロジー・材料分野の系譜 

 

(2)科学技術の進歩への貢献 

 

表 3-1 ナノテクノロジー・材料分野の研究者 

研究領域／研究プロジェクト 研究者 所属・役職 

CREST研究領域「ナノ構造体材料」 
永長 直人 

理化学研究所創発物性科学研究セ

ンター強相関理論研究グループ・グ

ループディレクター 

髙木 英典 東京大学大学院理学系研究科・教授 

CREST研究領域「ナノ製造」 片岡 一則 
東京大学大学院工学系／医学系研

究科・教授 

ERATO「十倉マルチフェロイックス」プロジ

ェクト 
十倉 好紀 

東京大学大学院工学系研究科・教授 

理化学研究所創発物性科学研究セ

ンター・センター長 

ERATO「細野透明電子活性」プロジェクト 

SORST「透明酸化物のナノ構造を活用した機

能開拓と応用展開」 

ACCEL研究開発課題「エレクトライド」 

細野 秀雄 

東京工業大学応用セラミック研究

所フロンティア研究機構・教授/ 

東京工業大学元素戦略研究センタ

ー・センター長 
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CREST研究領域「ナノ界面」 徐 強 
産業技術総合研究所ユビキタスエ

ネルギー研究部門・上級主任研究員 

ERATO「北川統合細孔」プロジェクト 

ACT-C 

ACCEL研究開発課題「PCP ナノ空間」 

北川 進 京都大学大学院工学研究科・教授 

ACT-C 佐藤 哲也 
大阪市立大学大学院理学研究科・教

授 

CREST研究領域「高機能ナノ構造体」 有賀 克彦 
物質・材料研究機構国際ナノアーキ

テクトニクス研究拠点・主任研究者 

CREST研究領域「機能発現ナノシステム」 

ERATO「染谷生体調和エレクトロニクス」プ

ロジェクト 

染谷 隆夫 東京大学大学院工学系研究科・教授 

関谷 毅 大阪大学産業科学研究所・教授 
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第 2項 グリーンイノベーション分野 

 

(1)系譜 

グリーンイノベーション分野は、主としてエネルギー関連の研究領域・研究プロジェ

クトの流れがあり、具体的には、①エネルギーマネジメントシステム（エネルギー需給

の全体最適化システム）、②エネルギー利用（化石資源の極限高効率利用、産・民での省

エネ）、③エネルギー創・送・蓄（太陽電池、人工光合成、バイオマス、水素・エネルギ

ーキャリア、燃料電池、蓄電デバイス）から構成されている。また、それ以外として、

④水を中心とした資源循環に関する流れもある(図 3-2)。 

1995年に発足した CREST研究領域「環境低負荷型の社会システム」では、エネルギー

と資源循環に関する多様で異なる専門分野の研究課題から構成されていた。しかし、そ

の後の環境問題などへの対応として専門領域へと分化し、当初の研究領域で創出された

研究成果や人材は次の研究領域に引き継がれ発展した。 

 

 

図 3-2 グリーンイノベーション分野の系譜
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(2)科学技術の進歩への貢献 

表 3-2 グリーンイノベーション分野の研究者 

研究領域／研究プロジェクト 研究者 所属・役職 

ERATO「北川統合細孔」プロジェクト 

ACT-C 

ACCEL「PCPナノ空間」研究開発課題 

北川 進 京都大学大学院工学研究科・教授 

CREST研究領域「CO2排出抑制」 関 原明 
理化学研究所環境資源科学研究セ

ンター・チームリーダー 

CREST研究領域「エネルギー相界面」 陳 明偉 
東北大学原子分子材料科学高等研

究機構・教授 

CREST研究領域「CO2資源化」 

鹿内 利治 京都大学大学院理学研究科・教授 

浅見 忠男 
東京大学大学院農学生命科学研究

科・教授 

榊原 均 
理化学研究所植物科学研究センタ

ー・グループディレクター 

 

 

第 3項 ライフイノベーション分野 

 

(1)系譜 

ライフイノベーション分野は「食料」、「環境」、「健康」などの多様な社会ニーズを充足す

るために、生命機能を基盤とする新技術の開発を推進しており、要素還元型の古典的な分子

生物学的研究から要素を統合するシステム生物学の分野へと発展し、また、再生医療等の政

策対応の観点から、発生や分化、再生の機能解明に関する研究開発へ戦略的な投資を行い、

生物学、免疫学や脳科学分野の研究を行っている。 

1995年に CREST研究領域「生命活動のプログラム」が発足し、その後、CREST研究領域「ゲ

ノムの構造と機能」や CREST研究領域「たんぱく質の構造機能」などから CREST 研究領域「生

命システム」へと発展し（①生命システム）、一方で CREST研究領域「生物の発生・分化・

再生」を経て ERATO「中内幹細胞制御プロジェクト」、CREST研究領域「人工多能性幹細胞」、

さきがけ研究領域「iPS 細胞と生命機能」などへ至っている（②再生医療）。また、CREST

研究領域「生体防御のメカニズム」からは免疫、アレルギー、慢性炎症など疾患研究へと展

開している(図 3-3)。 

脳科学分野では CREST 研究領域「脳を知る」や CREST研究領域「脳を守る」などの基礎研

究から、さきがけ研究領域「脳情報の解読と制御」などへ展開されている。なお、図中のオ

レンジ色で示した研究領域は、2015 年 4 月に発足した日本医療研究開発機構（AMED）に移

管され、引き続き研究が推進されている。 



 

46 

 

さらに、植物の多様な機能の解明やその機能を制御し利用をすることを目指した CREST

研究領域「植物の機能と制御」の研究から始まり、食糧生産、機能性食品等の新技術の開発

を目指すグリーンバイオの流れも生まれてきている。 

 

 

 

図 3-3 ライフイノベーション分野の系譜
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(2)科学技術の進歩への貢献 

 

表 3-3 ライフイノベーション分野の研究者 

研究領域／研究プロジェクト 研究者 所属・役職 

CREST研究領域「生体防御のメカニズム」 

SORST「免疫システムの分子機構の解明」 

ERATO「審良自然免疫」プロジェクト 

審良 静男 
大阪大学免疫学フロンティア研究セ

ンター・教授／拠点長 

CREST研究領域「生体防御のメカニズム」 杉山 雄一 
理化学研究所イノベーション推進セ

ンター・特別招聘研究員 

さきがけ研究領域「素過程と連携」 

さきがけ研究領域「タイムシグナルと制御」

SORST「オートファジーによる細胞内クリア

ランス機構」 

水島 昇 東京大学大学院医学系研究科・教授 

CREST研究領域「たんぱく質の構造・機能」 

CREST研究領域「生体恒常性」 
吉森 保 

大阪大学大学院生命機能研究科／医

学系研究科・教授 

CREST研究領域「免疫難病・感染症等」 

ERATO「河岡感染宿主応答ネットワーク」プ

ロジェクト 

河岡 義裕 東京大学医科学研究所・教授 

CREST研究領域「免疫難病・感染症等」 

CREST研究領域「炎症の慢性化機構」 
坂口 志文 

大阪大学特別教授/大阪大学免疫学

フロンティア研究センター・教授 

CREST研究領域「植物の機能と制御」 斉藤 和季 

千葉大学大学院薬学研究院・教授/

理化学研究所環境資源科学研究セン

ター・副センター長／グループディ

レクター 

さきがけ研究領域「認識と形成」 柿本 辰男 大阪大学大学院理学研究科・教授 

CREST研究領域「植物の機能と制御」 

高木 優 産業技術総合研究所・招聘研究員 

篠崎 一雄 

理化学研究所環境資源科学研究セン

ター・センター長／グループディレ

クター 

ERATO「審良自然免疫」プロジェクト 

CREST研究領域「ナノ界面」 
石井 健 

医薬基盤・健康・栄養研究所・上席

研究員/大阪大学免疫学フロンティ

ア研究センター・特任教授 

ERATO「審良自然免疫」プロジェクト 河合 太郎 
奈良先端科学技術大学院大学バイオ

サイエンス研究科・准教授 

CREST研究領域「代謝調節機構解析」 平井 優美 
理化学研究所環境資源科学研究セン

ター・チームリーダー 

さきがけ研究領域「RNAと生体機能」 米山 光俊 
千葉大学真菌医学研究センター・教

授 
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さきがけ研究領域「生命システム」 

CREST研究領域「生体恒常性」 
本田 賢也 

理化学研究所統合生命医科学研究セ

ンター／慶應義塾大学医学部・チー

ムリーダー・教授 

さきがけ研究領域「代謝と機能制御」 小松 雅明 
新潟大学大学院医歯学総合研究科・

教授 

CREST 研究領域「アレルギー疾患・自己免

疫疾患」 

岩倉 洋一郎 

東京理科大学生命医科学研究所人疾

患モデル研究センター・センター長

／教授 

谷口 維紹 
東京大学生産技術研究所炎症・免疫

制御学社会連携研究部門・特任教授 

竹田 潔 大阪大学大学院医学系研究科・教授 

CREST研究領域「炎症の慢性化機構」 竹内 理 京都大学ウイルス研究所・教授 

さきがけ研究領域「炎症の慢性化機構」 中江 進 
東京大学医科学研究所システムズバ

イオロジー研究分野・准教授 

 

第 4項 情報通信技術分野 

 

(1)系譜 

情報通信技術（ICT）分野は、革新的な ICT 技術の創生により、人と ICT が共生・相互

作用しながら豊かで安心・安全な社会を構築するために、新技術の開発を推進しており、

①人間と情報システムの共生、②情報システム、③計算科学・数学応用を主流として展開

している(図 3-4)。 

まず、①に関しては、1996 年開始の ERATO「川人学習動態脳」プロジェクトにおいて、

人間の脳の働きに関する計測およびモデル化されたヒューマノイドロボットが開発され、

新領域を開拓した。その後、メディア社会、情報環境および知的情報処理に関する研究領

域に発展し、人間と情報システムの共生に関する研究へと展開されている。 

②では、1998 年から 2003 年にかけて新機能デバイス、量子暗号通信や量子コンピュー

タの基礎技術となる研究領域が立ち上がり、情報システムの超低消費電力化、ディペンダ

ブルな集積化回路や組込み OS に関する研究領域を経て、ビッグデータに関する基礎およ

び応用の研究領域が展開されている。 

 ③は、2002年から 2005年にかけて計算科学の流れを生み出す研究領域が立ち上がった。

続いて 2008年からは数学の他分野への応用を目指した研究が展開され、さらに、スーパ

ーコンピュータに関するハードウェア、ソフトウェアおよび応用技術を目指す研究へと繋

がっている。 
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図 3-4情報通信技術分野の系譜 

 

(2)科学技術の進歩への貢献 

 

表 3-4 情報通信技術分野の研究者 

研究領域／研究課題 研究者 所属・役職 

CREST研究領域「量子情報処理」 中村 泰信 
理化学研究所創発物性科学研究セン

ター・グループディレクター 
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第 2節 研究論文等から見た研究成果 

 

第 1項 研究論文からみた世界の研究動向 

 

(1)研究成果の分析方法 

 論文数は、研究の生産性を測る最も基本的なビブリオメトリックス指標で、論文数による

ランキングでは、国や研究機関ごとの活動と研究発信量を比較できる。被引用数はインパク

トと影響力を測る指標である。一定期間における論文の被引用数を合計して総被引用数とし、

一定期間内に得られる機関または研究者ごとの総被引用数は、研究のインパクトを比較して

ランク付けすることができる。また、高被引用論文は、論文動向分析データベースEssential 

Science Indicators（以下、「ESI」という）の研究カテゴリ22分野（自然科学分野、社会

科学分野を含む）において、分類したそれぞれの分野において被引用数が上位１%の論文と

定義したものである。そのため、世界的な学問・研究にどれだけ影響力を持っているか等、

世界における位置を示唆するひとつの有力な指標となる。 

ここでは、トムソン・ロイター社のデータベースWeb of Science（WOS）とデータ解析ツ

ールIncites、さらにESIを用いて、論文数および高被引用論文等を求め、経時的に示した。

さらに、高被引用論文数の推移と総論文数に対する高被引用論文数の割合の推移や分野別の

特徴を比較し、論文のインパクトを比較した。 

なお、戦略的創造研究推進事業からの研究成果を得るために、検索式:戦略的創造研究推

進事業のプログラムごと（CREST、PRESTO、ERATO、ACT-C、ACCEL、TRiP22、SORST23、ICORP24、

Yamanaka iPS、Strategic Basic Research Program、Research Acceleration Program）に、

所属 or 助成機関による検索式を構築し、WOSから重複の無い論文集合を取得した。その論

文集合を Incitesに保存することにより、分野別論文数や高被引用論文を解析した。 

 

(2)各国の研究成果の推移 

 

①世界の経済状況と研究成果 

米国、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国、シンガポールおよび日本の論文数、研究者

数および総研究開発投資額の推移を比較検討した。 

                             
22日本で新たに発見された磁性元素高温超伝導体の優れた技術シーズを加速度的に育成し、さらにそれを

通じて、物質科学を中心とした日本の科学技術を、国際競争に打ち勝つ持続可能な発展へと導くために、

本研究領域を緊急的に 2008年度に設定された。

http://www.jst.go.jp/kisoken/htsc/ryouiki/index.html 
23 SORSTは戦略的創造研究推進事業（CREST、さきがけ、ERATO）などの研究課題、研究プロジェクトのう

ち、優れた研究成果が期待され、かつ発展の見込まれる研究について、当初の研究期間を超えて切れ目

なく研究を継続することで、今後の科学技術の鍵となる大きな研究成果または将来実用化が見込まれる

研究成果の創出に資することをねらいとした。http://www.jst.go.jp/kisoken/sorst/ 
24国際共同研究として、2002年より戦略的創造研究推進事業 ICORP型研究が新たにスタートした。

http://www.jst.go.jp/icorp/jpn/concept/index.html 

http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/esi/
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/esi/
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(ⅰ)論文数の推移 

 2005-2014年の論文数の推移を比較した。米国が他国に比べ、3～5倍の論文を発表してお

り、2007年以降は中国が米国を追うように、急激な伸びを示している（図 3-5参照）。 

 

図 3-5 国別論文数の推移 

 

(ⅱ)研究者数および総研究開発投資額の推移 

各国の論文数の推移の背景を知るために、研究者数の推移と総研究開発投資額を図 3-6

および図 3-7に示した。研究者数は米国と中国が他の国に比べて多いことが分かる。総研究

開発投資額は米国が他国の 3倍近い金額であり、中国は 2009年以降他国の 2～3倍の投資を

しており、ランキングでは論文数とほぼ同じ傾向を示していることが分かる。 
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図 3-6 国別の研究者数の推移 

出典：OECD Main Science and Technology Indicators  （MSTI 2015 July） 

（注：中国の 2005-2008年の値は OECD の基準に適合していない） 

 

 

図 3-7 国別の総研究開発投資額の推移 

出典：OECD Main Science and Technology Indicators  （MSTI 2015 July） 
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(ⅲ)高被引用論文数およびその割合の推移 

高被引用論文数の推移は図 3-8に示したように、米国、英国、ドイツ、フランス、日本、

韓国、シンガポールの順は総論文数と同様であるが、中国は、2008 年にフランスとならん

で 4位、2011年にはドイツに並んで 3位となり、2014年には 2位の英国に迫っている。 

一方、総論文数に対する高被引用論文数の割合は、図 3-9 に示したように、米国は

2005-2014年の間、1.7%と横ばいであるが、2008年以降は英国が 1.7%から 2%へと上昇して

いる。さらに、シンガポールが 2009年以降 1.7%から 2.7%へと 1位に浮上している。中国は

2011年以降１%を上回っており、日本と韓国は 1%に満たないが上昇傾向が見られる。 

 

図 3-8 国別の高被引用論文数の推移 
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図 3-9 国別の総論文数に対する高被引用論文数の割合の推移 

 

第 2項 世界で影響力を持つ科学者 

 

(1)研究分野ごとの研究者数 

 第 1節で述べた「世界で影響力を持つ科学者 The world's most influential Scientific 

Minds 2014（THOMSON REUTERS）」は、2014年 6月にトムソン・ロイター社が 2つの独立し

た評価軸①Highly Cited Researchers（高被引用論文著者）および②2013年に最も注目を

集めた研究者（Hottest Researchers）により構成し発表したものである。本発表の高被引

用論文著者は研究カテゴリ 22分野（自然科学分野、社会科学分野を含む）において、トッ

プ 1%の被引用論文を一定数以上持つ著者から抽出されている。日本の研究者が世界の中で

どの分野に影響力を持つのか、各分野別の世界の研究者数、日本の研究者数および戦略的創

造研究推進事業（JST）に関わる研究者数を示した（表 3-5参照）。また、日本の研究者が

選ばれた分野のうち、日本が国際ランキングの上位を占める分野（トップ 10 以内）を表 3-6

に示した。 
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表 3-5 各研究分野における世界の研究者数、日本の研究者数および戦略的創造研究推進事業

（JST）の研究者数 

研究分野 

世界の 

研究者数 

（A） 

日本の 

研究者数 

（B） 

(B)／(A) 

JST の 

研究者数 

（C） 

(C)／(B) 

1 AGRICULTURAL SCIENCES 112 0 0.0% 0 
 

2 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 195 6 3.1% 4 66.7% 

3 CHEMISTRY 198 4 2.0% 3 75.0% 

4 CLINICAL MEDICINE 422 4 0.9% 1 25.0% 

5 COMPUTER SCIENCE 117 0 0.0% 0 
 

6 ENGINEERING 187 3 1.6% 0 0.0% 

7 ENVIRONMENT／ECOLOGY 98 0 0.0% 0 
 

8 GEOSCIENCES 160 2 1.3% 0 0.0% 

9 IMMUNOLOGY 87 19 21.8% 11 57.9% 

10 MATERIALS SCIENCE 147 8 5.4% 5 62.5% 

11 MATHEMATICS 99 1 1.0% 0 0.0% 

12 MICROBIOLOGY 114 1 0.9% 1 100.0% 

13 MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS 201 1 0.5% 1 100.0% 

14 NEUROSCIENCE & BEHAVIOR 120 0 0.0% 0 
 

15 PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 133 5 3.8% 2 40.0% 

16 PHYSICS 144 14 9.7% 9 64.3% 

17 PLANT & ANIMAL SCIENCE 176 25 14.2% 10 40.0% 

18 SPACE SCIENCE 106 5 4.7% 0 
 

  ToTal 2816 98 3.5% 47 48.0% 

* ESIの 22分野のうち社会科学分野を除き、日本が強みを示すライフサイエン関連分野はピンク、物理・化学関連分

野はグリーンのハッチングで示す。 
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表 3-6 研究分野ごとの上位国の研究者数 

ライフサイエンス関連分野 

Biology & Biochemistry 

国 研究者数 % 

USA 115 59.0% 

UK 39 20.0% 

Switzerland 10 5.1% 

Germany 7 3.6% 

Japan 6 3.1% 

Canada 3 1.5% 

Denmark 3 1.5% 

Others 12 6.2% 

 

Immunology 

国 研究者数 % 

USA 56 64.4% 

Japan 19 21.8% 

UK 3 3.4% 

Germany 3 3.4% 

Switzerland 3 3.4% 

Others 3 3.4% 

 

Pharmacology & Toxicology 

国 研究者数 % 

USA 63 47.4% 

UK 11 8.3% 

Netherlands 9 6.8% 

France 6 4.5% 

Italy 6 4.5% 

Germany 5 3.8% 

Japan 5 3.8% 

South Korea 4 3.0% 

Sweden 4 3.0% 

Australia 3 2.3% 

China 3 2.3% 

Switzerland 3 2.3% 

Others 11 8.3% 

 

Plant & Animal Science 

国 研究者数 % 

USA 65 36.9% 

Japan 25 14.2% 

Germany 18 10.2% 

UK 16 9.1% 

Belgium 8 4.5% 

France 7 4.0% 

Saudi Arabia 7 4.0% 

Switzerland 7 4.0% 

Netherlands 5 2.8% 

Australia 4 2.3% 

Canada 4 2.3% 

Others 10 5.7% 
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物理・化学関連分野 

Chemistry 

国 研究者数 % 

USA 105 53.0% 

China 28 14.1% 

Germany 16 8.1% 

Saudi Arabia 7 3.5% 

South Korea 6 3.0% 

Switzerland 5 2.5% 

UK 4 2.0% 

Japan 4 2.0% 

Canada 4 2.0% 

Spain 4 2.0% 

Others 15 7.6% 

 

 

Materials Science 
 

国 研究者数 % 

USA 49 33.3% 

China 30 20.4% 

Germany 14 9.5% 

UK 10 6.8% 

Japan 8 5.4% 

Singapore 6 4.1% 

Netherlands 4 2.7% 

France 3 2.0% 

South Korea 3 2.0% 

Switzerland 3 2.0% 

Australia 3 2.0% 

Others 14 9.5% 

 

Physics 
 

国 研究者数 % 

USA 71 49.3% 

Japan 14 9.7% 

China 14 9.7% 

Germany 10 6.9% 

UK 7 4.9% 

Austria 6 4.2% 

Spain 5 3.5% 

Switzerland 4 2.8% 

Canada 3 2.1% 

Others 10 6.9% 
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(2)日本が強みを示す研究分野 

 ESI の研究カテゴリ 22 分野を用いた場合、日本の研究者はライフサイエンス関連分野で

は生物学・生化学、免疫学、薬学・毒性学および植物・動物学で挙げられ、また物理・化学

関連分野では、化学、工学、材料科学および物理学で挙げられる。これらの分野のうち、戦

略的創造研究推進事業の研究者が 40-75％を占めているのがわかる（表 3-5 参照）。これは

日本の研究において、戦略的創造研究推進事業が世界レベルの研究を牽引していることを示

している。 
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第 3項 研究論文からみた日本の研究動向 

 

(1)研究成果としての総論文数の推移 

 日本における論文数トップ 4の大学（東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学）、理化

学研究所（以下、「RIKEN」という）および戦略的創造研究推進事業（JST）の論文数の推移

について比較した。図 3-10および図 3-11に示すように、戦略的創造研究推進事業（JST）

の論文数は、東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学に次ぎ 5位であるが、高被引用論文

数の推移においては東京大学に次いで 2位である。 

 

図 3-10 論文数の推移 

 
図 3-11 高被引用論文数の推移 
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 また、論文数に対する高被引用論文数の割合を比較してみると、図 3-12に示すように、

近年では RIKEN、戦略的創造研究推進事業（JST）、東京大学、京都大学、東北大学、大阪大

学の順となっている。 

 

図 3-12 論文数に対する高被引用論文数の割合の推移（2005-2014 年） 

 

(2)研究分野の特徴 

トムソン・ロイター社のデータベースおよび Incitesの研究分野分析を用いて各機関の優

位な分野を比較した。図 3-13に示したように、東京大学は物理学、化学、臨床医学、地球

科学、京都大学では物理学、化学、大阪大学では免疫学、東北大学は物理学と臨床医学で高

被引用論文数が多い。一方、RIKENは物理学と植物学・動物学、戦略的創造研究推進事業（JST）

は化学、材料科学、分子生物学、物理学で高被引用論文数が多い結果となった。 

次に、大学と RIKEN、戦略的創造研究推進事業（JST）における研究分野の特徴を精査す

るために、4 大学（東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学）の平均値と、RIKEN、戦略

的創造研究推進事業（JST）の高被引用論文数ならびに論文数に対する高被引用論文の割合

を、日本の強みである物理・化学関連分野とライフサイエンス関連分野に絞って比較検討し

た。 
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図 3-13 ESI研究分野ごとの高被引用論文数（2005-2014年） 

 

(3)物理・化学関連分野の特徴 

高被引用論文数は、図 3-14に示すように、いずれの機関も物理学が他分野に比べて突出

している。また、化学においては戦略的創造研究推進事業（JST）ならびに大学で非常に高

い。さらに、戦略的創造研究推進事業（JST）は材料科学の分野において他機関より優位な

結果を示している。 

一方、高被引用論文数の論文数に対する割合の比較では、戦略的創造研究推進事業（JST）

は材料科学、化学、物理学で高い値を示している。RIKENは宇宙科学、材料科学、物理学に
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おいて優位な結果となっている。大学は戦略的創造研究推進事業（JST）、RIKENと異なり分

野間の差が比較的小さく、分野全体をカバーしており、機関ごとの特徴が現れた（図 3-15）。 

 

 

図 3-14 物理・化学関連分野における高被引用論文数（2005-2014 年） 

 

 

図 3-15 物理・化学関連分野における論文数に対する高被引用論文数の割合(%)（2005-2014年） 
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(4)ライフサイエンス関連分野の特徴 

ライフサイエンス関連分野では、図 3-16および図 3-17に示すように、大学では臨床医学

の高被引用論文数が最も高く、RIKENは植物学・動物学で高被引用論文数ならびに割合も突

出している。戦略的創造研究推進事業（JST）は分子生物学・遺伝学で高被引用論文数は高

いが、割合は植物学・動物学と免疫学分野で高い値を示している。 

 
図 3-16 ライフサイエンス関連分野における高被引用論文数（2005-2014 年） 

 

図 3-17 ライフサイエンス関連分野における論文数に対する高被引用論文数の割合(%) 

（2005-2014 年） 
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第 3節 戦略的創造研究推進事業の波及効果 

 

第 1項 科学技術イノベーション創出に向けた成果 

 

(1)企業との共同研究への発展 

 戦略的創造研究推進事業における企業との共同研究の状況を把握するため、第１項では

CREST、さきがけ、ERATO について、企業との共同研究を調査した。本調査は 2010-2013 年

度に終了した CREST、さきがけ、ERATOを対象とし、ナノテクノロジー・材料、グリーンイ

ノベーション、ライフイノベーション、情報通信技術の分野で行いその結果をまとめた（表

3-7）。 

 企業との共同研究の総数は、ナノテクノロジー・材料分野が多い傾向が見られ、特に CREST

研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」、CREST 研究領域「ナノ科学を基盤とした革新的製造

技術の創成」で多い。グリーンイノベーション分野では、ERATOで多くの企業との共同研究

が行われている。ライフイノベーション分野では、CREST研究領域「代謝調節機構解析に基

づく細胞機能制御基盤技術」で多い。情報通信技術分野では、ERATOで多くの企業との共同

研究が行われている。 

  

 

表 3-7 CREST、さきがけ、ERATO における企業との共同研究の状況 

分野 CREST/さきがけ/ERATO 

課題数/ 

プロジェ

クト数 

企業との共同研究

の件数 

ナ ノ テ ク

ノ ロ ジ

ー・材料 

CREST 研究領域「物質現象の解明と応用に資する新

しい計測・分析基盤技術」 
16 30 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」 15 77 

CREST 研究領域「ナノ科学を基盤とした革新的製造

技術の創成」 
16 107 

CREST 研究領域「新機能創成に向けた光・光量子科

学技術」 
16 24 

さきがけ研究領域「光の創成・操作と展開」 24 14 

さきがけ研究領域「構造制御と機能」 37 20 

さきがけ研究領域「物質と光作用」 28 33 

さきがけ研究領域「界面の構造と制御」 34 96 

さきがけ研究領域「ナノ製造技術の探索と展開」 29 41 
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ナ ノ テ ク

ノ ロ ジ

ー・材料 

さきがけ研究領域「革新的次世代デバイスを目指す

材料とプロセス」 
33 69 

ERATO 1 1 

計 249 512 

グ リ ー ン

イ ノ ベ ー

ション 

ERATO 2 24 

計 2 24 

ラ イ フ イ

ノ ベ ー シ

ョン 

 

CREST 研究領域「脳の機能発達と学習メカニズムの

解明」 
15 21 

CREST 研究領域「生命現象の解明と応用に資する新

しい計測・分析基盤技術」 
14 28 

CREST 研究領域「代謝調節機構解析に基づく細胞機

能制御基盤技術」 
15 74 

CREST 研究領域「生命システムの動作原理と基盤技

術」 
9 21 

さきがけ研究領域「代謝と機能制御」 33 27 

さきがけ研究領域「生命現象と計測分析」 32 25 

さきがけ研究領域「RNAと生体機能」 29 18 

さきがけ研究領域「生命システムの動作原理と基盤

技術」 
38 42 

さきがけ研究領域「生命現象の革新モデルと展開」 35 63 

ERATO 4 10 

計 224 329 

情 報 通 信

技術 

CREST 研究領域「量子情報処理システムの実現を目

指した新技術の創出」 
12 6 

CREST 研究領域「デジタルメディア作品の制作を支

援する基盤技術」 
12 21 
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情 報 通 信

技術 

CREST研究領域「先進的統合センシング技術」 15 26 

CREST 研究領域「情報システムの超低消費電力化を

目指した技術革新と統合化技術」 
12 23 

CREST 研究領域「マルチスケール・マルチフィジッ

クス現象の統合シミュレーション」 
21 34 

CREST 研究領域「実用化を目指した組込みシステム

用ディペンダブル・オペレーティングシステム」 
9 14 

さきがけ研究領域「デジタルメディア作品の制作を

支援する基盤技術」 
16 16 

ERATO 3 38 

計 100 178 

(研究期間終了 1年後に調査) 
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(2)応用プロジェクトへの展開 

 次に 2010～2013年度に終了した CREST、さきがけ、ERATOの応用プロジェクトへの展開

状況を調査した。応用プロジェクトとしては、NEDO プロジェクト等や JST研究成果最適展

開支援プログラム A-STEP等で、分野別に展開状況を示す（表 3-8）。 

 応用プロジェクトへの展開件数は、企業との共同研究と同様にナノテクノロジー・材料

分野で多い傾向が見られ、これに続き、情報通信技術分野とライフイノベーション分野が

続いている。なお、グリーンイノベーション分野は当該期間に CREST研究領域、さきがけ

研究領域がないために少なくなっている。 

 

表 3-8 応用プロジェクトへの展開状況 

分野 CREST/さきがけ/ERATO 

課題数/ 

プロジェ

クト数 

応用プロジェクト

の件数 

ナ ノ テ ク

ノ ロ ジ

ー・材料 

CREST 研究領域「物質現象の解明と応用に資する新し

い計測・分析基盤技術」 
16 12 

CREST 研究領域「新機能創成に向けた光・光量子科学

技術」 
16 7 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」 15 13 

CREST 研究領域「ナノ科学を基盤とした革新的製造技

術の創成」 
16 19 

さきがけ研究領域「光の創成・操作と展開」 24 6 

さきがけ研究領域「構造制御と機能」 37 7 

さきがけ研究領域「物質と光作用」 28 17 

さきがけ研究領域「界面の構造と制御」 34 19 

さきがけ研究領域「ナノ製造技術の探索と展開」 29 20 

さきがけ研究領域「革新的次世代デバイスを目指す材

料とプロセス」 
33 15 

ERATO 1 1 

計 249 136 

グ リ ー ン

イ ノ ベ ー

ション 

ERATO 2 7 

計 2 7 
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ラ イ フ イ

ノ ベ ー シ

ョン 

CREST 研究領域「生命現象の解明と応用に資する新し

い計測・分析基盤技術」 
14 14 

CREST 研究領域「代謝調節機構解析に基づく細胞機能

制御基盤技術」 
15 8 

CREST研究領域「生命システムの動作原理と基盤技術」 9 3 

さきがけ研究領域「代謝と機能制御」 33 5 

さきがけ研究領域「生命現象と計測分析」 32 11 

さきがけ研究領域「RNAと生体機能」 29 6 

さきがけ研究領域「生命システムの動作原理と基盤技

術」 
38 8 

さきがけ研究領域「生命現象の革新モデルと展開」 35 12 

ERATO 2 2 

計 207 69 

情 報 通 信

技術 

CREST 研究領域「量子情報処理システムの実現を目指

した新技術の創出」 
12 5 

CREST 研究領域「デジタルメディア作品の制作を支援

する基盤技術」 
12 11 

CREST研究領域「先進的統合センシング技術」 15 14 

CREST 研究領域「情報システムの超低消費電力化を目

指した技術革新と統合化技術」 
12 12 

CREST 研究領域「マルチスケール・マルチフィジック

ス現象の統合シミュレーション」 
21 12 

CREST 研究領域「実用化を目指した組込みシステム用

ディペンダブル・オペレーティングシステム」 
9 2 

さきがけ研究領域「デジタルメディア作品の制作を支

援する基盤技術」 
16 12 

ERATO 1 3 

計 98 71 

(研究期間終了 1年後に調査) 
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 表 3-9は NEDOプロジェクトなどや、JSTの A-STEPなど産学連携関係のプログラムからの

情報を元に、公的ファンドへの主な展開事例をまとめた。JST 以外では NEDO プロジェクト

に CRESTから 12件、さきがけから 2件、ERATOから 1件が成果展開されている。 

 

表 3-9 応用プロジェクトへの主な展開事例 

分野 
CREST/さきがけ

/ERATO 
研究者 所属・役職 

①公的ファンド 

②共同研究先（企業名） 

ナノテクノ

ロジー・材

料 

CREST 研究領域「ソ

フトナノマシン等の

高次機能構造体の構

築と利用」 

藤吉 好則 

名古屋大学大学院創

薬科学研究科・特任

教授 

①JST 産学共同実用化開発事

業（NexTEP） 

②日本電子（株） 

CREST 研究領域「次

世代エレクトロニク

スデバイスの創出に

資する革新材料・プ

ロセス研究」 

田川 精一 
大阪大学工学研究

科・特任教授 

①JST 産学共同実用化開発事

業（NexTEP） 

②東京エレクトロン九州（株） 

湯浅 新治 

産業技術総合研究所

スピントロニクス研

究センター・研究セ

ンター長 

①革新的研究開発推進プログ

ラム（ImPACT） 

②東芝（株） 

CREST 研究領域「ナ

ノ界面技術の基盤構

築」 

北川 宏 
京都大学大学院理学

研究科・教授 

①NEDO「グリーン・サステイ

ナブルケミカルプロセス基盤

技術開発」 

②クラレ（株）、昭和電工（株）、

東洋紡（株）、昭栄化学工業

（株） 

CREST研究領域「ナ

ノ界面技術の基盤構

築」 

栗原 和枝 

東北大学原子分子材

料科学高等研究機

構・教授 

東北大学多元物質科

学研究所ナノ界面化

学研究分野・教授 

①文部科学省東北発素材技術

先導プロジェクト超低摩擦技

術領域 

②アクロス（株）、旭化成（株）、

花王（株）、協同油脂（株）、 

（株）デンソー、トヨタ自動

車（株）、トヨタ自動車東日本

（株）、（株）日立製作所 

尾嶋 正治 

東京大学・名誉教授 

東京大学放射光連携

研究機構・特任研究

員 

①NEDO「低炭素社会を実現す

るナノ炭素材料実用化プロジ

ェクト」 

②住友電気工業（株） 
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ナノテクノ

ロジー・材

料 

CREST 研究領域「ナ

ノ界面技術の基盤構

築」 

櫻井 和朗 

北九州市立大学大学

院国際環境工学研究

科・教授 

①JST 産学共同実用化開発事

業（NexTEP） 

②第一三共（株） 

CREST 研究領域「ナ

ノ科学を基盤とした

革新的製造技術の創

成」 

松尾 二郎 
京都大学大学院工学

研究科・教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②岩谷産業（株） 

明石 満 

大阪大学大学院生命

機能研究科・特任教

授 

①JST 研究成果展開事業（先

端計測分析技術・機器開発プ

ログラム）（2015 年度より

AMEDへ移管） 

②（株）リコー 

①NEDO 立体造形による機能

的な生体組織製造技術の開発

（2015年度より AMEDへ移管） 

②東レ（株）、（株）リコー、

協和発酵バイオ（株） 

CREST 研究領域「新

機能創成に向けた

光・光量子科学技術」 

橋本 秀樹 
大阪市立大学大学院

理学研究科・教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②（株）サウスプロダクト 

CREST 研究領域「新

機能創成に向けた

光・光量子科学技術」 

岸野 克巳 
上智大学理工学部・

教授 

①NEDO「InGaN 系ナノコラム

結晶による新世代映像表示デ

バイスの開拓」 

②セイコーエプソン（株） 

平山 秀樹 

理化学研究所平山量

子素子研究室・主任

研究員 

①NEDOロボット・新機械イノ

ベーションプログラム 

②パナソニック（株） 

CREST 研究領域「物

質現象の解明と応用

に資する新しい計

測・分析基盤技術」 

竹腰 清乃理 
京都大学大学院理学

研究科・教授 

①JST 先端計測分析技術・機

器開発プログラム 

②（株）JEOL RESONANCE 

河田 聡 

大阪大学・特別教授 

大阪大学大学院工学

研究科・教授 

①JST 研究成果展開事業（先

端計測分析技術・機器開発プ

ログラム） 

②ナノフォトン（株） 
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ナノテクノ

ロジー・材

料 

CREST 研究領域「物

質現象の解明と応用

に資する新しい計

測・分析基盤技術」 

宝野 和博 

物質・材料研究機

構・フェロー/磁性材

料ユニット・ユニッ

ト長 

①革新的研究開発推進プログ

ラム（ImPACT） 

②（株）東芝 

CREST 研究領域「プ

ロセスインテグレー

ションによる機能発

現ナノシステムの創

製」 

染谷 隆夫 
東京大学大学院工学

系研究科・教授 

①NEDO「次世代プリンテッド

エレクトロニクス材料・プロ

セス基盤技術開発」 

②（株）リコー、凸版印刷（株）、

大日本印刷（株） 

CREST 研究領域「元

素戦略を基軸とする

物質・材料の革新的

機能の創出」 

北川 宏 
京都大学大学院理学

研究科・教授 

①NEDO 先導研究 

②（株）フルヤ金属 

さきがけ研究領域

「界面の構造と制

御」 

好田 誠 
東北大学大学院工学

研究科・准教授 

①NEDO「垂直磁化材料を用い

たゲート電界磁化制御型スピ

ン MOSFET の構築」 

②日本電信電話（株） 

竹谷 純一 

東京大学大学院新領

域創成科学研究科・

教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②（株）クリスタージュ 

ERATO「高原ソフト界

面」プロジェクト 
高原 淳 

九州大学先導物質化

学研究所・所長／教

授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP）  

②住友理工（株）  

さきがけ研究領域

「ナノ製造技術の探

索と展開」 

三村 秀和 
東京大学大学院工学

系研究科・准教授 

①JST 研究成果展開事業（先

端計測分析技術・機器開発プ

ログラム） 

②夏目光学（株） 

斎藤 毅 

産業技術総合研究所

材料・化学研究領域

材料研究部門・グル

ープ長 

①NEDOナノテク・部材イノベ

ーションプログラム 

②東レ（株）、帝人（株）、住

友精密工業（株）、日本電気

（株）、日本ゼオン（株） 
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ナノテクノ

ロジー・材

料 

さきがけ研究領域

「ナノ製造技術の探

索と展開」 

野﨑 隆行 

産業技術総合研究所

スピントロニクス研

究センター・研究員 

①革新的研究開発推進プログ

ラム（ImPACT） 

②（株）東芝、富士通（株） 

グリーンイ

ノベーショ

ン 

ERATO「橋本光エネル

ギー変換システム」

プロジェクト 

橋本 和仁 
東京大学大学院工学

系研究科・教授 

①NEDO「微生物触媒による創

電型廃水処理基盤技術開発」 

②積水化学工業（株）、パナソ

ニック（株） 

ライフイノ

ベーション 

CREST 研究領域「疾

患における代謝産物

の解析および代謝制

御に基づく革新的医

療基盤技術の創出」 

吉田 優 
神戸大学大学院医学

研究科・准教授 

①JST 研究成果展開事業（先

端計測分析技術・機器開発プ

ログラム）」 

②島津製作所 

CREST 研究領域「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」 

清野 宏 
東京大学医科学研究

科・教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②日生研（株） 

井上 和秀 
九州大学大学院薬学

研究院・教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②日本ケミファ（株） 

中山 俊憲 
千葉大学大学院医学

研究院・教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②（株）A-CLIP研究所 

CREST 研究領域「人

工多能性幹細胞（iPS

細胞）作製・制御等

の医療基盤技術」 

押村 光雄 

鳥取大学・名誉教授 

鳥取大学染色体工学

研究センター・特任

教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②積水メディカル（株） 

CREST 研究領域「ア

レルギー疾患・自己

免疫疾患などの発症

機構と治療技術」 

岩倉 洋一郎 

東京理科大学生命医

科学研究所ヒト疾患

モデル研究センタ

ー・センター長/教授 

①国立研究開発法人農業・食

品産業技術総合研究機構

BRAIN イノベーション創出基

礎的研究推進事業 

②日生バイオ（株） 

①公益社団法人農林水産・食

品産業技術振興協会（JATAFF）

農林水産業 ・食品科学技術研

究推進事業発展融合ステージ  

②オリエンタル酵母工業（株）  
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ライフイノ

ベーション 

ERATO「審良自然免

疫」プロジェクト 
石井 健 

医薬基盤・健康・栄

養研究所・上席研究

員/大阪大学免疫学

フロンティア研究セ

ンター・特任教授 

①JST 産学共同実用化開発事

業（NexTEP） 

②第一三共（株） 

情報通信技

術 

 

CREST 研究領域「デ

ィペンダブルＶＬＳ

Ｉシステムの基盤技

術」 

吉本 雅彦 

神戸大学大学院シス

テム情報学研究科・

教授 

①NEDO「ノーマリーオフコン

ピューティング基盤技術開

発」 

②ローム（株）から再委託 

CREST 研究領域「先

進的統合センシング

技術」 

佐藤 知正 

東京大学フューチャ

ーセンター推進機

構・特任研究員 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP） 

②（株）立山システム研究所 

伊藤 寿浩 

産業技術総合研究所

集積マイクロシステ

ム研究センター・総

括研究主幹 

①NEDO「社会課題対応センサ

ーシステム開発プロジェク

ト」 

②横河電機（株）、セイコーイ

ンスツル（株）、オムロン（株）、

オリンパス（株）、ローム（株）、

（株）日立製作所、大日本印

刷（株） 

 

CREST 研究領域「先

進的統合センシング

技術」 

車谷 浩一 

産業技術総合研究所

人間情報研究部門・

副部門長 

 

 

①NEDO IT融合（都市交通分

野） 

②（株）KDDI 研究所 

CREST 研究領域「情

報システムの超低消

費電力化を目指した

技術革新と統合化技

術」 

佐藤 健一 
名古屋大学大学院工

学研究科・教授 

①NICT委託研究 

②日本電信電話（株）、日本電

気（株） 

① 総 務 省 SCOPE ・ PREDICT 

ICT グリーンイノベーション

推進事業 

②santec（株） 
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情報通信技

術 

CREST 研究領域「デ

ジタルメディア作品

の制作を支援する基

盤技術」 

田村 秀行 
立命館大学総合科学

技術研究機構・教授 

①JST 研究成果最適展開支援

プログラム（A-STEP）  

②（株）クレッセント 

①NEDO「グリーン・サイステ

イナブルケミカルプロセス基

盤技術開発」 

②クラレ（株）、昭和電工（株）、

東洋紡（株）、昭栄化学工業

（株） 

松原 仁 

公立はこだて未来大

学システム情報科

学・教授 

①NEDO「ノーマリーオフコン

ピューティング基盤技術開

発」 

②ルネサスエレクトロニクス

（株）より再委託 

(2015 年 11月調査) 
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(3)特許のライセンス 

 表 3-10 に、CREST と ERATO のライセンス件数をまとめた。ここでは、2010-2013 年度の

終了した CREST、ERATO と、現在進行中の CREST、ERATO についてライセンス件数を調査し

た。ライセンス件数には、企業での使用が予定されている特許も含めた。 

 2010-2013 年度に終了した CREST、ERATO で、特にライセンス件数が多いのは、CREST 研

究領域「先進的統合センシング技術」、および ERATO で、ともに 5件である。 

また、現在進行中の CREST、ERATOでは、情報通信技術分野の研究領域において多くのラ

イセンス事例があり、特に CREST研究領域「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築」

の 17 件、CREST 研究領域「ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系

化」の 8件があげられる。 

 

 

 

表 3-10 CREST と ERATO のライセンス件数 

分野 CREST、ERATO 

課題数/ 

プ ロ ジェ ク

ト数 

 

ライセンス 

件数 

ナノテク

ノロジ

ー・材料 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」 15 1 

CREST研究領域「ナノ科学を基盤とした革新的製造技術の創

成」 
16 2 

CREST研究領域[先端光源を駆使した光科学・光技術の融合

展開] 
16* 1* 

CREST研究領域「プロセスインテグレーションによる機能発

現ナノシステムの創製」 
16* 1* 

CREST研究領域「新機能創出を目指した分子技術の構築」* 15* 2* 

ERATO* 4* 5* 

計 82 12 

グリーン

イノベー

ション 

CREST研究領域「二酸化炭素排出抑制に資する革新的技術の

創出」* 
15* 1* 

CREST研究領域「藻類・水圏微生物の機能解明と制御による

バイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」* 
13* 1* 

CREST研究領域「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生

産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出」* 
13* 1* 

ERATO 1 1 

計 42 4 
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ラ イ フ イ

ノ ベ ー シ

ョン 

CREST研究領域「脳の機能発達と学習メカニズムの解明」 15 1 

CREST研究領域「代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御基

盤技術」 
15 2 

CREST研究領域「人工多能性幹細胞(iPS細胞)作製・制御等

の医療基盤技術」（AMEDへ移管） 
23 3 

CREST研究領域「脳神経回路の形成・動作原理の解明と制御

技術の創出」（AMEDへ移管） 
19 1 

CREST研究領域「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」* 
18* 2* 

ERATO 5** 10** 

計 95 18 

情報通信

技術 

CREST研究領域「量子情報処理システムの実現を目指した新

技術の創出」 
12 1 

CREST研究領域「デジタルメディア作品の制作を支援する基

盤技術」 
12 4 

CREST研究領域「先進的統合センシング技術」 15 5 

CREST研究領域「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構

築」* 
17* 17* 

CREST研究領域「ポストペタスケール高性能計算機に資する

システムソフトウエア技術の創出」* 
14* 2* 

CREST研究領域「ビッグデータ統合利用活用のための次世代

基盤技術の創出・体系化」* 
8* 8* 

計 78 37 

(研究期間終了 1年後に調査)                                    *現在進行中の研究領域、プロジェクト 

**現在進行中の 1プロジェクトを含む 

 

【事例紹介】 

 ライセンシングで 2011 年以降に大きな進展があった代

表例として、ERTAO―SORST で実施した細野秀雄の高精細デ

ィスプレーに適した透明酸化物半導体を用いた薄膜トラン

ジスタの成果があげられる（図 3-18）。本成果は国内外の

民間企業へのライセンスへ発展し、2012 年度には IGZO 搭

載液晶ディスプレー・パネルの量産が開始された。 

図 3-18 ライセンス実施事例 
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(4)ベンチャー設立 

 表 3-11は CRESTと ERATOについて、ベンチャー企業の設立件数を示した表である。ここ

では、2010-2013年度に終了した CREST、ERATOと、現在進行中の CREST、ERATO について調

査した。 

 件数の高い研究領域は、CREST研究領域「生命現象の解明と応用に資する新しい計測・分

析基盤技術」、CREST 研究領域「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」で、そ

れぞれ 9件、7件である。 

 

表 3-11 CREST と ERATO のベンチャー設立状況 

分野 CREST/ERATO 

課題数/ 

プロジェクト

数 

ベンチャー設

立件数 

ナノテク

ノ ロ ジ

ー・材料 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」 15 2 

CREST研究領域「ナノ科学を基盤とした革新的製造技術の創成」 16 5 

CREST研究領域「新機能創出を目指した分子技術の構築」* 15* 1* 

ERATO* 1* 1* 

計 47 9 

グリーン

イノベー

ション 

CREST研究領域「二酸化炭素排出抑制に資する革新的技術の創

出」* 
15* 1* 

計 15 1 

ライフイ

ノベーシ

ョン 

CREST研究領域「生命現象の解明と応用に資する新しい計測・

分析基盤技術」 
14 9 

CREST研究領域「代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御基盤

技術」 
15 2 

CREST研究領域「生命システムの動作原理と基盤技術」 9 1 

ERATO** 2** 2** 

計 40 14 

情報通信

技術 

CREST研究領域「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤

技術」 
12 7 

CREST研究領域「先進的統合センシング技術」 15 5 

CREST研究領域「情報システムの超低消費電力化を目指した技

術革新と統合化技術」 
11 3 

CREST研究領域「マルチスケール・マルチフィジックス現象の

統合シミュレーション」 
21 5 

ERATO 2 2 
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情報通信

技術 
計 61 22 

(研究期間終了 1年後に調査)                                  *現在進行中の研究領域、プロジェクト 

**現在進行中の 1プロジェクトを含む 

 

 

 表 3-12に、ベンチャー企業設立事例を示す。ここでは、企業や大学の Web サイトで公開

されているベンチャー企業を抽出した。 

表 3-12 ベンチャー企業設立事例 

分野 
CREST/さきがけ

/ERATO 
研究者 所属・役職 

①ベンチャー企業名 

②設立年 

③事業概要 

ナノテ

クノロ

ジー・

材料 

さきがけ研究領

域「界面の構造

と制御」 

竹谷 純一 

東京大学大学院

新領域創成科学

研究科・教授 

①パイクリスタル（株） 

②2013 

③・溶液プロセス用高移動度有機半導体材

料等の製造販売 

・技術コンサルティング 

・デバイス試作サービス 

・プリンテッド有機デバイス試作設備

（開発中） 

CREST 研究領域

「ナノ界面技術

の基盤構築」 

春田 正毅 

首都大学東京大

学院都市環境科

学研究科・特任

教授 

①ハルタゴールド（株） 

②2013 

③・金ナノ粒子触媒：汎用品の製造・販売 

・金ナノ粒子触媒：特注品の受託・製造・

販売 

・金ナノ粒子触媒：学習用キットの開

発・販売 

CREST 研究領域

「新機能創出を

目指した分子技

術の構築」 

横田 隆徳 

東京医科歯科大

学大学院医歯学

総合研究科・教

授 

①レナセラピューティクス（株） 

②2015 

③ヘテロ核酸技術を中核とした研究開発

を通じ、核酸医薬品の実用化を推進する。 

ERATO「染谷生体

調和エレクトロ

ニクス」プロジ

ェクト 

染谷 隆夫 

東京大学大学院

工学系研究科・

教授 

①（株）Xenoma 

②2015 

③下記分野に関わる研究、設計、開発、試

作、販売及びコンサルティング 

・テキスタイル型ウェアラブルセンサ 
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グリー

ンイノ

ベーシ

ョン 

CREST 研究領域

「二酸化炭素排

出抑制に資する

革新的技術の創

出」 

渡邉 信 

筑波大学大学院

生命環境科学研

究科・教授 

①藻バイオテクノロジーズ（株） 

②2015（（株）新産業創造研究所（2009年）

より新会社へ移行） 

③・藻類の生産および加工 

・藻類加工物の販売および輸出入 

・藻類の培養・加工方法・利用分野の開

発 

・その他関連事業 

ライフ

イノベ

ーショ

ン 

さきがけ研究領

域「生命システ

ムの動作原理と

基盤技術」 

小早川 令子 

自然科学研究機

構 生 理 学 研 究

所・客員教授 

①脳科学香料（株） 

②2009 

③分子スクリーニングにより、天敵動物の

存在を疑似的に感知させ、効果的に先天的

な恐怖を惹起させる機能性匂い分子を見

出すことに成功し、現在、匂い慣れを生じ

にくい動物忌避剤を応用開発する。 

ERATO「中内幹細

胞制御」プロジ

ェクト 

中内 啓光 
東京大学医科学

研究所・教授 

①（株）メガカリオン 

②2011 

③iPS細胞株から高品質の血小板及び赤血

球を産生し、献血に依存しない(1)計画的

安定供給が可能で、(2)安全性が高く、(3)

医療コストの低い、血液製剤を開発する。 

CREST 研究領域

「人工多能性幹

細胞(iPS 細胞)

作製・制御等の

医療基盤技術」 

押村 光雄 

鳥取大学・名誉

教授 

鳥取大学染色体

工学研究センタ

ー・特任教授 

①（株）GPC研究所 

②2012 

③・Druggable な標的分子の機能評価系の

提供 

・ゲノムサイズの転写調節領域を挿入し

た評価系の提供 

・polypharmacology や現象論に立脚し

たマルチターゲット阻害剤スクリー

ニングの新規概念に対応した評価系

の提供とスクリーニング受託 
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ライフ

イノベ

ーショ

ン 

ERATO「佐藤ライ

ブ予測制御」プ

ロジェクト 

佐藤 匠徳 

（株）国際電気

通信基礎技術研

究所佐藤匠徳特

別研究所・所長 

①Karydo TherapeutiX（株） 

②2015 

③Karydo TherapeutiX（株）は、疾病を早

期に｢“捕らえ”(診断による発見)｣、早期

に「“防御・根絶・共存”(予防・先制医療・

コントロール)」するための、最先端テク

ノロジーを創出・提供。また、これらのテ

クノロジーを「誰もが何時でも何処でも」

有効かつ効果的に利用できるための技術

革新および提供を行う。 

情報通

信技術 

ERATO「五十嵐デ

ザインインタフ

ェース」プロジ

ェクト 

五十嵐 健夫 

東京大学大学院

情報理工学系研

究科・教授 

①diatom studio 

②2010 

③エンドユーザーがデザインプロセスに

携わることを可能とする下記のような各

種デジタルファブリケーションツールの

提供。 

・iphone上でのお絵かきツール 

・オリジナル椅子のデザイン&製作ツール 

・CNC加工を可能とする低価格小型デバイ

ス 

CREST 研究領域

「デジタルメデ

ィア作品の制作

を支援する基盤

技術」 

廣瀬 通孝 

東京大学大学院

情報理工学系研

究科・教授 

①(株)テンクー 

②2011 

③Technology Bridge for Communication

をコンセプトに、コンピュータの世界と実

世界を結ぶべく、多量情報の可視化、イン

タラクティブな体験型システムの開発な

どを手がける。 

CREST 研究領域

「先進的統合セ

ンシング技術」 

車谷 浩一 

産業技術総合研

究所人間情報研

究部門・副部門

長 

①ASULE（株） 

②2012 

③屋内外シームレス測位による情報配信

システムや、高齢者の見守りサービスを代

表とする「都市空間情報支援システム」に

関する事業を展開する。 
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情報通

信技術 

ERATO「前中セン

シング融合」プ

ロジェクト 

前中 一介 

兵庫県立大学大

学 院 工 学 研 究

科・教授 

①アフォードセンス（株） 

②2013 

③下記分野に関わる研究、設計、開発、試

作、販売及びコンサルティング 

・健康モニタリングデバイス 

・健康管理システム 

・センサネットワーク及びシステム 

・上記技術分野に関わる知的財産の管理及

びライセンス 

CREST 研究領域

「マルチスケー

ル・マルチフィ

ジックス現象の

統合シミュレー

ション」 

高田 広章 

名古屋大学大学

院情報科学研究

科・教授 

①APTJ（株） 

②2015 

③自動車部品メーカーなどと共同で、国際

標準である AUTOSAR 仕様をベースとした

SPF 開発に取り組む。開発する SPFは、最

新 AUTOSAR 仕様をベースとしつつ、名古

屋大学の研究開発成果や知見を活用した

先端的な機能や実装技術により、機能安全

規格、サイバーセキュリティ対策、マルチ

コアプロセッサに効率的に対応できるこ

とを技術的な特徴とする。 

さきがけ研究領

域「社会と調和

した情報基盤技

術の構築」 

川原 圭博 

東京大学大学院

情報理工学系研

究科・准教授 

①（株）SenSprout 

②2015 

③研究成果である銀インクジェット回路

基板印刷技術と Energy Harvestingによる

無線給電技術を活用し、環境負荷を考慮し

た低コストな土壌モニタリング用センサ

の開発、製造・販売、およびソリューショ

ンを提供する。 

･農業センサーの開発販売 

・農業に関わるインターネットサービスの

開発運用 

(2015 年 11月調査) 

 



 

82 

また、図 3-19は、2009年に設立したベンチャー企業を活用し、CREST（研究期間 2009-2015

年）での研究成果をさらに発展させた例である。 

1999年度採択課題
CREST 研究領域：脳を創る
「感覚運動統合理論に基づく「手と
脳」の工学的実現」

研究代表者：石川正俊（東京大学
教授）

2006年度採択課題
大学発ベンチャー創出推進

「高速ビジョンモジュール実用化の研究開発」

※本課題の成果を元に立ち上げた
株式会社エクスビジョン（H21年1月設立）
は、産業革新機構（INC-J）から投資を得た（2013）

CREST研究領域「脳を創る」の研究成果を元にして、JST大学発ベンチャー創出推進事業等を活用し、インター
ネット上の動画サイトで活用できる音声検索技術を開発、H21年に株式会社エクスビジョンを設立した。
同社ではさらに、CREST研究領域「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築」研究課題「高速センサー技
術に基づく調和型ダイナミック情報環境の構築」（研究代表者 石川正俊、2009-2015）の研究成果（下図）
を基に、高速トラッキング撮影システムを開発している

左図 紙が動いていてもそれをシステムが遠隔検知して、映像情報を正しく紙上に表示できる。
右図 手が動いていてもそれをシステムが遠隔検知して、映像情報だけでなく触覚刺激情報も手に伝送する。

 
図 3-19 CREST 研究成果を元にベンチャーが設立された事例 
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第 2項 戦略的創造研究推進事業から輩出された研究者 

 本国際評価期間中(2011 年～2015年)に著名な賞を受けた研究者や将来性が期待される若

手研究者、および戦略的創造研究推進事業を通じて次世代の研究リーダーへと成長した代

表的な研究者を示す。 

 

(1)国内外の主な賞を受賞した研究者 

 2012 年、山中伸弥が日本人として 2 人目のノーベル生理学・医学賞及び、フィンランド

のミレニアム・技術賞を受賞した。ノーベル賞受賞有力候補と目されるトムソン・ロイタ

ー引用栄誉賞を、2011 年から 2014年にかけて 6名が受賞した。また、2014年には、3名が

今後も学問の最先端で活躍すると期待される研究者としてフンボルト賞を受賞した。さら

に 2015 年には坂口志文が医学分野で貢献をした研究者に贈られるガードナー国際賞を受賞

した。国内では、慶応医学賞、ゴールドメダル賞、朝日賞を 11名の研究者が受賞した（表

3-13）。 

 

表 3-13 国内外の主な賞を受賞した研究者 

国際的な受賞 

受賞名 研究者 所属・役職 
分野 

研究領域・研究プロジェクト 
受賞年 

ノーベル賞 山中 伸弥 
京都大学 iPS 細胞研究

所・所長 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「免疫難病・感染症

等の先進医療技術」 

2012年 

トムソン・

ロイター 

引用栄誉賞 

大野 英男 
東北大学電気通信研究

所・教授 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO「大野半導体スピントロニク

ス」プロジェクト 

2011年 

春田 正毅 

首都大学東京大学院都

市環境科学研究科・特任

教授 

ナノテクノロジー・材料 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基

盤構築」 

2012年 

細野 秀雄 

東京工業大学応用セラ

ミックス研究所フロン

ティア研究機構・教授/ 

東京工業大学元素戦略

研究センター・センター

長 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO「細野透明電子活性」プロジ

ェクト 

SORST「透明酸化物のナノ構造を活

用した機能開拓と応用展開」 

ACCEL研究開発課題「エレクトライ

ドの物質科学と応用展開」 

2013年 
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トムソン・

ロイター 

引用栄誉賞 

水島 昇 
東京大学大学院医学系

研究科・教授 

ライフイノベーション 

さきがけ研究領域「素過程と連携」 

さきがけ研究領域「タイムシグナ

ルと制御」 

SORST「オートファジーによる細胞

内クリアランス機構」 

2013年 

十倉 好紀 

東京大学大学院工学系

研究科・教授 

理化学研究所創発物性

科学研究センター・セン

ター長 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO「十倉スピン超構造」プロジ

ェクト 

ERATO「十倉マルチフェロイック

ス」プロジェクト 

2014年 

坂口 志文 

大阪大学特別教授/大阪

大学免疫学フロンティ

ア研究センター・教授 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「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」 

2015年 

フンボルト

賞 

腰原 伸也 
東京工業大学大学院理

工学研究科・教授 

ナノテクノロジー・材料 

CREST研究領域「先端光源を駆使し

た光科学・光技術の融合展開」 

2014年 
村上 正浩 

京都大学大学院工学研

究科・教授 

ナノテクノロジー・材料 

ACT-C 

小林 修 
東京大学大学院理学系

研究科・教授 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO「小林高機能性反応場」プロ

ジェクト 

ACT-C 

ガードナー

国際賞受賞 
坂口 志文 

大阪大学特別教授/大阪

大学免疫学フロンティ

ア研究センター・教授 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「免疫難病・感染症

等の先進医療技術」 

CREST研究領域「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」 

2015年 

ミ レ ニ ア

ム・技術賞 
山中 伸弥 

京都大学 iPS 細胞研究

所・所長 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「免疫難病・感染症

等の先進医療技術」 

2012年 
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国内の受賞 

受賞名 研究者 所属・役職 
分野 

研究領域・研究プロジェクト 
受賞年 

慶応医学賞 

間野 博行 
東京大学大学院医学系

研究科・教授 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「テーラーメイド医

療を目指したゲノム情報活用基盤

技術」 

2012年 

長田 重一 
京都大学大学院医学研

究科・教授 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「ゲノムの構造と機

能」 

CREST研究領域「アレルギー疾患・

自己免疫疾患などの発症機構と治

療技術」 

CREST研究領域「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」 

2013年 

濱田 博司 
大阪大学大学院生命機

能研究科・教授 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「生命活動のプログ

ラム」 

CREST 研究領域「生命の発生・分

化・再生」 

CREST研究領域「生命システムの動

作原理と基盤技術」 

CREST研究領域「生命動態の理解と

制御のための基盤技術の創出」 

2014年 

ゴールドメ

ダル賞 

竹内 昌治 
東京大学生産技術研究

所・教授 

ナノテクノロジー・材料 

さきがけ研究領域「構造機能と計

測分析」 

ERATO「竹内バイオ融合」プロジェ

クト 

2012年 

浦野 泰照 

東京大学大学院医学系

研究科／薬学系研究

科・教授 

ナノテクノロジー・材料 

さきがけ研究領域「構造機能と計

測分析」 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「疾患における代謝

産物の解析および代謝制御に基づ

く革新的医療基盤技術の創出」 
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ゴールドメ

ダル賞 

斎藤 通紀 
京都大学大学院医学研

究科・教授 

ライフイノベーション 

ERATO「斎藤全能性エピゲノム」プ

ロジェクト 

2013年 

東山 哲也 
名名古屋大学大学院理

学研究科・教授 

ライフイノベーション 

ERATO「東山ライブホロニクス」プ

ロジェクト 

2014年 

水島 昇 
東京大学大学院医学系

研究科・教授 

ライフイノベーション 

さきがけ研究領域「素過程と連携」 

さきがけ研究領域「タイムシグナ

ルと制御」 

SORST「オートファジーによる細胞

内クリアランス機構」 

2014年 

齊藤 英治 

東北大学原子分子材料

科学高等研究機構金属

材料研究所・教授 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO「齊藤スピン量子整流」プロ

ジェクト 

朝日賞 

香取 秀俊 

東京大学大学院工学系

研究科・教授 

理化学研究所・主任研

究員 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO「香取創造時空間」プロジェ

クト 

2011年 

坂口 志文 

大阪大学特別教授/ 

大阪大学免疫学フロン

ティア研究センター・

教授 

ライフイノベーション 

CREST研究領域「免疫難病・感染症

等の先進医療技術」 

CREST研究領域「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」 

2011年 

沈 建仁 
岡山大学大学院自然科

学研究科・教授 

ライフイノベーション 

さきがけ研究領域「生体分子の形

と機能」 

2012年 

(2015 年 11月調査) 
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(2)女性研究者 

自然科学の分野で顕著な研究業績を収めた日本の女性研究者に贈呈される猿橋賞(年 1名

受賞)は 1981年に創設され、2015年までに 35名が受賞しており、8名が CREST研究代表者

あるいはさきがけ研究者である（表 3-14）。 

 

表 3-14 猿橋賞受賞者 

(2015 年 11月調査) 

 

 

分野 研究領域 研究者 所属・役職 受賞年 

ナノテ

クノロ

ジー・

材料 

CREST 研究領域「数学と諸

分野の共同によるブレーク

スルーの探索」 

小谷 元子 

東北大学原子分子材料科学高等研究

機構・機構長  

東北大学大学院理学研究科・教授 

2005年 

CREST 研究領域「超空間制

御に基づく高度な特性を有

する革新的機能素材等の創

製」 

野崎 京子 東京大学大学院工学系研究科・教授 2008年 

さきがけ研究領域「構造機

能と計測分析」 

一二三  恵

美 
大分大学全学研究推進機構・教授 2014年 

ライフ

イノベ

ーショ

ン 

CREST 研究領域「生命シス

テムの動作原理と基盤技

術」 

CREST 研究領域「生命シス

テムの動作原理と基盤技

術」 

森 郁恵 名古屋大学大学院理学研究科・教授 2006年 

塩見 美喜

子 
東京大学大学院理学系研究科・教授 2009年 

CREST 研究領域「人工多能

性幹細胞（iPS細胞）作製・

制御等の医療基盤技術」 

CREST 研究領域「生体恒常

性維持・変容・破綻機構 

高橋 淑子 京都大学大学院理学研究科・教授 2010年 

さきがけ研究領域「生命シ

ステムの動作原理と基盤技

術」 

鳥居 啓子 

名古屋大学 WPI トランスフォーマテ

ィブ生命分子研究所(WPI-ITbM)・客員

教授 

2015年 

情報通

信技術 

さきがけ研究領域「数学と

諸分野の協働によるブレー

クスルーの探索」 

溝口 紀子 東京学芸大学教育学部・准教授 2011年 
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(3)若手研究者 

 現さきがけ研究者のうち、当該分野において顕著な研究業績をおさめ、国内・国外で高

く評価されるとともに、将来、科学技術イノベーションの創出に大きな貢献が期待される

代表的な若手研究者を示す（表 3-15）。なお、あわせて若手研究者の研究業績の概要を紹介

する。 

 

表 3-15 代表的な若手研究者 

分野 さきがけ研究領域 研究者 所属・役職 

ナノテクノ

ロジー・材料 
「分子技術と新機能創出」 

川井 茂樹 

Department of Physics, University 

of Basel, 

Senior Researcher 

牧浦 理恵 
大阪府立大学大学院工学研究科・准

教授 

グリーンイ

ノベーショ

ン 

「エネルギー高効率利用と

相界面」 
内田 健一 東北大学金属材料研究所・准教授 

ライフイノ

ベーション 

「細胞機能の構成的な理解

と制御」 
戎家 美紀 

理化学研究所発生・生命システム研

究センター・ユニットリーダー 

「iPS細胞と生命機能」 本多 新 
宮崎大学テニュアトラック推進機

構・テニュアトラック准教授 

「炎症の慢性化機構の解明

と制御」 
茂呂 和世 

理化学研究所統合生命医科学研究セ

ンター・チームリーダー、横浜市立

大学生命医科学研究科・客員准教授 

「藻類・水圏微生物の機能

解明と制御によるバイオエ

ネルギー創成のための基盤

技術の創出」 

小山内 崇 明治大学農学部・専任講師 

情報通信技

術 

「情報環境と人」 梶本 裕之 電気通信大学情報理工学部・准教授 

「知の創生と情報社会」 大野 和則 
東北大学未来科学技術共同研究セン

ター・客員准教授 

「情報環境と人」 舘 知宏 
東京大学大学院総合文化研究科・助

教 
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研究者(所属・役職) 研究領域／研究課題／研究目標／研究成果 

 

川井 茂樹 

(Department of Physics, 

University of Basel・ 

Senior Researcher) 

【研究領域】分子技術と新機能創出 

【研究課題】分子化学構造そして機械電気特性の兆分解能測定の実現 

（2012-2016） 

【研究目標】 

 単分子内または単分子間に働く機械特性と電気特性を、“原子分解能レベ

ル”でその場観察測定の実現を目的とする。さらに、分子内のサイトごと

の化学反応性を、化学修飾したローカルプローブで検出することも目的と

する。 

【研究成果】 

 DNAやたんぱく質などの生体高分子鎖の機能のうち、機械特性を調べる上

で、原子間力顕微鏡（AFM）を用いた測定が行われてきた。4.8Kの極低温、

超高真空下で表面化学反応を用いることによるその場生成と観察測定によ

り、従来は実現できなかった特定の１本のフルオレン高分子鎖に対する測

定に成功した（図参照）。さらに、基板から最長 80 ナノメートルの高分子

鎖が引き剥がされる微細な力の経時測定を実現することにより、基板から

高分子鎖が離脱するメカニズムを初めて明らかにした。この研究成果によ

り、生体のメカニズムの理解、新しい分子電子デバイス開発等における、

重要な知見を得ることが期待される。 

 

 

図 AFMの探針を用い、金の基板から引き上げられるフルオレン高分子鎖 
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牧浦 理恵 

(大阪府立大学大学院工学研

究科・准教授) 

 

【研究領域】分子技術と新機能創出 

【研究課題】液相界面を利用した高配向性機能分子膜の創製 

（2012-2015） 

【研究目標】 

 有機材料を用いた光電変換素子において、電荷を効率良く分離させる場

を多く設け電子・正孔の迅速な移動パスを構築する研究開発が重要なテー

マとなっている。また、素子作製は簡便で低エネルギープロセスであるこ

とが実用化には不可欠である。本研究では、液相界面で分子が自己組織化

しかつ配向する仕組みを利用して、電子供与性分子のカラムと電子受容性

分子のカラムがナノレベルで交互に規則配列した分子膜を作製する技術を

確立する。 

【研究成果】 

 多孔性の金属-有機構造体(MOF : Metal–Organic Framework)薄膜化研究

の第一人者で、これまでに液相界面を利用してナノスケールで構造とサイ

ズが制御された結晶性の MOF 薄膜を作製することに世界で初めて成功して

いる。本研究ではこの研究を発展させ、分子１層の厚みを有する大面積ナ

ノシート、ならびに、様々な細孔サイズを有する MOF ナノシートを得るこ

とに成功しており、新たな機能分子膜の創出が期待される。 

 ナノシートの作製において、溶液反応が均一で穏やかに進行する特徴を

活かし、それを２次元に適用した気液界面を利用することに着目した。気

液界面の適用により分子の配列を制御し、完全配向した MOF ナノシートを

得ることができた。これらナノシートをエネルギーデバイス、具体的には

二次電池の電極活物質、太陽電池の活性層に適用することを念頭に分子や

構造を設計し、単層ナノシートのみならず、分子膜成長サイクルを繰り返

すことにより、電極活物質となる無機粒子表面上に多孔性３次元ナノ構造

体を作製することにも成功した。 

さらに、本手法を高効率が期待できる有機太陽電池に適用すべく、電子供

与体分子カラム、電子受容体分子カラムがナノレベルで相互介入した構造

の活性層の実現を目指している。 

 

図 太陽電池活性層への適用 
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内田 健一 

(東北大学金属材料研究

所・准教授) 

【研究領域】エネルギー高効率利用と相界面 

【研究課題】スピン流を用いた革新的エネルギーデバイス技術の創出」 

（2012-2017） 

【研究目標】 

 スピン角運動量の流れ「スピン流」を媒介として、身の周りにありふれ

た様々な環境エネルギーを回収利用する発電・省エネデバイス技術の創出

に挑戦する。 

【研究成果】 

 熱からスピン流を生成する「スピンゼーベック効果」の発見者であり、

さらに音波からもスピン流が生成されることを見出し、絶縁体を含む様々

な物質からの熱電変換を可能とした。本研究ではさらに、光からのスピン

流生成にも成功しており、熱、音・振動、光からスピン流を経由した新た

なエネルギー変換体系を創出している。 

 特定の金属微粒子への光照射で誘起される「表面プラズモン」（電子の集

団運動）を磁石の中で励起することで、光のエネルギーをスピン流に変換

することに世界で初めて成功し、光のエネルギーから電流を生成する新た

なエネルギー変換原理を創出した。さらに、光に加え、これまでに確立さ

れてきた熱、音波、電磁波といったエネルギーの変換を同様の素子構造に

おいてスピン流や電流に変換可能であることを示した。 

 本成果は、外部電源を必要としない電気、磁気デバイスの研究開発への

貢献が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 光-スピン変換の模式図 
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戎家 美紀 

(理化学研究所生命システム

研究センター・ユニットリー

ダー) 

【研究領域】細胞機能の構成的な理解と制御 

【研究課題】細胞間フィードバック回路による細胞運命の制御 

（2013-2015） 

【研究目標】 

 多細胞生物の発生過程では、もとは均質であった細胞達が異なる細胞運

命を辿りはじめるが、そのきっかけの１つが、隣接する細胞間で正のフィ

ードバックが働いて、わずかな差を増幅し、細胞間の対称性を破ることで

ある。本研究では、この細胞間フィードバックを再構成し、細胞運命の非

対称化の定量的条件や最小限の遺伝子回路を同定する。またその発展形と

して、分化する細胞の比率の制御を目指している。 

【研究成果】 

 さまざまな種類の細胞に分化するためには、遺伝子の発現量に違いをも

たらす仕組みがあり、その 1つが「Delta-Notchシグナル」を使った隣接細

胞間のコミュニケーションである。これまでは、同シグナルを「壊す」ア

プローチで実験を試みられているが、「作る」アプローチで、細胞が自発的

に分化する仕組みの解明に取り組みんだ。Delta-Notchシグナルを介した細

胞分化の仕組みを真似て、たった 4つの遺伝子（Delta、Notch、tTS、Lfng）

部品で構成した単純化した人工遺伝子ネットワークを作製し、哺乳類培養

細胞に導入した。その結果遺伝子発現のゆらぎや細胞の形の違いなどの偶

然の影響によって、細胞間で Delta-Notch シグナルの状態に小さな差が生

じ、この小さな差が増幅して隣接細胞間に遺伝子発現量の異なる２種類の

細胞が得られた。さらに人工遺伝子ネットワークの形や細胞間接着の強さ

を変更すると、この２種類の細胞の比率を調節できることも発見した。 

 これは、最小限の人工遺伝子ネットワークが隣り合う細胞間に「非対称

性」を作り出せることを示し、さらに細胞集団の比率を制御する能力も有

すると示した仕事である。2013 年度には、文部科学大臣表彰 若手科学者

賞を受賞した。 

 

図 人工遺伝子ネットワークの模式図（左）と隣接細胞間の非対称化（右） 



 

93 

 

本多 新 

(宮崎大学テニュアトラック

推進機構・テニュアトラック

准教授) 

【研究領域】iPS細胞と生命機能 

【研究課題】ウサギを用いた iPS 細胞総合（完結型）評価系の確立」

（2009-2012） 

【研究目標】 

 本研究はヒト型の ES細胞を生じるウサギから iPS細胞株を樹立し、これ

を用いた創薬における安全性評価系の充実を目指す。ウサギから樹立した

iPS細胞株を、他動物種で確立されたシステムにより分化誘導し、ヒト型疾

患モデルウサギに移植した後に、その治療効果や安全性を検討する。ES 細

胞だけでなく、核移植由来 ES細胞との比較も可能であるウサギで総合モデ

ルシステムを構築し、iPS細胞研究を安全な医療応用へ導くことを目指して

いる。 

【研究成果】 

 iPS 細胞は、ヒトから樹立される「ヒト型」と、マウスなどの小動物か

ら樹立される「マウス型」に分けられる。「ヒト型」のウサギ iPS 細胞に、

OCT3/4遺伝子を過剰発現させ、細胞培養環境を変化させることで、「マウス

型」様の iPS 細胞に変換することに成功した。変換した「マウス型」様の 

iPS 細胞は試験管内での神経分化誘導効率も有意に上昇し、ヒト型 ES細胞

より分化能に優れた状態であることが判明した。ウサギは医薬品の薬物毒

性試験や化粧品の皮膚障害性テストヒトモデルとして使われており産業界

への利用も期待される。 

 

   図 動物種別の ES／iPS 細胞タイプ（型）とその分化能力 



 

94 

 

茂呂 和世 

(理化学研究所統合生命医科

学研究センター・チームリー

ダー、横浜市立大学生命医科

学研究科・客員准教授) 

【研究領域】炎症の慢性化機構の解明と制御 

【研究課題】IL-33産生を伴う慢性疾患と加齢や肥満により増加したナチュ

ラルヘルパー(NH)細胞が Th1/Th2 バランスの破綻を惹起するメカニズムの

解明 

（2010-2015） 

【研究目標】 

 近 年 、 慢 性 疾 患 で は 

IL-33 と呼ばれる情報伝達

物質（サイトカイン）が体

内で放出されることがわか

ってきた。NH 細胞は茂呂研

究者らによって発見され、

IL-33 に反応すると、免疫

関連疾患を誘導するサイト

カインをたくさん分泌す

る。そこで、慢性疾患にお

ける NH 細胞の動態を調

べ、効果的に働きを抑える

方法を開発することで様々

な疾患の予防や治療を目指して研究を行っている。 

【研究成果】 

 Th2サイトカインを産生する NH細胞を世界に先駆けて同定し、NH 細胞の

増殖、分化、サイトカイン産生が GATA3 によって制御されていることを示

した。さらに NH 細胞を増殖させる IL-33 と抗原を用いて誘導するステロ

イド抵抗性のマウス喘息モデルにおいて、重症喘息患者で遺伝子が活性化

する TSLP(thymic stromal lymphopoietin)が発現することにより NH 細胞

がステロイド抵抗性になること、そのモデルマウスに TSLP 刺激で活性化さ

れる細胞内転写因子 Stat5 の阻害剤であるピモジドを投与し Stat5を阻害

すると、ステロイド投与の効果が回復することを示し（図）、本成果がアレ

ルギー疾患などの予防や治療に応用されることが期待される。また、IFNγ

と IL-27が寄生虫感染や喘息において STAT1依存的に ILC2主体の 2型免疫

反応を Th2 細胞主体の反応に変換することも明らかにした。世界で初めて

NH 細胞を発見し、この性質を手掛かりに従来とは異なる喘息の発症様式の

発見に貢献すると共に、治療法の糸口を見いだした。本邦の免疫学研究領

域において、既に有力な若手研究者として存在感を示している。 

図 ピモジド投与によるステロイド 

の効果回復メカニズム 



 

95 

 

小山内 崇 

(明治大学農学部・専任講師) 

【研究領域】藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー

創成のための基盤技術の創出 

【研究課題】糖代謝ダイナミクス改変によるラン藻バイオプラスチックの

増産（2010-2013） 

【研究目標】 

 バイオプラスチックは、石油由来のプラスチックに替わる素材として期

待されているが、製造コストの面から利用が限られている。本研究では、

光合成細菌であるラン藻を用いて、生分解性ポリエステルであるポリヒド

ロキシアルカン酸（PHA）の増産を試みる。特に、シグマ因子や転写因子に

着目し、代謝ダイナミクスを改変したラン藻を作製し、安価で環境に優し

いバイオプラスチック生産系の確立を目指している。 

【研究成果】 

 光合成を行う微細藻類から有用物質を生産することを目指し、目的物質

の生産性を向上させる手法として、局所的な酵素活性をコントロールする

のではなく、炭素代謝全体を制御することで有用物質を増産させるという、

新しい方法論の可能性を明らかにした。 

 具体的には、PHAの一種である PHB（ポリヒドロキシ酪酸）を生産するラ

ン藻を用いて、二酸化炭素からの直接的な PHB 生産を目指した。特に、炭

素代謝の制御因子である SigEタンパク質に着目し、SigE 過剰発現株を作製

し、PHB 生合成への影響を調べた。その結果、SigE 過剰発現により、炭素

貯蔵源であるグリコーゲンを分解する酵素が増加するとともに、PHB合成酵

素の転写量、タンパク質量が増加し、窒素欠乏状態で PHB 量が 2.5 倍に増

大した。この結果より、ラン藻の PHB 合成を制御する転写制御因子を初め

て明らかにした。PHB生産と競合する副次経路の代謝産物を減少させること

で、PHBのさらなる増産が期待できる。 

 本研究成果をベースに手法を展開して、その他の有用物質生産に関する

研究等に発展させている。 

 

図 PHB生産量における SigEタンパク質量の効果 
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梶本 裕之 

(電気通信大学情報理工学

部・准教授) 

 

【研究領域】情報環境と人 

【研究課題】触覚の時空間認知メカニズムの解明に基づく実世界情報提示

（2009-2014） 

【研究目標】 

 本研究は、実世界での最適な情報提示手法として触覚に着目し、触覚を

用いた情報提示が持つ高い潜在能力を引き出すことを目指す。触覚による

情報提示は、リアルタイム性と直感性に優れ、視聴覚を阻害しないことか

ら、実世界での情報提示手段として高い潜在能力を持つと考えられる。本

研究では、実世界情報提示で主要と思われる閲覧と誘導という二つの行動

について、皮膚感覚の時空間特性に基づいた最適設計論を確立する。 

【研究成果】 

 触覚を使った運動誘導

の例として、ハンガーを頭

にかぶると自動的に頭が

動く「ハンガー反射現象」

に着目し、皮膚の横ずれに

よる錯触覚という原理を

解明し，現象を効率的に再

現する装具を作成した。さ

らにハンガー反射と同様

の頭部姿勢に関する疾患として知られている痙性斜頸（頸部ジストニア）

への応用を行い、従来知られていた脳深部刺激等の治療法と比べて圧倒的

に患者負担が少ない手法として注目を集め、現在、複数の医療機関による

治験の段階に入っている。以上を一例として様々な錯覚現象を用い、小型

軽量装置による運動誘導および運動感覚提示を実現した。 

 

図 ハンガー反射 
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大野 和則 

(東北大学未来科学技術共同

研究センター・客員准教授) 

【研究領域】知の創生と情報社会 

【研究課題】ロボットの視覚・触覚を用いた環境情報獲得手法の開発

（2008-2011） 

【研究目標】 

 実世界に存在する未知の情報や変化する情報をロボットが自ら集め、地

図を構築することを目指す。本研究では、その基盤技術となる実世界の物

体情報を視覚と触覚を用いて自ら集める移動ロボットの知能を開発する。

視覚情報とは対象の形状・色・動きに相当し、触覚情報は対象とロボット

の接触位置と接触力に相当する。視覚情報に基づき"仮説を立て"、触覚情

報により"仮説の確認"を行い、未知情報を獲得する。 

【研究成果】 

 ロボットが知識にない情報を実環境下で自律的に発見・収集するシステ

ムを研究開発した。この技術を搭載した災害探査ロボットは、福島第一原

発で作業した初の国産ロボットである。現在、自律環境認知型サイボーグ

研究と実応用技術に取り組んでいる。 

 ロボットが人間のパートナーになるためには、環境の中にあるすべての

物の情報を把握している必要がある。そのために、まずロボット自身の知

識にない情報を発見・収集する能力を有することが重要である。新たに知

識を獲得する方法として、未知物体を触って動かすことで分割・モデリン

グを行う方法を開発した。 

 実験では、距離センサとカメラ映像で発見した未知物体を「押し動作」

で分割情報を得ながら回転させることで全周囲のモデリングに成功した。

将来の人間・ロボット共存社会への貢献が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 実験システム（左）と 3Dモデリング結果（右） 
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舘 知宏 

(東京大学大学院総合文化研

究科・助教) 

【研究領域】情報環境と人 

【研究課題】物理ベースデザインのためのインタラクティブ情報環境の構

築（2010-2015） 

【研究目標】 

 本研究では、折紙構造や張力構造のように、部材の物理的性質を最大限

に利用した物理ベースデザインをパーソナルなものづくりに展開すること

を目的とし、そのためのインタラクティブな情報環境を構築する。物理的

拘束とデザイン条件の双方を満たすデザイン空間でのインタラクションを

通じて、専門的知識が無くても使えるシステムを目指す。さらに、ものづ

くりの専門家や研究者の知識やノウハウを直感的な形で利用可能とする。 

【研究成果】 

 折紙構造を使って、部材の物理的性質とデザイン条件の双方を満たしな

がら、専門知識がなくても直感的に構造物をデザインできるシステムを開

発した。建築家・構造設計家らとの連携により、天候や環境条件に合わせ

て変化したり、持ち運びのできる構造物の実用化も期待される。 

 注目すべき成果として、折紙の幾何学とアルゴリズムの研究により、一

枚から折るだけで作れる自由な三次元形状や三次元形状を平坦に折り畳め

るパターンを設計するためのインタラクティブなソフトウェア「フリーフ

ォーム・オリガミ」を世界で初めて開発した。 

 これにより、入力した三次元形状を紙だけではなく、あらゆるシート材

一枚を折るだけで実現できる。右図に示すような自由曲面が板金で作成さ

れた。また、折紙理論は建築や構

造物にも利用でき、折り畳める建

築や薄い材料でも強度のある壁面

を作ることができる。 

さらに舘研究者は、材料を歪ませ

ずに折り畳める「剛体折紙」の理

論を深化させて、構造的な強さ

と折り畳みの変形可能性を両立

した新しい構造物を開発した。このような研究成果により、芸術、建築設

計、宇宙機材開発分野等で新しいイノベーションを先導している。 

図 計算折紙による立体形状 
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(4)次世代研究リーダー 

 さきがけは、研究者コミュニティにおいて若手研究者の登竜門と称されており、さきが

けから将来の研究を担うリーダーが輩出されることが期待されている。すでにさきがけか

ら輩出された次世代研究リーダーが現れてきており、その代表的な例を示す（表 3-16）。 

 なお、さきがけ研究者のうち CREST研究代表者に成長した研究者は 2011～2014年度にお

いては 117名であり、CREST採択の研究代表者全体の 17%を占めている。 

表 3-16 さきがけから輩出された次世代研究リーダー 

分野 さきがけ研究領域 研究者 所属・役職 研究総括・研究代表者 

ナノテクノ

ロジー・材料 

「構造制御と機能」 伊丹 健一郎 

名古屋大学トランス

フォーマティブ生命

分子研究所・拠点長

名古屋大学大学院理

学研究科・教授 

ERATO「伊丹分子ナノ

カーボン」プロジェク

トリーダー 

「秩序と物性」 北川 宏 
京都大学大学院理学

研究科・教授 

さきがけ「革新的触媒

の科学と創製」研究総

括 

ACCEL「元素間融合を

基軸とする物質開発

と応用展開」研究代表

者 

CREST 研究領域「元素

戦略を基軸とする物

質材料の革新的機能

の創出」研究代表者 

CREST 研究領域「ナノ

界面技術の基盤構築」

研究代表者 

「光の創成・操作と展開」 尾松 孝茂 

千葉大学大学院融合

科学研究科・教授 

分子キラリティー研

究センター・センタ

ー長 

CREST 研究領域「先端

光源を駆使した光科

学・光技術の融合展

開」研究代表者  
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ナノテクノ

ロジー・材料 

「革新的次世代デバイス

を目指す材料とプロセ

ス」 

齊藤 英治 

東北大学原子分子材

料科学高等研究機構

金属材料研究所・教

授 

ERATO「齊藤スピン量

子整流」プロジェクト

リーダー 

CREST 研究領域「プロ

セスインテグレーシ

ョンによる機能発現

ナノシステムの創製」

研究代表者 

「ナノと物性」 湯浅 新治 

産業技術総合研究所

スピントロニクス研

究センター・センタ

ー長 

CREST 研究領域「次世

代エレクトロニクス

デバイスの創出に資

する革新材料・プロセ

ス研究」研究代表者 

グリーンイ

ノベーショ

ン 

「藻類・水圏微生物の機

能解明と制御によるバイ

オエネルギー創成のため

の基盤技術の創出」 

天尾 豊 

大阪市立大学複合先

端研究機構・教授 

人工光合成研究セン

ター・センター長 

さきがけ「藻類・水圏

微生物の機能解明と

制御によるバイオエ

ネルギー創成のため

の基盤技術の創出」研

究 

ライフイノ

ベーション 

「形とはたらき」 

「合成と制御」 
袖岡 幹子 

理化学研究所袖岡有

機合成化学研究室・

主任研究員 

ERATO「袖岡生細胞分

子化学」プロジェクト

リーダー 

CREST 研究領域「疾患

における代謝産物の

解析および代謝制御

に基づく革新的医療

基盤技術の創出」研究

代表者 
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ライフイノ

ベーション 

「組織化と機能」 

「合成と制御」 
浜地 格 

京都大学大学院工学

研究科・教授 

さきがけ「統合１細胞

解析のための革新的

技術基盤」研究総括 

CREST 研究領域「新機

能創出を目指した分

子技術の構築」研究代

表者 

CREST 研究領域「プロ

セスインテグレーシ

ョンに向けた高機能

ナノ構造体の創出」研

究代表者 

「情報と細胞機能」 斎藤 通紀 
京都大学大学院医学

研究科・教授 

CREST 研究領域「人工

多能性幹細胞(iPS 細

胞)作製・制御等の医

療基盤技術」 

ERATO「斎藤全能性エ

ピゲノム」プロジェク

トリーダー 

「構造機能と計測分析」 竹内 昌治 
東京大学生産技術研

究所・教授 

ERATO「竹内バイオ融

合」プロジェクトリー

ダー 

「生命システムの動作原

理と基盤技術」 
東山 哲也 

名名古屋大学大学院

理学研究科・教授 

ERATO「東山ライブホ

ロニクス」プロジェク

トリーダー 

情報通信技

術 
「情報と知」 石黒 浩 

大阪大学特別教授/

大阪大学大学院基礎

工学研究科・教授 

国際電気通信基礎研

究所石黒浩特別研究

所・客員所長（ATR

フェロー） 

CREST 研究領域「共生

社会に向けた人間調

和型情報技術の構築」

研究代表者 

ERATO「石黒共生ヒュ

ーマンロボットイン

タラクション」プロジ

ェクトリーダー 
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情報通信技

術 
「光と制御」 香取 秀俊 

東京大学大学院工学

系研究科・教授 

理化学研究所香取量

子計測研究室・主任

研究員 

CREST 研究領域「量子

情報処理システムの

実現を目指した新技

術の創出」研究代表者 

ERATO「香取創造時空

間」プロジェクトリー

ダー 

 

(5)代表的な研究者 

 これまで述べてきたように、戦略的創造研究推進事業はさまざまな研究分野における人

材の輩出に貢献してきた。各分野で活躍する研究者のうち、顕著な成果をあげ、科学技術

イノベーションの創出へ高い期待が寄せられる戦略的創造研究推事業の代表的な研究者

（表 3-17）ならびにその研究成果の概要を紹介する。 
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表 3-17 代表的な研究者 

分野 研究者 所属・役職 研究領域／プロジェクト 

ナノテクノ

ロジー・材料 

遠藤 哲郎 

東北大学国際集積

エレクトロニクス

研 究 開 発 セ ン タ

ー・センター長/ 

東北大学大学院工

学研究科・教授 

CREST研究領域「次世代エレクトロニクスデ

バイスの創出に資する革新材料・プロセス研

究」 

ACCEL研究開発課題「縦型 BC-MOSFET による

三次元集積工学と応用展開」 

藤岡 洋 
東京大学生産技術

研究所・教授 

CREST研究領域「プロセスインテグレーショ

ンによる機能発現ナノシステムの創製」 

ACCEL 研究開発課題「PSD 法によるフレキシ

ブル窒化物半導体デバイスの開発」 

藤田 誠 
東京大学大学院工

学系研究科・教授 

CREST研究領域「単一分子・原子レベルの反

応制御」 

CREST研究領域「医療に向けた自己組織化等

の分子配列制御による機能性材料・システム

の創製」 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」

ACCEL研究開発課題「自己組織化技術に立脚

した革新的分子構造解析」 

細野 秀雄 

東京工業大学応用

セラミックス研究

所フロンティア研

究機構・教授/ 

東京工業大学元素

戦 略 研 究 セ ン タ

ー・センター長 

ERATO「細野透明電子活性」プロジェクト 

SORST「透明酸化物のナノ構造を活用した機

能開拓と応用展開」 

ACCEL研究開発課題「エレクトライドの物質

科学と応用展開」 

香取 秀俊 

東京大学大学院工

学系研究科・教授/ 

理化学研究所・主任

研究員 

さきがけ研究領域「光と制御」 

CREST研究領域「量子情報処理システムの実

現を目指した新技術の創出」 

ERATO「香取創造時空間」プロジェクト 

北川 宏 
京都大学大学院理

学研究科・教授 

さきがけ研究領域「秩序と物性」 

CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」 

CREST研究領域「元素戦略を基軸とする物質

材料の革新的機能の創出」 

ACCEL研究開発課題「元素間融合を基軸とす

る物質開発と応用展開」 
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ナノテクノロ

ジー・材料 

野田 進 
京都大学大学院工

学研究科・教授 

CREST研究領域「電子・光子等の機能制御」 

CREST研究領域「新機能創成に向けた光・光

量子科学技術」 

CREST研究領域「太陽光を利用した独創的ク

リーンエネルギー生成技術の創出」 

ACCEL研究開発課題「フォトニック結晶レー

ザの高輝度・高出力化」 

野崎 京子 
東京大学大学院工

学系研究科・教授 

CREST研究領域「超空間制御に基づく高度な

特性を有する革新的機能素材等の創製」 

齊藤 英治 

東北大学原子分子

材料科学高等研究

機構金属材料研究

所・教授 

CREST研究領域「プロセスインテグレーショ

ンによる機能発現ナノシステムの創製」 

ERATO「齊藤スピン量子整流」プロジェクト 

染谷 隆夫 
東京大学大学院工

学系研究科・教授 

CREST研究領域「プロセスインテグレーショ

ンによる機能発現ナノシステムの創製」 

ERATO「染谷生体調和エレクトロニクス」プ

ロジェクト 

十倉 好紀 

東京大学大学院工

学系研究科・教授/ 

理化学研究所創発

物性科学研究セン

ター・センター長 

ERATO「十倉スピン超構造」プロジェクト 

ERATO「十倉マルチフェロイックス」プロジ

ェクト 

辻井 敬亘 
京都大学化学研究

所・教授 

CREST研究領域「プロセスインテグレーショ

ンによる機能発現ナノシステムの創製」 

ACCEL研究開発課題「濃厚ポリマーブラシの

レジリエンシー強化とトライボロジー応用」 

グリーンイ

ノベーショ

ン 

栄長 泰明 
慶應義塾大学理工

学部・教授 

CREST研究領域「元素戦略を基軸とする物質

材料の革新的機能の創出」 

ACCEL研究開発課題「革新的環境改善材料と

しての導電性ダイヤモンドの機能開発」 

北川 進 

京都大学物質－細

胞統合システム拠

点・拠点長/ 

大 学 院 工 学 研 究

科・教授 

ERATO「北川統合細孔」プロジェクト 

ACCEL 研究開発課題「PCP ナノ空間による分

子制御科学と応用展開」 
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グリーンイ

ノベーショ

ン 

中村 栄一 
東京大学大学院理

学系研究科・教授 

ERTAO「中村活性炭素クラスター」プロジェ

クト 

CREST研究領域「新機能創出を目指した分子

技術の構築」 

魚住 泰広 

自然科学研究機構

分子科学研究所・教

授 

CREST研究領域「環境保全のためのナノ構造

制御触媒と新材料の創製」 

CREST研究領域「元素戦略を基軸とする物質

材料の革新的機能の創出」 

ACCEL研究開発課題「革新的環境改善材料と

しての導電性ダイヤモンドの機能開発超活

性固定化触媒開発に立脚した基幹化学プロ

セスの徹底効率化」 

ライフイノ

ベーション 

川口 正代司 

自然科学研究機構 

基 礎 生 物 学 研 究

所・教授 

さきがけ研究領域「素過程と連携」 

CREST研究領域「植物の機能と制御」 

ACCEL研究開発課題「共生ネットワークの分

子基盤とその応用」 

坂口 志文 

大阪大学特別教授/

大阪大学免疫学フ

ロンティア研究セ

ンター・教授 

CREST研究領域「免疫難病・感染症等の先進

医療技術」 

CREST研究領域「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」 

袖岡 幹子 

理化学研究所袖岡

有機合成化学研究

室・主任研究員 

さきがけ研究領域「形とはたらき」 

さきがけ研究領域「合成と制御」 

ERATO「袖岡生細胞分子化学」プロジェクト 

CREST研究領域「疾患における代謝産物の解

析および代謝制御に基づく革新的医療基盤

技術の創出」 

情報通信技

術 

石黒 浩 

大阪大学特別教授/

大阪大学大学院基

礎工学研究科・教授

/国際電気通信基礎

研究所石黒浩特別

研究所・客員所長

（ATRフェロー） 

さきがけ研究領域「情報と知」 

CREST研究領域「共生社会に向けた人間調和

型情報技術の構築」 

ERATO「石黒共生ヒューマンロボットインタ

ラクション」プロジェクト 

石川 正俊 

東京大学大学院情

報 理 工 学 系 研 究

科・教授 

CREST研究領域「脳を創る」 

CREST研究領域「共生社会に向けた人間調和

型情報技術の構築」 
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情報通信技

術 

小谷 元子 

東北大学原子分子

材料科学高等研究

機構・機構長/東北

大学大学院理学研

究科・教授 

CREST研究領域「数学と諸分野の共同による

ブレークスルーの探索」 

黒田 忠広 
慶應義塾大学理工

学部・教授 

CREST研究領域「情報システムの超低消費電

力化を目指した技術革新と統合化技術」 

ACCEL研究開発課題「近接場結合集積技術に

よる革新的情報処理システムの実現と応用

展開」 

舘 暲 

東京大学高齢社会

総合研究機構・名誉

教授 

CREST研究領域「高度メディア社会の生活情

報技術」 

CREST研究領域「共生社会に向けた人間調和

型情報技術の構築」 

ACCEL研究開発課題「テレイグジスタンスが

切り拓く豊かな未来社会の実現に向けて」 
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遠藤 哲郎（東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター・センター長/ 

東北大学大学院工学研究科・教授） 

 

「トランジスタの常識への挑戦－平面型を縦型へ」 

 

１．研究のねらい 

従来の平面型から、電流が流れるボディー領域全体を電流駆動領域

とする新概念の縦型構造トランジスタのデバイス技術に加えて、その

回路設計・材料・プロセス技術までを一貫して開発する。これにより、平面型 MOSFETと比

較して、駆動電流特性、リーク電流特性、集積度を大幅に向上させた半導体 LSI の新しい

ユニバーサル技術プラットフォームを提供することを目指した。ACCELではさらにこの特長

を活かし、ワーキングメモリを中心にさまざまな集積回路への応用に向けた研究開発を目

指している。 

 

２．研究成果 

3 次元構造デバイスとして縦型ボディ

ーチャネル（BC-）MOSFETにより、高いオ

ン／オフ比と、リーク電流低減により低

消費電力性の実証をするとともに、縦型

デバイス用レイアウト設計ツールを開発

し、集積度向上に向けた半導体 LSI の新

しいユニバーサル技術プラットフォーム

を構築した（図 1)。 

  

３．科学技術への貢献とイノベー

ション創出に向けて 

ナノスケールの 3次元立体構造

の形成法を確立し、ナノプロセス

技術の発展に貢献した。加えて、3

次元構造である利点を生かしたメ

ゾスコピック物理の、ナノスケー

ルのシリコンデバイスへの適用と

いう新たな方向性を示すことに貢

献した。さらにデバイス技術に加

えて、回路設計・材料・プロセス

技術までを一貫して開発することで、縦型 BC-MOSFET が微細化だけに頼らず駆動電流特性、

リーク電流特性、集積密度を大幅に向上させた半導体 LSI の新しい集積回路プラットフ

ナノテクノロジー・材料 

図 1 縦型 BC-MOSFETと集積度向上 

 

Vertical BC-MOSFET Circuit Layout Optimization

Beyond Scaling
(Universal Device)

CREST（2008-2013） 
ACCEL（2014-） 

Establishment of LSI Platform
By Vertical BC-MOSFET

Device Structure & Operation
（Quantum Electron Dynamics）

Material Science & Nano Process
（Physical Property in Nanoscale）

3D LSI Design Theory
（Algorithm）

Low power & High density 

DRAM

High speed & Low power 

STT-MRAM

Innovation in Working Memory

Innovative Brain ware 

type System

Explore various applications

New Concept 
IC based on 
integration of 
new device 
structure and 
new function

Gbit
Generation

Mbit
Generation
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図 2 集積回路プラットフォームの創出 
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ォームとなりうることを示してきた。 

今後、縦型 BC-MOSFET が持つ特徴を最大限生かし、大容量、高速、低消費電力のワーキ

ングメモリを中心にさまざまな集積回路への応用展開が期待される（図 2）。3 次元集積回

路の世界市場規模は 2018年に 7,600億円（64億米ドル）になると予測される。集積回路の

世界市場規模は 2018 年には約 50 兆円に達すると予測されることから 3 次元集積回路は市

場全体の 1.5%を占めると予想される。 
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藤岡 洋（東京大学生産技術研究所 教授） 

 

「PSD 法によるフレキシブル窒化物半導体デバイスの開発｣ 

 

１．研究のねらい 

GaN系半導体は高移動度、高耐圧、高発光効率などの優れた特徴を有

するものの、社会への普及はまだ途上にある。理由としては、現状で

は、高価格な単結晶ウェハー、高コストなエピタキシャル結晶成長技

術、低コスト大面積基板上への高品質結晶成長技術の未開拓があげられる。ACCELでは安価

なスパッタ法で良質な薄膜の低温形成が可能という PSD（Pulsed Sputtering Deposition）

法の特徴をいかして、低コスト／フレキシブル基板上へ高品質 GaN系結晶を実現し、GaN系

LEDと駆動用トランジスターによるディスプレー動作実証を行い、電子・光集積化デバイス

技術を確立する。このような研究成果に基づき、従来にはない高機能なエレクトロニクス

を基盤とする次世代情報社会への展望が期待される。 

 

２．研究成果 

CREST では、原料を間欠的に供給することによって、500℃以下の低温でも品質の高い結

晶を得るスパッタリング成長法 PSD とよばれるスパッタ法を基礎とする独自の薄膜成長技

術を開発し、高品質窒化物半導体（GaN など 13 族元素と窒素の化合物）の低温形成を実現

した。この手法を用いて、従来技術では実現できなかった良好な結晶性を持つ InGaN 多層

膜構造をアモルファス基板上に形成し、赤、青、緑の三原色 LEDの試作に成功した。  

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

科学技術への貢献としては、結晶成長技術分野において 500℃以下の低温成長でありなが

ら、結晶品質を維持して基板の多様性（金属フ

ォイル、グラファイトシート、ガラスなど）へ

の道を開くことができる。一方、イノベーショ

ン創出に関しては、窒化物発光素子と電子素子

の一体的集積化の可能性、GaN系半導体の特徴

（生体適合性、耐環境性、耐薬品性）を生かし

て医用センサ、環境センサ、ウェアラブル情報

端末への応用が期待できる。さらにフレキシブ

ル基板を用いた連続ロール方式の量産システ

ムの可能性を開き、低コスト化が期待されてい

る。

ナノテクノロジー・材料 

CREST（2008-2013） 

ACCEL（2014-） 

図 プロジェクトが目指す市場領域 
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藤田 誠（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

 

「結晶スポンジ法による極小量化合物のＸ線結晶構造解析」 

 

１．研究のねらい 

本研究では、自己組織化により定量的に生成するナノスケール中空

球状錯体の表面および内面を「一義構造の有限ナノ界面」と捉え、明

瞭な構造を持った巨大分子上で有限系の表面化学と内面化学を展開す

る。具体的には、(1)有限界面を分子設計に基づいて精密構築する。(2)

界面の特性に基く新機能や新反応を溶液状態で発現させる。(3)有限界面での現象を溶液・

結晶化学手法で解析し、界面現象の本質の解明

や有用物質の創製を達成する。 

 

２．研究成果 

金属イオンと有機分子からなる金属錯体の自

己組織化分子からなる金属錯体の自己組織化よ

って、大きさや内部環境を制御したナノサイズ

空間を含む構造体を作り出し、この構造体内に

有機化合物を規則的に配列させることに成功し

た。この三次元構造体が格子状に並ぶ粒（結晶

スポンジ）に微量の有機化合物を含む溶液を

吸収させると、格子状空間に有機化合物が１

分子ずつ規則正しく配列するため、有機化合

物を単結晶にせずにＸ線構造解析が可能とな

ることを示した。これは、結晶化が困難な化合物や試料がμg以下の量でも X線結晶解析で

構造が決定できる画期的方法として、実用面でも注目される。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

「結晶スポンジ」を使ったＸ線構造解析法（以下、「結晶スポンジ法」）を化学工業や医

薬品開発等の実用的な分析手法へと発展させるための研究開発を ACCEL で展開している。

①結晶スポンジ法の実用化に向けて、最適化した分析システムの実現を目指す。②自己組

織化技術をたんぱく質分子の構造解析へ展開し、食品や化学工業品製造、最先端の医薬品

製造などにおいて「結晶スポンジ法」による有機化合物の画期的分析技術として発展し貢

献することを目指す。 

 微量成分の構造決定を必要としている分野は、基礎研究にとどまらず、医薬品の開発、

食品の安全検査、科学捜査、香料の研究など多数あり、「結晶スポンジ法」は多くの分野に

多大な貢献が期待される。 

 

CREST（1997-2002） 

CREST（2002-2007） 

CREST（2007-2012） 

ACCEL（2014-） 

図 実際の実験操作：微量測定試料(80 ng〜5μg)を

適当な溶媒に溶かし、結晶スポンジ（0.1mm 角の小

さな細孔性結晶）に注ぎ試料を濃縮させる 

ナノテクノロジー・材料 
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細野 秀雄（東京工業大学応用セラミックス研究所フロンティア研究機構・教授/ 

 東京工業大学元素戦略研究センター・センター長） 

 

「物質科学における大いなる発見と潮流－透明酸化物半導体、鉄系

超伝導からエレクトライドに向けて－」 

 

１． 研究のねらい 

透明酸化物半導体は、資源的に豊富で、大気中で安定であり、環境

に優しい元素で構成された化合物群である。このような透明酸化物の持つ広いバンドギャ

ップという特徴を活かしつつ、当時は殆ど注目されていなかった電子機能に着目し、特に

ナノスケールでの層状構造や籠（ケージ）構造を保有する化合物に着目して研究を行った。

更に、ERATO等で透明酸化物の研究成果として生まれたエレクトライドの熱的安定性、且つ、

電子を放出し易い特性を活かして、ACCELでは高活性触媒や電子材料等への応用展開を図る

ほか、新規エレクトライドをはじめとする新物質発見に向けた研究を推進している。 

 

２．研究成果 

ERATO では、「広範囲に亘って電子キャリアの制御可能なアモルファス酸化物半導体

In-Ga-Zn-O(IGZO)系」、「ワイドギャップｐ型半導体（LaCuOSe）系」、「紫外透明導電性材料

（Ga2O3）」、「真空紫外透明ガラス（フッ素ドープシリカガラス）」、「室温・大気中で安定な

エレクトライド（C12A7:e-）」等の機能性化合物を見出すことに成功した。それらの成果は、

SORST、ACCELに引き継がれ、大きく発展・展開されている。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

 透明酸化物のナノ構造を制御することで、極めてアクティ

ブな電子機能を発現することを見出した。特筆すべき事例を

以下に示す。 

（1）InGaO3(ZnO)m単結晶を改善したアモルファス酸化物半導

体 In-Ga-Zn-O(IGZO)を用いた薄膜トランジスタは、低温成膜

が可能な上、従来の液晶ディスプレイに採用されているアモ

ルファスシリコンに比べて一桁以上速い電子移動度を示し、

これまで難しかったフレキシブル透明トランジスタを実現

した（図１）。 

 JSTは、国内外のメーカーと特許ライセンス契約を締結し、

技術の普及に努めた。また、IGZO を用いた TFT が実用化され、各種の液晶ディスプレイに

搭載されてきた。 

（2）ワイドギャップｐ型半導体（LaCuOSe）の研究は、同じ結晶構造を持つ酸化ランタン

図 1 IGZO をプラスチック基板

に薄膜成膜したフレキシブル透

明トランジスタ 

ナノテクノロジー・材料 

ERATO（1999-2004） 
SORST（2004-2009） 
ACCEL（2013-） 
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リン化合物（LaOFeP）が、磁性を持つにもかかわらず超伝導性を示すという、これまでの

BCS理論体系下の超伝導体の常識を覆す発見に繋がった。この発見は世界中で鉄系超伝導の

研究を促進し、大きな影響を与えた。 

（3）エレクトライド（図 2）については、

ル テ ニ ウ ム （ Ru ） を 固 定 し た 触 媒

（Ru/C12A7:e-）がアンモニア合成における

活性化エネルギーが従来の Ru触媒の半分で、

約 10倍の反応速度を達成できること、従来、

律速と考えられていた窒素―窒素の三重結

合の解離が律速ではなくなる反応機構を明

らかにし、低温での合成の可能性を示した。 

 アンモニアは現在、肥料原料として大量

に製造されている他、水素エネルギーキャ

リアとして注目されており、今後、小型プ

ラントで on-site での低温合成が可能となる高性能アンモニア合成触媒の開発が期待され

る。 

予測される用途、製品は、電子材料分野（有機 EL）、アンモニア合成（窒素系肥料や、化

学品原料、水素キャリアなど）である。フレキシブルディスプレイ市場（有機 EL）は 2020

年には 4 兆円規模になる。また、アンモニアの世界市場は 1 億 6,000 万トンを超えると予

想される。

図 2 C12A7 の結晶構造、エレクトライドでは、カゴ

の内部に酸素イオン(O
2-
)の代わりに電子(e

-
)が入っ

ている。 
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香取 秀俊（東京大学大学院工学系研究科 教授／理化学研究所 主任研究員） 

 

「光格子時計による新しい科学技術パラダイムの創出｣ 

 

１．研究のねらい 

現在の原子時計を遙かに凌駕する精度を有する原子時計を開発

し、新しい時間標準の制定である「秒の再定義」への寄与や、地殻

内部の質量分布に起因する重力ポテンシャルの変動を高精度な時

間測定により計測する地下資源探索や防災情報システム（マグマの動き、活断層、プレー

トの変化）への応用を目指す。また、異種原子を使った光格子時計の高精度な相互比較に

より物理定数の恒常性検証など、基礎物理学への貢献も目標としている。 

 

２．研究成果 

真空容器内に多数（数百万個）のストロンチウム原子

を導入して、減速・冷却用レーザーで原子集団の温度を 1

マイクロケルビンまで下げる。この状態でストロンチウ

ム原子の共鳴周波数に与える影響が無視できる波長（魔

法波長）のレーザーを照射して図のように原子集団を整

列静止させた後に時計レーザーで共鳴周波数を観測した。

その結果、ドップラー効果や量子揺らぎによる測定誤差

を大幅に低減することが可能になり、160億年に 1秒しか

狂わない｢光格子時計｣を実現し、セシウム原子時計の精

度を 1,000倍程度上回る精度向上（15桁から 18桁への精

度向上）に成功した。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

最先端の宇宙論（重力波検出、ダークマターの検出など）への貢献、物理定数の恒常性

問題（電子の電荷素量、プランク定数、真空中の光速など物理学での基本定数が宇宙にお

ける場所や時間依存性がないかどうかの問題）の解明への手掛かりを得た。一方、イノベ

ーション創出に関しては、新しい時間標準を制定する「秒の再定義」への寄与による社会

の変革をはじめ、超高速通信や秘匿通信を実現する超精密クロック、自動運転を支援する

超高精度 GPS インフラストラクチャー、地殻内部の質量分布に起因する重力ポテンシャル

の変動を時間の進みや遅れという変化から計測することで実現される資源探査、多数の光

格子時計をファイバーリンクで接続し相互比較することで実現される相対論的測地網によ

る災害予知（活断層の動きや地盤の水含有量変化の検知）、あるいは火山活動の観測（マグ

マの動き）などが可能な新しい防災情報システムへの応用が期待される。 

図 光格子時計の基本原理 

ナノテクノロジー・材料 

さきがけ（2002-2005） 

CREST   （2005-2010） 

ERATO   （2010-2015） 
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以上の様に、サイエンスからイノベーション創出につながる幅広い波及効果が期待でき

る成果があげられているのは、ERATOにより「光格子時計」研究拠点が形成され、それが効

果的に機能しているからである。予測される用途、製品としては、超高精度な国家時間標

準時計、超高速通信およびログの管理や通信方式により高精度な同期が必要となるサーバ

ー内の高精度時計、自動運転を可能にする精密 GPS、時空のゆがみを読み出すための高精度

重力変動計測機器、地下資源探索用機器などが考えられる。 
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北川 宏（京都大学大学院理学研究科 教授） 

 

「元素間融合を基軸とする新機能材料の開発」 

 

１．研究のねらい 

金属触媒の代表格であるパラジウム(Pd)とルテニウム(Ru)はこれ

までは、2,000℃以上の液相でも、原子レベルで混じらないというの

が常識であった。本研究では、バルク状態では相分離する多数の金属

元素の組み合わせを原子レベルで固溶化させること（元素間融合）で、

多くの新しい物質を創成すると共に、元素間融合による革新的な材料の開発を目指した。 

 

２．研究成果 

粒子径制御のための保護剤

としてポリ(N－ビニル－２－

ピロリドン)を用い、ナノメー

トルオーダーまで粒子サイズ

を減少させることで Pdと Ruが

原子レベルで混じり合った新

しいPd-Ru固溶体合金ナノ粒子

を作り出すことに世界で初め

て成功した（図）。 

次に、一酸化炭素（CO）の酸

化反応に対する触媒評価を行

い、Pd-Ru固溶体合金ナノ粒子

は既存の触媒である Ruやロジ

ウム（Rh）のナノ粒子に比べて、

一酸化炭素の酸化転化率（CO→

CO2）が 50％に達する温度（T50）は低く（Pd-Ru: T50=ca.130℃、Ru or Rh:T50=ca.165℃）、

より温和な条件下で高い活性を示すことを明らかにした。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

Ru は一酸化炭素（CO）を酸化除去する性能が最も高い触媒であり、家庭用燃料電池エネ

ファームに使用されている。CO は、燃料電池の白金触媒を不活性化するため、原料（水素

ガス）中の CO濃度を 10ppm以下に保つ必要がある。今回、発見した Pd-Ruナノ合金は、既

存の Ruの性能を大幅に凌駕するものであり、Ruに置き換わる革新的な新触媒として期待さ

れる。また、Rh は最も有用な自動車の排ガス浄化触媒として使用されている。今回開発さ

れた Pd-Ru ナノ合金は材料費が Rh の 1/3 であり、かつ、Rh の触媒性能を凌ぐため、今後、

Rh より低廉かつ高性能な触媒として普及することが期待される。燃料電池の触媒の市場は

2025年には 4,000億円になると予想される。 

ナノテクノロジー・材料 

図  Pd と Ru が原子レベルで混ざり合った新しい

Pd-Ru固溶体合金ナノ粒子触媒 

さきがけ（2000-2003） 
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http://www.jst.go.jp/pr/announce/20140122/index.html#YOUGO7
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野田 進（京都大学大学院工学研究科 教授） 

 

「フォトニック結晶と半導体レーザーの革新的融合と応用展開」 

 

１．研究のねらい 

 独自設計の二次元フォトニック結晶を融合させることにより、半導

体レーザーの発光面を従来の 100 倍程度に拡げてもその面内において

空間的な位相が保たれることに着目し、これまでの概念を打ち破る高

出力面出力半導体レーザーを開発した。フォトニック結晶において点

状もしくは線状の欠陥構造を設計通りに導入するとともに、新たに提

案したフォトニック・ヘテロ構造に基づいた独自のバンドエンジニアリング構造を用いる

ことで、ビームプロファイルも含めた種々の光制御を目指した。さらに ACCEL では、情報

通信に止まらず、加工や計測、さらに医療・バイオ産業への応用を目指し、技術開発を進

めている。 

 

２．研究成果 

２次元及び３次元フォトニック結晶の電

磁気学基礎方程式に基づいた設計手法と作

製技術を確立した。 

 その結果、フォトニック結晶の特性を利

用したフォトンの自然放出の抑制、フォト

ニック結晶への人為的欠陥導入によるフォ

トンの捕獲や放出、フォトニック結晶中へ

のヘテロ構造の導入による分波機能の発現、

100 万にも及ぶ超高Ｑ値ナノキャビティの

実現など、世界をリードする研究成果を上

げた。さらに、GaNフォトニック結晶を用いた面

発光レーザーの実現などを経て、現在では ACCEL

において（図）のような構造を用いて、10 ワット級の半導体レーザー実現に取り組んでい

る。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

 フォトニック結晶を用いることで、フォトンの状態を安定して制御できるため、フォト

ンの捕獲、放出、伝送に関する基礎的な光量子科学の進展に貢献している。さらに、波長

と位相が精密に制御された高出力のフォトニック結晶レーザーの実現により、情報通信技

術、製造技術、医療技術、計測技術など幅広い技術分野でイノベーションをもたらすこと

が期待され、世界のレーザー市場を変える可能性を秘めている。また、新しい応用として、

フォトニック・ナノ構造を活用して必要な波長域で効果的な光閉じ込めを行うことで、高

効率な太陽光発電の実現が可能になる。レーザー市場は 2020年には全世界で 1兆 5,000億

円程度になると予測される。 

図 フォトニック結晶レーザーの構造 
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野崎 京子（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

 

「分子触媒を用いた有機合成」 

 

１．研究のねらい 

持続可能型社会を志向して、医農薬から有機材料、高分子材料に至

る広範な有機化合物の効率的な合成を実現するため、分子触媒という

概念を基本に独自の反応を見出し、分子の利用効率の高い反応を開発

することを目標とした。 

 

２．研究成果 

独自に開発したキラルホスフィンホス

ファイト配位子とパラジウムから調製し

た触媒をプロピレンと一酸化炭素の共重

合反応に適用し、完全交互共重合体ポリケ

トンの不斉合成に成功した（図 1）。 

 また、他の競争的資金を得て従来問題であっ

た環状カーボナート副生を抑制できる新規重合

触媒を開発し、末端エポキシドと二酸化炭素の交互

共重合によりポリカーボナートを選択的に合成する

ことに成功した（図 2）。 

 最近では、新規触媒を開発し、プロピレンとアク

リル酸エステル、酢酸ビニル、アクリロニトリルな

どの極性モノマーをランダムに共重合させ、ポリプ

ロピレン主鎖に直接、極性官能基が導入された「新

ポリプロピレン」創製の研究を進めている。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に 

向けて 

分子触媒を設計・調製することで、従来の方法で

は困難な反応を収率良く進め、新しい高分子を創製

することに世界に先駆けて成功した。 

 特に、上記の完全交互共重合による、極めて高い立

体制御を伴う光学活性高分子ポリケトンの合成は、不斉高分子化学の端緒を開いた。また、

このポリケトンは優れた機械強度、熱安定性を有しており、エンジニアリングプラスチッ

クとしての応用が期待される。同様に、上記の交互共重合反応から得られたポリカーボナ

ートは環境にやさしいプラスチックとして今後の活用が期待される。 

 一方、ポリプロピレンは、安価で強度・耐熱性・耐薬品性に優れ、大きな市場をもつ汎

用樹脂であるが、接着性、相溶性、着色性に劣るなどの欠点があるため、プロピレンと極

性モノマーの共重合が実現し上記欠点が改善されると、その用途展開は大きく広がるもの

と期待される。 

図 1 プロピレンと一酸化炭素の交互共重合反応 

図 2 末端エポキシドと二酸化炭素の 

交互共重合反応 

共重合反応 
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齊藤 英治（東北大学原子分子材料科学高等研究機構金属材料研究所 教授） 

 

「スピン流が拓く情報・エネルギー制御技術の新パラダイム」 

 

１. 研究のねらい  

コンピュータをはじめとして、従来の情報処理デバイスの多くは電子

の持つ電荷の移動や蓄積現象を利用している。磁性現象に関連するスピ

ン状態に関しては、メモリーや論理素子への応用はあるが、物質空間中

を連続的に変化するスピン状態をスピンの流れ（スピン流）ととらえて

制御する試みは始まったばかりである。新しい機能を生み出す｢スピン流｣物理を展開して、

将来のコンピュータ技術、メモリー技術、情報処理技術、エネルギー技術の新パラダイム

の構築を目指した。 

 

２．研究成果 

まず、磁性誘電体イットリウム鉄ガーネット

（YIG: Y3Fe5O12）にスピン流を注入して絶縁体

に電気信号を伝搬させることに成功し、電流と

異なり、スピン流が絶縁体にも流れることを見

出した（図 1）。また、YIGに白金電極を付けて

温度勾配を与えることで、スピンゼーベック効

果を実現した（図 2）。このスピンゼーベック効

果は強磁性体／常磁性体界面において発現す

る熱流－スピン流変換現象であり、スピンゼー

ベック効果は金属や半導体のみならず磁性絶

縁体においても生じるため、この現象と逆スピンホール効

果（スピン流－電流変換効果）を結合させることにより、

従来技術は不可能であった｢絶縁体を用いた熱電変換｣を

実現した。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

スピン流（スピン角運動量の流れ）の研究によりスピン

トロニクス分野で新しい現象（スピンゼーベック効果、ス

ピンホール効果、逆スピンホール効果など）を発見し、こ

れをベースに新技術シーズを生み出したことから、例えば、

スピンゼーベック効果を利用することで絶縁体を用いた

熱電変換素子、またスピンホール効果を用いた大容量スト

レージに向けた磁化反転素子が実現できる。さらに、絶縁体材料による超低損失情報処理

／信号伝達技術の創出や新概念のスピン発電機、量子モーター、スピン集積回路への応用

が期待できる。予測される用途、製品としては、生体 1分子デジタル計数デバイスの開発、

エレクトロクロミック型カラー電子ペーパーなどである。 

 

図 1 絶縁体を流れるスピン流 

図 2 スピンゼーベック効果 
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染谷 隆夫（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

 

「世界最軽量、世界最薄の柔らかい電子回路を実現」 

 

１．研究のねらい 

分子の自己組織化と印刷プロセスの制御性を究極まで高めることに

よって、ナノ機能をメートル寸法の大面積システムに応用する新手法

（ナノ印刷）を確立し、プラスチックやゴムのシート上に多様なナノ機

能を集積化した大面積ナノシステムの実現を進めた。この技術を発展させて、生体とエレ

クトロニクスを調和させ融合する

バイオ有機デバイスを開発し、細

胞からの電気信号や科学信号を受

信し、可視化できる「インプラン

タブル（体内埋め込み型）フレキ

シブルデバイス」ともいう新しい

デバイスの実現を目指している。 

 

２．研究成果 

分子の自己組織化と印刷プロセスの制御性

を究極まで高めることによって、ナノ機能をメ

ートル寸法の大面積システムに応用するナノ

印刷技術を確立し、プラスチックやゴムのシー

ト上に多様なナノ機能を集積化した大面積ナ

ノシステムを実現した（図 1）。この技術

を基盤に、図 2(a)世界で最軽量（3 g/m2）

かつ最薄（2μｍ）の柔らかい電子回路の

開発や、(b)世界で最軽量（3 g/m2）かつ最薄（2μｍ）の柔らかい有機 LEDの開発などに世

界で初めて成功した。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

自己組織化単分子膜を大面積に、均一かつ緻密にプラスティックフィル

ムにダメージを与えない低温プロセスで製膜させる技術は、高い絶縁特性

と高い機械的フレキシビリティーが両立されたゲート絶縁膜を実現し、有

機トランジスターの高性能化、低電圧駆動化により大面積で優れた機能の

発現へ貢献した。この自己組織化によるボトムアッププロセス

と、ナノ印刷というトップダウンプロセスの融合により、フレ

CREST（2009-2011） 

ERATO（2011-2016） 

(a)羽のように軽い電子回路  (b)自在に曲がる有機 LED 

図 2 世界最軽量デバイス作製の例 

ナノテクノロジー・材料 

図 1 シートへのデバイス形成技術 

図 3 フレキシブルデバイス 

(a) (ｂ) 



 

120 

キシブルかつ高性能な有機集積回路を実現し、有機エレクトロニクス分野にナノシステム

の概念を導入した。また、最軽量、最薄の柔らかい電子回路の開発により、装着感のない

ヘルスケアセンサー、ストレスフリーの福祉用の入力装置、医療電子機器用のセンサー、

衝撃に強いスポーツ用のセンサー、自由曲面にも張り付けられるユニークな有機 LED照明、

電子看板、伸縮自在な太陽電池など多方面への応用が可能となり（図 3）、大面積ナノシス

テムは、安心・安全、環境・エネルギー、医療・健康など多岐に渡り、エレクトロニクス、

自動車、ハウジング、ヘルスケアー産業などの応用分野への大きな波及効果が期待される。

生態情報デバイス・バイオセンサーの世界市場は 2025年に約 150億米ドルになると予測さ

れる。 
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ERATO（2001-2006） 
ERATO（2006-2011） 

十倉 好紀（東京大学大学院工学系研究科 教授／ 

 理化学研究所創発物性科学研究センター センター長） 

 

「固体電子物理学の新展開を目指して」 

 

１．研究のねらい 

高温超伝導体などに代表される強相関電子系における電子スピンの

空間的配置を理論的に設計した構造（スピン超構造）を有する物質の創製と電気・磁気・

光学的性質および外部刺激に対する応答特性の解明を目的として研究がスタートした。そ

の中で、磁場を印加すると誘電率が数百倍にも達する物質を材料設計に基づいて作製した

ことに端を発し、強誘電性と強磁性が共存する物質群（マルチフェロイックス）の創製を

基本理念とした。また、新規な物性を発現する方法論の確立と固体電子物理学の新展開を

目指すと共に、強い電気磁気相関によって発生するマルチフェロイック物質特有の様々な

光学応答現象に関する研究により、新たな研究分野である「電気磁気光学」の確立も目指

している。 

 

２．研究成果 

ペロブスカイト型マンガン酸化物：AMnO3 に

代表される多彩なマルチフェロイック物質群

を発見すると共に、それを理解する理論モデル

を構築し、さらにそこで観測される興味深い電

気磁気応答現象の発見などを成し遂げた。

その中では、将来のエレクトロニクス応用

に期待できる、室温で安定な機能を示す材

料が数多く見出されている。また新たな展

開として、FeGeに代表される物質系において室

温付近でも安定な螺旋スピン構造を持つ「スキ

ルミオン結晶」の観測と可視化にも成功した（図

1）。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に

向けて 

 2014年の「トムソン・ロイター引用栄誉賞」

に選ばれるなど、本研究により、単なる物質創

製にとどまらず、新規な強相関量子科学への扉

が切り拓かれた。今後さらに高機能なマルチフ
図 2 マルチフェロイック物質の特徴と応用 

ナノテクノロジー・材料 

図 1 ローレンツ電子顕微鏡法によって得られた 2次

元スキルミオン結晶（左）とモンテカルロ法シミュレ

ーションで得られた 2次元スキルミオン結晶図（右） 
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ェロイックス特性が室温下で安定に動作する材料系が創製されれば、その特徴を最大限に

活かした新規動作原理に基づく、超好感度な磁気センサー素子、大容量で多値なメモリ素

子の開発など、次世代のエレクトロニクス分野や医療分野への大きな展開が期待される（図

2）。予測される用途、製品は SRAMに近い高速アクセス、DRAM並の高い記憶密度と、フラッ

シュメモリと同様の不揮発性を兼ね備える高速・高密度の不揮発性メモリである。予測さ

れる次世代メモリ（ReRAM や MRAMを含む不揮発性 RAM）の世界市場は 2020年に 70億米ド

ルと考えられる。 
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辻井 敬亘（京都大学化学研究所 教授） 

 

「濃厚ポリマーブラシのレジリエンシー強化とトライボロジー応用」 

 

１．研究のねらい 

世界に先駆けて、リビングラジカル重合による「濃厚ポリマーブラシ

（CPB）系」の創製に成功し、高反発、高弾性、超低摩擦、サイズ排除

という魅力的な特性(CPB効果)を見出すとともに、その系統的な合成・物性科学研究を基盤

として、高性能機械摺動システム、全固体型リチウムイオン電池、高感度バイオセンサー

などへの応用を目指している。 

 

２．研究成果 

これまでに、CPBの構造・物性の格段の高度化

と階層構造化による新しいナノシステムの創製

に成功し、CPB 付与ナノ微粒子の規則配列化によ

る固体イオニクス材料や生体適合性コーティン

グ手法など、新コンセプトの機能材料・機能化手

法を開発してきた。ごく最近、CPB 形成技術の革

新により、その飛躍的な厚膜化を実現、マクロな

系でも優れたトライボロジー特性を実証し、実用

機械システムへの応用の可能性を示した(図 1)。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーショ

ン創出に向けて 

今後、高分子の精密合成技術と物理化

学理論に基づいて CPB の柔軟かつ強靱

な特性の更なる改善を行い、機械の可動

部を構成する軸受やシールなどの機械

要素の表面に CPBを適用することで、機

械製品の長寿命化と省エネ化を実現す

る(図 2)。最終的には、産学連携を通じ

て柔軟性と強靱性を両立する革新的「ソ

フト＆レジリエント・トライボ（SRT）

システム」として社会実装を目指す。 
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ナノテクノロジー・材料 

図 1 ストライベック線図（摩擦係数

と粘度×速度／荷重の関係） 

図 2 ACCELプロジェクトと CPBsの優れた特性 
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栄長 泰明（慶應義塾大学理工学部 教授） 

 

「革新的環境改善材料としての導電性ダイヤモンドの機能開発」 

 

1.研究のねらい 

レアメタルフリーである炭素材料「導電性ダイヤモンド」に着目し、

環境問題を解決する次世代の革新的環境改善材料としての機能開発、機

能解明からデバイス創製までを目指す。材料の界面物性を含む基礎物性・極限性能を明ら

かにするとともに「環境汚染物質センシング」「高効率水処理・汚水浄化」「高効率CO2還

元」などの環境改善デバイス創製を行い、次世代グリーンイノベーション推進に広く貢献

できる技術を確立する。 

 

２． 研究成果 

ダイヤモンド電極は、ダイヤモンドが有する物理化学的安定

性に加え、電位窓が非常に広い、残余電流が極めて小さいとい

った優れた電気化学的特性を示す。CRESTでは、その特徴を活か

すことにより、ダイヤモンド電極が機能的な電気化学セン

サーとして利用できることを示してきた。具体的には、水

中の各種イオンの環境センサーの実現、メディカル分野と

しては、針状電極（図 1）を作製して、脳内物質のドーパ

ミンやがんマーカーのグルタチオンのセンシングの成功

（図 2）、またマイクロフローセルと融合させることで有機

電解合成による骨芽細胞分化誘導活性物質の合成、さらに

は CO2を還元してホルムアルデヒドを生成するなどの環境

／エネルギー関連分野においても大きな成果が得られた。 

 

３． 科学技術への貢献とイノベ

ーション創出に向けて 

ACCELでは、ダイヤモンド電極

の設計指針を確立するとともに、

ダイヤモンド電極の性能を最大

限生かしたアプリケーションの

探索、市場・競合調査を早期より

実施し、応用用途に対する有効性の実証ならびに

最適なシステム構築の実現を目指す（図 3）。 

CREST（2011-2014） 
ACCEL（2014-） 

電
流
値

(A
)

時間 (秒)

マウス1 （健康な組織）

マウス1 （がん組織）

マウス2 （がん組織）

マウス3 （がん組織）

マウス1 （処置なし）

マウス2 （2GyのX線照射）

マウス3 （6GyのX線照射）

図 1 タングステン探針に導電性ダ
イヤモンド膜を被服した針状電極 

図 2 針状ダイヤモンド電極による 
がんバイオマーカーの生体内測定 

図 3 ダイヤモンド電極の応用展開 

グリーンイノベーション 
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北川 進（京都大学物質－細胞統合システム拠点 拠点長／ 

大学院工学研究科 教授） 

 

「多孔性配位高分子（PCP）ナノ空間による分子制御科学と 

応用展開」 
 

１．研究のねらい 

多孔性材料は、例えば石油工業における分離材料や、環境の浄化用材

料として広く使われている。これらの材料はナノサイズの精密な制御が

難しく、高い分離能を実現することに限界があった。世界に先駆けて見出され ERATO にて

研究が加速された多孔性配位高分子(PCP)という新しい材料は、有機配位子を金属イオンに

連結して作られる無限骨格構造を有する化合物である。この研究では、多様な有機配位子

と金属イオンを用いる事によって、その細孔壁の分子素子を自在に交換し、細孔の空間の

大きさや細孔壁の性質を精密に制御して、ゲスト分子との分子間相互作用を多様に変える

ことで、分離、吸着、合成といった単独の機能やそれらを複合した機能、さらには周囲の

環境に応答するなどの新しい機能の発現を目指した。 

 

２．研究成果 

分子素子として、テトラシアノキノジメタン(TCNQ)、ナフタレンジイミド、アジドイソ

ナフタレン(ナイトレンの前駆体)等を用いることによって、酸素と窒素の分離、揮発性有

機化合物であるベンゼン、トルエン、キシレンのセンシング、一酸化炭素、窒素酸化物、

硫黄酸化物の分離・除去が可能なことを示した。窒素や酸素を含んだ混合気体から二酸化

炭素を室温付近で効率的に分離でき、酸・アルカリ水溶液中でも非常に安定な新規 PCPの

合成に成功した。 

現在、分離して反応させるナノ空間場として PCPを活用し、空気から二酸化炭素を分離

し、さらにこれを直接メタノールに変換する新たな触媒化学の創成に取り組んでいる。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーショ

ン創出に向けて 

上述の PCP の発見を契機に、世界中

で PCP の研究が指数関数的に増加し、

今日に至るまで多種多様な物質が合成

されると共にその機能が追及されおり

PCPの科学技術の源流が形成された。 

PCP を活用して酸素、窒素、一酸化

炭素、二酸化炭素、水素、メタンなど

を選択的かつ高効率で分離・貯蔵する

技術が創出できれば、炭酸ガス回収や

燃料電池用の一酸化炭素(触媒毒)分離

等環境エネルギー問題解決に大きく貢献

できるものと期待される（図）。 

ERATO（2007-2012） 

ACT-C（2012-2017） 

ACCEL（2013-） 
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図 PCPのナノ構造制御によるガス分離の展開 

グリーンイノベーション 
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予想される用途、製品は、気体の貯蔵、分離材への応用（大気中からの効率的な汚染物

質の除去）、省エネルギーでの工業原料からの不純物除去、微量成の抽出（特に改質時の一

酸化炭素の吸着）、生体利用可能な薬剤の運搬・放出、有害物質処理のマイクロカプセルな

どである。燃料電池の一酸化炭素除去触媒などの国内市場は 2025年には 4,000億円ほどの

規模になると予想される。 



 

127 

中村 栄一（東京大学大学院理学系研究科 教授） 

 

「合成化学の知恵でナノカーボン材料を活かす」 

 

１． 研究のねらい 

19 世紀初頭のベンゼンの発見で始まった芳香族化学化合物の化学が、

20 世紀における現在科学技術を支える基幹技術となったように、全く新

しい分子骨格を有するフラーレン等のナノカーボン材料は、その潜在的

な物性を引き出し、新しい機能を付与することによって、21 世紀の科学技術を変革する可

能性を秘めている。 

 この可能性にいち早く着目し、合成化学の豊富な知見に基づいて、エレクトロニクス、

エネルギー医療等への展開を目指している。 

 

２．研究成果 

産学連携のチームワークを先導し、700種を越えるフラ

ーレン誘導体（金属内包フラーレンも含む）を合成し、有

機半導体ライブラリーを構築すると同時に、高純度フラー

レン誘導体製造の量産化技術に目処をつけた。またベンゾ

ポ ル フ ィ リ ン （ BP ）  と フ ラ ー レ ン 誘 導 体

［C60(CH2SiMe2Ph)2:SIMEF］のアモルファス相を組み合わせ、

PN 接合部の密着性が大幅に改善された相互入れ籠構造の

塗布型有機太陽電池を作製、きわめて高いエネルギー変換

効率（12％）を達成した（図１参照）。さらにフラーレン

誘導体の様々な化学反応や結晶化過程を実像化する試み

がなされ、高分解能電子顕微鏡を駆使した分子像イメージ

ングにも成功し、分子結晶エンジニアリングへの大きな基礎を築いた。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーショ

ン創出に向けて 

分子制御技術による膨大なフラーレ

ン誘導物質の創成（図２参照）は、民

間企業との連携により、連続塗布プロ

セスでの大面積高効率有機太陽電池の

開発へと結びついた。 

シースルータイプを皮切りに商品化

を目指して着実に進んでいる。さらに、

この合成技術は、医薬品製造プロセス

へ展開し、ドライパウダー吸引製剤に

も応用された。今後、電子顕微鏡によ

る時分割観察等も含めて、化学プロセス解析や次世代の分子エレクトロニクスを支えるキ

ーテクノロジーになることが大いに期待される。 

図２ 分子制御化学に基づくフラーレン誘導体材料 

   のライブラリー構築 

図 1 新たに考案された 

有機薄膜太陽電池の構造 

グリーンイノベーション 

ERATO（2004-2009） 

CREST（2014-2019） 
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予測される用途、製品としては、化学、製薬、電気・電子工業での基盤技術である結晶

化と相分離の制御、触媒化学反応の合理的な設計タンパク質の構造決定などが想定される。 
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魚住 泰広（自然科学研究機構分子科学研究所 教授） 

 

「超活性固定化触媒開発に立脚した基幹化学プロセスの徹底効率

化」 

 

１．研究のねらい 

理想的な有機分子変換プロセス(高効率、高選択性、グリーンケミス

トリー、安全、簡易等)を実現する遷移金属触媒反応システムの開発を

目指している。例えば安全・無毒な「水」

を媒体とし、固定化触媒を用いて汎用

性の高い分子変換を超高率で実現する。

「水」媒体中でこそ発現する有機分子

の疎水性相互作用が反応駆動の鍵とな

る。化学産業において有機溶剤を｢水｣

で代替すればグローバルな環境改善に

も貢献できる。従来水中での有機分子

変換工程は極めて限定されており、本

研究を通して有機分子変換反応のパラ

ダイム・シフトを達成する。 

 

２．研究成果 

両親媒性高分子に固定化した遷移金属錯体やナノ粒子が水中不均一系で効率よく炭素－

炭素および炭素－へテロ元素の結合形成、アルコールの空気酸化等の多様な有機分子変換

反応を触媒することを見出した（図 1）。 

 

３．科学技術への貢献とイノ

ベーション創出に向けて 

以下の課題を達成すること

で、医薬、ホール輸送剤、電

子デバイス洗浄剤等の高付加

価値機能材料合成における超

活性固定化触媒の実用化を目

指す（図 2）。 

・グリーンケミストリーを実

現するために稀少貴金属触

媒使用量を ppm～ppbレベル

に削減できる超高活性不均

一系触媒を開発する。 

・取り扱い容易で保管が可能な不均一系触媒のカートリッジを開発し連続フローシステム

のプロトタイプ作成を実現する。 

・ユビキタス金属や非金属元素を用いた新しい触媒系を研究開発する。 

グリーンイノベーション 

CREST（2002-2007） 
CREST（2011-2016） 
ACCEL（2014-） 

図 2 次世代型クリーン化学変

換 

図 1 両親媒性高分子に固定された金属触媒を用いる水

中での不均一系触媒 



 

130 

川口 正代司（自然科学研究機構基礎生物学研究所 教授） 

 

「共生ネットワークの分子基盤とその応用」 

 

１．研究のねらい 

菌根菌は植物の根に共生し、植物から光合成産物（糖分など）を得

るのと交換で、土壌から吸収した養分（リン酸など）や水分を植物へ

供給している。本研究では、全国各地のフィールドにおいて菌根菌接

種試験を行い、リン肥料節減の効果を評価するとともに、菌根菌のゲ

ノムを解読し絶対共生の分

子基盤を解明する。それに

基づき、菌根菌利用診断技

術を開発し、リン肥料節減

のために効果的な菌根菌の

利用拡大を目指す。 

 

２．研究成果 

菌根菌や根粒菌に共通な

シグナル伝達経路に関わる

宿主因子の同定と関連遺伝

子群の解析を試みてきた。

CREST では以下の成果を得

た。 

（ⅰ）ミヤコグサの根から

分泌される共生シグナル因

子、ストリゴラクトンを同定した。 

（ⅱ）菌根共生と根粒共生で必要とされる Common 

Signaling Pathway に関わる 4種の因子を同定した。 

（ⅲ）ミヤコグサの NUP85 遺伝子を同定し、カルシウム

スパイキングや種子形成に関与することを明らかにした。 

さらに、CREST 終了後の研究継続で以下の成果を得てい

る。 

（ⅰ）ミヤコグサの微生物感染が極度に阻害されるサイ

クロプス変異体から CYCLOPS タンパク質を同定し、共生

刺激不在下での CYCLOPS・カルモジュリン依存性キナー

ゼ相互作用を観察した。 

（ⅱ）宿主のマメ科植物は内部と外部の刺激を感知して

根粒の数を制御しているが、刺激に応答する 2 つのペプ

チド遺伝子を発見した。 

（ⅲ）共生窒素固定において、根粒菌で欠如しているホ

モクエン酸合成酵素をコードする NifVは、ミヤコグサの

 

図 1 研究ビジョン 

 

図 2 根粒形成の全身的なフィ

ードバック制御機構のモデル図 

ライフイノベーション 

さきがけ（1998-2001） 
CREST   （2002-2007） 
ACCEL   （2014-） 
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FEN1遺伝子により補われていることを見出した。 

（ⅳ）ミヤコグサの根粒形成における負の制御系を仲介する KLAVIER 遺伝子を同定し、シ

ュート成長にも様々な役割を担うことを明らかにした。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

ACCELでは、リン肥料節減のために最適な菌根菌利用技術の開発を目指す。特に、菌根菌

のゲノムを解読し植物と菌根菌の共生に関わる分子基盤を解明することにより、マメ科植

物の持つ窒素固定能力やバイオマスの向上によって、食糧問題・環境問題の解決に貢献す

ることが期待される。日本はリン資源の 100％を輸入に頼っており、リン肥料の節減は極め

て重要で、社会への大きな貢献が期待される。 
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坂口 志文（大阪大学特別教授/大阪大学免疫学フロンティア研究センター 教授） 

 

「制御性 T細胞による免疫・慢性炎症制御技術の開発」 

 

１．研究のねらい 

 免疫寛容の正常個体での確立と維持の理解は、自己免疫病の発症機構

の理解とその治療・予防に留まらず、癌細胞に対する免疫応答や、移植

臓器の安定化、さらにはアレルギー反応の制御など多様な疾患の治療法

の開発へ基礎的な情報を提供する。本課題では、免疫寛容に重要な役割

を担う制御性 T 細胞の機能の分子メカニズムの解明を通じて、自己免疫の過剰応答の包括

的な理解を目指す。 

 

２．研究成果 

制御性 T細胞（Treg）の発生・分

化に Foxp3遺伝子が必須であること

を明らかにし、その関連分子を世界

に先駆けて同定した。また、Tregの

除去によりがん免疫が増強される

ことを明らかにした(図 1)。さらに

Treg に恒常的に発現している

CTLA-4(Cytotoxic T Lymphocyte 

Antigen 4)の Treg 特異的ノックア

ウトマウスが致死的な自己免疫病を発症し、一方で腫瘍細胞に対する強い抗腫瘍免疫活性

を獲得することを示した。本課題では、Foxp3の発現変化と Treg特異的エピゲノム変化は

独立した事象であり、両者が協調して Tregの分化に関わることも報告している。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

Treg概念の提唱は、免疫チェックポイントタンパク質と

して PD-1(programmed death 1)とともに CTLA-4 タンパク

質の重要性として注目され、 2013 年には Cancer 

Immunotherapy として Science 誌の表紙を飾った（図 2）。

がんの治療に関しては、悪性黒色腫の患者において抗

CTLA-4 抗体（イピリムマブ）の有効性の評価が試みられ、

一定の抗腫瘍免疫応答の増強効果が確認された。その結果、

2011 年 に イ ピ リ ム マ ブ は 米 国 Food and Drug 

Administration（FDA，食品医薬品局）から世界初の免疫

活性化抗体医薬として承認された。 

現在、イピリムマブはほかの悪性腫瘍への効果あるいはほかの標準化学療法との併用が

試みられ、悪性黒色腫へ適応の拡大が進められている。予想される用途、製品は自己免疫

疾患治療薬、抗がん剤などが考えられるが、抗がん剤の世界市場は 2018年に 1,223億ドル

に達し、2024年にかけて一層拡大していくと思われる。 

 

図 2 がん免疫療法が 2013年の最も

重要な研究成果に選出 

 

 

図 1 Treg除去によるがん免疫増強 

ライフイノベーション 

CREST（2003-2008） 

CREST（2012-2017） 
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袖岡 幹子（理化学研究所袖岡有機合成化学研究室 主任研究員） 

 

「生命現象の解明に向けた有機合成化学の展開」 

 

１．研究のねらい 

細胞死に係る生物学、有機化学の強みを活かしたツール化合物の合

成展開、ラマン分光法による細胞内分子の可視化、といった異分野の

研究テーマ間で連携を取ることで、多様で複雑な細胞死の細胞内情報

伝達系のうち、酸化ストレスにより誘導されるネクローシスの細胞死

制御分子の創製と細胞死の情報伝達の分子機構の解明をめざしてい

る。 

 

２．研究成果 

特異的にネクローシスを抑

制する化合物(IM-54)、ネクロ

ーシスを誘導する化合物

(NT-1)を開発し、これらの化

合物によりネクローシスを制

御することが可能になった。

IM-54 は細胞の酸化ストレス

によるネクローシスを抑制し、

標的分子はミトコンドリア膜

上のチャネル分子であること

を明らかにした。一方で、ネクローシス誘導剤 NT-1の標的分

子もミトコンドリア膜蛋白質であることを発見しネクローシ

ス分子機構解明に足がかりを得る成果を得た。今後、ネクロ

ーシスのメカニズムの解明に貢献していくことが期待される

（図１）。また、ネクローシスを解析する上で必要となる細胞

内の小分子のリアルタイム観察法の確立のために、アルキン

を目印とする手法を考案した。アルキンを持つモデル分子と

して EdU(5-ethynyl-2’-deoxyuridine)を用いて細胞を処理

しラマン顕微鏡により観察したところ、EdUが経時的に細胞核

に取り込まれる様子を生細胞で観察することに成功した（図

2）。さらにラマン分光とアルキンタグを利用した生物活性分

子の標的タンパク質同定法の開発も行った。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

ラマン顕微鏡による生細胞内の小分子のリアルタイムイメージング手法の開発、ならび

にラマン分光とアルキンタグを利用した標的蛋白質同定法の開発は関連分野への波及効果

が大きい。さまざまなシグナル伝達等の生体現象メカニズムの解明などに役立つと期待さ

れる。 

IM-54

新たな細胞死誘導機構の解明	

アポトーシス	 ネクローシス	

抗癌剤	

death ligand	

抑制	
しない	

酸化ストレス	

抑制	

核の断片化	

（DAPI 染色）	
細胞膜の透過性亢進	

（PI 染色）	

M	e	
N	

N	
H	

O	 O	

N	
M	e	

 

図 1 ネクローシスの抑制剤 IM-54の開発 

ライフイノベーション 

さきがけ（1998-2001） 

さきがけ（2001-2004） 

ERATO   （2008-2013） 

CREST   （2013-2018） 

図 2 アルキンを持つ EdU

を用いた生細胞の観察 
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また、ネクローシスのメカニズム解明はアルツハイマー病などの神経変性疾患や虚血性疾

患（心筋梗塞、脳梗塞）などの発症メカニズム解明、抑制手法の開発、さらに医薬品開発

にも繋がるものと期待される。 
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石黒 浩（大阪大学特別教授/大阪大学大学院基礎工学研究科 教授／国際電気通

信基礎技術研究所社会メディア総合研究所 石黒浩特別研究所 所長） 

 

「自律共生型アンドロイドの実現に向けて」 

 

１．研究のねらい 

人型ロボットは日常生活の場で活躍することが期待されており、そ

のために、身振り手振り、表情、視線、触れ合いなど、人間のように

多様な情報伝達手段を用いて対話することができ、社会性を有する自

律型ロボットが求められている。このような人間と親和的に関わり、共生するための自律

ロボットの実現を目指し、人間とロボットの相互作用について、ソフト、ハードの両面か

らの研究開発を進めている。 

 

２．研究成果 

さきがけ研究者時代に提案し、研究開発を行った“知覚情報基

盤”の概念を知能ロボットに発展させ、テーブルトップ型対話ロボ

ット（図 1：左側 CommU:高さ 304mm，右側 Sota高さ 282mm）を開発

した。視線表現機能を駆使して、ロボット同士の対話に人間を巻き

込むことで、人間に十分な対話感を与えることが可能である。 

また、音声認識、音声からの動作生成技術等、最先端の要素技術

を組込み、人間と“自然に”対話をすることを目指したアンドロイ

ド（図 2：ERICA 身長 166cm）を開発した。 

今後、人間らしい視線の動き、しぐさを伴い、人間と区別できないレベルの合成音声で

人間と自然に対話できる技術を開発していく。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

頑健で柔軟な音声認識と身振り手振り・表情・視線等のマルチモ

ーダル機能を有した自立的対話を可能とし、欲求／意図／行動・発

話の階層モデルによるコミュニケーション技術の実現に繋がるこ

とが期待される。 

また、人間と安全に関わり、共生可能なロボットに必要とされる

アクチュエータ等の“ソフト”な内部メカニズムも重要な基盤技術

である。これらの技術開発に基づく人間と共生可能なロボットの実

現は療育プログラム、教育プログラムへの適用が期待され、公共施

設での情報提供、少子高齢化社会を支える生活、コミュニケーショ

ン等を支援する技術として期待される。予想される見守りロボッ

ト・コミュニケーションロボットの国内市場規模は 2020年に 11億

円、2025 年には 36 億円である。介護ロボットの国内市場規模は 2020 年に 543 億円、2025

年には 1,239億円と予想される。 

図 1 テーブルトップ型対話

ロボット 

図 2 高度な対話機能を有する

アンドロイド 

情報通信技術 

さきがけ（1997-2002） 

CREST   （2010-2014） 

ERATO   （2014-2019） 
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石川 正俊（東京大学大学院情報理工学系研究科 教授） 

 

「未来型情報環境の実現（身のまわりのものをコンピューター

に！）」 

 

１. 研究のねらい  

従来のコンピューターやスマホは小型化、高性能化が急速に進んでい

るが、これらを利用するユーザにとっては入力操作方法や情報出力形式

の自由度は必ずしも高くなく、万人にとって使いやすいとは言い難い。このような状況を

もたらした技術課題を解決するために、大きく発想を転換し、入力操作と情報出力表示の

自由度をあげて利用者への負担軽減および利便性を大幅に向上したシステムを開発して、

未来型情報環境の基盤を構築することを目指している。 

 

２．研究成果 

超高速のセンサ技術・提示技術を基盤とした様々な情報環境システムを構築した。例え

ば、空間内を動いている対象(人の手のひらや紙・ボールなどの物体)を遅延なくトラッキ

ングし、その対象に対し遅延なく映像や触覚刺激を無拘束で投影するシステム（「手のひら」

の場合なら、動いている手のひらを、その動きを拘束することなく素早く正確に追跡し、

そこに映像を投影したり触覚刺激を生じさせたりする）を開発した（図 1、図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

このようなシステムを使えば、どのような状況にある人でも身の周りのあらゆるものを

入力操作・出力表示が容易で、必要時にいつでもどこでもアクセスできるコンピューター

に変身させることが可能である。 

現状の画像処理やヒューマンインターフェイス研究の多くは「人間と同じ動作の実現」

を目指したものであるのに対し、このような最先端情報環境技術に関する研究が進展すれ

ば、「人間の能力をはるかに超えた｣視覚や触覚を日常的に自然に実現できることが期待さ

れる。 

予測される用途、製品としては、高速スキャナ、高速プロジェクタ、車搭載カメラ、触

覚ディスプレイ、高速 3 次元ディスプレイ、ユビキタスディスプレイ、高速非接触面状分

布センサ、高速センサ技術と高速情報提示技術を用いた産業用ロボットなどが期待される。 

  

図１ 動く手のひらに表示される画像 
図 2 映像と触覚情報の表示方法 

情報通信技術 

CREST（1999-2004） 

CREST（2009-2015） 
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小谷 元子（東北大学原子分子材料科学高等研究機構 機構長 

東北大学大学院理学研究科 教授） 

 

「離散幾何解析学に基づく新物質創成に向けて」 

 

１．研究のねらい 

 すぐれた物性機能をもつ新物質創成は環境・資源問題を解決して安

心・安全で豊かな社会を支える基盤である。従来の経験則を超えて優れた物性機能をもつ新

物質を創成するために、局所的な性質が大域を制御する仕組みを離散幾何解析学で解明して、

物性予測から新物質創成までを貫く指導原理を確立することを目指した（図）。 

 

２．研究成果 

 球面デザイン理論の拡張であるユーグリッドデザイン

理論を用いてコアシェル構造のある C60 フラーレンの構

造を系統だって発見する方法を提示した。 

 また、数学的視点で発見された K4格子構造（ダイヤモ

ンドのように最大対称性と強い等方性の２つの特徴を有

する）を新結晶として合成することを目指し、炭素原子

と窒素原子が 50％比で構成される結晶が安定かつ高い

エンタルピーを有する高エネルギー密度材料として有望

であることを発見した。 

 さらに、異種高分子の相分離構造を利用して熱伝導性

ナノ粒子を配向させることで、高熱伝導性、絶縁性および加工性の同時発現を可能にする材

料設計を行った。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

 離散幾何解析学という概念を具体化して、新しい結晶の物理的モデルを確立して新物質創

成理論の構築に貢献した。また数学と材料科学の連携を深めて、両分野の融合発展をもたら

した。 

 耐熱性高分子において高熱伝導性を達成した物質設計の例にあるように、社会や産業が要

求する様々な性能仕様の組み合わせを同時に発現するような戦略的設計が可能になり、優れ

た物性機能をもつ新物質を創成して、新産業分野を開拓することで科学技術イノベーション

へ貢献することが期待される。 

CREST（2008-2013） 

情報通信技術 

図 離散幾何解析学の広がり 
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黒田 忠広（慶應義塾大学理工学部 教授） 

 

「チップ間電磁結合方式を用いた３次元集積回路の新展開」 

 

１. 研究のねらい 

 半導体チップはこれまでムーアの法則の通り微細化が進んできたが、

装置、プロセス、コスト等の問題で限界が近づいている。しかしながら

半導体部品は更なる小型、高速、高機能、低消費、低コストの向上が求

められており、その実現手段として３次元集積化技術が検討されている。

CREST では、その実現手段として電磁結合方式を用いたチップ間通信（ Thru-Chip 

Interface ：TCI）技術を開発した。ACCEL では更なる性能向上を通して従来のトレンドを

凌駕する TCI積層 DRAMや 3次元プロセッサの実証に向けた研究開発を目指している。 

 

２．研究成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非接触電磁結合チップ間通信技術（図 1）により 100mW/10Tbpsと従来の 1/1000の高速低

消費信号伝送技術を確立した。これは近接磁場を利用した配線層によるコイルと本方式に適

した信号方式と回路（図 2）を利用して実現する為、標準 CMOS プロセスで構成され従来と

ほぼ変わらない製造コストで実現できる事や非接触方式による製造容易性も優れた特徴に

なっている。 

 

３．科学技術への貢献とイノベーション創出に向けて 

新たなチップ間信号方式により高機能化や低消費電力化が劇的に進み従来トレンドを凌

駕する高性能３次元チップの実現可能性を示した。本技術は HPC（高性能計算）やスパコン

へ適用され、更に不揮発性メモリ、DRAM、アナログ、CPU、GPGAなどの各種チップを３次元

で組み合わせる事ができ半導体製品のコア技術として、それらはデータセンター、ロボット、

ディープラーニング応用、ビッグデータ分野などの ICT分野の進展を支える技術となり大き

な価値の創造をもたらすことが期待される。本３次元チップによる経済効果は世界半導体市

場予想等から試算すると 2020年に 4兆円、2030年に 14兆円程度と予想される。 

図１ チップ間の磁界分布例 

情報通信技術 

図 2 送受信器の等価回路 

CREST（2005-2010） 

CREST（2009-2014） 

ACCEL（2015-） 
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舘 暲（東京大学高齢社会総合研究機構 名誉教授） 

 

「テレイグジスタンスが切り拓く豊かな未来社会の実現に向けて」 

 

１．研究のねらい 

バーチャルリアリティ技術、ロボット技術、コミュニケーション技術

の高度な統合により、細やかな触覚を有するテレイグジスタンス技術を

実現し、遠隔における臨場感を伝達することによって、製造、救助、医

療、教育、エンターテイメント等の幅広い分野における貢献を目指す。 

 

２．研究成果 

視覚、聴覚に比べて研究が遅れている触覚につ

いて、圧覚、振動覚、温冷覚等の感覚要素による

触覚表現手法を提案し、色の三原色に倣い、「触

原色」と命名した。この触原色に基づく触覚セン

サを、操作者の身体運動に従って動くアバターロ

ボットに搭載し、それを操作者に触原色提示する

ことで、物体の把持感覚や温冷感、布の手触りな

どの細かな触感伝達を行えるテレイグジスタン

スシステム TELESAR V（図 1）を世界に先駆けて

構築し、その有効性を実証した。 

 

３．科学技術への貢献とイノベー

ション創出に向けて 

「触原色」の概念に基づき、小

型・一体型の触覚伝送モジュール

を開発し、医療、介護、救助、建

設、エンターテイメント等の幅広

い分野のユーザーへの提供を進め

ていく。これにより、触覚を含ん

だ身体的経験の記録、伝送、再生

等による製品、サービス等の豊か

な未来社会を支える新しい産業分

野の早期創出が期待される（図 2）。 

 

 

図 2 期待される応用分野 

 
図 1 TELESAR V 

左：操作者 
右：アバターロボット  

情報通信技術 

CREST（2000-2005） 

CREST（2009-2014） 

ACCEL（2014-） 
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(6)JSTニュース掲載研究者 

 2014 から 2015年度の JSTニュースの特集記事に掲載された研究者について、その研究内

容と成果の概要について以下に紹介する。 
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プログラム： CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」
研究課題：「水素活性化アクア触媒界面による常温・常圧エネルギー変換」
研究代表者氏名・所属：小江誠司・九州大学 大学院工学研究院 教授
研究期間：2008-2014

• 研究目的
持続可能なエネルギー供給のシステム構築といった観点より、
水素の有効活用は重要な課題である。自然界では、水素活性
化酵素「ニッケル－鉄ヒドロゲナーゼ」が常温常圧という温和な
条件で、水素から電子を取り出している。一方、同様な反応を同
条件で進めることのできる安価な人工的触媒は見出されていな
かった。

• 研究成果
小江は、水素活性化酵素であるニッケル－鉄ヒドロゲナーゼの
人工モデルとして、ニッケル－鉄触媒の合成に成功した。そして、
この触媒を用いて、常温常圧で水素から電子が取り出せること
を示した。

• 話題となったポイント
ニッケル－鉄ヒドロゲナーゼは不安定なため時間が経つと触媒
活性が落ちる。一方、開発されたニッケル－鉄触媒は良好な安
定性と耐久性を持つ。
これまでの最良の人工モデルは、小江が作成したニッケル－ル
テニウム触媒であったがルテニウムが貴金属で高価であったた
め、実用化のためには安価な触媒を開発する必要があった。

今回、ルテニウム（２４０円／ｇ）の代わりに、約１／４０００の価
格の鉄（０．０６円／ｇ）を使用した触媒で水素の活性化に成功し
た事実は、学術的な価値だけでなく、燃料電池用の触媒などへ
の応用面でも画期的な進歩といえる。

• 研究成果の展開
本研究成果は、水素エネルギー利用技術の発展、例えば、ニッ
ケル－鉄触媒を用いた白金フリー燃料電池の開発などにつな
がり持続可能な社会の形成に役立つものと期待できる。

成果の概要

図1. 新たなニッケル－鉄触媒の結晶構造

図2. ニッケル－鉄触媒を用いた水素からの電子抽出

 

プログラム： CREST研究領域「ナノ界面技術の基盤構築」
研究課題：「DDS粒子のナノ界面と鳥インフルエンザワクチン等への応用」
研究代表者氏名・所属：櫻井和朗・北九州市立大学 国際環境工学部 教授
研究期間：2008年-2013年

• 研究目的
薬物運搬システム（DDS）に使われるナノ粒子の機能は、親水層
と疎水層のナノ界面を通した未知の相互作用に支配されている。
本研究では、シンクロトロンＸ線散乱を用いてDDSナノ粒子の内
部構造、粒子内の疎水/親水界面における薬物の挙動と形態、
生体膜との融合挙動を解明し、DDSを制御するための新しい情
報を得ることが目的である。ここで得られる知見はワクチンの分
子設計に新しい方法論を提供するものであり幅広い応用展開が
期待できる。

• 研究成果
SPring-8の小角X線異常散乱を用いて高分子ミセル粒子の内部
構造を解析し、ミセルの可溶性ドメインに疎水性の薬物がしみ出
していることを明らかにした。この発見は、薬物運搬の過程にお
いて、薬物のしみ出しが重要であると言う知見を与え、効果的な
DDSキャリアをデザインするために有効である。
また、櫻井はDDSナノ粒子である合成核酸CpGオリゴデオキシヌ
クレオチド（CpG ODN）をキャリアである多糖（β -1,3グルカン）
で包んだ新たなアジュバンド*1（K3-SPG)の開発に成功した。
(*1：抗原性補強剤とも呼ばれ、抗原（ワクチン）と一緒に注射され、そ
の抗原性を増強するために用いる物質である。）

• 話題となったポイント
従来、CpG ODN は不安定（凝集）であり、その安定化は非常に
困難であったが、多糖で複合化することによりこの問題を初めて
解決した。
K3-SPGナノ粒子をインフルエンザワクチンと一緒に投与すると、
マウスだけでなくカニクイザルでも強いアジュバント効果を発揮し、
ヒトへの応用の可能性が高まった。

• 研究成果の展開
本技術は、新型インフルエンザ、がんや感染症のワクチンへ幅
広い用途展開が可能である。

成果の概要

図2. 新規アジュバントK3-SPGの生体内における作用機序

図1. 高分子ミセルのナノ構造
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プログラム： CREST研究領域「プロセスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製」
研究課題：「生体分子１分子デジタル計数デバイスの開発」
研究代表者氏名・所属：野地博行・東京大学大学院工学研究科教授
研究期間 ： 2010-2015

• 研究目的
がんなどの各疾病の超早期段階における検出や、インフルエン
ザなどのパンデミックの水際阻止においては、従来のELISA法
(酵素結合免疫吸着法) では、アナログ計測での測定誤差が大
きく低感度なため微量ウイルス検出は困難であった。この課題
を解決するため、1個のウィルス粒子や1分子の各種疾病マー
カー分子を簡便に検出する「生体分子1分子デジタル計数法」を
確立し、携帯可能で安価な検出システムを開発する。

• 研究成果
半導体の製造技術を活用し、1センチ四方のガラス板に100万個
の小さな穴をつくり、この超微細な空間に従来の１０億分の１の
反応体積で抗原抗体反応させ、1個ずつ反応分子からの蛍光を
捉えられる1分子デジタルELISA法を確立した（図１)。また前立
腺がんのマーカー（PSA)を従来の100万倍の高感度検出に成功
した。(図２）

• 話題となったポイント
がん細胞やウイルスにかかわるたんぱく質を、汗や血液から従
来の100万倍もの高感度で検出する方法を実現した。これにより、
これまでの検出限界を大幅に突破し、唾液や尿からでも診断で
きる可能性が開けた。さまざまな病気の早期発見につながる技
術の実用化への道が切り拓けた。

• 研究成果の展開
感染初期の超早期診断法に確立に向けて、CMOSイメージング
センサーを統合化したコンパクトで持ち運び可能な1分子計測シ
ステムの開発を進めている。最近「患者の身近での検査」が注
目されており、使用方法も簡便であることから。大きな総合病院
や検査機関だけでなく街中の医院でも導入可能であり、手のひ
らサイズのポータブル診断デバイスへの展開が期待される。

成果の概要

図1. １分子デジタルELISA法

図2. 前立腺がんマーカー（PSA)の検出例（蛍光顕微鏡像）

低濃度600ag/mL 高濃度6000ag/mL

左図：
600ag/mLの低濃度において
1画面中に10分子が検出され
ている

1分子計測として、60 ag/mLが
検出下限になる

⇓
従来法の100万分の1感度

50μm50μm

pg：ピコ（10-12）グラム、ag：アト（10-18）グラム

プログラム： CREST研究領域 「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」
研究課題： ネオジム磁石の高保磁力化
研究代表者氏名・所属： 宝野和博・物質・材料研究機構フェロー、磁性材料ユニット長
研究期間： 2011-2016

・研究目的
低炭素社会に必要な次世代自動車や省エネ家電の基盤技術の
一つにモーター用の永久磁石の開発がある。1917年の本多光太
郎博士によるKS鋼の発明から、1982年の佐川眞人博士によるネ
オジム（Nd）磁石の発明まで、我が国ではたゆまない磁石材料開
発がなされてきた。 しかし今日使用されているネオジム磁石に
は、ジスプロシウム（Dy）が添加（5～10%）されており、その希少性
から資源問題が浮上している。そこで、Dyを一切用いないで保磁
力を高める材料設計を通じて、新規な永久磁石の創出を目指す。

・研究成果
サブミクロンサイズの多数の結晶で構成される熱間加工ネオジム
磁石に低融点のネオジム・銅合金［Nd70Cu30］を粒子間に浸透させ
ることにより保磁力を飛躍的に増大。その際に起こる体積膨張を拘
束することにより、磁化の低下を最小限に留める方法を考案（図1
は横断面の電子顕微鏡写真）。その結果、 Dyを用いずに保磁力
1.92T、残留磁化1.36Tという高保磁力・高磁化を兼ね備える磁石を
開発した。（図２参照）

・話題となったポイント
低融点合金を用いて粒子間に非磁性相を形成し、微結晶を磁気
的に分断したこと、サブミクロンの微細結晶により保磁力の温度依
存性が改善されたこと、そして膨張拘束プロセスで結晶配向と非磁
性相の体積分率を制御したことの複合的な微細構造制御により磁
石特性を飛躍的に改善。

・研究成果の展開
保磁力の温度依存性は、従来のDy(4%)含有ネオジム磁石よりも
優れている（図３）。 また、車載モーターの環境温度とされる200℃
では、Dy含有従来材料よりも優れた磁石特性を示した。今回の材
料設計は、焼結体のミクロ構造を組成、形状、粒界の視点で制御
する技術に関するものであり、実用化への指標である200℃で保磁
力0.8Tへ向けた大きな一歩。

成果の概要

図１．Nd70Cu30合金による拡散処理前後の熱間加工Nd-Fe-B磁石の比較。
暗部＝Nd2Fe14B結晶、明部＝Nd。
粒子間の磁気的結合が(a)ではあるが(b)では無くなる。 さらに
（c）では磁化容易軸が揃うことで、高性能な磁石となる。

図２．Nd-Cu拡散処理前後の
減磁曲線の比較。

図３．保持力の温度依存性。
他の磁石との比較。
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プログラム： CREST研究領域「素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクス
の創成」
研究課題：「極低消費電力集積回路のためのトンネルMOSFETテクノロジーの構築」
研究代表者氏名・所属：高木 信一・東京大学大学院工学系研究科 教授
研究期間：2013-2018

• 研究目的
IT機器が消費する電力は近年急激に増加しており、国際的にも
重大な課題である。このために、電子がエネルギー障壁を量子
力学的にすり抜ける「トンネル電流」を利用したトランジスターが
注目されているが、低電圧動作にためにわずかな電圧変化でオ
ンとオフをスッチングしようとしても、電流の差を大きくとることが
できず、また現在の半導体技術を転用することも難しく、短期間
での実用化は困難であった。これを解決するため、大幅に低い
電圧で動作し、かつ集積回路の消費電力を大きく低減できるト
ンネル型電界効果トランジスター（トンネルFET）の開発を行う。

• 研究成果
シリコンに引張り応力を加えた「ひずみシリコン（Si)」とゲルマニ
ウム(Ge)を組み合わせ、双方のエネルギー帯をエネルギー障壁
幅が小さくなるように制御して低電圧でもトンネル電流が流れや
すくするとともに、極めて少ない消費電力で動作する新しい
Ge/SiトンネルFETを提案した（図１）。S係数は最小値28mV/桁、
またオン電流とオフ電流の比が10７以上というこれまでのトンネ
ルFETで最も大きい値を実現した（図2)。

• 話題となったポイント
現在のシリコンプロセスに適合した材料を用いながらも、従来構
造に比べてわずかな電圧変化でのスイッチング動作と、大きな
オンとオフの電流の差を得ることの両立に成功し、低消費電力
の集積回路化を可能にした。

• 研究成果の展開
トンネルFETを集積化することで、IT機器の大幅な省電力化が
図れる。待機電力も少なくできるのでバッテリーのいらない集積
回路などの開発へ展開できる。

成果の概要

図1. トンネルFETの特性向上についての模式図

トンネリング

価電子帯

伝導帯

ひずみによる
バンド端の変化

ゲルマニウム
ソース

ゲルマニウムによ
るバンド端の変化

ひずみシリコン
チャネル

エネルギー帯の制御：

・ゲルマニウムで価電子
帯端が上昇し、またひず
みシリコンチャネルで伝
導帯端が低下

↓

・量子トンネリングを起こ
す際のエネルギー障壁
の幅が小さくなるため、ト
ンネル電流が増加

Ｓ係数：トランジスタ
において、電流を一
桁変化させるために
必要なゲート電圧の
変化量。

図２. 作製したトンネルFETのベンチマーク

Ｓ値は小さいほど、またオン電流とオフ電流の比は、大きいほど優
れた特性となる。○従来構造、★は、本研究の構造。

プログラム： さきがけ研究領域 「新物質科学と元素戦略」
研究課題： 超過冷却液体を用いたナノスケール複合材料の創製
研究者氏名・所属： 岡田純平・東北大学・金属材料研究所准教授
研究期間： 2012-2015

・研究目的
物質の性質を理解し活用するには、固体状態だけでなく、液体

に関する知見も必要である。しかし、高融点の物質は反応性に富
むために液体を保持することが容易でない。そこで、クーロン力を
用いて試料を保持する静電浮遊溶解装置を開発し、高融点の液
体の性質を解明する研究を進めてきた。静電浮遊溶解装置は、
液体の保持容器を必要とせず、高融点の液体であっても、液体を
安定に保持することが可能である。本研究では、元素戦略として
重要な元素であるシリコン(Si)とボロン(B)の液体状態の性質を解
明し、新物質を作り出すことを目的としている。

・研究成果
液体Bの電子物性を調べるために、静電浮遊溶解装置を大型放
射光施設SPring-8へ設置し、液体BのX線コンプトン散乱実験を
行った。得られた実験結果について第一原理計算を組み合わせ
て液体B中の価電子の挙動を解析した結果、液体Bが半導体的な
性質を持つことが判明した。周期律表の中でBの近くに位置するSi
やGeの液体状態は金属であることから、Bの個性が明確になった。

・話題となったポイント
JAXAと米国NASAが共同して開発を進めてきた静電浮遊装置
を、高融点液体の物性解析に適用し、液体Siと液体B中の電子の
挙動解明に成功した（図１、２、３参照）。

・研究成果の展開
本研究で用いた静電浮遊溶解装置は、宇宙ステーションにおける
高融点材料の実験を行うために開発が進められてきた。地上の実
験では試料を浮遊させるために1万V/cmの高電圧を必要とし、放電

を防ぐために高真空雰囲気を必要とする。そのため、蒸発しやすい
材料の実験が難しい。最近宇宙ステーションに設置された静電浮
遊溶解装置は、ガス雰囲気下における溶融実験が可能である。地
上と宇宙の実験を相補的に進め、高温液体の物性を理解し材料開
発につなげることが肝要である。

成果の概要

図３. 実験結果の解析により求められた伝導電子が動き回る範囲（遍歴範囲）。
青色が固体、赤色が液体。 ホウ素（a）とケイ素（b）の結果を示す。

図１. 静電浮遊装置

図２. 静電浮遊法で浮遊する金属球

(a) ホウ素 □： 固体
□： 液体

□： 固体
□： 液体

(b) シリコン
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プログラム： さきがけ研究領域「超空間制御と革新的機能創成」
研究課題：「階層的ナノ空間内の擬高圧光反応による新規導電材料の創製」
研究者氏名・所属：藤森 利彦 信州大学 環境・エネルギー材料科学研究所 准教授
研究期間：2013-2016

• 研究目的
硫黄は200年以上の長きにわたり幅広く研究されてきた元素に

もかかわらず、理論的に導電性を示すと予測されていた単原子
硫黄鎖が実験的に合成された例はこれまでになかった。そこで
本研究では髪の毛の１万分の１以下の極めて小さなナノ空間で、
不思議な現象が起こるかもしれない「超空間」を利用して、硫黄
の単原子鎖を作製しこれまで実現できなかった導電化を目指す。

• 研究成果
藤森はカーボンナノチューブ内の束縛された極小空間で硫黄原
子を安定化させることで従来には存在しない合成素材を作るこ
とに成功した。また、この一次元の硫黄の単原子鎖は大気圧下
で導電性を示すことが確認された。

• 話題となったポイント
大気圧下では硫黄は絶縁体である。硫黄の金属化にはおよそ
90GP以上の超高圧を要するけれども、一次元の硫黄原子鎖が

大気圧下で導電性を示すことを上記の実験により世界で初めて
証明された。また電子構造と量子輸送の計算から導電性の発
現機構を明らかにした。

• 研究成果の展開
今後、超空間を利用して単原子鎖を形成することでさまざまな非
金属物質を金属導電体に変えることを目指している。

成果の概要

図1. CNTsの内側の1次元硫黄原子鎖の構造識別

高分解能透過電子顕微鏡(HRTEM)の写真は単層カーボンナノ
チューブ（SWCNT）と二層カーボンナノチューブ（DWCNT）に閉じ込
められた硫黄を示している。
Ｘ線回折（XRD）分析は、非常にきちんとしたジグザグまたは線形
原子硫黄鎖の存在を示している。

(a)2本の線はSWCNTに閉じ込められた一次元硫黄原子鎖に相当
する。
(b)SWCNTの中で一次元の硫黄原子鎖がジグザクの形態にある。
(c)DWCNTの中の一次元の線形鎖、スケール・バーは2nm。
(d)硫黄原子鎖を含むDWCNTと空のDWCNTのXRDプロフィール。
矢印は、一次元硫黄鎖のブラッグピークを示している。

プログラム： ERATO「中嶋ナノクラスター集積制御」プロジェクト
研究総括氏名・所属： 中嶋敦・慶應義塾大学理工学部 教授
研究期間： 2009-2014

・研究目的
フラーレン、ナノチューブ等の炭素クラスターは新たな研究開発
領域を生み出し、産業応用も進んでいる一方で、シリコン系のナ
ノクラスターの研究も盛んになってきている。 特に金属内包シ
リコンクラスターは金属原子がクラスター内に入ることで、電荷
移動が生じ、共有結合が形成され安定化し、この金属元素とそ
れを取り囲むシリコン原子の数で、電子状態を制御できる可能
性が指摘されており、非常に注目されているが、安定に成膜で
きないなどの課題があった。
本研究では、金属内包シリコンナノクラスターの一つTa@Si16（図
１）を用いて、安定な形で薄膜化することを目指した。全く新しい
物質系であり、薄膜化による電子デバイス応用の期待も高い。

・研究成果
フラーレンで表面修飾した基板の上に、Ta@Si16を気相成長させ、
薄膜化することに成功した（図2）。
Ta@Si16薄膜の安定な固定化機構を解明すると共に、薄膜の構
造解析により、化学的、熱的に高い安定性を示すことを明らか
にした。

・話題となったポイント
シリコン系の安定なナノクラスター薄膜の合成に世界で初めて
成功し、金属内包シリコンクラスターの電子デバイスへの応用に、
大きく前進した。

・研究成果の展開
機能制御されたナノクラスターのボトムアップ技術の開発を通じ
て（図3） 、ナノクラスターに発現する、原子・分子、バルク材料と
異なる機能を有する革新的な電子デバイス、磁気デバイス、太
陽電池、触媒等の創製への展開が期待される。

成果の概要

図３ナノクラスター集積制御技術の展望

図１ 金属（Ta）内包シリ
コンクラスターの構造

図２ C60で修飾表面上に固定さ
れたTa@Si16ナノクラスター
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プログラム： CREST研究領域「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」
研究課題：「良質で安全な水の持続的な供給を実現するための山体地下水資源開発技術の
構築」
研究代表者氏名・所属：小杉賢一朗・京都大学大学院農学研究科 教授
研究期間：2011-2016

• 研究目的
山間部の森林斜面においては、土壌中に貯留される表層水だ
けではなく、基岩を浸透した大量の山体地下水（図１）が存在し
ていることが明らかになりつつある。
本研究では、山体地下水を積極的に利用し、良質で安全な水の
持続的供給を実現すると共に、深層崩壊の原因と考えられる山
体地下水を抜くことにより、防災での貢献も目指している。

• 研究成果
従来知られていなかった山体地下水の貯留形態、分布状況等
について、詳細な調査により、地形、地質等との関連を初めて
明らかにした。
山体地下水の調査において、従来のボーリング掘削に加えて、
高密度電気探査、空中電磁探査といった新たな手法を取り入れ
て、迅速、高精度の調査を可能とした。

• 話題となったポイント
高品質、供給安定性、防災の視点から、山体地下水利用の重
要性を指摘し、貯留形態、分布状況に関して、地質、地形等の
視点から多くの新知見を得た。
近年、豪雨による山間部での災害が多発しており、防災の視点
からも山間部に貯留される水に関する情報の把握が急務であっ
た。

• 研究成果の展開
山体地下水の有効利用のための技術開発を進めることにより、
土壌汚染の影響が及ばず高品質で豊富な水源を提供すると共
に、山間部の地下水の挙動を把握することによって、土石流、
深層崩壊等の山間部での災害防止にも貢献していくことが期待
される（図２）。

図１ 森林斜面における山体地下水

成果の概要

土壌

亀裂のある
基岩

粘土を伴った断層線

地下水

基岩

水抜き
ボーリング

図２ 山体地下水開発のイメージ
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プログラム： CREST研究領域「エネルギー高効率利用のための相界面科学」
研究課題：「界面科学に基づく次世代エネルギーへのナノポーラス複合材料開発」
研究代表者氏名・所属：陳明偉・東北大学原子分子材料科学高等研究機構 教授
研究期間： 2011-2016

・ 研究目的
リチウム空気二次電池は、電気自動車や再生可能エネルギー
を利用するシステム等の次世代の蓄電池として期待されている。
その実用化に重要な研究課題のひとつに、過電圧が小さく、高
い電気伝導性をもち、充放電の繰り返しに高い耐久性をもつ電
極材料の開発がある。
本研究では、独自に開発した高電導性を持つ3次元ナノ多孔質
グラフェンを活用し、リチウム空気二次電池の電極への適用を
はじめ、水素製造や太陽熱利用等の次世代エネルギーデバイ
スへの応用を目指している。

• 研究成果
ナノ多孔質金属を「鋳型」とし、その表面にグラフェンを化学気相
法によって蒸着し、その後、金属部分を除去することにより、３
次元ナノ多孔質グラフェン（図１）の作製に初めて成功した。
この材料は、軽量で、電気伝導性に優れ、表面積が大きく、また
大きな空孔容量を持つことからリチウム空気二次電池の電極材
料として優れた性能を示す（図２）。
また、空孔内部に金属元素をドープすることにより、新たな触媒
性能を示し、リチウム空気二次電池の過電圧を低下させ、充放
電の耐久性が改善されることに加えて、水素発生用電極や太陽
熱吸収材等として優れた性能を示している。

• 話題となったポイント
3次元連続体構造を持つグラフェンを初めて実現し、その特性を
活用することで、エネルギー用途のおける新たな電極材料とし
て優れた性能を持つことを示した。

• 研究成果の展開
電気自動車の高性能化をはじめ、エネルギー媒体としての水素
利用の促進、再生可能エネルギーシステムの高効率化等に寄
与することが期待される。

成果の概要

図１ ３次元ナノ多孔質グラフェン
左：表面 右：側面

図２ ルテニウム系触媒を添加した３次元ナノ多孔質グ
ラフェン電極を用いたリチウム空気二次電池の充放電特
性（100回の充放電でも安定した性能を示している）
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プログラム： CREST研究領域「テーラーメイド医療を目指したゲノム情報活用基盤技術」
研究課題：「遺伝子発現調節機構の包括的解析による疾病の個性診断」
研究代表者氏名・所属：間野博行・東京大学大学院医学系研究科 教授
研究期間：2002-2007
研究加速課題｢新規がん遺伝子同定プロジェクト｣（2009年～2014年）

• 研究目的
肺がんは先進国で最も死亡者数の多いがん（年間約160万人）
で、有効な治療法の開発が期待されている。そこで、がん細胞
増殖に重要なタンパク質を制御する分子標的治療薬の創出を
目指し、がん遺伝子を発見するための新しい遺伝子スクリーニ
ング法の開発を目指した。

• 研究成果
肺がん患者のがん細胞から直接発がん原因遺伝子を探索する
独自の解析手法を開発し、新しい肺がん遺伝子EML4-ALKを発
見した（図1.)。

話題となったポイント
この成果に基づいて、米国で臨床試験中だった胃がん治療薬
「クリゾチニブ」がALK（チロシンキナーゼ）阻害活性も持ってい
たことから、EML4-ALK遺伝子を持つ肺がん患者に投与したとこ
ろ約60%の患者でがんのサイズが縮小し、既存の薬と比較して
顕著に高い効果が示された。これを受け、米国では遺伝子発見
からわずか4年で抗がん剤として承認され、世界最速で患者さん
に届けることにつながった(図2.)。
引き続き、研究加速課題では「肺がんの薬剤耐性原因を解明」
「新しい肺がん遺伝子RETとROS1を発見」「新しいがん遺伝子
RAC1を発見」などの成果を挙げた。EML4-ALK肺がんの薬剤耐
性解明に関わる成果に基づいて開発された抗がん剤「アレクチ
ニブ」は、93.5％の患者でがんのサイズが縮小するという驚異的
な効果を示し、2014年7月に日本で承認を受けて患者に届けら
れている。

• 研究成果の展開
革新的先端研究開発支援事業（AMED）に採択され、「臨床上有
用な治療標的の発見」を目的としたプロジェクトで優れた成果を
挙げ続けている。

成果の概要

図1. 新しい肺がん遺伝子EML4－ALK

図2. ALK阻害剤クリゾチニブの治療効果
ALK肺がんの患者にクリゾチニブを処方すると、肺にできたがん

細胞がきれいになくなった（右）

プログラム： CREST研究領域「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物
活用のための基盤技術の創出」
研究課題：「植物ホルモン間クロストークと化学・生物学的制御技術を利用したバイオマス高

生産性植物の開発」
研究代表者氏名・所属：浅見忠男 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

研究期間：2012-2017

• 研究目的
地球の人口は増加し、今世紀中頃には１００億人に達すると推
計されており、食糧の増産は重要な課題である。植物の生育
はすべての段階に「植物ホルモン」が関わっていることが知ら
れており、植物ホルモンによる植物の生育制御がキーテクノロ
ジーとなる可能性は高い。そこで本研究では、植物ホルモンの
クロストーク（情報を伝えるときに他の伝達経路と影響し合う相
互作用）の橋渡しとなっている情報伝達因子を解明し、またクロ
ストークを制御できる化学薬剤の創製によって植物バイオマス
の生産性向上を目指す。

• 研究成果
本研究チームは、植物ホルモン「ブラシノステロイド」の生合成
を自在に制御できる阻害剤「ブラシナゾール（Ｂｒｚ）」を実験モデ
ル 植物のシ ロイヌナズナに添加し、ケミカルバイオロジー法

を用いて実験を行った。その結果、植物ホルモンのブラシノス
テロイドを制御する 「BSS1タンパク質」を発見 し、その植物ホ
ルモンクロストークのシグナル伝達メカニズムを解明した。

• 話題となったポイント
ブラシノステロイドは、植物の成長に重要な役割を果たすこと
は知られていたが、本研究を通じてシグナル伝達による草丈成
長モデルを世界で初めて明らかにした。

• 研究成果の展開
植物の成長を自在に制御できる技術の開発が進み、植物バイ
オマス増産や植物への二酸化炭素固定促進のための基盤技
術の開発につながると期待できる。

成果の概要

図1. BSS1たんぱく質の機能発現のモデル
左：Ｂｒｚによりブラシノステロイドを欠損させると、ＢＳＳ１タンパク質は「集合」して、
大きなタンパク質の塊（複合体）となり、ＢＩＬ１タンパク質を捕捉する。捕捉されたＢ
ＩＬ１タンパク質は細胞核へ移行できなくなり、その下流で転写制御を受けるはず
だった遺伝子の発現は生じなくなる。その結果、植物の茎の伸長は低下し、草丈
は短くなる。

右：ブラシノステロイド添加において、ＢＳＳ１タンパク質の塊は「拡散」して、細胞
質に広がって存在するようになる。単体となったＢＳＳ１タンパク質は、ＢＩＬ１タンパ
ク質を捕捉する力が弱まり、開放されたＢＩＬ１タンパク質は細胞質から細胞核へ
移行するようになる。  
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プログラム： CREST研究領域「海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤
技術の創出」
研究課題：「環境DNA分析に基づく魚類群集の定量モニタリングと生態系評価手法の開発」
研究代表者氏名・所属：近藤倫生・龍谷大学理工学部 教授
研究期間：2013-2018

・ 研究目的
魚類の生態を把握する上で、従来は捕獲等のサンプリングに頼
らざるをえず、膨大な労力と費用を要していた。
本研究では、海水中に含まれる魚由来のDNA断片（環境DNA）
の分析で得られる情報と数理モデルを組み合わせる方法に着
目し、迅速かつ定量的に魚類の生物量、種構成等を把握する
新たなモニタリング手法の開発を目指す。

• 研究成果
海水中に含まれる微量な環境DNAから魚類を特定する、独自
の「魚類メタバーコーディング」技術を開発し、魚類の目視観測
数と環境DNA量の相関の妥当性を実証した（図１）。
開発した手法をもとに、水族館の水槽水を採取し分析した結果、
飼育されている魚類180種のうち168種を検出することに成功し
た（図２）。

• 話題となったポイント
従来の魚類の生態モニタリング手法を、極めて簡便、迅速、正
確に実施できる独自の手法が実証された。
たとえて言えば、バケツ１杯の水を分析することにより、海洋生
物の量、種類を把握できる可能性も期待される。

• 研究成果の展開
水槽などの閉じた空間だけでなく、実際の海洋でも生息魚類の
正確な種類の同定に成功している。
今後、同定可能な魚類の種類を増やすと共に、量的推定方法も
精度を上げることにより、近い将来、水産資源の適切な管理、生
物多様性の保全に貢献することが期待される。

成果の概要

図２ 水槽中の海水のサンプリングにより180種中168種類
の魚類を特定

図１ 海洋調査でのマアジの目視観測数（実線）および
環境DNA量（破線）

• 研究目的
がん患者の診断や手術でのがん組織の効果的かつ完全な除
去のために、微小がん転移部位を正常な組織と明確に識別す
ることは重要である。そのため、非特異な蛍光反応を最小限に
抑えるとともに迅速かつ持続的な反応を呈する試薬の開発は、
手術時間をできるだけ短縮し患者の負担を軽減するだけでなく、
予後の回復を早められる非常に重要な要素である。本研究では
このような期待に応える新規の蛍光試薬の開発を目指す。

• 研究成果
がん細胞で高発現しているβ －ガラクトシダーゼに着目し、試薬
分子の構造最適化を図り、糖鎖分解酵素と反応すると強い蛍光
を発する試薬を開発した。この試薬は、従来の試薬と比べ1000
倍以上明るく光る性質を有しており、腹腔内にがん組織が転移
したモデルマウスに腹腔内投与した結果、１mm 以下の微小な

がんまでも高選択的に検出が可能であった。

• 話題となったポイント
この蛍光試薬の開発により、肉眼 や既存の試薬では可視化で
きなかったがん組織を可視化させることに成功した。

• 研究成果の展開
この方法は、診断や手術において病変が疑われたとき、外科手
術前だけでなく術中でも直接噴霧によって病変を除去する手段
として利用の拡大が期待される。さらに、様々な疾患で発現して
いる他の糖分解酵素に対する、最適な蛍光試薬の開発が望ま
れる。

成果の概要

プログラム： CREST研究領域「疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく革新
的医療基盤技術の創出」
研究課題：「臨床検体を用いた疾患部位特異的な代謝活性のライブイメージング探索技法の
確立と創薬への応用」
研究代表者氏名・所属：浦野泰照・東京大学大学院医学系研究科・薬学系研究科 教授
研究期間：2014-2019

図１ 蛍光試薬を用いたがんの検出

図２ 開発した蛍光試薬によるがんの検出
試薬の蛍光が観察された部分が緑色となっている。既存の活
性検出試薬では腹腔全体で蛍光が観察されるが、開発した蛍
光試薬ではがんのみにおいて蛍光が観察される。
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プログラム： さきがけ研究領域「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー
創成のための基盤技術の創出」
研究課題：「生物界最速シャジクモミオシンを利用した植物成長促進システムの開発」
研究者氏名・所属：富永基樹・早稲田大学教育・総合科学学術院 専任講師
研究期間：2011-2014

• 研究目的
藻類は、食料と競合しない、燃料、有用物質等のバイオマス資
源として期待されているが、実利用に向けて、成長速度、有用
物質蓄積量等の増大が課題となっている。
本研究では、成長促進システムに着目し、原形質流動の速度の
制御を通じて、植物のサイズ、成長速度を自在に制御し、様々
な植物バイオマス増産に適応可能な普遍的基盤技術としての
確立を目指している。

• 研究成果
原形質流動は、オルガネラに結合したミオシンの2つのモーター
ドメインが交互に結合し、あたかも人が歩くようにアクチン繊維
上を移動するメカニズムによって引き起こされることを明らかに
した（図１）。
生物界最速のミオシンを有する藻類シャジクモ、および植物より
も低速のヒトミオシンを、モデル植物であるシロイズナズナに遺
伝子導入すると、シロイズナズナの成長速度、サイズがそれぞ
れ、高速・低速、大型・小型となり、ミオシンの操作により人為的
に制御できることがわかった（図２）。

• 話題となったポイント
発見から200年間、その役割が不明であった原形質流動は、植
物サイズ、成長速度を決める重要な因子であることを世界で初
めて明らかにした。
原形質流動速度の人為的制御を通じて、植物サイズ、成長速度
が制御できる可能性が高まった。

• 研究成果の展開
先端的低炭素化技術開発（ALCA）に採択され、「原形質流動の
人工制御」を目的とした研究が進展しており、研究成果は植物、
バイオエネルギー等の増産に寄与することが期待されている。

成果の概要

図２ ミオシン速度を人為的に高速化（中央）、低速化（右）
したシロイヌナズナの成長の様子

図１ オルガネラに結合したミオシンがアクチン上
を移動するメカニズム

オルガネラ

モータードメイン
（エンジン）

テイルドメイン
（オルガネラとの結合）

アクチンフィラメント

運動
（原形質流動）

＋端－端

ミオシン

5 cm

野生型 高速型 低速型

プログラム： さきがけ研究領域「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー
創成のための基盤技術の創出」
研究課題：「循環型エネルギーを利用した硫酸性温泉紅藻によるレアメタル回収システムの
開発」
研究者氏名・所属：蓑田歩・筑波大学生命環境系 助教
研究期間：2011-2014

• 研究目的
レアメタルは各種先端産業で必要とされる重要な戦略物質であ
るが、その多くは輸入に頼っており、リサイクルが重要課題であ
る。しかし、化学的処理法や、環境低負荷技術として期待されて
いる微生物による回収方法は、それぞれコスト、回収効率、回
収条件等の問題によりまだ実用化には至っていない。
本研究は藻類の選択的な蓄積能に着目し、硫酸性温泉に生息
する紅藻における金属回収機構を解明し、低コスト、低環境負
荷のレアメタルリサイクルシステムの開発を目指す。

• 研究成果
硫酸性温泉紅藻が、従来困難であった低濃度（0.5-25 ppm）の
レアアースを選択的に効率よく回収できることを明らかにした
（図１）。
紅藻による金属回収が、従来提案されていた微生物による金属
回収のような細胞表面ではなく、細胞内部に蓄積されていること
も明らかにした（図２）。

• 話題となったポイント
レアアースのリサイクルにおいて、安価で環境低負荷な技術で
ある微生物による回収技術を利用して、一般的な酸性廃液のよ
うなより過酷な酸性条件下でも、高効率に回収できる技術として
の可能性を示した。

• 研究成果の展開
金属がどのようなプロセスで細胞内に蓄積されるのか、そのメカ
ニズムの解明が進むと、さらなる蓄積能力の向上、蓄積条件の
最適化等につながり、高効率、低コスト、低環境負荷で回収する
新たな技術としての期待が一層高まる。

成果の概要

染色前 染色後

図２ 紅藻細胞内に蓄積された金属（アリザリンレッド溶液
で赤く染色された部分）

図１ 紅藻を用いて回収された金属類

紅藻細胞内
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プログラム： さきがけ「炎症の慢性化機構の解明と制御」
研究課題：「アルツハイマー病の病態悪性化と炎症反応の相互作用の解明」
研究氏名・所属：斉藤貴志・理化学研究所脳科学総合研究センター 副チームリーダー
研究期間：2012-2015

• 研究目的
アルツハイマー病のモデルマウスとして、アミロイド前駆体タン
パク質（APP）を過剰に発現させたトランスジェニックマウスが研
究ツールとして一般的に利用されてきたが、過剰発現したAPP
による記憶障害などの非生理的な効果が強く、また脳内のアミ
ロイドの蓄積もアルツハイマー病患者との類似性が乏しいため、
ヒトのアルツハイマー病のモデルとして適切だとは言えない面
があった。本研究では、より患者に近似したモデル動物の開発
を目指す。

• 研究成果
斉藤は、ノックインによる遺伝子組み換えを行うことで、 「第二
世代APPマウス」の作出に成功した（図1）。APPの発現量は野
生型と同等であるにも関わらず、アミロイド斑の形成は6ヶ月齢
から確認された（過剰発現マウスは12ヶ月齢から）。また、神経
炎症やシナプスの脱落が認められて、18ヶ月齢から記憶学習
能の低下も確認された。さらに、既存アルツハイマー病モデル
マウスに比べ患者により近いアミロイド斑を再現した（図2）。

• 話題となったポイントと研究成果の展開
今回、開発に成功したモデルマウスは、既存のモデルに替わる
世界標準となる可能性が高い。そして、未解明のアルツハイ
マー病の病態メカニズムを解明し、予防・治療のための創薬や
診断法の開発など、臨床応用に資する重要な研究ツールとし
て発展することが期待できる。

成果の概要

図1 次世代型アルツハイマー病モデルマウス作製のためのコンセプト

第二世代
APPマウス

図2 第二世代ＡＰＰマウスの脳のアミロイド斑
蓄積するAβ 種が患者と非常に類似している

プログラム： さきがけ研究領域「二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物
活用のための基盤技術の創出」
研究課題：「フルフラールを出発原料とする汎用高分子モノマーライブラリの構築」
研究者氏名・所属：橘熊野・群馬大学 理工学研究院 助教
研究期間：2013-2016

• 研究目的
二酸化炭素(CO2)排出の削減と化石資源への依存低減には、
バイオマス資源の利活用が不可欠である。飲料用ペットボトル
や繊維材料として大量に利用されているポリエチレンテレフタ
レート(PET)樹脂は化石資源である石油や天然ガスから生産さ
れており、その原料を食料問題と競合しない非食用バイオマス
資源へ転換することが特に望まれている。一方、工業的に生産
されているフルフラールという化合物は、木材や農業廃棄物を
原料とする理想的な未利用バイオマス資源である。そこで本研
究は、フルフラールからPETの原材料となるテレフタル酸の合成
を試み、持続的社会の実現を目指す。

• 研究成果
本研究者はこのフルフラールを用いて非常に簡便な合成プロ
セスでテレフタル酸を合成することに初めて成功した。

• 話題となったポイント
汎用高分子をバイオマスから生産することはCO2の資源化に有
効である。
本方法が実用化され、従来法から本法に切り替えられたとする
と、計算上、日本国内だけで年 間約９７万トンのCO2が固定化

されることになり、循環型社会の構築に大きく貢献できると期待
される。

• 研究成果の展開
本プロセスのさらなる効率化を図り、非食用バイオマス資源か
ら製造するテレフタル酸の低コスト化を達成し、世界中で利用さ
れているＰＥＴ樹脂の生産方法を新しいプロセスで置き換える。

成果の概要

図1. 化石資源からPET樹脂の合成

図2. バイオマスからPET樹脂までの合成ルート
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プログラム： ERATO「中内幹細胞制御」プロジェクト
研究総括氏名・所属：中内啓光・東京大学医科学研究所教授
研究期間：2007-2012

• 研究目的
多能性幹細胞から臓器を作り出すことは、再生医療の究極目標
の１つであるが、臓器を作るためには、その立体的な構造を生
体外で再現しなければならず、困難を極める。そこで、患者自身
の細胞から移植可能な立体構造を持つ臓器を作製することを目
指した。

研究成果
異種動物間胚盤胞補完法(図1)を介してラットの膵臓をマウス体
内に作り出そうと試みた。
その結果、膵臓を欠損しているＰｄｘ１ノックアウトマウス体内で
ラットｉＰＳ細胞由来の膵臓を作出することに成功した(図.2)。

• 話題となったポイント
臓器のような三次元的な構造を生体外で再現することは極めて
困難であるが、マウスの体内にラットの膵臓を作製することに成
功した。この成果は、将来、ヒトの臓器を動物体内で作製し、再
生医療に大きく貢献することが期待される。

• 研究成果の展開
ヒトの臓器がどのように形成されるのか、そのメカニズムを異種
動物の体内で解析することが可能になり、さらに大型動物の体
内でヒト臓器を再生するといった、全く新しい再生医療技術の開
発研究が推進されている。

成果の概要

膵臓欠損マウス
の胚盤胞

正常ラット
のiPS細胞

膵臓欠損マウス内に
ラットiPS細胞由来の

膵臓を作製

図 2. マウス体内でラットiPS細胞由来膵臓
点線枠内はラット由来の膵臓を指す

ラット由来膵臓細胞
明視野像 EGFP蛍光像

図 1. 異種動物間胚盤補完法
正常な多能性幹細胞を遺伝的に特定の臓器を欠損する動物の胚
盤胞に注入し、仮親の子宮に戻して欠損臓器を補完する

プログラム： ERATO「竹内バイオ融合」プロジェクト
研究総括氏名・所属：竹内昌治・東京大学生産技術研究所教授
研究期間：2010-2015

• 研究目的
環境に含まれる匂い物質を識別するセンサーの開発は、他の
感覚を受容するセンサーに比べ立ち遅れており、イヌの鼻に匹
敵するような高感度に検出できるセンサーの開発が望まれる。
本研究では、動物の匂いの感覚器を模した「匂い受容体」組織
を用いて、環境中の匂い物質を感知できるセンサーの開発を目
指す。

• 研究成果
昆虫由来の匂い受容体を発現させた細胞の微小な固まり（ス
フェロイド）を作製し、ハイドロゲルを張った微小容器の中に配置
した。このスフェロイドは、薄い水の層を通して拡散した気体状
の匂い物質に対して反応することを示した。

• 話題となったポイント
鼻のように空気中の揮発性有機化合物に応答する細胞塊の作
製に世界で初めて成功した。さらに、鼻水やリンパ液には、匂い
の検出に必要な成分を含んでいることを初めて発見した。

• 研究成果の展開
匂い受容体を利用したセンサーの開発により、イヌの鼻のような
多種類の匂いを同時に識別し、高感度に検出できるシステムの
実現が期待される。本研究はこれまでほとんど注目されていな
かった鼻粘液の役割の重要性を明らかにすると共に、感覚生理
学や公衆衛生の分野でも重要な知見を与えることが期待される。

成果の概要

図 本研究の概念図
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プログラム：さきがけ研究領域「情報環境と人」
研究課題：「大規模web情報とライフログによる実世界認識知能の構築」
研究者氏名・所属：原田達也 ・東京大学大学院情報理工学系研究科 教授

研究期間：2009-2012

• 研究目的
本研究の目的は，真に実世界で利用可能な視覚を中心としたマ
ルチモーダルデータを認識する知能の構築である．実世界を認
識する知能の構築には知識の獲得が必要不可欠であるが，こ
の知識構築のために大規模webデータとライフログの双方を活
用する．また，大規模データから概念構造やコンテキストを抽出
し，これらを用いることでセマンティックギャップを乗り越えた実
世界認識アルゴリズムを開発する．

• 研究成果
画像認識に適切な，効率的かつ豊かな表現力を持つ画像特徴
量の設計を行った．この知見を活かし，大規模データを用いた
画像認識システムを構築し（図１），国際的なコンペティションに
おいて，画像識別部門で2位，動物の種別を細かく分類する詳
細な画像識別部門で1位の成績を上げた．さらに，画像を認識し，
適切な文章を付与する文章自動生成システムを開発した（図２）．

• 話題となったポイント
画像を中心とした実世界認識知能を目指して，大規模なデータ
から効率的に学習することで，高性能な画像認識アルゴリズム
を構築した．最終的に構築された画像認識システムは，従来型
の枠組みにおいて世界最高レベルである．また，主語，述語，
目的語などの明示的な情報を用いずに画像と文章のペアのみ
から学習し，入力画像に対して適切な文章を自動的に生成する
システムは，世界に先駆けた研究である．

• 研究成果の展開
この実世界認識知能の構築により，情報学のみならず人の認
知プロセスの解明や，超高齢化社会で活躍するロボットの知能
としても将来的に活用を目指す．

成果の概要

図２ 画像から自動的に生成された文章の例

図１ 画像の識別結果の例

A brown horse
standing in a
lush green field.

A jet flies high in
the blue sky.

A silver car
parked in a
residential street.

A man stands in
front of a train.

A sheep with
a tree in the
foreground.

A city bus
driving past
a building.

meerkat

1. meerkat

2. snow leopard

3. Komodo dragon

4. raccoon

5. common iguana

pumpkin seed

1. pumpkin seed

2. french fries

3. Dungeness crab

4. cashew nut

5. jigsaw puzzle

headscarf

1. headscarf

2. seat belt

3. gasmask

4. euphonium

5. oxygen mask

boathouse

1. boathouse

2. bridge

3. castle

4. steam locomotive

5. lakeshore

bobsled

1. bobsled

2. moped

3. jinrikisha

4. unicycle

5. scooter

mountain bike

1. mountain bike

2. unicycle

3. Great Dane

4. plow

5. military uniform

Pekinese

1. Pekinese

2. golden retriever

3. corgi

4. Chihuahua

5. Siamese cat

berbell

1. berbell

2. crutch

3. vacuum

4. guillotine

5. banjo

プログラム： CREST研究領域「ポストペタスケール高性能計算に資するシステムソフトウェア技術
の創出」

研究課題：「ポストペタスケールシステムにおける超大規模グラフ最適化基盤」
研究代表者氏名・所属：藤澤克樹・九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 教授
研究期間：2011-2016

• 研究目的
スパコンの応用として、大規模災害等での避難誘導計画の立案、
社会公共政策や企業経営等に有用なソーシャル・ネットワーク
の大規模データを活用すること等が想定されており、大規模な
グラフ解析やデータ処理に注目が集まっている。しかしながら、
計算量やデータ量の規模がきわめて大きく、従来の手法では相
当の処理コスト・時間がかかることが課題となっている。本研究
では、ハイパフォーマンスコンピューティング分野の技術を用い
て、効率的な超大規模グラフ処理の実現を目指す。

• 研究成果
本研究で開発しスパコン京（図1）に搭載されたグラフ解析用ア
ルゴリズムが、2014年および2015年に国際的に最も有名
で大きなベンチマークコンテスト「Graph500」で世界第１位の評
価を獲得した（図2）。これは超高速並列計算に適する拡張の
高い2次元分割手法を取り入れた本アルゴリズムが高く評価
されたことを示すものである。

• 話題となったポイント
実社会や科学分野の複雑な現象を数学的に表すとき、多数の
頂点を繋いだネットワーク構造「グラフ」が頻繁に現れるので、
グラフ解析が今後ますます重要になる。例えば、交通網、企業
間の金融取引あるいは、脳神経ネットワークなどがその例で
あり、その規模がきわめて莫大で今までは完全に解析できな
かったが、本アルゴリズムで解けるようなった。

• 研究成果の展開
様々な複雑な現象をグラフは表現することができるので、効率
的に解析する大規模なグラフアルゴリズムを研究開発すること
で、「安心・安全な社会基盤構築および科学技術の発展に貢献
する。

成果の概要

図１ 理化学研究所のスーパーコンピュータ『京（けい）』

図２ Graph500の順位表（2014年）
京は2014年および2015年に第1位を獲得
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プログラム： CREST研究領域「科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ
利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化」
研究課題：「「ビッグデータ同化」の技術革新の創出によるゲリラ豪雨予測の実証
研究代表者氏名・所属：三好建正・理化学研究所計算科学研究機構 チームリーダー
研究期間：2013-2018

・研究目的
気象庁では天気予報のために、衛星や陸上のレーダー網、さま
ざまな気象観測機器から届く膨大なデータを活用すると同時に
高性能なスパコンを導入しているが、まだ予報できない事象は
多い。ゲリラ豪雨は、積乱雲が急激に成長して局所的に大量の
雨を降らせ、わずか10分で河川敷を水没させる恐れもある現象
だが、正確な地域や時間帯を予測することは現時点の技術では
困難なため、ビッグデータ同化手法によりゲリラ豪雨による災害
を減らすことを目指す。

• 研究成果
高精細なシミュレーションと高精細な観測データを橋渡しするス
パーコンピュータ京（図1） を用いた「ビッグデータ同化（計算機
予測と観測データの比較による予測修正）方法」による模擬計
算実験を行った結果、過去のデータにおいて再現性（信憑性）の
高さを実証できた。さらにシミュレーションの確度を上げるため、
「アンサンブル予測」という手法を取り入れ、観測されたデータの
誤差を加味しながら、同時に100通りのシミュレーションを行い、
30秒毎に得られる気象観測データをもとに30分後の天気の変化
を予測する計算方法も確立できた（図2）。

• 話題となったポイント
ゲリラ豪雨をタイムリーに予測するための画期的な気象予測が
現実的なものとなっている。ただしこの予測をなしえるには、
2012年に日本で初めて稼働した「フェーズドアレイ気象レー
ダー」と、2015年7月より運用開始した新型静止気象衛星「ひま
わり8号」、そして日本最速のスパコンである「京」（図2）の組み合
わせが重要である。

• 研究成果の展開
現在進行中の実験検証を通じて、手法の精度をさらに高度化し
てリアルタイム予測の実証実験へと展開し、将来（5年後に）は、
豪雨が発生する30分前に予報する画期的なシステムを構築した
い。

成果の概要

図１ 豪雨予測計算に用いたスーパーコンピュータ『京（けい）』

図２ ゲリラ豪雨を高精度で予測できる計算方法
（挿入は気象レーダーによるゲリラ豪雨の降水量分例）

 


