


さきがけとは
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）

我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、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、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションの源泉となる、新たな科学知識に基づく創造的な革
新的技術のシーズ（新技術シーズ）を世界に先駆けて創出することを目的としています。そのために、研究総括が定めた
研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ若手研究者が、研究領域内および研究領域間で異分野の研究者ネットワークを
形成しながら、若手ならではのチャレンジングな個人型研究を推進します。

研究期間
3.5年以内

研究費
総額3,000万～4,000万円程度（研究補助者の人件費含む）／課題

参加形態
兼任や専任等の形態で参加頂き、研究期間を通してJSTに所属していた
だきます。
①兼任として想定される方
　・大学に籍を持つ方
　・国立研究開発法人研究機関に籍を持つ方
　・国公立試験研究機関に籍を持つ方
　・財団法人研究機関に籍を持つ方
②専任として想定される方 ・ポストドクトラルフェロー
　・現在の所属機関を退職される方

研究実施場所
原則として、既存の施設を活用していただきます。研究契約を締結す

ることにより、所属機関において研究することが可能です。

研究契約
JSTは、個人研究者が研究を実施する研究機関と委託、共同等の研究

契約を締結します。

知的財産権
委託研究契約に基づいた研究により生じた知的財産権は、原則として、

研究機関に帰属します。

研究成果の発表および評価
研究期間中、国内外にて積極的に研究成果の発表を行っていただきま

す。研究期間終了時には、一般公開である研究報告会において、研究成
果の報告を行っていただきます。また、研究終了時には事後評価を行い、
研究終了後追跡評価を行います。　　

なお、これらの研究成果および評価は一般公開し、社会還元を図ります。

さきがけは、若手研究者の柔軟な発想力から生まれる新興・融合分野へのチャレンジや、若手研究者の研究者としての成
長に期待しながら、戦略目標の達成を目指すプログラムであり、そのために、以下のような特徴を持っています。

趣旨

概要

特徴

● 研究総括は自らが設計した研究領域運営方針の下に研究提案を募り、1 領域あたり 30 ～ 40 件程度の研究課題を採択
します。科学技術分野やサイエンス－科学技術イノベーションのバランスを見ながら、多様な研究者を採択してポー
トフォリオを組み立てていくことで、研究領域内および研究領域間で、多様な視点を持った研究者ネットワークを形
成します。そのために、公募は数度に分けて行っており、採択方針は都度公募要領にて明記しています。

● 若手研究者が個人で独立した研究を行う規模として、1 研究課題あたり総額 4 千万円程度の研究費を支援しています。
さらに、若手研究者の自立やそのための研究環境整備の支援も行います。

● 若手研究者が研究成果を出すことのみならず、研究者として成長することを期待します。そのために、さきがけでは
年に 1、2 回開催する領域会議やさきがけ研究者の研究室を訪問するサイトビジット等を通じて、研究総括・領域ア
ドバイザーが助言・指導を行います。さらに、必要に応じて、海外研究者交流や社会の中の科学という観点から自ら
の研究を振り返る機会を与えるといった、様々な研究推進サポートメニューを提供しています。

● 研究総括は、成果を最大化するために、さきがけ研究者に対し進捗に応じて研究の変更・加速・中止を指示する等、
柔軟なマネジメントを行います。研究領域運営を支える領域アドバイザーを 10 名程度配置し、科学技術面のアドバ
イスや評価を行う有識者はもちろんのこと、出口を見据えた研究を支えるために、必要に応じて産業界の有識者や弁
護士等の法的観点からのアドバイスを可能とする有識者も加えています。

研究提案の方法の詳細については、募集専用ホームページに掲載します。
募集専用 HP へのご案内、募集時期、募集の概要については、
JST ホームページ（https://www.jst.go.jp/）、新聞発表、メールマガジンにて
お知らせします。

さきがけホームページ
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
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さきがけ領域一覧 PRECURSORY RESEARCH
FOR EMBRYONIC SCIENCE

AND TECHNOLOGY

研究進行領域　31領域845課題

略称 研究領域名 研究総括（※1 研究領域統括）  ・  副研究総括（※2 研究総括） 発足年度 課題数 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

調和物質変換 地球環境と調和しうる物質変換の
基盤科学の創成 山中　一郎　（東京工業大学 物質理工学院  教授） 2022年 10

複雑流動 複雑な流動・輸送現象の
解明・予測・制御に向けた新しい流体科学 後藤　晋　（大阪大学 大学院基礎工学研究科  教授） 2021年 21

反応制御 電子やイオン等の能動的制御と反応 関根　泰　（早稲田大学 理工学術院  教授） 2018年 31

加齢変容 加齢による生体変容の基盤的な理解 望月　直樹　（国立循環器病研究センター  理事・研究所長）※1

三浦　正幸　（東京大学 大学院薬学系研究科  教授）※2 2022年 11

パンデミック
社会基盤

パンデミックに対してレジリエントな
社会・技術基盤の構築 押谷　仁　（東北大学 大学院医学系研究科  教授） 2021年 21

多感覚システム 生体多感覚システム 永井　良三　（自治医科大学  学長）※1

神崎　亮平　（東京大学 先端科学技術研究センター  教授）※2 2021年 20

植物分子 植物分子の機能と制御 西谷　和彦　（神奈川大学 理学部  教授） 2020年 30

高次構造体 細胞の動的高次構造体 野地　博行　（東京大学 大学院工学系研究科  教授） 2020年 45

多細胞 多細胞システムにおける
細胞間相互作用とそのダイナミクス 高橋　淑子　（京都大学 大学院理学研究科  教授） 2019年 38

ゲノム合成 ゲノムスケールのDNA設計・合成による
細胞制御技術の創出 塩見　春彦　（慶應義塾大学 医学部  教授） 2018年 31

量子生体 量子技術を適用した生命科学基盤の創出 瀬藤　光利　（国際マスイメージングセンター  センター長） 2017年 36

微粒子 生体における微粒子の機能と制御 中野　明彦　（理化学研究所 光量子工学研究センター  副センター長） 2017年 33

光操作 生命機能メカニズム解明のための
光操作技術

七田　芳則
（立命館大学 総合科学技術研究機構  客員教授／京都大学  名誉教授）

2016年 36

量子協奏 物質と情報の量子協奏 小林　研介　（東京大学 大学院理学系研究科  教授） 2022年 12

サステイナブル
材料

持続可能な材料設計に向けた
確実な結合とやさしい分解 岩田　忠久　（東京大学 大学院農学生命科学研究科  教授） 2021年 19

未来材料 物質探索空間の拡大による
未来材料の創製 陰山　洋　（京都大学 大学院工学研究科  教授） 2021年 20

自在配列 原子・分子の自在配列と特性・機能 西原　寛　（東京理科大学 研究推進機構総合研究院  教授） 2020年 43

情報担体 情報担体とその集積のための
材料・デバイス・システム 若林　整　（東京工業大学 工学院  教授） 2020年 30

革新光 革新的光科学技術を駆使した
最先端科学の創出 田中　耕一郎　（京都大学 大学院理学研究科  教授） 2019年 32

ナノ力学 力学機能のナノエンジニアリング 北村　隆行　（京都大学  理事・副学長） 2019年 31

量子情報処理 革新的な量子情報処理技術基盤の創出 富田　章久　（北海道大学 大学院情報科学研究院  教授） 2019年 30

トポロジー トポロジカル材料科学と革新的機能創出 村上　修一　（東京工業大学 理学院  教授） 2018年 32

熱制御 熱輸送のスペクトル学的理解と
機能的制御 花村　克悟　（東京工業大学 工学院  教授） 2017年 26

量子機能 量子の状態制御と機能化 伊藤　公平　（慶應義塾大学 理工学部  教授・塾長） 2016年 28

社会変革基盤 文理融合による人と社会の
変革基盤技術の共創 栗原　聡　（慶應義塾大学 理工学部管理工学科  教授） 2022年 10

ICT基盤強化 社会変革に向けたICT基盤強化 東野　輝夫　（京都橘大学  副学長） 2021年 20

信頼されるAI 信頼されるAIの基盤技術 有村　博紀　（北海道大学 大学院情報科学研究院  教授） 2020年 30

数理構造活用 数学と情報科学で解き明かす
多様な対象の数理構造と活用 坂上　貴之　（京都大学 大学院理学研究科  教授） 2019年 31

IoT IoTが拓く未来 徳田　英幸　（情報通信研究機構  理事長） 2019年 28

革新的
コンピューティング 革新的コンピューティング技術の開拓 井上　弘士　（九州大学 大学院システム情報科学研究院  教授） 2018年 30

人と
インタラクション 人とインタラクションの未来 暦本　純一

（東京大学 大学院情報学環  教授／（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所  副所長）
2017年 30

※2022年12月時点の情報です。
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地球環境と調和しうる物質変換の基盤科学の創成
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/bunya2022-3.html

戦略目標

「総合知」で切り拓く物質変換システムによる資源化技術

研究総括

東京工業大学 物質理工学院 教授

本研究領域では、人間社会が地球環境と調和するために不可欠な物質循環に関わる元素からなる安定
な分子から、エネルギー消費と廃棄物排出を極力抑制しながら、目的である有価値物質を高い選択性で変
換できる物質変換の研究開発とこれに関わる基礎科学の創出を目指します。
具体的には、地球表面に豊富に存在し、人をはじめとする生物や食物を構成している元素、あるいは人
間社会で利用されている元素の中で物質循環が重要とされている元素およびその化合物（主に炭素、窒
素、酸素、水素、リン、硫黄、ケイ素などとその化合物）を対象とした物質変換に関わる基礎的な研究開
発を行います。これは、既に開発された資源化に関わる物質変換法の要素技術と比較して、エネルギー利
用効率や目的生成物への選択性の著しい改善が期待される基盤技術の創成を意味します。即ち、不可能
と考えられていた反応を可能とする革新的触媒作用を示す触媒材料や電極材料の研究開発、高速かつ選
択的イオン伝導性を示す固体電解質材料の研究開発、電気・光などを利用した高度なエネルギー制御や電
子移動制御を伴う反応プロセスの研究開発を目指します。また、これらの研究における反応機構の解析
的・理論的な解明に不可欠なオペランド計測・オンデマンド計測など先鋭的な分析法の研究開発や第一原
理計算・熱流体工学シミュレーション・機械学習などの理論計算の研究開発も推進し、社会実装に発展し
うる物質変換の基盤科学の創成を目指します。さらに、これらの研究の思想・課題・成果を対象として、グ
リーンケミストリー・経済学・社会科学などの観点から持続可能な社会の実現に資する物質変換の指標を
示します。

領域アドバイザー

石原 達己 九州大学 カーボンニュートラルエネルギー国際研究所 教授

小倉 賢 東京大学 生産技術研究所 教授

事業構想大学院大学 准教授重藤 さわ子
杉山 正和 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

武脇 隆彦 三菱ケミカル（株） Science & Innovation
Center フェロー

寺村 謙太郎 京都大学 大学院工学研究科 教授

中山 哲 東京大学 大学院工学系研究科 教授

深谷 訓久 産業技術総合研究所 触媒化学融合研究セン
ター 研究チーム長

松岡 孝司 ENEOS（株） 中央技術研究所 水素キャリ
アグループマネージャー

依光 英樹 京都大学 大学院理学研究科 教授

山中 一郎

研究領域概要
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段階的に機能集積する金属ナノ触媒
の階層設計により、均一系触媒とは
異なる固体触媒特有の触媒特性を利
用し、従来有機合成を脱却する環境
調和型未踏反応を開発します。特
に、「脱離基・保護基・量論試薬に依拠しない高
選択的精密有機分子変換」「新たな活性点構造に
よる従来触媒では未踏の分子変換・選択性」を
達成し、地球環境と調和する有機合成の確立や、
固体触媒による新規有機反応開発に関する新た
な学理の構築を行います。

谷田部 孝文 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

金属ナノ触媒の階層設計による従来
有機合成を脱却する未踏反応開発

カーボンニュートラルの実現に向
け、持続可能な航空燃料の成分であ
る長鎖アルカンの効率的な合成法の
開発が求められています。本研究で
は、ドナー・アクセプター分子の自
己組織化を基軸とした可視光駆動型脱水素触媒
系を開発し、温和な条件で進行する触媒的アル
カンメタセシス反応の実現を目指します。これ
により合成燃料の主成分である低級アルカンを
原料に希少価値の高い航空燃料を高効率で供給
する方法を確立します。

三ツ沼 治信 東京大学 大学院薬学系研究科 特任助教
同上

光エネルギーを利用した温和な条件で進
行するアルカンメタセシス反応の開発

未利用熱融通による資源循環を事例
に研究のスケールを①nm～mm：マ
テリアル、②mm～m：コンポーネ
ント、③m～km：システムで切り分
け、技術情報をシステム評価に反映
させるフォアキャストと、ライフサイクル思考
で各技術開発項目の設計にフィードバックする
バックキャストを繰り返すことで新興技術の社
会実装を加速させる「先制的LC（ライフサイク
ル）設計評価手法」を実証し、その方法論を確
立する。

藤井 祥万 東京大学 未来ビジョン研究センター 特任助教
同上

nm～kmのシームレスな接続による先
制的LC設計評価手法の開発

リンは、あらゆる生物にとって欠く
ことのできない元素です。一方その
原料であるリン鉱石は、我が国では
産出せず、かつ枯渇性資源でもある
ことから、最も重要な戦略物質のひ
とつでもあります。本研究では、未利用リン資
源として下水などに含まれている安定なリン酸
態リンに着目し、これをリン酸エステルなど高
付加価値なリン化成品へとアップサイクルする
触媒的物質変換を実現し、リン資源循環利用技
術の社会実装を目指します。

永縄 友規 産業技術総合研究所 材料・化学領域触媒化学融合研究センター 主任研究員
同上

リン酸態リンのアップサイクル物質
変換

金属酸化物、硫化物、窒化物などで
構成されるナノ材料は、固体触媒と
して広く利用され、持続可能な社会
の実現のための物質変換に利用され
得る重要な物質群です。革新的な固
体触媒を合理的に設計するために、表面構造を
知るための原子レベルでの高度な解析法が求め
られています。本研究では、これらの表面を選
択的に解析できる固体DNP-NMRの基盤技術開発
を推進するとともに、新たな測定法の創出を目
指します。

永島 裕樹 産業技術総合研究所 材料・化学領域触媒化学融合研究センター 主任研究員
産業技術総合研究所 材料・化学領域触媒化学融合研究センター 研究員

固体触媒を対象とした固体 DNP-
NMR 表面構造解析の基盤技術開発

CO2ナノバブルをエタノールに高効
率還元可能な金属-カーボン複合電
極触媒を開発します。具体的には、
共スパッタ法によりカーボンペーパ
ー上に金属ナノ粒子埋め込みカーボ
ン薄膜を成膜して電極触媒化し、さらにプラズ
マ処理によりカーボン表面を改質し、ナノバブ
ル還元に適した表面状態とします。以上により、
ファラデー効率90%以上、1 A/cm2以上の大電流で
CO2をエタノールに高速還元する電極触媒を実現
します。

芝 駿介 愛媛大学 大学院理工学研究科 助教
同上

CO2ナノバブル還元による高効率エ
タノール合成

本研究では、ナノメートルスケール
における電気化学反応とラマン分光
計測を同時に計測可能な新規オペラ
ンド顕微鏡の開発を行います。本顕
微鏡の開発を通して、二次電池や触
媒などのイオンが介在する多様な電気化学反応
と微小構造領域における分光特性を定量的に可
視化・解析評価します。これを活用することで
材料の物質変換機構の解明や機能性創発の要因
の特定を目指します。

熊谷 明哉 東北大学 材料科学高等研究所 准教授（ディスティングイッシュトリサーチャー）
同上

ナノ電気化学-ラマン分光の同時計測
オペランド顕微鏡の開発

プロトンのみ選択的に伝導する電解
質膜を作製し、高活性触媒を利用で
きてかつ選択性の高いアンモニア電
解合成手法を開発する。かつ経済性
を評価をし開発側へフィードバック
を繰り返すことで、経済的にも実現可能な合成
手法の確立を目指す。

小川 敬也 京都大学 大学院エネルギー科学研究科 准教授
京都大学 大学院エネルギー科学研究科 特定助教 卓越研究員 白眉研究員

選択的H+伝導膜に基づくNH3電解合
成の手法確立と経済性検証

GHG排出実質ゼロ達成・化石燃料に
頼らない循環型社会構築のため、廃
棄物やバイオマスを原料化する前処
理(選別)、化学変換プロセスの研究
開発が活発化しています。本研究で
はプラスチックリサイクルを題材に、開発技術
の選択と集中、状況に応じた有効な組み合わせ
の発見、研究開発の加速への寄与を目指し、炭
素完全循環達成にむけた廃プラスチックリサイ
クル技術の選別ーリサイクル一貫炭素循環性能
評価基盤を構築します。

大野 肇 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

炭素循環構築に資する選別-リサイクル
一貫技術評価・開発指針提示基盤の開発

酸化反応は、ステップエコノミーに
優れた官能基化法であるが、その一
方で、酸化剤に由来する廃棄物が課
題である。本研究では、地球上で最
もカーボンニュートラルな酸化剤で
ある分子状酸素を直接活性化する新たな触媒を
創生し、望みの位置、望みの立体化学、および
望みの官能基を導入できる実用的ゼロエミッシ
ョン酸化法の開発を進める。

内田 竜也 九州大学 基幹教育院 准教授
同上

ゼロエミッション酸化反応の開発

●
●
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複雑な流動・輸送現象の解明・予測・制御に向けた新しい流体科学
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2021-2.html

戦略目標

複雑な輸送・移動現象の統合的理解と予測・制御の高度化

研究総括

大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

本研究領域では、近年その発展が目覚ましい、流れの数値シミュレーションのための環境や手法、流れ
の計測技術、そして、これらにより得られた膨大なデータを解析する応用数学的手法を駆使し、これまで困
難であった複雑な流動・輸送現象の抜本的な解明や、より正確な予測および高度な制御法の確立に向け
た、新しい流体科学の基盤を構築することを目的とします。
具体的には、乱流による運動量・熱・物質輸送、燃焼などの化学反応を伴う流れ、環境流体の諸現
象、生体内の流れと輸送現象、種々の複雑流体の輸送・移動現象、電磁場を伴う流れにおける輸送現
象など、あらゆる流動およびそれによる輸送現象を研究対象とします。これらの現象に対して、伝統的な流
体力学の解析手法はもちろん、応用数学解析、データ科学、数値シミュレーション、新しい実験・計測手
法などを適用し、それぞれの研究を深化させつつ得られた知見を相互に活用することで、複雑な流動・輸送
現象の解明の糸口を見出すとともに、各分野の強みを活かした新しい分野の開拓に貢献します。
複雑な流動と輸送をキーワードとし、広い意味での流体力学が関わる種々の分野を俯瞰する視点を導入

し、若手研究者どうしの積極的な分野横断交流を推進します。

領域アドバイザー

河合 宗司 東北大学 大学院工学研究科 教授

河原 吉伸 大阪大学 大学院情報科学研究科／九州大学
マス・フォア・インダストリ研究所 教授
京都大学 大学院理学研究科 教授坂上 貴之

只熊 憲治 トヨタ自動車（株） 先進プロジェクト推進部 室長

店橋 護 東京工業大学 工学院 教授

長田 孝二 名古屋大学 大学院工学研究科 教授

服部 裕司 東北大学 流体科学研究所 教授

深潟 康二 慶應義塾大学 理工学部 教授

松林 伸幸 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

渡邉 智彦 名古屋大学 大学院理学研究科 教授

後藤 晋

研究領域概要
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スラリー乾燥による構造形成は燃料
電池や二次電池の多孔質電極をはじ
めとした種々のものづくりに利用さ
れる基幹技術ですが、従来の作製技
術開発は経験に依存しており、科学
的な理解が求められています。本研究では、ス
ラリー乾燥過程の流動と誘電緩和挙動の同時計
測手法を確立し、分子スケールから材料と流動
の関係を明らかにします。そして、燃料電池電
極を事例とした材料と流動の協創による構造形
成メカニズムの解明を行います。

鈴木 崇弘 大阪大学 大学院工学研究科 講師
同上

材料と流動・輸送現象の協創ものづ
くりの原理解明

構成要素がミクロ・メソ・マクロの
時空間的な階層性を持つ非ニュート
ン（複雑）流体は、非一様／非平衡
流動が容易に顕在化します。本研究
ではまず、ミクロ・メソスケールを
接続したモデル「擬似実験系」を構築します。
次に、（擬似）実験結果を学習用データとし、デ
ータ科学的手法により、流体科学の根幹である
構成則モデルを導くことを目指します。このプ
ロセスを通して、非一様／非平衡流動予測に有
効な方法の構築に挑戦します。

佐藤 健 京都大学 化学研究所 助教
同上

非ニュートン／非一様／非平衡系の
新しい流体科学

複雑な流動現象の本質的理解と予
測・制御を支える基盤技術の構築に
向けて、流体応力場を非接触・高時
空間分解能で定量する新たなイメー
ジング技術を提案します。力に応答
する蛍光高分子を流体応力プローブとして応用
し、流体内や壁面の応力場を可視化します。流
体力学、光工学、高分子化学、レオロジーの知
見を統合し、信号解析にデータ科学の手法を取
り入れながら可視化手法を確立して、将来的に
多様な分野への展開を目指します。

栗山 怜子 京都大学 大学院工学研究科 助教
同上

流体応力場イメージングによる流体
科学の基盤構築

本研究の目的は、核の個性や自由度
が主導的役割を果たす複雑なマクロ
流動の原理を解明し予測するため量
子回転流体方程式を確立し、ナノ空
間を活用したパラ水素－オルソ水素
流体の流動分離制御方法を提案することで、水
素エネルギー社会の実現に資することです。本
研究を通して、これまでマクロ流動予測や制御
が困難であった量子回転流体における特殊性と
普遍性を統合的に理解し、核が主役となる流体
科学体系の基盤を構築します。

金 賢得 京都大学 大学院理学研究科 助教
同上

量子回転流体科学の創生と多孔性ナ
ノ空間による流動制御

本研究では、水素燃焼等に代表され
るクリーン燃焼技術の確立と実用化
のための高精度数値熱流体解析の実
現に必要な、大規模データに基づ
く、実用性をも考慮した高精度デー
タ指向型物理モデルの開発を目的とします。ま
た、データ指向型モデルの従来モデル同様の再
最適化のための、熱流体解析エンジニア自身が
モデル学習実施可能な機械学習プラットフォー
ムの開発を実施し、高精度なデータ指向型モデ
ルの持続的な普及に貢献します。

源 勇気 東京工業大学 工学院 テニュアトラック助教
同上

データ指向型アプローチによるクリ
ーン燃焼技術の確立

細胞収縮力はミオシン・キネシンと
いったモータータンパク質の役割に
起因しますが、細胞グローバルスケ
ールで生じる流動現象はモーターの
活動に起因する流体構造連成問題と
も捉えることができます。モータータンパク質
のローカルの拡散動態がどのように収縮力と関
連しているか、引いては細胞グローバルスケー
ルの流動を生み出すのか、広い時空間の階層を
跨る力学現象の一端の解明を本研究課題では目
指します。

松永 大樹 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授
大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教

実験と数理の融合による細胞内流体
構造連成の解明

複雑な流動・輸送現象の数値解析に
は時間がかかることが多く、機械学
習による代替が期待されています。
本研究では、柔軟な機械学習モデル
であるグラフニューラルネットワー
クと流動・輸送現象に適した数値解析手法であ
る不連続ガラーキン法と組み合わせることで、
物理現象の要請である座標変換に対する同変性
と流動・輸送現象において重要な保存則を満た
し、高精度かつ高速に予測ができる機械学習・
数値解析手法を開発します。

堀江 正信 （株）科学計算総合研究所 基盤研究部 部長
同上

機械学習と数値解析を融合した流動
モデリング

バクテリア系を題材とし、３次元ア
クティブ乱流の時空間構造を高速共
焦点顕微鏡で直接観察します。統計
則を実験的に解明するとともに、ア
クティブ流体のマクロな境界条件ま
でミクロから包括的に理解する統計力学的な方
法論を構築します。履歴依存する負粘性を活用
したデバイスの創出へ向け、微小流路内にアク
ティブ乱流を流したときの粘性応答と集団運動
を同時観察し、平均流下でのアクティブ乱流の
挙動の解明にも挑みます。

西口 大貴 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

アクティブ乱流の３次元構造と制御
方法の開拓

乱流物理に数理・情報科学的手法を
組み込んだ数理融合アプローチによ
って、幾何学的自由度を持つ外場や
構造のなかに置かれた乱流場から自
発形成する秩序的流れ場や渦構造、
そして、それらに付随するエネルギー・物質輸
送などの機能を自在に活性化するための理論・
計算的手法の構築とメカニズムの解明を目指し
ます。プラズマ乱流における渦・流れ・磁場の
非線形相互作用の問題を通して、新たな学際的
展開を開拓します。

仲田 資季 自然科学研究機構 核融合科学研究所 准教授
同上

数理融合で拓く乱流場中の自発的秩
序構造形成の活性化と輸送制御

本研究は、混相・複雑流体の諸現象
を理解・制御するためのレオロジー
物性評価基盤技術確立を目指しま
す。複雑流体の過渡的レオロジー物
性評価が可能な、超音波スピニング
レオメトリの技術を発展・応用し、流れの遷移
問題の混相流体への拡張を行います。またレオ
ロジー物性が関わる流体力学、材料科学、化学
工学、医学の諸問題を通してUSRによる物性評価
プロトコルを確立し、「評価」から「予測・制御」
へレオロジーの理工学を転換させます。

田坂 裕司 北海道大学 大学院工学研究院 准教授
同上

混相／複雑流体のレオロジー物性計
測を基軸とした流体科学の創成

流体応力場を出発点とした新しい流
体科学の創出を目指し、流体応力場
の新しい計測システムを提案しま
す。これにより複雑な流動・輸送現
象の抜本的な解明と制御への道筋を
つけ、他分野との新たな融合基盤を構築します。
具体的な対象として、動脈瘤の現象を取り上げ
ます。本研究期間内には、独自の光弾性応力計
測システムの自動化と理論・数値計算を援用し
た機械学習により、応力計測の非線形性の克服
を目指します。

田川 義之 東京農工大学 大学院工学研究院 教授
同上

“力”を既知とする新しい流体科学

実験・数値流体力学から得られる複
雑な流れ場の大規模データを基礎と
して、流動現象の本質を幾何学的な
観点から帰納的に理解することを目
指します。これまで具体的な条件の
解析に特化していた実験・数値流体力学に、抽
象化を得意とする現代数学、数理流体力学およ
びデータ駆動科学の知見を融合させることで、
複雑な流動現象の幾何学的な理解およびそれに
基づく流体の革新的な予測・制御技術を確立し
ます。

佐藤 慎太郎 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

アポステリオリ流体幾何学の創出

「間の分子流体力学」の創生の中心
となるEnskog-Vlasov方程式は未だ不
完全であるため，本提案ではEnskog
-Vlasov 方程式の多成分・多原子分
子への拡張を行い、この方程式に対
する高速計算手法の構築を目指します。また，
拡張した方程式から流体力学方程式系の導出を
試み、非平衡気液界面流れに対する力学の確立
を目指します。更に、本研究結果の有用性を確
認し、様々な分野へ本成果を展開します。

小林 一道 北海道大学 大学院工学研究院 准教授
同上

間の分子流体力学

近年の社会変容と科学技術の進展を
踏まえ、多孔質膜系、気泡・水滴系
の流体力学の計測実験に取り組むと
ともにモデルの理論解析を実施し、
マイクロ・ナノ界面系でのイオンの
関与する複雑流れの原理解明と予測理論を構築
します。また、界面でのイオンの効果を切り口
に、これらの系での未解決問題を解明し、関係
する有望な分析/産業/エネルギー技術のさらなる
理解と革新をするための知識基盤を整えます。

植松 祐輝 九州工業大学 大学院情報工学研究院 准教授
九州大学 大学院理学研究院 助教

マイクロ・ナノ界面系でのイオン流
体科学の創出

物質に高強度光を照射すると高エネ
ルギー密度プラズマが生成されま
す。大出力レーザーを使えば星内部
相当のエネルギー密度を実現でき、
ミクロな粒子加速やマクロな高温プ
ラズマ流動が同時進行する非平衡物理を探究で
きます。ミクロとマクロが絡み合う輸送現象の
理解は流体科学として重要です。本研究はプラ
ズマ中のミクロ過程の統計的モデル化と流体的
記述への展開に挑戦し、高エネルギー密度の流
動・輸送現象の解明を目指します。

岩田 夏弥 大阪大学 高等共創研究院 准教授
同上

非平衡高エネルギー密度プラズマに
おける流動・輸送現象の解明
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超音波照射時に発生する超音波化学
流体（ソノケモフルイド）現象を数
値モデル化します。具体的には化学
反応を伴う気液混相流現象を数値モ
デル化し、大規模数値計算を用いて
反応効率を求めます。その後構築した数理モデ
ルを利用して、超音波照射条件を変化させ、デ
ータ科学的手法を用いて化学反応効率の良い条
件を探索します。最終的に、その条件で実験を
行い、化学反応効率を評価します。

山本 卓也 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

ソノケモフルイディクス論による化
学流体場の予測

沸騰を世界最先端の計測・解析技術
により精密に分解して熱伝達メカニ
ズムを再構築する新しい熱流体科学
を実践し、新規熱輸送技術、数値計
算熱伝達予測技術、データ駆動型解
析による沸騰予知技術の創出に資する知見の獲
得を目指します。高効率・長距離熱輸送を実現
する沸騰現象の工業利用の広まりは、熱輸送に
必要な電力、材料量の大幅な低減、排熱再利用
の高効率化につながり、脱炭素社会の実現に寄
与します。

矢吹 智英 九州工業大学 大学院工学研究院 准教授
同上

沸騰現象の再構築による新しい熱流
体科学の創出

生体内において細胞は間質と呼ばれ
る生体組織に包まれており、間質内
の流動・輸送現象に対する細胞動態
が疾患の治療・予防の鍵になりま
す。本研究では、間質内の流動・輸
送現象をマイクロ流体デバイスと計測融合シミ
ュレーションにより再現し、細胞動態の変化の
メカニズムを解明します。そして、環境因子を
制御することで細胞動態の操作技術を探索し、
疾患特有の間質環境を標的とする新しい医療技
術の基盤を創成します。

船本 健一 東北大学 流体科学研究所 准教授
同上

間質環境の再現と制御による細胞動
態の操作技術の創成

分子スケールの影響が顕在化する分
子流体では熱は流れの駆動源になり
ますが、これらの流れは従来の流体
力学の枠組みだけでは説明できませ
ん。本研究では、熱誘起型分子流体
現象に対して、熱的実験条件の制御性が高い
Optothermal fluidicsの実験技術と分子流体力学理論
の双方向から理解することを目指します。これ
らの流れは、熱エネルギーと運動量の変換手法
や微小物質輸送／分離への応用が期待されます。

辻 徹郎 京都大学 大学院情報学研究科 准教授
同上

Optothermal fluidicsの分子流体科学への
展開

相転移を伴う流体現象は自然界にお
ける普遍的な現象であるにもかかわ
らず、理解が十分に進んでいませ
ん。本研究では、ナノレベルの熱物
質移動論を流体のスケールまで前進
させることで、相転移を伴う流体現象の解明を
目指します。そのために、物質分子の自己集合
構造を精密に記述する局所秩序変数を機械学習
により特定します。これを統計力学に用いて相
転移における自己集合過程を詳細に記述し、さ
らに最新の流体理論と接続します。

高橋 和義 産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター 主任研究員
同上

局所秩序変数に基づくナノ熱物質移
動論の前進

二流体界面での流動現象を基軸に、
化学熱力学を加味した新規な流体科
学の創出・流動現象のダイナミクス
の全容解明を目指します。流動実
験・シミュレーション・理論解析の
全方向から現象の理解を可能とし、他分野との
新たな融合基盤を構築します。具体的にはバイ
オテクノロジーやCO2地中貯留と石油増進回収の
同時達成への応用を指向します。特にCO2地中貯
留と石油増進回収での最適条件を算出するソフ
トウェアを開発します。

鈴木 龍汰 東京農工大学 大学院グローバルイノベーション研究院 特任助教
同上

化学熱力学を融合した界面流体力学
の創成

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
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電子やイオン等の能動的制御と反応
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah30-2.html

戦略目標

持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反応技術の創出

研究総括

早稲田大学 理工学術院 教授

本研究領域では、電気や光などを用いて電子やイオンの能動的な制御を狙い、革新的な化学反応技術
を創出することを目的とします。これによって、従来にない物質生産プロセスを実現させ、既存技術における
反応制御の難しさ、収率や選択性の低さ、高い反応温度、平衡制約などから脱却できる新たな化学反応の
体系を確立することを狙います。
具体的には、電気化学や光化学、非在来型プロセスなどを単独あるいは組み合わせることにより、電子

やイオンを能動的に制御し、これによって化学反応の選択性向上、平衡制約からの脱却といった次世代反
応場の開拓を狙います。高効率な物質合成に資する化学反応プロセスのみならず、反応プロセスを構築す
るための新規材料開発、例えば従来にない中温域で作動しうる新規イオン伝導材料の開発やこれら反応・
材料の新規評価方法の確立、そのために必要となる理論化学の援用によるモデル化と実験系へのフィード
バックなども研究対象に含めます。
化学（電気や光など）、反応プロセス（フローリアクターなど）、材料（電極材料、固体イオニクス材
料、触媒など）、計測、理論の融合からなる次世代反応プロセスの創出により、持続可能な社会の実現を
目指します。

領域アドバイザー

雨澤 浩史 東北大学 多元物質科学研究所 教授

五十嵐 達也 富士フイルムホールディングス（株） CTO室
統括マネージャー
ＥＮＥＯＳ（株） 先進技術研究所 所長佐藤 康司

佐藤 縁 産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門
総括研究主幹

里川 重夫 成蹊大学 理工学部 教授

杉本 渉 信州大学 先鋭材料研究所／繊維学部 卓越教授

堂坂 健児 本田技研工業（株） 日本本部地域事業企画
部地域環境戦略課 課長

中井 浩巳 早稲田大学 理工学術院 教授

中林 亮 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 審議役

濱川 聡 産業技術総合研究所 執行役員／材料・化学領域長

扉絵は電気や光などを用いて電子やイオンを能動的に制御して、革新的な化学反応技術がスパイラルに生成していく様子を
デザイン化したものです。基調色のグリーンは持続可能な社会の実現を目指していることを意味しています。

山下 弘巳 大阪大学 大学院工学研究科 教授

吉田 朋子 大阪公立大学 人工光合成研究センター
教授・副センター長
大阪公立大学 研究推進機構 特任教授柳 日馨

和田 雄二 東京工業大学 国際先駆研究機構 特任教授

関根 泰

研究領域概要
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本研究では、スピン禁制遷移を光に
より直接励起する技術を開発するこ
とで、従来の物質の光励起の制約か
ら脱却し、新たな光化学反応ルート
を提案します。光励起過程における
磁場の効果に着目し、誘電体ナノ構造のMie共鳴
に起因する磁場増強効果を利用して、一重項-三
重項間の直接的な光学遷移を実現します。材料、
構造形成、新規反応ルートに開拓に関する実験
的検討を行い、これまで不可能であった光化学
反応を実現します。

杉本 泰 神戸大学 大学院工学研究科 准教授
神戸大学 大学院工学研究科 助教

Mie共鳴による磁場増強を利用した光
化学反応プラットフォームの構築

本研究では、酸素欠損型モリブデン
酸化物の表面プラズモン共鳴と酸素
欠陥を利用することで化学的に安定
なCO2を活性化し、選択的にメタノ
ールへと変換可能なプラズモン触媒
技術の開発を行います。モリブデン酸化物結晶
中の電子密度・酸素欠陥密度を制御することで
CO2活性化に最適なプラズモン光反応場を構築
し、光エネルギーを効率的に化学エネルギーに
変換することで、CO2メタノール変換プロセスの
低温化を目指します。

桑原 泰隆 大阪大学 大学院工学研究科 准教授
大阪大学 大学院工学研究科 講師

酸素欠損型モリブデン酸化物のプラズモン光
反応場を利用した革新的CO2変換反応の開発

本研究では、金属元素を含まず、有
機化合物のみで構成される有機触媒
と光エネルギーを組み合わせること
により、電子を能動的に制御可能な
触媒システムを創製します。この触
媒システムを用いて、これまで実現困難であっ
た反応プロセスを開発し、入手容易な化学原料
から高付加価値の有機分子を合成します。

大宮 寛久 京都大学 化学研究所 教授
金沢大学 医薬保健研究域 教授

電子制御型有機触媒の創製

中温域で電気化学反応と触媒反応を
適切に融合することで、高効率で選
択的に化学反応を進めようという試
みが近年注目を集めています。本研
究は、イオンの多体運動の一つであ
る準格子間拡散に着目し、電解水素化還元反応
に資する中温域高速ヒドリドイオン伝導体の創
出を目指します。また、非干渉性中性子準弾性
散乱を用いてヒドリドイオンの拡散機構を明ら
かし、高速アニオン伝導体の多体ダイナミクス
という新たな学理を確立します。

飯村 壮史 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 主任研究員
東京工業大学 元素戦略研究センター 助教

準格子間拡散を利用した中温域高速ヒドリ
ドイオン伝導体の創製と拡散機構の解明

近赤外光により選択的に活性化され
る触媒を開発し、可視光材料をはじ
めとした高付加価値材料の新しい合
成法を開発します。近赤外光と強く
相互作用することが知られるアザポ
ルフィリンを利用し、置換基効果・中心元素の
調整により吸収波長・光励起状態を能動的に制
御できる設計指針を産み出し、600～1000 nmの光
で駆動する触媒の開発を目指します。

古山 渓行 金沢大学 理工研究域 准教授
同上

光触媒の能動的制御による近赤外光
合成プロセスの開発

化学反応の制御は分子設計を基盤と
して発展してきました。本研究で
は、共鳴する光子と分子のコヒーレ
ントな相互作用を用いて、分子の反
応性を変化させる方法を開発しま
す。これにより反応の進行や生成物の制御を実
現します。

平井 健二 北海道大学 電子科学研究所 准教授
同上

ラビ分裂による化学反応操作法の確
立

金属ナノ粒子の表面プラズモン共鳴
に誘起される光触媒は，それぞれ異
なる光吸収ピークをもち，その分布
が可視光全域に広がっていることか
ら注目されています．本研究では，
化学反応の高度な選択性を達成する手法として，
光照射波長および光触媒材料設計を駆使した電
子移動方向の能動的な制御を試みます．さらに，
電子移動の制御を行うことで，基質選択性や官
能基選択性を自由に変化させることを目指しま
す．

田中 淳皓 近畿大学 理工学部 講師
近畿大学 理工学部 助教

光照射波長によって電子移動・化学選択性が変化
するプラズモニック光触媒の創製と物質変換反応

電気化学計測やナノ計測に特化した
４種類のプローブ顕微鏡を駆使し
て、局所触媒活性の電気化学イメー
ジングと制御、イオン・ホール伝導
が関与する化学反応の理解、溶液中
でのイオン濃度プロファイルイメージング、局
所計測のための要素技術開発の4つのテーマをも
とに研究を進めていきます。

髙橋 康史 金沢大学 ナノ生命科学研究所 教授
金沢大学 新学術創成研究機構 准教授

ナノスケールの電気化学イメージン
グ技術の創成

本研究では、可視光や電気を利用し
て、貯蔵可能な化学エネルギーや有
用炭素資源の生産を実現するため
に、多電子・プロトン移動反応を自
在に制御することのできる革新的金
属酸化物クラスター触媒を創製します。反応に
合わせた活性点構造の設計に加えて、電子状態
やプロトン化状態の制御による酸化還元特性、
反応電子数、酸塩基性の設計により、新たな反
応性や選択性を示す触媒材料を開発し、高難度
酸化還元反応の実現を目指します。

鈴木 康介 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 講師

金属酸化物クラスターによる多電子
・プロトン移動触媒の創製

本研究では、活性化が困難な窒素分
子を、H－イオンの光励起作用を利
用することで活性化し、従来の固体
触媒では実現できなかった温和な条
件下でのアンモニア合成を行う新規
触媒プロセスの構築を目的としています。結晶
骨格中に高密度にH－イオンを含む材料と金属ナ
ノ粒子触媒と組み合わせた触媒を用い、従来高
温・高圧で行われてきたアンモニア合成プロセ
スの低温・低圧化を目指します。

北野 政明 東京工業大学 元素戦略研究センター 准教授
同上

ヒドリドイオンの光励起により駆動
するアンモニア合成触媒の開発

光エネルギーを直接燃料に変換できる、光触媒
反応が注目され、その高効率化が広く検討され
ています。本研究では量子ドットに特有の、量
子分割過程（多重励起子生成）を利用した光触
媒反応を開拓します。これにより、光電気化学
セルを用いて、高エネルギー光照射時の外部量子効率が100％を
超える超高効率反応を達成し、光エネルギー利用の限界に迫り
ます。申請者がこれまでに取り組んできた、環境適合性の高い
低毒性多元系量子ドット開発と、ナノ構造制御技術により、量
子ドット内にヘテロ接合界面を形成し、オージェ再結合するよ
りも早く、多励起子を電荷分離することでこれを達成します。

亀山 達矢 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
名古屋大学 大学院工学研究科 助教

量子分割によるヘテロ接合ナノ粒子
光触媒の超高効率化

金属ナノ構造に光照射することで励
起できる局在表面プラズモン（近接
場光）は、太陽光エネルギーを化学
反応のエネルギーに高効率に変換す
る手段として期待されています。本
研究は、プラズモニック触媒の実用化に向け、
高効率な反応経路を提供する触媒の設計指針の
獲得を目指します。分子と金属の間に触媒層を
導入することでプラズモン誘起化学反応の経路
を制御し、単分子レベルで反応素過程を解明、
能動的な反応制御を実現します。

数間 恵弥子 理化学研究所 開拓研究本部 研究員
同上

分子‐金属界面の構造制御に基づく
プラズモン誘起化学反応の制御

本研究では、外部電場により駆動す
るワイヤレス電極（バイポーラ電
極）の概念を発展させ、電解質使用
量の削減かつ電気量をモニター可能
な分割バイポーラ電極を用いた実用
的電解合成系を設計します。各種計測技術やシ
ミュレーションを駆使しながら、種々の電解反
応への応用を検討し、低環境負荷の有機電解合
成システムとして確立することを目標とします。

稲木 信介 東京工業大学 物質理工学院 准教授
同上

外部電場により駆動するワイヤレス
電解反応システムの構築

本研究では、単分子接合中の分子へ
の電界印加によって分子軌道が能動
的に変形することを見出したことを
端緒として①単分子の電界印加によ
る反応性の変化を明らかとし②ナノ
ギャップ電極や光誘起電子移動を用いてこれを
バルクスケールの反応へと適用する手法を開発
します。

アルブレヒト 建 九州大学 先導物質化学研究所 准教授
東京工業大学 科学技術創成研究院 助教

電界による能動的軌道変形を利用し
た化学反応技術の創出

省エネルギーと高い反応選択性を両
立した新しい化学品製造法の創出を
目的として、電解還元法による選択
的な酸素酸化プロセスを開発しま
す。水素ではなく水を電子源とし
て、酸素原子供与が可能な活性酸素種を能動的
に形成し、これまで難しかった炭化水素の酸素
酸化反応を制御します。電気化学と触媒化学の
アプローチに、反応場の分離と物質移動を制御
する化学工学的アプローチを融合させた革新的
な反応技術の構築を目指します。

天野 史章 北九州市立大学 国際環境工学部 准教授
同上

電解還元法による酸素酸化反応プロ
セスの構築

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
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フラックス中での粒子形成、構造や
組成を考慮した前駆体酸化物の利
用、低価数金属カチオンドーピング
等の手法により、サイト選択的助触
媒共担持の検討に適する結晶面の発
達した高結晶性の酸窒化物光触媒微粒子を調製
します。調製した光触媒を用いて、水素生成助
触媒と酸素生成助触媒をサイト選択的に共担持
する技術を開発し、電荷の輸送特性や反応性へ
の効果をモデル反応の解析により評価します。

久富 隆史 信州大学 先鋭領域融合研究群 准教授（特定雇用）
同上

電荷移動が制御された高効率可視光
応答型光触媒の開発

窒素固定化といった元来高温を必要
とする反応に対しては、高エネルギ
ー電子を用いる低温化が有効です。
そういった電子はトンネル接合への
電圧印加で形成できることが古くか
ら知られていますが、電極近傍の局所的な反応
誘起にとどまっていました。本研究では、原子
層ホットエレクトロントランジスタ構造を用い
ることで、有効面積最大化やエネルギー減衰最
小化による高効率化を図り、低温化と高効率化
を両立する反応系を実現します。

野内 亮 大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授
大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授

原子層ホットエレクトロントランジ
スタによる低温高効率反応誘起

革新的化学反応をデバイス実装する
際、界面や欠陥で局所的に起こる反
応が特性の鍵を握ります。本研究で
は、元素選択的な情報が非破壊で得
られる顕微分光に、電子・イオンを
注入できるマルチプローブを組み合わせること
で能動的反応制御を行う、新たなオペランド計
測の要素技術開発を行います。これを活用し、
電池や触媒のデバイス構造内の微小領域で局所
的に起こる化学反応の機構や空間不均一性の要
因の系統的評価を目指します。

永村 直佳 物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点 主任研究員
同上

電位制御マルチプローブと顕微分光による微
小領域化学反応オペランド可視化技術の開発

固体電解質に電圧を印加すると、キ
ャリアイオンに対応した化学ポテン
シャルの変調が起こります。この固
体電解質上で起こる現象を利用し、
本研究では化学ポテンシャルの能動
制御が可能な特殊反応場を形成する技術を創出
します。本技術を活用し、反応駆動力（化学ポ
テンシャル）を能動的に制御することで対象材
料のアニオン欠陥を自在に制御し、従来に無か
った革新的な材料合成技術への展開を目指しま
す。

中村 崇司 東北大学 多元物質科学研究所 准教授
同上

化学ポテンシャル制御による特殊反
応場形成技術の創出

本研究では、光励起キャリア分布に
合わせ適切な分子性触媒を内包した
高分子光触媒を、精密設計した分子
骨格を用いて“一から”組み上げる
手法を確立します。本手法により、
分子性光触媒と半導体光触媒の長所を創発的に
融合した「光励起キャリアを触媒サイトに誘導
する高分子光触媒」を創製し、電極化などのア
シスト無しに高効率な“水を電子源”としたCO2

還元を実証します。

中田 明伸 京都大学 大学院工学研究科 講師
中央大学 理工学部 助教

光励起キャリアを触媒サイトに誘導
する高分子光触媒の創製

大規模第一原理計算により、担体の
電子状態の制御による触媒活性のコ
ントロールに関する指針を得ること
を目指します。数nmサイズの金属
ナノ粒子を様々な担体上に担持さ
せ、その構造や電子状態のサイト依存性や反応
性を計算することで、実在系で担体が金属ナノ
粒子触媒に与える影響を詳細に解析します。ま
た、原子や欠陥の導入により担体の電子状態を
変化させた場合に、金属ナノ粒子の性質・反応
性に与える影響を解析します。

中田 彩子 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 主幹研究員
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 主任研究員

担体の電子状態制御による金属ナノ
粒子触媒活性化の機構解明と設計

本研究では、触媒結晶格子中に加わ
る異方歪みを能動的に制御し、電気
化学的二酸化炭素還元反応を高効率
かつ高選択化する手法を開発しま
す。具体的には、触媒層に異方歪み
を印加し制御するためのデバイスを作製し、異
方歪みを印加した状態で触媒の特性と構造を評
価できるその場測定システムを開発します。新
規開発するデバイスと測定手法を駆使し、従来
理論に束縛されない新たな反応系を実現します。

轟 直人 東北大学 大学院環境科学研究科 准教授
同上

異方歪みの能動的制御による二酸化
炭素の高効率・高選択変換

ヒドリドイオン導電体は中低温で作
動可能な電気化学デバイスへの応用
が期待されますが、その電極反応、
すなわちヒドリドイオンの脱挿入反
応は未開拓です。本研究では、優れ
たイオン導電特性を示す複合アニオン化合物を
固体電解質として用いた新奇電極反応に挑戦し
ます。将来的な物質変換デバイスへの展開を可
能とする基盤技術を構築するとともに、水素量
を電気化学的に制御した準安定相における物性
開拓にも取り組みます。

竹入 史隆 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教
同上

複合アニオン固体電解質を用いたヒド
リドインターカレーション反応の開拓

量子力学では、基底状態の波動関数
に外場を作用させて励起状態を重ね
合わせることができます。本研究で
は、「物質近傍に局在する近接場光
を用いて励起状態をどのように制御
できるか」に理論的に挑戦します。具体的には、
近接場光と分子の相互作用を記述するための双
極子近似を超えた第一原理計算手法を開発し、
電磁場の空間構造を設計して、狙いの電子励起
状態へと励起し、分子の反応性を能動的に制御
する仕組みを打ち立てます。

岩佐 豪 北海道大学 大学院理学研究院 助教
同上

近接場光による励起状態制御の理論

ありふれた酸化物イオニクス材料
(CeO2, ZrO2)を、ナノシート化技術と
第一原理計算に基づく精密設計によ
って中低温領域で巨大イオン伝導度
を有する原子膜材料に生まれ変わら
せます。さらに、ナノシートの有する電界変調
特性を活用し、電場によるイオン伝導性の能動
的制御を実現することで、革新的ナノイオニク
ス材料の基盤構築に繋げます。

山本 瑛祐 名古屋大学 未来材料システム研究所 助教
同上

イオン伝導性原子膜の能動的制御と
中低温イオニクス材料の創製

本研究では低周波の振動をエネルギ
ー源とした振動触媒反応システムを
開発するため，振動エネルギーで分
子活性化を可能にする振動触媒およ
び振動触媒反応装置の設計・開発を
行う．触媒の構造因子が触媒作用に及ぼす効果
や放射光を用いたオペランド分光による振動触
媒反応機構を解明し，振動触媒反応系の基盤技
術の構築と高活性な振動触媒の開発を行う．

山添 誠司 東京都立大学 大学院理学研究科 教授
首都大学東京 大学院理学研究科 教授

振動エネルギーで駆動する新しい触
媒反応系の開拓

本研究では、単一の結晶面が露出し
た金属酸化物ナノワイヤが、有機分
子鎖中の僅かな官能基位置の違いを
識別して特定の分子のみを選択的に
転換させることを見出したことに着
想の端を得て、結晶面上における分子選択性の
起源を明らかとします。さらに、固体表面上の
イオンの配列・距離の能動的制御によって反応
性・選択性を自在に制御する手法を開発するこ
とで、高耐久性と高選択性とを両立した新しい
触媒系を創出します。

細見 拓郎 東京大学 大学院工学系研究科 助教
九州大学 先導物質化学研究所 特任助教

固体表面イオン配列の能動的制御を利
用した高選択的触媒化学反応の開発

本研究では、電場印加下でのプロト
ン伝搬によって平衡制約からの脱却
を可能とする「表面プロトニクス」
の現象論を、触媒反応における反応
性を劇的に変化させる「インターメ
タリック反応場」上で起こさせることで、既存
技術では困難な高効率触媒反応系の構築を実現
します。具体的には、CO2からのメタノール合成
およびプロパン脱水素の反応系において、平衡
制約からの脱却による劇的な低圧化および低温
化をそれぞれ達成します。

古川 森也 北海道大学 触媒科学研究所 准教授
同上

インターメタリック反応場でのプロト
ニクスを利用した高効率触媒系の開発

本課題では電磁波の精密制御によっ
て触媒反応を能動的に操る手法を確
立し、リグノセルロースの温和な熱
化学変換を実現する。具体的には以
下の３項目に取り組む。(1) 触媒材
料の誘電特性に基づく電磁波駆動触媒の開発、
(2) 精密制御型電磁波反応装置の開発、(3)「その
場観察」による電磁波駆動反応の促進機構の理
解と触媒反応制御手法の確立。

椿 俊太郎 九州大学 大学院農学研究院 准教授
東京工業大学 物質理工学院 助教

電磁波駆動触媒反応によるリグノセ
ルロースの熱化学変換

キラル分子による金属ナノ粒子ネッ
トワークを基板表面に固定化し、こ
こに流れる電流に多重スピン偏極効
果を与えることで、高スピン偏極電
流の生成が可能な電極材料を創製す
る。この電極を電気化学反応に用いることで、
通常の電流では実現不可能な、スピン偏極電流
を用いることによる革新的な電気化学反応、す
なわち電気化学的不斉合成反応や反応過程にお
けるスピン多重度選択的な反応を実現する。

須田 理行 京都大学 大学院工学研究科 准教授
自然科学研究機構 分子科学研究所 助教

スピン角運動量の能動的制御による
革新的電気化学反応の創出
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本研究では、混和しない２層の溶液
を用いて、光触媒反応の反応場を、
光化学的に光増感錯体が電子を獲得
する「明反応場」と獲得した電子を
用いて触媒がCO2還元反応を行う
「暗反応場」の２つに分離することを目指しま
す。光増感錯体が光還元された際に明反応場か
ら暗反応場へと自発的に移動する光増感サイク
ルを構築し、光増感錯体及び触媒の還元種が照
射光によって分解されない、高い耐久性を有す
る光触媒系を構築します。

山崎 康臣 東京大学 大学院工学系研究科 助教
成蹊大学 理工学部 助教

2層の反応溶液と分子の自発的な動
きを利用した高耐久な光触媒反応
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加齢による生体変容の基盤的な理解
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/bunya2022-4.html

戦略目標

老化に伴う生体ロバストネスの変容と加齢性疾患の制御に係る機序等の解明

研究領域統括

国立循環器病研究センター 理事･研究所長

研究総括

東京大学 大学院薬学系研究科 教授

本研究領域は、老化に伴う生体ロバストネスの変容と加齢性疾患の制御に係る機序等の解明を目標とします。これを達成するために、
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が3プログラム（さきがけ、
AMED-CREST、PRIME）を同時に立ち上げ、互いに連携しながら研究を進めます。そのため、本研究領域では研究総括（Program
Officer: PO）に加え、3プログラムの連携を統括する研究領域統括（Program Supervisor: PS）を配置しています。
＜研究領域統括方針＞
老化は寿命とは切り離せず、寿命を全うし長期生存するために、生体には生理的なロバストネスと環境や外部刺激に適応し障害から回
復させる能力であるレジリエンス機構が備わっていると考えます。したがって老化では生体のロバストネスとレジリエンスの変容が生じている可
能性が考えられます。これらの変容のメカニズムを新たな技術や解析手法を用いて調べることで老化メカニズムを解明し、寿命延伸に伴う加
齢性疾患を如何に制御するかを目指した研究を推進することが重要です。
生体を構成する分子・細胞・組織・臓器・個体の生命現象の根幹となる構成要素に関する計測・解析技術の進展は近年著しく、

これらの研究手法は老化現象のメカニズムの解明を飛躍的に進展させる可能性があります。今後は、これらの最先端技術を活用して老化
の根本的な原理を探求し、その原理を踏まえた加齢性疾患の予防・治療のための機序を解明するために、基礎研究と予防や治療への
応用展開を目指した研究の一体的な研究体制を構築し、包括的に研究を推進していくことが期待されます。
モデル生物・特徴的な老化現象を示す生物・ヒトを対象として、先端的解析技術を駆使した老化の根本的理解を進める研究を目指し

ます。このためには、老化研究者間の連携や技術の共有が必須となり、研究者間の活発な共同研究や試料の交換を促進し、生物間
での普遍性原理の解明を果たせる領域になることを目指します。
また、JSTとAMEDは本研究領域の目標の実現に向けて、一体的な事業運営を行い、それぞれが推進する研究の間で、異分野の
多角的知見や技術を融合、連携することにより、老化研究の統合的理解を深め、世界に先駆けて独創的な研究開発に取り組みます。
さらに、ムーンショット型研究開発制度（2020年度～2029年度）目標７「2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健
康不安なく人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現」との連携も視野に入れて活動していきます。
＜研究総括方針＞
世界的に高齢化が社会問題として取り上げられる中で、近年老化が創薬対象として捉えられ、抗老化薬の探索など、その応用面に注
目が集中しています。しかし、その研究の歴史は未だ浅く、老化という生命現象の基礎的な知見が十分に蓄積されているとはいえません。
そこで老化を、「加齢によって生体がロバストネスとレジリエンスの変容をきたす現象」として捉え、本研究領域では広範な生命科学的アプロ
ーチによって加齢におけるロバストネスとレジリエンスの変容に関する基盤的な理解を目標とします。
生物が発生、成長、老化そして死に至るまで、生体内ではロバストネスとレジリエンスが刻 と々変容していきます。ここで述べる生体変容

は生活史に伴って起こる持続した生体の変化を指し、分子レベルではエピジェネティックな遺伝子発現制御、代謝、レドックス、細胞内シ
グナル伝達等があり、細胞レベルでは増殖や分化、幹細胞性の維持・休眠、細胞老化や変性・細胞死を対象に含みます。組織レベ
ルでは免疫や神経、内分泌システム、組織障害、修復、がん化等、生体内における様々な組織の時間的変容を内包しています。さら
には生物が進化において獲得してきた加齢における生体のロバストネスやレジリエンス変容の在り方を知ることも重要だと考えられます。
これらの加齢による生体変容を理解するためには、これまで生命・医科学研究で培われてきた計測・解析技術、例えば各種オミクス技
術やイメージング技術、データ解析やシミュレーション、ゲノム編集技術等を総動員し、さらに他分野の科学技術をも積極的に取り入れて挑
む必要があります。また、今まで使われてきたモデル生物（マウス、小型魚類、ショウジョウバエ、線虫、酵母等）に加えて、短命種や
長命種の新規モデル生物、本領域の研究に資するオルガノイド開発までも対象とします。
以上を踏まえ、本研究領域では、今まであらゆる研究分野で培われてきた科学技術を総動員し、更なる技術開発を推進し、加齢に伴う
生体変容の基盤的理解を目指します。

領域アドバイザー

有田 誠 慶應義塾大学 薬学部 教授

木村 宏 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授清中 茂樹
小林 武彦 東京大学 定量生命科学研究所 教授

髙倉 伸幸 大阪大学 微生物病研究所 教授

寺尾 知可史 理化学研究所 生命医科学研究センター チームリーダー

豊島 文子 京都大学 医生物学研究所 教授

中島 裕史 千葉大学 大学院医学研究院 教授

原 英二 大阪大学 微生物病研究所 教授

松本 邦弘 名古屋大学 大学院理学研究科 名誉教授

望月 直樹

三浦 正幸

研究領域概要
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マウスとヒトにおいては寿命が大き
く違うにも関わらず、一世代で導入
される突然変異の数はあまり変わら
ないことが明らかになっています。
これは一世代あたりに導入される変
異が増えると次世代個体で奇形が頻発してしま
うため、長寿命生物が進化するためには突然変
異の抑制が必要であったと考えられます。本研
究では霊長類のモデル動物であるマーモセット
を用いて、霊長類の精子幹細胞の老化を抑制す
るメカニズムを明らかにします。

渡部 聡朗 国立成育医療研究センター 再生医療センター 専門職
同上

霊長類精子幹細胞に備わる老化抑止
メカニズム

老化現象の一つである、ミトコンド
リアDNA(mtDNA)変異による細胞機能
の変容を理解することは非常に重要
です。しかし、mtDNA編集技術が十
分確立されていないため、mtDNA変
異由来の機能変化は検討されていません。そこ
で本研究では、独自技術を用いてmtDNA編集技術
を確立し、mtDNA変異が細胞に与える影響をマル
チオミクス解析により評価することで、mtDNA変
異と老化の関係性を解明します。

吉永 直人 理化学研究所 環境資源科学研究センター 訪問研究員
同上

ミトコンドリアDNA変異から生じる
老化プロセスの解明

老化過程において、レトロトランス
ポゾンの発現上昇が免疫応答異常を
伴う加齢性疾患に関与することが示
唆されていますが、その動態制御や
メカニズムはまだよくわかっていま
せん。本研究は、老化細胞において、ヒトL1レ
トロトランスポゾンがどのようにして慢性炎症
にもつながるような免疫応答の破綻やDNA傷害を
引き起こすのか、オミクス解析を駆使してその
作動原理を明らかにし、これを制御する手法の
開発を目指します。

三好 知一郎 京都大学 大学院生命科学研究科 准教授
同上

レトロトランスポゾンから紐解く老
化細胞の免疫応答変容

生物が持つDNA修復機構は、ゲノム
に生じた損傷を絶えず取り除くこと
で私たちの健康に貢献しています。
このDNA修復機構が破綻することに
より、早老症をはじめとする様々な
疾病が引き起こされます。しかしなぜ早老症が
発症するのかについては未解明な部分が多く残
されています。本研究では蛍光とクライオ電子
顕微鏡を統合した次世代電子顕微鏡を駆使して、
細胞核内を分子レベルで直接「見る」ことによ
りこの謎に迫ります。

松本 翔太 東京大学 定量生命科学研究所 助教
同上

次世代電子顕微鏡による早老症発症
の分子基盤の解明

本研究では、睡眠覚醒制御機構に関
する神経細胞集団や、それらが構成
する神経回路が、加齢に伴いどう変
化し、その神経活動や遺伝子発現が
変化するのか、そしてどのような変
化が睡眠変容を引き起こすのかを分子神経科学
的に明らかにします。さらに、睡眠・覚醒状態
に応じて、免疫応答がどのような挙動を示すの
かを探索し、老化による睡眠変容が及ぼす免疫
機能低下の理解に繋げ、睡眠の介入による健康
寿命伸延の提案を目指します。

長谷川 恵美 筑波大学 医学医療系 助教
同上

老化に伴う睡眠異常の解明と免疫変
容の神経科学的理解

卵子の加齢変化を質的な機能低下と
量的な減少という2つの側面から捉
えます。そして卵子形成の起点とな
る原始卵胞の静止期維持機構の解明
を基に、加齢による卵子の変化を根
本的に理解することを目指します。本研究で得
られる成果は生殖補助医療における高齢化問題
の解決基盤となり得るものです。

永松 剛 山梨大学 大学院総合研究部 教授
同上

原始卵胞を起点とした卵子の加齢メ
カニズムの解明

加齢に伴い、誰もが認知症を発症す
るリスクを抱えますが、発症年齢や
進行度合いは個人差が大きく、その
原因は明らかでありません。本研究
では、脳脊髄液産生を担う脈絡叢が
脳内液性環境整備の中枢と考え、脈絡叢の加齢
に伴う変容を解明します。マウスでも、老齢で
は学習能力や脈絡叢遺伝子発現の個体差が大き
いため、記憶学習に相関する老化標的遺伝子ネ
ットワークを明かすことで、認知機能低下に個
体差が生じる原因を追究します。

堅田 明子 九州大学 大学院医学研究院 助教
同上

脈絡叢変容による脳内液性環境老化
の分子機構

T細胞の産生器官である胸腺は生体
内で最も早期に退縮し、胸腺退縮に
よるT細胞産生の低下は獲得免疫機
能低下や加齢関連疾患の発症などに
関与します。本研究では、加齢プロ
セスにおいて、胸腺の機能を主に担う胸腺上皮
細胞での栄養代謝やオートファジー機能の変動
が胸腺機能にもたらす影響を明らかにすると共
に、早期から退縮する胸腺をモデル器官とし、
生体における器官退縮の本質に迫ります。

大東 いずみ 徳島大学 先端酵素学研究所 准教授
同上

加齢による胸腺の退縮における胸腺
上皮細胞変容の基盤研究

筋の老化はサルコペニアと呼ばれ大
きな社会問題となっています。筋組
織に内在する間葉系間質細胞（筋
MSC）は筋の恒常性を維持してお
り、本細胞の機能低下はサルコペニ
ア発症に寄与します。筋MSCは筋組織内でいく
つかの特徴的な局在をとり、その局在によって
異なる機能を担うと考えられます。本研究では、
筋MSCの局在依存的な特性とその加齢変容を解
明し、得られた知見からサルコペニアの予防・
治療法開発を目指します。

上住 聡芳 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 特任研究員
徳島大学 医歯薬学研究部 特任講師

間葉系間質細胞の局在依存的特性に
よる筋維持機構の解明

皮膚は基本的には表皮、真皮、皮下
組織から形成されます。表皮、真皮
に着目した研究は数多く報告されて
きましたが、さらに深部の組織の老
化に関してはこれまでほとんど報告
されていません。本研究では、これまで着目さ
れていなかった皮膚深部組織に着目し、イメー
ジング、single cell RNA sequence技術、移植実験な
どによって新規の老化メカニズムの解明を目指
します。

一條 遼 京都大学 医生物学研究所 助教
同上

皮膚深部に着目した新規老化メカニ
ズムの解明

ケトン体は空腹時に産生される代謝
産物です。適度な食事制限が健康長
寿につながることが明らかとなる
中、ケトン体の働きについても注目
されています。しかし、ケトン体に
は様々な作用があり、何が実際に影響を及ぼし
ているのかは明らかでありません。そこで、ケ
トン体が老化にもたらす影響を検証するため、
ケトン体合成・分解を完全に制御する動物モデ
ルを構築します。そして、ケトン体代謝が老化
に及ぼす影響を正しく評価します。

有馬 勇一郎 熊本大学 国際先端医学研究機構 特任准教授
同上

ケトン体による代謝-老化表現型連関
の解明
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パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤の構築
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2021-5.html

戦略目標

「総合知」で築くポストコロナ社会の技術基盤

研究総括

東北大学 大学院医学系研究科 教授

本研究領域は、幅広い分野の研究者の結集により、パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤
を構築するとともに、緊急時の分野横断的対応を可能とする研究者ネットワークを形成することを目的としま
す。
COVID-19感染拡大は、経済社会活動全体だけでなく個々人の日常生活へ長期的かつ甚大な影響を与

えています。このパンデミックにあたっては、臨床医学・ウイルス学・公衆衛生学のみならず、情報科学や
計算科学、材料・デバイス工学、環境科学など多様な分野における研究が実施されていますが、同時
に、各分野において不足している技術や課題が明らかとなりました。また、複雑化した社会において人々の
活動がどのように感染を拡大させるのかを正しく把握し、社会・経済活動とのバランスを保ちつつ柔軟かつ適
確な感染症対策をとるためには、それぞれの自然科学分野における研究だけでは限界があり、人文学・社
会科学を含めた積極的な異分野連携による「総合知」の活用が不可欠であるとの認識が高まっています。
そこで本領域では、繰り返される感染症の脅威に人類がどのように対応してきたのか長い歴史を振り返ると

ともに、COVID-19対応により見えてきた社会的・技術的課題の本質を見極め、様々な専門性を持った研
究者が結集しネットワークを形成しながら、あらゆる立場の人々が共生しつつ感染状況に応じた適切な対策を
取ることを可能とする持続可能な社会を作り出すための社会・技術基盤の構築を目指します。

領域アドバイザー

有吉 紅也 長崎大学 熱帯医学研究所 教授

岩本 康志 東京大学 大学院経済学研究科 教授

東北大学 大学院歯学研究科 教授小坂 健
北野 宏明 沖縄科学技術大学院大学総合オープンシステム

ユニット 教授

香西 豊子 佛教大学 社会学部 教授

菖蒲川 由郷 新潟大学 十日町いきいきエイジング講座 特任教授

城山 英明 東京大学 大学院法学政治学研究科 教授

土谷 隆 政策研究大学院大学 政策研究科 教授

三浦 麻子 大阪大学大学院人間科学研究科／感染症総合
教育研究拠点 教授

武藤 香織 東京大学 医科学研究所 ヒトゲノム解析セン
ター公共政策研究分野 教授

渡辺 登喜子 大阪大学 微生物病研究所 教授

押谷 仁

研究領域概要
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意思決定科学と感染症疫学を融合し
た新たな数理モデルのアプローチに
より、「個人の意思決定」と、個々
の意思決定の集合として生じる感染
症流行に伴う「社会全体の利害」を
適切に調停する政策について定量的に検討しま
す。流行中に人々がリスクと利益を評価し個々
に意思決定する例として特に重要な「ワクチン
接種」と「接触行動」に着目してモデルによる
推定やシミュレーションを行い、政策提案につ
なげます。

遠藤 彰 長崎大学 大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 助教
同上

意思決定科学と感染症疫学を統合し
た数理モデルによる社会防疫

本研究課題では、COVID-19パンデミ
ック初期に社会や医療の要請に十分
に応えられなかった我が国の臨床検
査の課題をあらゆる観点から抽出し
ます。そして、デジタル化と自動化
により個々の検査室の災害時自助機能の強化と、
ネットワークを活用した検査室間の共助体制の
構築により、次のパンデミックにおいて安定し
て機能し、社会貢献が可能な強靭な社会インフ
ラとしての臨床検査のモデルを模索し提案しま
す。

上蓑 義典 慶應義塾大学 医学部 専任講師
同上

パンデミック下で持続可能な臨床検
査体制構築のための基盤研究

新型コロナウイルスの流行の波は、
伝播力の高い「変異株」の出現によ
り引き起こされます。本研究では、
新型コロナウイルスの配列データベ
ースを監視し、新規変異株の同定か
ら次期流行株の予測、そして流行予測までを自
動で行うAIを開発し、web上に公開します。さら
に、基礎ウイルス学者と連携し、同定した次期
流行株の性質を流行前に明らかにします。そし
て、変異株の出現・流行にレジリエントな社会
基盤の構築に貢献します。

伊東 潤平 東京大学 医科学研究所 助教
同上

変異株の超早期捕捉に基づく流行予
測法の開発

本研究では、パンデミック下におけ
る種々の調査法のバイアスの検討お
よびその補正ならびに感染状況のフ
ェーズ毎のニーズに見合った疫学・
統計・機械学習的方法論を提案しま
す。また、複数分野に分散された情報や数理手
法、データやプログラムなどを整理し、その結
果の解釈まで一覧できるプラットフォームも構
築します。

米岡 大輔 東京大学 医学系研究科 客員研究員
聖路加国際大学 公衆衛生大学院 准教授

パンデミック下におけるデータ駆動型政策のための
疫学・統計・機械学習的方法論およびその社会還元

感染症の発生・拡大を抑制するに
は、一人一人の健康状態を正確に把
握することが重要です。そこで本研
究では，各種バイオマーカーの質
的・量的変化を簡易に計測するため
のマルチセンシングデバイスを開発し、健康診
断の「日常化」を実現する分析システムの構築
に取り組みます。既存サーベイランスの補完や
在宅での健康管理を指向したデバイス開発を通
じて、将来のパンデミックを効果的に抑止する
基盤技術の創出に挑みます。

南木 創 産業技術総合研究所 健康医工学研究部門 研究員
同上

感染症拡大抑止を支援するセンシン
グ・ハブ基盤の構築

本研究では接触調査を行うことで都
市における人々の接触の性質を明ら
かにし、GPSなどの大規模人流デー
タによって推定された接触との比較
を行います。接触調査の結果を利用
して感染拡大の数理モデルを構築し、さまざま
な地理的スケールにおける感染拡大のシミュレ
ーションを行います。また、疫学データ等の実
証分析を行い、モデルと実際の感染拡大を比較
するほか、シミュレーション結果を理論的に理
解することを目指します。

藤原 直哉 東北大学 大学院情報科学研究科 准教授
同上

マルチスケール地理的感染拡大モデ
ルの構築と展開

本計画は、空中超音波が生成する音
響流を用いた飛沫制御技術および、
ネットワーク越しに触覚・聴覚刺激
を伝達するユビキタスコミュニケー
ション技術の開発を目指すもので
す。対面とオンラインの両場面での独自技術の
進展により、対人交流において本質的に重要な
要素が明確になるとともに、COVID-19下でのフ
ィジカルディスタンス対策の問題点を補完して
パンデミック下での対人交流の質を維持できる
と期待されます。

長谷川 圭介 東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師
同上

屋内空気の遠隔制御による感染症対
応型情報環境の構築

本研究では、パンデミック時におけ
る過信に基づいた行動（例：マスク
非着用で外出、リモート勤務要請に
応じない等）の進化とその条件をエ
ージェントベースシミュレーション
と実際の参加者によるオンライン実験にて探索
します。さらに過信進化を抑制する際の早期警
戒信号の役割を同様の方法で検討します。また
歴史的感染症データ利用による実証研究も実施
します。最後に日米他のステークホールダーと
意見交換も行う予定です。

西 晃弘 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 公衆衛生大学院 テニュアトラック助教授
同上

パンデミック時の過信行動の進化と
早期警戒信号の役割

COVID-19の臨床・研究に従事した医
療従事者と研究者との双方向の議論
やアンケート調査等から課題を抽出
し、次の新興・再興感染症のパンデ
ミック時に直ちに運用可能な研究体
制を提案します。医療従事者の負担を最小限に
する効率的な医療情報収集システムを模索し、
研究参加が診療支援及び診療の質の向上につな
がるシステムを構築します。ELSIも検討し、パン
デミックにレジリエントな社会・技術基盤の創
出に寄与します。

南宮 湖 慶應義塾大学 医学部 専任講師
同上

パンデミックに対してレジリエント
な研究体制構築のための基盤研究

新型コロナウイルスの脅威によって
その課題があらためて突き付けられ
た、感染症対応における国際・国内
のガバナンスについて研究します。
具体的には、（１）感染症早期探
知・対応に関わる異分野間情報共有の促進（２）
柔軟な契約形態による医薬品投資の促進等を取
り扱います。また国際社会における情報共有枠
組み確保の観点から、新しい感染症にかかわる
条約がどのように担保されるか、他の条約との
比較も踏まえ検討します。

武見 綾子 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
東京大学 未来ビジョン研究センター 特任研究員

感染症対応における国際・国内ガバナンス向上に関わる研究
―情報共有における異分野間連携と医薬品開発投資戦略に着目して―

パンデミックガバナンスのための社
会的データ基盤の構築に向けて、計
算社会科学に基づきながら、社会的
属性・健康アウトカム付きのネット
ワークデータ収集方法論を開発しま
す。その上で、それらのリアルデータを用いた
ネットワーク介入の数理シミュレーション解析
を行います。それにより、感染拡大防止および
経済・社会活動との両立および社会的公正さの
観点から、ネットワーク介入政策の有効性を評
価します。

瀧川 裕貴 東京大学 大学院人文社会系研究科 准教授
東北大学 大学院文学研究科 准教授

パンデミックに備える社会的データ収集枠組みの構築
と数理モデルによるネットワーク介入の有効性評価

感染症対策となる科学技術には不確
実性が伴うために、自発的協力者が
少ない・政策ターゲットの協力が得
られない等の課題が生じます。本研
究では、不確実性に関する特徴を整
理した上で、自発参加に委ねる「オプトイン方
式」での協力者を量的把握し、行動経済学の情
報提供ナッジが協力者を増やす効果を検証しま
す。また、参加を初期設定にする「オプトアウ
ト方式」について人々の自由意志と厚生に配慮
できる導入方法を探究します。

佐々木 周作 大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任准教授（常勤）
東北学院大学 経済学部 准教授

不確実な感染症政策に対する協力基
盤の構築

人々は、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）を経験する過程で、パ
ンデミックに伴う医療や経済の課題
に直面しました。本研究課題では、
パンデミックの発生に際した迅速な
対応を可能にするために、数理科学を駆使して、
ウイルスとしての特性と感染症としての特性を
結びつけ、政策など社会的影響を検討します。
パンデミックを包括的に理解することで「将来
の感染症を知り備えるための社会・技術基盤」
の構築を目指します。

岩波 翔也 名古屋大学 大学院理学研究科 助教
同上

数理科学が推進するパンデミックナ
レッジ基盤の構築

感染症対策等の施策が経済にどのよ
うな影響を与えるのかを推計しま
す。具体的には、サプライチェー
ン・消費・企業活動の多面的・大規
模・ミクロなデータを取り入れ、多
くの活動主体が相互作用する複雑ネットワーク
を考慮したモデルを用いて、大型並列計算機を
用いたシミュレーションを実施します。その際、
従来研究では分析が困難なサービス産業の需給
の追跡や日次ベースでの推計精度の向上を目指
します。

井上 寛康 兵庫県立大学 大学院情報科学研究科 教授
同上 准教授

網羅的ミクロデータに基づく経済シ
ミュレーション

本研究はポスト・コロナのグローバ
ル社会の文化慣習の変化を見据え、
オンライン・対面接触社会経済のレ
ジリエントかつ創造的融合のため、
現在危機的状況にある夜の民間公益
文化芸術セクターの経済創造活動に焦点を当て、
科学的エビデンスに基づき現状を調査・公開し、
コロナを機に露となった日本の文化政策から零
れる文化芸術を理解し、真に持続可能な文化行
政と夜の社会・経済構築の総合知を形成するこ
とを目的とします。

池田 真利子 筑波大学 芸術系 助教
同上

夜の文化芸術の社会経済的機能に関
する研究

●
●
●
●
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●
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●
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パンデミック下での社会経済活動の
継続には、非対面での安全・確実な
本人確認が重要です。本研究は証明
写真を事例に、本人確認技術の普及
を巡る政策議論と言説を歴史的に分
析します。顔写真による本人確認の登場、一般
市民の反応、無帽・無表情・正対直視といった
様式の厳格化を分析し、社会的受容の背景及び
プライバシー概念との関連をよりよく理解する
ことで、将来の対感染症政策への社会的合意形
成に資することを目指します。

山本 敬洋 ハイデルベルク大学 文化越境研究センター 助教
同上

本人確認の歴史とパンデミック対応
への示唆：証明写真を事例として

包括的で比較可能な保健指標「疾病
負荷」は、保健政策の優先決定に重
要な情報ですが、諸外国に比べ我が
国での政策活用は限定的です。本研
究は、これまで私が行ってきた疾病
負荷研究を発展させ、コロナ危機の先にある、
社会経済活動を維持しつつ、公平で強靭で持続
可能な新しい国内外の保健システムの構築に疾
病負荷を活用する基盤を確立し、そして我が国
の喫緊の国内保健政策とグローバルヘルス政策
の議論に資する知見を創出します。

野村 周平 慶應義塾大学 医学部 特任准教授
同上

新しい保健システム構築のための実
証的な疾病負荷研究

本研究の目的は、パンデミック等の
緊急時に必要となる企業間連携や住
民間協力の最適体制を、公益事業を
中心とした持続可能なプラットフォ
ームとして構築する手法を確立する
ことです。特に、サービス提供プロセスを通じ
て住民や顧客と接触が多い公益事業として都市
交通事業を、生産プロセスを通じて政府や自治
体と接触が多い公益事業として水道事業を取り
上げ、これらを含む社会統合的な調整・連携ネ
ットワークの構築を目指します。

中村 絵理 神戸大学 大学院経営学研究科 准教授
同上

緊急時における公益事業を中心とした
企業間連携と住民間協力体制の構築

迅速な創薬は次のパンデミックに対
する社会基盤として非常に重要で
す。本研究では、微生物の性質を人
工知能(AI)に学習させ、感染症に対
する迅速かつ精密なAI創薬の実現を
目指します。具体的には、微生物タンパクと化
合物の親和性の関連を深層学習で紐解き、同時
に微生物がゲノムにコードする抗菌ペプチドを
効率よく発見するAIも創出します。低分子および
ペプチド創薬両面からパンデミックに備えた技
術基盤を構築します。

清水 秀幸 東京医科歯科大学 M&Dデータ科学センター 教授
同上

微生物学とAIの統合知による次世代
の感染症制圧

核酸と蛋白質から構成される微小粒
子であるウイルスの姿を正確に分析
することは、感染症対策の基盤とい
えます。しかしながら、ウイルス核
酸には非標準的な遺伝情報が多数コ
ードされており、その全容解読は容易ではあり
ません。本研究では、ウイルスの非標準的遺伝
情報を解読する革新的な科学技術を創生するこ
とで、パンデミックに対してレジリエントな社
会・技術基盤を整備することを目指します。

加藤 哲久 東京大学 医科学研究所 准教授
同上

総合知で生み出すネクスト・パンデミ
ックに迅速対応できる技術基盤の開発

コロナ禍において、小児への医療提
供体制および医療と教育、医療と地
域保健の連携が不十分であることが
判明しました。本研究では、医療ビ
ッグデータで、コロナ禍の小児の診
療実態と医療政策効果を因果推論・機械学習の
手法で分析します。また、地域医療ネットワー
クを把握し、数理モデルによるシミュレーショ
ンを行い、持続可能な子ども医療体制を模索し
ます。

大久保 祐輔 国立成育医療研究センター 社会医学研究部 室長
同上

パンデミックに強い子どもの医療・
保健・教育連携モデルの構築
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生体多感覚システム
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2021-6.html

戦略目標

ヒトのマルチセンシングネットワークの統合的理解と制御機構の解明

研究領域統括

自治医科大学 学長

研究総括

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

本研究領域は、生体感覚システムおよび末梢神経ネットワークを包括した「マルチセンシングシステム」の
統合的な理解、および可視化・制御法の開発を目標とします。これを達成するために、国立研究開発法
人科学技術振興機構（JST）と国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が４プログラム
（CREST、さきがけ、AMED-CREST、PRIME）を同時に立ち上げ、互いに連携しながら研究を進めま
す。そのため、本研究領域では研究総括（Program Officer: PO）に加え、4プログラムの連携を統括す
る研究領域統括（Program Supervisor: PS）を配置しています。
＜研究領域統括方針＞
感覚機能と自律神経系は、生体が恒常的に機能を果たすためのフィードバック系として重要な役割を担っ

ています。一方、加齢をはじめとする内的・外的ストレス等による感覚機能の低下や喪失、さらに末梢神経
系の障害は、健康障害と慢性疾患発症の大きなリスク要因です。そこで生体感覚システム・末梢神経ネッ
トワークを包括した「マルチセンシング」の生理機構を統合的に理解することにより、全身臓器の関わる疾患
を標的とした新規治療法の開発や、生活の質（QOL）の向上、ひいては健康寿命の延伸が可能になると
期待されます。また、マルチセンシングシステムを介した革新的技術の社会実装は、感覚代行、感覚シェア
など、より豊かで幸福な社会の実現に貢献することができます。
JSTでは基礎原理の解明および基盤・応用技術の開発を軸として、センシング機能の拡張や新たな機能

の獲得を目指します。一方、AMEDでは健康・医療への出口を見据えた基礎研究から医療応用を軸に、
失った機能の回復・維持、すなわちセンシングと調節機能の回復・維持・予防を目標とします。具体的に
は、マルチセンシングシステムの動作機構の解明、病態解明、活動状態を可視化・定量化する技術開
発、およびそれらを基にした副作用の少ない治療法や予防法の開発、個人に適した医薬品、医療機器、
低侵襲性デバイスの創出等を目指し、同時に、生体のマルチセンシング機能の拡張や高度なセンシングメカ
ニズムの応用によるイノベーション・シーズの創出を出口としてとらえ、JSTとAMEDが両輪となって推進しま
す。４プログラムの研究者がネットワーク型研究所を構成することによって、相互連携と若手研究者のステッ
プアップ、さらに研究の発展を促します。
＜研究総括方針＞
生体内では、インプットされた外的・内的な刺激はさまざまな感覚受容器で特殊感覚・内臓感覚・体性
感覚などの感覚情報として符号化され、電気信号に変換されたのち、末梢神経を経て中枢神経に伝達され
ます。本研究領域は、そのような多様な生体感覚と末梢神経のネットワークを統合した生体多感覚システム
の包括的な解明を目指します。 生体における感覚研究は、特に視覚や聴覚の解析が他の感覚解析に先
立つ形で研究が進展しました。近年、シングルセルオミクス解析技術やタンパク質の機能・構造解析の進
展により、味覚や嗅覚に関する新規受容体が同定され、その作動原理が明らかになるなど、他の感覚につ
いても徐々に新しい知見が得られはじめています。一方で、これまでの感覚研究はそれぞれの感覚に特化す
る形で進められてきており、異なる感覚間の協調など、感覚システムを統合したメカニズムといった観点からは
十分に解析されていません。また近年、情報科学や工学デバイスなどの発展に伴い、それらを生体に対して
適用することで、新たな生体センシング機能も解明されつつあります。このような生体多感覚システムの解明
に加えて、仮想現実や拡張現実に代表されるICT技術の飛躍的な進展に伴い、生体感覚の研究でこれま
で得られた知見をICT技術などと融合し、ヒトの持つセンシング機能の拡張や感性の向上に資する技術につ
いても、学術的・産業的重要性が高まってきています。
以上を踏まえ、本研究領域では生命活動における生体多感覚システムの機能解明とその機能や作動原
理を応用した技術開発を推進します。

領域アドバイザー

稲見 昌彦 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

尾仲 達史 自治医科大学 生理学講座 教授

理化学研究所 脳神経科学研究センター チームリーダー風間 北斗
上川内 あづさ 名古屋大学 大学院理学研究科 教授

熊谷 晋一郎 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授

関 和彦 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 部長

富永 真琴 生理学研究所 細胞生理研究部門 教授

西本 伸志 大阪大学 大学院生命機能研究科 教授

古川 茂人 日本電信電話（株） コミュニケーション科学基
礎研究所 上席特別研究員

渡邊 克巳 早稲田大学 理工学術院 教授

渡部 文子 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センタ
ー・臨床医学研究所 教授

近藤 薫 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授／
東京フィルハーモニー交響楽団 コンサートマスター

長谷川 豊 ソニーデザインコンサルティング（株） 代表取締役社長

領域運営アドバイザー

永井 良三

神崎 亮平

研究領域概要
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私たちは視覚、聴覚、触覚等の様々
な感覚を統合することによって、出
来事の“文脈”を記憶します。この
ような多感覚の記憶は文脈記憶と呼
ばれ、複雑な環境を識別して行動す
るために重要です。本研究では、多感覚が脳内
で文脈記憶として統合され行動へ反映される機
構を細胞レベルで解析するため、それらを担う
神経活動を同時にかつ長期間的に計測、操作す
ることが可能な新たなファイバー内視顕微鏡と
光遺伝学を開発、応用します。

後藤 明弘 役職：特定准教授に変更
京都大学 大学院医学研究科 助教

多感覚の統合による文脈記憶と行動
制御機構の解明

生物にはストレスに対抗する力「ス
トレス適応力 」が備わっています。
この力が上手く働かないと、生物は
ストレス不適応状態に陥り、脳・消
化器・循環器など、体の様々な部位
で病が生じます。本研究では、多感覚刺激の処
理に特化した感覚系ドパミン細胞とストレスホ
ルモンとの関係を明らかにすることで、ストレ
ス適応力の神経メカニズムを紐解くことと、ス
トレス不適応症の成り立ちの理解を深めること
を目標とします。

木村 生 科学技術振興機構 さきがけ研究者
慶應義塾大学 医学部 特任助教

ストレス適応の新規神経基盤－ストレスホ
ルモンによる感覚系ドパミン回路の調節―

本研究は、霊長類モデル動物（サ
ル）を用いて、多感覚から生じる環
境の予測、変化の気づき、柔軟な行
動の切り替えという一連の神経基盤
の理解を目指す。特に、多感覚情報
が収斂する前頭眼窩野の機能に着目し、感覚皮
質から前頭眼窩野、前頭眼窩野と皮質下神経核
との相互連絡による情報処理の役割を特定する
ことで、感覚野―前頭連合野、および前頭連合
野-皮質下領域における情報処理機構の新たな機
能モデルの構築を目指す。

小山 佳 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 量子医科学研究所 主任研究員
量子科学技術研究開発機構 脳機能イメージング研究部 研究員

多感覚情報から「気づき」をもたら
す脳回路の探索

触覚情報の記録や理解に向けて，皮
膚と感覚神経及び知覚メカニズムを
工学的に再現した皮膚型完全触覚セ
ンサの開発に取り組みます．まず，
皮膚の構造と感覚神経を工学的に緻
密に再現した触覚センサを作製します．次に，
センサ応答を感覚神経の応答に近付けるための
信号処理方法を開発し，FPGAに実装します．最
後に，触覚センサが人間と同じ知覚能力を有す
ることを確認し，得られたデータを分析します．

石塚 裕己 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

人工神経ネットワークによる完全皮
膚型触覚センサ

ブラインドサッカー選手のような視
覚障がい者アスリートは、目が見え
ていると錯覚するほど巧みで正確な
運動パフォーマンスを発揮すること
ができます。視覚に頼ることなく、
脳はどのようにして正確な空間認知や身体制御
を実現しているのでしょうか？本研究は、視覚
障がい者の身体的な脳の情報表現に着目し、視
覚を失った脳が、身体感覚（固有感覚）を活用
して空間認知や運動制御を実現する脳内機序の
解明を目指します。

池上 剛 情報通信研究機構 未来ICT研究所 主任研究員
同上

視覚障がい者における空間と運動の
身体的表象

本研究では、寒冷環境で絶食させた
マウスが一時的に体温を大きく下げ
てtorporに入ることをモデルとして、
ウイルストレーシング技術、インビ
ボ遺伝子編集技術、光遺伝学などの
最新の神経科学的ツールを用いて、torporを制御
する生体多感覚システムの作動原理の解明を試
みます。

山口 裕嗣 名古屋大学 環境医学研究所 特任助教
同上

自発的な低代謝状態torporを生み出す
多感覚システム

感覚入力を行動出力に変換する機構
の詳細は不明です。本研究は嗅覚系
に着目し、個々の嗅皮質亜領域が、
それぞれ特異的様式で匂い入力とト
ップダウン入力を連合するという仮
説をすべての嗅皮質亜領域で検証し、嗅皮質情
報統合地図を構築します。次に、情報統合地図
内の回路動作と行動出力の因果関係を明らかに
します。そして、匂いを行動に変換する嗅皮質
機能の解明から、多感覚ネットワーク機構の共
通原理の解明をめざします。

眞部 寛之 同志社大学 研究開発推進機構 准教授
同上

嗅皮質情報統合地図の構築とその応
用

味や食物の好みは、先天的に決まっ
ているのではなく変化します。しか
し、元々好きでないものを後に好き
になる仕組みは未だよくわかってい
ません。本研究では、全ての動物の
エネルギー産生において必須なビタミンB1の感
知を担う新規腸脳軸（腸→求心性迷走神経→脳
幹→高次中枢）に注目し、その実態を明らかに
します。また、それを基に、後天的食嗜好形成
のトリガーとして働く神経細胞やメカニズムの
特定を目指します。

中島 健一朗 名古屋大学 大学院生命農学研究科 教授
自然科学研究機構 生理学研究所 准教授

後天的食嗜好の形成を担う新規腸脳
軸の解明

動物は常に多様な感覚刺激に晒され
ており、脳は感覚情報を元に意思行
動決定を行います。一方で、中枢に
おいて複数の感覚刺激がどのように
意思決定プロセスに影響を与えるの
かはよくわかっていません。本研究では、仔か
ら発せられる複数の感覚刺激によって引き起こ
される養育行動をモデルとして、脳深部を含む
多領域からの大規模なニューロン群の活動記録
により、中枢における多感覚モダリティの統合
メカニズムの解明を目指します。

田坂 元一 理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員
理化学研究所 生命機能科学研究センター 研究員

養育行動を引き起こす多感覚統合機
構の解明

自他の行動戦略から柔軟に一連の認
知行動（感覚－意思決定－運動）を
決定する脳神経基盤を解明します。
まず脳の時空間的統合・切り替え処
理をマルチスケールに定量化する評
価法を開発します。次に行動中の動物の多脳領
野大規模神経活動から多因子を柔軟に統合・切
り替え可能な多階層デコーダーを構築し、リア
ルタイムで意思決定を予測推定します。更に光
遺伝学を用いた広汎脳回路操作により、認知行
動の健全な制御を可能にします。

佐々木 亮 京都大学 大学院医学研究科 助教
同上

柔軟な行動戦略を導く多感覚時空間
統合の脳回路機構

私たちの体は、外界の変化に対して
体内の生理状態を安定に保つ「恒常
性」を持ちます。恒常性では、脳が
感覚器からの情報を用いて末梢組織
の機能が調節しますが、感覚器から
末梢組織まで情報が伝えられるメカニズムはよ
くわかっていません。本研究では、感覚器・
脳・末梢組織の間の情報のやり取りを担う神経
回路の解析を可能にする新しい研究手法を開発
し、エネルギーの恒常性が制御される仕組みを
明らかにします。

近藤 邦生 自然科学研究機構 生理学研究所 助教
同上

感覚器ー末梢組織間の革新的神経回
路解析法の開発

スポーツ選手が大切な場面で「息を
整える」ように、私たちは呼吸を操
作することで無意識に感覚を研ぎ澄
ましているのかもしれません。本研
究では、呼吸リズムが多感覚認知に
もたらす影響を詳細に明らかにするとともに、
その脳内メカニズムを神経回路レベルで解明す
ることを目的とします。これによって、感覚情
報処理のアルゴリズムに呼吸という新しい概念
を付加し、感覚の敏感さを人為的に操作する新
しい技術の創出を目指します。

國松 淳 筑波大学 医学医療系 助教
同上

呼吸による情報処理の揺らぎが与え
る多感覚認知への効果

我々の脳は、感覚器を通して受け取
った外界の情報を側頭葉で連合し、
記憶として保存します。しかし、膨
大な感覚入力情報のうち、記憶とし
て残るのは生存に必要なごく一部の
情報に限られます。本研究の目的は、この情報
の取捨選択に関わる、側頭葉の感覚ゲーティン
グ機構を明らかにすることです。また、気分や
情動に関わるモノアミン神経伝達物質に着目す
ることで、情動による感覚ゲーティングの制御
メカニズムの解明を目指します。

大原 慎也 東北大学 大学院生命科学研究科 助教
同上

情動が制御する側頭葉の感覚ゲーテ
ィング機構を探る

動物は複雑な環境の中で特定の標的
を認識する能力を持っています。本
研究は、その一つである昆虫の訪花
行動に焦点を当て、彼らが小さな脳
でどのように花を認識しているのか
を明らかにします。訪花性ショウジョウバエに
遺伝学的なツールを導入し、花への標的認識に
用いる感覚やシグナル、シグナル検出に寄与す
る神経機構を特定します。また、感覚入力を再
現することで、複数の感覚を統合する神経機構
を理解することを目指します。

石川 由希 名古屋大学 大学院理学研究科 講師
同上

小さな脳による多感覚システムを用
いた標的認識の制御機構

脳性麻痺児は感覚器と筋活動の関係
性を示す「脳内身体表現」を形成で
きず、運動が障害される。これに対
して、本研究では理学療法士が脳性
麻痺児の感覚器に行っている介入技
能および乳幼児の運動に与える影響を解明し、
脳内身体表現の形成を促進する装具を開発する。
この脳内身体表現を改善する装具や方法論は脳
性麻痺児のみならず高齢者や脳損傷患者の運動
機能をも改善することが期待される。

安 琪 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 准教授
九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授

感覚介入リハビリ技能の解明と支援
装具への応用
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我々の腸には1000種類以上もの共生
細菌が定着しており様々な生理機能
に影響を及ぼしています。本研究課
題では不明な点が多く残されている
共生細菌が脳に及ぼす影響、なかで
も脳機能の発達や脳の発生過程に及ぼす影響を
明らかにすることを試みます。特に共生細菌が
多感覚システムや多感覚統合プロセスの発達に
及ぼす影響に焦点を当て、そのメカニズムにつ
いて共生細菌感知メカニズムを含めて明らかに
することを目指します。

宮島 倫生 科学技術振興機構 さきがけ研究者
慶應義塾大学 医学部 特任講師

シンバイオティックセンシングによ
る脳機能修飾メカニズムの解明

本研究の目的は，多感覚システムか
ら多層的に自己が立ち上がるメカニ
ズムを解明することです．そのため
に，身体的自己，身体イメージ，物
語的自己という階層の異なる自己の
関係を表す神経科学的にも妥当な計算モデルを
構築し，VRを活用した基礎研究と自己認識の不
適合状態を評価・改善する応用研究の両輪を通
じてモデルの検証と改善をすすめ，多層的自己
の認識・形成に関する妥当性の高いモデルを確
立することを狙います．

鳴海 拓志 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

多感覚システムから多層的自己が立
ち上がる機構の解明と応用

個体間の社会的関係，すなわち社会
性は，複雑な多感覚情報処理で支え
られています．特に，脳の情報処理
や自律神経系を反映するような，意
識に上らない生体シグナルが，どの
ように社会性構築に影響するかは大きな問いで
す．本研究は，個体の内部状態を反映し得る生
体シグナルや運動のゆらぎを多角的に計測する
系を動物モデルで構築し，多感覚情報処理を介
した社会性構築の例として，音楽による社会性
強化メカニズムを解明します．

白松 知世 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
同上

身体情報の多角計測による社会性構
築メカニズムの解明

本研究では，仮想現実を用いた神経
行動学実験，情報熱力学的解析，計
算論的神経科学及びデータ駆動型モ
デリングを相補的・段階的に実施す
ることで，昆虫の多感覚入力に対す
る状況適応的な運動生成過程の解明を目的とし
ます．成果の帰結として，自律移動ロボットを
基盤とした人工システムに再構成することで，
昆虫のように不確実性の高い環境に対しても柔
軟かつ，適切に動作可能なロボットシステムと
して社会実装を目指します．

志垣 俊介 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

感覚運動介入系を用いた多感覚シス
テム構造の解明と工学応用

コミュニケーションは単に自分の意
思を相手に伝えるだけでなく、社会
とかかわり自己を確立するために重
要ですが、その脳内機構の解明には
至っていません。本研究では、小型
の霊長類であるマーモセットを用いた大規模神
経活動計測技術と自由行動下の行動・生理指標
解析との融合により、霊長類の多感覚コミュニ
ケーション脳内基盤の解明を試みます。

小松 三佐子 東京工業大学 科学技術創成研究院 特任准教授
同上

多次元計測による霊長類の多感覚コ
ミュニケーション機構の解明
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植物分子の機能と制御
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2020-2.html

戦略目標

革新的植物分子デザイン

研究総括

神奈川大学 理学部 教授

本研究領域は植物分子（植物由来化合物及びその関連遺伝子）を軸として、生体内及び生態系内の
生命現象の解明と、その有効利用に資する基礎的知見の創出と革新技術の構築に向けた研究を推進しま
す。この目的のために「生体内における植物分子の機能と制御」、「生態系内における植物分子の機能と
制御」、「植物分子の探索と設計・制御技術の開発」の３つを領域の柱とし、異分野の連携・融合を積
極的に進めます。具体的には、分子生物学や細胞生物学、生態学、植物病理学などで用いられてきた従
来の手法に加えて、近年特に発展を遂げた計測・分析技術、比較ゲノム解析やオミクス解析等を含むバイ
オインフォマティクス、合成生物学、天然物有機化学や有機合成化学などの化学的手法を駆使しながら、
モデル植物のみならず、農業用作物や薬用植物、それ以外の多様な植物を対象にして、植物分子の機能
と制御に関する新しい概念を創出し、その活用に向けた基盤技術の創出を目指します。

領域アドバイザー

有田 正規 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 教授

遠藤 求 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエン
ス領域 教授
サントリーグローバルイノベーションセンター
（株） 研究部 研究スペシャリスト

小埜 栄一郎

高野 義孝 京都大学 大学院農学研究科 教授

高林 純示 京都大学 生態学研究センター 名誉教授

萩原 伸也 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

松井 健二 山口大学 大学院創成科学研究科 教授

村中 俊哉 大阪大学 大学院工学研究科 教授

森田(寺尾) 美代 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授

山崎 真巳 千葉大学 大学院薬学研究院 教授

西谷 和彦

研究領域概要
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二次代謝産物の構造多様性は、骨格
構築酵素と修飾化酵素の組み合わせ
によって産み出されます。本研究で
は、テルペン環化酵素と鉄依存性酸
化酵素をそれぞれのモデルとして取
り上げ、量子化学計算と実験化学の両輪を駆使
して詳細な反応機構解析を行い、構造多様性創
出メカニズムを明らかにすることを目的としま
す。さらに、計算結果に基づいた酵素の機能改
変により、新規骨格を有する新たな植物分子の
創出を目指します。

佐藤 玄 山梨大学 大学院総合研究部 特任助教
同上

計算化学を用いたテルペン環化酵素と
酸化酵素の反応機構解析と機能改変

被子植物は花粉をやり取りして種の
遺伝的多様性を維持しています。花
粉が雌蕊の先端（柱頭）に付着する
と花粉の認証が行われ、適合しない
花粉は花粉管を伸ばすことができま
せん。本研究では、柱頭の外側を覆うクチクラ
と呼ばれる脂質成分の層が関わる花粉認証の仕
組みを明らかにします。さらにこの認証機構を
人為的にコントロールする手法の確立を通じて、
園芸・育種開発の拡張に繋がる基盤技術の創生
を目指します。

加藤 義宣 東京大学 大学院農学生命科学研究科 助教
同上

生殖障壁としてのクチクラ層の分子
機能の解明

本研究では花ではないものに擬態す
る「擬態花」をつける「カンアオイ
属」と「テンナンショウ属」計１０
０種以上の栽培個体コレクションを
用い、花の香り、誘引される昆虫、
トランスクリプトームの網羅的データセットを
作成します。これらのデータ間の相関関係を解
析した上で実証実験を行い、物質・遺伝子・生
態をつなぎます。これにより強力な昆虫操作の
メカニズムや、植物の潜在的な物質生産能力に
関する理解の変革を目指します。

奥山 雄大 国立科学博物館 植物研究部 研究主幹
同上

「擬態する花」に着目した昆虫操作
の物質・遺伝基盤解明

細胞壁のある植物細胞では、細胞融
合は殆ど起こりません。しかし、驚
くべきことに植物に寄生する線虫の
一種であるシストセンチュウは、植
物細胞に細胞融合を誘導し、巨大な
多核の栄養貯蔵細胞「シンシチウム」を作らせ
ます。本研究では、シロイヌナズナとテンサイ
シストセンチュウをモデルに、細胞融合過程の
ライブセル解析や感染細胞の単一細胞多元オミ
クス解析を組み合わせて、植物の細胞融合メカ
ニズムの解明に挑戦します。

大津 美奈 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
John Innes Centre Crop Genetics Depertment Postdoctoral fellow (JSPS海外特別研究員)

植物寄生性線虫の感染をモデルとし
て植物の細胞融合の謎に迫る

植物は多様化した免疫受容体がつく
る分子ネットワークを利用すること
で、多種多様な病原体を認識し、免
疫応答を誘導します。本研究では、
病害抵抗性を示す植物種のゲノム情
報から有用な免疫受容体遺伝子を発掘し、機能
予測及び機能評価を進め、免疫受容体ネットワ
ークの全容を解明します。そして、その成果を
免疫受容体ネットワーク活用型の新規抵抗性技
術の開発に繋げます。

安達 広明 科学技術振興機構 さきがけ研究者
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教

比較ゲノミクスを基盤とする免疫受
容体ネットワークの解明とデザイン

植物分子生合成の「解析・改変・利
用」を目的とし、生合成鍵酵素やそ
の複合体の立体構造解析、酵素反応
の人為的制御、高効率有用物質生産
系の構築を行います。具体的には、
生合成酵素群の立体構造を基盤とした変異導入
により酵素の機能を改変し、設計した合成基質
などと組み合わせることで非天然型新規化合物
群を創出します。また、微生物、植物において
酵素群をコンパートメント化した、効率的物質
生産系を確立します。

森 貴裕 東京大学 大学院薬学系研究科 助教
同上

植物生合成酵素の機能改変と物質生
産系の確立

本研究では、花粉を材料として用
い、細胞間を移行するRNA分子とそ
の移行を制御するタンパク質分子に
着目して研究を進めます。そしてこ
のタンパク質が既知のRNA細胞間移
行にも関与するのかを解析します。加えて本研
究で得られた知見から、植物の遺伝子改変技術
に資する人工精細胞移行性RNA分子を設計して、
作物を含む多くの種子植物に適用可能な、精細
胞を利用した高効率な遺伝子改変技術の実現を
目指します。

元村 一基 立命館大学 生命科学部 助教
立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 助教

花粉を用いた「細胞間移行RNA分子」
の解析とそれを利用した遺伝子改変

本研究では、生物活性分子としての
ポリアミンに着目し、有機化学を基
盤として植物の気孔に作用する分子
開発を行います。有機合成化学の手
法を駆使することにより、新たな遷
移金属触媒と光触媒反応の開発を進め、従来の
手法では合成が困難な骨格をもつポリアミン誘
導体を簡単にそして大量に合成します。合成し
た分子については気孔に対する生物活性を調査
し、シームレスにケミカルバイオロジー研究へ
と展開します。

村上 慧 関西学院大学 理学部 准教授
名古屋大学 トランスフォーティブ生命分子研究所 特任准教授

ポリアミンの新合成反応開発と気孔
活性植物分子の創出

植物が作る多様な特化代謝産物は、
未来の持続可能な社会を支える天然
資源として期待され、更なる活用に
向けた生産技術開発が求められてい
ます。本研究では、遠縁な植物系統
が同一の特化代謝産物を生産する点に着目し、
遺伝的に多様な生合成・分泌・蓄積能の獲得に
繋がる収斂進化を検証します。その知見を基に、
収斂進化で生じた遺伝的多様性を異種生物に集
約して植物特化代謝産物の生産系を構築する、
革新的代謝設計に挑戦します。

棟方 涼介 京都大学 生存圏研究所 助教
同上

収斂進化の理解に基づく植物特化代
謝のデザイン

本研究では、根の先端部にある根冠
において、そのユニークな組織形成
と、防御二次代謝産物の代謝という
細胞機能を統御する分子機構を解明
し、根冠が発動する根の病害抵抗反
応の実体を暴きます。特に、蛍光寿命イメージ
ングにより、根冠細胞内での防御二次代謝産物
を産生する酵素複合体「メタボロン」の形成動
態とその制御系に焦点を当て、植物の病害抵抗
反応の時空間動態を読解く先駆的な研究目標を
達成します。

宮島 俊介 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

根冠の組織形成が創発する根の防御
応答の時空間制御とその動態

本研究では、「共生・寄生は、互い
が持つ共通分子によって成立する」
という新規に提唱した仮説を検証し
ます。異種高等生物間相互作用にお
いて、最も高度な寄生・共生の例で
ある「虫こぶ」形成を題材に、虫こぶ誘導昆虫
が分泌するエフェクターを探索し、これらが、
どのように植物の虫こぶ遺伝子発現プログラム
を操作しているかを解明します。,

平野 朋子 京都府立大学 大学院生命環境科学研究科 准教授
京都府立大学 大学院生命環境科学研究科 特任助教

植物と昆虫の共生・寄生の分子メカ
ニズムを解く

アーバスキュラー菌根菌(AM菌)は植
物に無機栄養を供給するため、生物
肥料としての活用が期待されていま
す。しかし、AM菌の培養効率が悪
いことが農業利用拡大の障害になっ
ています。未知の植物分子がAM菌の増殖を促進
する可能性を見出したことから、本研究では、
この植物分子を単離して、植物分子を用いた高
効率なAM菌培養系を確立するとともに、この植
物分子の共生における機能の解明を目指します。

亀岡 啓 中国科学院 分子植物科学卓越創新中心 グループリーダー
東北大学 大学院生命科学研究科 助教

新規植物分子によるAM菌培養技術の
開発と共生制御の解明

植物を環境や外敵から保護するクチ
クラは細胞壁の外側の脂質層と考え
られてきました。本研究では、クチ
クラを細胞壁との境目がない「細胞
壁－クチクラ連続体」としてとら
え、新たに、物理化学的手法による生きたまま
の構造解析、表皮細胞壁の分析を試みます。ク
チクラ解析手法も駆使して、クチクラ及び細胞
壁成分が変化した遺伝資源を解析し、細胞壁－
クチクラ連続体形成の分子機構の解明、植物表
面改変技術の開発を目指します。

大島 良美 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員
同上

細胞壁－クチクラ連続体の理解とそ
の応用

私たちヒトは植物の高い再生能力を
利用して生活を豊かにしています
が、どのような分子機構が再生現象
で働いているのか、理解の途中にい
ます。本研究では、植物細胞の分化
全能性や多能性発揮に関わる低分子化合物をメ
タボローム解析やスクリーニング手法によって
単離し、植物の組織や胚の再生における役割を
明らかにします。得られる知見を応用し、再生
が困難な有用植物の組織培養効率を上げる手法
の開発を目指します。

岩瀬 哲 理化学研究所 環境資源科学研究センター 上級研究員
理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員

低分子化合物から読み解く植物細胞
の分化全能性

植物は進化の中で系統特異的なゲノ
ム・遺伝子倍化を頻繁に繰り返して
おり、多くの「各植物種を代表する
独自の形質」は、この系統特異的な
倍化に由来します。しかし、植物倍
化遺伝子群の潜在的新機能の大部分は未開拓で
あり、本研究では、ツツジ目果樹作物・トマト
のゲノム進化に着目し、系統特異的ゲノム・遺
伝子倍化に駆動され適応進化の中で種独自に形
成された新規機能分子の網羅的探索を行い、作
物への実装を目指します。

赤木 剛士 岡山大学 学術研究院環境生命科学学域 研究教授
岡山大学 大学院環境生命科学研究科 准教授

ゲノム・遺伝子倍化が駆動する植物
分子の新機能の探索とデザイン

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

22

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属　　下段：応募時の所属

植
物
分
子

２
０
２
０
年
度
採
択
研
究
者　
［
１
期
生
］

２
０
２
１
年
度
採
択
研
究
者　
［
２
期
生
］



カロテノイドの開裂により生成する
アポカロテノイドは、植物体内だけ
でなく生態系内でも作用する多彩な
機能を有します。本研究では、アポ
カロテノイドの一大グループを形成
し、多様な構造と機能を持つストリゴラクトン
に着目します。未だ未解明である枝分かれ抑制
ホルモンの化学的本体の同定をはじめとして、
個別のストリゴラクトン分子が有する機能の追
求を通じて、アポカロテノイドの分子機能の包
括的理解を目指します。

若林 孝俊 大阪公立大学 大学院農学研究科 特任研究員
神戸大学 大学院農学研究科 助手

植物生長制御に寄与するアポカロテ
ノイドの包括的理解

陸上植物の形態や機能を制御する
様々な分子は、細胞内の特定の場所
に配置されたり細胞外の特定の場所
に分泌されたりすることで、その機
能を発揮します。本研究では、植物
分子が偏在するために重要な「細胞極性」がど
のように形成・維持されるのかを、極性プロテ
オミクス、ケミカルジェネティクス、そして極
性スイッチの３つの切り口から解析し、解き明
かします。

吉成 晃 名古屋大学 高等研究院 特任助教
同上

植物の細胞極性を制御する分子基盤
の解明

植物が病原菌を認識すると、ペプチ
ドなどのDAMPsと呼ばれる物質を放
出し、それを受け取った植物細胞の
免疫を強化します。本研究では、
「植物が放出するDAMPsが、実は病
原菌によって認識され、病原力を高める因子と
して利用されている」という、新しい植物－病
原菌相互作用のモデルを提唱し、実証に挑みま
す。本成果により、病原菌のDAMPs認識による
病原力発揮機構を標的とした新規農薬開発への
貢献を目指します。

深田 史美 岡山大学 資源植物科学研究所 助教
同上

植物の免疫シグナル因子を逆手に取
った病原菌の宿主認識機構

植物葉面の毛状突起（トライコー
ム）は、雨によって負荷される機械
刺激を感知すると、周辺組織でカル
シウムウェーブ依存的な免疫を活性
化します。本研究では、トライコー
ムのマルチオミックス解析と微細構造解析によ
って、その制御を担う植物分子を同定し、機械
刺激受容センサーとしての特徴付けを行います。
本免疫の情報伝達経路を明らかにし、感染リス
クの上昇に伴い自律的に疾病防除能を強化する
ことのできる植物を作出します。

野元 美佳 名古屋大学 遺伝子実験施設 助教
同上

機械刺激センサーであるトライコー
ムの分子基盤の解明と応用

オーキシンの極性輸送は、植物の形
態形成を制御する重要な現象です
が、その輸送方向はオーキシン排出
担体PINの細胞における偏在化で規
定されます。本研究では、PINが細
胞膜上で形成する新奇複合体様構造に注目した
研究を行うことで、従来のモデルに代わる新し
い細胞極性・体軸形成モデルを提案します。本
研究は、オーキシンをはじめとした植物分子の
輸送方向をデザインする基盤技術の創出に繋が
る可能性があります。

楢本 悟史 北海道大学 大学院理学研究院 准教授
同上

オーキシン極性輸送をモデルとした
体軸の形成・維持機構の解明

植物と病原体は、病原体の存在して
いる植物組織のみならず、存在して
いない非感染組織においても、植物
体内を長距離輸送される植物分子を
利用して、生存をめぐる攻防を繰り
広げています。本研究では、病原体との攻防戦
の過程で非感染葉で惹起される全身獲得抵抗性
と感受性誘導システムに焦点を当て、そのスイ
ッチングメカニズムを解き明かすことで、両シ
ステムを農業に利用するための研究基盤の構築
を目指して研究を行います。

舘田 知佳 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

全身獲得抵抗性／感受性間のスイッ
チングシステムを解く

植物は外敵や環境ストレスから身を
守る手段として特化代謝産物を生産
します。本研究では、これまで「代
謝の終着点」と考えられてきた特化
代謝産物が植物体内で分解・リサイ
クルされている可能性に着目し、その分子メカ
ニズムの解明を目指します。特に炭素・窒素・
硫黄のリサイクル反応に焦点を当て、成長と環
境適応の栄養バランスや有用生理活性物質の生
産を制御する、新しい戦略ターゲットとしての
利用にも取り組みます。

杉山 龍介 千葉大学 大学院薬学研究院 助教
同上

特化代謝のリサイクル経路がもたら
すC/N/S循環システムの理解

植物は、二次代謝産物やタンパク質
等の有用分子を異形細胞に高蓄積し
ています。異形細胞の分化メカニズ
ムの理解や遺伝子発現アトラスの作
製は、有用植物分子の生合成経路・
大量生産・蓄積機構の理解につながります。本
研究では、一細胞/一核RNAシーケンシングによ
り異形細胞の遺伝子発現アトラスを作製します。
その知見をもとに、有用植物分子の生合成経路
や大量蓄積機構を人為的に操作する技術の開発
を行います。

白川 一 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

一細胞／一核RNA-seq解析による異形
細胞の遺伝子発現アトラス

植物は細胞膜の受容体を使って病原
菌の存在を認識し、感染に対する防
御応答を誘導します。本研究では、
スフィンゴイド塩基受容体に着目
し、この受容体がどのようにスフィ
ンゴイド塩基をとらえているかを詳細に解析し
ます。次に、この受容体の仕組みを改変して、
あらかじめ物理的な刺激を与えたときに植物が
病原菌の攻撃に対して備えることができる「人
工受容体」の創出に挑戦し、将来の作物の新規
防除技術の開発に貢献します。

加藤 大明 科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学 大学院農学研究科 特定研究員

植物のストレス応答分子機構を利用
した人工受容体の創出

植物が産生する高反応性分子を「植
物修飾分子」と定義します。アブラ
ナ目植物の植物修飾分子イソチオシ
アネート（ITC）を題材として、植
物における多面的な標的タンパク質
と生理機能を解明します。標的特異性を決定づ
けるITCの作用機構を分子構造レベルで解明し、
生理作用ごとに最適化されたテイラーメイドITC
を創出します。これを基に、有用な植物機能を
亢進させる、植物修飾分子のテイラーメイド制
御技術を確立します。

相原 悠介 科学技術振興機構 さきがけ研究者
名古屋大学 大学院理学研究科 研究員

植物修飾分子による多面的機能のテ
イラーメイド制御

植物は様々な特化代謝産物を作り、
その一部は医薬品などに利用されて
います。しかし、資源の枯渇なども
懸念されており、持続的な天然資源
の管理・供給方法の確立が求められ
ます。本研究では、植物が獲得した多様な特化
代謝生合成系と、それらを制御する転写因子の
機能獲得と多様化に着目し、その関連性の解明
に取り組みます。それら知見を基に、代謝フロ
ーの選択的増強といった革新的な物質生産制御
系の構築を目指します。

山田 泰之 神戸薬科大学 薬学部 講師
神戸薬科大学 薬学部 助教

発現制御機構の多様性に基づく植物
特化代謝の生産制御

雑草など野外で生きる植物は、不利
な環境下での発芽を回避する休眠維
持機構を備えています。本研究で
は、この休眠の維持に関わる遺伝子
を明らかにするとともに、どのよう
な化学的刺激で休眠が打破され発芽へと向かう
のかを解明します。これらを応用し、休眠の維
持を可能にする遺伝子の利用と、休眠を打破す
る化合物の創製を通じて、厳密な種子の休眠か
ら発芽へと切り替え可能な「発芽スイッチ」の
構築を目指します。

福井 康祐 岡山理科大学 生命科学部 講師
岡山理科大学 理学部 講師

「発芽スイッチ」の構築：厳密な種
子休眠維持機構の解明と応用

本研究では、植物がどのように二酸
化炭素の濃度変化を感知するのかを
解明するため、植物・大気間のガス
交換の９０％以上を担う気孔に焦点
をあて、二酸化炭素を感知して気孔
閉鎖を引き起こす未知の細胞内情報伝達装置に
生化学・分子遺伝学・ケミカルバイオロジーを
駆使した複合的アプローチで迫ります。さらに、
植物の二酸化炭素取り込みの促進や水利用効率
の改善に繋がる革新的新規化合物の単離と活用
を目指します。

高橋 洋平 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任准教授
University of California, San Diego Division of Biological Sciences Assistant Project Scientist

二酸化炭素濃度を感知する植物細胞
内装置と作用分子

アレロパシーは、植物が体内で生産
した代謝物を大気中や土壌中に放散
させ、周囲の生物に影響を及ぼす現
象です。その代謝化合物は多数あ
り、我々にとって有用なものも多い
と期待されますが、極微量かつ多様な揮発性物
質の捕捉や効果検証は難しく、ほとんど未発掘
です。そこで本研究では、揮発性植物分子の放
出特性や生態系内での時空間的動態を網羅的に
分析・可視化する技術を開発し、新規アレロパ
シー探索の基盤を確立します。

関本 奏子 横浜市立大学 大学院生命ナノシステム科学研究科 准教授
同上

生態系内における多成分揮発性植物
分子の時空間イメージング

これまで菌根共生の進化生態学的研
究では、植物と菌根菌が互いに良い
パートナーを選別できることが前提
とされており、菌根菌に寄生する植
物がどのように出現したのかは、大
きな謎でした。本研究では、同一植物種におい
て独立栄養性と菌従属栄養性の個体を自在に作
出できる培養系と野外サンプルを用いた収斂解
析で得られる知見を統合し、分野横断型のアプ
ローチで、植物が菌根菌を騙すことを可能にし
たメカニズムに迫ります。

末次 健司 神戸大学 大学院理学研究科 教授
神戸大学 大学院理学研究科 准教授

情報分子が拓く植物による菌根菌へ
の寄生能力獲得と制御
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細胞の動的高次構造体
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2020-1.html

戦略目標

細胞内構成因子の動態と機能

研究総括

東京大学 大学院工学系研究科 教授

細胞が示す多彩な機能は、分子複合体からオルガネラに至る動的な高次構造体によって支えられていま
す。本研究領域は、そのような動的高次構造体の性質を分子の視点に基づいて解析し、機能発現の普遍
的メカニズムの解明を目指します。
近年、ライフサイエンス分野では、分子から分子複合体、オルガネラ、細胞にわたる階層間での生命現
象の理解が飛躍的に進展しようとしています。例えば、オルガネラの内外を区別する境界は脂質二重膜によ
って定義されることが一般的であると考えられてきましたが、細胞内相分離現象によって生体分子が自己集
合した膜のない構造体やオルガネラを形成する例が多数報告されています。技術においても、超解像顕微
鏡や分子特異的プローブの発展により高時空間分解能の画像が得られるようになり、動的高次構造体の微
細構造が観察できるようになりました。このような新たな知見は、生物学のみならず物理学や化学などの概念
が契機となって生み出されていることが多いことから、今後も異分野融合研究の推進により新概念の提唱や
新技術の創出が期待されています。
以上を踏まえ、本研究領域は、高い時空間分解能で細胞内の動的高次構造体を計測する手法を開発す

るとともに、数理的解析や理論的考察も加え、生命機能の発現・制御のメカニズム解明を目指します。

領域アドバイザー

伊藤 秀一郎 第一三共RDノバーレ（株） 生物評価研究部
蛋白質発現グループ グループ長

内橋 貴之 名古屋大学 大学院理学研究科 教授

理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー岡田 康志
加藤 貴之 大阪大学 蛋白質研究所 教授

神谷 真子 東京工業大学 生命理工学院 教授

白木 賢太郎 筑波大学 数理物質系 教授

杉田 有治 理化学研究所 開拓研究本部 主任研究員

南後 恵理子 東北大学 多元物質科学研究所 教授

林 重彦 京都大学 大学院理学研究科 教授

前多 裕介 九州大学 理学研究院物理学部門 准教授

村田 武士 千葉大学 大学院理学研究院 教授

望月 敦史 京都大学 医生物学研究所 教授

野地 博行

研究領域概要
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GPCRは細胞内で様々な分子と高次
構造体(シグナロソーム)を形成し、
複数のシグナル伝達経路を制御する
薬の受容体です。近年、薬に応じて
GPCRが経路選択的活性を生むこと
を利用し、副作用の低い薬が開発されています。
しかし、経路選択が生じるメカニズムは明らか
ではありません。本研究では、多色同時1分子蛍
光顕微鏡を開発し、薬刺激に伴うGPCRシグナロ
ソームの動態変化を観察、経路選択の分子機序
を解明します。

柳川 正隆 科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所 開拓研究本部 研究員

多色1分子計測によるGPCRシグナロ
ソームの動態解明

ミトコンドリアや葉緑体といった膜
型オルガネラは、“オルガネラ分裂
リング”と呼ばれる細胞内の動的高
次構造体によって分断されることで
数を増やすことが出来ます。「オル
ガネラ分裂リングの分子動作機序」を明らかに
し、また「オルガネラの分裂増殖に機能する全
遺伝子」の機能を理解することによって、真核
生物が永続的なオルガネラの維持を可能とした
普遍的なオルガネラ創成原理の解明を目指しま
す。

吉田 大和 東京大学 大学院理学系研究科 准教授
同上

オルガネラ分裂リングの分子動作機
序の解明

アクチン細胞骨格は動物細胞に普遍
的に存在する動的高次構造体であ
り、細胞骨格の構造転移が細胞の形
態転移を引き起こし、細胞運動や分
裂、極性形成など生命に本質的な機
能を生み出しています。本研究ではアクチン細
胞骨格が多様な細胞機能を駆動する仕組みを、
独自の再構成システムを用いて体系的に理解す
ることを目指します。本研究を通じて、アクチ
ン細胞骨格が司る細胞機能を自在に操る基盤技
術が確立できると期待されます。

宮﨑 牧人 科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学 白眉センター 特定准教授

アクチン細胞骨格動態の構成的理解
と制御

オルガネラコンタクトサイト研究の
ボトルネックは解析ツールが限られ
ていることにあります。そこで本研
究ではコンタクトサイト可視化と細
胞内脂質可視化に有用なツールの開
発に取り組みます。可逆的なsplit蛍光プローブを
利用し、生理的条件下におけるコンタクトサイ
トの検出プローブを作製すると共に、膜脂質を
特異的に認識するツールのオンデマンド作製実
現に向けた、脂質プローブ作製のストラテジー
確立を目指します。

西村 多喜 科学技術振興機構 さきがけ研究者
フランシス・クリック研究所 オートファジー研究室 ポスドク

動的なオルガネラコンタクトネット
ワーク制御機構の解明

本研究は、生物発光反応に関与する
非発光生物由来タンパク質のアミノ
酸配列を基に、ルシフェラーゼ機能
を持つペプチドプローブを開発しま
す。更に、合理的に設計合成したル
シフェリンと組み合わせることで、発光強度と
発光色を調節し、細胞内タンパク質の動的構造
変化をも捉える新規生物発光イメージングの基
礎基盤技術を開発します。

西原 諒 産業技術総合研究所 生命工学領域 研究員
同上

発光反応場を構成するペプチドプロ
ーブ開発

細胞の膜は脂質分子が動き回り集ま
って出来た構造体です。細胞内での
脂質の挙動はタンパク質により制御
されます。しかし、生細胞の活動の
なかで脂質を高時空間分解能で計測
する事、また脂質の制御因子を同定する事は困
難です。そこで本研究では細胞内局所的な分子
ラベル化法を用いて脂質動態を定量的に捉える
細胞測定技術を構築します。さらに網羅的な遺
伝子探索法と融合させ、脂質動態の遺伝子基盤
を解明する新技術を創出します。

土谷 正樹 京都大学 大学院工学研究科 助教（青藍プログラム）
同上

ゲノムレベルで細胞内脂質ダイナミ
クスを解明するラベル化戦略

本研究は、代表的な細胞骨格である
微小管とアクチンが細胞内で示す力
学特性を精密に測定することで、細
胞内の空間秩序生成および細胞の動
的な形状決定という細胞生物学の中
心的な現象の物理的設計原理を明らかにするこ
とを目指します。

谷本 博一 横浜市立大学 理学部 准教授
同上

細胞内構造の実験力学

ミトコンドリアは内外二層の膜から
なり複雑な形態を持つ細胞内小器官
で、エネルギー変換やアポトーシス
など重要な細胞機能を担っていま
す。ミトコンドリアの形態はその機
能と強く関わっていると考えられていますが、
その原理は解明されていません。本研究では、
内外膜にかかる力のバランスと機能分子の運動
に基づいて、形態を制御する方程式を構成し、
解くことで、ミトコンドリア形態の制御原理の
解明を目指します。

立川 正志 横浜市立大学 国際総合科学群（理学部） 准教授
京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 准教授

ミトコンドリア形態の包括的数理モ
デリング

No n - c o d i n g RNAの代表格である
m i c r o R N Aは、動的高次構造体
「RISC」を形成することで、膨大な
種類のmRNAの発現を制御します。
本研究では、RISCの機能発現を1分
子mRNAレベルで「見る・操る」ための独自技術
を開発することで、RISCが「いつ・どこで」機
能するのか突き止めます。これにより、多彩な
生命現象を司るRISCについて、機能発現の普遍
的メカニズムに迫ります。

小林 穂高 科学技術振興機構 さきがけ研究者
アルバート・アインスタイン医科大学 リサーチフェロー

RISCの機能発現を1分子mRNAレベル
で「見る・操る」

細胞内では様々なタンパク質複合体
が重要な働きをしています。本研究
では、機能を合理的に制御した様々
な改造タンパク質複合体を創り出
し、それらを細胞内に戻すことで起
こる変化を観察することで、細胞内でのタンパ
ク質複合体の機能を理解することを目指します。
さらに、そこで得られた理解を基にして、改造
タンパク質複合体を用いた細胞制御技術の開発
も行います。

小杉 貴洋 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教
同上

タンパク質複合体を合理的に改造
し、細胞内機能を理解・制御する

細胞内に豊富に存在する水分子を用
いて、細胞内の様々な物理量をラベ
ルフリーで同時に定量評価する手法
を確立し、細胞内で起こる生理現象
を解明します。特に、液液相分離な
ど細胞内環境の局所的な変化を伴う生理現象に
ついて、分子間相互作用や分子構造といった分
子レベルの変化から、局所的な密度や構造の変
化、さらには温度や固さといったマクロな物理
量の変化を同時に定量的に可視化することで、
階層網羅的に明らかにします。

梶本 真司 東北大学 大学院薬学研究科 准教授
東北大学 大学院薬学研究科 講師

細胞内の水を用いた細胞内微小環境
の定量評価法の確立と応用

細胞の生命活動の本質を理解するた
めには、生細胞まるごとに含まれる
化学種を多次元情報として計測・解
析し、そこから生化学的意義を理解
するというアプローチが重要となり
ます。本研究ではピコ液体を活用する質量分析
イメージング技術を開発し、生細胞中の分子環
境を、具体的な化学成分の量や種類の変化に基
づいて調べます。がん細胞の脂質や代謝物、タ
ンパク質などの変化を探り、細胞の不均一化と
の関連性を解明していきます。

大塚 洋一 大阪大学 大学院理学研究科 准教授
大阪大学 大学院理学研究科 助教

ピコ流体質量分析イメージングによ
る生細胞のがん化の理解

近年、DNA凝縮や姉妹染色分体の接
着過程において、染色体構造維持
（SMC）タンパク質の液－液相分離
現象が重要な役目を担うことが明ら
かになりつつありますが、そのサブ
分子レベルでの形成・破壊原理は未知の領域と
なっています。本研究では、高速原子間力顕微
鏡（AFM）に光ピンセットを組み合わせた新規手
法を用いて、SMCのトポロジカル結合や液－液
相分離の形成・破壊ダイナミクス可視化・原理
解明を行います。

梅田 健一 金沢大学 ナノ生命科学研究所 特任助教
同上

高速AFMを用いたSMC複合体の力学
機構の解明

ヘテロクロマチンは、ゲノムの安定
性維持や機能発現に重要な役割を果
たし、その形成不全が様々な疾患の
原因となります。本研究は、小分子
RNAを介したヘテロクロマチン形成
に着目し、これがゲノム三次元構造や核内配置、
LLPSによる空間的な構造体を形成する可能性を
検討すると同時に、形成過程を時系列での理解
に取り組みます。さらに、人工的な小分子RNAの
発現を介したヘテロクロマチン形成の制御を目
指します。

岩崎 由香 理化学研究所 生命医科学研究センター チームリーダー
慶應義塾大学 医学部 准教授

ヘテロクロマチン形成高次構造体の
解明と制御

本研究では、クライオ電子顕微鏡法
による高空間分解能の構造解析手法
を、プロテオーム解析や構造モデリ
ングなどの手法と組み合わせること
で、繊毛の軸糸9+2構造全体の原子
モデルを得ます。得られた原子モデルを用いて
分子動力学シミュレーションを行うことで、繊
毛構造の安定化機構を解明します。さらに、繊
毛内部構造の構造変化をリアルタイムで可視化
し、繊毛の運動制御機構を原子レベルで明らか
にすることを目指します。

市川 宗厳 復旦大学 生命科学学院 テニュアトラックプロフェッサー
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教

繊毛の運動機構の原子レベルでの解
明

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

25

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属　　下段：応募時の所属

高
次
構
造
体

２
０
２
０
年
度
採
択
研
究
者　
［
１
期
生
］



翻訳の伸長反応は、緩急を伴ったダ
イナミックな反応であり、速度調節
によって遺伝子発現を制御していま
す。ストレスなどによってこの速度
調節に異常が生じると、リボソーム
の交通渋滞が形成され、その蓄積が引き金とな
りアポトーシスや自然免疫応答が誘導されます。
本研究では、異常翻訳の実体であるリボソーム
の交通渋滞の形成と解消を試験管内で再現し、
その動態を1分子レベルで可視化します。

松尾 芳隆 東京大学 医科学研究所 准教授
同上

リボソームの交通渋滞を解消するし
くみと生理的意義の解明

染色体凝縮は、長大なヒトゲノム
DNAを1万分の１の長さの棒状構造
に変換する驚異的な自己組織化過程
です。凝縮には染色体関連タンパク
質、特にコンデンシンDNAモーター
が必須ですが、モーター活性がどのように凝縮
に寄与しているかは分っていません。そこで、
染色体凝縮中のヌクレオソームの動態や構造と
コンデンシンなど凝縮関連タンパク質の動態を
超解像・1分子イメージングし、染色体の構築原
理を明らかにします。

日比野 佳代 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 助教
同上

超解像・1分子計測によるヒト染色
体凝縮機構の解明

これまで、細胞内の構造体は、様々
な構成分子が確率論的に出会い会合
していくことにより、レゴブロック
が積み重なるかの如く組み立てられ
ると考えられてきました。しかし、
細胞内には“短時間”で構築・解体される巨大
な構造体も存在します。本研究では、既存モデ
ルでは説明の難しい巨大な構造体の迅速な構
築・解体機構について、“液・液相分離”と
“可逆的な液・固相転移”に基づく革新的な理
論の構築を目指します。

畠 星治 東京大学 大学院薬学系研究科 特任講師
同上

“可逆的な液・固相転移”による細
胞内構造体の構築解体機構の解明

合成生物学分野の技術を解糖系酵素
高次構造体に応用し、生きた細胞内
で構造体の集合・離散を、小分子化
合物や光刺激により高い時空間分解
能で「操る」技術を確立します。こ
の技術による高次構造体の集合・離散操作によ
る影響を、蛍光イメージングで「見る」・近接ラ
ベリングを用いたプロテオミクス解析で網羅的
に「知る」という多角アプローチで解析し、動
的高次構造体の理解を通してグルコース代謝の
制御機構に迫ります。

中村 秀樹 京都大学 白眉センター 特定准教授
京都大学 大学院工学研究科 特定助教

解糖系高次構造体の時空間操作技術
によるグルコース代謝制御の解明

相分離タンパク質・RNAを用いた人
工非膜型オルガネラ研究が近年報告
されていますが、天然を超えるよう
な機能を創出することは未だ困難で
す。本研究では、一億種類という高
多様性ライブラリーを用いた、相分離タンパク
質・非膜型オルガネラの分子進化系を構築し、
コンパクトなde novo相分離タンパク質タグの開
発や高効率カスケード反応を可能にする人工オ
ルガネラの創成を目指します。

寺坂 尚紘 東京工業大学 地球生命研究所 特任准教授
東京大学 大学院理学系研究科 特任助教

相分離進化工学による人工オルガネ
ラの創成

細胞内の非膜型オルガネラは、転写
や翻訳の制御などの機能を持つこと
が示されています。しかし、内在性
の非膜型オルガネラを特異的に解
体・分解し、その機能を解明するこ
とは困難です。そこで、生体分子の相互作用を
操作可能な人工タンパク質を創造し、その特徴
の理解を目指します。そのような理解に基づき、
多彩な非膜型オルガネラを自由自在に解体、分
解する技術を確立し、非膜型オルガネラの生物
学的意義を明らかにします。

坪山 幸太郎 ノースウエスタン大学 ファインバーグ医学校 ポストドクトラルスカラー
同上

人工タンパク質による、高次構造体
の自由自在な解体・分解

非膜型の分子集合体はいつどこで形
成し生物学的機能を発揮するのだろ
うか？本研究では、光技術、細胞工
学、物理理論を融合し、非膜型分子
集合体が形成される過程を分子レベ
ルから定量的物理的に解明する。その理解をも
とに非膜型分子集合体の生成を時空間的に厳密
に制御する新たな技術を開発し非膜型分子集合
体の機能に迫る。

下林 俊典 京都大学 iPS細胞研究所 准教授
プリンストン大学 化学工学・生物工学科 JSPS海外特別研究員

細胞内非膜型分子集合体の不均一核
生成：定量的理解と光制御

神経伝達物質の放出確率は神経細
胞・シナプスの種類によって大きく
異なります。このような機能的多様
性は複雑な脳神経回路を成り立たせ
る本質であると考えられます。本研
究では、放出確率を制御する動的高次構造体と
して、四種の構成因子（Munc13、RIM、RIM-BP、
CAST）から成る超分子集合体を想定し、in vitro再
構成技術およびナノレベルの分子計測技術を構
築することで、その動作原理を解明します。

坂本 寛和 東京大学 大学院医学系研究科 助教
同上

神経伝達物質の放出確率を制御する
超分子集合体の再構成

近年、タンパク質やRNAを介した相
分離によって核内空間が区画化さ
れ、複数の生体反応が混線せず進行
するという考えが提唱されています
が、そこにゲノムDNAがどのように
して関わるのかはほとんど明らかになっていま
せん。本研究では巨大タンデムクラスタ配列に
注目し、近位ビオチンラベル法によって相互作
用する分子を網羅的に同定します。これにより、
核内空間構築における巨大タンデムクラスタ配
列の役割を明らかにします。

栗原 美寿々 北海道大学 大学院薬学研究院 助教
同上

タンデムクラスタ配列を基盤とした
新規動的高次構造体の解析

細胞内での蛋白質間相互作用や過渡
的に形成される複合体については構
造解析が難しく構造-機能相関研究
は遅れています。本研究ではミニセ
ル化技術とクライオ電子顕微鏡によ
る構造解析を組み合わせ、細胞内機能構造の高
分解能解析技術を開発します。そして、蛋白質
の輸送過程におけるⅢ型ニードル複合体構造や
輸送装置の構造変化を明らかにし、効率の良い
蛋白質輸送を可能にしているⅢ型分泌系の蛋白
質分泌機構の解明を目指します。

川本 晃大 大阪大学 蛋白質研究所 助教
同上

Ⅲ型分泌系の細胞内機能構造の高分
解能構造解析

細胞はシグナリング系と呼ばれる化
学反応系を用いて動的に環境情報を
処理する。この系は主に細胞集団の
平均値を通して特徴付けられてき
た。しかし近年の一細胞レベルの解
析は、この系の挙動の細胞間のばらつきや時間
的な揺らぎまでもが進化的に選択された性質で
あることを示唆している。そこで私はFRETと呼
ばれる蛍光観察技術とベイズ推定の考え方を結
合し、この系の動的な性質を一細胞レベルで特
徴付け、その機能を考察する。

神野 圭太 中央研究院 分子生物研究所 Assistnat Research Fellow
Yale University Department of MCDB Associate Research Scientist

ベイズ的一細胞FRET計測で探る細胞
シグナリングの適応原理

減数分裂期に起こる相同染色体の組
換えは、次世代への遺伝情報の伝達
を担い、生物に多様性をもたらす重
要な過程です。本研究では、この組
換えがどのようにして始まるのか、
ヒトと類似した特徴をもつゼブラフィッシュを
モデルにアプローチします。生殖細胞培養系を
用いたライブイメージングと遺伝学・生化学的
解析を組み合わせ、染色体構造や組換え因子と
いった高次構造体による組換え開始の動的制御
を明らかにします。

今井 裕紀子 科学技術振興機構 さきがけ研究者
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 特任研究員

ゼブラフィッシュから解く組換え開
始の動的制御

生体分子モーターは、環境の熱ゆら
ぎを利用して効率よく働くと言われ
てきましたが、実際に働く環境であ
る細胞の中での効率計測はできてい
ませんでした。一方、生きた細胞の
内部では、熱ゆらぎだけでなく非熱的なゆらぎ
も自発的に生みだされています。本研究では、
細胞内で単一分子を力学的に操作する手法を開
発し、力学応答とゆらぎの計測を通じて、細胞
内の非熱的なゆらぎが個々の分子の効率に及ぼ
す影響を解析します。

有賀 隆行 科学技術振興機構 さきがけ研究者
山口大学 大学院医学系研究科 准教授（特命）

細胞内1分子力学操作による非熱的
ゆらぎの影響解析

古くからオルガネラの局在変化は観
察されていましたが、刺激依存的な
局在変化の生理的意義は不明です。
本研究では、神経細胞の情報受容素
子(スパイン)への細胞骨格・モータ
ータンパク質複合体を介した刺激依存的なオル
ガネラの移動と記憶固定化の機能相関と因果関
係を解明することで、「刺激に応じたオルガネラ
の局在変化が生命現象の基盤」というConceptual
Advanceを提唱することを目指します。

上田(石原) 奈津実 東邦大学 理学部 准教授
名古屋大学 大学院理学研究科 講師

刺激依存的な細胞骨格・オルガネラ複
合体の局在変化による生理機能発現

生命を維持する細胞内のシステム
は、多彩な分子機械が協調的に働く
ことで維持されています。本研究課
題では、タンパク質合成を司る翻訳
マシナリーに着目し、細胞内での分
布と動的な構造を同時に捉えることで、その統
合的理解を目指します。RNAエンジニアリング技
術を駆使して、特定の遺伝子を翻訳するリボソ
ームの細胞内の座標を特定する新技術を開発し、
「翻訳の現場」を高分解能で可視化します。

横山 武司 東北大学 大学院生命科学研究科 助教
同上

リボソームの動的分子構造と細胞内
分布の統合的理解
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細胞内では、特定のタンパク質や
RNAが液－液相分離現象によって集
まることで、非膜性構造体が形成さ
れます。本研究では、ミクロ階層
（原子・分子挙動）・メゾ階層（相分
離）を繋ぐマルチスケールシミュレーション手
法の開発を行い、非膜性構造体内部の動的不均
一性が分子の拡散・局在・相互作用に与える影
響の解明を目指します。

山本 詠士 慶應義塾大学 理工学部 専任講師
同上

非膜性構造体内部における分子挙動
の階層統合的理解

小胞体は、タンパク質の品質と量を
適切に保つため、それらを分解する
独自の仕組みを備えています。しか
しながら、タンパク質分解に関わる
各過程が小胞体上のどこで、どのよ
うなキネティクスで行われるのかという時空間
情報については意外にも殆ど明らかにされてい
ません。本研究では、分解過程を観測する蛍光
イメージング技術の開発などを通じて、小胞体
におけるタンパク質分解を新たな次元・観点か
ら理解することを目指します。

持田 啓佑 科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所 脳神経科学研究センター 日本学術振興会特別研究員

小胞体タンパク質分解過程の場の観
測と分子基盤の解明

本研究では、独自に開発した持続可
能なタンパク質標識法を応用し、細
胞内オルガネラを時間無制限に観察
し、その動態解析を行う。蛍光プロ
ーブが入れ替わり続けるタンパク質
標識法の開発と応用を進め、オルガネラの長時
間・超解像イメージング、マルチカラーイメー
ジング、コンタクトサイトのイメージングを行
うことで、オルガネラの微細構造とオルガネラ
間相互作用を解析し理解する。

蓑島 維文 大阪大学 大学院工学研究科 准教授
同上

持続可能な標識法による時間無制限
オルガネラ動態イメージング

本研究は、DNAナノ分子配置技術
を、従来の免疫シナプス再構成系、
無細胞再構成と組合せ、空間分解能
を向上した新規再構成系を樹立す
る。確立した新規再構成系を用い
て、PD-1高次構造体形成に必要な因子を同定し、
申請者が見出した新規分子モデルを検証する。
さらに、PD-1の未知の分子機能を新規分子モデ
ルの文脈で検証する。

増渕 岳也 カリフォルニア大学サンディエゴ校 生物科学部 博士研究員
同上

DNA分子配置技術を用いた免疫受容
体高次構造体分子機能の解明

長鎖RNAは、細胞内の遺伝情報伝達
や機能制御を担っており、コロナウ
イルスやそのワクチンの構成物質と
しても重要です。ところが、特性や
機能を理解する上で鍵となる分子レ
ベルでの構造は、実験による直接観察が難しく
ほとんど分かっていません。本研究では、数千
塩基にわたる長いRNAの構造アンサンブルを明ら
かにする分子シミュレーション技術を開発し、
機能メカニズムの解明やRNA医薬への応用を目指
します。

堀 直人 ノッティンガム大学 薬学部 ノッティンガムリサーチフェロー
同上

長鎖RNA粗視化分子シミュレーショ
ンモデルの開発

生きている試料の組織深部の細胞内
高次構造体を高時空間分解能で蛍光
観察するため、生体透明化技術を開
発する。開発にあたり、申請者が開
発した超高感度乳酸バイオセンサー
R-iLACCO1.1及びタンパク質工学手法を利用する。

那須 雄介 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

生体透明化技術の開発による脳深部
神経代謝の解明

Nemuriという分子の挙動の理解を通
じ、「液-液相分離」という細胞内で
起こるミクロの現象によって、「生
体防御」や「睡眠」というマクロの
高次生命現象をどのように制御して
いるかを明らかにすることを達成目標とする。

戸田 浩史 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 助教
同上

生体防御と睡眠：液－液相分離がつ
なぐ２つの高次機能

本研究では、合理的に選択された数
百種類の摂動条件と、空間ゲノミク
ス法による高い空間解像度での一細
胞マルチオミクス計測を組み合わせ
ることで、核内構造体と細胞状態遷
移の直接的な関係性の解明と、核内構造体への
摂動を介した細胞状態遷移の制御を目指す。こ
れを実現するため、胚性ゲノムの活性化のマウ
ス及びヒト培養細胞モデルを用いて、研究を行
う。

武井 洋大 カリフォルニア工科大学 バイオロジー、バイオエンジニアリング研究科 ポスドク
同上

核内構造体への摂動による細胞状態
遷移の制御

植物の根の表面から突出する「根
毛」は、水分・養分の吸収に重要な
働きを持つ細胞です。根毛の分化過
程で発現する遺伝子が多数同定され
ていますが、それらを適切なタイミ
ングで発現させる仕組みは不明です。本研究で
は、植物細胞の大半を占める「液胞」と、遺伝
子発現の司令塔である「核」が互いの動態を制
御し合う『動的相互作用』の存在を証明し、更
には、その遺伝子発現と根毛分化誘導における
役割を実証します。

高塚 大知 金沢大学 理工研究域 テニュアトラック助教
同上

オルガネラ間の動的相互作用が駆動
する細胞分化

タンパク質の集合・離散が関与する
生命現象の役割や機構を理解するた
めには、細胞が自然に形成する集合
体を観察する手法だけでなく、集合
体を人為的に制御する技術が有用と
なります。本研究では、pH変化を外部刺激とし
てタンパク質の集合・離散を制御可能な短いペ
プチドタグを開発します。さらに、開発したペ
プチドタグを活用し、神経変性疾患に関与する
タンパク質のアミロイド形成機構の理解を目指
します。

菅井 祥加 東京工業大学 国際先駆研究機構 特任助教
筑波大学 数理物質系 助教

タンパク質の集合・離散を制御する
ペプチドタグの開発

内耳の有毛細胞は音によって引き起
こされる機械刺激を電気信号へと変
換します。本研究では，効率的な細
胞観察を行うために，蛍光観察と電
子顕微鏡観察における画像を相関さ
せるクライオCLEMを取り入れた汎用性の高い観
察ストラテジーを確立します。この戦略を用い
て，有毛細胞の動的なシグナル変換機能を担う
高次構造体をクライオ電子線トモグラフィーに
より可視化し，機能発現メカニズムの解明を目
指します。

草木迫 司 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

汎用性の高いクライオCLEM戦略の確
立と有毛細胞の高次構造体の解明

新規CRISPR-Cas酵素、Cas7-11はRNA
依存性のRNA分解酵素であり、タン
パク質分解酵素です。本研究提案で
は、Cas7-11を用いて動植物細胞の
操作技術の開発を目指します。

加藤 一希 東京大学 先端科学技術研究センター 特任講師
同上

CRISPR-Cas酵素 Cas7-11を用いた細
胞操作技術の開発

生命現象の素過程は、細胞内生体分
子や複合体の複雑かつ動的な相互作
用によって営まれますが、それらの
解析は容易ではありません。本研究
提案ではクライオ電子顕微鏡での構
造解析に計算科学アプローチを組み合わせるこ
とで構造分類・動態解析の新たな手法を開発し
ます。さらに、開発手法を実際の蛋白質クライ
オ電子顕微鏡観察像へと適用し、ターゲット蛋
白質の機能発現に伴う生体内でのマルチスケー
ルな動態の解明を目指します。

大出 真央 理化学研究所 開拓研究本部 基礎科学特別研究員
同上

実験と計算の協奏による生体分子動
態解析法の開発

高感度微小温度センサアレイから得
る細胞内の動的な温度・時間情報を
基に，高次構造体の熱特性，細胞内
熱プロセスへの寄与・役割および相
互作用を解明します．高い温度・時
間分解能，そしてマクロかつミクロの計測範囲
を達成する新しい細胞内分析技術を確立します．
本研究を通して，生命科学における新しい熱プ
ロセスおよび熱制御概念を活かした，現在の技
術を凌駕する熱工学における新技術の創出に寄
与します．

猪股 直生 東北大学 大学院工学研究科 准教授
同上

細胞内熱ダイナミクスの解明

腸や腎臓の上皮細胞では、刷子縁膜
と呼ばれる高度に発達した膜構造が
効率的な物質吸収を実現していま
す。本研究では、この刷子縁膜を電
子顕微鏡グリッド上に形成する細胞
培養技術を確立し、電子線トモグラフィーによ
ってその内部構造体と空間分布を直接観察しま
す。さらにサブトモグラム平均化法を用いるこ
とで、主な構造体に関してはナノメートル以下
の分解能で構造を解明することを目指します。

李 勇燦 横浜市立大学 大学院生命医科学研究科 助教
同上

物質吸収を担う刷子縁膜の高次構造
動態とその破綻メカニズムの解明
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多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2019-1.html

戦略目標

多細胞間での時空間的な相互作用の理解を目指した技術・解析基盤の創出

研究総括

京都大学 大学院理学研究科 教授

本研究領域では、組織・器官・個体等を構成する細胞集団を時空間的に解析することによって生命現
象を１つのシステムとして理解することを目指します。このため、多種細胞を時空間的に識別し、その動態
や相互作用を解析する技術の開発やデータサイエンス・数理科学による生命モデルの開発、また、それら
の技術を活用した生命システムの解明を目的とする若手研究者を結集し、研究開発を推進します。
近年、１細胞レベルでの各種オミクス解析技術やイメージング技術などの発展に伴い、細胞や生体分子

の網羅的かつ定量的な解析が可能になってきています。また、ヘテロジニアスな細胞からなる細胞集団が相
互作用しながら変化してゆくダイナミズムを通して、生命を理解することが可能になりつつあります。このような
動的な現象を対象とした研究開発では、特に空間情報や時間情報に着目しながら、生命科学と工学、化
学、光科学、情報科学、数理科学などとが連携することが有効です。多様な技術を糾合することでこれまで
困難とされていた分子や細胞の生命現象における理解が深まることが期待されます。
以上を踏まえ、本研究領域では、多細胞システムの解明に向けて異分野の研究者が切磋琢磨し、オー

プンに議論する場を提供します。これにより各々の課題を洗練させるとともに、課題間のシナジー効果により
新たな研究潮流の萌芽を形成し、創造性豊かな研究を通して、生命機能の本質に迫まることを目指しま
す。

領域アドバイザー

井上 康博 京都大学 大学院工学研究科 教授

入江 直樹 東京大学 大学院理学系研究科 准教授

京都大学 医生物学研究所 教授永樂 元次
大川 恭行 九州大学 生体防御医学研究所 教授

小石 龍太 第一三共RDノバーレ（株）トランスレーショナ
ル研究部 主席

近藤 寿人 生命誌研究館 顧問 大阪大学名誉教授

清田 純 理化学研究所 医科学イノベーションハブ推進
プログラム チームリーダー

永井 健治 大阪大学 産業科学研究所 教授

藤森 俊彦 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授

谷内江 望 ブリティッシュコロンビア大学 准教授

扉絵は、多数の細胞が協奏して生体を作り上げる様子をイメージしたものです。

吉田 松生 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授

渡邉 力也 理化学研究所 開拓研究本部 主任研究員

高橋 淑子

研究領域概要
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細胞膜電位の「変動」が、細胞集団
内で「伝播」することによって、モ
ルフォゲン様に形態形成因子として
機能しうることが示唆されていま
す。本研究ではゼブラフィッシュを
モデルに、光遺伝学を用いて膜電位を人為的に
操作することで、形態形成因子としての膜電位
の作用機序を分子レベルで解明します。さらに、
膜電位を介した情報伝達が多細胞生物において
普遍的な細胞間相互作用である可能性について
も検証します。

荒巻 敏寛 科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学 大学院生命機能研究科 助教

膜電位を介した細胞間相互作用によ
る形態形成機構の解明

オオヒメグモでは、体節形成の基盤
となる周期的縞パターン形成はダイ
ナミックな波状の遺伝子発現が関わ
る現象で、からだの領域により多様
性が見られます。本研究では、極性
の形成から波の出現と進行、縞パターンへの展
開までを単一細胞レベルで解析します。発現の
空間情報や遺伝子機能の情報も取得し、多様な
パターンの形成を実現する分子ネットワークを
明らかにします。パターン形成のライブ観察や
培養細胞への再現も目指します。

秋山(小田) 康子 科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪医科大学 医学部 非常勤講師

縞パターン形成の多様性を生み出す
ネットワーク

寄生植物は異種植物である宿主植物
の組織に侵入し、宿主植物細胞の影
響を受けながら自身の細胞運命を変
化させ寄生を成立させます。本研究
では、モデル寄生植物コシオガマを
用いたトランスクリプトーム解析により、寄生
器官内の細胞群の時空間的なアイデンティティ
ーの変化を追うとともに宿主植物遺伝子と合わ
せて遺伝子共発現ネットワーク解析を行い寄生
を司る遺伝子モジュールとそれを制御する宿主
因子を明らかにします。

吉田 聡子 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授
奈良先端科学技術大学院大学 研究推進機構 特任准教授

異種植物間ネットワーク解析による
植物間相互作用の理解

動物が正常な機能を持った体を形づ
くる過程において、光や温度などの
外的刺激がいかにして初期発生に影
響を与えうるのかに関しては不明な
点が多く残されています。本研究で
は、発生生物学のモデル動物であるウニの幼生
を用いて、不安定な海洋環境で変化する外的刺
激依存的に、消化管形成を制御する仕組みの発
見とその分子機構の解明を目指します。

谷口 俊介 筑波大学 生命環境系 准教授
同上

光による消化管形成制御機構の解明

平面細胞極性は多くの動物に共通し
てみられる普遍的な細胞の方向性で
す。平面細胞極性を方向付けること
が知られている分泌性シグナル蛋白
質Wntの可視化を基盤として、どの
ようにWntが平面細胞極性を方向づけるかを、独
自のライブイメージングを中心に解析し、分子
レベル・細胞レベルでの相互作用として理解し
ます。更にそれをもとに平面細胞極性を培養系
で再構成することを目指します。

三井 優輔 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 助教
同上

Ｗｎｔによる平面細胞極性の動的形
成機構の解明

オジギソウは植物ですが、葉をさわ
るとまるで動物のようにすばやく動
きます。オジギソウには運動のため
の特別な細胞があり、運動の際には
そのひとつひとつが水を出し、すば
やく縮みます。しかし、葉の全体をすばやく動
かすにはそれだけでは足りません。たくさんの
細胞が同時に縮むための、なんらかの仕組みが
必要です。その仕組みを明らかにし、植物の細
胞が使っているコミュニケーション方法を知る
ことがこの研究の目的です。

真野 弘明 科学技術振興機構 さきがけ研究者
自然科学研究機構 基礎生物学研究所 特別協力研究員

オジギソウの運動を支える植物独自
の細胞間情報伝達

微細加工技術やイメージング、力計
測-推定技術を用いた分野横断的手
法により、細胞集団が有する環境応
答能「場の曲率の感知と力生成」を
検証します。さらに、得られたデー
タを基に数理モデル化を進め、シミュレーショ
ン解析を通じて、再現性の高いロバストな分岐
形態形成を実現する多細胞動態システムを明ら
かにします。国内外を問わず異分野研究者間で
の交流を深め、積極的に協働しながら本研究課
題を進めていきます。

平島 剛志 シンガポール国立大学 メカノバイオロジー研究所 主任研究員
京都大学 大学院医学研究科 講師

曲率に対する力学応答システムによ
る分岐形態形成

本研究では「細胞はどのようにして
隣の細胞の状態を知り、どう付き合
うのか？」について理解することに
挑戦します。具体的には多能性組織
であるマウス着床前胚エピブラスト
の細胞社会において、ある細胞が、隣接する細
胞の多能性の状態をいかに認識し、組織内での
均質性構築のために生かすか殺すかの判断をす
るメカニズムの解明を目指します。さらにそこ
から得られた知見を活かし、再生医療分野への
貢献も目指します。

橋本 昌和 大阪大学 大学院生命機能研究科 准教授
大阪大学 大学院生命機能研究科 助教

多能性不均質さ解消機構の理解と再
生医療への応用

線虫を自動追尾するステージを顕微
鏡に統合し、画像中の神経細胞の追
跡手法を改良して、行動中の線虫の
全神経活動を観察する系を確立しま
す。個々の神経細胞における遺伝子
発現パターンを解析して神経細胞の同定（アノ
テーション）に適した線虫株を作出します。測
定した神経活動をアノテーション技術によって
神経回路にマッピングし、回路レベルで解析し
ます。

豊島 有 東京大学 大学院理学系研究科 准教授
東京大学 大学院理学系研究科 助教

線虫全神経の１細胞遺伝子発現解析
と活動計測

培養細胞と嗅上皮組織をモデルに、
モザイクパターンが作られる際のラ
イブイメージングとドメイン解析に
より、細胞の割込みにおいてネクチ
ンが細胞辺ごとに接着力と収縮力の
偏った分布を作る分子メカニズムを明らかにし
ます。さらに、接着力や収縮力の計測を行い、
新たに創出した組織形成の数理モデルに導入す
ることで、力の偏りが細胞の割込みを制御しモ
ザイクパターンを作る力学原理の解明を行いま
す。

富樫 英 神戸大学 大学院医学研究科 助教
同上

接着の偏在によるモザイク形成メカ
ニズム

本研究では「どの細胞同士が、い
つ、どこで、どの分子ネットワーク
によって細胞間相互作用（CCI）を
したのか」という情報を、テンソル
というデータ構造で表現し、テンソ
ル分解アルゴリズムを適用することで、データ
に含まれる顕著な時空間CCIパターンを抽出しま
す。また、テンソルの柔軟性を活用し、各種１
細胞オミックスとの同時解析や、他の研究者の
データに、関連情報を割り当てる、推薦システ
ムの開発にも取り組みます。

露崎 弘毅 理化学研究所 生命機能科学研究センター 基礎科学特別研究員
理化学研究所 生命機能科学研究センター 特別研究員

テンソル分解を利用した細胞間相互
作用の時空間解析

血管構造パターンの多様性は、これ
まで知られている遺伝子発現による
プログラムに加え、未知の環境因子
によるゆらぎによって生じると考え
られます。実際に、生体内イメージ
ングによる解析では、新しい血管がランダムに
発芽して、蠢くように支配領域を拡大する過程
が観察されています。本研究では、血管と微小
環境における複雑な相互作用を時間空間的に解
析することで、血管構造の多様性を生みだす複
合的システムを明らかにします。

木戸屋 浩康 福井大学 学術研究院医学系部門 教授
大阪大学 微生物病研究所 助教

高次血管網の形成を制御する微小環
境ダイナミクス

最近では空間分布情報を伴う遺伝子
発現解析技術が急速に発達を見せて
いる（seqFISH＋やSlide-seqを代表と
して）。究極的な空間遺伝子発現解
析のためには、検出遺伝子の網羅性
と１分子単位の空間解像度が求められる。しか
しこの2つの要素はトレードオフの関係にあり、
現状両立する技術はない。そこで本研究ではこ
れを両立する技術を確立し、細胞間相互作用に
伴う遺伝子の空間発展を詳細に捉えることを目
指す。

小口 祐伴 科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所 開拓研究本部 研究員

細胞間相互作用の理解に資するゲノ
ムワイド１分子遺伝子空間分布解析

臓器、器官や個体などの多細胞シス
テムを対象とした解析では、目的の
細胞集団を高い純度で「分取」しな
ければなりませんが、既存の方法で
はミクロンレベルで特定の細胞集団
を非侵襲的に取り出すのは容易ではありません。
そのような限界に挑戦すべく、本研究では光学
と分子生物学を融合した「位置情報レコーディ
ング技術」により、光照射領域に限定可能なオ
ミクス解析法を開発します。

沖 真弥 京都大学 大学院医学研究科 特定准教授
九州大学 医学研究院 講師

位置情報レコーディングによる多細
胞システム解析

組織とはいわば区画化された空間で
あり、物理的な境界により細胞社会
が隔離されることが独立した多細胞
システムとして機能するために必要
不可欠です。一方、境界は物質や細
胞を選択的に通過させることで外界や組織間と
のコミュニケーションを制御する動的な場でも
あります。本研究では内臓表面で境界を形成す
る中皮層に着目し、組織境界層を起点とした細
胞間相互作用の新たな様式を提唱します。

岡部 泰賢 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 特任准教授
京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 特定准教授

Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓな組織境界層
を起点とした時空間的な細胞間相互作用
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植物の成長に伴った運動は、植物ホ
ルモンであるオーキシンの偏差分布
が引き起こす不均一な成長 (偏差成
長)により制御されるという説 (コ
ロドニー／ウェント説)が提唱され
ています。しかし、偏差成長する細胞群の位置
やタイミングは明らかになっていません。本研
究では重力に応答した個々の細胞動態の精密計
測により偏差成長の場を特定し、オーキシンの
偏差分布から局所的な細胞伸長の制御に至る機
構を明らかにします。

郷 達明 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

個々の細胞動態の集積による植物の
成長運動の制御

上皮組織は自己の構造を組織化する
につれ、細胞→上皮シート組織→上
皮性管腔と構造の組織化レベルを階
層的に発展させます。このとき各階
層では固有の組織制御システムが機
能していますが、管腔構造を完成させたのち作
動する組織制御システムがあるのかは十分に検
討されていません。そこで哺乳動物の生殖路で
機能するルミクリンをモデル系としてin vivo解析
することで、上皮組織の高次階層での制御機構
を明らかにします。

淨住 大慈 大阪大学 微生物病研究所 助教
同上

ルミクリンによる上皮組織の高次階
層制御

体の左右非対称は初期胚に見られる
ノードと呼ばれる組織において決定
されます。ノード内には水流が存在
し、ノード左の不動繊毛が水流によ
る機械刺激を感知することで左右非
対称が形成されることが分かってきました。し
かし、「なぜ左の繊毛だけが機械刺激を感知する
のか？」という謎が残されたままとなっていま
す。本研究では、工学的な数値流体解析、構造
解析から、左の繊毛が機械刺激を感知する力学
的な機構の解明を目指します。

大森 俊宏 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

体の左右非対称を形成する力学的な
機構の解明

損傷組織の修復・再生は多様な細胞
同士の相互作用によって達成されま
すが、その制御機構については不明
な点が残されています。本研究はシ
ョウジョウバエ上皮をモデルとし
て、組織損傷によって生体内に形成される細胞
間ネットワークの時空間制御機構を遺伝学的解
析と器官ライブイメージング解析により明らか
にすることで、組織が損傷を修復し再び元通り
の機能・形態を回復していく仕組みの解明を目
指します。

榎本 将人 京都大学 大学院生命科学研究科 助教
同上

組織修復を駆動する組織微小環境ネ
ットワーク

本研究では細菌由来のペプチド転移
酵素とウイルス感染制御技術を組み
合わせることで、細胞間接触の総和
「コンタクトーム」を解析するため
の基盤技術を開発します。これによ
り、従来不可能であった順行性トランスシナプ
ス標識や一過性に相互作用した細胞の網羅的同
定などが可能となります。これらの技術を利用
して哺乳類中枢神経系における細胞間の機能ド
メインを介したダイナミックな時空間相互作用
を網羅的に明らかにします。

米原 圭祐 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 教授
オーフス大学 医学部 准教授

コンタクトーム解析の基盤技術の確
立

平面内細胞極性（PCP）は、組織に
おいて体毛等の向きが特定の方向に
揃う現象です。膜貫通分子Frizzled等
から構成されるコアグループはPCP
制御の中核であると認知されていま
すが、分子実体は不明ながら、コアグループに
依存しないPCP調節機構の存在が示唆されていま
す。本研究では、独自に見出した新たな現象
「細胞集団移動を介した体毛のコーミング」に着
目し、この未知なるPCP制御機構の解明を目指し
ます。

山崎 正和 秋田大学 大学院理工学研究科 教授
秋田大学 大学院医学系研究科 准教授

細胞集団移動が駆動する体毛のコー
ミング機構の解明

細胞機能に必須の要素である電気化
学ポテンシャルの多細胞システムに
おける役割を１細胞レベルで理解す
るために、高感度イメージングによ
る細胞内イオン濃度の網羅的な定量
を行います。また、光遺伝学的手法を応用する
ことにより、細胞内イオン濃度を人為的に制御
する手法を確立します。これらの実験手法を用
いることで、多細胞システムにおける１細胞ご
とのイオン透過特性と生命機能の関係を明らか
にします。

森本 雄祐 九州工業大学 大学院情報工学研究院 准教授
同上

細胞の個性と共同性を統制する電気
化学ポテンシャル

SRKとSP11のモデル構造を作製し
て、MDシミュレーションにより網
羅的なドッキング実験を行い、各ハ
プロタイプで認識に重要なアミノ酸
を同定します。また、多数のハプロ
タイプをパターン解析することによりSRK-SP11
相互作用に関わるアミノ酸の法則性を抽出しま
す。これらの結果より導き出される自家不和合
性モデルについて分子生物学的・生化学的実験
によって検証して、その妥当性を証明します。

村瀬 浩司 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任准教授

植物の自家不和合性における細胞間
相互作用のダイナミクス

多細胞生物では発生、疾患、時には
行動までも遺伝子発現によって制御
されます。それら生命現象を理解す
る為、本研究では遺伝子発現の最終
段階であるタンパク質合成が時空間
でどのように制御されているか、『質』と『量』
の両方を統合的に理解することを目標としてい
ます。特に本提案ではタンパク質合成の『質』
の時空間的制御と分子機構の解明を目指し、タ
ンパク質の凝集病として知られる神経変性疾患
への応用を考えています。

藤井 耕太郎 フロリダ大学 医学部 アシスタントプロフェッサー
スタンフォード大学 医学部 リサーチアソシエイト

タンパク質合成の時空間制御から見
た多細胞システムの理解

レム・ノンレム睡眠状態を再現する
爬虫類ex vivo実験系を開発します。
その後、これらの状態を誘導するた
めに必要な細胞群を同定し、それら
がどのように相互作用することによ
って睡眠が形作られるのかを明らかにします。
これに加え、まだ神経科学の俎上に載っていな
い冬眠という現象にも生理学的手法を用いてア
プローチしていきます。

乘本 裕明 北海道大学 大学院医学研究院 准教授
名古屋市立大学 大学院薬学研究科 日本学術振興会特別研究員SPD

睡眠・冬眠を生み出す細胞間相互作
用

植物では、各部に備わった概日時計
同士のコミュニケーションにおい
て、多くの謎に満ちています。本研
究はシロイヌナズナの葉と植物体本
体の間での接ぎ木を行い、その概日
リズムを解析する手法を開発し、植物の葉と他
器官のあいだでの概日時計の相互作用を明らか
にすることを目指します。また、師管液成分の
オミクス解析等を通じて時間情報伝達物質の同
定を試み、更にその物質が離れた場所の概日時
計に作用する仕組みを探ります。

高橋 望 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
－

葉から始まる植物概日時計の長距離
相互作用

植物体の継続的な成長は、二次（肥
大）成長によって物理的、物流的に
支えられています。二次成長中の形
成層では、幹細胞が絶えず木部、師
部を、内側、外側それぞれに作り出
しますが、その細胞動態や制御機構には多くの
謎が残されています。本研究では、形成層幹細
胞の動態や、分化過程中の遺伝子発現変遷を明
らかにし、局所的遺伝子操作を通じて、継続的
成長を支える細胞間相互作用の実体を細胞レベ
ルで解明することを目指します。

石 東博 ポツダム大学 生化学・生物学研究所 ジュニアグループリーダー
ハイデルベルグ大学 生物研究センター 日本学術振興会海外特別研究員

継続的成長を支える形成層幹細胞の
動態と細胞間相互作用

本研究では、細胞間相互作用が織り
なす多様な生命現象と、それを取り
巻く様々なシグナル伝達経路間の相
関関係・因果関係を高い時間的・空
間的分解能で解明することを目指し
ます。そのために、細胞接着タンパク質が担う
細胞間相互作用を高い時間的・空間的分解能で、
かつ様々なシグナル伝達経路の活性と同時に観
察可能なイメージングツール及び、細胞間相互
作用を自在に改変できる光操作ツールを開発し
ます。

京 卓志 科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学 産業科学研究所 特任研究員

細胞間相互作用の可視化と操作のた
めの技術開発

上皮は体外と体内を区画化するバリ
アとして働くと共に、器官の働きに
応じて多様な形をとります。上皮組
織の形は細胞同士の接着と細胞の張
力のつり合いによって決まると考え
られますが、接着と張力には相互依存性がある
ため、その両者を独立に操作することは困難で
す。本研究では細胞間接着を自在に制御できる
人工細胞間接着技術を開発し、接着と張力を独
立に操作することにより、上皮ダイナミクスの
原理を解明します。

大谷 哲久 自然科学研究機構 生理学研究所 助教
同上

接着と張力の操作で明らかにする上
皮ダイナミクス

多細胞組織の構築は、シグナル勾配
や生物時計などの時空間的な情報を
統合することで実現されていると考
えられています。しかし、それらが
どのような情報を包含していて、ど
のようなルールで相互に変換･解読されているの
かは十分に明らかでありません。本研究では、
マウスES細胞由来の未分節中胚葉細胞をモデル
に、培養技術および蛍光イメージング・光制御
技術を新開発・活用することでこの問いに答え
ることを目指します。

磯村 彰宏 科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学 高等研究院 特定助教

動的シグナル勾配と生物時計による
組織構築原理の解明
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多核細胞では複数の核が協調し合う
ことで、その働きが制御されていま
す。本研究では多核破骨細胞にフォ
ーカスします。異なる核を持つ前駆
細胞が互いに融合する過程を詳細に
観察するとともに、１細胞内に存在する複数の
核による転写状態を独立して解析可能な新技術
の創出を目指します。複数の核によって制御さ
れる1細胞内のダイナミクスを解明することによ
り、破骨細胞の活性化や機能低下に潜む新たな
原理を探求します。

箭原 康人 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 特任准教授
富山大学 学術研究部医学系 助教

多核細胞が創り出す１細胞内転写マ
シナリーの解明

胚発生において、時空間的に統制の
取れた遺伝子発現や細胞の挙動は個
体の体制を作り上げていく上で重要
です。本研究課題では原腸形成過程
を通した体軸パターニングに焦点を
当て、胚の幾何情報に沿った遺伝子発現がどの
ように達成されるか、またそれに伴う細胞/細胞
集団の挙動がどのように時空間的に制御され胚
の体制を作り上げていくかを解析し、ミクロか
らマクロを貫く、胚発生の包括的な理解を目指
します。

守山 裕大 青山学院大学 理工学部 助教
同上

胚の幾何情報感知システムと時空間
制御機構

本研究ではシナプスの生化学的特性
を空間的に解析する新規手法を用い
て、コネクト―ムにそれら情報を組
み込んだケモコネクトームを明らか
にします。さらにケモコネクトーム
の動性を捉え、それらを操作し、様々な行動解
析法を用いて捉えたケモコネクトームの重要性
を探ります。ケモコネクトームとその動性を明
らかにすることで、コネクト―ムだけでは説明
できない動物の行動多様性の根本原理に迫りま
す。

平野 恭敬 香港科学技術大学 生命科学研究科 助教
The Hong Kong University of Science and Technology School of Science Assistant Professor

行動多様性を生み出すケモコネクト
ーム

多細胞生物個体は、隣り合う細胞と
の接着をダイナミックに消失、形成
することで組織や器官を構築する。
ヒトと同じ脊索動物に属するホヤ胚
の器官構築における上皮シート細胞
再配置をモデルに、細胞間の接着因子どうしの
結合ダイナミクスを可視化し、ライブイメージ
ングと光操作を駆使して新しいメカノセンシン
グ様式：機械刺激→接着の破壊→シグナル伝達
の存在を検証する。それと共に細胞再配置の力
学、分子メカニズムを解明する。

橋本 秀彦 大阪大学 大学院生命機能研究科 助教
シカゴ大学 Department of Molecular Genetics and Cell Biology Research Professional

細胞間接着の破壊を介した新しいメ
カノセンシング機構の解明

精子は卵細胞膜と接着・融合して、
卵へと取り込まれると、父性染色体
を卵に送り込むと同時に、卵を活性
化して受精が成立します。最近、私
は融合に関連する精子タンパク質を
見出しました。本研究では、遺伝子改変マウス
を用いて、これらの融合関連因子がどのように
して融合メカニズムを制御するのか、その分子
メカニズムの解明とともに、融合により取り込
まれる精子タンパク質の卵活性化における役割
を明らかにします。

野田 大地 熊本大学 大学院先導機構 准教授
同上

遺伝子改変マウスを用いた配偶子相
互作用とそのダイナミクスの解明

動物の発生過程では、細胞どうしが
相互作用して複雑な多細胞パターン
を形成します。本研究では、培養細
胞を用いたモデルシステムに細胞間
シグナル回路を作りこむことで、自
発的なスポット形成や精密な勾配形成を実現す
るのに十分な細胞間相互作用を明らかにし、細
胞がパターンを正確かつ自発的に制御する原理
に迫ります。さらに本技術をオルガノイド培養
系に導入し、組織構造をねらい通りに操作する
技術開発を行います。

戸田 聡 金沢大学 ナノ生命科学研究所 助教
同上

細胞間相互作用の設計による多細胞
パターン形成

脳組織は多くの細胞集団によって構
成されています。従来の手法では、
脳組織中から個々の細胞種間の構成
分子を解析することは出来ませんで
した。本研究では、組織内で特定の
細胞種間を繋ぐ分子を網羅的に探索する為の時
空間的コネクトプロテオミクス 技術を開発しま
す。これにより、脳組織内の個々の神経回路網
やグリア細胞間の生理的意義 を解明し、全く新
しい観点からの脳の動作原理及び脳機能を解明
します。

高野 哲也 科学技術振興機構 さきがけ研究者
慶應義塾大学 医学部 特任助教

時空間的コネクトプロテオミクス技
術の創出

本研究では「哺乳類胚の胚発生はど
のように休み、再活動するのか？」
という課題に取り組みます。具体的
には、「発生休止はプログラムされ
た多細胞システムにより制御されて
いる」という提案者独自のアイデアをもとに、
独自に開発した「細胞-組織特異的大規模KO技
術」や、オミクス、イメージング技術を駆使し
た研究を展開します。

高岡 勝吉 徳島大学 先端酵素学研究所 准教授
同上

哺乳類胚における発生休止の多細胞
ダイナミクス
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ゲノムスケールのDNA設計・合成による細胞制御技術の創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah30-1.html

戦略目標

ゲノムスケールのDNA合成及びその機能発現技術の確立と物質生産や医療の技術シーズの創出

研究総括

慶應義塾大学 医学部 教授

本研究領域はゲノムの構造と機能に関する基本原理（ゲノムの動作原理）の解明とその知見に基づく細
胞利用の基盤技術の創出を目指すものです。特に、長鎖DNAの活用を通して細胞の制御を目指すことで
生命科学、ゲノム科学、細胞工学などのライフサイエンスのフロンティアの開拓と技術基盤の確立を目指し
ます。
近年、世界的に長鎖DNAを活用した研究開発が加速しています。これらはいずれも合成生物学の流れを
汲むものであり、米国、中国、英国では複数の拠点が形成され、基礎研究や技術開発、ベンチャー企業
の育成など戦略的な投資が行われています。しかしながら、各国の取り組みを見ると、細胞を任意に制御す
るためのゲノムの設計指針にまで踏み込んだ研究開発は少ないように見受けられます。
そこで、本研究領域では将来的なゲノム設計の基盤技術の構築に向けゲノムの動作原理の解明を目的

とした研究開発に取り組みます。ここでは、進展が著しい長鎖DNAの活用を視野に「ゲノムの構造と機能
の解明」、「ゲノム設計のための基盤技術」、「ゲノムスケールのDNA合成技術」、「人工細胞の構築」の4
つの課題を推進し、ゲノムの複雑な機能と構造に関する知見の創出とゲノム合成や人工細胞に関する新た
な技術の構築を目指します。

領域アドバイザー

朝倉 陽子 味の素（株） R&B企画部 シニアマネージャー

石井 浩二郎 高知工科大学 環境理工学群 教授

医薬基盤・健康・栄養研究所 感染病態制御
ワクチンプロジェクト プロジェクトリーダー

今井 由美子

岩崎 信太郎 理化学研究所 開拓研究本部 主任研究員

岡﨑 寛 理化学研究所 創薬・医療技術基盤プログラ
ム プログラムディレクター

小比賀 聡 大阪大学 大学院薬学研究科 教授

角谷 徹仁 東京大学 大学院理学系研究科／情報・シス
テム研究機構 国立遺伝学研究所 教授

北島 智也 理化学研究所 生命機能科学研究センター
副センター長・チームリーダー

黒川 顕 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 教授

菅野 純夫 千葉大学 未来医療教育研究機構 特任教授

鈴木 勉 東京大学 大学院工学系研究科 教授

二階堂 愛 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 教授

京都大学 大学院工学研究科 教授横川 隆司

塩見 春彦

研究領域概要
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本研究では、有機化学分野で培われ
た分子技術を駆使し、DNA配列上の
任意の位置で任意の修飾を有するヌ
クレオソームを再構成させることの
できる技術を開発します。具体的に
は、ヒストンタンパク質およびDNAを化学合成
し、翻訳後修飾やDNAメチル化などの「エピゲノ
ム修飾」を有する細胞内環境に極めて近いヌク
レオソーム（アレイ）を再構成させる技術の構
築を行い、クロマチン分子生物学および合成生
物学研究に貢献します。

林 剛介 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

有機化学を基盤としたエピゲノム修
飾ヌクレオソーム再構成技術の確立

本研究では、空き瓶の中で帆船模型
を組み上げるボトルシップのよう
に、大きな人工ゲノムを分断化した
状態で細菌細胞に導入し、細胞内で
完全なゲノムへと組み上げることで
人工細菌を生み出すことを目指します。自在に
ゲノムがデザインされた人工細菌の創出技術は
物質生産等への応用だけでなく、生命の必須因
子を決定していく上でも重要となり、「生命とは
何か？」という根源的な問いに対する解答に大
きく近づくことが期待されます。

野崎 晋五 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 共同研究講座准教授
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 特任研究員

ボトルシップ法による人工細菌の創
出

In cisクロマチン高次構造形成に必要
であるコヒーシンがループ様構造を
形成する過程を一分子リアルタイム
観察系で明らかにし、このDNA構造
変化を定量できるハイスループット
解析系を開発する。この系を用いて転写活性と
DNA構造変化の関連を調べ、精製タンパク質を用
いた再構成系の構築を試みる。最後にこの系を
DNA複製系と組み合わせることで、DNA複製・転
写・接着機構が競合しないシステムを構築する。

西山 朋子 名古屋大学 大学院理学研究科 客員教授
名古屋大学 大学院理学研究科 准教授

ゲノム三次元構造とゲノム機能をつ
なぐハブ構造構築

ゲノムの動作原理に基づいてゲノム
を設計して人工細胞を構築するため
には、生体分子への後天的な化学修
飾（エピゲノム修飾）による遺伝子
発現の制御について理解する必要が
あります。人工細胞が細胞分裂で増殖すること
を考えると、分裂前後でエピゲノム修飾が継承
される機構を理解することが重要です。本研究
では、エピゲノム修飾が継承される分子機構を
DNAカーテン法を用いた一分子蛍光顕微鏡観察に
よって明らかにします。

寺川 剛 京都大学 大学院理学研究科 助教
同上

DNAカーテンによるエピゲノム修飾
継承の一分子計測

ゲノムDNAは微小な細胞内にきちん
と収納され、高度に折り畳まれてい
ます。そのプロセスを理解すること
は細胞内で機能する合成DNAの適切
なデザインに重要です。私はDNAの
ねじれを解消する酵素であるトポイソメラーゼ
２（TOP2）が、DNAの折り畳みに重要なコヒー
シンの結合部位で機能することを見出しました。
DNAのねじれストレスの原因とTOP2の役割を解
明し、ゲノムの核内配置機構の理解を目指しま
す。

Canela Andres 京都大学 白眉センター 特定准教授
同上

ゲノム構築におけるDNAトポロジー
の役割

ゲノムスケールのDNA配列を一から
設計するためには、遺伝情報からマ
ルチオミクスや増殖速度など細胞の
表現型を予測する全細胞シミュレー
ション技術が必要不可欠です。本研
究では、データベース上の膨大なデータを統合
することでゲノム配列から自動で大腸菌のモデ
リングを行う新たなプラットフォームを開発し
ます。また本技術を用いてゲノム配列構造がい
かに最適化され、どのような設計原理を持つの
かを解明していきます。

海津 一成 理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員
同上

ゲノム配列から自動で全細胞モデリ
ングする技術の開発

DNAのクラスター形成は、高分子の
ミセル化と類似しています。本研究
では、１）コヒーシンがアクティブ
にDNAの形状を縮めることと、２）
その過程でスーパーエンハンサの間
の結合が解離することを考慮に入れて、高分子
のミセル化の理論を拡張し、定常状態でのDNAク
ラスターの大きさと転写レートの理論解析を行
います。その成果に基づき、スーパーエンハン
サによる転写制御のメカニズムを明らかにする
ことを目的とします。

山本 哲也 北海道大学 創成研究機構化学反応創成研究拠点 特任准教授
名古屋大学 大学院工学研究科 助教

DNAのクラスター形成による転写制
御の物理

長鎖DNAを介した遺伝子制御機構
（DNAルーピング）を理解するため
に、エンハンサー・プロモーター間
相互作用の中核を担うメディエータ
ー複合体の構造を解明します。ま
た、未だ明らかとなっていないエンハンサー領
域のクロマチン状態を可視化するために、ヒス
トン修飾やエンハンサーDNA配列を含むヌクレオ
ソーム、アクチベーター・タンパク質群を調製
し、X線結晶構造解析とクライオ電子顕微鏡解析
を行います。

野澤 佳世 東京大学 定量生命科学研究所 助教
同上

遺伝子を活性化するDNAルーピング
機構の構造基盤の解明

効率のよい細胞融合・切離しシステ
ムを構築し、染色体レベルでの長鎖
DNAの導入、削除の手法を確立しま
す。このことで、染色体の追加だけ
でなくそこから発現する一連の因子
を一過的にのみ作用させることを可能にします。
さらに、このシステムを利用して標的細胞の遺
伝情報を維持したまま、分化細胞に高効率かつ
迅速に多能性を誘導することを試みます。

坪内 知美 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 准教授
同上

細胞融合・分離が可能にする標的細
胞の形質転換

ヒト培養細胞において、リーディン
グ鎖・ラギング鎖それぞれを合成す
るDNAポリメラーゼの使用度を全ゲ
ノム領域に渡り算出する実験系を開
発し、これらの使用度の変化から
個々のレプリケーター領域（複製開始領域）の
位置、活動を定量的に評価する方法を確立しま
す。この解析から得られるデータを利用して、
様々なゲノム上の要因がレプリケーター形成に
寄与する仕組みを解明し、レプリケーターをデ
ザインする技術基盤を構築します。

大学 保一 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
同上

レプリケーター領域の構成的理解を
介したゲノム複製の制御技術の確立

100メガベース級の超巨大DNAや、
100個以上の遺伝子からなる大規模
遺伝子回路を動物細胞内で構築する
ことは、現状では大きな困難を伴い
ます。本研究はショウジョウバエの
染色体工学技術を活用して、不等交差を繰り返
し誘導することにより、無数のDNA断片を個体内
で階層的に組み合わせる新たなDNA構築法を開発
します。これにより作業工程が指数関数的に高
速化され、超巨大DNAの構築が可能になります。

近藤 周 東京理科大学 先進工学部 准教授
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 助教

ショウジョウバエ染色体工学による超
巨大DNAや大規模遺伝子回路の構築法

ゲノム複製、遺伝子発現、膜合成、
エネルギー生産など、細胞の生体維
持に必須な代謝を担う遺伝子から最
小限のゲノム、ミニマルゲノムを構
築し、無細胞転写翻訳系とともに膜
小胞に内封して、人工細胞の構築を目指します。
また、人工細胞技術を応用して、デザインした
ゲノムの機能発現を詳細に解析する純化されたin
vitro系を構築し、次世代のゲノム編集技術の基盤
構築を目指します。

車 兪澈 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門 副主任研究員
東京工業大学 地球生命研究所 特任准教授

ミニマルゲノムから成る人工細胞の
構築

長鎖DNAを植物細胞に導入する技術
として、in vitro受精卵または胚へ直
接DNAを導入する技術の開発を行い
ます。さらに、導入した受精卵・胚
から培養変異なく植物個体を作出す
ることを目的とします。本研究により植物受精
卵や胚への長鎖DNA導入技術が確立されれば、有
用植物個体の迅速な作出が期待されます。

栗原 大輔 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任講師
名古屋大学 大学院理学研究科 特任講師

膜融合による植物への長鎖DNA導入
技術の開発

ヒト人工染色体は、メガベース（百
万塩基対）スケールのDNA配列を搭
載可能な染色体ベクターで、物質生
産や細胞機能を制御するための遺伝
子群・人工合成したゲノム配列など
の搭載と活用が期待されます。本研究では、ヒ
ト人工染色体の動作原理を解明するとともに、
メガベーススケールまで人工合成DNAを繋ぎ合わ
せる技術を創出することで、ゲノムスケールの
DNAをヒト人工染色体に搭載・活用するための基
盤技術を確立します。

大関 淳一郎 （公財）かずさDNA研究所 先端研究開発部 研究員
同上

メガベースサイズの人工DNAを用いた
ヒト人工染色体の設計・構築と汎用化

植物のRNAサイレンシングは人為的
に導入した外来DNAの機能発現を阻
害します。そのため、大規模ゲノム
改変など、将来的に高機能物質生産
が期待できる技術の導入を妨げると
予想されます。本研究は新規試験管内系を用い
た生化学に情報科学的アプローチを加えること
によって、RNAサイレンシングを引き起こす隠れ
た法則や特徴を発見します。これを基盤として、
高効率で外来DNAの発現を可能にする技術開発を
目指します。

岩川 弘宙 東京大学 定量生命科学研究所 講師
東京大学 定量生命科学研究所 助教

大規模ゲノム改変を可能にするRNA
サイレンシング回避技術の確立
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ゲノム解析などの進展により、原始
のアクチン細胞骨格の姿がわかって
きました。しかし、メタゲノムや非
モデル生物の機能は、解析が難しい
ことが課題になっています。本研究
では、これらのゲノム機能を直接解析すること
を可能にするため、人工細胞内でのタンパク質
光操作を実現し、細胞骨格による動的な膜変形
や運動を具現化できる技術基盤を構築します。
それらの技術を用い、細胞骨格や膜変形機能の
起源に迫ることを目指します。

松林 英明 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
ジョンズホプキンス大学 医学系研究科 博士研究員

潜在する生命のゲノムが創出する原
始細胞骨格機能の具現化

妊娠期間が２０日と９か月で異なる
ように、マウスとヒトは発生の時間
スケールが異なります。これはマウ
スとヒトのゲノムの違いが原因です
が、ゲノムのどの部分が原因なの
か、ゲノムの違いがどのようなメカニズムで種
に特異的な発生時間スケールを与えるのかは全
く分かっていません。本研究は、マウスとヒト
の体節時計をモデルにして発生時間スケールの
違いを生み出す原理を解明し、時間スケールを
改変・操作することを目指します。

松田 充弘 EMBL（European Molecular Biology Laboratory） Barcelona 研究員
同上

生物種間で異なる時間スケールの原
因解明と操作

アミノ酸などの有用物質は遺伝子組
換え細胞で生産されています。今後
は長鎖DNA合成技術によってDNA配
列設計の自由度が大幅に広がりま
す。しかし、求める生物機能を実現
するDNA配列を生物実験による試行錯誤で見つけ
出すことは困難です。そこで、本研究では、DNA
パーツを組み合わせることで、期待する生物機
能を実現する遺伝子回路とそのDNA配列を自動設
計することを目指します。

前田 和勲 九州工業大学 大学院情報工学研究院 助教
同上

DNA配列のボトムアップ型自動設計
技術の開発

アーキアは真核生物の起源となった
原核生物ドメインであり、われわれ
真核生物がどのように誕生したかを
解明する鍵を握っています。また、
アーキアがもつ高い極限環境耐性や
特殊な代謝系は応用面でも高いポテンシャルを
秘めています。本研究は、アーキアで未だ同定
されていないセントロメアの探索と、それを活
用したアーキア人工染色体の開発を通じて、ア
ーキアゲノムの動作原理解明と染色体工学的応
用を目指します。

竹俣 直道 京都大学 大学院工学研究科 助教
インディアナ大学 分子細胞生化学部門 博士研究員

アーキアゲノムの分配機構と染色体
工学への応用

染色体は遺伝情報を担う生命に欠か
せない物質であり、細胞分裂期にお
いては誰もが知る特徴的なX字の形
をしています。しかし、どのような
分子がどのような配置を取ってX字
を形成しているのか、分子レベルの構造は実は
分かっていません。本研究は、染色体の構造や
動きをシミュレーションによって解明します。
また、種々の実験と比較することで正確な染色
体のシミュレーションを可能にし、実験に役立
つ情報に還元します。

炭竈 享司 科学技術振興機構 さきがけ研究者
金沢大学 ナノ生命科学研究所 特任助教

シミュレーションによる染色体の動
態解明と実測との比較

染色体が安定に複製し、正常に分裂
するのに数Mbにわたるセントロメ
ア周辺（ペリセントロメア）のヘテ
ロクロマチン構造が重要な役割を果
たしていることが知られています
が、その配列自体の意味や機能については不明
な点が多くあります。本研究では、反復配列か
らの鎖特異的なncRNAがヘテロクロマチン形成に
果たす役割や反復配列が抑制される仕組みの解
明を行うことで、安定に複製・分裂する人工染
色体の構築を目指します。

白井 温子 理化学研究所 開拓研究本部 研究員
同上

ヘテロクロマチンの構築とその分子
基盤

哺乳類の初期胚発生過程において、
染色体分配異常の頻度が非常に高い
ことが知られていますが、その詳細
な実態は明らかとなっていません。
本研究では、顕微操作技術を用い
て、胚を人工的に操作し、特性の異なる胚を作
り出すことや特殊なサンプリングをすることで、
新たな解析技術を構築し、胚の染色体分配異常
の解明を行い、安定なゲノム分配システムの理
解を目指します。

京極 博久 神戸大学 大学院農学研究科 助教
理化学研究所 生命機能科学センター 研究員

顕微操作技術による初期胚の不安定
なゲノムの分配システムの解明

本研究では、反復配列上で観察され
るクロマチン構成因子ヒストンのバ
リアントとエピゲノム修飾間のクロ
ストークによる遺伝子発現制御機構
の解明を目指します。具体的には、
生化学および分子遺伝学的手法によってエピゲ
ノムの試験管内・植物内再構成を行い、特異的
なヒストンバリアント導入によるエピゲノムの
確立とその制御システムを解析します。さらに、
エピゲノム確立およびその動作原理の普遍性の
理解を深めます。

越阪部 晃永 科学技術振興機構 さきがけ研究者
グレゴール・メンデル研究所 博士研究員

エピゲノム確立の再構成による動作
原理解明

タンデムリピート配列は、相同組換
えによって機能喪失するリスクがあ
るにも関わらず、細菌ゲノム中では
安定に維持されています。このこと
は相同組換えの保護システムの存在
を示唆します。本提案では、複数のタンデムリ
ピート配列を含むataA遺伝子を相同組換えから保
護するための分子基盤を明らかにし、新たなゲ
ノム操作技術の開発に繋げます。

石川 聖人 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 准教授
名古屋大学 大学院工学研究科 助教

リピート配列の相同組換えを保護す
る細菌ゲノムの分子基盤

本研究では、多細胞生物が進化の末
に獲得した機能的な器官の特徴付け
を行う鍵遺伝子座に着目します。鍵
遺伝子座を別種生物の染色体上に大
規模に移植することで、人為的に器
官の特徴を再構成することを目指します。その
実現に必要な、鍵遺伝子の転写制御機構の解明
と染色体操作技術の開発を進めます。

安藤 俊哉 京都大学 白眉センター 特定准教授
自然科学研究機構 基礎生物学研究所 助教

多細胞生物の進化に倣った染色体操
作及び器官再構成法の開発

ゲノム複製は、様々な要因で生じる
DNAの絡まり（DNA高次構造）によ
って阻害されます。本研究は、SMC
型染色体構造タンパク質に着目し、
DNA高次構造を解消して複製を効率
的に行うメカニズムについて、精製タンパク質
を用いた試験管内再構成解析を軸に解明します。
DNA高次構造制御機構を搭載することによって、
試験管内で染色体を効率的に複製・保全する技
術基盤の構築を目指します。

村山 泰斗 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 テニュアトラック准教授

ゲノム複製・組換えにおけるDNA高
次構造制御機構の解明

私がこれまでに携わってきた原始生
命の進化に関する研究の知見を基
に、人工細胞内で異なる遺伝子の断
片を集積し、効率良く複製・機能す
る長鎖ゲノムを自発的に進化させる
新しい技術を開発します。これにより、任意の
遺伝子をコードした長鎖ゲノムを迅速に取得し、
また人工細胞を用いてそれら遺伝子を自律的に
進化させられるようになります。

水内 良 東京大学 大学院総合文化研究科 特任助教
同上

原始生命の進化に学ぶゲノム拡張基
盤の構築

DNA化学合成ではさまざまな副生成
物が生成することが知られていま
す。これらの副生成物は、合成した
遺伝子やゲノムの配列の正確性に大
きな影響を及ぼします。本プロジェ
クトでは、ゲノム合成において問題となる副反
応を起こさないよう設計した核酸等価体を用い、
ホスホロアミダイト法をゲノム合成に特化させ
ることで、現在のゲノム合成の達成している水
準を超える新たな基盤技術を開発します。

正木 慶昭 東京工業大学 生命理工学院 助教
同上

副反応を起こさない核酸等価体によ
る長鎖DNA合成

脂質ナノ粒子やエクソソームは、標
的化や高い細胞導入効率を示す。一
方で、エクソソーム間の細胞への遺
伝子導入効率の違いなどは未解明で
あり、エクソソームの遺伝子導入性
能に関わる重要な因子を解明できれば、細胞へ
の長鎖DNAの導入技術を確立できる。そこで本研
究は、エクソソームによる遺伝子導入に関する
重要因子を特定し、人工的に改変したハイブリ
ッドエクソソームによる長鎖DNAの導入技術を開
発する。

真栄城 正寿 北海道大学 大学院工学研究院 准教授
北海道大学 大学院工学研究院 助教

人工エクソソームによる長鎖DNAの
細胞導入法の開発

組織特異的な細胞機能の獲得は、ゲ
ノムから必要な遺伝子を発現させる
ために最適なクロマチン構造を形成
する必要がありますが、その実態は
明らかとなっていません。本研究で
は、組織特異的ゲノム構造に焦点を当て、ゲノ
ム作動領域の決定とそれを実行する因子の同定
を行います。これにより、組織特異的遺伝子発
現を操作する技術基盤の構築を目指します。

原田 哲仁 九州大学 生体防御医学研究所 准教授
九州大学 生体防御医学研究所 助教

組織特異的ゲノム構造の再構築技術
の開発
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微生物を用い、再生可能資源から
様々な有用物質を生産することで、
持続可能な社会を形成することが期
待されています。本研究では、機械
学習の技術を用い、有用物質の生産
に適した生命の設計図（ゲノム）のデザインを
明らかにします。更に、デザインしたゲノムを
酵母細胞内で再現し、種々の有用物質を高効率
に生産することを目指します。

山田 亮祐 大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授
大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授

有用物質生産を志向した機械学習支
援ゲノムデザイン

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

35

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属　　下段：応募時の所属

ゲ
ノ
ム
合
成



量子技術を適用した生命科学基盤の創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah29-1.html

戦略目標

量子技術の適用による生体センシングの革新と生体分子の動態及び相互作用の解明

研究総括

国際マスイメージングセンター センター長

本研究領域では、量子科学・量子技術を生体や生体分子の計測に応用することで、量子と生体の研究
の交流と融合を促進し、生命科学を革新的に発展させることを目的とします。近年、量子科学の発展によ
り、量子科学を基盤にした量子ビーム、量子スピン、光量子センサー、量子エレクトロニクス等の技術は、
例えば量子コンピューティングやtime crystal（時間結晶）の実現に至るような著しい進展をみせており、我
が国でも世界をリードする技術シーズが創出されています。こうした量子技術は、生体分子の動態や相互作
用を検出する新規生体計測技術の開発等のテクノロジーの創出や、生命現象の中に真に量子的な現象を
見出す等の革新的なサイエンスへの展開が期待されているにもかかわらず、十分に進んでいるとは未だ言い
難いのが現状です。そこで本領域では、量子技術のライフテクノロジー分野での積極的な応用を促すことで
生命科学分野の一層の発展を目指します。

領域アドバイザー

石川 顕一 東京大学 大学院工学系研究科 教授

井上 卓 浜松ホトニクス（株）中央研究所 室長

理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー岡田 康志
小澤 岳昌 東京大学 大学院理学系研究科 教授

菊地 和也 大阪大学 大学院工学研究科 教授

笹木 敬司 北海道大学 電子科学研究所 教授

城石 芳博 （株）日立製作所研究開発グループ 技術顧問

竹内 繁樹 京都大学 大学院工学研究科 教授

田中 成典 神戸大学 大学院システム情報学研究科 教授

原田 慶恵 大阪大学 蛋白質研究所 教授

扉絵は、深淵な生命空間で静かに誕生を待っている "量子の卵” をイメージしています。（写真提供 大宮 温恵 様）

平野 俊夫 量子科学技術研究開発機構 理事長

三木 邦夫 京都大学 名誉教授

京都大学 化学研究所 教授水落 憲和
宮脇 敦史 脳神経科学研究センター/光量子工学研究センター

瀬藤 光利

研究領域概要
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本研究では，量子情報技術で用いら
れる量子トモグラフィの測定・解析
法を非線形分光測定に取り入れた新
しい分光手法である「密度行列分光
法」を提案・構築します。従来の分
光技術では物質中の量子コヒーレンスについて
部分的な情報しか得ることが出来ませんでした
が，密度行列を直接得ることにより物質の量子
状態を定量的に評価することが可能になります。
本手法を用いて光合成などの生命現象における
量子性の秘密に迫ります。

大畠 悟郎 大阪府立大学 大学院理学系研究科 准教授
同上

量子トモグラフィを用いた密度行列
分光法の開発

本研究では、生体組織内の力学特性
を「非接触」「非染色」「サブ細胞分
解能」で計測できる新規技術の確立
を狙います。音響フォノンによる非
弾性散乱を計測原理として用い、新
規測定法・解析法を開発して、組織内の弾性分
布を可視化することを目指します。組織形成過
程における力発生の計測など、メカノバイオロ
ジーや再生医療分野への応用を出口として見据
えています。

市村 垂生 大阪大学 先導的学際研究機構 特任准教授
理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員

音響フォノン計測で拓く超次元力学
イメージング

量子計測とナノハイブリッド化学の
融合により「コンポジット量子セン
サー」という新たなナノ量子センサ
ーを創成します。これにより、従来
法では計測困難だった多種多様な細
胞内局所パラメーターを計測する技術を開発し
ます。更に量子センサーをマウスなどの哺乳動
物個体に応用するための新たな量子生体計測技
術を開発し、動物個体内における胚発生、発癌、
腫瘍形成、脳機能のマルチスケール・マルチモ
ーダル定量計測を実現します。

五十嵐 龍治 量子科学技術研究開発機構 量子生命科学領域 グループリーダー
量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 主任研究員

コンポジット量子センサーの創成 -
１細胞から１個体まで-

タンパク質の内部を出入りする水分
子は、タンパク質の機能に密接に関
わっています。それら水分子の挙動
には量子化学的な効果が大きな役割
を果たします。しかし現在の分子シ
ミュレーションにおいて、これら水分子の動的
性質を量子化学的な効果を含めて解析すること
はできません。本研究では、溶媒の量子化学効
果を取り込む分子シミュレーションの枠組みを
構築します。そして実際にタンパク質の解析に
応用し、その有用性の実証を目指します。

渡邉 宙志 慶應義塾大学 大学院理工学研究科 特任講師
東京大学 先端科学技術研究センター 助教

量子化学効果を取り込んだタンパク質の
シームレスな動的解析法の開発と応用

新時代の量子技術、X線自由電子レ
ーザーを生体分子である金属酵素の
計測に応用し、触媒反応中に刻々と
移り変わる立体構造変化の全貌を常
温無損傷状態で高精度に可視化する
ことにより、その動的構造活性相関を完全解明
することを目指します。本研究を通し、独自の
時分割連続フェムト秒結晶構造解析の技術を開
発して、酵素化学における新しい解析基盤を創
出し、生命科学上の革新的な知見を与えるサイ
エンスを開拓し実証します。

溝端 栄一 大阪大学 大学院工学研究科 講師
同上

時分割XFEL結晶解析で可視化する金
属酵素の動的構造活性相関

本研究では、分子発光を低磁場で制
御することで、新たな生命科学イメ
ージング技術の創出を目指します。
磁場強度に影響を受けるスピンシス
テム（ラジカル対）を経由する反応
系を分子の光物理過程に導入し、分子発光（CT
発光）を磁場制御できる磁場応答光プローブを
開発します。モデル分子における磁場による発
光性制御の確立と、新規分子を利用したイメー
ジング法の原理実証の達成を目指します。

萬井 知康 コネチカット大学 化学科 アシスタント・プロフェッサー
コネチカット大学 化学科 アシスタントプロフェッサー

磁場応答光プローブを用いた磁場に
よる断層選択光イメージング

本研究は圏論的基礎論を媒介とする
ことで量子物理・情報の論理と生
命・認知の論理の邂逅を可能にし
（デカルト的二元論で分離された）
物理学（物質世界）と生命・認知科
学（生命・心の世界）が共有する高次の構造的
法則性を明らかにするものです。その原理的繋
がりを利用して量子の知を生命・認知の世界へ
とトランスポートすることで生命・認知の根源
的理解に資する洞察を得ると共に量子情報の生
命・認知科学的な応用を考案します。

丸山 善宏 オーストラリア国立大学 コンピューターサイエンス学科 講師
京都大学 白眉センター 助教

生命と認知の量子情報理論:圏論的定
式化とその応用

反応性の高い化学物質をビーム源と
することで、試料表面で起こる化学
反応により試料分子のイオン化を補
助する、新しい量子ビームを開発し
ます。この反応性量子ビームを分析
プローブとして、高感度と高分解能を両立する
イメージング質量分析装置を実装します。この
反応性量子ビームを用いて、細胞内部で起こる
代謝機構を始めとした一細胞内の生命現象を可
視化することを目指します。

藤井 麻樹子 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 講師
横浜国立大学 大学院環境情報研究院 特任教員（講師）

反応性量子ビームによる細胞内生命
現象の可視化

タンパク質において水素原子や外殻
電子は様々な化学反応に直接関与し
ており、そのふるまいからタンパク
質の分子機能には量子トンネル効果
が寄与していると考えられていま
す。本研究では、中性子回折とX線回折の2種類
の量子ビーム技術を相補的に利用した高分解能
立体構造解析を行い、水素原子と外殻電子の情
報を高精度で決定し、タンパク質が関与する化
学反応における量子トンネル効果の構造基盤の
解明を目指します。

平野 優 量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 主幹研究員
同上 主任研究員

高分解能立体構造解析によるタンパ
ク質における量子現象の解析

本研究では多光子顕微鏡技術を駆使
し、精神機能の鍵を握りながらこれ
まで観ることができなかった化学情
報伝達物質を、生きた脳組織の中で
可視化する技術の開発と応用を試み
ます。本研究の成果は脳や精神の働きや病気の
理解に大きく貢献すると共に、これまで観るこ
とができなかった分子を生体内で可視化する技
術の創成により、生命科学領域における量子技
術の飛躍的な展開とかつてない知見の獲得へと
繋がるものと期待されます。

塗谷 睦生 慶應義塾大学 医学部 准教授
同上

多光子現象を駆使した脳内化学情報
伝達の可視化解析

PETやSPECT等の核医学イメージン
グでは原理的に多核種撮像、相互作
用撮像は困難です。本研究では、多
核種同時撮像や分子間相互作用の全
身イメージングを目指して、多光子
カスケードガンマ線の時間空間相関に基づく新
たな多光子時間空間相関イメージング手法（Multi
Photon Emission CT MPECT）の提案および生体内局
所情報抽出手法の開拓を行います。

島添 健次 東京大学 大学院工学系研究科 特任准教授
東京大学 大学院工学系研究科 助教

多光子時間空間相関イメージング手
法の開拓

酵素の酸化ストレス防御、渡り鳥の
弱い地球磁場感知能力、嗅覚受容体
の匂い物質識別能力などの生体機能
では、蛋白質中でおこる未知の生体
電子移動反応が、その微視的メカニ
ズムに深く関わっていると考えられています。
この研究では、最新の量子シミュレーション技
術を用いて、未知の生体電子移動反応を探索・
発見することで、まだ解明されていない生体機
能発現メカニズムを量子科学的に理解すること
を目指します。

鬼頭 宏任 科学技術振興機構 さきがけ研究者
筑波大学 計算科学研究センター 研究員

量子シミュレーション技術による未
知の生体電子移動／機能発現の探索

本研究では、量子レベルで制御され
た光を用いる事によって、既存の顕
微鏡の性能限界を打破する生体イメ
ージング手法の開発を目指します。
具体的には、量子光源の一種である
スクイーズド光と非線型光学顕微鏡の技術を融
合することによって、低侵襲深部多光子顕微鏡
を実現します。さらに、量子光源による多光子
相互作用を利用した生体内のコヒーレントな量
子現象の観測も視野に入れながら研究を進めま
す。

衞藤 雄二郎 京都大学 大学院工学研究科 准教授
産業技術総合研究所 計量標準総合センター 主任研究員

広帯域スクイーズド光源による低侵
襲深部多光子分光

蛍光顕微鏡は生体試料の構成成分を
色分けして可視化することができま
すが、試料にとって擾乱となる蛍光
標識を用いるため、試料の真の状態
を観測することはできません。一方
で、蛍光標識を用いないラベルフリー顕微鏡は
感度が悪いため、高濃度に凝集する成分しか観
測できません。本研究では、高感度のラベルフ
リー顕微鏡を開発し、生体内に低濃度で存在す
る成分を、試料の真の状態を保ったまま観測す
ることを可能にします。

井手口 拓郎 東京大学 大学院理学系研究科 准教授
東京大学 大学院理学系研究科 講師

超高感度ラベルフリーイメージング
法の開発

NVセンタはスピン依存発光を持つ
原子サイズのセンサーとして、観測
対象にナノメートルの領域まで近づ
けることができる量子計測材料とし
て注目されています。しかし、分子
状態解析等NVセンタを用いた生体計測応用には
感度の向上が最大の課題となっています。本研
究ではNVセンタの形成技術と生体計測技術の開
発を並行して行うことでNVセンタの感度を上昇
させ、微小領域におけるNMR計測による分子状
態解析を実現します。

石綿 整 東京工業大学 工学院 特別研究員
東京工業大学 環境エネルギー協創教育院 特任助教

NVセンタデルタドープ薄膜による生
体分子の機能・相互作用解析
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本研究は、太古の光合成タンパク質
を現代に蘇らせることにより、･量
子効果がいつ誕生したか･について
研究します。具体的には、地球生命
誌38億年の堆積岩中に含まれる光合
成タンパク質を分光的・生化学的手法により復
元し、その光合成タンパク質の量子効果の有無
を確認することで、量子効果がいつの時代まで
遡れるかを研究します。そして、量子効果の誕
生した時期の古地球環境も調査することで、生
命進化と地球環境の関連性を明らかにします。

齊藤 諒介 山口大学 大学院創成科学研究科 助教
マサチューセッツ工科大学 地球科学系 日本学術振興会海外特別研究員

蘇る太古の光合成タンパク質：量子
効果の誕生

色覚視物質の機能発現 (波長制御・
情報伝達) における光反応過程を理
解するためには、①量子化学に支配
される発色団の励起状態のエネルギ
ー準位を決定し、②ニュートン力学
で記述可能な動的構造変化を明らかにする必要
があります。本研究は、X線結晶構造解析により
色覚視物質の原子座標を決定し、発色団と蛋白
質場との相互作用を原子レベルで「観ます」。さ
らに赤外分光解析により反応中間体の構造変化
を実時間で追駆します。

片山 耕大 名古屋工業大学 大学院工学研究科 助教
同上

構造基盤に立脚した色認識機構およ
び色覚情報伝達機構の解明

本研究では、量子的性質を持つナノ
マテリアルを用いて、界面の状態を
計測しさらには制御する、新たな手
法を開発します。これにより、生化
学的界面に高感度かつリアルタイム
にアクセスする汎用的な方法を確立するととも
に、界面を新たな極微小の反応場として提示し
ます。

小野 尭生 大阪大学 産業科学研究所 助教
同上

量子容量を用いた生化学的界面の計
測と制御

本研究では、自由電子の集団的量子
化で光を物理的にナノ局在させるこ
とによって、ラベルフリーな超解像
顕微鏡を開発します。性能を極限に
高め、ラベルフリーイメージングを
ビデオレートの撮像速度と10 nmの空間分解能で
実現します。光学顕微鏡の覗き込むような観察
をナノスケールで可能にし、細胞膜を始めとし
た多くの生命現象のナノダイナミクスをありの
ままに録画し、先端生命科学に大きなインパク
トを与えます。

馬越 貴之 大阪大学 高等共創研究院 講師
大阪大学 大学院工学研究科 助教

生命ナノ動態をありのままに観察す
るラベルフリー超解像顕微鏡

本研究では、鳥類のコンパスなど、
動物の磁気受容のメカニズムを知る
ために、最大候補分子とされるクリ
プトクロムの光化学反応に対する磁
気感受の信号形成/伝播を解明しま
す。量子力学を基本としながらも、光遺伝学、
分子分光法、電子スピン共鳴法を使って反応過
程や構造変化を明らかにすることを目的としま
す。本研究は所謂「量子生物学」のモデルであ
り、広い学際的な科学領域研究への意欲的なチ
ャレンジでもあります。

Antill Lewis.M 科学技術振興機構 さきがけ研究者
埼玉大学 大学院理工学研究科 日本学術振興会外国人特別研究員

動物磁気感受のためのクリプトクロ
ム時空間計測

生体内で繰り広げられるリガンド結
合や酵素触媒反応を正確に理解する
上で、水素原子（プロトン）の位置
情報を含めた精密な分子挙動を明ら
かにすることは重要です。本研究で
は、中性子解析などで得られる３次元構造デー
タを基に日本発の量子化学計算手法であるフラ
グメント分子軌道法を相乗的に融合発展させる
ことで、生命現象をつかさどるタンパク質活性
中心におけるプロトンの振る舞いを「量子構造
生物学」によって解明します。

渡邉 千鶴 理化学研究所 生命機能科学研究センター 研究員
同上

量子構造生物学におけるプロトン：
相乗的効果と構造

植物やバクテリアの光捕集は超高速
な時間スケールで生じるため、これ
らの現象を理解するには量子効果の
視点が重要となります。本研究で
は、複数の大きな分子間のエネルギ
ーのコヒーレントな重ね合わせ、環境の振動モ
ードの量子コヒーレンスについて、それらを正
確に表すモデルの開発を行います。そして、生
物系の効率的な光捕集において最も重要となる
量子効果の特徴を明らかにすることを目指しま
す。

Neill Lambert 理化学研究所 開拓研究本部 研究員
理化学研究所 創発物性科学研究センター 研究員

光合成における量子環境

MRIは現代医療において不可欠な技
術ですが、感度が低いため観測対象
は主に生体中に豊富に存在する水に
限られます。室温における超高感度
化を可能にする方法としてtriplet DNP
が近年開発されましたが、固体結晶中の分子し
か高感度化出来ないという問題がありました。
そこで本研究では「超核偏極ナノ空間」という
新概念に基づき、これまで困難であった室温・
水中における生体分子の超高感度観測に挑戦し
ます。

楊井 伸浩 九州大学 大学院工学研究院 准教授
同上

超核偏極ナノ空間の創出に基づく高
感度生体分子観測

光合成の最初のステップは、初期電
荷分離と呼ばれる電子移動反応で
す。植物は進化の過程で、この反応
が起こりやすいようにタンパク質の
構造を変遷させてきたと考えられて
いますが、その詳細は不明です。また近年、こ
の反応でコヒーレンスと呼ばれる現象が観測さ
れていますが、その現象が起きる理由や果たす
役割もよく分かっていません。本研究では私が
開発してきた独自の理論計算手法を用いてこれ
らを解明します。

東 雅大 京都大学 大学院工学研究科 准教授
琉球大学 理学部 助教

光合成反応中心における初期電荷分
離過程の分子論的機構解明

本研究では、高速量子波面モジュレ
ーション技術FASYを開発し、次世
代のクライオ電子顕微鏡への道を拓
きます。FASYは、これまでの「固
定された」電子顕微鏡を、研究者と
実験のニーズに適応できるダイナミックかつフ
レキシブルな光学システムとして再定義します。
この技術を応用することで、タンパク質の原子
構造を解明し、細胞の機能を研究するためのク
ライオ電子顕微鏡の性能を大幅に向上させます。

Radostin Danev 東京大学 大学院医学系研究科 教授
東京大学 大学院医学系研究科 特任研究員

高速量子波面モジュレーション・ク
ライオ電顕

量子ビームの技術は機能する酵素の
そのままの姿を高速ストロボ撮影す
ることを可能にします。本研究では
光合成膜タンパク質の反応を制御し
て量子ビームによる動的な結晶構造
解析を行います。原子構造情報と金属イオンの
価数やスピン情報をフェムト秒時間分解能で取
得することを目指します。本研究により光合成
膜タンパク質の触媒反応を従来の静止画ではな
く、複合的な動的解析から理解する新しい構造
生物学的な視点を開拓します。

菅 倫寛 岡山大学 異分野基礎科学研究所 准教授
同上

量子ビームが拓く光合成膜タンパク
質のマルチモーダル構造解析

近年、生体内でも様々な量子現象が
発見され、生命機能との関わりが議
論されています。しかし、環境が不
均一な上に揺らぎが激しい生理条件
下で、どのように量子状態が保持さ
れ生体機能に寄与するのか、については謎が多
く残されています。本研究では、量子状態の顕
微分光法を確立し、その制御機構を明らかにし
ます。さらに、生体反応への寄与を評価し、量
子現象は生命にとって本当に意味があるのか？、
という問いに答えを出します。

近藤 徹 東京工業大学 生命理工学院 講師
マサチューセッツ工科大学（アメリカ） 化学科 研究員

生体量子コヒーレンス顕微分光：本当
に量子効果は生命を駆動するのか？

光の波長より小さな人工ナノ構造を
用いた波長変換技術を活用し、超短
パルスレーザーから生成される真空
紫外領域のコヒーレント光を用いて
円二色性を計測する技術を開発しま
す。高い空間分解能と時間分解能を兼ね備える
というコヒーレント光の特性を活かした、真空
紫外領域の電子遷移をプローブとする、新たな
生体分子ラベルフリーイメージング技術や超高
速ダイナミクス計測の実現を目指します。

小西 邦昭 東京大学 大学院理学系研究科附属フォトンサイエンス研究機構 准教授
東京大学 大学院理学系研究科 助教

真空紫外コヒーレント光を用いた円
二色性生体分光技術の開発

核スピンは人体内の高温、ウェット
な環境でも長い量子コヒーレンスを
持つことが可能です。そのような核
スピンの量子もつれが人体内で自発
的に生成されていれば、長いタイム
スケールでの生命現象に量子力学的な効果がか
かわっていることを示唆できます。本研究では
近年提案された生体反応によって核スピンの量
子もつれが生成されるという新現象を磁気共鳴
を用いて実験的に検証し、量子生命分野に貢献
します。

香川 晃徳 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

生体内反応による核スピン量子もつ
れ生成の検証

これまでの蛋白質等生体高分子構造
解析法では，水素原子（プロトンお
よびヒドリドを含む）を直接みるこ
とはなかなかできませんでした。量
子技術であるX線及び中性子結晶解
析法を組み合わせると，正確に水素原子の位置
を決定することができます。本研究では生体高
分子に含まれるアミンに注目し，窒素原子と水
素原子の相互作用をプローブとして，今まで顧
みられなかった生体内化学反応を量子的に解明
していきます。

尾瀬 農之 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 教授
北海道大学 大学院先端生命科学研究院 准教授

生体分子中におけるアミンの量子特
性を解明する
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本研究では常温液中におけるオプト
メカニクスに着目し、液中フォノン
モードおよび光モード共振器の高Q
値化、ならびにそれらのモードを強
く結合させた系、共振器オプトフル
イディックスの開発を行います。液体相の量子
操作を目指し、量エレ技術の生体応用が可能な
新たなプラットフォームの創出を試みます。そ
の中で新たな光・音波による生体のトラッピン
グ技術の開発、また液体のレーザー冷却を目指
して研究を進めていきます。

山崎 歴舟 国際基督教大学 教養学部 准教授
同上

共振器オプトメカニカルフルイディ
ックスの開発

電子顕微鏡の発展により生体分子の
3次元原子構造が明らかになってき
ました。しかし、観測には高エネル
ギーの電子を用いるため、生体分子
の破壊が避けられません。結果とし
て特定の1分子の3次元原子構造を観測できるに
至っていません。低速電子は生体分子へのダメ
ージを極端に低減できますが、現状では原子分
解能に到達するのは困難です。本研究ではその
低速電子線を用いて全く新しい原子分解能・電
子顕微鏡を開発します。

柳澤 啓史 科学技術振興機構 さきがけ研究者
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン 物理学科 DFGプロジェクトリーダー

原子分解能・低速電子ホログラフィ
ーの開発

本研究は、生体物質交換、特に酸素
供給機構理解のために、人総細胞数
の約７０％を占める赤血球の酸素結
合度を動物の微小循環において非線
形光学効果を用いて計測します。こ
の際、生体分子由来の高調波発生および量子技
術を基盤とした波長変換を巧みに組み合わせ、
高い時空間解像を伴った細胞閉鎖系・血管内に
存在する単一赤血球の酸素放出の場および調節
機構の解明、またこれを基盤として物質交換機
構の理解、およびその定式化を目指します。

本蔵 直樹 浜松医科大学 医学部 准教授
浜松医科大学 医学部医学科 助教

非線形光学効果が照らす生体物質交
換の仕組み

既存のフェムト秒時間分解レーザー
分光はフーリエ限界のため周波数分
解能が犠牲になり、PSII反応中心の
ように熱揺らぎ程度のエネルギー領
域に複数の電子状態を含む動的過程
の実時間観測が困難です。本研究は、量子もつ
れ光による時間分解分光理論を構築します。量
子相関の利用により古典光では不可能な周波数
分解能と時間分解能の両立を達成し、PSII初期電
荷分離過程の解明へ展開できる量子技術の理論
基盤を確立します。

藤橋 裕太 京都大学 大学院工学研究科 ,特定助教
自然科学研究機構 分子科学研究所 特任研究員

時間分解量子もつれ分光法: 理論基
盤の構築と生体分子系への応用

本研究は、光共振器を用いた超高感
度レーザー吸収分光に基づく放射性
同位体分析法を高度化し、それと高
速液体クロマトグラフィーを融合し
て、放射性同位体で標識した化合物
の代謝物を分析可能な生体代謝分析手法を開発
します。また、放射性核種による革新的な治
療・核医学診断のために、レーザー共鳴励起・
イオン化に基づく放射性核種分離、および、レ
ーザー核偏極法の開発を行います。

富田 英生 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

個別化医療にむけた光量子による放
射性核種分離・分析法の開発

光化学系II酸素発生中心ではMnの酸
化数が決定できていない大問題が存
在します。本問題を量子スピン状態
固有の磁気異方性相互作用を帰属す
ることで解明します。また、S2->S3
->S0過程の新たな反応機構を独自開発の構造探索
手法を用いて解明します。ニトロゲナーゼ(NG)に
ついては休止状態の基底スピン状態と電荷状態
を帰属することで理論解明します。窒素還元に
関わる反応経路を探索し、NGの反応機構の理論
解明を進展させます。

庄司 光男 筑波大学 計算科学研究センター 助教
同上

生体内量子多体系における特異的化
学反応の機構解明
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生体における微粒子の機能と制御
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah29-2.html

戦略目標

細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御

研究総括

理化学研究所 光量子工学研究センター 副センター長

本研究領域では、生体内の微粒子の動態や機能の解明、さらにはそれらの制御に関する研究開発の推
進によって、微粒子により惹起される生命現象の本質的な課題に取り組みます。
近年、環境中の様々な微粒子（外因性微粒子）の生体内への影響や、生体内で形成された微粒子
（内因性微粒子）の機能が注目されています。例えば外因性微粒子では、PM2.5 やカーボンナノチュー
ブなどと疾患との関連性の研究が進められ、内因性微粒子ではエクソソームなどの体内動態や機能発現に
基づく診断技術に関する研究が多数報告されています。
しかしながら、外因性微粒子については、生体内への取り込み過程、分布や局在等の挙動については
多くが未解明のままとなっており、有害微粒子の対策が遅々として進んでいません。また、内因性微粒子に
ついては、細胞内での生成過程、細胞外動態、さらにはその生物学的意義について不明な点が多く、これ
らの微粒子を対象とした診断や治療技術の開発における本質的な課題となっています。さらに、これらの微
粒子の生体内での定量分析や動態把握は、粒径の多様さや観察技術の遅れなどから、既存の技術では正
確な解析が十分には行われていない状況です。
以上を踏まえ、本研究領域では、生体内の微粒子の機能の解明とその制御を目的とした研究開発を推
進します。具体的には、環境や生体に影響を及ぼす微粒子の機能解明をしようとする課題、生体内の微粒
子の動態解析の新技術に着目し、それを汎用的な技術に発展させようとする課題、さらには、微粒子の生
理学的意義を通じた制御技術の開発から健康に寄与する新技術を創出する課題などに取り組み、環境や健
康に関する各種課題解決に貢献します。

領域アドバイザー

齊藤 達哉 大阪大学 大学院薬学研究科 教授

佐藤 健 群馬大学生体調節研究所 教授

東京大学 大学院理学系研究科 教授塩見 美喜子
芝 清隆 （公財）がん研究会 がん研究所 部長

田名網 健雄 横河電機（株） マーケティング本部 主幹研究員

渡慶次 学 北海道大学大学院工学研究院 教授

中戸川 仁 東京工業大学 生命理工学院 准教授

前田 達哉 浜松医科大学医学部 教授

山口 茂弘 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研
究所 教授・副拠点長

吉森 保 大阪大学 大学院生命機能研究科 教授

扉絵は、微粒子が細胞に取り込まれ、また細胞外へ放出される様子をデザイン化したものです。小さな球体は細胞に由来
する微粒子を、幾何学模様は人工物などの微粒子を表現しています。

中野 明彦

研究領域概要
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肝疾患においてサルコペニア合併患
者は予後不良であることや、肝硬変
で肝性脳症を合併することが知られ
ていますが、分子メカニズムの全容
は不明です。本研究では「障害肝細
胞が放出する粒子は、遠隔臓器間の病態伝播体」
と定義し、障害肝細胞由来粒子の遠隔臓器への
体内動態や、遠隔臓器内での病態進行メカニズ
ムを解明することで、肝疾患の合併症を予測す
るバイオマーカーや合併症を抑制する治療法の
開発へと発展させます。

江口 暁子 三重大学 大学院医学系研究科 特任准教授（研究担当）
三重大学 大学院医学系研究科 特任助教

遠隔臓器間の病態伝播を担う内在性
微粒子microparticleの機能解明

本研究では、エクソソームの動態と
細胞応答を定量的かつグローバルに
捉えるための Exo プロテオミクス
技術を開発します。具体的には、1)
エクソソームの内包タンパク質を同
定する技術、2) 細胞応答をモニターする技術、
3)エクソソームとタンパク質のインタラクトーム
ダイナミクスを捉える技術を開発します。これ
らの技術を用いて、エクソソーム内外の全ライ
フイベントを明らかにします。

今見 考志 科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学 大学院薬学研究科 特任助教

エクソソームの動態と細胞応答を捉える
Exo プロテオミクステクノロジーの開発

内因性微粒子内への物質内包機構
や、標的細胞での取込・分解過程な
ど、細胞内における微粒子動態には
不明瞭な点が多くあります。この問
題の解決には、放出された微粒子集
団を対象とした従来の測定手法を補完する、
個々の微粒子に着目した分析技術が不可欠です。
そこで、組織レベルで行われる生検（バイオプ
シー）のように、細胞内の微粒子を直接回収し、
内容物を評価できる“単一粒子バイオプシー”
を開発します。

井田 大貴 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
東北大学 大学院環境科学研究科 大学院生 （博士課程３年）

単一粒子バイオプシーによる膜小胞
統合解析

本研究では、液中に浮遊している微
粒子の「形状情報」と「組成情報」
を同時に計測する革新的1粒子解析
技術の開発をねらいとしています。
生体微粒子において、「形状」と
「組成」の相関性を解明することは、その微粒子
の機能解明へと繋がります。本研究では、がん
転移の指向性などに関わっているとされている
エクソソームの「形状」と「組成」の相関性を
明らかにし、構造的な観点からエクソソームの
機能解析を目指します。

龍崎 奏 九州大学 先導物質化学研究所 助教
同上

形状と組成情報に基づく1粒子解析
技術の開発

私達は、受容体型チロシンキナーゼ
であるROR1が、カベオラ形成を安
定化させ、EGFR等の様々な受容体
が伝達する肺腺癌の生存シグナル維
持に関与することを見出しました。
本研究では、これまでに得た結果を含む最新か
つ詳細な知見を発展させるべく、カベオラ制御
分子として新たに見出したROR1を基軸に内因性
微粒子の生理機能と「がん」との関連性を明ら
かにし、内因性微粒子の複雑性とその破綻機構
の解明を目指します。

山口 知也 熊本大学 大学院生命科学研究部 准教授
熊本大学 大学院先導機構／大学院生命科学研究部 准教授

肺腺がんにおける内因性微粒子の制
御機構の解明

がん細胞から分泌される細胞外小胞
は、宿主のがんに対する免疫応答を
変化させ、がんの進行に関わること
が近年注目されています。本研究に
おいては、宿主の免疫応答を活性化
しうる細胞外小胞に焦点をあて、その生成メカ
ニズムや内包する構成分子の特性、および生体
内における作用機序を明らかにすることで、細
胞外小胞を利用したがん免疫療法のコンセプト
を創出し、新しいがん治療法の開発をめざしま
す。

諸石 寿朗 熊本大学 大学院生命科学研究部 教授
カリフォルニア大学サンディエゴ校 ムアーズがんセンター 博士研究員

がん免疫を賦活化する細胞外小胞の
生成メカニズムと作用機序の解明

シリカ、アスベストやカーボンナノ
チューブといった粒子状物質は、生
体内でマクロファージに取り込ま
れ、そのマクロファージ炎症応答が
引き金となって、肺癌や悪性中皮腫
といった重篤な疾患を引き起こします。しかし
ながらマクロファージがどのように粒子状物質
を認識しているのかは不明です。本研究では、
そのマクロファージ認識機構を解明し、粒子が
引き起こす疾患の病態分子機構を明らかにする
ことを目指します。

中山 勝文 立命館大学 薬学部 教授
東北大学 学際科学フロンティア研究所 准教授

マクロファージによる粒子状物質パ
ターン認識機構の解明

タンパク質の凝集は、認知症や糖尿
病など様々な病気の原因となりま
す。生体がタンパク質凝集を防ぐ仕
組みを理解することは、基礎科学的
にも将来の医療応用においても重要
な課題です。本研究では、細胞外小胞の分泌・
伝播を介し、生体がタンパク質凝集を防ぐ仕組
みを明らかにするとともに、細胞外小胞の生体
恒常性における役割を明らかにします。これに
より、神経変性疾患・認知症の診断・治療法開
発に有用な基礎知見を提供します。

武内 敏秀 近畿大学 ライフサイエンス研究所 特任講師
大阪大学 大学院医学系研究科 寄附講座講師

細胞外小胞を介したタンパク質恒常
性維持機構の包括的理解

本研究は、老化細胞で細胞質に蓄積
しエクソソームによって細胞外へと
分泌される遊離核酸断片が細胞質セ
ンサーを介してSASP（Senescence-
associated secretory phenotype）誘導に
働く生理的機能と生体応答機序を解析すること
で、細胞外微粒子の生体機能と個体老化や加齢
性疾患との関わりを明らかにし、それらの病態
を制御する方法を開発することを目指します。

高橋 暁子 （公財）がん研究会 がん研究所 プロジェクトリーダー
同上

遊離核酸断片の生体機能の解明と制
御法の開発

本研究は、遠隔に位置する細胞間で
の情報伝達を媒介すると考えられて
いるエクソソームなどの内因性細胞
外微粒子について、その生成・放出
過程と細胞間伝播の現場を1細胞の
解像度で実時間で観察することを目指します。
本研究がもたらす技術および成果は、エクソソ
ームを初めとする様々な内因性微粒子に応用す
る ことで、これまで詳細な動態が掴めていない
ために混沌としている内因性微粒子の分類や作
用機序を明らかにします。

白崎 善隆 東京大学 大学院薬学系研究科 特任助教
東京大学 大学院理学研究科 特任助教

内因性微粒子の放出と細胞間伝播の
現場を可視化する技術の開発

細胞から分泌される小胞の一種であ
るエクソソームが、ドラッグデリバ
リーのキャリアとして注目されてい
ますが、その動態の制御は満足に達
成されていないのが現状です。本研
究では、多数のエクソソームターゲティングシ
ステムの機能性を生体内でハイスループットに
アッセイする系を構築し、エクソソームの体内
動態を精緻に制御する新たな方法論を開拓する
ことを目指します。

小嶋 良輔 東京大学 大学院医学系研究科 助教
ETH Zurich Department of Biosystems Science and Engineering Postdoctoral fellow （HFSP long-term fellow）

In vivoにおける多対多のアッセイを基盤としたエ
クソソームターゲティングシステムの効率的探索

身の回りに存在する様々な微粒子が
免疫反応に影響を及ぼしています。
最近話題になっている大気中の微粒
子であるPM2.5などは免疫反応を増
強することでアレルギー性炎症を悪
化させると考えられています。しかしながらそ
のメカニズムに関しては明らかにされておりま
せん。本研究では微粒子吸入により誘導される
アレルギー性炎症をモデルの一つとして、微粒
子による免疫活性化のメカニズムを明らかにす
ることを目的としています。

黒田 悦史 兵庫医科大学 免疫学講座 主任教授
医薬基盤・健康・栄養研究所 ワクチン・アジュバント研究センター 上級研究員

吸入性微細粒子による免疫活性化機
構の解明

本研究では、インデック配列を用い
て数十万の単一エクソソームを標識
することで、各エクソソーム内
RNAの網羅的解析を可能にする「単
一エクソソームトランスクリプトー
ム解析法」の確立を目指します。

金 秀炫 東京大学 生産技術研究所 講師
同上 助教

単一エクソソームトランスクリプトーム解
析法によるエクソソーム内RNAの網羅的解析

エクソソームは細胞間コミュニケー
ションを担うとされる分泌膜小胞で
す。疾患など細胞の状態変化に応じ
てエクソソームの分泌量や内包物は
変化しますが、その仕組みは解明さ
れていません。本研究ではエクソソームの新た
な分析手法を確立し、その形成過程と内包分子
の選別に関わる分子の探索及び機能解析を通じ
て、エクソソーム形成制御に関わる分子メカニ
ズムとその生物学的意義を明らかにします。

小根山 千歳 愛知県がんセンター研究所 腫瘍制御学分野 分野長
愛知県がんセンター研究所 感染腫瘍学部 部長

エクソソームの量と質を制御するメ
カニズムの解明

人の体を形作る細胞には『一次繊
毛』と呼ばれるミクロの毛が生えて
います。この研究では、一次繊毛か
ら切り離されて細胞の外に出された
小さな粒子が体の中のどの臓器に向
かうのか、肥満や老化など体の状態が変わった
時に粒子の向かう先がどのように変わるのかな
どを解明します。これらの研究で分かったこと
を元に、医療や工業で利用されることを目指し
て、粒子の中身を人工的に変えて粒子の向かう
先を操る技術の開発に挑みます。

池上 浩司 広島大学 大学院医系科学研究科 教授
浜松医科大学 医学部 准教授

一次繊毛由来微粒子の多次元動態と
制御
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エクソソーム粒子径分級のため，マ
イクロ流路とナノ流路構造を組み合
わせたナノ粒子分級デバイスを新規
開発します。また，培養細胞由来試
料の粒子径分級後に得られたエクソ
ソームに対して，電気泳動フィルタリングに基
づくアプタマー選抜デバイスを用いて，細胞種
に固有のアプタマーを採取します。さらに，ア
プタマー配列の総合的情報が数値化されたアプ
タマータグについて機械学習的解析を行い，由
来細胞判別を実現します。

末吉 健志 大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授
大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授

エクソソームの由来判別・生体内動態解析のための粒
子径分級およびアプタマータグ選抜・解析法の開発

寄生蜂は様々な生理活性物質を産生
することで、宿主の免疫を回避し、
宿主の発育を損なわない形で都合よ
く栄養を搾取する寄生戦略を持って
います。本研究では、寄生蜂由来の
ウイルス様粒子の毒性成分を同定し、その機能
と動態を解析することで、寄生感染応答の新た
な分子機構の解明を目指します。そして、農業
害虫や病原菌に対する薬剤や抗生物質を開発す
る上で有用な知見を提供します。

島田 裕子 筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 助教
同上

宿主内環境を支配する寄生蜂由来生
体微粒子の機能解析

ウイルス感染は様々な宿主応答を誘
導し、多彩な病態を作り出します。
本研究ではヒトに様々な疾患を起こ
すEpstein-Barウイルスを使って、ウ
イルス関連良性および悪性疾患にお
いて、感染細胞から放出される内因性微粒子が
どのように関与するかを解析します。そして、
ウイルス関連疾患における内因性微粒子の重要
性の確立を目指します。

佐藤 好隆 名古屋大学 大学院医学系研究科 准教授
名古屋大学 大学院 医学系研究科 助教

内因性微粒子が駆動するウイルス関
連疾患の理解

本研究では、放出細胞の種類や状態
により変化するエクソソーム表面性
質を包括的に反映した蛍光応答を示
す新しいタイプのエクソソーム結合
性蛍光プローブを開発します。これ
らをベースとしてそれぞれのエクソソーム集団
を識別する分析技術へと展開し、エクソソソー
ムの多様な生命科学機能を本質的に理解し、体
液診断や疾患治療への応用を強力に支援する基
盤技術の創成を目指します。

佐藤 雄介 東北大学 大学院理学研究科 准教授
東北大学 大学院理学研究科 助教

蛍光プローブの結合反応に基づくエ
クソソーム性質解析

花粉、PM2.5、ウイルスなど外因性
微粒子は主に呼吸器粘膜を介して生
体に作用し、免疫系に認識されるこ
とでアレルギーなどの生体応答を引
き起こします。その初期段階となり
ます呼吸器粘膜から生体内への取り込み過程は
不明となっています。本研究では呼吸器上皮に
存在し外来物質の入り口となるM細胞に着目を
し、外因性微粒子の取り込み機構と呼吸器M細胞
の生体応答における役割を明らかにすることを
目指しています。

木村 俊介 慶應義塾大学 薬学部 准教授
同上

呼吸器Ｍ細胞による外因性微粒子取り
込み機構とその生物学的意義の解明

本研究では、独自の培養毛髪モデル
を用いて、毛髪におけるメラニン微
粒子の動態をタイムラプスイメージ
ングにより解明します。また、マイ
クロアレイを用いた遺伝子解析によ
り、白髪モデル及び黒髪モデルの遺伝子発現パ
ターンを比較することでメラニン輸送に関わる
遺伝子の同定を目指します。

景山 達斗 神奈川県立産業技術総合研究所 「再生毛髪の大量調製革新技術開発」プロジェクト 常勤研究員
神奈川県立産業技術総合研究所 戦略的研究シーズ育成事業 常勤研究員

白髪治療に向けたメラニン微粒子の
輸送システムの解明

環境中の細菌がつくるバイオフィル
ムでは、電子が細菌間を移動するこ
とでバイオフィルム内部の細菌活性
が保たれる「電気共生」が知られて
います。本研究では、歯周病の原因
となる口腔バイオフィルムが形成される際に細
菌が分泌する膜小胞の役割を電気共生の観点か
ら解明します。酸化還元特性を持つ膜小胞とバ
イオフィルム内細菌との相互作用に独自の電気
化学や質量分析手法で迫り、病原細菌を検出・
制御する技術へと発展させます。

岡本 章玄 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(MANA) グループリーダー
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 主幹研究員・独立研究者

レドックス環境応答能を持つ歯周病
細菌由来の膜小胞

我々は高感度で簡便な”型破りな分
泌”アッセイ系の開発に成功し、出
芽酵母非必須遺伝子破壊株ライブラ
リーを用いて”型破りな分泌”に関
連する遺伝子を網羅的に同定するこ
とに成功しています。
本研究提案ではこれまでに同定した遺伝子群
が”型破りな分泌”のどの段階で必要なのかを
明らかにし、謎が多いこの特殊な膜輸送経路の
全貌の解明を目指します。

吉田 知史 早稲田大学 国際学術院 教授
早稲田大学 国際学術院 准教授

細胞外小胞生成に必要な遺伝子の網
羅的同定とその解析

本研究では、2光子励起顕微鏡を用
いた生体イメージング技術を駆使
し、骨芽細胞が分泌する細胞外小胞
を生きた組織内で可視化します。さ
らに本技術を発展させて、細胞外小
胞の分泌・取り込みが細胞機能に与える影響をin
vivoで評価します。また、その分子基盤も同定す
る新たな実験系を確立し、骨恒常性リモデリン
グを具体的な例として、細胞外小胞による細胞
機能制御の実体をin vivoで統合的に解明します。
（研究期間：2018年10月1日～2019年8月31日）

水野 紘樹 大阪大学 大学院生命機能研究科 助教
同上

細胞外小胞のin vivo機能イメージング
解析

疾病条件下でのエクソソームは臓器
内微小環境に様々な影響を与え病態
に関わることが近年注目されていま
す。本研究では、脳転移性エクソソ
ームによる転移先特異性の決定機
構、がん進展におけるエクソソーム上共通分子
の役割、自閉症血漿エクソソームが与える脳内
環境への影響をそれぞれ検討し、疾病別エクソ
ソーム比較を行います。

星野 歩子 東京工業大学 生命理工学院 准教授
コーネル大学（アメリカ） 小児科 インストラクター

脳選択的にターゲットする疾患関連
エクソソームの解析

本研究では、内因性微粒子の放出メ
カニズムの１つである、オートファ
ジーを介した分泌のメカニズムとそ
の生物学的意義の解明を目指しま
す。独自のアッセイ法と、ショウジ
ョウバエの遺伝学手法を組み合わせて、オート
ファジーを介した分泌に働く一群の遺伝子を同
定します。さらに、同定された遺伝子の機能解
析を通して、オートファジーに依存した分泌の
メカニズムの全容を明らかにするとともに、そ
の生物学的な意義に迫ります。

藤田 尚信 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授
東北大学 大学院生命科学研究科 助教

オートファジーを介した分泌のメカ
ニズムとその生物学的意義の解明

本研究では植物細胞間で「分泌と取
り込み」によるsmall RNA輸送経路が
存在するかどうかを検証し、植物細
胞間におけるsmall RNA輸送メカニズ
ムを生化学・変異体解析・イメージ
ング解析により解明します。本研究によって得
られる成果は、遺伝子組換えによらない新たな
植物の遺伝子発現制御系の開発へと繋がり、農
業上の有用な技術シーズを提供できると考えて
います。

濱田 隆宏 岡山理科大学 理学部 准教授
東京大学 大学院総合文化研究科 助教

植物における小分子RNA輸送メカニ
ズムの解明

布団などには人の皮屑を主食として
いるダニが生息しています。ダニの
死骸が細かく粉砕された外殻構成成
分「キチン粒子」が空気中に浮遊
し、それを吸引することで喘息など
のアレルギーを引き起こす可能性が提起されま
した。本研究では、吸い込んだキチン粒子が、
どのような機構で生体外へ排除されるのか、ま
た、生体内に残留した場合、どのような機構で
アレルギー疾患を引き起こすのかを明らかにす
ることを目的とします。

中江 進 広島大学 大学院統合生命科学研究科 教授
東京大学 医科学研究所 准教授

環境微粒子キチンに対する生体応答
機構の解明

現在エクソソームの生物学的意義の
解明とそれを対象とした診療技術の
開発における最も大きな課題は、粒
径の小ささに起因するエクソソーム
の単離や検出、解析の困難さにある
と言えます。本研究では、独自のナノ流体デバ
イス技術を用いて、エクソソームの簡便な１ス
テップ単離配列、迅速検出、高精度解析を統合
した革新技術を確立します。これにより、どこ
でも誰でも手軽に使えるエクソソームの汎用的
な世界初の技術に発展させます。

許 岩 大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授
同上

aifAによるエクソソームの１ステッ
プ単離配列と１粒子統合解析

本研究の目的は、PM2.5をはじめと
する大気環境中の外因性微粒子の脳
内動態メカニズムの解明です。特
に、脳内に侵入した外因性微粒子が
脳内免疫細胞マイクログリアの活性
化を介して神経回路を変性させるメカニズムと、
その脳機能と行動への影響を検証します。また、
本研究の遂行によって得られる発見をもとに、
外因性微粒子によって引き起こされる認知機能
障害や精神疾患を抑制するための知見を獲得す
ることを目指します。

小山 隆太 東京大学 大学院薬学系研究科 准教授
同上

外因性微粒子の脳内動態におけるマイク
ログリアルネットワークの関与の解明
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胸腺はT細胞が分化・成熟する器官
で、自己に攻撃性を持つT細胞は胸
腺内で除去されます。胸腺の中には
細胞外小胞（胸腺EV）が多く存在
しますが、その役割はわかっていま
せん。本研究では胸腺EVがT細胞分化に与える影
響を明らかにします。また胸腺EVと自己免疫疾
患発症の関連を突き止めます。これらの知見を
踏まえ、免疫制御因子を載せた小胞を作製する
ことで免疫系を正または負に制御する人工小胞
の開発を行います。

山野 友義 金沢大学 医薬保健研究域医学系 准教授
金沢大学 医薬保健研究域医学系 助教

T細胞分化における細胞外小胞の役
割とその応用

ナノワイヤ技術を用い、生成過程に
相当する「腫瘍中miRNA/腫瘍が放出
する細胞外小胞miRNA」、機能発現
過程に相当する「血中細胞外小胞
miRNA」、分解排泄過程に相当する
「尿中細胞外小胞miRNA」のプロファイルを機械
学習解析し、細胞外小胞内miRNAのがんmiRNA/反
応miRNA/ノイズmiRNA/Unknown miRNAの4分類によ
るmiRNA分泌経路の機序解明を行います。

安井 隆雄 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

細胞外小胞の網羅的捕捉と機械的解
析によるmiRNA分泌経路の解明

細菌が細胞外に分泌する膜小胞は、
病原因子や情報伝達物質を他の細胞
に運搬する機能を有しています。細
菌集合体であるバイオフィルム状態
で膜小胞の分泌は活発化されます
が、その機構は明らかになっていません。本研
究では、病原細菌の膜小胞を介した感染機構の
包括的理解とその制御法の確立に向け、緑膿菌
のバイオフィルムにおける膜小胞分泌誘発の分
子機構を明らかにします。

田代 陽介 静岡大学 学術院工学領域 講師
同上

細菌集合体における膜小胞分泌の分
子機構解明
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生命機能メカニズム解明のための光操作技術
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah28-1.html

戦略目標

生命科学分野における光操作技術の開発とそれを用いた生命機能メカニズムの解明

研究総括

立命館大学 総合科学技術研究機構 客員教授／京都大学 名誉教授

本領域では、光によって生体を制御する革新的な技術の開発を目的とします。このため、「操作」および
「観察」とそれらの技術を活用した「機能解明」の3つを領域の柱とし、異分野による連携、融合による
新しい生体機能制御技術の確立を目指します。
近年、ライフサイエンス分野では、光の特性を活かした様々な操作技術の開発により、生命現象の理解

が飛躍的に進展しようとしています。例えば、オプトジェネティクスは、光感受性タンパク質の神経細胞への
発現と特定波長の光照射によって、脳神経回路の機能解明に革命的な変化をもたらしました。また、最近
では、光感受性タンパク質を用いた酵素活性や細胞内シグナル伝達の操作技術、ゲノム編集などとの組合
わせによる遺伝子発現の制御技術など、新たな生体機能制御技術の萌芽も確認されます。
これらの技術開発が爆発的に広がろうとしている背景には、光関連タンパク質の同定や関連因子の知見
が過去70年以上にわたって膨大に蓄積され、これらタンパク質を利用した生体への応用の基礎ができあがっ
ていたことが挙げられます。そのため、基礎的な知見のさらなる展開により既存の技術の弱点を解消し、さら
に、世界的にも新奇な光操作技術の開発が喫緊の課題として浮かび上がっています。
以上のことから、本研究領域では、生体機能を光によって操作する技術、光操作によって表出する生命
現象を観察・計測・解析する技術、さらにはそれらの技術を用いて生命機能の解明を目指す研究開発を推
進します。領域の運営にあたっては、我が国が強みを持つ光生物学や光学、ナノテクノロジー、工学、生
理学などとの連携を促すことで、革新的な光操作技術の確立を目指します。

領域アドバイザー

伊佐 正 京都大学 大学院医学研究科 教授

上田 昌宏 大阪大学 大学院生命機能研究科 教授

岡山大学 学術研究院医歯薬学域 教授大内 淑代
太田 淳 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術

研究科 教授

片岡 幹雄 奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授

高本 尚宜 浜松ホトニクス（株） 中央研究所 室長

寺北 明久 大阪公立大学 大学院理学研究科 教授

寺﨑 浩子 名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授

德富 哲 大阪府立大学 名誉教授

能瀬 聡直 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

扉絵は光操作技術の概念を示したもので、白線はネズミからサル、ヒトと生命体を表し、青色は細胞（生体）をコントロー
ルする光、黄色はコントロールした細胞（生体）から発せられる光（蛍光など）をイメージしたものです。

森 郁恵 名古屋大学 大学院理学研究科 教授

山中 章弘 名古屋大学 環境医学研究所 教授

七田 芳則

研究領域概要
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複数個体のマウスを用いたファイバ
ーフリー光遺伝学や、軸索分岐毎に
シナプス伝達抑制を試みる光遺伝
学、といった発展的な光遺伝学実験
を可能にするための新たなツール開
発を試みます。具体的には光駆動性イオンチャ
ネルの構造解析を行い、その構造情報を元にオ
フキネティクスの長い光駆動性Cl-チャネル、生
理的条件下で利用可能な光駆動性K+チャネルの
開発を目指します。

加藤 英明 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
スタンフォード大学（アメリカ） 医学部分子細胞生理学科 博士研究員

構造情報を基にした新規チャネル型
抑制性光遺伝学ツール開発

ヒトを含めた社会を形成する動物
は、集団内の他個体を記憶（社会性
記憶）し、それぞれの相手に対して
適切に振る舞うことで適応的な社会
を形成していますが、自閉症スペク
トラム障害患者は、この社会性情報の処理過程
に異常を示します。そこで本研究課題では、「樹
状突起スパインの情報処理」を解析するための
光を用いた新規技術を開発し、自閉症脳におけ
る「スパイン集団」の情報表現や情報処理の変
化を解析します。

奥山 輝大 東京大学 定量生命科学研究所 准教授
マサチューセッツ工科大学（アメリカ） ピカワー学習記憶研究所 博士研究員

自閉症の病態解明を目指した樹状突
起スパインの光操作

哺乳類生体深部の特定の細胞機能を
体外から自由に操作するためには、
新しい光送達技術の開発が必要で
す。本研究では、マウスの脳をモデ
ルとして、生体を透過する種々の電
磁波を受容し可視光を放出するナノ材料を用い
た、極めて低侵襲的・広範囲かつ高時間分解能
の脳深部光操作法を確立し、動物行動の神経基
盤の解明のための強力な基盤技術の開発を目指
します。

山下 貴之 名古屋大学 環境医学研究所 准教授
名古屋大学 環境医学研究所 助教

動物行動の神経基盤解明のための非
侵襲光操作法の開発

本研究では、オプトジェネティクス
とCRISPR/Cas9システムを融合させ
ることで、任意の時間・組織でモザ
イク状にがん変異細胞を誘導できる
高精度Opt-CRISPRedマウスを開発し
ます。これにより、超早期段階での変異細胞の
動態を、世界で初めて生体内で観察します。上
皮細胞層における変異細胞-排除機構を生体レベ
ルで解明することで、がんの予防的治療のため
の革新技術の創出を目指します。

丸山 剛 早稲田大学 高等研究所 講師
北海道大学 遺伝子病制御研究所 助教

光操作型-生体内不均一変異細胞誘導
と変異細胞の挙動解明

生体深部の細胞で起きる現象を観察
するために、二光子蛍光顕微鏡が広
く利用されてきました。しかし、従
来の二光子蛍光顕微鏡では近赤外の
レーザー光を励起光として用いるた
め、細胞内における散乱や吸収の影響により、
生体深部の細胞まで励起光が届かないという課
題がありました。本研究では、さらに長波長の
超短パルスレーザー光源を開発し、それを多光
子顕微鏡に適用して、従来の顕微鏡の限界を超
えることを目指します。

野村 雄高 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教
同上

長波長レーザーによる超深部顕微分
光システムの開発

遺伝子の変異は様々な疾患を引き起
こすので、遺伝子と生命機能の関係
を理解することは非常に重要な課題
です。本研究では光を用いることに
よって、これまで不可能であった特
定の遺伝子あるいは遺伝子群にランダムな変異
を誘発するフォワードジェネティクスの新しい
方法を開発し、これを遺伝子スクリーニングと
組み合わせることによって、神経系ではたらく
遺伝子の機能と遺伝子相互作用の解明を目指し
ます。

野間 健太郎 名古屋大学 大学院理学研究科 特任助教
カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメリカ） 生物学科 研究員

光による革新的ゲノム改変技術の開
発

本研究では、生体内マイクロエレク
トロニクスデバイス技術によって、
オプトジェネティクスに応用できる
光操作デバイスを実現します。
CMOSマイクロチップを搭載しなが
ら、体外から配線接続が不要な完全埋め込み型
のデバイスを実現します。この技術により、従
来は光ファイバで束縛されていたり、ワイヤレ
ス型であっても動物に負担が大きかった光操作
を、動物の負担が少なく、自由行動下で行うこ
とが可能になります。

徳田 崇 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 准教授

完全ワイヤレス・インプランタブル
光操作デバイスの実現

フォスフォジエステラーゼ（PDE）
は細胞内シグナル伝達物質であるサ
イクリックヌクレオチドを必要に応
じて加水分解し、シグナル伝達調節
を行う重要な酵素であり、創薬分野
の重要なターゲットです。本研究ではフォスフ
ォジエステラーゼ（PDE）の光制御を目指しま
す。これによりシグナル伝達を高い時空間精度
で制御する手法を確立します。それを応用し、
高感度でより生理条件に近い視覚再生に向けた
基盤技術形成に挑戦します。

角田 聡 科学技術振興機構 さきがけ研究者
名古屋工業大学 大学院工学研究科 特任准教授

新規酵素型ロドプシンを用いた視覚
再生の挑戦

本研究では、光照射によりゲノム編
集および遺伝子発現操作できる
CRISPR/Cas9システムを構築し、遺
伝子導入効率に優れたアデノウイル
スベクターに搭載します。本技術を
開発することによって、動物や臓器の種類を問
わず高い時空分解能を有したゲノム編集および
遺伝子操作を可能とし、光照射によって高精度
な生命機能メカニズム解明や疾患治療を実現さ
せることを目指します。

高山 和雄 大阪大学 大学院薬学研究科 招へい教員
大阪大学 大学院薬学研究科 特任助教

光照射により任意の組織においてゲノム
編集・遺伝子発現操作する技術の開発

細胞老化のメカニズムの1つとして、
細胞膜の重篤なキズにより老化が起
こるという説が発見されました。本
研究では、このメカニズムを細胞脂
質の障害・リクルートを光操作する
ことにより解析します。この研究により、細胞
老化の新奇のメカニズムを解明するとともに、
光による細胞老化を制御する可能性を検証しま
す。さらに、細胞のがん化に関する新しい機構
を提案します。

河野 恵子 沖縄科学技術大学院大学 膜生物学ユニット 准教授
名古屋市立大学 大学院医学研究科 講師

細胞老化の鍵を握る脂質新機能の光
操作による解明

現在、光を利用した生体機能メカニ
ズム解明の研究は、光受容たんぱく
質など、100残基以上の大きなたん
ぱく質プローブで行われています。
本研究では、光観察・光操作が可能
な有機小分子を特異的に結合する10アミノ酸程
度のペプチドタグを遺伝子操作でターゲットた
んぱく質に組み込み、非常に小さい分子を利用
して生体分子を観察・操作する技術を開発しま
す。これにより、光を用いた生命科学研究に新
しい流れを作ります。

川上 隆史 山梨大学 大学院総合研究部 助教
産業技術総合研究所 創薬分子プロファイリング研究センター 研究員

ペプチド系分子ツールを基盤とするた
んぱく質光操作・光観察技術の開発

記憶は、学習時の情報の入力に応答
して活性化した一群の神経細胞に蓄
えられることが実証されています。
この細胞を“記憶痕跡細胞”と呼び
ます。本研究課題では、学習前・学
習中・学習後の記憶痕跡細胞に特有の活動パタ
ーンを観察することで、記憶の情報処理のタイ
ミングを見出します。さらに、得られた情報を
もとにして、記憶痕跡細胞の活動を操作し対応
する記憶の質的変化を調べることで、記憶の新
しい操作法の確立を目指します。

大川 宜昭 獨協医科大学 先端医科学統合研究施設 准教授
富山大学 大学院医学薬学研究部 講師

記憶痕跡活動の可視化が開く記憶の
新たな操作法

本研究では、霊長類を対象として、
独自に確立した神経路選択的な光操
作による脳機能解析法を基盤に、記
録部位および刺激部位を拡大した
「光刺激による神経ネットワークの
高解像度５D解析法（５D＝神経路x時間x３次元
空間）」を達成します。これにより、特定の神経
投射を介する入力が、ターゲットである脳領域
内のネットワークダイナミクスにどのような影
響を与え、それが行動発現にどのように寄与す
るのかを詳細に解析します。

井上 謙一 京都大学 霊長類研究所 助教
同上

光操作による神経ネットワークの高解像度
5D解析法の確立を目指した基盤技術開発

ヒトやラットは脳内に空間地図を描
くことで目的地へ効率よくたどり着
くことを可能にしていますが、こう
した脳内モデルがどのように実際の
行動決定に関わっているかはほとん
ど分かっていません。本研究では、光感受性た
んぱく質と空間選択的光照射技術とを組み合わ
せることにより、特定の神経細胞群の活動を変
化させ脳内モデルを操作することを試みます。
これにより脳内モデルを行動に結びつける神経
回路の解明を目指します。

伊藤 博 マックス・プランク脳科学研究所（ドイツ） リサーチグループリーダー
同上

空間選択的光操作を用いた脳内生成
モデルに基づく行動決定機構

本研究では、記憶行動中のマウス記
憶回路（海馬および嗅内皮質）で生
じる「脳オシレーション同期」を、
電極から記録した脳活動をもとに、
高速光操作法により人工的に抑制ま
たは増強し、神経細胞の発火活動と動物の記憶
行動への影響を計測します。これにより、脳記
憶回路の情報交換メカニズムを解明するととも
に、アルツハイマー病モデルマウスの脳回路機
能の回復を目指します。

五十嵐 啓 カリフォルニア大学アーバイン校（アメリカ） 医学部 アシスタントプロフェッサー
同上

高速光操作による記憶行動を支える
脳回路同期機構の解明と回復
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オプトジェネティクスにおいて従来
の光ファイバを用いた光操作技術か
ら，無線電力給電や多点刺激が可能
なLEDデバイスによる光刺激が注目
されています。本研究では，脳の各
層間および各領域間における神経ネットワーク
を明らかにするために，超低侵襲・局所刺激・
多点刺激・多波長刺激を可能にする侵襲型LEDプ
ローブを開発します。

関口 寛人 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 准教授
同上

生体光刺激のための侵襲型LEDデバ
イスの革新

AGCキナーゼは真核生物に広く保存
された蛋白質リン酸化酵素のファミ
リーであり、多様な細胞機能を制御
する細胞内シグナル伝達において中
心的な役割を担っています。本研究
では、このキナーゼ活性を光により直接的に操
作することを可能とする、時間・空間分解能の
高い光遺伝学ツールを開発します。開発したツ
ールを利用し、植物の生理応答を含めた真核生
物の細胞機能を制御することを目指します。

四方 明格 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 助教
名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 日本学術振興会特別研究員

キナーゼ活性の光操作による植物の
細胞伸長機構の解明

大脳皮質の情報処理の演算ユニット
は神経細胞です。その細胞内構造で
ある樹状突起は、微小な入力信号を
電気的に増幅できます。今までネッ
トワークの計算と思われていた非線
形な視覚応答が、樹状突起の演算で生じること
を因果的に示すため、マウス大脳皮質視覚野４
層の単一神経細胞にて樹状突起活動を光操作・
測光します。樹状突起が演算サブユニットとし
て持つ豊かな計算能力を示すことで、皮質情報
処理に対する理解を変えます。

佐藤 達雄 モナシュ大学（オーストラリア） バイオメディシン・ディスカバリー研究所 グループリーダー
ミュンヘン工科大学（ドイツ） 神経科学研究所 博士研究員

新規遺伝子導入法による神経細胞樹
状突起の光操作と測光

脳はおおくの神経細胞が織りなす情
報伝達により機能を発揮しますが、
こうした情報伝達を行動中の動物の
脳において計測することはこれまで
困難でした。本研究は、大規模な神
経活動計測技術と光遺伝学を組み合わせること
で、神経細胞間・脳領域間の情報伝達を生体脳
において計測する新たな手法を開発します。ま
た、この計測手法を記憶に重要な海馬体に適用
し、記憶情報の生成・伝搬のメカニズムを明ら
かにします。

北西 卓磨 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
大阪市立大学 大学院医学研究科 講師

生体脳における神経情報伝達の大規
模光同定技術

紫外・可視光を用いる光技術は、分
子特異性に優れる一方、適用できる
範囲は局所に限られます。そこで本
研究では、生体透過性に優れた磁場
を用いる技術に、伝達経路に応じた
機能を発現する磁性ナノツールを組み合わせる
ことで、この問題の解決を図ります。これによ
り、分子レベルかつ遺伝子工学フリーで脳広域
や深部を観察・操作できる磁場照射技術を確立
します。

岡田 智 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授
産業技術総合研究所 健康工学研究部門 研究員

磁場照射で脳機能を観察・操作する
磁性ナノツールの開発

光操作法には、他の神経刺激法には
ない、次のような優れた点がありま
す。（1）治療に関連する神経細胞の
みを刺激できるため、電気刺激では
問題となる刺激の拡散による副作用
を無くすことが可能です。（2）ミリ秒単位での刺
激ができるため、薬よりもより短い時間の神経
刺激が可能です。そのため、神経の可塑性を導
ける可能性があります。これらの利点を使って、
脳神経疾患治療に新たな地平を開きます。

吉田 史章 佐賀大学 医学部 准教授
九州大学 大学院医学研究院 准教授

光による不随意運動疾患根治法

本研究では、蛋白質の細胞内局在を
制御する化合物にさまざまな光スイ
ッチを導入した光機能性小分子を新
規開発します。それらをゲノム編集
技術と融合することで、タグ付けし
た内在性シグナル分子の局在をさまざまな波長
や時間パターンで簡便かつ自在に光操作可能な
汎用的基盤技術を構築します。これにより、従
来のオプトジェネティクスのアプローチでは困
難な「細胞内在性シグナル分子の自在な光操作」
を実現します。

吉井 達之 名古屋工業大学 大学院工学研究科 助教
同上

光機能性小分子を基盤とした細胞内
在性シグナル分子の自在な光操作

本研究では、「眠れる遺伝子」を標
的とした光操作技術を新たに提案す
ることを目指します。「眠れる遺伝
子」とは、「メチル化修飾によって
発現が抑制された状態にある遺伝
子」のことです。メチル化修飾を受けた標的遺
伝子に対し特異的に反応する光応答性核酸を用
い、遺伝子を配列特異的に「脱メチル化」する
手法を開発します。さらには、この手法を駆使
して新たな細胞分化制御法を構築することに挑
戦します。

山吉 麻子 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授
京都大学 白眉センター 特定准教授

眠れる遺伝子機能を呼び起こす革新
的光操作技術の開発

脳の機能を詳しく調べるためには、
遺伝子の発現パターンに基づいて特
定のタイプのニューロンを研究する
必要がありますが、マウス以外の哺
乳動物ではこれまで困難でした。本
研究は、動物個体の脳内でウイルスベクターに
よるゲノム編集を行うことで、さまざまな哺乳
動物において特定のタイプのニューロンを標的
とした光遺伝学を可能とします。これを用いて、
社会行動を司る視床下部の神経回路の機能につ
いて比較解析します。

宮道 和成 理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー
東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任准教授

比較光遺伝学: 社会行動を司る神経
回路の進化

従来よりも数10倍高速な、1,000ボリ
ューム/秒の超高速3D蛍光顕微鏡技
術を開発する。これにより、活動す
る生物をリアルタイムかつ正確に記
録し、神経活動をはじめとする様々
な生命活動の組織・細胞レベルでの理解に貢献
する。

三上 秀治 北海道大学 電子科学研究所 教授
東京大学 大学院理学系研究科 助教

生命活動をリアルタイムに追跡する
超高速3D蛍光顕微鏡

この十数年間に、外来の（異なる生
物種由来の）光受容タンパク質遺伝
子を強制発現させて、動物の神経活
動などを光で操作する技術は爆発的
に発展しています。この研究提案で
は、外来遺伝子を用いるのではなく、研究対象
の動物に内在する受容体遺伝子を活用して生命
機能を光操作する技術の開発に取り組みます。
そして、これまで以上に幅広い動物種・生命機
能に光操作技術を適用できるようにします。

塚本 寿夫 神戸大学 大学院理学研究科 准教授
自然科学研究機構 分子科学研究所 助教

内在受容体を利用した生命機能の新
規光操作手法の開発

フリッパーゼは脂質輸送体の一つで
あり、生体膜機能である小胞輸送・
細胞骨格形成などの活性調節や、細
胞増殖・細胞形態などに関与するシ
グナル因子の膜集積・活性化に関与
します。本研究では光によるフリッパーゼの活
性調節を介した生体膜機能制御を目指します。
確立したシステムを動物細胞に応用することで、
フリッパーゼが関与する細胞の形態、運動、接
着などの新規メカニズム提案と、光制御の可能
性を検証します。

鈴木 友美 京都大学 大学院理学研究科 助教
同上

光による生体膜機能制御

生物の精神機能の中枢は脳ですが、
生命システムには、末梢活動が精神
機能を制御する潜在的な仕組みも多
数存在します。しかし、その生理学
的な意義はほとんど未解明です。こ
の課題に挑むために、本研究では、末梢部位の
活動を正確に制御する光操作法を開発します。
新しい末梢光操作法と全身計測法を融合するこ
とで、末梢中枢連関の問題に挑み、精神機能調
節における末梢活動の位置付けや因果関係を検
証します。

佐々木 拓哉 東京大学 大学院薬学系研究科 特任准教授
東京大学 大学院薬学系研究科 助教

末梢光変調による精神機能調節の解
明

経シナプス性ウイルストレーサー
は、神経回路の構成を解析すること
ができる強力な実験手法です。本研
究では、光による神経活動の操作・
解析を行うことができる、新しい経
シナプス性ウイルストレーサーを開発します。
それにより、神経回路単位での活性状態の変化
を解析できる方法を確立します。さらにこの方
法を用いて、摂食に関わる神経回路の機能を明
らかにします。

近藤 邦生 自然科学研究機構 生理学研究所 助教
同上

新規ウイルスによる光神経回路解析
法を用いた摂食神経回路の解明

本研究では、抗体を介してタンパク
質などの生体分子（抗原）の機能を
光制御するために、光スイッチタン
パク質を抗体に融合し、光で自由自
在に抗原結合活性を変化させること
が可能な光駆動型抗体を開発します。当該抗体
は抗体部位を別の抗体に置き換えるだけで容易
に標的とする生体分子を切り替えることが可能
です。これにより細胞内外のあらゆる生体分子
を光操作の対象にできる汎用性に極めて優れた
光操作技術の創製を目指します。

河野 風雲 東京大学 大学院総合文化研究科 助教
コロンビア大学（アメリカ） リハビリテーション・再生医療学科 博士研究員

光駆動型抗体を基盤とする革新的光
操作技術の開発
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神経細胞からなる塊やファイバーを
脳に移植し、移植した神経細胞の活
動を光遺伝学の技術を用いて操作す
ることによって、新たな神経回路を
創出する技術を開発し、脳機能の拡
張を目指します。この技術を、まずはげっ歯類
の脳に、次に非ヒト霊長類の脳に応用します。
将来、この技術は、神経疾患で途絶えた神経回
路の治療への応用も期待されます。

正水 芳人 同志社大学 大学院脳科学研究科 教授
東京大学 大学院医学系研究科 助教

光操作技術を用いた神経回路創出法
の確立

本研究では、希土類元素を用いたプ
ローブを生体透過性の高い近赤外光
で励起することで、生体深部におけ
る細胞の3次元マルチカラー光操作
法を開発することを目指します。本
手法により、従来困難であった生体深部におけ
る複数種の光活性化タンパク質の操作や、一細
胞スケールでの三次元的な光操作が可能になり
ます。

古川 太一 横浜国立大学 大学院工学研究院 助教
同上

希土類添加蛍光体を用いた生体深部
細胞の3次元マルチカラー光操作法

革新的な光操作技術の開発には分子
レベルでの光反応機序の解明が不可
欠です。本研究課題では、これまで
転写因子としての機能に注目が集ま
っていた哺乳類の非オプシン型タン
パク質Cryptochrome (CRY) の非視覚光受容におけ
る役割を明確にし、哺乳類における新規光応答
メカニズムに分子レベルで迫ります。さらに、
光による分子的ダイナミクスを利用して革新的
な光遺伝学ツールへ発展させることを目指しま
す。

平野(坪田) 有沙 筑波大学 医学医療系 助教
筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 助教

哺乳類の非オプシン型青色光受容体CRY
の機能の再検証とその光遺伝学的応用

細胞内シグナル伝達系を駆動する動
物のオプシンは光操作ツールとして
多くの利点を持ちますが、これまで
は光でシグナル伝達をONにする光
ON型オプシンに限られていました。
本研究では、これとは反対に暗中で伝達系を駆
動し、光を受けて駆動を止めるという新たな性
質を持つ光OFF型オプシンを用い、高感度かつ自
然な視覚再生技術の構築に取り組みます。また
これによりOFF型光操作という新しい光操作技術
の基盤確立を目指します。

永田 崇 東京大学 物性研究所 助教
大阪市立大学 大学院理学研究科 特任講師

光OFF型オプシンによる高感度かつ
自然な視覚再生

我々ほ乳類の睡眠は、レム（急速眼
球運動）睡眠とノンレム睡眠から構
成されています。本研究では、その
うちレム睡眠特異的に観察される生
理反応制御に、グリア細胞活動が貢
献しているという新たな視点でのメカニズム解
明を目指します。特に、脳血流･エネルギー代謝
動態、さらには夢見に至るまで、光計測を軸に
研究を展開していきます。

常松 友美 東北大学 大学院生命科学研究科 助教
東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教

グリア細胞光計測によるレム睡眠理
解

本研究では、マウスの遺伝学的に同
定した特定味細胞の活動を、自発的
飲水行動に同期した光操作法により
人工的に増強または抑制すること
で、擬似的な「光味覚」を創出し、
光味覚に対する味細胞活動と動物の味覚行動へ
の影響を観察・計測します。これにより、味に
対する認識・欲求・満足感を規定する末梢感覚
入力と中枢神経回路の関係を解明するとともに、
生活習慣病の予防戦略を提案します。

樽野 陽幸 京都府立医科大学 大学院医学研究科 教授
京都府立医科大学 大学院医学研究科 講師

光による擬似味覚をもちいた味認識
・欲求の神経基盤の解明
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物質と情報の量子協奏
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/bunya2022-1.html

戦略目標

量子情報と量子物性の融合による革新的量子制御技術の創成

研究総括

東京大学 大学院理学系研究科 教授

本研究領域では、革新的量子制御技術の創成を目的として、量子情報の視点に立脚しながら量子物性
をテクノロジーへと転換していく独創的で挑戦的な研究を推進します。量子物性と量子情報の融合を通じ
て、両者の結節点となる量子物質を理解・機能化・制御する研究開発を行い、新概念・新技術の開拓
により量子制御技術の将来的な新基盤を生み出します。豊かな構想力と洞察力、物質合成・微細加工技
術・測定技術・理論・計算技術に支えられた実力を発揮し、量子科学の将来を世界的にリードする若手
研究者の輩出を目指します。
本研究領域では「量子多体系の制御と機能化」、「新現象・新状態の量子デバイス・量子材料応用」

の2つの観点から研究を推進します。具体的には、量子情報に基づいた量子物質における新しい量子状態
制御手法の開拓、新原理量子ビット・量子センサ・量子シミュレーションの提案と実証、将来的に実現可
能な物理系を念頭においた量子アルゴリズムの提案と実証などを対象とします。これらを通して、従来の枠
組みを超えて量子物性と量子情報を融合し、両者の協奏的発展の場を構築します。
物質科学・情報科学・数理科学・ナノ構造科学などの連携のもとに量子科学を推進することによって、
知的生産性の革命につながり、国家及び国民の安全・安心の確保といった社会的ニーズに応えられるよう
な、量子制御技術による不連続なイノベーションを目指します。

領域アドバイザー

井上 慎 大阪公立大学 大学院理学研究科 教授

大岩 顕 大阪大学 産業科学研究所 教授

東京大学 物性研究所 教授岡 隆史
川畑 史郎 産業技術総合研究所 新原理コンピューティン

グ研究センター 副研究センター長

桐原 明宏 日本電気（株） セキュアシステムプラットフォー
ム研究所 ディレクター

芝内 孝禎 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

武岡 正裕 慶應義塾大学 理工学部 教授

西岡 辰磨 大阪大学 大学院理学研究科 教授

宇都宮 聖子 アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括
本部 プリンシパル機械学習・量子ソリューションアーキテクト

松野 丈夫 大阪大学 大学院理学研究科 教授

小林 研介

研究領域概要

48



トポロジカル量子材料における創発
的な準粒子は、トポロジカル系に特
有の物性を示すため、特徴的な量子
情報処理を実現できる可能性があり
ます。本プロジェクトでは、整数・
分数量子ホール系でのカイラルなプラズモン準
粒子を利用して、結合の強いプラズモン共振器
量子電磁力学や、準粒子の分数化と再結合によ
る準粒子干渉効果を探究します。これらの研究
は、新しいトポロジカル量子情報科学の創成に
繋がると期待されます。

Lin Chaojing 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京工業大学 理学院 特任助教

Development of integrated quantum circuits
with chiral Tomonaga-Luttinger liquids

行列積くりこみ群法は全く新しい量
子多体系のシミュレーション手法で
す。従来のモンテカルロ法の持つ負
符号問題を解決し、様々な格子上で
ほとんどの量子模型の基底状態・有
限温度状態を計算することができます。行列積
くりこみ群は無限系を直接扱え、ボンド次元が
無限大の極限で熱力学量を正確に求めることが
できます。本研究ではこの行列積くりこみ群を
用いて現代物理学の様々な未解決問題にアプロ
ーチします。

山田 昌彦 科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学 大学院基礎工学研究科 特任助教

量子と古典の境界に挑戦する行列積
くりこみ群法

物理学において熱化は多体系を記述
する熱力学や統計力学の基礎をなす
根源的な現象です。孤立系で熱化を
説明するために導入されたのが固有
状態熱化仮説ですが、興味深いこと
にその破れの例も知られています。本研究では、
固有状態熱化仮説の破れの本質に、素粒子理論
や格子ゲージ理論の量子シミュレーション、ホ
ログラフィー・重力理論等を組み合せて多角的
に迫り、その量子技術への応用可能性への道筋
を示します。

山崎 雅人 東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構 教授
同上

固有状態熱化仮説の破れと場の理論
の量子シミュレーション

散逸と非平衡外場駆動の結合効果を
基礎理論的な立場から明らかにする
ことによって、新しい量子状態制
御・量子動的制御法を開拓します。
将来の量子多体系の制御技術に貢献
するとともに、強結合領域における量子熱力学
の構築や量子情報の観点からの非平衡ダイナミ
クスの解明など、非平衡物理学の基礎論のさら
なる探究につながる成果を目指します。

森 貴司 理化学研究所 創発物性科学研究センター 研究員
同上

散逸と非平衡外場駆動の結合による
量子制御の理論構築とその応用

レーザー冷却されたイオン・電子ハ
イブリッドトラップ技術を開発しま
す。この系はトラップイオンが格子
点、トラップ電子が価電子・伝導電
子となり人工固体を構成します。本
研究では、こうした作られた人工固体において、
固体としての物性を発現させ、それを評価する
ことを目指します。この技術開発により、人工
固体による量子シミュレーション技術が確立し、
また電子トラップ量子コンピュータ実現への基
盤技術を提供します。

野口 篤史 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
同上

イオントラップ技術による物性の創
造

非常に多くの光子がもつれた状態
（多光子量子もつれ）は、光子を用
いた量子コンピュータ、量子ネット
ワーク、量子計測などの量子技術の
実現に不可欠です。しかし、既存の
技術では、このような状態を実現することは困
難でした。本研究では、共振器を組み込んだ光
ファイバと単一不純物欠陥を含むダイヤモンド
粒子とのハイブリッドシステムを開発すること
で、多光子量子もつれを生成する革新的な量子
制御技術の実現を目指します。

高島 秀聡 京都大学 大学院工学研究科 助教
同上

多光子量子もつれジェネレーターの
開発

近年、光誘起超伝導や時間結晶など
の「非平衡物質相」を実験で実現で
きるようになってきました。平衡状
態のルールに縛られない非平衡物質
相は、物質科学の限界を突破するポ
テンシャルを秘めています。本研究では、これ
までの非平衡物質相の基礎研究を、量子情報理
論・デバイス実験技術の知見と融合・深化させ
ることで応用研究へと転換し、量子技術実現に
向けた課題を解決するための新技術を理論的に
提案することを目指します。

高三 和晃 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

非平衡物質相を利用した革新的量子
デバイス技術の創出

半導体量子ドットとテラヘルツ光共
振器を用いて、電子のスピン自由度
とテラヘルツ電磁波とのコヒーレン
ト結合を実現します。さらに、トポ
ロジカル効果によって狭帯域化した
光共振器を導入し、電磁波の波長を超える距離
を隔てた2つのスピンをコヒーレントに結合させ
ることを目指します。それにより、テラヘルツ
帯域での回路量子電気力学をスピンに対して実
現し、スケーラブルなスピン量子ビット素子の
ための基盤技術を構築します。

黒山 和幸 東京大学 生産技術研究所 助教
同上

電荷・スピン・光子のテラヘルツ量
子インターフェース

光量子コンピュータは他手法に比べ
て高速化が可能な方式です。その利
点を最大限に活かすべく、光周波数
コム技術を応用しプロセッサのマル
チコア化を行います。また、光周波
数コムと光子数識別器を巧みに利用した非ガウ
ス型量子状態生成機構を開発し、誤り訂正と万
能計算が可能な光量子コンピュータプラットフ
ォームの確立を目指します。これらの実現は超
高速な量子コンピュータ実現の第一歩となりま
す。

遠藤 護 東京大学 大学院工学系研究科 講師
同上

光周波数コムによるマルチコア光量
子コンピュータプラットフォーム

ブラックホールの周囲では強力な重
力により時空がゆがめられ、特異な
物理過程が発現します。本研究で
は、物性系における超光速性の分散
関係を利用することで、イベント・
ホライゾン型量子アンプ等の新規デバイスを実
現します。これにより、メタマテリアルや微細
加工技術を用いた制御性の高い量子系において、
時空の物理を動作原理とする新たな情報処理デ
バイスの開発基盤を構築します。

稲田 聡明 東京大学 素粒子物理国際研究センター 特任助教
同上

物性と時空の融合による新規量子ア
ンプの実現

本研究では、最近発見されたチュー
リング機構による原子細線作製技術
を活用して、(1)イジング磁性体の
原子スケールY字ジャンクション、
および(2) 超伝導体に接合したグラ
フェン・ナノリボンを作製することを目指しま
す。そして、走査型トンネル顕微鏡によるトン
ネル伝導度測定から、原子細線の接合部やエッ
ジにおいて、トポロジカル量子計算実現の鍵と
なるマヨラナ準粒子の存在を示すことを狙いま
す。

浅場 智也 科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学 大学院理学研究科 特定准教授

チューリング機構を用いたマヨラナ
準粒子の創発

従来の磁気スキルミオンの枠組みを
超えたCP^Nスキルミオンの開拓と
その新規物性の解明を行います。と
りわけ、CP^Nスキルミオンの制御
法を確立し、近年発展著しい情報分
野への展開として、両者を量子の観点から統
合・応用し、CP^Nスキルミオミクスという新規
分野の開拓をします。スキルミオンの操作性の
高さを十全に活かし、これを演算要素とする擾
乱に強い量子計算を提唱し、量子コンピュータ
への応用基盤構築を目指します。

赤城 裕 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

CP^Nスキルミオニクス―スキルミオ
ンと情報の量子統合
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持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2021-1.html

戦略目標

資源循環の実現に向けた結合・分解の精密制御

研究総括

東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

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

領域アドバイザー

阿部 英喜 理化学研究所 バイオプラスチック研究チーム
チームリーダー

伊崎 健晴 三井化学（株） 高分子・複合材料研究所
リサーチフェロー
山形大学 大学院有機材料システム研究科 教授伊藤 浩志

上田 一恵 ユニチカ（株） 樹脂事業部 機能樹脂営業部長

佐藤 絵理子 大阪公立大学 大学院工学研究科 教授

陣内 浩司 東北大学 多元物質科学研究所 教授

田中 敬二 九州大学 大学院工学研究院 主幹教授

所 千晴 早稲田大学 理工学術院 教授

野崎 京子 東京大学 大学院工学系研究科 教授

増渕 雄一 名古屋大学 大学院工学研究科 教授

岩田 忠久

研究領域概要
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木質バイオマスの主成分はセルロー
ス、ヘミセルロース、リグニンとい
う3種類の高分子です。本研究では、
これら3成分すべての効率的な利用
を可能とする結合切断触媒反応を開
発します。特に、バイオマス利用を阻む根源的
な障害である、セルロース中の糖ユニットを繋
いでいるC‐O結合と、リグニンが持つ強固な結
合を、触媒によって選択的に切断し、基幹化学
品に転換します。

小林 広和 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
同上

木質バイオマス全成分利用を可能と
する安定結合切断法の開発

オンデマンド合成が可能で共重合に
よる物性制御を実現するビニルポリ
マーに、特定刺激での高速分解を実
現する機構を搭載し、造形・解体が
容易な新材料を提供します。高速分
解は主鎖－側基間の分子内エステル交換反応で
実現します。ラジカル開環重合によりビニルポ
リマーの主鎖にエステル結合を導入するととも
に側基にアルコール源を含むモノマーを交互連
鎖させ、分解構造を構築します。研究の後半で
は本技術を接着剤に応用します。

髙坂 泰弘 信州大学 先鋭領域融合研究群 准教授
同上

オンデマンド合成＆解体を実現する
ビニルポリマーの高速分解技術

本研究では、自然環境下で速やかに
低分子量化し、使用時の安定性と使
用後の分解性を両立するサステイナ
ブル材料の設計指針を構築すること
を目的とします。具体的には、高分
子主鎖中の官能基の一部を変換することで分解
性を制御する手法を開発します。高分子構造と
機能の関係を明確化し、高分子反応による分解
性官能基導入手法、および廃棄物を用いた分解
性付与手法を確立することを目標とします。

久保 智弘 東京工業大学 物質理工学院 助教
同上

官能基変換による分解可能な汎用ポ
リマーの創出

熱硬化性樹脂を含む高分子ネットワ
ークを再成型可能とする材料設計の
開発は、持続可能な社会を実現する
材料科学における喫緊課題のひとつ
です。しかし、近年注目される動的
結合の組み替えには、それぞれの系に特異的な
条件が要求されることから、広汎な材料への応
用には至っていません。そこで本研究では細断
後超音波による再加工が可能で汎用樹脂に応用
可能な、ソフト/ハード動的架橋剤の開発を目標
とします。

勝又 麗香 マサチューセッツ大学アマースト校 自然科学研究科 助教授
同上

超音波による再加工が可能な汎用ソ
フト/ハード動的架橋剤の開発

本研究では、微量のモノマーにより
液中で粒子間を確実に光架橋できて
かつ、光硬化体を水系室温の温和な
条件で一次粒子まで完全解体できる
新概念光応答性スラリーを設計しま
す。さらに、本スラリーを活用して、ガラス・
セラミックス材料の任意形状への光造形性、高
速な脱脂焼成操作に基づく高速製造性、光硬化
体の完全解体と光硬化性スラリーの再生に基づ
く原料リサイクル性に優れた、革新的製造プロ
セスを構築します。

飯島 志行 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授
同上

ガラス・セラミックス材料の光造形
と完全解体技術の創成

本研究では、微生物が金属材料（特
にステンレス鋼）を腐食させる現象
と電気化学的な組織溶解特性の共通
点に注目し、微生物が引き起こす組
織選択的溶解現象の理解を目指しま
す。微生物による金属腐食は社会インフラにダ
メージをもたらす重大な問題ですが、独自に確
立したステンレス鋼電極を用いた電位モニタリ
ング培養システムを用いて腐食原理を解明し、
腐食診断・防食技術・金属回収技術への発展に
貢献します。

若井 暁 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門 主任研究員
海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門 研究員

微生物学と電気化学を融合した金属
組織制御分解

本研究では、スーパーエンジニアリ
ングプラスチックの主鎖内のモノマ
ーユニットに分解性を発現させ、特
定の主鎖結合を精密に分解してモノ
マーに分解する、精密解重合反応の
開発に挑戦します。得られたモノマーについて
は、再重合によるポリマーへの再生、機能化分
子へ変換できることも合わせて示します。こう
して、従来の手法では困難な高機能、高安定プ
ラスチックのケミカルリサイクルの突破口を切
り開きます。

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

安定主鎖構造の活性制御に基づく高
機能ポリマーの精密解重合

本研究では、光・酸協働分解という
新概念を基軸に、光に安定で強固な
結合をやさしく光分解可能な材料の
機能化と多様化を実現する。光・酸
協働分解性を有するユニットを開発
し、高分子材料中に導入することで、様々な高
分子材料に対して「自然光の下でも使い続ける
ことができる光分解技術」を提供する。同時に、
本技術の非レアメタル化・多重化を実現し、微
細光分解に基づく材料高機能化によって技術を
一般化・深化させる。

正井 宏 東京大学 大学院総合文化研究科 助教
同上

光安定材料への酸添加による協働的
光分解技術の創成

脂肪族ポリエステルやポリカーボネ
ートなどの加水分解性を示す脂肪族
縮合系ポリマーを基本骨格として、
様々な側鎖構造を導入することで、
高い熱／力学物性（高物性）の付与
や、主鎖の分解の速度と時期の制御を可能にさ
せます。これにより、いつでも（オンデマンド
に）分解可能な「つよい」（高物性）の循環型ポ
リマー材料を実現し、従来の分解性ポリマーが
抱えてきた「分解と材料寿命」のトレードオフ
の打破に挑戦します。

福島 和樹 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

高物性・オンデマンド分解型脂肪族
縮合系ポリマーの創製

酵素反応は基質特異性により結合形
成と分解の両反応を位置・立体選択
的に制御することが可能です。本研
究では、ポリアミドの適切な分子設
計と酵素の選択により、合成と分解
をそれぞれ独立に行うことが可能な酵素反応系
を確立することで、ポリアミドの合成と分解を
オルソゴナルに制御することを目指します。こ
れにより、材料安定性を担保しながらオンデマ
ンドに酵素分解することが可能な機能性ポリア
ミド材料の開発を行います。

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

酵素によるポリアミド合成／分解の
オルソゴナル制御

オートクレーブ環境下における建築
系ポリウレタン断熱材の素材フィル
ムの表面分解とイソシアネートエマ
ルション散布による架橋メカニズム
を明らかにした上で、μX線CTによ
りパッキングされた発泡ウレタン小片の立体配
置構造を把握し反応場の形成状況を最適化する
ことで熱伝導率・曲げ強度ともに十分な再生成
型体を完成させる。これにより「ポリウレタン
の界面部における分解結合制御手法」を完成さ
せる。

北垣 亮馬 北海道大学 大学院工学研究院 教授
北海道大学 大学院工学研究院 准教授

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

大腸菌やサルモネラ属菌が分泌する
ポリフェノール性鉄キレート剤であ
るエンテロバクチンの化学構造に着
目し、エンテロバクチンが鉄イオン
の補足（ON）と放出（OFF）をスイ
ッチングするメカニズムからヒントを得た新規
「分解開始スイッチ」を立案します。この「分解
開始スイッチ」を植物由来ポリフェノールから
なるバイオベースフィルム中に組み入れること
で、水中分解性セグメントとして機能するかど
うか検証します。

江島 広貴 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

微生物の鉄代謝から着想を得た分解
性結合の立案と動作検証

無機多孔質材料であるゼオライト
は、温室効果ガスや汚染物質の吸
着・分解、バイオマスを利用した物
質合成など、環境・エネルギー問題
の解決へ向けたキーマテリアルで
す。しかしながら、ゼオライト自身のサステイ
ナブルな合成プロセスは確立されていません。
本研究では、原子レベルの配列制御にチャレン
ジし、自在に分解・結合可能な骨格のデザイン
と、実用化へ向けた高価な原料のリサイクルを
合わせて検討します。

伊與木 健太 東京大学 大学院工学系研究科 講師
東京大学 大学院工学系研究科 助教

リサイクル可能な原料でリサイクル
可能な多孔体を合成

使用時には強く接着し、使用後には
外部刺激で簡単に剥離できる接着剤
は、マルチマテリアル化があらゆる
分野で進む中、材料のリサイクル・
再利用を可能にします。私は、大き
な構造変化と高い熱安定性を両立した新たな分
子スイッチを用いて、接着と脱着を光可逆的に
制御できる高分子のみからなる接着剤を開発し
ます。固体と液体、および水素結合の形成と解
離の光可逆的変換の相乗効果で、接着強度の大
きく可逆的な変化を実現します。

今任 景一 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授
広島大学 大学院先進理工系科学研究科 助教

熱安定な分子スイッチによる光可逆
性接着剤の開発

「強固な接着」と「容易な解体」と
いう二律背反な機能の両立を目指し
て、接着界面の化学結合に着目した
界面制御技術を開発します。光や熱
の刺激によって結合状態を変化させ
る分子を用いて、接着と解体を界面から制御し
ます。この技術を活用して、強固な接着を証明
するための界面状態の検出法や、実利用を見据
えた解体システムを提案し、持続可能な社会に
向けて資源循環を促進させる技術として貢献す
ることを目指します。

相沢 美帆 東京工業大学 科学技術創成研究院 助教
産業技術総合研究所 材料・化学領域機能化学研究部門 研究員

刺激応答性の化学結合変化を利用し
た界面制御技術の構築
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本研究では「微生物を菌体触媒に用
いたPEFの完全バイオ重合」及び
「人工進化的酵素開発を通じたポリ
マー分解酵素の極高機能化」という
２つの技術開発を行います。PEFの
完全バイオ重合を達成し、他の剛直成分含有ポ
リマー合成技術へと拡張します。また、人工進
化的酵素開発を通じてポリマー材料を常温常圧
で迅速に分解する酵素の開発を行い、ポリマー
分解酵素の全く新しい開発手法として体系化し
ます。

野田 修平 理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員
同上

剛直成分含有ポリマーの完全バイオ
循環空間デザイン

本研究では、炭化水素ポリマーの望
みの位置に強固な動的架橋部位を導
入することで、高機能化とマテリア
ルリサイクルを同時に達成可能な汎
用ゴム材料の開発を目指します。動
的架橋部は、特定条件下でのみポリマーの触媒
的解重合反応の基点となるように設計し、材料
として利用した後のケミカルリサイクルも可能
とします。リサイクルが困難と言われるゴム材
料の分野において、既存材料を超える性能とリ
サイクル性の両立に挑戦します。

田中 亮 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授
同上

架橋点を分解トリガーとするリサイ
クル性汎用ゴム材料の開発

本研究では、分解性の芳香族セグメ
ントを設計し、未踏の分解性芳香族
ポリマーの科学に貢献することを目
指します。従来のポリマーの分解反
応では、主鎖の立体的混み合いが反
応を阻害しましたが、立体的に空いた側鎖部位
の分解が起点となって主鎖の分解を誘起するポ
リマーを開発します。有機塩基の化学を基盤と
して、効率的な触媒的分解反応として、さらに
は、反応性中間体を活用したアップサイクル分
解として確立します。

重野 真徳 東北大学 大学院薬学研究科 准教授
同上

アニオン活性化法に基づく分解性芳
香族ポリマーの創製

フッ素化合物は私たちの豊かな生活
を支える必要不可欠な材料な一方、
過激な条件でしか分解せず、環境・
生体蓄積性がきわめて高いなどの課
題があります。本研究では、深紫外
光を含まず、光強度の弱い太陽光を用いて、強
固な炭素－フッ素結合を開裂する複合ナノ材料
を創出します。温和な条件でフッ素化合物をリ
サイクル可能なフッ化物イオンにまで分解する
手法を確立することにより、持続可能なフッ素
リサイクルの実現を目指します。

小林 洋一 立命館大学 生命科学部 准教授
同上

強固な結合をやさしく光分解する複
合ナノ材料の創出
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物質探索空間の拡大による未来材料の創製
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2021-4.html

戦略目標

元素戦略を基軸とした未踏の多元素・複合・準安定物質探査空間の開拓

研究総括

京都大学 大学院工学研究科 教授

本研究領域は、我々が直面する環境・資源・エネルギー、医療・健康等に代表される社会課題を解決
するために、従来技術とは異なる非連続な概念・コンセプトを探求したシンプルかつ斬新なアイデアにより、
これまでの物質探索空間の枠を超えた、革新的な新機能性材料の創出を目指します。
具体的には、異なる元素同士のシナジー効果を解明した上での元素の複合化による「多元素化」、元
素の配置制御等による材料システムとしての「機能複合化」、非平衡状態や速度論的制御を利用する
「準安定相」の活用等の視点で、環境・エネルギー関連材料、エレクトロニクス材料、医用材料、構造
材料等への利用に向けて夢のある材料・プロセス研究を推進します。
さらに、将来的な素材化、プロセス化技術の流れも意識し、物質創製技術やプロセス制御技術確立の
ために、計算科学や機械学習等のデータ駆動科学、最先端オペランド計測技術等との融合による原理解
明、学理構築等、広い視点を背景とした挑戦的なアプローチでの研究を目指します。

領域アドバイザー

有馬 孝尚 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

猪熊 泰英 北海道大学 大学院工学研究院 准教授

東北大学 金属材料研究所 教授梅津 理恵
太田 裕道 北海道大学 電子科学研究所 教授

大谷 博司 豊田理化学研究所 フェロー部門 フェロー

小川 周一郎 旭化成（株） 研究・開発本部イノベーション
戦略部 シニアマネージャー

中西 和樹 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授

前田 和彦 東京工業大学 理学院 教授

楊井 伸浩 九州大学 大学院工学研究院 准教授

藪内 直明 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

陰山 洋
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53



DNAを用いて人工的に構築するナノ
スケールの機能性材料が近年注目を
集めています。本研究では、光照射
によって単一方向に回転する分子モ
ーターを用いることでDNA鎖のトポ
ロジーを制御し、準安定状態である超らせん構
造を自在に作り出すことを目指します。人工分
子と天然材料を複合する技術を確立するととも
に、DNA超らせんをツールとして既存の技術では
獲得できないDNA材料群を創出します。

豊田 良順 東北大学 大学院理学研究科 助教
同上

分子モーターを用いたDNA超らせん
の光制御

AlやFeを基軸とした種々の元素を組
み合わせた成分系において、金属
3Dプリンタ技術のひとつであるレ
ーザ粉末床溶融結合（L-PBF）プロ
セスが創出する非平衡組織と準安定
相の特徴を抽出し、L-PBFプロセスによる製造材
の優れた機械的性質の発現機構を解明します。
本成果を基に、多元素化による非平衡組織・準
安定相の制御に資する学術基盤の構築を目指し
ます。

高田 尚記 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

金属3Dプリンタを用いた非平衡組織
・準安定相の創出

シリコーンは地殻中に豊富に存在す
るケイ素と酸素を主体とする樹脂材
料であり、原油由来のプラスチック
とは似て非なるものです。本研究で
は、シリコーン系において新しい多
孔性柔軟材料、すなわち多孔性ソフトマテリア
ルを創成することを目的としています。シリコ
ーン系における新しい水溶液合成法を開拓する
ことによってその化学構造や多孔構造の探索空
間を拡大し、環境負荷の低いシリコーン材料の
未踏の可能性を引き出します。

金森 主祥 京都大学 大学院理学研究科 助教
同上

新しいシリコーンの水溶液化学によ
る多孔性ソフトマテリアルの創成

高圧印加とそれに伴う昇温による構
造相転移の誘起が注目されています
が、付与できる圧力と冷却速度のト
レードオフのため、高圧物質の創製
に限界があります。本研究では、光
照射時の電子とフォノンを高速に制御すること
で、超高圧と超高速冷却を両立させた反応場を
創出し、新材料創製を目指します。物質探索空
間を超高圧反応領域へと拡大することで、準安
定相の創製を可能とするメカノケミストリーを
開拓します。

伊藤 佑介 東京大学 大学院工学系研究科 講師
同上

圧力・温度場の時空間的局在化によ
るメカノケミストリーの開拓

分子性材料の物性は構成する分子の
構造と集合様式によって決まりま
す。しかしながら分子が集合し形成
する三次元構造の予測・制御は未だ
困難な課題の一つです。本研究では
π共役分子の一次元配列を基点とした三次元分
子集合技術を開発します。開発した分子集合技
術を基に未踏分子集合構造を実現し、革新的機
能性材料を探索します。

宮島 大吾 理化学研究所 創発物性科学研究センター ユニットリーダー
同上

π共役分子の一次元配列を基点とし
た未来材料探索

金属錯体における配位性元素である
リンや窒素を鉄ナノ粒子の安定化配
位子と捉えた触媒設計法のもと、そ
れらと鉄とを合金化することによ
り、安定な低原子価鉄ナノ粒子を原
子レベルで制御・合成します。また、得られた
鉄ナノ合金を機能性材料と複合化することによ
り、未踏の「大気中安定かつ高活性な新規鉄ナ
ノ合金触媒」を開発します。開発した鉄触媒の
有効性を種々の反応において評価し、鉄触媒の
汎用性を飛躍的に拡張します。

満留 敬人 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授
同上

合金化と複合化による鉄ナノ触媒の
革新

本研究では、固相反応における熱力
学的平衡状態に達する前の非平衡状
態で形成される準安定相に焦点を当
てます。放射光XRDと電子顕微鏡で
その場観察によって、反応中の原子
と粒子の『静と動』を調査することで準安定材
料がどのように形成されるかについての学理を
明らかにし、新たな準安定材料の創出を目指し
ます。

三浦 章 北海道大学 大学院工学研究院 准教授
同上

物質輸送の差異を生かした新規準安
定相の創出

本研究では有機分子が多元素複合系
であるという視点のもと、「骨格内
部の変換」という独自の分子設計戦
略の一般化を通じて物質探索空間の
拡大を狙います。具体的にはπ共役
分子に着目し、その骨格内部を未踏の物質探索
空間と定めます。そして、分子変換法の確立と
構造多様性の拡張を２本柱として研究を推進し
ます。これにより、従来の周辺修飾法とは異な
る機能創発指針を確立することで、未来材料の
創製へとつなげます。

福井 識人 名古屋大学 大学院工学研究科 講師
名古屋大学 大学院工学研究科 助教

π共役分子の内部を探索空間とする
未来材料の創製

本研究では、従来の原子軌道ではな
い、電子の量子力学的干渉効果によ
って発現する非原子軌道的状態に着
目した物質設計を行い、その学術的
基盤を確立することを目指します。
系としては、電子化物、異種原子間共有結合、
干渉縞などを検討し、非原子軌道の電子材料設
計とそこから創発される未踏の電子状態を開拓
します。手法としては大規模かつ高精度な第一
原理手法を用い、定量性を伴った理論提案を実
施します。

平山 元昭 東京大学 大学院工学系研究科 特任准教授
同上

電子材料系における非原子軌道の物
質設計

材料中に存在する原子・分子の乱れ
により、さまざまな物理量が変動を
受けています。本研究では最先端レ
ーザー技術を駆使した振動モードの
自在な制御技術を実現し、フォノン
の非調和性やフォノン励起を用いた相転移挙動
の研究へと展開します。これと同時に、テラヘ
ルツ波による高速時間分解測定を駆使した凝縮
相中の自由度の結合評価法を確立し、新機能性
材料の新たな探索空間軸を創出することにより、
未来材料の探索を加速します。

筒井 祐介 京都大学 大学院工学研究科 助教
同上

テラヘルツトリプルパルス分光法によ
る電子フォノン結合評価技術の開発

ヨウ素のような巨大アニオンの性質
やそれに伴う電子物性を基礎とし、
ハロゲン化物からの新たな機能開拓
を図ります。特にこれまでに困難と
されていた様々な機能の両立に着目
し、発光材料での「輸送特性と発光特性の両
立」、半導体での「キャリア制御と移動度の両
立」などに挑戦します。研究手法としては、複
合アニオンを用いた物質探索、低温溶液法を用
いた準安定相の創製、複合相薄膜を用いた多機
能化などを用います。

金 正煥 東京工業大学 元素戦略MDX研究センター 助教
東京工業大学 元素戦略研究センター 助教

ヨウ素アニオンの性質を生かした新
機能の開拓

従来、誘電・光学材料で用いられて
いるセラミック材料のほとんどは酸
化物であり、酸フッ化物の応用は限
られていました。しかし、酸フッ化
物の有する大気安定性と酸化物以上
の電気絶縁性・広バンドギャップは、酸フッ化
物が酸化物以上の機能を誘電・光学材料分野で
発揮する期待があることを示唆しています。そ
こで本研究では酸フッ化物の高絶縁性・広バン
ドギャップを活かした新規誘電体材料、磁気光
学材料の創出を進めていきます。

片山 司 北海道大学 電子科学研究所 准教授
同上

誘電・光学応用に向けた新奇酸フッ
化物材料の創出

本研究では、急冷された物質中の電
子が形成する未知の準安定状態を開
拓し、準安定状態が持つ「メモリ機
能」を活用して、金属-絶縁体状態、
磁気状態、超伝導-常伝導状態など
の電子状態制御を行います。量子力学的な自由
度を持つ電子が形成する準安定状態の背後にあ
る学理を明らかにすることにより、熱電変換材
料や超伝導材料などの量子機能材料を開発する
ことで、新原理に基づいた情報技術の実現を目
指します。

大池 広志 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学 大学院工学系研究科 助教

準安定電子状態を活用した量子機能
材料の開拓に関する研究

電極表面に接している溶液は、電極
界面において電位に応じたバルクと
は異なる空間を形成します。本研究
では、このような非平衡空間を利用
した従来の電気化学的手法では得る
事ができない、新しいナノ構造材料合成法の開
発を行います。得られた材料の構造解析を通じ
て電極上の非平衡空間の実体を明らかにすると
同時に、革新的機能をもつ新奇な有機及び無機
材料の開発を目指します。

伊藤 喜光 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

電場による非平衡反応場を利用した
合成化学

遷移金属酸化物における高温超伝導
などの強相関物性の発見は、セラミ
ックスの研究にパラダイムシフトを
起こし、電子材料を含め新しい材料
が開発され、応用展開されました。
本研究では、酸化物で培われた高品質薄膜に立
脚した物質合成技術を窒化物に適応することに
より、窒化物中に強相関電子を創り出します。
窒化物の特徴が融合した”強相関窒化物”とい
う新パラダイムを創成することにより、未来材
料が潜む新たな大地を開拓します。

相馬 拓人 東京工業大学 物質理工学院 助教
同上

強相関窒化物薄膜の創製

”
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再生可能エネルギーの貯蔵技術とし
て分子性触媒を用いた可視光水完全
分解に基づく水素製造に大きな期待
が寄せられていますが、その半反応
である酸素発生がボトルネックとさ
れています。そこで、酸素発生には有利だが逆
に水素生成が不利となるアルカリ性水溶液にお
いて、優れた水素生成触媒特性を示す未来材料
を創製します。さらに、太陽光駆動のアルカリ
水分解分子システムに関する応用研究へと展開
し持続可能な社会構築に貢献します。

山内 幸正 九州大学 大学院理学研究院 助教
同上

アルカリ水光分解を促進する分子性
触媒の創製と制御

ダイヤモンド材料の微細化が無機化
学研究の大きな流れとなっているも
のの、その制御は困難です。本研究
では分子合成の技術を駆使すること
で、新たな高次ダイヤモンドイドで
ある「分子性ダイヤモンド」や異種材料にダイ
ヤモンド構造を高度に結合させた「ダイヤモン
ドハイブリッド構造体」の創製を行います。異
端かつ多様なダイヤモンド構造体を創製するこ
とで、広く科学産業の進展に貢献することを目
指します。

八木 亜樹子 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任准教授
同上

新奇ダイヤモンド構造体の創製

異種混合配列の豊富な構造自由度に
基づく幅広い電子相関系のもとで構
造－物性相関研究を行い、超高伝導
性の実現を目指します。構造的乱れ
のない単結晶性と優れた加工性を生
かして、塗布型結晶性薄膜電極材料へと展開し
ます。低分子材料での強相関電子系の域を脱し
た幅広い電子相関系の示す新しい伝導物性・物
理現象の発見により、導電性オリゴマー材料研
究領域を開拓します。

藤野 智子 東京大学 物性研究所 助教
同上

異種混合配列オリゴマーによる超高
伝導性材料の創製

金属の電気化学的酸化または金属イ
オン水溶液からの酸化物析出反応を
用いて非晶質中間酸化物を合成し、
これに室温高圧力圧縮技術を組み合
わせることによって、バルクの中間
酸化物ガラス群を創出します。量子ビーム計測
やコンピュータシミュレーションを含む実験に
よって、この材料群に共通の構造的特徴を明ら
かにし、物性との関係を解明することで、新材
料の設計指針をガラスの構造の観点から提案す
ることを最終的な目標とします。

橋本 英樹 工学院大学 先進工学部 准教授
同上

高度な構造秩序を内包する酸化物ガ
ラスの創製

従来の結晶性材料の強化機構は転位
等の格子欠陥同士の弾性相互作用に
立脚した学理ですが、欠陥に局在す
る物性を考えると強化機構はより一
般化・体系化された形で説明できる
と考えました。この欠陥局在物性は欠陥の動的
挙動に影響を与え力学機能をはじめとする多様
な巨視的物性に変化をもたらすと期待されるこ
とから、欠陥局在物性を巨視的物性を設計する
上での新たな自由度と捉え、多様で新奇な機能
性の探索を行います。

新津 甲大 物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点 独立研究者
同上

欠陥内局所物性を活かしたバルク力
学機能探索
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原子・分子の自在配列と特性・機能
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2020-3.html

戦略目標

自在配列と機能

研究総括

東京理科大学 研究推進機構総合研究院 教授

本研究領域では、原子や分子を自在に結合、配列、集合する手法を駆使して、次元性、階層性、均
一・不均一性、等方・異方性、対称・非対称性、複雑性などの観点からユニークな構造をつくり出し、そ
の構造がもたらす新しい化学的、物理的、生物学的ならびに力学的に新奇な特性や機能を引き出すことに
よって、基礎科学のイノベーションを起こすとともに、社会インフラや生活を豊かにする革新的な物質科学の
パラダイムを構築することを目的とします。
具体的には、近年、飛躍的に進歩してきた化学合成、原子操作、分子集合技術を基盤として、新しい
発想や戦略のもとに、独創性に溢れた新物質、新構造体を生み出します。そのユニークな物質・構造体
を、進化が著しい化学構造解析、結晶構造解析、ナノ配列構造解析や原子レベルの精密分析技術、さら
に、大規模計算による精密な構造や化学的性質・物性の予測・解析法などと組みわせることによって、類
のない特性や機能の発現へ展開します。
原子・分子を要素とする物質や構造体の合成・変換・組合・配列とそれらの分析・解析を対象とする
化学に加えて、理論に基づいて物質の特性を予測、解析する物理学、生体物質や生物機能の仕組みの
分子レベルでの解析やそれらに作用する物質の開発を行う生物学、デバイス作製を行う工学などが連携し
て、未来社会に有用な俯瞰的な新しいモノづくりを行うことによって、社会が抱えている持続可能な開発目
標、SDGsの達成に貢献する科学技術を切り開きます。

領域アドバイザー

稲垣 伸二 （株）豊田中央研究所 ビヨンドＸ研究部門 理事

岩佐 義宏 東京大学 大学院工学系研究科附属量子相エ
レクトロニクス研究センター 教授
東北大学 電気通信研究所 教授平野 愛弓

宮下 精二 東京大学 大学院理学系研究科 名誉教授

宮田 浩克 早稲田大学 各務記念材料技術研究所 上級研究員

山元 公寿 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授

渡邉 正義 横浜国立大学 先端科学高等研究院 特任教授

西原 寛

研究領域概要
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本研究構想では、液体中におけるイ
オン・溶媒分子の配列構造化手法を
開発するとともに、配列的特徴によ
り生み出される新機能の開拓を目的
とします。電解液を特定の機能を有
する単位配列の集合体ととらえて設計すること
で、構成要素であるイオン・溶媒分子固有の性
質を逸脱した新奇な電気化学機能を有する電解
液材料を開発し、高電圧水系蓄電池をはじめと
する革新的な電気化学デバイス・反応の開拓を
目指します。

山田 裕貴 大阪大学 産業科学研究所 教授
東京大学 大学院工学系研究科 准教授

液体中のイオン・分子配列制御と電
気化学新機能の開拓

π拡張型の分子骨格にらせん状の歪
みを加えることで、ナノスケールの
らせん構造に由来するユニークな電
子物性が発現します。本研究では
「大きなπ共役系」と「しなやかさ」
を兼ね備えたπ拡張型のらせん状分子の自在配
列に挑戦します。らせん状分子のキラリティー
が増幅されるような異方性の高い集積構造を精
密に設計することで、π拡張型らせん状分子を
基盤とする新奇な分光学的・力学的機能の発現
を目指します。

廣瀬 崇至 京都大学 化学研究所 准教授
同上

らせん状π共役分子の自在配列によ
るキラル分子機能の創出

現代社会を支える通信、制御、セン
シング技術は半導体デバイスにより
成り立っています。半導体デバイス
の機能は異なる物質が接合された界
面で生まれます。本研究では、層状
の電気伝導層を持つ準２次元金属に着目し、半
導体と結晶レベルで接合します。準２次元金属
の層配列を自在に制御する方法を開発し、層配
列の生む界面物性により、革新的なパワーデバ
イス、高周波デバイス、スピンデバイスを実現
します。

原田 尚之 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 独立研究者
東北大学 金属材料研究所 助教

準2次元金属の層配列制御による界
面機能の創出

分子線エピタキシー法を利用したア
プローチにより、劈開法では作製が
困難な強相関二次元物質の作製と集
積化に取り組みます。そして、電子
の個々としての性質であるスピンや
バレー、あるいは波動関数のトポロジーといっ
た量子力学的な特徴と、電子の集団としての性
質である超伝導や磁性などの強相関物性を人工
超構造で融合させ、天然には存在しない物性や
機能性の創出を目指します。

中野 匡規 東京大学 大学院工学系研究科 特任准教授
同上

強相関ファンデルワールス超構造の
創成

データベースには大量のタンパク質
配列が登録されており、その数は現
在も増え続けています。本研究では
拡大を続ける配列データを網羅的に
解析し、全てのタンパク質にその機
能を決定づける離散的配列ブロックが存在する
ことを証明します。配列ブロックの同定を可能
とする新規手法の開発を行うとともに、これら
ブロックを組み合わせて機能を自由自在に制御
した人工タンパク質配列設計の実現を目指しま
す。

中野 祥吾 静岡県立大学 食品栄養科学部 准教授
静岡県立大学 食品栄養科学部 助教

離散的配列ブロックに基づく人工タン
パク質配列自在設計技術の開発と応用

本研究では、クラスターの物理的形
状（原子配列の幾何学的対称性）
と、数学的因子（原子配列の内在数
列）の二つの要素に着目した研究を
展開します。これに基づいて設計し
たクラスターを、独自開発した多元合金クラス
ターの精密合成手法「アトムハイブリッド法」
を用いて実際に合成・評価することで、光・磁
気・電気・触媒特性に代表される革新的物理特
性や特異的化学反応性を発現したエキゾチック
クラスターの創成を行います。

塚本 孝政 東京工業大学 科学技術創成研究院 助教
同上

特異的原子配列が創るエキゾチック
クラスターの開拓

ナノサイズ金属化合物は、多分野で
機能材料として使われています。こ
れらの機能は金属配列や次元性等に
依存しますが、全構造パラメーター
の完全制御は未踏です。本研究では
ケイ素分子を用いた鋳型合成法に立脚し、全構
造パラメーターを完全に制御した金属集積分子
の自在合成を実現します。併せて高機能性触媒
としての応用や高次構造体への構造拡張を行い、
構造・次元性・機能を自在に制御可能な金属ナ
ノ材料の科学を開拓します。

砂田 祐輔 東京大学 生産技術研究所 教授
東京大学 生産技術研究所 准教授

ケイ素鋳型分子を活用した金属自在
集積

本研究では、新たに建設する原子置
換装置および真空ガルバノスキャナ
レーザ装置を用いて原子・構造・空
間の３つを自在制御した新規原子層
材料を開発し、それらの電子状態解
明を行います。得られた新たな知見から、新規
原子層材料における原子・構造・空間の制御に
基づいた新奇量子現象の創発および学理構築を
目指すと共に、既存デバイスを凌駕する「原子
層エレクトロニクス」開発に資する基盤技術構
築に貢献します。

菅原 克明 東北大学 大学院理学研究科 准教授
同上

MBE・原子置換・パターニングを融
合した新原子層材料の創製

自然界のタンパク質における構造と
その機能は、ポリペプチド鎖の配列
情報に基づいて高度にプログラム化
されています。本研究では、10残基
以下のペプチド断片を可逆な結合に
よって連結した分子鎖（可逆的ペプチド鎖）が
生み出す特異なナノ構造の探索と機能化を行い
ます。可逆性のある連結を組み込むことによっ
て、通常のポリペプチド鎖では抑制されていた
潜在的な特異なトポロジー構造を誘起し、新奇
ナノ構造群を創出します。

澤田 知久 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 准教授

可逆的ペプチド鎖による高次ナノ構
造構築法の開発

二次元物質であるナノシートは、
様々な分野での応用が期待される魅
力的な次世代ビルディングブロック
ですが、ボトムアップ手法で合目的
的なナノシート配列構造を構築する
ことは極めて困難です。本研究では、ナノシー
ト合成と機能実現との間に大きく横たわる壁を
打破すべく、ナノシートの配列を自在制御でき
る基盤技術の確立と、ナノシートの新規配列構
造に基づいた革新的機能を有するソフトマテリ
アルの創成を目指します。

佐野 航季 信州大学 繊維学部 助教
理化学研究所 創発物性科学研究センター 基礎科学特別研究員

ナノシートの配列制御に基づく革新
的ソフトマテリアルの創成

「トポロジカル結合」では、構成ユ
ニット間での直接的な結合は形成さ
れておらず、応力が加えられると構
成ユニット同士の相対位置は柔軟に
変化します。金属－有機構造体
（MOF）をプラットフォームとした「トポロジカ
ル結合」の自在配列により、「応力に柔軟に適応
する」トポロジカル結合の特性を最大限活かし、
本来相容れない「結晶性」と「適応性」を併せ
持つ革新的機械特性を示す材料の創製と学理の
構築を目指します。

佐藤 弘志 理化学研究所 創発物性科学研究センター ユニットリーダー
東京大学 大学院工学系研究科 講師

トポロジカル結合の自在配列による
革新的機械特性発現

本研究では、触媒分子の精密配列に
立脚した触媒反応の自在操作を目標
とした研究を行います。第一に、触
媒分子の精密配列を利用した反応場
の自在構築法を確立し、高規則性を
有し、内部に空間を有する新規触媒材料、反応
性フレームワークを構築します。その上で、精
密配列がもたらす「正」と「負」の触媒効果を
発現させ、配列制御の化学と触媒化学との融合
による物質変換反応全般に広く貢献する新たな
学問領域を開拓します。

近藤 美欧 大阪大学 大学院工学研究科 准教授
同上

金属錯体触媒の精密配列に基づく反
応場の自在構築と正と負の触媒効果

本研究では、金属原子の三次元配列
を自在に制御し、金属ナノ粒子の選
択的な結晶相の制御『相制御』の達
成により、自然界には存在しない新
規ナノ物質を開発することを目的と
します。具体的には、金属元素及び合金組成を
変えることなく、金属の三大基本構造（面心立
方格子、六方最密格子、体心立方格子）を化学
的合成法で選択的に作り分ける技術の構築とそ
のメカニズムの解明を行い、触媒特性を中心に
新規ナノ物質開発を行います。

草田 康平 京都大学 白眉センター 特定准教授
京都大学 大学院理学研究科 特定助教

金属ナノ粒子における原子の三次元
自在配列技術の構築

二次元物質を組み合わせて生み出さ
れる超構造の可能性は広大です。本
研究では二次元物質を対象に構造・
組成制御を極限まで突き詰めること
で未踏の二次元超構造を創製する方
法論を確立します。さらに、生み出される新奇
二次元超構造の特異な電子状態を利活用した新
たな電子デバイスへの展開を図ります。

北浦 良 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 主席研究員・グループリーダー
名古屋大学 大学院理学研究科 准教授

二次元系の自在超構造化と機能創出

AとT、GとCそれぞれの塩基のペア
によって２重らせんを形成するDNA
は、ナノスケールの動的な構造制御
を可能とします。本研究では、生命
情報を塩基配列に貯蔵した核酸か
ら、“人工バイオマーカー”として任意に塩基
配列を設計した人工DNAを増幅して書き出し、さ
らにこれに含まれるトリガー配列によってナノ
粒子の３次元配列の変化を誘起することで、粒
子の光特性変化から生命情報を検出する、新た
な検査技術を開拓します。

太田 誠一 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

塩基配列からナノ粒子配列への自在
変換が拓く生命情報検出
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本研究では、サブナノメートル単位
で立体構造が規定された有機分子を
ブロックのように配列して構築する
ことで、ナノメートル未満の緻密さ
で有機ナノ構造体を設計する手法を
実現します。さらに、その緻密な立体構造を利
用して、(1)生体分子の複雑な表面を精密に認識
する分子を設計すること、(2)緻密で複雑な構造
を持つナノ空間を創成すること、に挑戦します。

森本 淳平 東京大学 大学院工学系研究科 講師
同上

サブナノ有機ブロックの配列による
有機構造体の緻密設計

独自に開発したシロキサン化合物の
ワンポット配列制御合成法を駆使し
た自在配列合成により、配列制御シ
ロキサン化合物ライブラリを整備す
るとともに、モノマー配列構造と各
種物性との相関を体系化したデータベースを構
築することで、データ駆動型機械学習によるシ
リコーン材料の物性予測技術の開発を目指しま
す。

松本 和弘 産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 研究チーム長
産業技術総合研究所 材料・化学領域 主任研究員

自在配列合成で拓く精密構造制御無
機高分子の新展開

蛋白質構造中に機能性ユニットを自
在に配列した分岐構造を作り出すこ
とができれば、その構造に依存した
新しい機能を生み出せます。本研究
では直列と分岐の蛋白質間連結を組
み合わせて、機能性蛋白質ユニットを分岐連結
した前例のないデンドリマー様の連結構造体を
作り出します。小型抗体や酵素など、様々な機
能性ユニットを自在に分岐連結させ、医薬品へ
の応用や酵素の複合体など新しい分子群の創成
を目指します。

真壁 幸樹 山形大学 大学院理工学研究科 准教授
同上

分岐を持った蛋白質ユニット自在配
列の実現

周期的に構築された微小ナノ空間内
に種々の材料を分子レベルの精密さ
で一度に配列・集積させる技術確立
は、原子１個・結合１本に至る微細
な構造最適化を経て物性制御された
材料に対して相乗的機能発現の場を提供します。
本研究ではベルト型環状分子を連結したポーラ
スナノシートを開発し、適切なゲストとポーラ
スナノシート選択による自己集積構造の自在制
御、ポーラス内で精密集積・配向されたゲスト
の機能発現を達成します。

林 宏暢 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

ポーラスナノシートの自己集積構造
制御による機能発現

本研究では、外部刺激に応答する分
子結晶を研究対象とし、特に厳密な
変形/運動を示す新規材料の開発を
目指します。厳密な変形/運動を可
能にする鍵は、外部刺激に応答した
単結晶間の配列変化です。利点として、結晶内
の分子配列を明確に決定でき、刺激応答性の起
源を正確に理解できる点が挙げられます。この
ような分子結晶を体系的に開発し、「精密変形/運
動材料」の化学を構築し、未知の機能の付与と
知見の蓄積を可能にします。

関 朋宏 静岡大学 理学部 講師
同上

変形/運動するクロミック発光性分子
結晶の開発

超低電子ドーズ条件で原子・分子配
列を超高分解能で直接観察できる走
査透過型電子顕微鏡法（STEM）を
開発し、従来では観察が不可能であ
った電子線照射損傷を受けやすい材
料の局所原子・分子配列の解析を可能にします。
さらに開発した手法を自在配列材料へと応用し
ます。機能発現の場となる原子・分子の局所配
列構造を直接観察し、材料機能との相関性を解
明することで、配列指針の構築を目指します。

関 岳人 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

超低電子ドーズSTEM法の開発と実空
間原子・分子配列構造解析

優れた物性を発現する元素の構造と
同じ構造を、分子で作ることでその
性質を再構築、あるいはさらに発展
させるという『等結晶トポロジー』
という概念があります。本研究で
は、面内方向に強い分子間相互作用をもつ「強
相関ラジカル分子」がつくる二次元構造体のバ
ンド構造および分子配列を明らかにし、そのフ
ェルミ準位を制御することで、その構造トポロ
ジーに起因する電子機能や電気化学機能を引き
出すことを目指します。

水津 理恵 名古屋大学 大学院理学研究科 特任助教
同上

強相関ラジカル分子構造体のライン
グラフ物性

元素・構造・膜厚が制御された積層
構造の界面では、バルク単結晶には
ない様々な物性や機能を示します。
本研究では、エピタキシャル成長法
とエッチング法を融合させたメンブ
レン積層技術によって、既存技術では積層化が
困難であった物質の薄膜超構造の作製技術を確
立します。さらに、積層構造や配向を自在に制
御することで、新しい物性と機能を示す界面の
創出に取り組みます。

塩貝 純一 大阪大学 大学院理学研究科 准教授
東北大学 金属材料研究所 助教

メンブレン積層制御による界面超構
造の創出

グラフェンをはじめとする単原子層
物質は、エッジ部分における原子配
列や幾何学構造によって、その特性
が大きく変化します。本研究では、
金属・有機構造体 (MOF)が持つ空
間・界面情報を利用することで、これまで理論
上の存在であった種々のグラフェンナノリボン
(GNR)、二次元ネットワークなどの超精密単原子
層物質を現実的に作り出します。精密単原子層
物質の新奇物性を具現化することで、基礎学理
の構築と材料応用への道筋を示します。

北尾 岳史 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

ナノ空間・界面情報の転写による超
精密単原子層物質の創製

現在、ストレージクラスメモリとし
て注目される相変化メモリでは、カ
ルゴゲナイド物質の結晶相・アモル
ファス相の熱的な可逆制御を原理と
しています。そこで本研究では、層
状酸化物における局所原子配列を制御し、秩序
相・無秩序相・直方晶相の熱的な可逆制御を実
現します。さらに、多値記憶可能な酸化物相変
化メモリとして室温・大気下で動作させること
で、相変化メモリ材料におけるパラダイムシフ
トの実現をめざします。

河底 秀幸 東北大学 大学院理学研究科 助教
同上

局所原子配列の熱的制御による酸化
物相変化メモリ開発

本研究では、Biなどのカチオンが有
するローンペアの形状・方向・配列
を自在に制御することで、低次元
性・低対称性の構造を合理的に設計
することを目指します。特に、ロー
ンペアを有するカチオンとアニオンの相互作用
に着目し、複数のアニオンを巧みに使いこなす
ことによって、従来では困難であったローンペ
ア配列の自在制御を目指します。

加藤 大地 京都大学 大学院工学研究科 助教
同上

ローンペアの自在配列制御による低
次元性・低対称性物質の創成

タンパク質は、種々の官能基を適切
に配置することで、洗練された機能
を生み出します。しかし、その部分
構造を抜き出したペプチドは、様々
な立体構造をとるため、タンパク質
に匹敵する機能は得られません。本研究では、
可逆的共有結合を用いて、熱力学的に制御され
た、多様な立体構造をもつペプチド群を調製し、
優れた機能をもつペプチドを効率的に見出しま
す。タンパク質間相互作用阻害あるいは触媒機
能をもつ分子を開発します。

梅澤 直樹 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 教授
名古屋市立大学 大学院薬学研究科 准教授

可逆的共有結合を用いたペプチド立
体構造制御と機能創出

本研究では、右手と左手のように重
なり合わない「キラル分子」が有す
る相補性を活用し、二種類のキラル
有機分子からなる「擬ラセミ分子」
を同一結晶内に配列する技術を確立
します。異なる発光部位をもつ擬ラセミ分子を
配列する手法を確立することで、機械的刺激に
段階的に応答して発光特性が変化する結晶材料
を創成します。さらに、本手法により異種の機
能性分子を精密に配列し、新奇機能をもつ光電
子材料や細孔材料を創出します。

伊藤 傑 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
同上

擬ラセミ分子の自在配列による高機
能性有機結晶の創出

機能団の自在配列を可能にする新し
い鋳型ポリマーとして、ポリマー鎖
に複数の異なる面を持たせた、「多
面性ポリマー」を開発します。この
多面性ポリマーは面同士の自己集合
により、超微細かつ複雑な高次超構造を形成す
ることが期待されます。本研究では、多面性ポ
リマーを基盤とした新しい学理構築および機能
団の自在配列の実現、さらには、これまでの限
界を超える微細なリソグラフィーなどの機能発
現に挑戦します。

石割 文崇 大阪大学 大学院工学研究科 講師
同上

機能団の自在配列を可能にする多面
性ポリマーの創製

本提案の自在配列の対象は、「二次
構造を構成するモノマー単位及び二
次構造そのもの」です。ラダー化を
主軸とした二次構造の自在構築/自
在配列という新概念を着想し、多彩
な二次構造を構築する技術と様々な次元で階層
的に配列する手法を確立します。さらに、二次
構造とラダー/超分子構造の個性/強みを掛け合わ
せることで、新物性・卓越機能を創出し、分離、
認識、触媒、情報、運動に関連する革新的材料
の創製を目指します。

井改 知幸 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

ラダー化が拓く配列と高次構造の自
在制御と機能創出
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ボトルブラシポリマーは、長さ・直
径・化学的性質の制御性、共有結合
性、単分散性の特徴を兼備するユニ
ークな一次元物質です。本研究で
は、マクロスケールの機能・物性を
操るためのメゾスケールの中継点として、ボト
ルブラシポリマーによる革新的な相分離構造を
創出します。ボトルブラシポリマーに静電的特
性や力学的特性をナノスケールで付与すること
でマクロスケールへ伝達される機能・物性と相
分離構造の相関解明に挑戦します。

山内 祥弘 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 独立研究者
同上

ボトルブラシポリマーによる革新的
相分離構造の創成

本研究では、生命分子の複合体形成
におけるアッセンブリー補助メカニ
ズムの本質を取り入れたシステムを
構築することで、複数種類のタンパ
ク質のアッセンブリーを制御する戦
略を確立します。過渡的に生成する集合中間体
を安定化することにより、ビルディングブロッ
クとしてのタンパク質が規則正しく集積したヘ
テロ超分子構造体を創成し、新規機能創出のプ
ラットフォームとして利用することを目指しま
す。

矢木 真穂 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 講師
同上

アッセンブリー補助によるタンパク
質の配置制御

本研究では、電子ナノビームを用い
た局所電子密度分布解析と第一原理
計算との協奏により、これまでに類
のない局所領域の物性解析手法を開
発します。特に原子の配列が物性を
支配している二次元配列構造の解析へと応用し、
ナノ領域の電子密度分布やバンド構造等の唯一
無二の情報が取得可能な日本発の技術となるこ
とを目指します。

森川 大輔 東北大学 多元物質科学研究所 助教
同上

二次元配列構造における局所電子密
度分布および物性解析手法の開発

情報処理技術のエネルギー効率を劇
的に改善するために、電荷中性であ
る励起子の応用が効果的です。独自
の時間分解マルチプローブ技術を応
用し、原子厚のシート状材料を重ね
合わせた二次元ヘテロ構造をプラットフォーム
として、励起子閉じ込め系をナノスケールで自
在に配置します。これにより励起子情報回路を
形成した後、励起子流の全光制御(ナノスケール
励起子光スイッチ)を実現し、革新的な情報処理
基盤を創ります。

茂木 裕幸 筑波大学 数理物質系 助教
同上

ナノ励起子自在回路による革新情報
処理基盤の開拓

膜タンパク質は、膜貫通領域がアミ
ノ酸の一次配列に基づいて特定の配
置に集積することで機能を発現しま
す。本研究では、この“配列－構造
相関”を膜貫通αヘリックスペプチ
ドを用いて探索・検証し、会合数やダイナミク
スを自在に制御することを目指します。その手
段として分子動力学計算を活用した新しい設計
法を開発し、自在配列膜ペプチド群を創出しま
す。さらに設計ペプチドから高機能人工膜タン
パク質への応用を開拓します。

新津 藍 科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所 開拓研究本部 訪問研究員（JSPS特別研究員RPD）

自在配列膜貫通ペプチド精密設計法
の開発と機能開拓

バイオマスの化学変換による資源や
エネルギーの創出はバイオリファイ
ナリーと呼ばれ、触媒や材料分野に
おける重要な標的の一つです。本研
究では、超分子化学・分子配列化学
に立脚した革新的なバイオリファイナリー技術
を開発するため、優れた分子配列能・触媒能を
示す多孔性結晶を活用することにより、フラン
誘導体やテルペン、多糖、リグニンなどを標的
とした高選択的分子変換反応や分子配列技術を
開発することを目指します。

田代 省平 東京大学 大学院理学系研究科 准教授
同上

結晶内分子配列に基づくバイオリフ
ァイナリー

本研究の究極の目標は、生体分子に
匹敵する、あるいは自然界に存在し
ない人類に有益な機能性タンパク質
集合体を創り出す「革新的なタンパ
ク質デザイン」を確立することで
す。その第一歩として本研究では、タンパク質
を自在に配列し様々な形状の集合体を創り出す
モジュール式タンパク質集積デザインを確立し、
構造制御・機能搭載を可能にすることで、生体
材料への応用を視野に入れた機能性タンパク質
集合体を構築します。

鈴木 雄太 京都大学 白眉センター 特定助教
同上

自在配列による機能性タンパク質集
合体の創成

ダイヤモンドライクカーボンは、境
界潤滑・無潤滑環境で摩擦係数0.01
以下の超潤滑を発現します。しか
し、その起源は原子レベルの現象・
構造にあることから、全く解明され
ていません。そこで、量子化学/分子動力学計算
により、超低摩擦発現を支配する2次元原子構造
の形成機構を解明します。電子・原子論に立脚
したモデル・理論の構築及び実験による実証を
通じて、超潤滑2次元原子層のメカノケミカル合
成技術の理論設計を実現します。

桑原 卓哉 大阪公立大学 大学院工学研究科 講師
同上

メカノケミストリーを活用した2D超
潤滑原子構造の自在創成

近年、様々な分子に結合する核酸ア
プタマーが注目されています。しか
し、多くの場合DNAやRNAが利用さ
れていたため、化学的機能に乏しい
という問題点がありました。本研究
では、我々が開発した配列解析法を利用してペ
プチド核酸（PNA）によるアプタマーの開発を目
指します。PNAを利用することでこれまで困難で
あった標的分子への結合や生体分子検出などへ
の応用が期待できます。

樫田 啓 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

新規配列解析法を利用した機能性
PNAアプタマーの開発

高難度反応を触媒する多核金属酵素
をボトムアップで作り直すこと、す
なわち、人工金属酵素を構築するこ
とは強力な触媒開発に繋がります。
しかし、タンパク質内部で複数の金
属イオンを自在に配置することは極めて困難な
課題です。本研究では、タンパク質内部で金属
イオンを多点配置する戦略を見出し、人工多核
金属酵素を構築します。複数の金属イオンの協
働性による基質の多点活性化や特異な機能の発
現をねらいます。

岡本 泰典 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
同上

金属イオンのタンパク質内精密多点
配置による機能創出

本研究では、天然光合成系の構成要
素である光捕集系と触媒中心の分子
配列に着想を得て、タンパク質集合
体を用いて色素と触媒を適切に配列
し、光水素発生系の開発をめざしま
す。人工的に集合化したタンパク質を基盤に光
増感色素を配列する技術を確立し、光子密度の
低い太陽光を反応中心に集約して、円滑な多電
子移動反応を可能にする人工光捕集系を構築し
ます。さらに触媒部位を適切に導入し、人工光
合成系の開発に貢献します。

大洞 光司 大阪大学 大学院工学研究科 准教授
同上

タンパク質集合体による色素と触媒
の分子配列

生物の多くの機能は進化の過程で効
率化されているため、これらの機能
を研究し技術開発に取り入れること
は、技術革新を引き起こす可能性を
秘めています。本研究では、走査ト
ンネル顕微鏡を用いて、個々の分子を配列させ
たモデル光合成系を形成し、配列に対応した光
電変換機能を原子精度で評価します。構造と機
能の相関を解明し、光合成で驚異的な効率で生
じる光電変換機能を人工的に発現し、配列構造
により制御することに挑みます。

今井 みやび 理化学研究所 開拓研究本部 基礎科学特別研究員
同上

原子精度での光合成色素分子の配列
形成と光電変換機能の評価

原子・分子を精密に配列して構造を
制御することで新しい物性や機能が
発現し、その結果革新的な材料開発
が可能になります。本研究では、独
自に見出した水素結合性無機構造体
（HIF）の特異な空間配置・配列をもとに、無機
化学と有機化学双方の学理を追求し、さらにそ
の学理を基盤とした革新的な有機－無機複合化
合物の創出を目指します。

五十嵐 正安 産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター 上級主任研究員
同上

水素結合性無機構造体で拓く新しい
学理および材料開発
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情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2020-4.html

戦略目標

情報担体と新デバイス

研究総括

東京工業大学 工学院 教授

本研究領域は、デバイス内で情報の鍵を握る「情報担体」の特性を活用した高性能・高機能デバイス
を創出し、さらにこれらを集積化・システム化することにより社会実装可能な情報システム基盤技術を創成し
ます。超スマート社会やさらにその先の次世代情報化社会を実現するには、情報処理を担うデバイスやシス
テムのさらなる高度化が不可欠です。一方で、CMOSの微細化に代表される従来のエレクトロニクスでは情
報処理能力向上に限界が見え始めており、限界を突破するための新しい材料・デバイス技術やそれらをシス
テム化するための革新的な基盤技術が求められています。
そこで本研究領域では、デバイス内での情報処理の鍵となる情報担体に着目します。ここで情報担体と
は、状態変数として定義される情報を表す物理量や物理系のネットワーク構造・分子構造等、広く情報を担
い得る自由度を包含した概念とします。本研究領域では、多くの既存デバイスで情報担体の役割を果たして
いる電荷に限らず、スピン状態や分子構造、物質相変化、量子、構造ネットワークといった情報を担いうる
あらゆる情報担体を対象とします。情報の取得、変換、記憶、演算、伝達、出力等のデバイス機能の根
幹をなす多様な情報担体を深く掘り下げ、かつ高度に利用することによって革新的なデバイスを創出します。
さらに社会実装可能なシステム構築へと導くため、単体デバイスによる機能発現にとどまらず、集積化・シス
テム化を行うことにより、回路･アーキテクチャ･システム･アプリケーションレイヤーとの協働を進め、革新的な
情報システム基盤のイノベーションを目指します。特に本研究領域では、個人のアイデアにもとづいた挑戦
的な材料・デバイス・システムの基礎研究に注力します。

領域アドバイザー

岡田 健一 東京工業大学 工学院 教授

斉藤 朋也 ルネサス エレクトロニクス（株） メモリＩＰ技
術開発第一部 課長
アクセンチュア（株） ビジネスコンサルティング本
部ストラテジーグループ プリンシパル・ディレクター

清水 健

瀬川 澄江 東京エレクトロン（株）コーポレートイノベーション本部
兼 開発戦略部 執行役員 本部長代理 兼 部長

出口 淳 キオクシア（株） メモリ技術研究所 グループ長

富永 淳二 産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門
首席研究員

根本 香絵 沖縄科学技術大学院大学学園 量子情報科
学・技術ユニット 教授

平本 俊郎 東京大学 生産技術研究所 教授

藤澤 宏樹 マイクロンメモリジャパン（株） DEG DRAM
Engineering R&D フェロー

水野 正之 NEC 航空宇宙・防衛ソリューション事業部門
主席スペースICTアーキテクト

森村 浩季 ＮＴＴテクノクロス（株） デジタルツイン事業
部 ビジネスユニット長

山川 真弥 ソニーセミコンダクタソリューションズ（株） 第1
研究部門 担当部長

若林 整

研究領域概要
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本研究では磁性細線中の磁気特性を
局所的に変調させる技術を用いて、
磁壁移動型メモリデバイスの情報担
体である磁区およびその境界に形成
される磁壁のダイナミクスを高度に
制御します。具体的には、1. 高密度かつ超省エ
ネルギーな磁区書き込み、2. 電界誘起カイラル
磁気構造を利用した磁壁インバータ伝送の実証
を目指します。情報の高密度化と消費電力の低
減を可能にする原理的に新しい情報書き込み・
操作手法の創出に貢献します。

小山 知弘 大阪大学 産業科学研究所 准教授
同上

局所磁性変調による磁壁移動メモリ
の革新的情報制御技術の開拓

Society5.0実現のためには実空間で超
低電力に動作する情報処理システム
が必要不可欠です。従来AIプロセッ
サの課題は、高い電力を消費するメ
モリアクセスでした。本研究ではメ
モリアクセスを無くし、人間の脳と同じように、
データが演算素子間をダイレクトに流れ情報処
理される布線論理型プロセッサを研究します。
新規アルゴリズムとデバイス回路の協調設計に
より、革新的なAIプロセッサを実現します。

小菅 敦丈 東京大学 大学院工学系研究科 講師
同上

デバイス・システム協調による超低
電圧布線論理型AIプロセッサ

本研究では，既存計算機の低電力化
の律速要因であった雑音限界を突破
すべく，単一磁束量子デバイスに基
いた雑音を回路動作のメカニズムと
して活用する計算原理・回路を提案
します．この雑音駆動型素子を前提として，可
逆論理ゲートに基づく演算回路を構築し，クロ
ック駆動型回路と融合した計算機システムアー
キテクチャを開発することで，高度情報化社会
のための超低電力コンピューティング基盤を創
出します．

川上 哲志 九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授
九州大学 大学院システム情報科学研究院 助教

単一磁束量子を用いた雑音駆動型超
低電力計算機基盤の創成

本研究ではスピントロニクス確率ビ
ットデバイスの動作原理に関わる材
料・構造特性の解明と高性能化、及
びスピントロニクスデバイス・材料
における量子機能の創出により既存
の決定論的コンピューティングの物理限界を超
えることを目指します。磁性体スピントロニク
ス研究と量子スピン研究の材料・物理スケー
ル・ハードウェアのギャップを埋めることで世
界に先駆けた「超スマート社会」の実現に必要
不可欠な基盤技術を開発します。

金井 駿 東北大学 電気通信研究所 助教
同上

不確定性スピントロニクスデバイス

本研究では、エレクトロニクス技術
とフォトニクス技術の融合により、
集積可能な半導体ベースの広帯域テ
ラヘルツコム発振器の開発に挑みま
す。具体的には、共鳴トンネルダイ
オードを用いた発振回路にレーザー技術の概念
を導入し、従来技術の限界を突破します。これ
により、テラヘルツ波を情報担体としたセンシ
ング技術の普及を加速し、安心・安全な社会の
実現に貢献します。

有川 敬 京都大学 大学院理学研究科 助教
同上

電子・光技術の融合による半導体テ
ラヘルツコム発振器の創成

本研究では，原子層制御した強磁性
体/半導体界面を有する縦型半導体
スピン素子構造を実現することで，
室温動作高性能スピン素子の創成を
目指します．半導体スピン素子の飛
躍的性能向上に向けて，原子レベルで急峻な強
磁性体/半導体エピタキシャル界面を実現すると
共に，縦型スピン素子中の半導体中間層への原
子層ドーピング技術の確立に取り組みます．こ
れにより三次元集積可能な超低消費電力素子の
社会実装への道を開拓します．

山田 道洋 大阪大学 大学院基礎工学研究科 特任准教授
大阪大学 大学院基礎工学研究科 特任助教

革新的スピン注入技術を用いた縦型
半導体スピン素子の創成

一般的に超流動とは、液体ヘリウム
超流動や超伝導に代表される無散逸
の流体現象です。一方、秩序変数空
間において2次元的なトポロジーを
有する磁性体においては、超低散逸
なスピン角運動量の流体現象である”スピン超
流動”が予言されています。本研究では、反強
磁性薄膜を利用し磁気異方性トポロジーを考慮
した材料設計によってスピン超流動を実現し、
超低消費エネルギーのスピン輸送デバイスを創
出することを目指します。

森山 貴広 京都大学 化学研究所 准教授
同上

反強磁性薄膜を用いたスピン超流動
デバイスの創出

本研究で提案する新デバイスは、従
来デバイスが実現できなかった物質
の輸送(開放系)、電子とイオンのキ
ャリア制御(双方向情報伝達機構)、
生化学エネルギーから電気を創る自
己発電(外部電源不要)などの新機能を実現し、ひ
いては、生体機能をイオン信号で制御する新し
い原理のバイオデバイスである。その成果は、
生体からの情報取得、あるいは、生体への情報
伝達を高度化させる新技術として、広範な波及
効果が期待される。

三宅 丈雄 早稲田大学 大学院情報生産システム研究科 教授
早稲田大学 大学院情報生産システム研究科 准教授

電子・イオン制御型バイオイオント
ロニクス

半導体デバイスの要求を満たす伸縮
性電子材料と、伸縮性基材特有の熱
や溶剤による変形の影響を受けない
プロセスを開発し、高性能な伸縮性
半導体デバイスを作製・その物理探
索を進める。この知見を活かして非伸縮性のデ
バイスと比較しても遜色ない伸縮性センサマト
リクスや太陽電池、光イメージャなどを実現す
る。さらにウェアラブルデバイスやソフトロボ
ットへの応用を進めていく。

松久 直司 東京大学 生産技術研究所 准教授
慶應義塾大学 理工学部 専任講師

伸縮性導体・半導体による超柔軟ダ
イオード

本研究では、高キャリア濃度中の電
子や正孔を情報担体と定義して、そ
のキャリア濃度をアクティブに制御
する革新的アイデアに基づき、熱を
自在に制御するデバイスの創製にチ
ャレンジします。さらに制御する熱流束を厳密
に測定する手法として、高温で安定なP/N型ドー
ピングされた原子層材料を用いた超極薄のフレ
キシブルな熱流束センサの創出にも挑戦します。

廣谷 潤 京都大学 大学院工学研究科 准教授
名古屋大学 大学院工学研究科 助教

電子・正孔を情報担体とするフレキ
シブルサーマルデバイスの創製

多成分ガスである呼気を用いた健康
管理のため、ガス濃度と集積回路内
電荷の2情報担体間の変換を行う大
規模集積化ガスセンサを開発し、従
来型ガスセンサで実現できなかった
小型高機能診断プラットフォームを創出します。
具体的には、イオンゲルを基幹材料としてジュ
ール局所加熱によるセンサの多機能化を組み合
わせ、従来型ガスセンサを超える集積度を実現
します。

田中 貴久 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

大規模集積化ガスセンサの創出によ
る多成分ガスの時系列分析

磁気スキルミオンと呼ばれる粒子性
を持つ渦状の磁気構造体は、大容
量・省電力な磁気メモリを実現する
情報担体の候補として注目されてい
ます。本研究では、ナノスケールの
スキルミオンを生じる新物質開発を行い、スキ
ルミオンの高密度化を実現するための新しい物
質設計指針の確立を目指します。さらに、高密
度なスキルミオンに由来する電磁気応答現象の
観測を行い、磁気メモリ等への応用に向けた機
能の開拓に挑戦します。

高木 里奈 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

磁気メモリの革新に向けたスキルミ
オン物質の開発と機能開拓

ウルツ鉱型強誘電体材料の持つ、巨
大な自発分極、大きな抗電界、異方
性結晶構造という特徴を生かして、
小さな膜厚でも分極を保持しつつ、
大きな抵抗オンオフ比を持つ強誘電
体トンネル接合素子の実現をエピタキシャル薄
膜成長を行うことによって目指す。さらに、分
極反転メカニズムの解明や新物質探索を通して、
信頼性の向上や物性の制御、さらに集積化に対
する可能性を検証する。

清水 荘雄 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 独立研究者
同上

ウルツ鉱型極性材料による強誘電ト
ンネル接合素子の創製と物性解明

本研究ではシリコン中の電子スピン
の生成・制御・検出技術を高度化
し，スピンの向きや総数を情報担体
とするデバイスを創成する．スピン
操作についてはスピン偏極ベクトル
や総数を電界，磁界，不純物，スピン軌道相互
作用等で制御する技術を確立する．更に，スピ
ン情報を磁化に書き込み，増幅する技術等の確
立にも取り組む．最終的にはスピン固有の新奇
な演算手法を開発し，スピン論理演算素子を創
成する．

安藤 裕一郎 京都大学 大学院工学研究科 准教授
京都大学 大学院工学研究科 特定准教授

シリコン中の電子スピンを用いた論
理演算素子の創成

Physical空間のセンシングは、Soci-
ety5.0の実現に向けたCyber-Physical-
Spaceの一翼を担う。その鍵を握る
技術のひとつは、センサのマルチモ
ダル(多機能)化だ。本研究では、ダ
イヤモンド中の窒素・空孔欠陥「NVセンター」
を磁場・温度・圧力・回転（ジャイロ）センサ
として用い、極低温～1,200℃、極低圧～60GPaと
いった幅広い環境で機能するシステムの開発を
目指す。

荒井 慧悟 東京工業大学 工学院電気電子系 准教授
東京工業大学 工学院 助教

ダイヤモンド中の電子スピンを用い
たマルチモダル量子センサの開発
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スピン自由度のあるシステムにおい
て、平均場的なアプローチから導い
た流体力学方程式を量子化すること
でスピン系の量子流体力学方程式を
定式化する。これにより、これまで
スピントロニクスの分野で考慮されなかったス
クイージングなど量子情報の概念を導入するこ
とを可能にし、量子レベルの精密測定によって
スピントロニクスデバイスの制御性を向上させ
ることを目指す。

湯川 英美 東京理科大学 理学部第一部 嘱託助教
同上

スピントロニクスへの量子流体力学
的アプローチ

将来の情報通信技術の持続的な発展
のためには、既存の技術とは異なる
低電力動作が可能な新しい技術が必
要となります。本研究では、熱力学
的に可逆な制御による超伝導回路を
用いたスケーラビリティの高い超低電力計算シ
ステムを開発します。半導体集積回路に対して、
低消費エネルギーで動作が可能な４ビット算術
論理演算器の実現を目指します。

山栄 大樹 横浜国立大学 大学院理工学府 大学院生
同上

熱力学的に可逆な制御による超伝導
計算システム

万能量子コンピュータの実現には、
量子ビットの制御忠実度の向上が不
可欠です。本研究では、制御誤差の
要因となる量子環境ノイズを情報担
体とし、制御メカニズムに組入れて
活用する革新的な量子制御技術を提案します。
量子ビット近傍ノイズの高精度センシングとフ
ィードバック補正を実現する回路・実装・シス
テムを開発することで、高忠実度量子制御を可
能にする量子コンピューティング基盤技術の開
拓を目指します。

三木 拓司 神戸大学 大学院科学技術イノベーション研究科 准教授
同上

量子環境ノイズ情報を組入れる高忠
実度量子制御技術の開拓

高度な情報化社会を実現する為に，
コンピュータの省電力化は避けて通
れない課題となっています。この問
題を解決し得る技術としてインメモ
リコンピューティングが提案されて
いますが，現在，これに搭載可能な究極のスペ
ックを有するメモリ材料はありません。そこで
本研究では，電場によって分極方向をスイッチ
ングできる金属酸化物分子を用い，インメモリ
コンピューティングに繋がるストレージクラス
メモリの作製を目指します。

西原 禎文 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授
同上

単分子誘電体ストレージクラスメモ
リの開発

本提案では、金属薄膜-誘電体（分
子検出層）-金属ナノ構造体（MIM
型）からなる中赤外の波長域で動作
するメタ表面を光化学センサデバイ
スとする。このデバイスで、プラズ
モンアシスト赤外放射増強法を適応することに
より、超高感度でどれだけ微量な分子も、必ず
見つけ出す超高感度センサを実現する。さらに、
光-分子結合による複雑な形状のスペクトルから、
どんな分子も判別する解析システムの実現を達
成目標とする。

西島 喜明 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
同上

メタ表面放射制御による分子情報単
体デバイスの構築

炭化珪素（SiC）はデバイス技術の
確立したワイドギャップ半導体であ
り、光子を情報担体とした量子デバ
イスの実現・集積化に最適なプラッ
トフォームです。本研究では、計算
科学と実験の両手法を駆使し、SiCの単一光子源
の開拓を行います。さらに、単一光子源の発光
を電子デバイス動作とカップリングさせ、電流/
電圧による自在な駆動/制御を実証します。これ
により、集積可能な光量子プロセッサの実現に
貢献します。

小林 拓真 大阪大学 大学院工学研究科 助教
同上

集積可能な炭化珪素光量子プロセッ
サの基盤技術構築

我々の生活を豊かにし得る次世代情
報化社会では、莫大な情報を高効率
でかつ、省エネルギーで処理する事
が喫緊の課題となっています。その
ような背景から本研究課題では、反
強磁性酸化物の電子スピンを情報担体に選び、
MRAMの情報高密度化を実現します。また情報担
体機能に留まらず、多値出力、発電、高感度セ
ンシング、演算などの機能も盛り込み、多機能
酸化物で構成された究極のデバイス創製を目指
します。

輕部 修太郎 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

多機能スピン酸化物による革新的情
報担体デバイスの創製

3Dチップレット技術を量子コンピ
ュータ集積技術に取り込み 、さら
なる高集積量子ビット、高温動作、
長デコヒーレンス時間の3Dチップ
レット型ヘテロ量子コンピュータを
創出します。ヘテロ量子コンピュータ創成を見
据えた直接接合技術の理解深化と小径ウエハの
新規スケールアップ手法、超伝導ボトムアップ
配線形成技術の確立を目指します。

井上 史大 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
横浜国立大学 工学研究院 准教授

3Dチップレット型ヘテロ量子デバイ
スの創生

本研究ではスピンの波であるマグノ
ンを情報担体として用いる。光パル
ストレインに変調をかけ情報を載
せ、磁性体に照射することによって
高次元情報を有するマグノンを作り
出す。集積化したマグノンネットワークを用い
てベンチマークタスクを実行し、光マグノニッ
クリザバーコンピューティング性能の関係を明
らかにする。最終的に超高次元情報を有するマ
グノンリザバーを用いて他リザバーの先行研究
と同等以上の性能を出す。

飯浜 賢志 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
同上

マグノンを情報担体とした光マグノ
ニックリザバーコンピューティング

極低温動作を前提としたCMOSコン
ピューティング技術を開拓します。
近年注目を集めている量子チップ
は、量子ビットをノイズから守るた
めに、室温から複数の温度階層を隔
てた数mK程度の極低温環境に置かれています。
しかし、77Kや4K等の中間温度階層は有効利用さ
れてきませんでした。そこで、本研究では中間
温度階層の有効利用する極低温コンピューティ
ング技術を開拓し、CMOS回路の極限性能を追求
します。

粟野 皓光 京都大学 大学院情報学研究科 准教授
同上

極低温CMOSコンピューティング技
術の開拓

誤り訂正型量子コンピュータは、限
界を迎えつつある情報処理能力の向
上に、革新をもたらすと期待されま
す。本研究では、その実現に向けた
二大障壁となる、配線と誤り訂正符
号の課題を同時に解決するシリコン量子プロセ
ッサ構造を追求します。電子スピンの量子状態
を情報担体とし、電子スピン量子情報伝送に基
づいたシリコンチップ内の量子ネットワークを
新たな動作原理とする、真に集積化可能な量子
プロセッサの創製を目指します。

米田 淳 東京工業大学 超スマート社会卓越教育院 特任准教授
同上

ネットワーク型シリコン量子プロセ
ッサの開拓

量子技術を活用した超スマート社会
(Society 5.0など)の実現には、フィジ
カル空間の古典情報とサイバー空間
の量子情報を繋ぎ、古典―量子情報
の相互変換する機能を有する量子情
報担体が必要となります。本研究では、室温動
作可能なNV量子情報担体に着目し、電気的な技
術を用いたNV量子情報担体の古典－量子情報の
相互変換を実証し、革新的NV量子スピントロニ
クスの基盤技術を開発します。

森下 弘樹 京都大学 化学研究所 助教
同上

古典ー量子をつなぐNV量子スピント
ロニクスの基盤技術の開発

開口部200－300nmのウェル構造を有
するSiNW-FETを作製しセンサ界面を
機能化することでシングル生体小胞
解析を行い、上皮細胞由来とがん細
胞由来の生体小胞識別精度90%以上
を目指します。その電気的検出の過程には分子
認識、イオン生成、チャネル内電荷密度の変化
といった一連の情報担体の移動があり、情報担
体の変化量を定量表示する今までにない疾病診
断プラットフォームを創製します。

田畑 美幸 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 特任准教授
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 助教

イオノエレクトロニクスに基づく疾
病診断プラットフォームの開発

単原子層のゲルマニウム2次元結晶
であるゲルマネンは、新奇なトポロ
ジカル物性の発現が期待されていま
すが、そのデバイス応用の目処は立
っていません。これは、ゲルマネン
が大気中で容易に酸化してしまうことに加え、
それを考慮した合成方法やデバイス化手法が確
立されていないためです。本研究では、ゲルマ
ネンの界面析出技術を発展させることで、ゲル
マネンのデバイス化、物性検証、デバイスとし
ての機能開拓を行います。

鈴木 誠也 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 任期研究員
物質・材料研究機構 グローバル中核部門 ICYS研究員

界面析出技術を用いたゲルマネンデ
バイス創製と機能開拓

本研究では、これまでに正孔の共鳴
現象を観測した実績のあるGeSiSn/
GeSnヘテロ接合のデバイス化を始
点として、（1）安定動作が可能なデ
バイス構造設計指針の、実験と理論
の両面からの解明（2）RTDデバイス動作の信頼
性向上に向けたGe(Si)Sn結晶欠陥・絶縁膜/Ge(Si)
Sn界面欠陥制御の要素技術開発を行い、GeSiSn/
GeSnヘテロ接合RTDデバイスの室温動作実証を
行う。

柴山 茂久 名古屋大学 大学院工学研究科 助教
同上

非平衡系Ⅳ族混晶半導体ヘテロ接合
によるテラヘルツ帯デバイスの創出
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革新的光科学技術を駆使した最先端科学の創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2019-3.html

戦略目標

最先端光科学技術を駆使した革新的基盤技術の創成

研究総括

京都大学 大学院理学研究科 教授

科学の発展に光科学技術が大きな寄与をしてきました。原子の分光学の知見が量子力学を生み出し、半
導体物理学に発展し、その後の光物性や量子光学の基盤を支えています。レーザーの発明は光科学にお
ける大きな一里塚でしたが、現在では多くの科学分野を支える基盤技術となり、また光通信や光記録に代表
される数え切れないほどの応用展開をもたらしました。このように光科学技術は学術や社会への貢献を果たし
つつ、光科学技術自身も大きく進化するという好循環を起こしてきました。ここで着目するのは、様々な科学
分野において新しい展開を追い求める研究者の夢や理想が、新しい光科学技術を生み出す強い動機や原
動力となっていることです。細胞内をできるだけ高い空間分解能で見たいという生命科学者の飽くなき探求心
が高解像度光学顕微鏡の技術開発を突き動かしてきました最近では、非線形光学の取り込みと共に新しい
蛍光色素が開拓され、回折限界をはるかに超える分解能に至っています。アインシュタインの一般相対論が
予言する重力波の検出は長年の物理学者の夢でしたが、最近になってようやく長尺のレーザー干渉計によっ
て達成されました。これに必要なレーザー安定化技術や干渉計技術の開拓は光科学の進展をもたらしていま
す。そのような例は枚挙にいとまがありません。
本研究領域では、これまでには無かったような革新的な光科学技術を開拓し、様々な科学分野の新局面

を切り開くような挑戦的な研究を推進します。この過程から、将来様々な分野で応用されるような基盤的な光
科学技術の創出を図ります。

領域アドバイザー

石原 一 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

岩井 伸一郎 東北大学 大学院理学研究科 教授

東北大学 電気通信研究所 教授枝松 圭一
小川 美香子 北海道大学 大学院薬学研究院 教授

腰原 伸也 東京工業大学 理学院 教授

島野 亮 東京大学 低温科学研究センター 教授

鈴木 俊法 京都大学 大学院理学研究科 教授

中野 貴志 大阪大学 核物理研究センター センター長

三沢 和彦 東京農工大学 副学長（教学統括）

湯本 潤司 東京大学 特任教授

田中 耕一郎

研究領域概要

63



一般に光と自由電子の散乱はトムソ
ン断面積で決まる反応確率の小さな
現象ですが、誘導効果を利用するこ
とで効率的に散乱が生じ、実用的な
応用展開が期待できます。本研究で
はレーザー光による電子顕微鏡用素子の開発や、
自由電子を媒質とする非線形光学効果の実証に
取り組みます。これらを通して、光と自由電子
の誘導散乱過程を利用した全く新しい光科学技
術の創出を目指します。

上杉 祐貴 東北大学 多元物質科学研究所 助教
同上

光子－電子誘導非線形散乱による新
規光学技術の創出

本研究では、時空間再現性のない難
解なプラズマの電子密度と電界が、
従来に比して100倍の感度と速度で
同時に連続可視化できる、卓越した
統合的システムを開発します。そし
て取得した大量の動画像データを、数値解析モ
デルの構築や希少プラズマの発現メカニズム解
明にフル活用し、プラズマに由来する活性種の
革新的大量生成法を創出します。

稲田 優貴 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授
埼玉大学 大学院理工学研究科 助教

感度と速度を極めた中赤外画像診断
による革新的プラズマの創出

本研究では、レーザーをベースとし
たアト秒軟X線パルス光源を開発
し、水の光励起後極初期のダイナミ
クスを解明します。波長2000 nmの
赤外領域において、高出力極短パル
ス光源を開発し、貴ガスにおける光の高次高調
波発生によりアト秒軟X線を作り出します。この
アト秒軟X線光源を用いて、酸素K吸収端（540
eV）近傍の軟X線吸収微細構造分光を時間分解計
測し、水の光励起後の素過程を明らかにします。

石井 順久 量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学部門 上席研究員
量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学部門 主幹研究員

アト秒軟X線光源による水の光励起
ダイナミクスの解明

ダークマター（暗黒物質）は、光で
は直接観測できません。しかし、原
子内の「弱い力」の影響を「光」で
検出することで、ダークマターを探
索することができます。本研究で
は、光技術と弱い力を組み合わせて、量子エン
タングル状態の原子でダークマターの測定感度
を高める全く新しい提案です。光技術と弱い力
を組み合わせた量子センシングは、新しい分野
を開拓します。

青木 貴稔 東京大学 大学院総合文化研究科 助教
同上

冷却原子を用いた量子センシングに
よるダークマター探索

光周波数標準に安定化された深紫
外・真空紫外領域のフェムト秒光周
波数コムの開発に基づいて、当該光
周波数領域に存在する中性炭素原子
の電子遷移を対象に精密分光を実現
します。また、バッファーガス冷却による予備
冷却のもと、希薄炭素原子気体の超低温へのレ
ーザー冷却とトラップ法の開拓に挑戦します。
このことで、宇宙科学や生物学等、広範な自然
科学分野とより密接に関連する、精密分光と低
温科学の新分野創成を目指します。

吉岡 孝高 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

炭素原子気体の精密分光と冷却の実
現

金属探針の近接場を利用したナノス
ケール分光法は高性能な電気化学デ
バイスを実現するための基盤技術と
して期待されていますが、電解質溶
液の存在下では測定自体の再現性や
安定性が低いという問題を抱えています。本研
究では、電気化学の知見を利用して溶液環境で
長期間利用できる究極のナノ光源を開発します。
これにより、様々な電気化学界面に適用可能な
近接場分光技術を創成し、省エネルギー社会の
実現に貢献します。

横田 泰之 理化学研究所 開拓研究本部 専任研究員
同上

電気化学デバイスの分子スケール制
御に向けた近接場基盤技術の創成

光技術を極低温環境、特に超流動ヘ
リウム環境に適用することで、量子
流体力学を開拓することを狙いま
す。本研究では、超流動ヘリウム中
の量子的構造である量子渦に着目
し、そのダイナミクスを光トラップ技術によっ
て解明します。量子渦は量子乱流の構成要素で
あり、その性質を解明することが量子流体力学
の大きな発展に繋がります。光トラップ技術に
よる量子流体力学の開拓という、全く新しい研
究アプローチに挑戦します。

蓑輪 陽介 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

光トラップ技術による量子流体力学
の開拓

金属ナノ粒子とp型半導体とを接合
した新型プラズモン誘起電荷分離と
いう革新的な光科学技術を開拓する
ことで、光エネルギーの高効率変換
を可能にする技術の確立を目指しま
す。CO2を還元して資源化する光触媒の開発を通
して、従来高効率な利用が困難であった、一光
子当たりのエネルギーが小さい近赤外光や、室
内光などといったエネルギー密度の小さな光ま
で有効活用できるような技術が確立できると期
待されます。

高橋 幸奈 九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 准教授
同上

新型プラズモン誘起電荷分離を用い
たCO2資源化光触媒の開発

本研究では、水分子の配向感度・表
面感度・極微空間分解能を高度に両
立する光学顕微計測法を世界に先駆
けて開発することに挑戦します。こ
の新規な手法を用いて、種々の機能
性材料のモデル表面に吸着させた水分子に対し
て原子・分子スケールの極微分光研究を展開し
ます。これにより、界面水素結合ネットワーク
中の水分子の配向構造をデザインし、特異的な
物性や化学的特性を創発させる基礎学理を構築
します。

杉本 敏樹 自然科学研究機構 分子科学研究所 准教授
同上

原子スケール極微分光計測法の開発と界面水
分子の局所配向イメージングへの応用展開

神経細胞（ニューロン）は細胞あた
り数千～数万のシナプス入力を受け
ていると考えられていますが、個々
のシナプス入力が細胞内でどのよう
に統合され伝搬していくかについて
はよく分かっていません。この問題を解決する
ため、本研究では光による神経活動操作と活動
計測をシナプスレベルで同時におこなう新技術
の開発をおこないます。新技術を用いて電位伝
搬の可視化をおこない、活動電位発生のメカニ
ズムを解明します。

坂本 雅行 京都大学 大学院生命科学研究科 特定准教授
東京大学 大学院医学系研究科 助教

コンピュータホログラフィーを応用
した活動電位発生機構の解明

マイクロ光周波数コムは高Q値微小
共振器から発生する光周波数コム
で、将来的に大量生産可能で、小型
な汎用性の高い光周波数コムになる
と期待されています。本研究ではマ
イクロ光周波数コムの超精密位相同期技術やコ
ムモード制御技術の開発を行い、従来の光周波
数コムにはない、マイクロ光周波数コム独自の
性質を活かした新規応用分野の創出を目指し、
マイクロ光周波数コムの社会実装への道を開拓
します。

久世 直也 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 准教授
IMRA America Inc. Laser Research Member of Technical Staff

マイクロ光周波数コムの新規制御技
術の開発

光領域での量子系として原子イオン
系や集積量子光回路系が有望です
が、前者は集積性が、後者は均一な
二準位系の組み込みが問題となって
います。そこで原子イオン系と集積
量子光回路の技術を組み合わせることで、イオ
ン系の高精度な量子操作性と集積量子光回路の
集積性と光子操作性が同時に利用可能となりま
す。本研究ではこのような技術融合により光量
子技術におけるブレークスルーを起こし、新た
な量子技術基盤を提供します。

長田 有登 東京大学 大学院総合文化研究科 助教
東京大学 大学院総合文化研究科 特任助教

原子イオン集積量子光回路による究
極の量子技術基盤の創出

膜電位形成は生命活動にあたり重要
なシグナルの一つですが、植物では
内生の光受容体との競合から、これ
まで光による膜電位操作技術（オプ
トジェネティクス）は適用されてい
ません。本研究では、微生物型ロドプシン由来
の膜電位操作ツール、及び膜電位感受性タンパ
ク質をシロイヌナズナに導入し、膜電位操作と
検出の双方を光で行う”All－optical”な電気生理
学により植物の膜電位を制御する技術の創出に
挑戦します。

井上(今野) 雅恵 科学技術振興機構 さきがけ研究者
名古屋工業大学 大学院工学研究科 研究員

”All－optical”な電気生理学による植
物個体の膜電位操作技術の創出

蛍光顕微鏡による分子イメージング
は、生体内の多種多様な分子を蛍光
プローブにより可視化する技術とし
て、生命科学分野の発展に貢献して
います。しかし、細胞それぞれに異
なる硬さなどの力学的個性を知ることはできま
せん。本研究では、非線形音響波を顕微鏡の力
学プローブとして利用し、光の高速性と干渉性
を最大限活用することで、生体内の力学的個性
を細胞レベルの分解能でイメージングする光技
術の創成に挑みます。

石島 歩 北海道大学 電子科学研究所 助教
東京大学 大学院工学系研究科 特任研究員

光駆動非線形音響波による生体深部
メカノイメージング

レーザー冷却された極低温原子気体
と光トラップされた微小球が共存す
るハイブリッドシステムを可能にす
る光技術を確立し、“古典的”微小
球と“量子的”原子の散乱現象を調
べます。特に散乱における内部温度の役割、表
面形状などの影響を調べ、ナノテクノロジーや
基礎科学の分野に大きな貢献する事を目指しま
す。

赤松 大輔 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門 主任研究員

極低温原子・微小球ハイブリッドシ
ステムで探る散乱の物理
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トポロジカル超伝導体内のナノ磁気
構造である磁束量子のコアには、マ
ヨラナ粒子が局在すると考えられて
います。本研究では、マヨラナ粒子
の人為的操作に道を拓くため、磁束
コアの全光学的な生成・消滅・操作に挑戦しま
す。そのために、空間偏光分布を自在に制御で
きる高強度サブテラヘルツ波パルス光源を開発
します。

中村 祥子 九州大学 大学院理学研究院 准教授
東京大学 低温科学研究センター 特任助教

高強度サブテラヘルツ波パルスで操
る超伝導ナノ磁気構造ダイナミクス

従来のスピントロニクスは、熱や不
純物によって強く散乱された古典的
拡散スピン流を研究対象としていま
す。しかし、近年開発された高強度
テラヘルツ光源を用いれば、熱や不
純物による散乱が起こるより早く、波動関数の
位相が乱されていない量子スピン流を生成する
ことが可能です。そこで、本研究では、高強度
テラヘルツ光を半導体に照射することで生じる
量子スピン流の学理を構築し、新たなスピント
ロニクス分野の創出を行います。

玉谷 知裕 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学 物性研究所 特任研究員

高強度テラヘルツ光によって誘起さ
れた量子スピン流の学理創出

光計測は現代の科学および産業技術
を支える基礎技術のひとつです。本
研究では、従来の光計測とは異な
り、光の量子である光子を量子もつ
れによって相関させ、互いに協調的
に機能させる高分解能光計測を実証します。こ
の目的達成のため、本研究では量子メモリや量
子ゲート技術を駆使し、異なる時間に発生する
光子間に量子もつれを着実に連鎖させることで、
効率的に量子もつれを大規模化する技術を確立
します。

金田 文寛 東北大学 電気通信研究所 准教授
東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教

光子の時間的量子もつれ連鎖と高分
解能光量子計測

光波の間の相対的な“位相関係”を
媒質中で自在に制御することで、非
線形光学過程における光波の間のエ
ネルギーの流れの向きや速さを自在
に操作することができます。本研究
では、この非線形光学過程の新たな可能性を開
拓することで、未踏技術である真空紫外100～200
nm全域で波長可変な単一周波数レーザーを実現
し、さらに、それを用いて、真空紫外域におけ
る新奇な原子・分子・光科学を創出することを
目指します。

大饗 千彰 電気通信大学 量子科学研究センター 助教
同上

非線形光学過程の自在な操作技術を基盤とした
真空紫外域における原子・分子・光科学の創出

細胞集団に存在する不均一性を正し
く理解するためには、単一細胞レベ
ルで細胞機能を操作、観察可能な技
術開発が重要です。本研究では単一
細胞内へ挿入したナノワイヤー上で
起こる非線形光学現象やプラズモン現象を用い
て、単一細胞内ナノメートル領域での光反応場
の制御を実現し、遺伝子やタンパク質を確実に
導入する技術と、分子導入が起こす細胞機能変
化を定量的に単一細胞レベルで検出可能な技術
開発に挑戦します。

猪瀬 朋子 京都大学 高等研究院 特定助教
同上

ナノワイヤー単一細胞機能制御診断
法の開発

本研究では、独自のポルフィリン骨
格改変法を駆使することで、典型元
素（シリコン）イオン配位能を有す
る環状共役第二近赤外光感受性色素
を合成し、がん細胞の特異抗原と結
合するモノクローナル抗体との複合体を構築を
目指します。近赤外光照射による金属中心の軸
分子の光アンケージ反応性の解析と細胞光毒性
について検討することで、深部がんの次世代近
赤外光治療を目指した基盤技術の創出を行いま
す。

石田 真敏 東京都立大学 理学部 准教授
九州大学 大学院工学研究院 助教

第二近赤外光を活用する光がん治療

本研究では、放射光軟X線を用いた
時分解磁気トモグラフィー法を開発
し、磁性体中の磁気ダイナミクスの
観測を行います。3次元構造の可視
化が可能なトモグラフィー法に時分
解測定を組み合わせることで、磁気ダイナミク
スに対する高解像度な4次元観測を実現します。
これにより、3次元磁気構造に現れるスピン波や
トポロジカル欠陥構造のダイナミクス等、これ
まで観測が不可能であった磁気励起に伴う物性
現象の解明を目指します。

石井 祐太 東北大学 大学院理学研究科 助教
同上

時分解軟X線トモグラフィーによる
磁気ダイナミクスの4次元観測

光の波長を長波長から短波長に変換
する技術：フォトンアップコンバー
ジョンは、太陽電池の効率向上や、
光遺伝子治療等の生体応用が期待さ
れ注目を集めています。本研究で
は、有機半導体界面を用いることで実現できる
新たなフォトンアップコンバージョン現象につ
いて、そのメカニズムを明らかにします。さら
に様々な材料系でこのアップコンバージョン現
象を実現し、革新的光変換技術へと発展させる
ことを目指します。

伊澤 誠一郎 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教
同上

界面アップコンバージョンが可能と
する革新的光変換

様々な宇宙観測により、宇宙の全物
質の約80%はダークマターであるこ
とが明らかになりましたが、その正
体は全くわかっていません。多様な
ダークマター候補のうち、近年高い
注目を集めているのがアクシオンと呼ばれる、
光子とわずかに相互作用する未発見粒子です。
本研究ではレーザー干渉計を用いて、アクシオ
ンが変化させる光の偏光状態を精密に計測する
という新発想の手法により、かつてない精度で
ダークマター探索を行います。

道村 唯太 カリフォルニア工科大学 物理・数学・天文学専攻 リサーチサイエンティスト
東京大学 大学院理学系研究科 助教

超精密偏光計測が可能にする新しい
ダークマター探索

存在こそ理論的に示唆されてきたも
のの未だ確固たる観測がなされてい
ない角運動量が存在します。それが
フォノンの持つ角運動量です。本研
究では表面弾性波フォノンに着目
し、これまで環境として取り扱われその詳細が
明らかにされてこなかったフォノンの角運動量
の存在を光を用いて実証することを目指します。
さらにそれを足掛かりにして、光・電子スピ
ン・フォノン間における角運動量相互変換の物
理を探求していきます。

久富 隆佑 京都大学 化学研究所 助教
同上

表面弾性波を用いたオプトスピンメ
カニクス

本研究では、電子線の赤外分光に関
する基礎研究を進めるとともに、同
位体の高感度検出を狙った技術開発
を行います。これによってマクロス
ケールの応用がメインであった同位
体検出技術の空間分解能をサブナノメートルま
で向上させます。開発した技術を利用して生
体・化学反応の単分子・原子レベル追跡といっ
た、これまでとは全く異なるスケールの同位体
科学を実現します。

千賀 亮典 産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 主任研究員
同上

電子線赤外分光を利用した超高空間
分解能同位体検出

水は「生命の基盤」とも呼ばれる一
方で、水分子が細胞内で担う役割や
機能は未開拓領域として取り残され
ています。本研究では、テラヘルツ
～赤外領域に至る分光情報を同時に
取得できる高精度・高安定な広帯域分光測定系
を構築し、水の物性変化と細胞活動の関係性を
明らかにすることを目指します。

白神 慧一郎 京都大学 大学院農学研究科 助教
同上

全反射減衰テラヘルツ分光で切り拓
く細胞内の水の世界

超短パルスレーザー場中で希ガス原
子と高速電子線を衝突させ、角度分
解飛行時間型電子分析器を用いて散
乱電子のエネルギーと散乱角度分布
を計測します。散乱電子の強度分布
を解析することによって、標的原子と入射電子
との相互作用ポテンシャルによって生じる散乱
電子のゼプト秒の遅延時間を決定し、ゼプト秒
科学を開拓します。

歸家 令果 東京都立大学 理学部 教授
同上

光ドレスト高速電子線散乱によるゼ
プト秒遅延時間測定

ディラック半金属のフロッケ－ワイ
ル状態の超高速制御への応用を見据
え、電場尖頭値MV/cm級の高周波テ
ラヘルツベクトル整形高強度パルス
発生技術を開発します。そのために
この波長帯における偏光精密計測法、ベクトル
整形パルスの発生法、増幅法の開発を行います。
本研究の実現により、強電場による高速物性制
御への道が開かれるだけでなく、各要素技術は
さらに高度な光操作技術として深化させられる
ものと考えています。

神田 夏輝 東京大学 物性研究所 助教
同上

ベクトル波形制御された高強度高周
波テラヘルツパルスによる物質制御

本研究では光周波数コムによる高速
かつ広帯域な光フェーズドアレイの
開発を目指して、位相制御された超
短パルス群による任意波面発生技術
の確立に挑戦します。従来は光集積
回路で単色かつCW光を独立に位相制御する手法
が主流でしたが、本研究では広帯域な超短パル
ス光を光周波数コムの共振器制御で位相制御す
るという全く新しい手法を提案します。これに
より光周波数で空間を直接制御するという新た
な光技術の創始に挑戦します。

加藤 峰士 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 特任助教

光周波数コムによる光フェーズドア
レイの開発
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本研究では、高速・正確な階層的X
線化学反応動力学法を開発し、バイ
オ・X線機能性分子のX線誘起化学
反応をイオン化（時定数：10 fs）か
ら光解離（ps）までアト秒・フェム
ト秒軟X線過渡吸収分光法で追跡可能にします。
本手法を放射線増感剤・有機シンチレータ分子
等のX線誘起無輻射失活過程や解離反応に適用
し、従来の反応動力学理論や放射光分光では困
難なバイオ・X線機能性分子の動作機構の動力学
解明と分子設計を実現します。

山崎 馨 理化学研究所 光量子工学研究センター 研究員
同上

階層的動力学理論によるバイオ・X
線機能性分子の超高速Ｘ線光化学

本研究では、レーザー冷却した極低
温原子集団をレーザー光で電離し、
方向の良く揃った質の高い電子ビー
ムを生成する、新しい極低温電子源
を開発します。この高性能電子ビー
ムを用い、ビーム開口の小さなテラヘルツ加速
器を実用化することで、従来のマイクロ波加速
器の概念を革新する全光学加速器システムを確
立し、超精密ビーム応用分野を切り拓きます。
時間および空間分解能を併せ持つ高速電子顕微
鏡への応用を目指します。

本田 洋介 高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 准教授
同上

レーザー冷却極低温電子源による超
精密ビーム制御
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力学機能のナノエンジニアリング
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2019-2.html

戦略目標

ナノスケール動的挙動の理解に基づく力学特性発現機構の解明

研究総括

京都大学 理事･副学長

本研究領域では、超スマート社会や持続可能で豊かな社会を実現するための基幹技術である材料開発を
ターゲットとして、材料の基本物性である力学特性の発現機構をナノスケールから理解することや、ナノスケ
ールの変形や構造変化に由来する力学特性を利用した新たな材料機能を創出すること（ナノエンジニアリン
グ）によって、発展性の高い材料設計指針を獲得することを目指します。
具体的には、各種材料（金属材料、無機材料、有機材料など）において、強度特性等を決定している
支配因子やそのメカニズムについてのナノスケールからの解明と、それに基づく機能創出を進めます。また、
同スケールにおける力学特性を主とした他の物理特性（熱物性、磁性、導電性など）との相関性に着目し
た新奇な機能創出も対象に含めます。これらの目的の達成のため、その場計測下の力学実験技術、力学
解析法、シミュレーション技術等を発展させ、ナノ材料からマクロ材料の共通基盤であるナノスケールの力学
学理の展開と多様な特性解明への解析評価技術の確立を推進します。さらに、基礎研究の結実として、材
料の高機能化や新機能創出につながる材料設計指針を獲得することを目指します。
物理学や化学等のナノスケールの現象への理解に特長がある研究分野と機械工学や材料工学等の機能

の発現機構や構造の理解に特長がある研究分野の融合を通じて、異種材料間の相違点や共通点を見出
すことでナノ材料力学に関する普遍的な学理構築や新分野の開拓に貢献します。

領域アドバイザー

荒井 政大 名古屋大学 大学院工学研究科 教授

幾原 雄一 東京大学 大学院工学系研究科 教授

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授伊藤 耕三
岩崎 富生 （株）日立製作所 研究開発グループ 主管研究員

加藤 仁一郎 AJS（株） ICTイノベーション事業部 副本部長

栗村 隆之 三菱重工業（株） 総合研究所 主席研究員

志澤 一之 慶應義塾大学 理工学部 教授

澁谷 陽二 大阪大学 大学院工学研究科 教授

田中 勝久 京都大学 大学院工学研究科 教授

津﨑 兼彰 物質・材料研究機構 フェロー

西脇 眞二 京都大学 大学院工学研究科 教授

平山 朋子 京都大学 大学院工学研究科 教授

東京大学 生産技術研究所 教授吉江 尚子

北村 隆行

研究領域概要
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本研究では、金属ナノワイヤの力学
特性を左右する結晶性に着目した、
電子流による原子拡散に基づくナノ
ワイヤ結晶性デザインの創出を目的
とします。エレクトロマイグレーシ
ョンと呼ばれる高密度電子流による原子拡散を
駆使してナノワイヤを創製することで結晶性操
作技術を創出し、異なる結晶性を跨ぐ力学特性
評価を実施することで、これまで閑却されてき
たナノワイヤ力学特性を活かす高強度機械材料
としての応用発展を目指します。

木村 康裕 名古屋大学 大学院工学研究科 助教
同上

電子流による原子拡散に基づくナノ
ワイヤ結晶性デザイン

本研究では、構造用金属材料をター
ゲットに「ナノスケールで組織制御
してミリスケールで機能発現」させ
る指針を明確化します。周期構造内
の全組織に対する連続損傷計測およ
び力学シミュレーションを行い、動的試験にお
けるミクロな転位の発生・運動と、マクロな変
形の非線形性の重畳効果を解明します。高強度
相が低強度相を包み込んだ周期構造制御材料に
おける、特異な動的損傷発生・進行メカニズム
を明らかにします。

菊池 将一 静岡大学 工学部 准教授
同上

周期ミクロ強度勾配制御による多機
能材料設計

固体表面に形成された高分子の境界
膜は、過酷な摩擦条件においても高
い潤滑性をもつことが報告されてい
ます。ただし、その厚さは1μm以
下であり、そのような薄膜が潤滑性
を発現するメカニズムは未だ解明されていませ
ん。本研究では、ナノレオロジー計測、X線反射
率計測、マイクロ流体デバイス計測を駆使した
多角的かつ階層的なアプローチにより、分子レ
ベルからマクロな潤滑機能が発現するメカニズ
ムを解明します。

伊藤 伸太郎 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

界面相互作用計測による高分子境界
膜の潤滑機構解明

粒子を固相状態のまま衝突積層さ
せ、皮膜・構造体を作る固相粒子積
層プロセスは、新しい材料プロセス
として期待されています。これらを
一連のナノメカノケミストリー現象
と捉え、固相接合界面ナノ領域で起きている材
料の超高速変形挙動、それに伴う化学変化、お
よび結合の物理化学現象を実験的に解明します。
微小材料の変形と化学反応を同時に取り扱うナ
ノメカノケミストリー現象を説明できるように
材料力学の拡張を目指します。

市川 裕士 東北大学 大学院工学研究科 准教授
同上

固相粒子接合界面のナノメカノケミ
ストリー

イオン成分を利用して適度な強度で
架橋したイオン性エラストマーは、
自己修復や強靭性、超延伸性など
様々な機能を発現します。本研究で
は、この機能発現メカニズムを分子
スケールから詳細に解明します。さらに、化学
構造と分子スケールの運動性との関係を解析し、
機能発現に最適な分子設計指針を確立します。
また、イオン成分のCO2ガスによる可塑化特性を
利用した高性能接着材料や自己修復性ポリマー
ガラスの開発に挑戦します。

三輪 洋平 岐阜大学 工学部 教授
岐阜大学 工学部 准教授

イオン架橋の動的特性制御によるポ
リマー材料の高機能化

最近、光環境が無機半導体材料の延
性や脆性に大きく影響することが発
見され、注目されています。一方、
半導体材料には大型の結晶を得られ
ないものも多く、光環境が半導体の
力学特性に及ぼす影響についての理解は未だ不
十分となっています。そこで本研究では、ナノ
スケールまで対応可能な力学特性のマルチスケ
ール計測手法を確立し、光環境が力学特性に及
ぼす影響を系統的に評価するとともに、そのメ
カニズム解明を行います。

中村 篤智 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
名古屋大学 大学院工学研究科 准教授

無機半導体材料の力学特性に及ぼす光環
境効果のマルチスケール計測と機能開拓

本研究では、微小電気機械システム
（MEMS）を用いた新規のその場機械
試験システムを開発し原子分解能透
過型電子顕微鏡（TEM）内にてその
場機械試験を実施、結晶性材料にお
ける変形・破壊現象を原子スケールにて直接観
察します。荷重、温度、ひずみ速度といった機
械試験パラメータを高度に制御し、種々の条件
下での結晶の力学的応答を原子レベルから明ら
かにすることにより、ナノ力学の学理構築に寄
与することを目指します。

栃木 栄太 東京大学 生産技術研究所 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 助教

変形・破壊現象の原子スケール解析

材料の力学特性は一般に転位運動に
よって決定されますが、一部の合金
の優れた力学特性は従来の材料にな
いナノスケールの特異な転位構造に
起因することが分かってきました。
本研究では、転位運動を決定する支配因子を解
明するとともに、従来理論を越えた材料によら
ない「局所自由度を有する転位の力学理論」と
「有限温度の転位運動を記述する解析手法」を構
築することで、計算による戦略的な機能向上と
新奇機能の創出を目指します。

都留 智仁 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 研究主幹
日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 研究副主幹

転位芯の局所自由度を有する力学理
論に基づく新奇機能の創出

本研究では，材料多様体上の弾性理
論と非局所弾性体の構成式論を組み
合わせることによって，結晶格子の
乱れである格子欠陥（転位と回位）
に対する新しい数理モデルを構築す
るとともに，これをアイソジオメトリック解析
に基づく大規模数値計算へ実装します．本研究
の遂行によって，エンジニアリング材料の強度
や変形特性の起源を解明し合理的な材料設計を
実現する，格子欠陥のマルチスケール力学解析
を確立します．

垂水 竜一 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
同上

材料多様体のマルチスケールメカニ
クス

凍結された合金組成ゆらぎによって
誘起される無拡散の変位型相転移の
動的原子シャッフリングを対象と
し、動的原子シャッフリングのため
の力学理論を「熱・統計力学」およ
び「格子動力学」に基づいて構築します。その
上で、動的原子シャッフリングを考慮した塑性
変形および変形誘起相転移における格子変形モ
デルを構築し、動的原子シャッフリングに着目
した新たな力学理論を確立します。

多根 正和 大阪公立大学 大学院工学研究科 教授
大阪大学 産業科学研究所 准教授

ゆらぎ誘起原子シャッフリングの格
子動力学と変形挙動との相関

タンパク質分子から構成される結晶
材料の一つであるタンパク質結晶
は、一般的な金属や無機材料と比較
して、数十～数百ナノメートルとい
った巨大な構成要素を有していま
す。さらに、タンパク質結晶は単位体積当たり
最大で70%もの水分子を含んでおり、その水が結
晶格子内を動き回るといった特異な材料です。
この材料の力学特性を解明し、他の結晶材料と
の類似点や相違点を見出すことで、新しい機能
の探索と創出を目指します。

鈴木 凌 横浜市立大学 理学部 助教
同上

タンパク質結晶の転位論に基づく力
学特性の解明

ゆらぎを自在に制御可能にする新規
プロセスを提案し、ガラスの“ゆら
ぎ”をナノ－ミクロスケールの材料
設計可能要素として確立します。こ
れによりナノスケールでの変形と破
壊挙動を設計することで、亀裂が発生・進展し
にくい超低脆性ガラスを実現します。

篠崎 健二 産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 主任研究員
産業技術総合研究所 無機機能材料研究部門 研究員

ナノスケールの組成ゆらぎ設計によ
る超低脆性ガラスの創製

金属薄膜の変形・破壊の機構と強度
には膜厚（外的寸法）と微視組織
（内的寸法）が大きな影響を及ぼし
ます。本研究では膜厚と微視組織を
独立に制御した超ナノ～マイクロ厚
薄膜を創製し、これらに対するその場ナノ観
察・解析破壊じん性・疲労き裂進展試験法を確
立します。変形・破壊の機構と強度に及ぼす膜
厚効果と微視組織効果を分離して解明すること
で、金属薄膜の強度発現を担う因子と発現メカ
ニズムの理解・体系化を目指します。

近藤 俊之 大阪大学 大学院工学研究科 講師
大阪大学 大学院工学研究科 助教

金属薄膜の強度発現を担う外的・内
的寸法効果の解明

高分子やソフトマターはナノ・メソ
スケールにおいて種々の構造を形成
し、それがマクロスケールの物性に
強く影響します。そのような構造を
持つ系を理論や計算で効率的に調べ
るためには、粗視化と呼ばれる自由度の低減手
法が有用です。本研究では、分子の位置等の通
常の自由度に加えて拡散係数やポテンシャルを
時間とともにゆらぐ疑似熱力学自由度ととらえ、
疑似自由度を含めた形の新たな粗視化手法を構
築します。

畝山 多加志 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上

疑似自由度を用いたメソスケール粗
視化モデリング

本研究は、独自に発見したTiNi基形
状記憶合金を用い、整合な界面だけ
からなる「コンパチブルな無拡散変
態ナノドメイン組織」が形成される
幾何学条件を数理モデル化し、この
コンパチブル条件からの「距離」と駆動時の転
位累積挙動および形状記憶特性の関係を抽出し、
ナノ組織の幾何を制御してあらゆる形状記憶合
金の力学的機能を格段に高める材料設計指導原
理を得るものです。

稲邑 朋也 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授
同上

無拡散変態ナノ組織の幾何と形状記
憶特性
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アモルファスをターゲットに、トポ
ロジーを応用した構造記述子による
熱伝導率と剛性率の高精度予測とナ
ノ構造との相関・因果関係の抽出を
行います。異なる物性を支配するナ
ノ構造の共通性の解明や、それらの物性が望ま
しい関係を持つ作成プロセスを同定することを
目指します。さらに、トポロジカル構造記述子
を応用した、乱れた構造に強い機械学習力場を
構築し、マルチスケールシミュレーションの基
盤を作ります。

南谷 英美 大阪大学 産業科学研究所 教授
分子科学研究所 理論・計算分子科学研究領域 准教授

構造トポロジー情報を応用した靭や
かな機械学習力場の構築

本研究では、機械学習を援用して第
一原理計算の情報に基づく異材界面
系の原子間ポテンシャルを開発する
スキームを確立し、界面結合や触媒
効果が考慮された分子動力学解析を
実施して、界面近傍でのナノスケールの欠陥の
動的挙動を解明します。各種材料の異材界面に
ついて体系化し、電子状態の理論的考察をあわ
せて、ナノ異材界面の力学特性を支配する因子
を明らかにすることを目指します。

松中 大介 信州大学 学術研究院 教授
信州大学 学術研究院工学系 准教授

第一原理機械学習手法によるナノ異
材界面の力学特性の解明

超高分子量ポリマーからなるイオン
ゲルの示す特異な高伸張性・自己修
復性を、高分子鎖の絡み合い・溶媒
-高分子相互作用・高分子鎖の界面
ダイナミクスといった分子スケール
の観点から解明します。ハイドロゲル・オルガ
ノゲル・エラストマーなど様々な高分子系に超
高分子量ポリマーに基づく材料概念を展開して
新奇力学機能の開拓を実施することで、超高分
子量体の絡み合いを基盤とする高機能性高分子
材料の体系化を実施します。

玉手 亮多 物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究拠点 独立研究者
同上

超高分子量ポリマーに基づく新奇機
能開拓

本研究で提案する「多段階メカニズ
ムの統合化モデル」は、有限要素解
析モデル、微視組織モデル、粒界相
対速度モデル、ボイド生成・成長モ
デル、粒界エネルギーモデルの5個
のサブモデルで構成され、それらを有機的に連
成することで「高温クリープ損傷」という複雑
な物理現象を再現します。一方、「非破壊時系列
計測技術」では、粒界変形のその場計測とX線CT
ボイド計測により、統合化モデルの実行に必要
となる熱力学特性を同定します。

柴沼 一樹 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

高温クリープ損傷のマルチスケール
フィジックス

放射光X線散乱測定による分子鎖間
距離、疎密構造、ボイド・クラック
等の評価、複屈折測定による官能基
や分子鎖の配向評価による「その場
マルチスケール構造解析」に基づ
き、「非晶性高分子」の真の凝集構造と「二軸伸
長変形下」における絡み合いなどのナノスケー
ル構造と力学物性の関係を解明します。

小椎尾 謙 九州大学 先導物質化学研究所 准教授
同上

二軸伸長変形下におけるマルチスケール構造解析によ
る 非晶性高分子の分子鎖凝集構造と変形メカニズム

異なる分子間の幾何学的な拘束を制
御することで、通常の高分子材料で
は見られない物性や機能が発現しま
す。本研究では、高分子と環状分子
のインターロック超分子から合成さ
れるポリロタキサン樹脂に特有の異成分間運動
の独立性に基づき、靭性を担う軸高分子の特異
な運動性と変形に誘起される構造変化を制御す
ることで、従来トレードオフの関係にあった剛
性と靭性を両立する、高分子樹脂の新たな設計
指針の確立を目指します。

加藤 和明 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 講師
同上

緩やかな拘束を用いた高分子樹脂の
強靭化

摩擦力顕微鏡と顕微ラマン分光によ
るマルチモーダル計測により、摩耗
における塑性変形の効果を解明しま
す。分子動力学法および粗視化モデ
ルによる摩耗のスケールアップモデ
ルを構築し、マクロ摩耗との対応を解明します。

大塚 雄市 長岡技術科学大学 技学研究院 准教授
同上

疲労摩耗のスケールアップ過程のマ
ルチモーダル計測

ハドロゲルの摩擦界面では、水膜だ
けでなく3次元網目構造に内包され
る水に及ぶ流れ場によって、高い流
体潤滑が発現すると考えます。これ
を実証するために、「ハイドロゲル
を構成する水と3次元網目構造の動きを電子顕微
鏡観察する技術」と「電子顕微鏡観察下でハイ
ドロゲルを摩擦試験するデバイス」を開発し、
摩擦界面のSEMその場観察を行います。水の流れ
からせん断力を計算し、摩擦力と比較すること
で、その潤滑機構を流体力学的に理解します。

石田 忠 東京工業大学 工学院 准教授
同上

ハイドロゲル摩擦のナノ潤滑機構の
流体力学的解析

本研究では、これまで開発した三種
類の層構造を持つソフトマテリアル
（ゲル、液晶ポリマーと金属ナノ材
料）の研究に基づき、これらの構造
材料から得られた知見を融合するこ
とによって、層構造、ナノ結晶構造とナノ分子
運動（光誘起）がマクロな力学特性を決定する
支配因子を見出し、優れた力学特性を持つ新規
材料の設計や、これらの特性を使用した革新的
な力学機能性材料の創出を目指します。

楽 優鳳 産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門 主任研究員
同上

層構造を持つソフトマテリアルの力
学特性と革新的機能創出

鉄鋼のマルテンサイト組織に分布す
る微視的な引張内部応力が、(001)へ
き開破壊を誘発することをマクロと
ミクロのスケールから実証した後、
分子動力学シミュレーションを援用
した内部応力の実測を行うことで、炭化物の析
出によって生じる微視的内部応力状態の動的な
変化の全容をミクロ～ナノスケールで明らかに
します。これにより、へき開破壊を抑制する理
想的なナノ合金炭化物の析出状態を提示し、鉄
鋼の更なる強靭化を試みます。

中田 伸生 東京工業大学 物質理工学院 教授
東京工業大学 物質理工学院 准教授

ナノスケール内部応力制御による鉄
鋼強靭化

ゲル・ゴムなどのソフト高分子網目
材料は、そのナノスケール網目鎖の
コイル状構造に由来した柔軟性、伸
張性を示します。本研究では、これ
ら材料の網目鎖を極度に伸長させ、
新奇力学機能を有する未踏材料「極限伸長網目」
を創製します。自由エネルギー的に不利な極限
伸長網目の合成法を確立し、そのナノ伸長構造
に由来する特異な力学特性を見出します。得ら
れた材料は、易分解材料、力で機能化する材料
などへの応用展開を図ります。

中島 祐 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 准教授
同上

未踏高分子材料群「極限伸長網目」
の学理構築

繊維強化複合材料の疲労破壊は、繊
維と樹脂の界面はく離に起因すると
言われています。そこで、大型放射
光施設のX線ナノCTを利用し、ビー
ムライン上でのその場疲労試験・観
察によって界面近傍における疲労損傷を数10nm
の分解能で可視化する技術を確立します。これ
を、分子動力学法の大規模計算で疲労損傷をシ
ミュレーションし、ナノCT観察結果と直接的に
比較することで、界面近傍における疲労損傷の
素過程を解明します。

高橋 航圭 北海道大学 大学院工学研究院 准教授
同上

ナノ界面の疲労損傷検出と抑制によ
る複合材料の超長寿命化技術

高強度鋼の水素脆性における各破壊
過程に対応する力学特性を破壊力学
に基づいて評価するとともに、トモ
グラフィとFIB-SEMシリアルセクシ
ョニング観察を組み合わせたマルチ
スケール解析という新しい解析手法を確立しま
す。この独自手法により水素脆性の本質的特徴
である不連続クラック伝播挙動に焦点を当て、
ナノ力学での破壊メカニズムに基づいてマクロ
力学特性の起源を解明する水素誘起破壊の学理
構築を目指します。

柴田 曉伸 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 グループリーダー
同上

高強度鋼における水素脆性クラック
伝播挙動のマルチスケール解析

様々な分野の機械構造物でマルチマ
テリアル化が進められており、接合
接着の強度向上および非破壊評価技
術が求められています。本研究で
は、可視光や赤外線からテラヘルツ
領域までの様々な波長帯の電磁波を用いて、力
学的負荷を受ける樹脂材料および接着剤におけ
るナノ構造とひずみ・応力場を計測してナノ構
造が力学的挙動に及ぼす影響を評価する技術を
構築し、接着接合の疲労強度メカニズムの解明
を目指します。

塩澤 大輝 神戸大学 大学院工学研究科 准教授
同上

接着接合ナノ構造の非破壊力学強度
解析技術の確立

回位弾性論の構築に注目し、幾何学
とナノ力学の双対性に基礎を置く低
次元構造体の格子曲率を基本とした
変形力学理論を構築し、従来の材料
学の常識を覆す高強度・高延性な構
造材料の創製を可能にすることを目指します。
具体的には、ナノ構造体における離散曲面設計
原理の確定→幾何学と力学の融合による新たな
回位論の定式化→回位制御に基づくバンドル構
造変形・強化原理解明という一連のユニークな
研究を行います。

雷 霄雯 東京工業大学 物質理工学院材料系 准教授
福井大学 学術研究院工学系部門 准教授

幾何学と力学融合に基づく回位制御
による材料機能設計

霄雯
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金属材料の界面は複雑な微視的構造
を持ち、ナノスケールの現象である
界面での変形伝播や変形発生を通し
て、強度や破壊特性などに様々な影
響を与えます。本研究では、界面構
造を積極的に活用した金属材料の力学特性向上
の指針創出を目指し、BCC金属とFCC金属の多様
で複雑な界面構造における幾何学的/化学的自由
度が、単独あるいは同時に転位伝播や転位生成
に及ぼす影響を、原子論計算手法により直接的
に解明します。

譯田 真人 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 主任研究員
同上

多自由度界面での変形伝播制御に基
づく強化指針創出
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革新的な量子情報処理技術基盤の創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2019-6.html

戦略目標

量子コンピューティング基盤の創出

研究総括

北海道大学 大学院情報科学研究院 教授

量子ビットの集積と制御技術によって量子コンピュータハードウェアを「作る」研究に対し、本研究領域で
は量子を「賢く使う」研究を行います。「賢く使う」とは、量子力学の与える制約や制限されたリソースを巧
みに利用した情報処理技術、現実的な物理環境下での大規模量子計算など、何らかの制約の中でも実行
可能である、あるいは逆に制約を活用する技術を創造することを意味します。
研究内容としては、フォールトトレラント量子コンピュータを実現するための量子アーキテクチャや量子ソフト

ウェアから、古典的手法よりも効率よく問題を解く量子アルゴリズム、量子センサと量子コンピュータを統合し
た高度な量子情報通信技術、量子技術と古典IT技術とを融合した情報処理システム、量子アルゴリズムを
利用して社会的問題を解決するアプリケーションまで、ハードウェア開発以外の広範なテーマを対象としま
す。
さまざまな学術領域の融合・協働により、こうした革新的な情報処理手法の研究開発を進め、社会実装
可能な量子コンピューティングを実現するための技術基盤を作り上げることを目指します。

領域アドバイザー

井上 弘士 九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授

門脇 正史 (株)デンソー AI研究部 基盤技術研究室 担当次長

明治大学 理工学部 教授金本 理奈
小松崎 民樹 北海道大学 電子科学研究所 教授

高柳 匡 京都大学 基礎物理学研究所 教授

徳永 裕己 日本電信電話（株） コンピュータ＆データサイ
エンス研究所 特別研究員

中島 研吾 東京大学 情報基盤センター 教授／理化学
研究所 計算科学研究センター 副センター長

根来 誠 大阪大学量子情報・量子生命研究センター 准教授

藤井 啓祐 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

増原 英彦 東京工業大学 情報理工学院 教授

山下 茂 立命館大学 情報理工学部 教授

富田 章久

研究領域概要
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量子コンピュータの実現に向けて、
システムレベルの信頼性獲得に必要
なアーキテクチャ技術に取り組みま
す。量子回路の実行回数を増やすこ
とで再現性を高められますが、実行
時間や消費エネルギーが増加します。したがっ
て、アルゴリズムやデバイスの性質に適応して
実行回数を制御する必要があります。デバイス
の現実的なふるまいをモデル化したシミュレー
ション・フレームワークを構築し、再現性ある
システムを探求します。

谷本 輝夫 九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授
九州大学 情報基盤研究開発センター 助教

信頼性を持つ量子コンピュータ・ア
ーキテクチャの研究

本研究課題では、対称性・不可逆
性・量子性の間に存在する普遍的な
構造を定式化・理解する統一的な理
論体系を構築し、量子計算・量子熱
力学・物性および生物物理をはじめ
とした幅広い分野へ応用することを目指します。
また、それらの知見を踏まえて、耐故障性量子
計算の実現に向けた誤り訂正符号の探求、量子
熱機関をはじめとした量子デバイスの性能向上
法の解析を行う予定です。

田島 裕康 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 助教（テニュアトラック）
同上

量子情報幾何に基づく、対称性・不可逆
性・量子性の統一的理論の構築と応用

量子多体系のダイナミクスは取扱い
の困難さから未だよく理解されてい
ない研究課題です。そこで、本研究
では量子多体系のダイナミクスに対
するNISQデバイスを用いた研究を
実現することを目的とした量子-古典ハイブリッ
ドアルゴリズムを開発します。開発した手法に
ついては古典の大型計算機による計算結果との
比較による量子計算の優越性の検証、またNISQ
デバイスを用いた量子多体系のダイナミクス研
究への応用を行います。

曽田 繁利 理化学研究所 計算科学研究センター 技師
同上

量子計算機による量子ダイナミクス
研究に向けた技術基盤の創出

本研究では、古典アルゴリズムのボ
トルネックを量子超越性で解消した
固体の高精度量子多体計算手法を開
発し、新機能探索及び材料解析の加
速を通して、生産プロセスの革新に
つなげます。具体的には、(1) 量子多体計算理論
「動的平均場理論」、データ科学的手法「スパー
スモデリング」を活用した量子-古典ハイブリッ
ドアルゴリズム、(2) 固体の物性予測を行う量子
ソフトウェア、を開発し、(3) 実証計算を行いま
す。

品岡 寛 埼玉大学 大学院理工学研究科 助教
同上

スパースモデリングを用いた固体の
革新的量子計算技術の開発

本研究では、ノイズが変分量子アル
ゴリズムに与える影響の解析やノイ
ズのエラーを評価する手法の構築を
行います。また、機械学習の分野に
おいて発展してきた最適化手法によ
る視点から解析を行うことで、局所解から効率
的・高速に抜け出す手法を開発します。さらに、
得られた知見をもとにノイズがどのような条件
で量子計算を加速させるのかを明らかにし、ノ
イズがアシストする変分量子アルゴリズムを開
発します。

上西 慧理子 慶應義塾大学 大学院理工学研究科 特任講師
同上

開放系における変分量子アルゴリズ
ムの解析と開発

本研究では、従来の量子化学プログ
ラム・パッケージが苦手とする複素
数波動関数の現れる問題をターゲッ
トとして、古典・量子ハイブリッド
アルゴリズムの開発と、それを実行
するシミュレータの実装をおこないます。相対
論効果が強く現れる重原子系や固体表面上の光
化学反応など、量子化学計算において未成熟な
領域に光を当て、量子コンピュータの有望な応
用領域を開拓することを目指します。

水上 渉 大阪大学量子情報・量子生命研究センター 准教授
九州大学 大学院総合理工学研究院 助教

計算化学のフロンティアを拓く革新的複
素数波動関数量子シミュレータの開発

近年、IoT（モノのインターネット）
の進展は目覚ましいものがありま
す。しかし、IoTでは身の回りのも
のがインターネットにつながるた
め、セキュリティ対策が重要となり
ます。本研究では、量子性を用いて、完全な秘
匿性の保証されたIoTの理論的枠組みを提案しま
す。量子センサ、量子コンピュータ、量子通信
を統合化させることで、高効率・高速・安全な
情報処理システムを構築して、超スマート社会
の実現に貢献します。

松崎 雄一郎 産業技術総合研究所 新原理コンピューティング研究センター 主任研究員
産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員

完全秘匿性を実現する量子IoTアーキ
テクチャの構築

組合せ最適化問題に対し、パラメー
タ化アルゴリズム理論の枠組みを用
い、現実のデータで高速動作する量
子・古典ハイブリッドアルゴリズム
の開発を行います。特に、グラフ・
マトロイド分解理論を用い、データを古典計算
が容易な部分と困難な部分に分解し、古典計算
困難なタスクに対し量子計算サブルーチンを開
発することで、量子ハイブリッド化による計算
性能向上を行うと同時に、量子計算機の実機で
性能向上の検証を行います。

平石 秀史 日本大学 理工学部数学科 准教授
東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教

量子ハイブリッド組合せ最適化アル
ゴリズム開発

量子情報処理技術は次世代の情報技
術として注目を集めていますが、実
際の実験環境ではノイズを無視する
ことが出来ないため、理論的に期待
される量子情報処理タスクを実行す
るためには、ノイズの影響を理解し制御するこ
とが必要不可欠です。本研究では、実際の実験
に即した状況で量子情報デバイスを解析するた
めの数値計算手法を開発し、ノイズが量子情報
処理技術にどのように影響するかを明らかにし
ます。

Darmawan Andrew Sudiro 科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学 基礎物理学研究所 助教

実世界における量子計算に向けた数
値的解析

現実的な量子デバイスには量子特有
の複雑な不均質さが存在し、これを
的確に扱うことが量子デバイスを実
用的な計算機の規模に拡張する上で
の課題となっています。本研究では
量子エレクトロニクスの設計と制御における不
均質さを計算機設計のために扱うための理論的
な枠組みを構築します。さらに、この枠組みに
基づき量子デバイスの不均質さを積極的に活用
した、拡張性と性能に優れたヘテロジニアスな
誤り耐性量子計算を提案します。

鈴木 泰成 日本電信電話（株） コンピュータ＆データサイエンス研究所 研究員
日本電信電話（株） セキュアプラットフォーム研究所 研究員

ヘテロジニアスな設計と制御に基づ
く誤り耐性量子計算

本研究では、基本量子演算の評価手
法開発、制御系の較正手法開発、ノ
イズ源特定手法開発、ソフトウェア
開発、の４つの研究を行います。３
つの手法開発ではそれぞれ理論研
究、数値実験、物理実験、に取り組みます。理
論研究では量子物理・量子計算・統計学のアプ
ローチを発展させ、既存手法の欠点を克服した
優れた手法を開発します。数値実験と物理実験
では開発手法の有用性を実証し、ソフトウェア
は開発後順次公開します。

杉山 太香典 富士通（株） 富士通研究所 研究員
東京大学 先端科学技術研究センター 特任助教

量子演算の高精度化基盤技術開発

これまでに報告されている量子化学
計算のための量子アルゴリズムの多
くは、高精度量子化学計算が本当に
必要とされているような複雑な電子
構造を持つ分子系への適用が困難で
す。本研究では基底状態の近くに多数の励起状
態を持つような擬縮退系の高精度量子化学計算
を量子コンピュータ上で効率的に実行できるよ
うな新規量子アルゴリズムの開発を行い、量子
コンピュータを実際の化学研究に役立てられる
ような理論枠組みを創造します。

杉﨑 研司 科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪市立大学 大学院理学研究科 特任講師

量子化学計算の高効率量子アルゴリ
ズムの開発

量子力学の基礎方程式に基づき、あ
らゆる物質の性質を予測することは
物質科学の長年の夢です。量子計算
機の発展により、その実現が現実味
を帯びています。量子計算機のサイ
ズが限られた段階では、古典計算機との連携が
必要になります。本課題では両計算機の特徴を
活かし、解の表現空間を量子古典で分離するこ
とにより、古典計算機では解くことの難しい、
強く相関した量子多体系の問題を解くアルゴリ
ズムを開発します。

倉重 佑輝 京都大学 大学院理学研究科 准教授
京都大学 大学院理学研究科 特定准教授

量子－古典空間分離法を用いた量子
多体系ソルバーの開発

本課題では、格子上で相互作用する
量子スピン系を主たる対象として、
NISQデバイスを用いた基底状態計
算の大規模化、精緻化を目指した研
究開発を行います。凝縮系物理の分
野で発展しているテンソルネットワーク状態の
知見を活用して、具体的な二次元量子系に対す
る最適な量子回路をデザインすることから始め、
最終的には、一般的な二次元・三次元の量子多
体系に適用可能なアルゴリズムの構築を目指し
ます。

大久保 毅 東京大学 大学院理学系研究科 特任准教授
東京大学 大学院理学系研究科 特任講師

テンソルネットワーク状態を活用した
量子多体系基底状態計算手法の開発

多様な量子状態を小さな情報量で表
現するためにテンソルネットワーク
（TN）という枠組みが注目を集めて
います。本研究では量子／古典計算
機の混合環境下において堅牢に稼働
する量子多体ソルバーをTNの導入によって達成
します。特に、異なるクラスのTNの線形結合状
態における物理量が量子計算機において容易に
評価できる量子優位性を活用した解法を提案し、
多様な量子状態をよりコンパクトに表現する手
続きを構築します。

上田 宏 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 准教授
理化学研究所 計算科学研究センター 研究員

テンソルネットワークによる量子状
態圧縮技術の高度化
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持続可能な社会を目指す現代におい
て組合せ最適化問題の解決は重要な
課題です。量子アニーリングは量子
効果を使ってこの問題を解くユニー
クな手法ですが、課題も知られ現在
精力的に研究が進められています。本研究では、
組合せ最適化問題の新しいソルバーとして、虚
時間量子アニーリング向け量子コンピュータの
実現方法を構築します。さらに、効率化の手法
を開発し、これらを組み込んで虚時間量子ツー
ルボックスを開発します。

渡部 昌平 芝浦工業大学 工学部 准教授
東京理科大学 理学部第一部 講師

虚時間量子ツールボックスの開発

量子情報技術の進展によって、大規
模な量子計算機に手が届く時代が到
来しようとしている中、誤り耐性の
ない量子的なリソースを最大限活用
する試みは、まだまだ発展途中の段
階にあります。本研究では、並列実行される量
子回路間に、制御された量子相関や古典事後処
理を導入することを通じて、実行可能な高精度
演算を押し広げる枠組みを構築することを目指
します。

吉岡 信行 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

量子並列回路を用いた計算基盤の構
築

人工量子系を用いた量子コンピュー
ティング・量子シミュレーションの
ためには、マクロな物理量だけでな
く、量子状態そのものの同定や量子
もつれの定量化が不可欠です。本研
究では、特に光格子中の冷却原子系を適用先と
して設定し、効率的操作と現実的コストで可能
な量子状態再構築法の開発や、そのポストプロ
セスのアルゴリズム構築を行います。冷却原子
量子シミュレータへの実装を経て、一般の人工
量子系への適用を目指します。

山本 大輔 日本大学 文理学部 准教授
同上

人工量子系における量子状態同定お
よび量子もつれの定量化法の開発

私たちの宇宙が始まったばかりの
頃、宇宙では実際に何が起こってい
たのでしょうか。この疑問に答える
には、初期宇宙を支配する物理法則
を解明すると共にその時間発展を調
べる必要がありますが、これは従来の計算技術
では膨大な計算量を必要とすることが知られて
います。本研究では、量子計算によりこの状況
を打開することを将来に見据え、初期宇宙解明
のために必要な量子アルゴリズムの開発・確立
を目指します。

本多 正純 京都大学 基礎物理学研究所 助教
同上

初期宇宙解明に向けた量子アルゴリ
ズム開発基盤の創成

量子多体系の計算複雑性を解明する
ことを目的として、ハミルトニアン
複雑性と呼ばれる研究分野が現在発
展しています。ハミルトニアン複雑
性は量子超越性の証明や精度保証の
ある量子アルゴリズムの開発において大きな注
目を浴びてきました。この分野は計算機科学と
物理学の境界研究領域であり、様々な未解決問
題は数学的に明瞭な形で定義されています。本
研究の目的は、これらの数学的な未解決問題を
解決することにあります。

桑原 知剛 理化学研究所 開拓研究本部 白眉チームリーダー
理化学研究所 革新知能統合研究センター 研究員

量子多体理論を用いた量子計算機の
高速アルゴリズムの開発

密度汎関数法プログラムと量子アル
ゴリズム間を接続するインターフェ
ースを開発し、水中の溶質分子や固
液界面に吸着した分子など、大規模
現実系を対象とし、周囲の影響を埋
め込みポテンシャルとして取り入れながら変分
量子公固有値ソルバーによる高精度第一原理計
算を行います。エネルギーの計算だけではなく、
量子アルゴリズムの適用範囲を第一原理分子動
力学法にまで拡張し、高精度計算手法による表
面反応解析を行います。

大戸 達彦 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

第一原理計算と量子アルゴリズムを
つなぐ多階層計算手法の開発

近年、量子エラー抑制と呼ばれる、
量子コンピュータの計算エラーを取
り除く手法が盛んに研究されていま
す。本研究では、様々に提案されて
いる量子エラー抑制技術に統一的な
定義を与えます。そして、量子エラー抑制手法
を組み合わせることにより、効率的で、複雑な
ノイズにも対応できる、実用的な量子エラー抑
制技術を提案します。さらに、量子エラー抑制
を組み込んだ効率のよい誤り耐性量子計算手法
も提案します。

遠藤 傑 日本電信電話（株） NTTコンピュータ&データサイエンス研究所 研究員
日本電信電話（株） セキュアプラットフォーム研究所 研究員

量子エラー抑制の基礎理論の構築お
よび実用的手法の提案

素粒子の物理を記述する場の理論の
シミュレーションに有効な量子計算
のアルゴリズムを開発します。複数
の古典量子ハイブリッド計算法を実
装し、どの手法が有効であるかの検
証を行います。またこれらの計算法を用いて、
従来のモンテカルロ法では計算が困難な符号問
題の生じる系の性質を明らかにします。基本コ
ードは公開し分野の素粒子原子核理論分野の発
展に役立てます。

伊藤 悦子 理化学研究所 数理創造プログラム 上級研究員
理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 協力研究員

符号問題が生じる場の理論の古典量
子計算法の開発

量子多体系の波動関数には本来、物
性を決定する様々な情報が含まれて
いますが、その全てを計算すること
は古典コンピュータには非常に難し
い課題です。本研究課題では、商用
量子コンピュータ実機および GPU シミュレータ
を使って量子多体系の波動関数を解析するため
の技術的基盤を構築します。さらにこの技術を
用いて、物性物理学や量子統計物理学の未解決
問題を解決することを目指します。

池田 達彦 東京大学 物性研究所 助教
同上

多体波動関数物性の量子シミュレー
ション

商用化の進む量子鍵配送に続く量子
情報処理技術として注目される、高
機能量子暗号や多ノード間量子通信
などの高機能量子通信の実現には、
各ノードでの量子操作やノード間で
共有する量子もつれの効率化が求められます。
本研究では通信プロトコルの特徴を踏まえた、
量子操作の汎用的な分散効率化手法と量子もつ
れの共有困難性の評価方法・最小化方法を確立
することで、高機能量子通信の社会実装への道
筋と理論的基盤を築きます。

秋笛 清石 日本電信電話（株） コミュニケーション科学基礎研究所 研究主任
日本電信電話（株） コミュニケーション科学基礎研究所 研究員

高機能量子通信プロトコルにおける
量子操作の分散効率化と評価

本研究では、量子コンピュータをう
まく使った高速な機械学習を広い適
用範囲で高速化を損なうことなく実
現するためのアルゴリズム・アーキ
テクチャの理論的基盤を構築しま
す。量子コンピュータなしでは難しい高速・大
規模な機械学習を将来的に実現するための方法
を研究することで、機械学習に支えられた我々
の社会の一人一人が量子コンピュータの恩恵を
受け情報化社会の発展がより一層加速するため
の理論的な基盤作りを行います。

山崎 隼汰 東京大学 大学院理学系研究科物理学専攻 助教
東京大学 大学院工学系研究科附属 特任研究員

高速な量子機械学習の基盤構築

近年量子コンピュータのハードウェ
アは目覚ましい発展を遂げています
が、それでもなお、近未来に実現す
るハードウェアの能力は、使用可能
な量子ビット数やゲート精度などの
面で限られたものとなると予想されます。本研
究では、量子コンピュータに実行させたいタス
クを適切に分割するための手法を、特に量子ゲ
ートや量子回路といった低レイヤー部で適用で
きる形で開発し、そのようなハードウェアを適
用できる応用範囲を拡張します。

御手洗 光祐 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

量子計算における低レイヤータスク
分割技術の構築

原子・分子は粒子として振る舞う離
散的存在であり、化学反応は原子間
の結合が組み換わる離散的事象とみ
なせます。この離散性と組合せ爆発
のために、化学量論的反応経路解析
や確率論的速度論解析など、従来計算技術では
膨大な計算量を要する問題が化学反応論には存
在します。本研究では、これらの問題を量子計
算によって効率的に解くための枠組みを開発し、
化学反応論と量子情報処理技術の相乗的発展に
貢献します。

水野 雄太 北海道大学 電子科学研究所 助教
同上

離散的化学反応論のための量子計算
技術

量子コンピュータハードウェアの性
能は、デバイスの物理的性質だけで
なく、制御手法に大きく依存しま
す。本研究では量子ハードウェアと
密接に連携して動作するリアルタイ
ム制御アルゴリズムを開発・実装します。制御
アルゴリズムと一体となった量子ビットの「仮
想化」を通じて、量子コンピュータ性能の底上
げを目指します。

中島 峻 理化学研究所 創発物性科学研究センター 上級研究員
理化学研究所 創発物性科学研究センター 研究員

リアルタイム制御ソフトウェアによ
る量子ビット仮想化

量子コンピュータによって複雑な化
学反応を解き明かすためには、限ら
れた計算資源でもそのポテンシャル
を最大限に引き出せる実用的な量子
アルゴリズムが求められます。デジ
タルコンピュータでは取り扱いが難しい量子も
つれを強く起こした様々な電子状態を効率よく
構築する量子回路や、少ない量子ビット数を用
いて精度の高い結果を得る手法を提案し、黎明
期にある量子コンピュータをうまく活かす技術
の創出を目指します。

土持 崇嗣 神戸大学 大学院システム情報学研究科 准教授
神戸大学 大学院システム情報学研究科 講師

多様な電子状態計算を実現する包括
的量子アルゴリズムの開発
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トポロジカル材料科学と革新的機能創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah30-3.html

戦略目標

トポロジカル材料科学の構築による革新的材料・デバイスの創出

研究総括

東京工業大学 理学院 教授

本研究領域は、トポロジーという新たな物質観に立脚したトポロジカル材料科学の構築と、それによる革
新的な新規材料・新規機能創出を目的とし、「トポロジカル絶縁体」に代表される様々なトポロジカル量子
材料に加え、磁性、光学、メカニクス、ソフトマター（高分子材料・ゲル材料など）分野など、広範な領
域における”トポロジカル材料科学”の探求を通して、原理的にその性能向上の限界が顕在化してきている
エレクトロニクスデバイス分野等において新たなパラダイムを築くことを目指します。
具体的には、電子材料、磁性材料、光学材料、メタマテリアル、高分子材料、分子性材料といった広
範な分野での新規トポロジカル物質を開拓し、それらの材料としての設計・制御による革新的機能創出およ
びデバイス創成へつながる先駆的で独創的な研究を推進します。さらにトポロジカル材料科学の体系化を目
指し、物理学・化学・工学・数学等の広範な学問分野の連携を推進します。これらを通じて、様々なトポ
ロジカル物質群、機能群を統合し、従来の物質観を超えたトポロジー材料科学を構築します。
トポロジーを共通言語とした新規物質・材料開発、理論・計算研究、計測・解析技術の開発の緊密な
連携を通じて、低エネルギー社会、超スマート社会といった社会的ニーズに応える、革新的材料・デバイス
創出につながる物質・材料研究の新たなパラダイムを生み出します。

領域アドバイザー

石坂 香子 東京大学 大学院工学系研究科 教授

石原 照也 東北大学 大学院理学研究科 教授

富士通（株） 富士通研究所 特任研究員大淵 真理
齊藤 英治 東京大学 大学院工学系研究科 教授

笹川 崇男 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授

佐藤 昌利 京都大学 基礎物理学研究所 教授

高田 十志和 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 研究科長

坪井 俊 武蔵野大学 工学部 特任教授

眞子 隆志 科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー

村木 康二 日本電信電話（株） NTT物性科学基礎研究
所 上席特別研究員

求 幸年 東京大学 大学院工学系研究科 教授

村上 修一

研究領域概要
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量子トポロジカル磁性体における準
粒子の非一様系における実時間ダイ
ナミクスを追跡する計算方法を確立
し、準粒子の局所生成や、他の磁性
体との接合によって注入されるスピ
ン流の導入に伴う準粒子のダイナミクスを計算
します。さらに準粒子を空間的に交換する時間
変化を計算することで、それが持つ特殊な統計
性を検証し、第一原理計算と機械学習を用いる
ことで、量子トポロジカル磁性体となりうる物
質群のデザインを目指します。

那須 譲治 東北大学 大学院理学研究科 准教授
横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授

量子トポロジカル磁性体のもつ素励
起の時空間的制御

スキルミオンのようなトポロジカル
スピン構造は、空間反転対称性の破
れた系で、ジャロシンスキー・守谷
相互作用と強磁性交換相互作用が競
合し、スピン配置が捻じられるよう
な状況下で誘起されます。本研究では、有機・
無機ハイブリッド化合物を構成する有機分子の
自由度に着目し、強磁性無機骨格への分子を介
したキラリティの導入により、バルクの系の空
間反転対称性の破れを制御し、新規トポロジカ
ルスピン材料の創出を目指します。

谷口 耕治 東京工業大学 理学院 教授
東北大学 金属材料研究所 准教授

有機・無機ハイブリッド系を基軸と
したトポロジカルスピン材料の開発

多孔性結晶の構成要素に有機反応を
実施可能な反応性官能基を修飾して
おき、細孔内に架橋剤を導入して共
有結合的に強固に架橋します。この
手法により、結晶の対称性と架橋剤
の分子構造を基に有機ネットワーク高分子のネ
ットワーク構造のトポロジーを精密に制御しま
す。得られるネットワーク高分子に対してさま
ざまな構造解析や物性測定を行ない、数学を用
いたトポロジー解析も用いて革新的な材料設計
指針の確立を目指します。

小門 憲太 豊田工業大学 工学部 教授
北海道大学 大学院理学研究院 助教

トポロジー精密制御による革新的ネ
ットワーク高分子材料の創出

原子・分子・光物理学特有の観測方
法や系作成の方法を用いて他の系で
は観測の難しいトポロジカル物性の
現象を研究し、新現象の発見を目指
します。また、多くの原子・分子・
光物理学のプラットフォームが散逸・開放系で
あることに着目し、散逸・開放系ならではのト
ポロジカル現象を探索します。最終的には、特
にフォトニクスに関して、非線形性・非エルミ
ート性とトポロジーを組み合わせた有用なデバ
イス作成への道筋を探求します。

小澤 知己 東北大学 材料科学高等研究所 准教授
理化学研究所 数理創造プログラム 上級研究員

原子・分子・光物理学におけるトポ
ロジカル物性とその応用

本研究では、ファンデルワールス結
晶ナノ構造において、結晶エンジニ
アリングを用いることによって特徴
的な対称性の破れを創出することに
より、素励起の波動関数の幾何学的
性質やバンドトポロジーを制御し、対称性の破
れに起因したトポロジカル非線形伝導現象の観
測と微視的機構解明を行います。非線形電荷輸
送の学理構築を行うと同時に、非電荷素励起に
も着目し、トポロジカル非線形応答の包括的理
解を目指します。

井手上 敏也 東京大学 物性研究所 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 助教

ファンデルワールス結晶の対称性制
御とトポロジカル非線形輸送

第一原理計算などにより得られたバ
ンド計算結果に対し、そのバンド構
造が持つ様々なトポロジカル指標を
網羅的に調べることは既存の方法で
は容易ではありません。本研究で
は、近年申請者によって提案された「バンド構
造が持つ対称性の表現に基づいて、様々なトポ
ロジカル指標を一挙に判定する方法」を実際の
バンド計算のソフトウェア出力に基づいて利用
できるように整備した上で、実際これに基づい
て効率的な物質探索を行います。

渡邉 悠樹 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 講師

対称性の表現に基づくトポロジカル
材料の探索

本研究では、近年報告されたジグザ
グ鎖における光トポロジカルエッジ
状態に着目し、これまで検討されて
こなかった（1）構成要素の非対称
性（2）準周期配列を導入すること
で、新奇なエッジ状態を実現し（3）光トポロジ
カルエッジ状態を用いた発光デバイス開発を目
指します。具体的には、数値計算によるシミュ
レーション、微細加工技術による作製、光学測
定による評価を繰り返すことで、研究を推進し
ていきます。

森竹 勇斗 東京工業大学 理学院 助教
同上

メタ原子鎖による新奇な光トポロジ
カルエッジ状態の開拓

マヨラナ粒子は自身と反粒子が等し
くなる特異な粒子であり、トポロジ
カル量子コンピュータの実現を目指
した研究が世界的に進められていま
す。本研究では、半導体ナノ細線を
用いて無磁場でマヨラナ粒子を実現することを
目指します。具体的には、まず二重ナノ細線と
超伝導体の接合でのクーパー対分離機構の解明
とその制御を行い、クーパー対分離が高効率で
起きるとき接合に出現するマヨラナ粒子を検出
を目指します。

松尾 貞茂 理化学研究所 創発物性科学研究センター 基礎科学特別研究員
東京大学 大学院工学系研究科 助教

並列二重ナノ細線と超伝導体の接合を
用いた無磁場でのマヨラナ粒子の実現

本研究では、結晶表面を原子レベル
まで平坦化できる先端微細加工技術
と角度分解光電子分光技術を高度に
融合することで、電子状態解析の新
機軸を確立します。これにより、従
来は電子状態の観測が困難とされてきた物質を
含め、様々な物質のあらゆる面方位におけるバ
ルク・表面電子状態の可視化を実現し、新規ト
ポロジカル物質の開拓、エキゾチック準粒子の
発見、特異物性の予測など、トポロジカル材料
科学の重要課題に取り組みます。

中山 耕輔 東北大学 大学院理学研究科 助教
同上

全結晶方位ARPES法による新規トポ
ロジカル材料開拓

トポロジカル欠陥からなる液晶の乱
流状態は、普遍的な非平衡ゆらぎと
負の粘性という魅力的特徴を示しま
すが、３次元構造が不明なことが障
壁です。本研究では、高速共焦点観
察と最新の欠陥可視化技術を組み合わせ、液晶
トポロジカル乱流の３次元時空間構造を直接測
定します。それにより負粘性の発生機構を解明
し、統計力学的原理を洞察することで、材料設
計指針や他物質への展望獲得など、負粘性材料
科学の基盤創出に挑みます。

竹内 一将 東京大学 大学院理学系研究科 准教授
同上

液晶トポロジカル乱流の構造決定と
負粘性材料科学の開拓

物質中の磁気構造や電子構造が特殊
なトポロジーを伴う場合、伝導電子
が「曲がった空間」を感じること
で、しばしば巨大な創発電磁場が生
じます。本研究では、希土類元素を
用いた新しい物質設計指針に基づいて、スキル
ミオン（実空間における渦状の磁気構造）やワ
イル点（波数空間における電子構造のバンド交
差点）を伴う新物質を積極的に開拓し、創発電
磁場に由来した異常応答の巨大化・新しい電子
の制御手法の確立を目指します。

関 真一郎 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
理化学研究所 創発物性科学研究センター ユニットリーダー

磁気構造と電子構造のトポロジーを利
用した巨大創発電磁場の生成と制御

本研究では、一般コホモロジー理論
に基づき、トポロジカル相の系統的
で汎用性のある理論体系の構築を進
めます。特に物質固有の対称性であ
る空間群対称性を一般コホモロジー
理論の枠内で記述し，その数学的な解析手法を
整備し、数値計算手法への実装を行い、トポロ
ジカル相の分類、及び物理現象の予言を行いま
す。また各種トポロジカル不変量の第一原理計
算への実装も行います。

塩崎 謙 京都大学 基礎物理学研究所 助教
理化学研究所 古崎物性理論グループ 基礎科学特別研究員

一般コホモロジー理論に基づいたト
ポロジカル材料科学理論の構築

本研究では、材料創成技術、微細加
工技術、高周波計測技術を駆使する
ことで、磁気トンネル接合を用いた
実時間動作可能な電圧駆動型および
電流駆動型スキルミオンデバイスの
構築を行います。また、現行スキルミオンデバ
イス材料である強磁性ヘテロ接合の課題である
熱安定性の担保と駆動電流密度の低減のため、
スキルミオン生成・駆動条件の整理を行い、新
規ヘテロ接合の設計および新規スキルミオン薄
膜材料の探索を行います。

葛西 伸哉 物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 グループリーダー
物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 主幹研究員

磁気スキルミオン素子の構築と新規
材料探索

本研究では、トポロジカルディラッ
ク半金属Cd3As2を主な対象として、
高品質薄膜・接合の作製とその量子
輸送現象の解明を目指します。具体
的には、（1）アーク端伝導状態の解
明と制御、（2）磁気近接効果による量子化伝導の
実証、（3）元素置換と膜厚制御によるトポロジカ
ル相開拓、（4）ヘテロ構造を利用した高機能化、
の4項目の研究を進め、トポロジカル半金属材料
が潜在的にもつ新しい量子化伝導機能を開拓し
ていきます。

打田 正輝 東京工業大学 理学院 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 講師

薄膜技術を駆使したトポロジカル半
金属の非散逸伝導機能の開拓

異種のトポロジーが空間的に連結さ
れた高分子は、特異な機能や物性を
発現します。このような「空間連結
型の高分子」は、環状構造の中に線
状高分子が貫通し、物理的に解ける
ことのない高分子鎖の絡み合いを形成させるこ
とで合成できます。本研究では、高分子のトポ
ロジー変換反応を用いて、異種のトポロジーを
空間的に連結することで、それぞれのトポロジ
ー単独では実現することのできない革新的な機
能材料開発を目指します。

青木 大輔 東京工業大学 物質理工学院 助教
同上

空間結合を創る高分子トポロジー変換
反応を鍵とした異種トポロジーの融合
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化学の分野で近年、chiral-induced spin
selectivityというスピン整流が注目さ
れていますが、その本質的な理解は
構築段階です。本研究ではこのスピ
ン整流と電荷整流との対応関係を作
業仮説とし、分子スピン・光機能デバイスの概
念実証とその幾何学的な性質の学理探究を行い
ます。以上により、キラル誘起スピン整流にお
けるトポロジカル物性を開拓します。

広部 大地 静岡大学 理学部 助教
自然科学研究機構 分子科学研究所 助教

chiral-induced spin selectivityの幾何学的
性質と分子スピン・光機能の探究

本研究の目的は、多様な結晶構造と
微視的機構のもとで発現するトポロ
ジカル磁性体を、らせん磁気構造が
もつ内部自由度の視点から系統的に
分類することで、それらが発現する
ために必要な結晶対称性およびその安定化機構
を明らかにすることです。さらに、それらの情
報を記したデータベースを作成することで、ト
ポロジカル磁性材料の候補物質を劇的に増やし、
既存の理解に囚われない新規トポロジカル磁性
体探索の礎を築きます。

速水 賢 北海道大学 大学院理学研究院 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 講師

らせん構造に立脚した新規トポロジ
カル磁性体の理論的研究

工学応用上有望なトポロジカル物質
は多く知られていますが、中でも磁
気スキルミオン物質やノンコリニア
反強磁性体などの磁性体は、磁気デ
バイス等への応用面で特に有力視さ
れています。本研究では、輸送特性やその制御
方法まで含めた材料の機能性に着目し、トポロ
ジカル磁性材料に対する非経験的計算手法を開
発します。また、開発した手法を用いて磁性体
データベースを構築、応用上有望なトポロジカ
ル磁性材料の選定を行います。

野本 拓也 東京大学 先端科学技術研究センター 講師
東京大学 大学院工学系研究科 助教

第一原理計算に基づくトポロジカル
磁性材料探索

トポロジカル状態の基礎的性質の解
明並びに通信・センシングへの応用
に向けて、人工構造体の動的制御技
術の開発が必要不可欠です。本研究
では人工構造体を光によって動的に
生成しテラヘルツトポロジカル状態の時空間制
御を実現します。開発した装置を用い、近年提
案した「連続変形に基づくトポロジカル状態生
成」を発展させ、バルク・エッジ対応の本質に
迫るとともに時変トポロジカル現象の開拓も目
指します。

中田 陽介 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授
同上

光誘起テラヘルツトポロジカル状態
の時空間制御

本研究では、極性構造を持つ二次元
物質およびそれらのvan der Waalsヘ
テロ構造において、物質の持つBerry
接続に由来し尚且つ将来的な発電デ
バイスへの応用が期待されているバ
ルク光起電力効果の研究を行います。バルク光
起電力効果の出現と結晶の基礎物性および構
造・対称性の相関関係を明らかにし、デバイス
応用へ向けた指針を示すことを目指します。

張 奕勁 東京大学 生産技術研究所 助教
同上

極性二次元物質とそのヘテロ構造に
おけるバルク光起電力効果

本研究では、三回対称構造を有する
安定有機ラジカルと金属イオンとの
錯形成反応を利用して、カゴメ格
子、ハニカム格子、ならびにカゴメ
―ハニカムハイブリッド格子構造を
有する高結晶性配位高分子材料を多彩に創製し
ます。構造のトポロジー、ラジカルを構成要素
とする分子性材料ならではのバンドフィリング、
ならびに構成要素間に働く弱い電子相互作用に
起因する新しい電気・磁気・光相関機能を追究
します。

草本 哲郎 自然科学研究機構 分子科学研究所 准教授
同上

三回対称ラジカルを基とするカゴメーハニ
カムハイブリッド格子の構築と機能開拓

本研究では、「歪（ひずみ）フォト
ニック結晶」の科学を構築し、格子
歪によりフォトニック結晶実空間内
での光軌道（トポロジー）の制御を
可能にします。これをフォトニック
結晶レーザーに展開することで、出射ビームの
空間的な波面制御（特に位相制御）を実現する
ことを目指します。

北村 恭子 京都工芸繊維大学 電気電子工学系 准教授
京都工芸繊維大学 電気電子工学系 講師

歪(ひずみ)フォトニック結晶科学の
構築と新奇ビームレーザーへの展開

本研究では、半導体2次元トポロジ
カル絶縁体におけるヘリカルエッジ
状態を伝播するスピン・電荷のダイ
ナミクスを時間領域で電気的に観
測・制御するとともに、この系で発
現する人工的トポロジカル相を高速に制御する
技術を確立することを目指します。そして、試
料によらない普遍的な測定手法を確立し、トポ
ロジカル量子計算技術への発展の可能性を探索
します。

鎌田 大 日本電信電話（株） NTT物性科学基礎研究所 リサーチアソシエイト
Ecole Normale Superieure Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Superieure Postdoctoral Researcher

トポロジカルエッジ状態におけるスピ
ン・電荷ダイナミクスの観測と制御

現実的なトポロジカル材料・デバイ
スには、さまざまな散乱および散逸
チャネルが存在します。しかし、そ
の基礎的な散乱・散逸のダイナミク
スは、有効な実験方法がないため、
直接解明することは困難でした。本研究では、
走査ノイズ顕微鏡（SNoiM）と呼ばれる新しい顕
微鏡を開発して、トポロジカル材料の表面でナ
ノスケール電荷輸送とエネルギー散逸を直接可
視化し、局所的な散乱・散逸のメカニズムを解
明します。

翁 銭春 科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所 開拓研究本部 基礎科学特別研究員

ノイズの画像化によるトポロジカル
材料の電子ダイナミクスの解明

マヨラナフェルミオンは次世代のフ
ォールトトレランス のトポロジカ
ル量子計算への応用が大いに期待さ
れています。本研究は超伝導体/半
導体/Fe系強磁性半導体の材料プラ
ットフォームで半導体材料の新しいトポロジカ
ル性質の開拓、および大規模化に適した外部磁
場を要しないマヨラナフェルミオンのゲート電
圧による創出と制御方法の提案と実証を目指し
ます。

Le DucAnh 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 助教

強磁性半導体を用いたトポロジカル
超伝導状態の実現

これまで看過されてきた誘電体や弾
性体を研究対象とする場合、これら
物質群に適した新しい評価手法を確
立する必要があります。そこで、ト
ポロジカル欠陥が誘起する分極や
歪、屈折率の異常などの物理現象の非破壊3次元
可視法の開発を行います。外部刺激に対するト
ポロジカル欠陥の応答および物理現象の動的挙
動観察を可能とするため高時間分解能顕微シス
テムを確立し、トポロジカル欠陥を利用した物
性制御を目指します。

横田 紘子 千葉大学 大学院理学研究院 准教授
同上

トポロジカルプラットフォームとし
ての強誘電分域境界

本研究では、非線形光学効果や非線
形伝導現象などに対して、波動関数
のトポロジーがどのような物性現象
をもたらすかに着目し、基礎的な理
論的探求と、実験に即した理論研究
の双方を行っていきます。また強相関物質は多
様な量子相を示すことが知られていますが、光
照射など外場のもとで発生する超高速現象や非
平衡定常状態において実現する新奇量子相につ
いても研究を行います。

森本 高裕 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
同上

トポロジカル物質の非線形応答およ
び非平衡現象の理論的研究

情報化社会に革新をもたらす外乱に
強いトポロジカル量子計算の実現に
向けて、その基盤技術であるマヨラ
ナ粒子の検出法と制御法の確立は極
めて重要な課題です。本研究では、
超低温走査型トンネル顕微鏡により、一次元及
び二次元トポロジカル超伝導体のエッジや渦糸
芯に局在するマヨラナ粒子の検出法の確立を目
指すとともに、外部磁場によるマヨラナ粒子の
制御法の実現を目指します。

町田 理 理化学研究所 創発物性科学研究センター 上級研究員
理化学研究所 創発物性科学研究センター 研究員

トポロジカル超伝導体におけるマヨ
ラナ粒子の検出と制御

ある種の絶縁体物質におけるトポロ
ジーの理論的解明に取り組みます。
特にK理論や指数理論といった数学
の理論を用いて、多様な形状の系特
有のトポロジーであって系の一部に
局在した波動関数に関係するものの性質を明ら
かにします。従来の材料のトポロジーの理論に
対し、さらに形状の観点を加えた普遍的かつ統
一的な理論的基盤を構築することで、トポロジ
カル材料科学の体系化と発展に貢献します。

林 晋 科学技術振興機構 さきがけ研究者
産業技術総合研究所 数理先端材料モデリングオープンイノベーションラボラトリ 産総研特別研究員

指数理論に基づく多様な形状の系の
トポロジーの研究と展開

本研究では、MHzからTHzの周波数
領域におけるフォノンのトポロジカ
ルな性質を明らかにします。低周波
側ではメタマテリアルを対象とし表
面弾性波のエッジモードの観測を、
また高周波側では現実の物質でのトポロジカル
物質を探索するとともに、熱パルス法によって
トポロジカルなフォノンモードの観測に挑戦し
ます。これらの研究によって音や熱にトポロジ
カルな機能を付与した革新的なデバイス創成を
目指します。

新居 陽一 東北大学 金属材料研究所 准教授
東北大学 金属材料研究所 助教

トポロジカルフォノニクスと革新的
な音波・熱物性の開拓
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音波やスピン波のような波動現象で
は、材料の表面に沿って伝わる表面
波が一方向にのみ伝わる性質「非相
反性」を示すことが知られていま
す。本研究では、この表面波の非相
反性が素粒子物理学の概念であるアノマリーと
いう理論的枠組みとどのように関連するかを明
らかにすることを目指します。これによって今
まで知られていなかった非相反表面波現象を予
言し、熱やスピン流の整流を実現する可能性が
拓けます。

山本 慧 日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター 副主任研究員
日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター 任期付研究員

非相反表面波：材料科学に使えるア
ノマリー

本研究では、トポロジカル材料が示
す線形のエネルギー分散とベリー曲
率に由来した特徴的な光応答に注目
し、テラヘルツ周波数帯の高効率周
波数変換、誘導放出、磁化制御を室
温で実現して、高速エレクトロニクス・スピン
トロニクス素子としての機能性を開拓すること
を目指します。

松永 隆佑 東京大学 物性研究所 准教授
同上

トポロジカル半金属を用いたテラヘルツ高速エ
レクトロニクス・スピントロニクス素子開拓
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熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah29-3.html

戦略目標

ナノスケール熱動態の理解と制御技術による革新的材料・デバイス技術の開発

研究総括

東京工業大学 工学院 教授

本研究領域は、将来の持続可能社会および高度情報化社会・産業に革新をもたらすデバイスや新材料
の実現に資するために、熱輸送の指向性制御やスイッチングとそれを可能にする原理解明、さらにその理解
を支援する計算手法あるいは熱輸送のスペクトル計測等の基盤技術の創出を目指します。
具体的には、フォノン、分子振動、電子、フォトン（電磁波）、さらにスピンなどの熱を輸送する機構にま

で立ち返り、従来の巨視的な熱輸送の概念に、新たに特徴と機能を付与する画期的な研究を推進します。
例えば、これらの熱輸送機構について周波数や波長ごとの成分に分解し、成分ごとの輸送指向性付与、
遮断を含むオンオフ制御、特定の周波数成分によるエネルギー変換などが想定されます。それによって、熱
輸送の本質的な理解と制御に寄与する基盤技術、ならびにそれに関するスペクトル学理の構築を目指しま
す。
本研究領域では、機械系、物理系、材料系に加え、化学系、生物系、情報系、数理系など、幅広い
専門分野の研究を推進し、異なる分野の科学的知識を融合した総合的な取り組みを奨励します。そして、
熱の輸送を自在に操るなどといった新たなサイエンスを切り拓く挑戦的・独創的な研究を推進します。

領域アドバイザー

粟野 祐二 慶應義塾大学 理工学部 特任教授

大野 恵美 （株）IHI 資源・エネルギー・環境事業領域 副SBU長

トヨタ自動車（株）トヨタＺＥＶファクトリー
チーフプロフェッショナルエンジニア

木崎 幹士

小池 洋二 東北大学 名誉教授

中村 真一郎 DENSO International America, Inc. Silicon
Valley Innovation Center Senior Vice President

藤田 博之 東京都市大学 総合研究所 特任教授

船津 高志 東京大学 大学院薬学系研究科 教授

宗像 鉄雄 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギ
ー研究所 所長

森 孝雄 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点
グループリーダー

森川 淳子 東京工業大学 物質理工学院 教授

萬 伸一 理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 副センター長

花村 克悟

研究領域概要
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固体中の熱の流れやすさは熱伝導率
や界面熱抵抗などで決まります。こ
れらの値を電界で時空間的に制御で
きれば、熱の流れる量や方向を自在
に制御できる熱伝導可変材料が生ま
れます。本研究ではスピンが熱を運ぶ物質やそ
の複合材料に注目し、電子機器の安定化や熱の
再利用効率の向上に資する全く新しい熱伝導可
変材料の創出を目指します。

寺門 信明 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

スピン熱伝導を利用した熱伝導可変
材料の創出

これまで現象論的に説明されてきた
低次元磁性体中のマグノンの熱伝導
機構を、マイクロ波からテラヘルツ
にわたる高周波電子スピン共鳴によ
り分光学的側面から明らかにしま
す。量子スピン系の大きな熱伝導や、カイラル
磁性体中の有限波数マグノンや非相反マグノン、
テラヘルツ領域におけるマグノン‐フォノン結
合など、物質固有のバルクの機能を活かした熱
制御の原理を開拓し、将来の熱デバイス創出の
基礎を築くことを目指します。

髙橋 英幸 神戸大学 分子フォトサイエンス研究センター 助教
神戸大学 先端融合研究環 助教

高周波電子スピン共鳴によるマグノ
ン熱伝導の制御

極限屈折率材料は、10を越える超屈
折率、ゼロ屈折率、0以下の負の屈
折率を有しながら、無反射透明とな
る材料です。この極限屈折率材料の
支配法則の理解を深化しながら、赤
外光領域へと高周波化します。また、材料特性
をアクティブに制御し、高機能化します。創製
した材料を用いて、熱輻射の時間選択・伝搬遮
断選択・指向性・集団的振る舞いを制御するア
クティブなデバイスを開発し、熱輻射の積極的
な再利用を目指します。

鈴木 健仁 東京農工大学 大学院工学研究院 准教授
同上

極限屈折率材料の深化と熱輻射アク
ティブ制御デバイスの開拓

フォノンの分散関係や輸送特性を10
ナノメートル以下の空間分解能で計
測・可視化するための基盤技術を確
立して、応用することを目指しま
す。電子顕微分光法を進化させ、空
間、エネルギー、運動量を高分解能で両立させ
て、フォノン計測へ展開します。この基盤技術
の確立により、これまで数値計算に頼っていた
ナノスケールのフォノン物性を実計測できるよ
うになります。

吉川 純 物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点 主任研究員
同上

ナノスケール・フォノン輸送の電子
顕微分光

単分子素子のI-V・SERS・熱起電力
の同時計測システムの開発を行いま
す。特に、SERSによる温度決定手
法の開発に重点を置きます。開発し
たシステムを単分子接合系に適用
し、接合構造・電子状態・電子輸送特性・単分
子温度という多角的視点で単分子接合の物性評
価を行います。物性計測によって得られた知見
に基づき革新的な新規熱電素子の開発を行いま
す。

金子 哲 東京工業大学 理学院 助教
同上

分子素子実現に向けた単分子温度計
測

省エネルギーの観点から工場や自動
車などから排出される莫大な廃熱を
必要な箇所に運ぶ革新的熱輸送制御
技術が求められています。本研究課
題では、リチウムイオン二次電池の
電極材料等で生じる電気化学的インターカレー
ション(挿入・脱離)反応を用いて、機械的駆動部
無しに電圧制御だけで熱流を可逆的にON/OFFす
ることが可能な熱スイッチング技術を確立しま
す。

岡本 範彦 東北大学 金属材料研究所 准教授
同上

電気化学的インターカレーション反応を
利用した熱スイッチングデバイスの創出

本研究では、細胞内ナノスペースの
温度変動が細胞機能の駆動力として
働く「温度シグナリング」の原理を
解明します。まず、独自の細胞内温
度・熱計測法を用いて、細胞内にお
ける熱移動に関わる熱力学パラメータを決定し
ます。また、細胞内熱維持や高効率の熱利用の
機構を分子レベルで解明します。さらに、ナノ
スペースでの熱動態が組織などのマクロスペー
スへの温度シグナリングに与える影響を解明し
ます。

岡部 弘基 東京大学 大学院薬学系研究科 助教
同上

生細胞内熱計測による温度シグナリ
ング機構の解明

世界最高水準の時空間分解能で沸騰
を計測できるMEMS熱計測技術,マイ
クロナノ構造加工技術を駆使して,
沸騰熱伝達を計測・制御し,熱伝達
高度予測技術,超高熱流束除熱技術,
熱スイッチング技術を創出します.本研究の成果
はCPUやパワー半導体をはじめとする電子機器の
冷却技術や,自動車やプラントにおける排熱回収
技術,エネルギー有効利用技術の飛躍的進歩につ
ながります.

矢吹 智英 九州工業大学 大学院工学研究院 准教授
同上

沸騰熱伝達特性スペクトルの計測・
制御による新熱デバイス創出

本研究では電子フォノン相互作用を
第一原理計算から高精度に計算し、
更にそれを波数・エネルギーの要素
に分解する理論研究を行います。電
子フォノン相互作用はジュール熱か
ら熱電効果まで、幅広い熱問題の根本です。こ
の研究からフォノン（熱）を自在に操る新しい
原理、熱損失のない電子輸送方法や、フォノン
を介して他の自由度を制御する方法を見つけま
す。対象としては層状物質に注目し、新規な有
望材料発見を目指します。

南谷 英美 自然科学研究機構 分子科学研究所 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 講師

層状物質における電子フォノン相互作用
の波数・エネルギー分解第一原理解析

革新的なナノスケール熱制御技術を
創出するためには、ナノスケール熱
動態のスペクトロスコピックな計測
技術が必要不可欠です。本研究は、
波長掃引した近接場光を用いて、光
の回折限界を超えた高い空間分解能でフォノン
の熱輸送形態を選択的に可視化する新しい2次元
イメージング技術を確立します。これにより、
従来の光計測技術では到達できなかった領域の
熱輸送イメージングを実現し、フォノン熱輸送
の本質的な理解を目指します。

田口 良広 慶應義塾大学 理工学部 教授
慶應義塾大学 理工学部 准教授

近接場光を用いたフォノン熱輸送過
程の可視化

本研究ではナノ構造界面、複雑・無
秩序系、フォノニック結晶を駆使す
ることで、フォノンの粒子性・波動
性の両方を利用した熱輸送スペクト
ル制御を実施します。これにより拡
散性が強く制御が困難である熱輸送制御を実現
し、熱スイッチや熱ダイオード、低コヒーレン
ス損失フォノニック結晶など、新しい熱機能と
特異な熱特性を兼ね備えた材料やデバイスの創
製を目指します。

志賀 拓麿 東京大学 大学院工学系研究科 講師
同上 助教

フォノンの粒子性・波動性を利用し
たスペクトル・エンジニアリング

本研究では、生体高分子を素材と
し、生体に固有の機能を工学的に利
用することで、熱輸送材料として利
用することを目指します。様々な生
体高分子間の非共有結合を介した熱
輸送機構をスペクトル学的に理解することで、
生体高分子集合体を効率よく熱輸送させるため
に必須な因子を明らかにします。最終的には、
非共有結合の可逆性を積極的に利用することで
熱輸送のオン・オフの制御が可能な革新的材料
を創製することをねらいます。

澤田 敏樹 東京工業大学 物質理工学院 准教授
東京工業大学 物質理工学院 助教

生体高分子の階層的な集合化を利用した
ナノスケール熱動態の理解と機能制御

反転対称性の破れた物質/構造中に
おいては, 光子/電子/マグノン/フォ
ノン等量子の非相反応答が可能とな
ります。本研究では, これら量子流
を選択励起し, その分散/空間伝播を
超高速イメージング分光法をもちいて可視化す
ることにより, 方向性/指向性を有した熱流/量子
流の非平衡-非拡散領域のダイナミクスの直感的
理解, コヒーレント制御, また大きな熱整流性能
を実現する物質探索を行います。

小川 直毅 理化学研究所 創発物性科学研究センター チームリーダー
同上 ユニットリーダー

イメージング分光による非相反量子
輸送物質の開拓

均一的な熱平衡に達していない系、
たとえば駆動中の導電性デバイスな
どで、どの分子種が発熱しどこに熱
が局在しているかを判別することは
非常に重要です。分子振動を測定す
るラマン分光は、分子種を区別した信号を得る
ことに優れており、in situ（その場）観察も可能
です。本研究では、分子振動の熱分布温度、「ラ
マン温度」に注目し、熱の偏りを分子選択的に
可視化できる新規の「温度」イメージング技術
を開発します。

岡島 元 中央大学 理工学部 准教授
青山学院大学 理工学部 助教

ラマン温度イメージングによる分子
選択的な熱分析

臓器や組織を冷凍保存できれば、移
植ドナー不足を解消できます。ま
た、再生医療において、移植用組織
や細胞の凍結保存技術は実用化のた
めに必須です。本研究では、磁性ナ
ノ粒子の交流磁場中における発熱のスペクトル
学的理解と制御技術の開発により、従来困難で
あった生体組織の凍結保存技術を確立すること
を目的とします。本研究の成果は、ナノテクノ
ロジーを駆使した新しい技術として、国民の健
康に寄与すると期待されます。

井藤 彰 名古屋大学 大学院工学研究科 教授
九州大学 大学院工学研究院 准教授

ナノ・ヒーティングによる生体組織
凍結保存技術の創出
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膨大な未利用熱の有効利用は持続可
能社会の構築に不可欠です。一方、
デバイスの熱を効率的に除去するこ
とは半導体の高集積化に必須です。
本研究では、「熱電発電」と「放熱」
という相反する性質の熱マネジメントを両立す
る「放熱型熱電発電」を実証します。クーロン
効果により巨大潜熱を示す新規流体の熱輸送能
を可視化するとともに、流体の電荷流を電圧変
換することで、従来にない除熱機能を備えた熱
電発電の創成を目指します。

堀家 匠平 神戸大学 大学院工学研究科 助教
産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 研究員

クーロン効果潜熱輸送による放熱型
熱電発電素子

物質・生命に関連する輸送現象は、
界面において律速を受けます。特に
界面における熱輸送現象は、現代社
会を維持し発展させる上で重要な制
御対象です。本研究では、界面内の
単原子スケールの局所空間において熱流を分子
動力学的に検出することで、界面熱輸送現象の
新たな描像・原理を解明します。そして、単原
子スケールで検出された熱流のスペクトル特性
に基づき、界面熱輸送を制御する新たな方法論
を創出します。

藤原 邦夫 大阪大学 大学院工学研究科 助教
同上

単原子スケール非平衡熱輸送場の分
子動力学解析

界面熱抵抗は電子デバイスの熱伝導
率や熱分布に大きな影響を与えま
す。本研究では、界面熱抵抗を低減
するために、分極電界を持つ新規ナ
ノ積層構造を制御し、フォノン熱輸
送の最適化を提案します。更に、NEMS/MEMS共
振器を利用し、フォノン熱輸送の原理をナノス
ケールレベルで解明します。これにより、高出
力電子デバイスの冷却効率の大幅向上を目指し
ます。

Sang Liwen 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 独立研究者
同上

分極場工学による界面フォノン輸送
の最適化

本研究では、遠方場Super Planckian熱
ふく射輸送現象の学理を追及しま
す。メタマテリアルによる遠方場コ
ヒーレント熱ふく射に着目し、この
フォトン輸送機構を解明します。こ
れにより、黒体放射限界を超えるふく射輸送を
実現し、その放射機構の自在な制御を目指しま
す。この原理原則に基づいたフォトン起電力発
電の高度化により、未来のスマートエネルギー
社会の構築に貢献します。

櫻井 篤 新潟大学 工学部 准教授
同上

遠方場Super Planckian熱ふく射輸送の
可能性

本研究では、アモルファス材料や混
晶材料などの結晶構造が非秩序的な
材料における･結晶構造の秩序性や
周期性･と･熱物性･を評価・計測し、
それらの相関を明らかとすることを
目指します。これらの成果は、非秩序系材料に
おける原子配列の短・中・長距離での周期性・
秩序性という一見相反する構造パラメータに基
づく新たなフォノン熱輸送制御技術の確立と、
革新的な熱機能性材料や熱機能性デバイスの創
製に繋がります。

柏木 誠 青山学院大学 理工学部 助教
同上

非秩序系構造材料の非平衡結晶構造制
御による新規熱輸送制御技術の確立

物質表面の熱伝導・熱分布をナノス
ケールの分解能でスペクトル解析す
る技術を開拓します。具体的には、
電荷・電流の熱揺らぎによって物質
表面に発現するテラヘルツエバネッ
セント波の近接場分光測定技術を実現して、熱
輸送における非常に有用な新規計測技術を提供
します。開発技術を適用して微細デバイス回路
のエネルギー散逸解析を行うとともに、ナノ領
域のエバネッセント波を利用した非線形熱伝導
デバイスを実現します。

梶原 優介 東京大学 生産技術研究所 准教授
同上

熱励起エバネッセント波を介したナ
ノスケール熱分光法の開拓

分子・ナノレベルの規則的で方位の
揃った細孔、骨格を有する金属有機
構造体(MOF)が実用レベルにおいて
もその構造規則性を保った配向薄膜
を駆使することで、分子・ナノレベ
ルの･構造･と･熱物性･の相関を明らかにします。
そして、「分子・ナノレベルでの熱挙動の理解」
を基盤として、実用サイズでの「スペクトル分
解した指向性熱輸送」、「熱輸送方向のスイッチ
ング」等の自在な熱制御を目指します。

岡田 健司 大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授
大阪府立大学 大学院工学研究科 助教

結晶性ナノ多孔質材料を用いた熱輸
送の理解と能動的制御

本研究では、光の伝播と伝熱を連立
したマルチフィジクス解析を行い、
光を用いた冷却や加熱に用いるナノ
構造を光と熱の両方に対して最適化
することで、冷却や加熱の効率向上
を目指します。計算結果に基づいて試料を設計
し、試料の作製及び光学特性と伝熱特性を独自
のセットアップで評価します。一連の研究によ
り、光とナノ構造による冷却及び加熱機能を高
め、光の絡む熱の有効利用に貢献します。

石井 智 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 主幹研究員
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 主任研究員

光と構造制御による温調機能の開拓

固体中で熱伝導を担う熱フォノンの
弾道性を積極的に活用し、高度な熱
流制御を可能にする「レイフォノニ
クス」のコンセプトに基づいた、革
新的な熱流制御技術を創成します。
半導体薄膜にフォノニックナノ構造を形成する
ことで、指向性熱流、集熱、熱クローキングな
ど、フーリエ則では成し得ない熱流制御技術を
提案・実証し、熱マネジメントに新しい基盤技
術をもたらすことを目指します。

Anufriev Roman 東京大学 生産技術研究所 特任准教授
東京大学 生産技術研究所 特任助教

レイフォノニクスによる高度な熱流
マネジメント

共有結合性有機骨格（COF）は、ナ
ノスケールの周期構造を自在に構築
可能な非常に高いデザイン自由度を
もつ結晶性多孔材料で、未来の材料
として高い可能性を秘めています。
本研究はCOF材料を合成し、構造解析と熱的モー
ド解析により、その熱輸送機構に関する理解を
獲得していきます。さらに、従来の材料では達
し得ない機能を有する新規の熱輸送制御材料の
創成を目指します。

村上 陽一 東京工業大学 工学院 准教授
同上

共有結合性有機骨格の熱的モード究
明と熱応用開拓

最近の研究で、高度な微細加工によ
りフォノニック結晶が実現し、極低
温において熱輸送の波動的な制御が
可能であることが実証されていま
す。本研究では、これを室温での熱
輸送制御に応用するための材料開発を行います。
高周波フォノンの熱輸送を制御する材料として
酸化チタン自然超格子を用い、自然超格子フォ
ノニック結晶によって室温熱輸送制御を実証す
ることを目指します。

原田 俊太 名古屋大学 未来材料・システム研究所 准教授
名古屋大学 未来材料・システム研究所 講師

自然超格子フォノニック結晶による
室温熱輸送制御
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量子の状態制御と機能化
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah28-2.html

戦略目標

量子状態の高度制御による新たな物性・情報科学フロンティアの開拓

研究総括

慶應義塾大学 理工学部 教授･塾長

量子現象をただ観るのではなく、制御して機能化するフロンティアを切り拓く独創的で意欲的な研究を本研
究領域では推進します。様々な原子、分子、物質、ナノ構造、電磁波、生命体や、それらが相互作用す
る系に潜む量子現象の本質を紐解き、挑戦的な量子状態の操作・制御・測定をとおして新概念、新機
軸、新技術の創成に大きく寄与します。これらがシーズとなり、将来的には革新的な情報処理技術、計測
技術、標準化技術、通信ネットワーク技術、省エネ技術などに発展することを目指します。高度な洞察力
と、理論展開・実験技術・計算技術などに支えられた実力を駆使して、量子科学とその応用の将来を世界
レベルでリードする若手研究者の輩出を目指します。
具体的には、量子が関わる物理学、情報科学、化学、工学や生物学のみならず、数理科学、物質科
学、ナノ構造科学などの多岐に渡るテーマを推進し、これら異分野の連携・融合を促進するプラットフォーム
を構築します。
本研究領域は、文部科学省の選定した戦略目標「量子状態の高度制御による新たな物性・情報科学

フロンティアの開拓」のもとに、平成28年度に発足しました。

領域アドバイザー

荒川 泰彦 東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究
機構 特任教授

上妻 幹旺 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授

東京大学 大学院理学系研究科 教授小林 研介
高橋 義朗 京都大学 大学院理学研究科 教授

谷 誠一郎 日本電信電話（株） NTTコミュニケーション科
学基礎研究所 特別研究員

中村 泰信 東京大学 先端科学技術研究センター 教授／理
化学研究所量子コンピュータ研究センター センター長

橋本 秀樹 関西学院大学 理工学部 教授

藤原 聡 日本電信電話（株） 物性科学基礎研究所
上席特別研究員

古川 はづき お茶の水女子大学 基幹研究院 教授

萬 伸一 理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 副センター長

扉絵は、量子状態が機能化して世の役に立つ未来をイメージし作成したものです。白い〇は社会で活用される研究の成果
を、青い●は将来成果につながる種を表現しました。

伊藤 公平

研究領域概要
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近年、量子多体系の物理、量子重
力、量子情報理論の深い関わりが明
らかになる中で、ブラックホール情
報問題が孤立量子多体系における非
平衡ダイナミクスや量子カオスの問
題と関係することが分かってきました。そこで
本研究課題は、高度に制御可能な2次元光格子中
の冷却原子系を構築し、運動の自由度・相互作
用を併せ持つこの系に対してブラックホールの
量子カオス性の指標とされる非時間順序相関関
数を測定することを目指します。

中島 秀太 京都大学 白眉センター 特定准教授
京都大学 大学院理学研究科 特定助教

冷却原子系を用いた量子時空ダイナ
ミクスシミュレータ

光を用いた量子コンピュータは、室
温で動作可能・通信に利用可能とい
う利点を持つ一方で、拡張性・汎用
性の乏しいものでした。本研究で
は、シンプルなループ型光回路を動
的に制御するという独自のアイデアで、与えら
れたプログラムに従ってどのような計算も決定
論的に実行可能な、汎用光量子コンピュータの
アーキテクチャーを実現します。これにより、
あらゆる量子情報プロトコルのプラットフォー
ムを提供することを目指します。

武田 俊太郎 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻 助教

プログラマブルなループ型光量子プ
ロセッサの開発

信頼性の高い量子計算を行うため
に、外部擾乱の影響を受けにくい量
子系の構築が望まれています。本研
究では、そのための材料基盤とし
て、酸化亜鉛の2次元電子系が磁場
中で示すトポロジカル状態と超伝導体の接合を
用いることを提案します。酸化物は化合物半導
体に比べ超伝導体との良質な接合が形成しやす
くいことに注目し、材料プロセスの改良を行う
ことで、安定した量子状態の形成と操作手法の
確立を目指します。

小塚 裕介 物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点 独立研究者
東京大学 大学院工学系研究科 講師

量子計算のための高品質酸化亜鉛を
用いた材料基盤創出

ヘリウム表面上の電子は、真空中に
浮いている電気的にも磁気的にもク
リーンな系で、これらを量子ビット
として用いると、量子コンピュータ
ー実現のために必要とされる演算精
度を達成できることが期待されています。これ
らの量子ビットを2次元に並べ、表面符号を用い
た量子誤り訂正を行うことにより、万能デジタ
ル量子コンピューターの実現を目指します。

川上 恵里加 理化学研究所 開拓研究本部／創発物性科学研究センター 理研白眉チームリーダー
沖縄科学技術大学院大学 量子ダイナミクスユニット 博士研究員

ヘリウム表面上の電子を用いた万能デジ
タル量子コンピューターの実現へ向けて

万能型量子コンピュータを実現する
ためには,量子ビットの集積度を高
めても量子コヒーレンスが損なわれ
ない技術の開発が必須となります.
本研究では,空間的に離れた複数の
超伝導量子ビット間や量子チップ間をマイクロ
波光子によって量子的に接続する”量子インタ
ーコネクション”の基盤技術の創生に挑みます.
この技術を基に,万能型量子コンピュータの実現
に必須となる量子プロセッサーの大規模化へア
プローチします.

猪股 邦宏 産業技術総合研究所 新原理コンピューティングセンター 主任研究員
産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員

量子プロセッサーの大規模化へ向けた量子
インターコネクションの基盤技術の創成

増幅器とくにオペアンプにフィード
バックをかけると、無数の有用機能
が実現できます。本研究では、この
現代エレクトロニクスの基幹方法論
の量子版を展開し、量子情報科学に
有用な新機能群の設計理論構築を目指します。
例えば、量子能動フィルタや量子微分/積分器な
る新機能を多数提案し、それらにより、従来性
能を超える超伝導量子ビットの高効率測定や、
新規量子アナログ-デジタル変換器の実現などが
可能となることを示します。

山本 直樹 慶應義塾大学 理工学部 教授
慶應義塾大学 理工学部 准教授

フィードバック増幅による量子機能
創出

本研究は、超伝導量子回路の大規模
化における主要な技術課題に対し
て、超伝導スピントロニクスによる
新しい位相制御手法を用いて解決
し、スケーラブルな量子技術を実現
することを目指します。スピンジョセフソン接
合を導入した低デコヒーレンスな超伝導量子ビ
ットと極低消費電力な超伝導信号処理回路を組
み合わせることにより、真にスケーラブルかつ
インテリジェントな超伝導量子計算システムの
実現に向けた基盤技術を創出します。

山下 太郎 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
情報通信研究機構 未来ICT研究所 主任研究員

超伝導位相制御素子によるスケーラ
ブル量子技術

量子情報実験技術の向上に伴い、量
子コンピュータや量子シミュレータ
で実現される制御された量子ダイナ
ミクスはますます複雑になってきて
います。この極限的複雑性を利用
し、新たな知見を得て、更なる進展を図るため
には、システムを賢く設計し、量子の利点を最
大限に利用し、その性能を効率よく検証するこ
とが求められています。本研究では、これら知
的量子設計の理論的基盤を構築し、量子情報処
理の新機能の実現に貢献します。

藤井 啓祐 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授
東京大学 大学院工学系研究科 助教

知的量子設計による量子計算・量子
シミュレーションの新機能創出

表面弾性波は固体の表面に局在化し
た音波であって、長い寿命と高い制
御性を持っているため、センサーや
デバイスとして広く活躍していま
す。本研究では、この表面弾性波と
超伝導量子ビットとが結合した系を実現するこ
とで、量子レベルでの表面弾性波の制御や、量
子極限で動く表面弾性波デバイスを開発します。
さらに、表面弾性波の進行方向の自由度を用い
ることで新奇な表面弾性波デバイスを実現しま
す。

野口 篤史 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
東京大学 先端科学技術研究センター 特任助教

表面弾性波を使ったエレクトロメカ
ニクスの量子制御

本研究提案では、分子中の原子核ス
ピンや電子スピンをqubitとして用い
る量子情報処理システムを、グロー
バルに操作し、高速に初期化する、
スケーラブルな制御技術の確立を目
指します。これによって、古典力学に従う既存
の装置やアルゴリズムでは実現できない高度な
機能の実現を目指します。具体的には、量子学
習、量子時系列予測、量子ダイナミクスシミュ
レーション、量子ストレージ、高利得スピン増
幅等の機能を実現します。

根来 誠 大阪大学 先導的学際研究機構 特任准教授（常勤）
大阪大学 基礎工学研究科 助教

スケーラブル分子スピン制御技術の高度化
により可能になる量子情報処理の新機能

組合せ最適化問題に特化した量子情
報処理手法である量子アニーリング
の利用範囲を、機械学習処理へ拡大
することを目指します。機械学習処
理における膨大な計算量を要する部
分を量子アニーリングで処理する方法を提案し
ます。更に、量子アニーリング専用マシンの有
する高速化性能を活かした機械学習処理の具体
的事例を生み出します。これにより、ユビキタ
ス量子社会の前駆となる基盤技術の創生に挑戦
します。

田中 宗 早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構 主任研究員（研究院准教授）
早稲田大学 高等研究所 助教

機械学習の高速化を指向した量子ア
ニーリングの研究

レーザー冷却して作られる極低温原
子集団は物性現象を研究する究極か
つ理想的なプラットフォームとして
注目を集めています。本研究では、
原子状態間をレーザー光で超高精度
に結合して、着衣状態を精緻に量子制御するこ
とで、非可換ゲージ場をキーワードにマクロな
多体系で現れる新奇なトポロジカルな量子物性
を探索します。さらに高エネルギー物理学との
接点を探り、その量子シミュレーションも視野
に入れて研究します。

素川 靖司 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教
メリーランド大学カレッジパーク校（アメリカ） 物理学科 ポスドク

極低温ドレスト原子集団の超精密制御に
よる非可換トポロジカル量子現象の探索

思いのままに材料の界面を構築する
技術の確立は、量子機能の探索効率
を劇的に向上させ、量子機能開拓お
よび新奇デバイス作成への貢献が期
待されます。その実現に向け、本研
究では、分子と二次元性の無機膜の境界面にお
ける電荷の相互作用に着目します。分子のもつ
設計性や相互作用の特異性と、二次元無機膜が
示す原子レベルでの平坦性を掛け合わせること
で、高い自由度・設計性・制御性を持つ量子界
面の実現を目指します。

桐谷 乃輔 大阪府立大学 大学院工学研究科 テニュアトラック助教
同上

分子／二次元無機膜ヘテロ界面にお
ける量子伝導の発現と制御

本研究では、これまで培われてきた
量子光学実験技術とナノフォトニク
スデバイスを組み合わせることでこ
れまでにない量子デバイスを開発し
ます。特に光ファイバーをベースと
したデバイスを応用することで容易に拡張可能
な量子系を実現し、生物系とアナロジーを持つ
ような高度な量子系を制御した形で研究する新
しい分野を創出します。

加藤 真也 科学技術振興機構 さきがけ研究者
早稲田大学 理工学術院 日本学術振興会特別研究員SPD

量子光学技術を駆使した生物系を含
んだ散逸と量子の研究

原子・分子より原子数が多く、バル
ク固体より原子数の少ない試料（メ
ゾスコピック系）は、今なお充分に
理解・制御がなされていない未開拓
領域です。本課題では、メゾスコピ
ック系の物理を探る新しい舞台として、真空中
にレーザー捕捉された浮揚ナノ粒子系を開拓し
ます。粒子の重心運動と内部状態とを量子光学
に基づいて制御する技術を発展させ、固体にお
ける量子制御やナノ粒子を利用した計測に役立
つレーザー冷凍機を実現します。

相川 清隆 東京工業大学 理学院 准教授
同上

真空中の浮揚ナノ粒子に対するレー
ザー冷凍機の開発
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原子核遷移の共鳴周波数を基準とす
る周波数標準「原子核時計」の実現
に向けて、Th-229（トリウム229）を
イオントラップに捕獲し、その量子
状態をレーザーにより制御する新し
い技術を開発します。同時に、原子核レーザー
分光という全く新しい技術の異分野への応用も
模索します。

山口 敦史 理化学研究所 開拓研究本部 専任研究員
理化学研究所 開拓研究本部 研究員

「原子核時計」実現に向けた原子核
量子計測技術の開発

実用的な量子コンピュータの実現に
は乗り越えなくてはならない研究課
題が多くあります。特に現在は量子
状態を保持することができる時間が
短いため、時間のかかる計算をする
ことができません。本研究課題では、入力の長
さには依存しない定数の時間で計算が終了する
ような量子アルゴリズムの開発をします。また、
そのような量子アルゴリズムがエラーの影響を
どの程度受けるのか、GPUを用いた古典シミュレ
ーションで解析します。

森 立平 東京工業大学 情報理工学院 助教
同上

定数時間量子アルゴリズムの設計

光・電気・機械振動子間の量子相互
作用により各々の量子系の特長を活
かした次世代量子光産業の基盤創生
を最終目標に掲げ、超伝導回路を用
いたMEMSの「浮遊型機械振動子」
を複数の機械振動数域で冷却することを目指し
ます。これより、広範囲な電磁波と相互作用す
る機械振動子損失の少ない機械振動子を量子レ
ベルで制御し、既存の光科学親和性の高い技術
として、量子情報や量子計測など多くの産業基
盤技術の創出が期待されます。

不破 麻里亜 学習院大学 理学部 助教
オーストラリア国立大学（オーストラリア） 物理・工学研究科 博士研究員

超伝導MEMSを用いた浮遊型機械子
の量子制御

次世代の情報革命をもたらすと期待
されている量子情報処理ですが、そ
の実現に向けて、解決しなければな
らない技術的課題は数多く残されて
います。本研究では、「疑似乱数」
の量子情報版である「量子疑似ランダムネス」
に着目し、その新発展と応用を目指した研究を
行います。量子疑似ランダムネスを活用するこ
とで、現在の量子実験技術向上だけでなく、量
子技術の長期にわたる継続発展の知的基盤が創
成されることが期待されます。

中田 芳史 東京大学 大学院工学系研究科附属光量子科学研究センター 助教
東京大学 大学院工学系研究科 特任研究員

持続可能な高度量子技術開発に向けた
量子疑似ランダムネスの発展と応用

シリコン導波路を用いた「光集積回
路」は、コンパクトで制御性が良
く、エレクトロニクスとの相性が良
いといった理由から、大規模な光量
子回路を実装するためのプラットフ
ォームとして期待されています。本研究では、
非線形な量子操作を光集積量子回路へ組み込ん
だ、大規模量子シミュレータを開発します。そ
して、開発した量子シミュレータを使って、古
典アルゴリズムでは解くことの難しい問題に挑
戦します。

小野 貴史 香川大学 創造工学部 助教
ブリストル大学（イギリス） 物理学研究所 ポスドク研究員

非線形光学効果を利用した大規模量
子シミュレータの開発

本研究は、シリコンフォトニクスに
整合するハイブリッド集積技術を開
拓し、スケーラブル光量子情報処理
のための基盤技術創出を目指しま
す。異種材料の自在集積を可能にす
る転写プリント法を探求し、一般に煩雑・低品
質なハイブリッド集積プロセスを簡易・高品質
へと転換します。多様な物理系で実現される尖
った量子素子をシリコン回路上で融合すること
で、高機能化やモジュール化など集積量子フォ
トニクスの未来像を描き出します。

太田 泰友 慶應義塾大学 理工学部 准教授
東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任准教授

ハイブリッド集積シリコン量子フォ
トニクスの開拓

光合成におけるコヒーレントな分子
間エネルギー移動は、動植物の活動
に量子効果が働く重要な研究対象で
す。しかし、従来の伝播光を用いた
空間平均的な測定手法では量子性の
核心に迫ることは困難でした。本研究では、走
査トンネル顕微鏡に超高速レーザーを組み合わ
せ極限的な時空間分解能をもつ分光法を開発し、
光合成系を模したモデル分子系で生じる量子的
なエネルギー移動・変換過程の詳細な機構解明
とその制御に挑戦します。

今田 裕 理化学研究所 開拓研究本部 上級研究員
理化学研究所 開拓研究本部 研究員

分子間コヒーレントエネルギー移動
の時空間計測と制御

本研究では、主に１）量子インター
ネットプロトコルの原理限界の追
及、２）実用的な量子インターネッ
トプロトコルの提案、３）量子イン
ターネットの新応用の探求の３課題
に取り組み、量子インターネット理論の完成を
目指します。量子インターネットのようなビッ
グパラダイムの全体像を明らかにすることで、
量子インターネット構築に必要な要素技術を浮
き彫りにし、それによって分野の技術発展に正
しい道筋を与えます。

東 浩司 日本電信電話（株） NTT物性科学基礎研究所 特別研究員
日本電信電話（株） NTT物性科学基礎研究所 主任研究員

量子インターネットの理論的研究

クラウド量子計算機上で、量子スプ
レマシーを実現する理論的方法を提
案します。クラウド量子計算はセキ
ュアであり、計算内容はサーバーに
漏れないような方法で実現されま
す。また、サーバーが正しい量子計算を行ってい
るかどうかの検証もできるようにします。量子ス
プレマシーについては、特に、IQP回路とDQC1回
路という二つの非ユニバーサル量子計算モデルを
考え、それらが古典計算機でシミレートできたら
多項式階層が崩壊することを利用します。

森前 智行 京都大学 基礎物理学研究所 准教授
群馬大学 理工学府 准教授

セキュアクラウド量子計算における
量子スプレマシー

通信やクラウド量子計算などの完全
なセキュリティへとつながる長距離
量子通信ネットワーク技術開発を行
います。システム実装に向け必要な
要素である量子光源、量子メモリ
ー、波長変換、周波数安定化技術の開発および
統合、更には次世代クラウド量子計算などの量
子技術に向けた研究開発を行います。

堀切 智之 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
同上

量子ネットワーク構成技術とその応
用研究

非可換エニオンは量子情報を堅牢に
保存し処理することができる粒子で
あり、トポロジカル量子コンピュー
タの開発のために必要とされていま
すが、実験ではまだ明確に観察観測
されていません。この研究は、光-物質ハイブリ
ッド系（励起子 - ポラリトン）におけるハルデ
ーンモデルを実現し、光学的に制御可能なエニ
オンを生成し、トポロジカル量子情報のための
新しい高度に制御可能なプラットフォームを創
出することを目的とします。

フレイザｰ マイケル 理化学研究所 創発物性科学研究センター 客員研究員
理化学研究所 創発物性科学研究センター 研究員

励起子 - ポラリトンにおける強相関
トポロジカルハルデーンモデルの実現

量子力学の特性を活用した量子技術
の社会的な実用化のために,量子力
学特有の状態（量子状態）の制御と
保護に関するトレードオフ問題の解
消を目指します.これまで量子状態
を乱すノイズ源の除去によるトレードオフ改善
が進められてきましたが,本研究ではノイズ源ご
と環境を人工的に相転移させます.環境の状態密
度にエネルギーギャップを開け,ノイズをピン止
めすることで,トレードオフ問題の根本的な解消
を試みます.

馬場 基彰 京都大学 白眉センター 特定准教授
大阪大学 大学院基礎工学研究科 招へい教員

量子状態の制御と保護を両立させる
相転移環境

量子多体系における多くの物理現象
は、相互作用の繰り込まれた準粒子
の運動として記述されます。電子や
光子ではなく準粒子の量子状態制御
を考えることで、量子多体系ならで
はの新機能技術を創出できる可能性があります。
本課題では量子多体効果を活用した新規エレク
トロニクスの創出を最終目標に掲げ、準粒子に
対する量子光学実験を行うためのプラットフォ
ームとして、量子ホールエッジ状態を用いた回
路技術の確立を目指します。

橋坂 昌幸 日本電信電話（株） NTT物性科学基礎研究所 主任研究員
東京工業大学 理学院 助教

準粒子量子光学の確立に向けた量子
ホール回路技術
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文理融合による人と社会の変革基盤技術の共創
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/bunya2022-2.html

戦略目標

文理融合による社会変革に向けた人・社会解析基盤の創出

研究総括

慶應義塾大学 理工学部 教授

COVID-19の感染者数予測等により社会シミュレーションの政策への反映が注目されているものの、感染
抑制に伴う経済への影響等、複合的な社会状況を社会シミュレーションに反映することにはまだ多くの課題
があります。多様なデータやデータの相互関係に内包される個人・コミュニティ・社会の行動特性、関心
事、嗜好等の情報を十分に活用できていないためです。このようなマルチスケール（個人、コミュニティ、
社会）の様々なデータを解析し、社会シミュレーションに含めることができれば、より複雑な政策シナリオや事
業戦略等を、効果的かつ社会受容性高く遂行するプロセスの革新が可能になると考えられます。
そこで本研究領域では、行動変容等の社会変革に向けた基盤として、様々なスケール・種類のデータか

ら人や社会を解析する技術、それに基づいたシミュレーションにより政策シナリオ等を導出する技術を、人
文・社会科学と自然科学の融合によって共創することを目指します。
具体的には、防災・減災・リスク管理、感染症対策・リモート化するAfterコロナ社会、社会・経済格
差、Web/ソーシャルメディアの健全な利活用等の社会課題をテーマとして、下記の研究に取り組みます。
1）マルチスケール（個人、コミュニティ、社会）の活動データや人文・社会科学の知見に基づく、人

や社会の行動特性・嗜好の導出、行動判断等をもたらす要因の特定やそれらのモデル化・数値化等
2）モデル化・数値化した人や社会の特性を導入したマルチエージェント等のシミュレーションにより、政策
立案・決定等に資するシナリオの導出
3）導出される政策シナリオ等の効果や社会受容性の向上手法の探索及び1）・2）のへのフィードバック
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト
（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

秋山 英三 筑波大学 システム情報系 教授

和泉 潔 東京大学 大学院工学系研究科 教授

学習院大学 法学部 教授遠藤 薫
大竹 文雄 大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任教授(常勤)

小野 智弘 （株）KDDI総合研究所 Human-Centered
AI研究所 所長

亀田 達也 東京大学 大学院人文社会系研究科 教授

志済 聡子 中外製薬（株） デジタルトランスフォーメーショ
ンユニット 上席執行役員・ユニット長

相馬 亘 立正大学 データサイエンス学部 教授

本村 陽一 産業技術総合研究所 人工知能研究センター
首席研究員

山内 裕 京都大学 経営管理大学院 教授

栗原 聡

研究領域概要
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感染症の拡大防止や緊急避難時の効
果的な誘導を行うことを目的とし
て、都市と都市の間の人流、駅や交
差点等の公共空間における歩行者群
集の流れ、といったスケールの異な
る人流の相互作用を考慮した数百～数千人規模
の超群集シミュレーションモデルを開発し、そ
のパラメータ同定による感染リスクの評価、及
び行動誘導へのフィードバックを行う基盤技術
を研究します。

山本 江 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

人流を解析・誘導するマルチスケー
ル超群集シミュレーション

VR体験をメタ構造として捉えて，
サービス生産能力ですらアセット化
した社会のVRシミュレーションを
行い，最適なサービスデザインを探
索を目指す。特に，リモート技術の
発展で実現される，サービスの生産者（サービ
スアクター）の部分的融合によって成るアクタ
ーキメラの活用を想定している。アクターキメ
ラ技術やその主体感がサービス生産性に与える
影響を明らかにし，経済最適な価値共創行動の
デザイン方法を確立する。

善甫 啓一 筑波大学 システム情報系 助教
同上

非整数人から成るサービスアクター
キメラによる価値共創

1）デジタル空間災害における語り
部の被災体験および周辺現象の再現
として，それらの統合，没入感の評
価実験を行う．2）語り部と異なる
行動を体験できるシミュレーション
機能を実装するために，歩行デバイスによる実
装，行動シミュレーション機能の妥当性・有効
性の検証を行う．3）学び・気づきによる集合知
の共有システムを実装するために，未災者によ
る疑似体験の蓄積と解析，疑似体験を行った未
災者の行動変容観察を行う．

佐藤 翔輔 東北大学 災害科学国際研究所 准教授
同上

被災者と未災者が共に学ぶデジタル
災害空間基盤

大きなイベントに伴う経済のレジー
ムチェンジが頻発しており，ただ時
系列を解析するだけでは，経済の見
通しは全く立たない状況になってい
る．そこで，ロバート・J・シラー
博士が提案しているナラティブ経済学を実証す
る形で，テキストマイニングとシミュレーショ
ンを組み合わせた新たなモデルを構築すること
で，ナラティブ経済学を実証することで新たな
経済分析を可能にする．

坂地 泰紀 東京大学 大学院工学系研究科 特任講師
同上

因果情報を用いた経済ナラティブシ
ミュレーション

近年、権威主義に親和的な非民主的
ナラティブの浸透にソーシャルメデ
ィアが利用されていること、日本人
の民主主義に対するコミットメント
が弱いことが明らかにされてきた。
また、世界的に民主主義が後退し権威主義が台
頭する中で、日本においても民主主義のレジリ
エンスを高める必要がある。本研究は、個人・
ネットワーク・社会の3つのレベルにおいて非民
主的ナラティブの浸透を防止する社会変革技術
の開発を遂行する。

小林 哲郎 神戸大学 大学院法学研究科 研究員
同上

民主主義のレジリエンスを高めるた
めの社会変革技術

かつてない速さで変化する社会の中
でより良い集合的決定を生みだすに
はどのようなシステムを構築すれば
良いかを検討し、社会の設計指針を
確立することは重要な課題です。本
研究は、良い集合的決定を生み出す心理・イン
タラクション基盤を解明するために、大規模ウ
ェブ実験と生理測定を組み合わせたマルチスケ
ールのデータから人々の認知・行動アルゴリズ
ムを明らかにし、社会的分断を改善できるシス
テムの構築を目指します。

金 惠璘 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学 大学院人文社会系研究科 特定助教

良い集合的決定の心理・インタラク
ション基盤の究明

地球環境問題が深刻化する中で、国
や企業だけでなく、家庭や都市も変
化を迫られている。家庭や都市は、
温室効果ガス排出量や大気汚染物質
を直接出すだけでなく、消費を通じ
て、住んでいる場所とは全く異なる場所で環境
に対して影響を与えている。本研究は、都市や
家庭の消費がサプライチェーンを通じてどの程
度環境負荷を排出しているのか、そして、その
将来への見通しを定量化する。

金本 圭一朗 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 准教授
総合地球環境学研究所 研究部 准教授

家庭と都市の持続可能なライフスタ
イルへの転換に関する研究

SNSの発展などを背景に、社会にお
ける価値観の分断が可視化されるよ
うになりました。一方で人の価値観
は固定されたものとは限らず、他者
との相互作用を通じて変化する場合
があります。人々の価値観の融和はどの程度ま
で可能で、どこから不可能なのでしょうか。こ
の問いに行動科学・神経科学・情報科学の観点
から取り組み、多様な人々が互いに平和に共存
できる「共生社会」の実現に貢献することを目
指します。

小倉 有紀子 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学 大学院情報理工学研究科 特定研究員

共生の条件を探る: 価値観の融和は
どこまで可能か?

政治的依怙贔屓は非効率な公的資金
配分と政治不信を介して、社会に
（厚生の）損失をもたらしている可
能性がある。本申請プロジェクト
は、政治的依怙贔屓がどこで、どの
程度起きており、また、これによる厚生損失が
あるとすればどれくらいか、について調べる。
分析は機械学習とオルタナティブデータ（衛星
画像）を活用し、ユニークな大規模調査情報の
予測値パネルデータを構築することで行う。

牛島 光一 筑波大学 システム情報系 助教
同上

反実仮想で測る公的資源配分の依怙
贔屓と非効率

個性情報に基づいて人生をシミュレ
ートする技術を開発することで、健
常者を基準としてそこに近づける従
来の研究の方法論を脱却し、人それ
ぞれの活力のある生き方をアシスト
する研究基盤の創出を目指します。認知症ケア
の分野において、認知症本人も含めた共同創造
の方法論で、医療や介護情報に基づいて個性を
構成する要素を包括的にモデル化し、well-beingを
最大化するための目標創生技術を開発・実装し
ます。

石川 翔吾 静岡大学 学術院情報学領域 講師
静岡大学 情報学部 講師

Well-being最大化のための個性適応型
目標創生
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社会変革に向けたICT基盤強化
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2021-3.html

戦略目標

Society 5.0時代の安心・安全・信頼を支える基盤ソフトウェア技術

研究総括

京都橘大学 副学長

我が国が提唱するSociety 5.0が目指す社会は、人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、
今までにない新たな価値を生み出すデータ駆動社会です。その実現には、人々の社会活動を安全かつ持続
的に発展させていくためのICT基盤強化とデジタル変革の推進が求められています。
新型コロナウイルス感染症の流行とその対策過程において、ICT基盤やデジタル変革に関する様々な課
題が露呈しました。社会生活のデジタル変革は、人々の生活をコロナ禍の状況に適応させ、社会経済活動
を活性化し、社会のレジリエンス性を強化する意味を持ちますが、その実現にはセキュリティ強化や個人のプ
ライバシー保護が重要であり、「Security-by-Design」や「Privacy-by-Design」の考えに基づくソフトウェ
アやシステムの開発が必要です。
近年、スマートシティや自動運転、IoTを活用した健康・医療、GIGAスクール構想など、新たな社会シス

テムの開発が進んでいます。AIやビッグデータ、IoT技術の進展に伴い、情報基盤を取り巻く環境は大きく
変化しています。システム全体をby-Designの観点で捉えた研究開発、安心・安全で信頼できる国産シス
テムソフトウェアやICT基盤整備が必須です。
そのため本研究領域では、理論（数学や計算機科学の基礎）と社会システムの基盤技術（アルゴリズ
ム・アーキテクチャ・OS・ネットワーク・データベース・IoT・セキュリティ・言語等）の研究者の領域内
の交流・触発により、国際競争力を強化した科学技術イノベーションの創出を実現し、安心・安全・信頼
を支える基盤ソフトウェア技術の創出を通じ、社会変革に向けたICT基盤の強化を目指します。さらに、将来
の社会システムの課題解決や社会変革を意識した研究開発を通して、by-Designに資する人材の育成を推
進します。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト
（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

鍛 忠司 日立製作所 研究開発グループ 主管研究長

菊池 浩明 明治大学 総合数理学部 専任教授

国立情報学研究所 情報社会相関研究系 教授佐藤 一郎
重野 寛 慶應義塾大学 理工学部 教授

清水 佳奈 早稲田大学 理工学術院 教授

田浦 健次朗 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

高田 広章 名古屋大学 未来社会創造機構 教授

中澤 仁 慶應義塾大学 環境情報学部 教授

森 達哉 早稲田大学 理工学術院 教授

山口 利恵 東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任准教授

東野 輝夫

研究領域概要
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本研究では、エネルギー効率や処理
性能の観点で有望視される再構成可
能ハードウェアをベースにした次世
代計算機システムにおいて、情報の
機密性と完全性を保証するSW/HWの
協調設計手法を実現します。その要素技術とし
て、ハードウェア構成情報の改ざん防止、サイ
ドチャネル攻撃に対する耐タンパー技術、秘密
計算のための完全準同型暗号を高速に処理可能
な計算システムの設計手法などの確立を目指し
ます。

小島 拓也 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
同上

機密性と完全性を保証する先鋭的な
再構成システムの設計手法

ミリ波は、高速通信を実現する次世
代技術ですが、直進性が強いため障
害物で遮断されやすい弱点がありま
す。一方、波長が短く高精度センシ
ングには有望です。本研究では、通
信センシング統合技術とソフトウェア基盤の開
発により、物理情報を活用した通信中断のない
安心安全で信頼性の高い知的なネットワーク管
理技術の創出に挑みます。自動運転、遠隔医療、
スマートシティ、Society5.0の実現などに幅広く
貢献します。

魏 博 早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員（研究院講師）
同上

通信センシング統合による知的なネ
ットワーク管理

本研究では、人手で作成した入出力
テストに頼らず、機械が不具合（異
常）を検出することを目指します。
具体的には、変更前後のソフトウェ
アを動作させ、動的解析によりトレ
ースログ（プログラムがどのように動いたかを
示すログ）を生成します。そして、変更後の動
作が変更前の動作と著しく異なる場合や、開発
者の変更意図（コミットメッセージ等）から逸
脱している場合を異常な変更として検出する予
測モデルを構築します。

柏 祐太郎 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

プログラム異常動作の自動検出技術の創出
：機械が実現するセキュアな自動テスト

現状のAI構築・学習は大規模な計算
能力とデータを持つクラウドが主体
ですが、これをユーザが自身のデー
タで運用可能なユーザ主体の技術へ
と移してゆく必要があります。複数
端末で協調的にニューラルネットワークを学習
する連合学習を用い、興味の異なる複数ユーザ
がモデルを共有しながら相利的に学習するアル
ゴリズムと軽量プロセッサにより、個々人のデ
ータと計算資源を活用可能とするプラットフォ
ームの創出を目指します。

安藤 洸太 北海道大学 大学院情報科学研究院 助教
同上

協調エッジAI学習によるユーザ主体
データ利活用基盤

メモリサイドチャネル攻撃では攻撃
者が攻撃対象のコンピュータ上でプ
ログラムを実行するだけで通常はア
クセス不能な情報を読み出し・書き
換えできます。本攻撃の成立要件
は、（1）攻撃者と被攻撃者でデータの保管場所が
共有されること、（2）データのアドレスから共有
された保管場所がわかること、です。そこでメ
モリ管理をOSから分離し隔離された環境内で実
行することで要件（2）を不成立とし、この攻撃
を根本から防ぎます。

穐山 空道 立命館大学 情報理工学部 准教授
同上

アドレスの秘匿によるサイドチャネ
ル攻撃に頑健なOS

IoTシステムは複数のユーザから多
様な入力を受け付ける必要があり、
かつ接続されるデバイスも多様であ
ることが多いため、手作業で十分な
システムテストを行うことは困難で
す。また、脆弱性が発見されたあと、脆弱性の
原因となったコードを特定し修正することも、
手作業のみで行うことは困難です。本研究では，
IoTシステムの自動テスト・自動修正基盤を開発
することを目的とします。

吉田 則裕 立命館大学 情報理工学部 教授
名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授

IoTのための自動テスト・自動修正基
盤の構築

本研究では、OSの構成要素である
メモリオブジェクトのセマンティク
スを活用し、メモリオブジェクトレ
ベルでの細粒度のリカバリを可能に
するOSアーキテクチャを新規提案
し、ソフトウェアとして実現します。ハードウ
ェアの故障やOS乗っ取りなどの信頼性阻害要因
に対しその手法ごとにアドホックに対処してき
た従来アプローチに対して、メモリオブジェク
トにダメージを与える阻害要因であれば未知の
障害をも対処可能とします。

山田 浩史 東京農工大学 工学研究院 准教授
同上

細粒度のリカバリを可能にする高信
頼OS

来るべきAI遍在社会では、データの
質や時空間的解像度の向上により、
データ量の爆発的増加及びネットワ
ーク帯域の枯渇が懸念されます。本
研究では、遍在するAI同士の情報交
換を支え得る広域メッセージング基盤の確立を
目指します。具体的には、多数のメッセージン
グサーバの協調動作により負荷分散を図りつつ、
ネットワーク内においてデータの前処理等をお
こなうことで、通信量を適応的に削減する技術
の研究に取り組みます。

坂野 遼平 工学院大学 情報学部 准教授
工学院大学 情報学部 助教

AI遍在社会を支え得る知的メッセー
ジング基盤の研究

本研究では、「健康行動セキュリテ
ィ」というコンセプトに基づき、
(1) 人間の健康的な行動や生活習慣
を資産、(2) 人間の認知バイアスや
嗜好の偏りを脆弱性、(3) 不健康な
行動の選択を誘発する情報提示を脅威と見なし、
不健康な生活習慣の継続というリスクを回避し
つつ、健康行動の維持・回復できるよう人々を
エンパワーするためのICT基盤技術とその方法論
の確立を目指します。

中村 優吾 九州大学 大学院システム情報科学研究院 助教
同上

健康行動セキュリティのためのエン
パワメントICT基盤

データに基づいたより良い意思決定
を行う上で、情報の漏えいや不正使
用などの脅威への対策、プライバシ
の保護などが課題となっています。
これら課題を解決するために、秘密
計算技術および計算環境の真正性と匿名性を構
築する技術について研究開発を行い、プライバ
シに配慮しつつ安全に社会的意思決定を行うた
めのプライバシ保護メカニズムデザインの確立
を目指します。

照屋 唯紀 産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 主任研究員
同上

プライバシ保護メカニズムデザイン
のための秘密計算技術

秘密データの情報量に着目した動的
情報フロー追跡により、情報漏洩を
厳密に検出しながらも実用プログラ
ムの動作を妨げない情報漏洩防止基
盤を実現します。本研究ではマルウ
ェアによる情報漏洩からハードウェアの脆弱性
を利用した情報漏洩までをも対象とする、包括
的な情報漏洩防止基盤の構築を目指し研究を行
います。

塩谷 亮太 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

実用性と安全性を両立する秘密情報
量に基づく情報漏洩防止基盤

アクセラレータ中心の分散システム
では、専用アクセラレータ同士が
CPUをバイパスしてデータ通信する
ため、ソフトウェアによるセキュリ
ティ手法、デバッグ手法の適応が困
難になっています。本研究は、アクセラレータ
で採用される高速インタフェースであるPC I
Expressをソフトウェア上に実装します。ソフト
ウェアによるPCIeデバイス開発手法を提案し、
柔軟なセキュリティ検査手法をハードウェアに
適用します。

空閑 洋平 東京大学 情報基盤センター 准教授
東京大学 情報基盤センター 特任講師

データセンタハードウェアへのソフ
トウェア脆弱試験の適応

超高速無線通信の実現にミリ波の利
用が期待される一方で、障害物に弱
く電波環境に依存することがネック
になっています。本研究では
Reconfigurable Intelligent Surface（RIS）
と呼ばれる特殊な反射板をもとに無線通信環境
を制御する基盤技術を研究開発します。RISの導
入により発生する環境ノイズの増加や通信経路
の複雑性などの多様な課題に取り組み、ミリ波
の屋内活用を目指します。

太田 香 室蘭工業大学 大学院工学研究科 教授
室蘭工業大学 大学院工学研究科 准教授

RISを用いた無線通信環境の自己最
適化

被災者によるシステムの利用形態は
多様であっても、既往技術の融合に
よりバックヤード処理を高度化する
ことで、被災者への自動対応と情報
の一元集約が可能なシステムを開発
します。システムから生活再建の見通しを被災
者に提案し、確実で迅速な生活再建を支援しま
す。一方で、平時から過去災害の経験知に基づ
き誰もが個人単位でシミュレーションできる機
能を実装し、日常利用からICTを活用した生活再
建への行動変容を促します。

井ノ口 宗成 富山大学 学術研究部 准教授
同上

被災者個人の生活再建トータルサポ
ートシステム

本研究では、組込みシステム向けの
高性能・低消費のハードウェアを搭
載したエッジデバイスを用いて高度
化・複雑化に対応する自律駆動型モ
ビリティ向けのソフトウェアプラッ
トフォームを構築します。具体的には、バッテ
リ駆動する案内・搬送ロボットやパーソナルモ
ビリティ等小型の自律駆動型モビリティに不可
欠となる認知・判断・動作に係る処理を低消費
電力かつリアルタイム処理で実現します。

安積 卓也 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授
同上

低消費自律駆動型モビリティ向けソ
フトウェアプラットフォームの構築
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自動運転車が備えるLiDARセンサの
脆弱性を突くセンサ幻惑攻撃は自動
運転社会の重大な脅威であり、悪用
すると衝突事故を誘発可能です。本
研究は自動運転車をセンサ幻惑の脅
威から守るため、サイバーとフィジカル領域を
横断したセンサセキュリティ研究を行います。
センサとソフトウェアの協調設計による新セキ
ュリティ技術を創出し、サイバーとフィジカル
領域間の情報交換を促進することで脆弱性の早
期発見を実現します。

吉岡 健太郎 慶應義塾大学 理工学部 専任講師
同上

サイバーとフィジカルを横断したセ
ンサセキュリティ研究

本研究では、REE用に記述された並
列アプリケーションコードからTEE
実行すべき処理を自動抽出する技
術、ならびに、REEとTEEのハイブ
リッド実行およびTEE間の高速な暗
号通信を行うコードを自動生成する技術を開発
します。また、以上の技術を要素とするLLVMベ
ースのコード変換フレームワークを開発し、開
発したフレームワークの有用性を実アプリケー
ションを含む複数のアプリケーションを用いて
評価します。

三輪 忍 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授
同上

HPCユーザのためのTEE利用支援フレ
ームワーク

本研究では、ユーザーの言語指示に
従い、困難な状況下でも安全な経路
を移動エージェントに提案できるナ
ビゲーションAIの実現を目指して、
(1)都市レベルの3D地図作成と意味
情報の自動付与、(2)3D地図データへの言語デー
タのグラウンディング手法の開発、(3)言語指示
に従う都市ナビゲーションAIの開発、(4)シミュレ
ーションを用いた災害・事故リスクを考慮した
ナビゲーションAIへの改良を行います。

宮西 大樹 （株）国際電気通信基礎技術研究所 認知機構研究所 専任研究員
同上

リスクポテンシャルを考慮した都市
ナビゲーションAIの研究開発

本研究では、広く関連DBで使用さ
れているB木の読み取り性能と、
NoSQL/NewSQL等で使用されている
LSM木の更新性能の両立をインメモ
リ計算IMCにより達成します。さら
に、全エントリに対する準同型暗号演算が前提
となっている完全秘匿型データベースについて、
IMCにより静的データ近傍のメモリ資源を計算に
転用し、データ移動を抑えながら超並列演算を
行うことで、計算時間を低減させます。

藤木 大地 慶應義塾大学 理工学部 助教（テニュアトラック）
同上

メモリ駆動形DBシステムによるデー
タ処理基盤強化

オープンソースソフトウェアエコシ
ステムを包括的に保守するメタメン
テナンスの社会実装に向け、オープ
ンソースソフトウェア開発プロジェ
クト群から有用な知見を探索する大
規模な実証分析、有用な知見特定とオープンソ
ースソフトウェアエコシステムのモニタリング
のためのシステム開発、特定・集約した知を全
体へ流通させるためのヒューマンインザループ
な技術と仕組みの開発と実証実験に取り組みま
す。

畑 秀明 信州大学 工学部 准教授
同上

ソフトウェアエコシステムを保守す
るメタメンテナンスの社会実装
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信頼されるAIの基盤技術
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2020-5.html

戦略目標

信頼されるAI

研究総括

北海道大学 大学院情報科学研究院 教授

ネットワークやビッグデータ等の情報環境の広がりと、数理科学と情報技術の急速な発展によって、人工
知能（AI）技術を用いたシステムやサービスが社会に広がりつつあります。このようなAI技術の利活用によ
り、あらゆる人々が適切で高品質なサービスを受け、社会と調和しつつ個人の能力を発揮して暮らしていける
人間中心のAI社会の実現が期待されています。その一方で、人と共に社会の重要なタスクをこなす「信頼
されるAIシステム」の実現において、深層学習に代表される現在のAI技術には、説明性や納得性、安定
性、公平性等に関するさまざまな弱点や限界があることが判明してきました。また、AI技術を組み込んだいわ
ゆるAIシステム全体やデータの信頼性・安全性・品質保証に関して、さらに、人間を基点として社会と調和
したAIの利活用に関する方策も必要です。
本研究領域では、人間中心のAI社会の実現に向け、現在のAI技術の限界を突破する次世代AI技術の
基盤となる革新的な理論・技術の創出を目指します。従来のAI技術の単なる延長ではなく、現在のAI技術
やAIシステムが持つ本質的な問題点に取組み、解くべき問題を新たな視点で概念化・定式化し、その解決
を目指す挑戦的な研究を推進します。
具体的には、1）現在のAI技術の弱点や困難を克服するための新しい数理・計算・解析手法に関する
基礎技術や、2）AIシステムの信頼性・頑健性・透明性・公平性等、社会における新たなAI応用タスク
の概念化・定式化と新しい構成原理・実現技術、3）これらを支えるデータや情報基盤の信頼性・安全
性・プライバシーの保証技術、4）多様なデータやタスクに対するAI技術の拡張、5）AIシステムの設計・
開発・運用の方法論、等の研究に取り組みます。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト
（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

石川 冬樹 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 准教授

宇野 毅明 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 教授

三菱ケミカルグループ データ＆先端技術部 部長浦本 直彦
大野 和則 東北大学 未来科学技術共同研究センター 特任教授

岡崎 直観 東京工業大学 情報理工学院 教授

鹿島 久嗣 京都大学 大学院情報学研究科 教授

佐久間 淳 筑波大学 システム情報系 教授

佐倉 統 東京大学 大学院情報学環 教授

櫻井 祐子 名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

谷口 忠大 立命館大学 情報理工学部 教授

長井 志江 東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機
構 特任教授

藤吉 弘亘 中部大学 工学部 教授

情報・システム研究機構 統計数理研究所
研究主幹・教授

松井 知子

持橋 大地 情報・システム研究機構 統計数理研究所 准教授

森永 聡 日本電気（株） データサイエンス研究所 上席主席研究員

有村 博紀

研究領域概要
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計測対象/過程/環境に付随する様々
な性質・条件（センシング知見）を
数理的に取り入れることで、計測デ
ータに内在する劣化・不完全性を克
服し、知識発見に足る質と量を備え
た信号情報を解析するための基盤的技術の創出
を目指します。主に次の３つの技術的課題に取
り組みます。①センシング知見に基づく数理的
保証、②信頼性・効率性の高いパラメータ選択、
③獲得した知識をデータ解析へ逆輸入・活用す
る方法論の確立。

小野 峻佑 東京工業大学 情報理工学院 准教授
同上

センシングと知識発見の間に橋をか
ける数理的データ解析基盤

本研究では、試験実施後に出題され
た問題項目を公開することができ、
かつ推定量が一致性のような望まし
い統計学的性質を持つ、項目反応モ
デルの体系と推定法を開発すること
を目標とします。従来の問題項目を秘匿しての
テスト運営が困難になる中で、本研究でこれか
らのテストの数理的基盤を開発することによっ
て、人々から信頼を得られる、透明性の高い達
成度テスト運営を持続的に可能とすることを目
指します。

岡田 謙介 東京大学 大学院教育学研究科 准教授
東京大学 大学院教育学研究科 准教授，東京大学卓越研究員（兼任）

透明性の高い達成度テスト運用基盤
の開発

本研究では、自然知能研究としての
言語の認知・脳科学と人工知能研究
としての自然言語処理を融合するこ
とで、認知・脳情報処理に学んだ、
人間らしい言語処理モデルを開発す
ることを目的とします。具体的には、クラウド
ソーシングと脳機能イメージングで計測される
人間の言語処理と、記号的生成モデルと深層ニ
ューラルネットワークで実装される機械の言語
処理を対照する過程で、言語処理のリバースエ
ンジニアリングを目指します。

大関 洋平 東京大学 大学院総合文化研究科 講師
同上

認知・脳情報処理による人間らしい
言語処理モデルの開発

ユーザ制御可能な例示ベースで動画
像コンテンツ加工を行う深層学習フ
レームワークの構築に取り組みま
す。コンテンツ制作の現場におい
て、制作物は質の高さや人間による
制御性が求められますが、これを実現する深層
学習モデルはいまだに確立されていません。本
研究では、例示情報を効果的に取り込むニュー
ラルネットワークや、例示データの自動取得シ
ステムを構築することで、柔軟で信頼性の高い
フレームワークの確立を目指します。

飯塚 里志 筑波大学 システム情報系 准教授
筑波大学 システム情報系 助教

実応用に向けた動画像コンテンツ加工のためのユーザ
制御可能な例示ベース深層学習フレームワークの確立

信頼される音楽AIを実現するため、
(1) 信号から記号への変換技術（マ
ルチタスク学習に基づく半教師あり
自動採譜）、(2) 音楽知識の記号表
現技術（自己相似性に基づく教師な
し音楽文法獲得）、(3) 協調的な記号操作技術
（データ同化に基づく半教師あり音楽生成）の実
現に取り組みます。

吉井 和佳 京都大学 大学院情報学研究科 准教授
同上

人とAIの同化に基づく能力拡張型音
楽理解・創作基盤

計測技術の発展によって様々な生物
や人工物の集団移動の記録が可能に
なり、これを背景に様々な社会や科
学分野への貢献が期待されていま
す。しかし、情報技術の利用が想定
される実環境での集団運動の専門家、例えば生
物学の研究者やスポーツチームの監督等にとっ
て説明・操作・意思決定が難しい場合がありま
す。本研究では、実環境での集団移動の専門家
が説明・操作・発見・検証・意思決定可能な人
工知能基盤技術を開発します。

藤井 慶輔 名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授
名古屋大学 大学院情報学研究科 助教

生物集団移動の専門家が利用可能な
説明・意思決定のための基盤技術

本研究は、再現性と検証可能性をも
ち、見方・解釈に伴ってその意味付
けが変わる認知現象の一つとして、
曖昧図形の知覚に着目する。解釈・
理解を圏、データの解釈への対応づ
けを関手とする「随伴関手の統計的推定」モデ
ルにより、曖昧図形の知覚の数理構造を説明し、
これを実験的に検証する。この研究の過程で新
たに生まれる、圏論を基礎とした情報技術・統
計的モデリングを概念実証として、「機械理解」
分野創生の基礎を構築する。

日高 昇平 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 准教授
同上

機械理解の創成に向けた随伴関手の
統計的推定理論の構築

モデルの“説明”・“修理”に対し
て「データに基づくアプローチ」に
着目する。このアプローチはデータ
の専門知識を有するユーザと親和性
が高く、今後様々な分野のデータの
専門家が機械学習モデルを扱うにあたって特に
効果的だと期待できる。本研究では“説明”・
“修理”のために「データAがデータBの予測に
関連している/有害である」といったデータ間の
関連性を定量化する関連性指標の設計・原理解
明・妥当性検証に取り組む。

原 聡 大阪大学 産業科学研究所 准教授
同上

機械学習モデルとユーザのコミュニ
ケーション：モデルの説明と修正

確率統計に基づいた機械学習モデル
の予測誤りをなくすことは本質的に
困難です。そのため、機械学習モデ
ルを利用するAIシステムを構築する
際には、予測誤りに対処するために
多大なコストをかける必要がありました。一方、
ある種の予測誤りについてはその有無を外部か
ら検証することができます。本研究では。その
ような検証可能な誤りが存在しないことを保証
するための，検証器つき機械学習モデルの実現
を目指します。

西野 正彬 日本電信電話（株） NTTコミュニケーション科学基礎研究所 特別研究員
同上

誤りがないことを保証する検証器つ
き機械学習の研究

AIに対する人間の主観的信頼性を生
み出す脳内メカニズムを世界で初め
て解明し、それに基づいて主観的信
頼性を脳活動から解読してAIの評価
に利用するための技術を開発する。
また、研究者が開発した、シミュレートした脳
活動を解読する独自手法を融合し、従来技術に
対する脳解読の優位性を保ったまま、脳計測コ
ストの劇的な削減を実現して、正確性と利便性
を両立する革新的な主観的信頼性の評価技術へ
と拡張する。

西田 知史 情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 主任研究員
同上

脳情報に基づいたAIの信頼性評価技
術の開発

複数の異種低解像度時空間データか
ら高解像度時空間データを推定する
ための時空間超解像技術を新たに開
発する。多くの時空間データは、コ
ストや物理制約のためスパースかつ
低解像度となる。本研究では、低解像度データ
からでも、時空間予測や潜在パターン抽出など
の時空間データ分析を実現可能とするための技
術開発を実施し、省コスト・省エネルギーなシ
ステムで観測された低解像度時空間データの有
効性を高めることを目的とする。

竹内 孝 京都大学 大学院情報学研究科 助教
同上

リライアブルな意思決定のための時
空間因果推論モデルの研究

正答に必要な能力がラベル付けされ
た言語理解データセットを構築し、
システムの性能について言語理解の
観点から説明性の高い精緻な評価を
可能にします。ここで能力は自然言
語処理で存立している基礎技術（照応解析・意
味役割解析等）を単位とし、問題の作成にあた
り自然言語の形式表現体系を利用します。この
テストの応用により、実世界における言語理解
システムの説明性・頑健性の向上が期待されま
す。

菅原 朔 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教
同上

説明性の高い自然言語理解ベンチマ
ークの構築

頑健性と安全性を両立する深層強化
学習を開発します。この基盤技術と
して、頑健性と安全性の定量評価が
肝要となります。評価システムの礎
として、新しいダイナミクスモデル
の学習則と敵対的学習における正則化機構につ
いて開発を進め、単体レベルでの理論的・統計
的な検証を行います。実問題として人とロボッ
トが物理的接触を図るような実問題を例に検証
を進め、理論面・実用面の双方から提案技術を
検証します。

小林 泰介 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教

頑健性と安全性の性能限界を明らか
にする深層強化学習

深層学習モデルエージェントに言語
による直感的な指示を与え，指示文
章に従った複雑かつ体系的な動作を
可能とする手法を探索いたします．
特に，現実世界を模した環境で，エ
ージェントに言語による多様で複雑な指示を理
解させ，行動させることを目指します．動作か
ら与えられた指示文章を予測することで，深層
学習モデルの判断過程を指示文章に紐付いた形
で可視化し，将来的な現実世界での言語理解技
術につながる研究を目指します．

栗田 修平 理化学研究所 革新知能統合研究センター 特別研究員
同上

与えられた指示文章に従い言語で判
断を説明するAI

様々な意思決定の自動化に伴い, ア
ルゴリズムの公平性・信頼性の担保
が喫緊の課題となります. 本研究の
目的は，スケジューリングや査読割
当てなど、配分する財の可分性が必
ずしも仮定できない状況において, 資源配分問題
の理論的性質と解法について深く考察すること
です. 本研究では, メカニズムの公平性・全体最
適性・信頼性がどのような状況で保証できるの
かを考察します.

五十嵐 歩美 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教

信頼される資源配分メカニズムの構
築
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AI システムを信頼できるようにす
るためには、安全性、公平性、頑健
性などの、システムの「正しさ」の
保証とその説明が必要となります。
本研究では AI システムの動作を説
明する近似数理モデルの自動導出と、導出され
た数理モデルの数学的証明による正しさの保証
を組み合わせることで、「正しさ」の保証と説明
を両立する、信頼できる AI システムのための基
盤技術を創出し、プロトタイプツールの実装を
目指します。

和賀 正樹 京都大学 大学院情報学研究科 助教
同上

品質保証と説明の両立による信頼で
きるAIの構築技術

人間の認知発達過程を参考にし，実
世界環境におけるロボット学習を実
現するために必要な計算原理とデー
タ取得法の確立を目指します．脳の
情報理論として有力視されている自
由エネルギー原理に基づく深層生成モデルを構
築し，ロボットに実装します．効率性と多様性
を備えたロボットのプレイデータを取得するこ
とで自己教師あり学習を行い，想定外の状況に
対する適応能力や，未経験の目標に対する計画
能力について検証します．

村田 真悟 慶應義塾大学 理工学部 専任講師
同上

脳の計算原理とプレイデータに基づ
く実世界ロボット学習

情報理論およびPACベイズ理論の融
合により、具体的なアルゴリズムに
依存して、深層ベイズ推論の予測能
力と統計的不確実性を同時に評価で
きる新しい非漸近論的な学習理論の
構築を目指します。またそれを活用することで、
ユーザーのデータに対する仮定に柔軟に合わせ
て、不確実性の評価が可能な新しい深層ベイズ
のアルゴリズムやモデルを開発します。

二見 太 大阪大学 大学院基礎工学研究科 講師
日本電信電話（株） コミュニケーション科学基礎研究所 研究員

情報理論を用いた不確実性に関する
学習理論の展開

インフラ・医療などのミッションク
リティカルシステムにおいて、AIの
故障は人命に関わる深刻な誤作動を
引き起こす可能性があり、AIの耐故
障化が必要です。しかし、既存の耐
故障化技術をAIシステムに適用した場合、面積、
消費電力、コストを大きく増加させる問題があ
ります。本研究では、突発的に発生した故障を
検知し、十分な精度の認識を継続できる耐故障AI
を低計算量、小面積で実現する技術を確立しま
す。

富岡 洋一 会津大学 コンピュータ理工学部 上級准教授
同上

持続可能な高効率AIシステムの実現

汎用技能を獲得するソフトロボット
が、身体と物体に合う秩序立った運
動を自ら発見し、運動の知識を汎化
して応用するためには、物体操作の
様々な運動を安全に試せる身体を有
し、身体と物体に合う秩序立った運動を発見し、
限られた試行から効率よく運動の知識を汎化す
る必要がある。このため本研究では、軽量小型
柔軟アーム、物体特徴を表す秩序運動の生成法、
試行効率の高い運動知識の汎化法を開発する。

田中 一敏 オムロンサイニックエックス（株） リサーチアドミニストレイティブディビジョン シニアリサーチャー
同上

簡単に使える柔軟マニピュレータの
汎用技能獲得

脳型ハードウェアは高いエネルギー
効率と高い情報処理能力を両立する
次世代コンピュータです。しかし、
回路素子の非理想的特性やばらつき
特性などのアナログ回路特有の問題
により動作信頼性は低く、実用化は困難です。
本研究課題では、脳の知見とデータ駆動モデリ
ング技術を活用することで、デバイス・回路・
アルゴリズムを融合した設計を可能にし、それ
により高い信頼性で動作可能な脳型ハードウェ
アの構築を目指します。

酒見 悠介 千葉工業大学 数理工学研究センター 上席研究員
同上

脳型アナログ演算を支える数理モデ
リング

カメラやレーザー等のセンサの種類
に依存しない統一的な空間モデリン
グ手法の構築と、その空間モデルに
含まれるシーンのプライバシーやコ
ンテンツを保護するための自動編集
機能を実現します。本技術により、これまで難
しかった空間モデルの公開と共有（オープンデ
ータ化）を円滑に進め、自動運転やサービスロ
ボット、XRなど空間データ基盤に基づく産業を
後押しすることを目指します。

櫻田 健 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 主任研究員
同上

シーンのプライバシーを自動保護す
る深層空間モデリング

セーフティ・クリティカルな動的シ
ステムの自動化が加速しており、多
様な不確実性下でも高い信頼性を有
する制御設計が必須です。しかし既
存の制御理論は、不確実性への対処
はある程度可能であるものの、稀な重大事故に
よる損失を適切に考慮することはできません。
本研究では、テール・リスクを定量化して制御
設計に反映させることで損失を最小限に抑え、
信頼性と安全性を確保するリスク・アウェア制
御理論を構築します。

岸田 昌子 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 准教授
同上

リスク・アウェア制御理論の構築と
その展開

ヒト認知運動課題で得られる神経・
筋生体情報を利活用することで，
(1) AIが導き出した行動課題成績の
予測や判別に寄与する判断根拠を神
経活動操作や仮想的生体信号操作等
のニューロインフォマティクスを駆使して因果
に基づくXAIの信頼性を検証する。(2) 将来的に
人間-AI協調が必須な医療におけるXAI技術実装の
実現を視野に入れ，臨床データを用いて検証す
ることでXAIの社会浸透を目指す。

上原 一将 自然科学研究機構 生理学研究所 助教
同上

ニューロインフォマティクス活用で
紐解く信頼されるExplainable AI

あらゆる人が安心してAI社会の恩恵
を受けられる社会の実現を目指し，
「個人特定に繋がりやすい情報を活
用しない，人物状態推定システムの
構築」に取り組みます．具体的に
は，人の顔や衣服を含んだ画像情報や，ユーザ
の声色・会話内容等の個人が容易に特定可能な
情報を活用せず，シルエット画像や，意味情報
を含まない信号波等の「漏洩しても個人の特定
に繋がりにくい計測情報」のみを入力とした人
物状態推定技術を提案します．

五十川 麻理子 慶應義塾大学 理工学部 専任講師
同上

個人特定に繋がりやすい情報を活用
しない人物状態推定システムの構築

化学における機械学習は、有機化学
における反応予測や無機化学におけ
る材料設計など、シングルタスクで
あるものがほとんどであり、構築し
た学習モデルを他の課題に転用する
ことは困難です。そこで本研究では、化学にお
ける転送性の高い特徴量の抽出を機械学習によ
り実現することで、化学者のようにマルチタス
クで様々な化学現象に挑戦できる機械学習モデ
ルの構築を目指します。

横川 大輔 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
同上

化学的知見を生かした転送性の高い
特徴量の抽出と利用

意思決定に必要なエビデンスはテキ
スト上にあるとは限らず、図表など
の非テキストの情報をテキストに紐
づける必要があります。本研究で
は、論理と機械学習のアプローチを
組み合わせて、人の意思決定を支援する言語と
非言語の論理関係認識システムの実現を目指し
ます。言語と非言語の意味を統一的に表し、論
理関係を高度かつ高速に推論する手法を構築し
ます。また、人が解釈しやすい形式で推論過程
を出力するシステムを目指します。

谷中 瞳 東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師
同上

意思決定を支援する言語と非言語の
論理関係認識

人工知能システムは，安全性や信頼
性のために，対称性や空間構造，因
果関係，機械制御の安定性や力学系
の物理法則といった，対象が持つ性
質を保証する必要がある．通常の深
層学習は性質を満たすことを保証できず，演繹
的に設計された数理モデルはデータへの定量的
な適合性に限界がある．深層学習が近似する関
数空間を幾何学的な知見に基づき設計すること
にで，性質の保証と柔軟な学習を両立させるこ
とを目指す．

松原 崇 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授
同上

望まれる性質を設計段階で保証する
幾何学的深層学習の構築

電卓や橋は「期待通りに働く」から
こそ信頼される。AIシステムも、挙
動がユーザーの予想に反すれば信頼
関係の構築は困難だが、性能として
AIに「何を期待するか」が判然とし
ない限り、議論が始まらない。「性能をどう測る
か」が信頼性の原点であり、それを踏まえて性
能を「どう保証するか」、それに「ユーザーの意
思決定にどう繋ぐか」が論点となる。性能の測
り方の刷新を切り口に、この諸問題の統合的な
解決策を考究する。

ホｰランド マシュｰ ジェｰムズ 大阪大学 産業科学研究所 助教
同上

学習過程における価値観の多様化と
性能保証の両立

グラフデータは様々な応用がある一
方で，差別的なバイアスを含んでい
ることがあります．公平な人工知能
が求められている中，グラフデータ
内のバイアスの定式化や検出/削除
する試みは行われていません．私はグラフデー
タの説明可能なバイアスに関する基盤技術の創
出を通して，公平な人工知能社会の実現に貢献
します．具体的には，バイアスを説明可能に定
式化し，バイアス検出と差別的なバイアス削除
技術を開発します．

佐々木 勇和 大阪大学 大学院情報科学研究科 助教
同上

グラフデータの説明可能なバイアス
に関する基盤技術の創出
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数学と情報科学で解き明かす多様な対象の数理構造と活用
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2019-4.html

戦略目標

数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会への展開

研究総括

京都大学 大学院理学研究科 教授

次世代の社会では抽象的な概念や論理構造、曖昧な知覚や経験などが、広義の情報として科学的・社
会的・経済的な価値を有するようになると言われています。こうした社会の実現に向けて、数学・数理科学
と情報科学が連携・融合し、様々な科学技術分野や産業界における諸課題および膨大なデータなどから、
新しい数学的概念や数理構造を抽出し、それを情報化して利活用するアプローチが不可欠となっています。
また、プロセスの記述による演繹的アプローチと大量データの利用による帰納的アプローチの双方の数理モ
デリング手法を高度に発展させ、また相補的に活用する数理的手法の創出を通じて、実社会における情報
利活用の高度化・加速も期待されています。
本研究領域では、様々な対象に潜む数理構造や数学的概念を新たな「情報」として抽出し、それを次
世代の社会の価値として利活用することで、私たちの認知能力を拡大し、次世代の社会や科学技術・産
業の形成につなげるような情報活用基盤の創出を目指します。特に、数学・数理科学、情報科学の各分
野の強みを活かしながら、領域として両分野の独立した研究者が連携・相補的に融合することにより、この
目標達成を見据えた革新的な数理構造や数学的概念の提唱、その理論の構築、および、その情報化手
法の研究・開発を推進します。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト
（AIP プロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

荒井 迅 中部大学 創発学術院 教授

岩田 覚 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 教授落合 啓之
楠岡 成雄 東京大学 名誉教授

小磯 深幸 九州大学 名誉教授

佐古 和恵 早稲田大学 理工学術院 教授

徳山 豪 関西学院大学 工学部 教授

平田 典子 日本大学 理工学部 特任教授

福水 健次 情報・システム研究機構 統計数理研究所 教授

三好 建正 理化学研究所 計算科学研究センター チームリーダー

大田 佳宏 Arithmer(株) 代表取締役社長兼CEO/東京
大学大学院 特任教授

領域運営アドバイザー

坂上 貴之

研究領域概要
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メタ計算量とは、計算量を問う問題
の計算量（＝問題を解くために必要
な計算時間などの資源）のことを言
います。例えば、回路最小化問題や
時間制限付きコルモゴロフ記述量を
計算する問題の計算量がその例です。近年、計
算量理論においてメタ計算量の研究が国際的に
進展し、重要性が認識されてきました。本研究
では計算量理論をメタな視点で統一的に見直す
ことにより、計算量理論の難問に進展を与える
ことを目指します。

平原 秀一 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 准教授
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教

メタな視点に基づく計算量理論の新
展開

ユークリッド空間内の領域に有限個
の点を「最もバランス良く」配置す
る問題は、数学・物理・情報などの
分野で解決が求められています。こ
の問題に対しては様々な最適化手法
が多くの場合に考案されていますが、一般的な
解法や理論が確立されているとは言えません。
本研究では、これらの手法に対して数学的な基
礎付けを行い、さらにそれらを統合する「近似
的凸性」という統一的視点を見出し、最良点配
置の理論と算法を確立します。

田中 健一郎 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

最適点配置問題に内在する近似的凸
構造の探求と活用

プログラムが意図どおりに動作する
ことを数理的に厳密に検証する手法
として形式検証手法が研究されてお
り、様々なソフトウェアの検証に利
用されてきました。本研究では、統
計解析プログラムの正しさを数理的に厳密に検
証するための形式検証手法を構築します。特に、
統計解析プログラムの自動検証技術を開発し、
統計解析プログラムの信頼性を高めることを目
指します。

川本 裕輔 産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 主任研究員
同上

統計解析プログラムのための形式検
証手法

近年の遺伝子解析技術の急速な発展
によって、様々な遺伝情報がデータ
化され、そのデータ解析によって生
命の設計原理が解明されつつありま
す。本研究では、高次元統計解析・
統計的因果探索・トポロジー・力学系などの数
学理論を多角的に利用して、遺伝子発現データ
から細胞集団・単一細胞の多重解像度の細胞分
化構造を抽出する解析システムを新たに開発す
ることで、生命の設計原理の解明に迫ります。

井元 佑介 京都大学 高等研究院 特定准教授
京都大学 高等研究院 特定助教

多重解像度の細胞分化構造解析シス
テムの確立

最適化アルゴリズムは意思決定や知
識発見の道具として広く用いられて
います。しかし実応用では得られた
入力データが現実を正確に反映して
いるとは限りません。そこで本研究
では平均感度の低いアルゴリズム、即ち入力が
ランダムに少し変化しても出力が大きく変化し
ないアルゴリズムを構築し、これにより得られ
た出力が、その後の意思決定や知識発見に安心
して使えるようになり事を目指します。

吉田 悠一 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 教授
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 准教授

最適化アルゴリズムの平均感度解析

従来のユークリッド空間上の凸性に
基づく連続・離散最適化の枠組みを
乗り越えて、CAT(0) 空間といった
非正曲率距離空間の凸性に基づく新
しい連続・離散最適化理論、および
計算複雑度・アルゴリズム論を展開し、数学・
数理科学・情報科学諸分野へと横断的に活用し
ます。

平井 広志 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

新しい凸性に基づくアルゴリズムと
最適化理論

距離（非類似度）の情報からグラフ
構造を解き明かしたいという問題意
識は、科学の諸分野のデータ解析に
見られるもので、例えばDNAの配列
の違いから系統樹や系統ネットワー
クを推定する問題と密接に関連しています。本
研究では、トポロジー、最適化、数え上げ・列
挙などの多様な数理科学的視点により「離散幾
何学的モデリング」の新しい問題を提起し、そ
れらへの挑戦により計算系統学の新展開を目指
します。

早水 桃子 早稲田大学 理工学術院 准教授
情報・システム研究機構 統計数理研究所 助教

離散幾何学が拓く計算系統学の新展
開

深層学習モデルの膨大な学習コスト
を低減し、その適用ドメインを飛躍
的に拡大する事を目標とします。具
体的には、深層学習における最大の
謎である学習法の大域収束性と汎化
誤差担保の為に、学習法が備える潜在的正則構
造発見能力の正体について解明を試みます。更
に、究明した正則構造と大域収束の為のネット
ワーク構造の十分条件を陽に利用した安定的学
習法及びネットワーク構造学習法の開発に取り
組みます。

二反田 篤史 九州工業大学 大学院情報工学研究院 准教授
東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教

深層学習の潜在的正則構造の理解に
基づく学習法の安定化と高速化

本研究では、多様な動的機能を持つ
構造的折りパターンを新規に創出し
ます。パターンの自己組織化プロセ
スを直観的に操作することで、背後
にある数理構造にアクセス可能とす
るシステムを構築します。立体形状と構造性能
に潜む数理構造や数学的概念を抽出し、構造的
折りパターンを設計可能とすることで、諸科
学・工学分野への応用の道を開拓します。

舘 知宏 東京大学 大学院総合文化研究科 教授
東京大学 大学院総合文化研究科 准教授

自己組織化による構造折紙パターン
の創生

エネルギー、環境など様々な社会的
課題の解決には、対象となる複雑現
象を解析し理解するのと同時に、解
決に必要な機能を有するシステムを
設計することが求められます。本研
究では、この解析・設計に関する数学的基盤と
して非線形力学系に対するクープマン作用素に
着目し、クープマン作用素のスペクトル構造を
作用素論や函数論等の方法により特徴付けた上
で、この構造に基づいてデータから解析・設計
を行う方法論を開発します。

薄 良彦 京都大学 大学院工学研究科電気工学専攻 准教授
大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授

データ駆動型クープマン作用素によ
る非線形力学系の解析と設計

社会・Web・生物など多様なシステ
ムから時系列が得られるようにな
り、時系列の活用はますます重要性
になりつつあります。その一方、時
間を無視して機械学習を適用するア
プローチが主流であり、時間情報の活用は十分
に進んでいないのが現状です。本研究では、非
定常性、非線形性、部分観測性などの困難を克
服することにより、社会や脳から得られた時系
列から高精度な数理モデルを構築する技術を開
発します。

小林 亮太 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 准教授
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教

イベント情報を活用する高精度時系
列モデリング技術の構築

データ同化は、プロセス駆動型モデ
ルと観測データを最適に繋ぐ学際的
科学です。天気予報分野で発展して
きたデータ同化は、情報抽出限界や
多様な計測データの活用限界により
観測ビッグデータを最大限に利用するための課
題が残っています。本研究は、観測インパクト
推定による「観測の価値」や数理構造等の情報
特徴量を高度利用する新しいデータ同化・予測
手法を開拓し、天気予報での実証実験や新分野
への発展を達成します。

小槻 峻司 千葉大学 国際高等研究基幹 教授
理化学研究所 計算科学研究センター 研究員

「観測の価値」を最大化するデータ
同化・予測手法の開発

パーシステントホモロジー（PH）
を基盤としたデータ解析の革新的発
展のため、PH上の機械学習、PH上
の最適化問題、粗視化PHといった
基盤理論とそのソフトウェアの開発
を行い、それらを統合してPHによる革新的なト
ポロジカル高次構造抽出フレームワークの構築
を目指します。パーシステントホモロジーの数
学、最適化や機械学習のような計算機科学、そ
してそれらの理論的結果のソフトウェアによる
実現が鍵となります。

大林 一平 岡山大学 サイバーフィジカル情報応用研究コア 教授
理化学研究所 革新知能統合研究センター 研究員

パーシステントホモロジーによる位
相高次構造抽出手法開発

M2M 通信等によって半自動生成さ
れる大規模データのほとんどはシー
ケンシャルデータとみなすことがで
きます。本研究では、リアルタイム
処理でストレスフリーに動作し、安
価なデバイスにも実装可能で、かつ安全に利用
できる多様シーケンシャルデータ解析プラット
フォームの構築を目指します。文字列組合せの
高度理論、最先端文字列処理アルゴリズム技術、
暗号・セキュリティ技術を有機的に融合させる
ことで、目標を達成します。

稲永 俊介 九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授
同上

文字列学的手法によるシーケンシャ
ルデータ解析

質・量ともに限られた細胞スケール
の生命現象の画像データに対して、
流体方程式の構造に起因する「なが
れ」と「かたち」の間の関係性を利
用した数理活用基盤の構築を目指し
ます。内部流れ・外部流れ・中間流れの全ての
基礎的な流れの問題に対して、実験データの取
得から、流体数値計算技術の開発、データ利用
法の構築、およびその背後にある基礎数理の探
求を一貫して行います。

石本 健太 京都大学 数理解析研究所 准教授
東京大学 大学院数理科学研究科 特任助教

生命ダイナミクスのための流体数理
活用基盤
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多様な材料科学分野でみられるパタ
ーンダイナミクスの理解の深化は，
複雑な環境下における材料の生成や
破壊過程等の時間発展を予測する上
で重要である．本研究課題では，位
相的データ解析，深層ニューラルネットワーク，
ベイズ推論などの機械学習手法を融合させるこ
とで，パターンダイナミクスの解釈可能な数理
構造を抽出する手法を開発する．これにより科
学者による外挿可能な一般原理の探究が促進さ
れることが期待される．

本武 陽一 情報・システム研究機構 統計数理研究所 特任助教
同上

解釈可能AIによるパターンダイナミクス
の数理構造抽出と材料情報学への応用

発展方程式の数値計算は、現象の予
測や理解に欠かせない現代科学の構
成要素です。しかし、近年ではアル
ゴリズムや計算機の進展よりも需要
の高まりが顕著であり、数値計算の
信頼性を定量的に評価する手法が求められます
が、そのための手法や理論は全く整備されてい
ません。本研究では、これまでの数値解析学の
知見に確率・統計的考え方を導入することで実
用的な定量化手法と基礎理論を整備し、新しい
研究トピックを創出します。

宮武 勇登 大阪大学 サイバーメディアセンター 准教授
同上

発展方程式の数値計算に対する不確
実性定量化理論の創出

脳信号から情報を読み出す研究（脳
情報デコーディング）では、脳デー
タに特化した機械学習法を開発する
ことで、詳細な情報の読み出しに成
功してきた。しかし近年、計測技術
の発展により、データの計測点数（次元数）が
増加しており、計算時間増加の問題から、従来
の機械学習法が適用できない事例が生じている。
本計画では、量子インスパイア計算と呼ばれる
計算法によりアルゴリズムの劇的な高速化を達
成し、その問題を解決する。

間島 慶 量子科学技術研究開発機構 量子生命科学研究所 研究員
同上

量子インスパイア機械学習で切り拓
く超高次元脳・行動データ解析

モデルベースト制御では数理モデル
の良し悪しが制御性能に直結します
が，対象によっては十分精度のよい
モデルを得られないことがありま
す．本研究では，事前および事後情
報に基づいてモデルの未知部分を確率過程の分
布として補完し，その結果を制御に活かすこと
を可能にする理論と技術を開発します．これに
より，さまざまな対象の自動制御化に関する社
会的課題の解決への礎を築くことを目指します．

細江 陽平 京都大学 大学院工学研究科 講師
同上

確率統計情報を活用する数理モデル
ベース適応学習制御

リンケージやロボット等の動作計画
や、より一般に幾何制約システムの
自由度解析など、計算幾何学の諸問
題に現れる代数方程式系に対し、そ
の解空間の一般的な性質を考察す
る。マトロイドや劣モジュラ関数などの組合せ
論・離散最適化の技術を軸に、方程式系が有す
る組合せ構造の意味で幾何的性質の特徴付けを
行い、解釈可能なアルゴリズムの設計基盤とな
る組合せ計算幾何学を展開する。

谷川 眞一 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

組合せ計算幾何学の新展開

深層学習により，写像を深さ方向に
分解する方法（深層分解）の有効性
が実証されました．写像を幅方向
（基底と係数）に分解する方法は情
報技術に普遍的であり，調和解析に
よって体系付けられています．一方，深層分解
の理論は未整備であり，深層学習によって得ら
れる中間情報表現の性質はほとんど予測不能で
す．本研究では，深層分解の理論と方法を開発
し，特に写像やデータの「深さ」を定式化して，
次世代の情報技術へ展開します．

園田 翔 理化学研究所 革新知能統合研究センター 研究員
理化学研究所 革新知能統合研究センター 特別研究員

複雑データに内在する深層構造の理
論と応用

近年，宇宙開発は脚光を浴びてきて
いる．ロケットの軌道設計はこれま
で2体問題の解を用いるか，制限3体
問題の数値計算をして得られた軌道
を用いるのが主だった．本研究で
は，数学的に高度な理論を導入するというこれ
までなされていなかったアプローチにより，斬
新な軌道を構築する．

柴山 允瑠 京都大学 大学院情報学研究科 准教授
同上

変分的および幾何学的手法による人
工衛星と惑星探査機の軌道設計

現在レイノルズ作用素を用いて構成
することができた同変深層ニューラ
ルネットワークモデルを不変深層ニ
ューラルネットワークの枠組みに適
応しようとしている。その際に必要
な数学的枠組みであるレイノルズ次元、レイノ
ルズデザインなどの理論を発展させ、数学と情
報の両面からアプローチすることで不変深層ニ
ューラルネットモデルを構成する。

三内 顕義 理化学研究所 革新知能統合研究センター 研究員
同上

対称性を用いた深層学習とそれに繋
がる不変式論の研究

マルチエージェント環境における基
本的な問題である安定マッチング問
題，公平割当問題，複数財オークシ
ョン問題などに対し，解の品質の理
論保証・高速計算・戦略的な問題を
同時に解決するようなアルゴリズムの設計を行
う．そこで得られた知見を元に，マルチエージ
ェント環境におけるモデリング手法とアルゴリ
ズム設計手法の基盤技術を構築する．

河瀬 康志 東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任准教授
同上

マルチエージェント環境におけるモ
デリングとアルゴリズム

Wikipediaのような自由参加の参加者
と生成されるコンテンツという多様
な要素が自己組織的に構造化した集
合知においては、情報の価値や質は
選ばれた専門家のみが関わる従来の
辞書のようには保証されません。本研究では、
データ解析と数理モデルの双方を用いて自己組
織的に構造化した集合知が持つ複雑な構造やそ
の特徴を明らかにし、Wikipediaに代表される協同
的デジタル知識空間の評価指標の確立を目指し
ます。

小串 典子 科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 特任助教

協同的デジタル知識空間の評価指標
の確立

研究代表者がこれまでに構成した確
率微分方程式に対するマリアバン解
析を用いた高次弱近似法と深層学習
の方法を融合させた高次元偏微分方
程式の新しい計算技術について研究
を行い、実社会や自然科学・工学の現象を記述
する複雑な線形・非線形偏微分方程式モデルや
大規模計算モデルに対して有益な計算法・ソリ
ューションを提供する。

山田 俊皓 一橋大学 大学院経済学研究科 准教授
同上

マリアバン解析と深層学習による高
次元偏微分方程式の新しい計算技術

本研究は，未だ多くの謎につつまれ
ている大規模ネットワークに発現す
る様々な動的機能構造のメカニズム
の解明を目的とします．そのため
に，新たな理論に基づく非線形ネッ
トワークダイナミクス表現学習法を開発し，ネ
ットワーク時系列データからの，非線形ダイナ
ミクスと，その動的機能を駆動・制御している
潜在因子のデータ駆動表現学習を実現すること
で挑戦します．

森岡 博史 理化学研究所 革新知能統合研究センター（AIP） 研究員
理化学研究所 革新知能統合研究センター（AIP） 特別研究員

非線形表現学習による大規模ネット
ワーク動的機能構造の解明

近赤外イメージングは被曝の心配な
く簡便な装置で計測できる技術とし
て、医学はもちろん理学・工学の
様々な分野での活躍が期待されてい
ます。しかし、そこに現れるのは非
線形で非常に非適切な逆問題です。本研究では
この逆問題に対し、輻射輸送方程式を用いた高
精度化と逆級数を用いた高速化で挑みます。さ
らに継続計測における計測間の時系列に着目し、
情報科学と融合した新たなデータ駆動型アプロ
ーチを構築します。

町田 学 科学技術振興機構 さきがけ研究者
浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター 指定講師

逆問題の級数的手法による近赤外イ
メージング

本研究では、組合せ論的ホッジ分解
をコア技術として、大規模なデータ
の背後に潜む定性的知識を獲得する
ためのデータ解析フレームワークを
創出します。分子から細胞・組織ス
ケールの複雑な生命システムを背景とする大規
模計測データから、流れの構造を通した対象の
定性的理解、すなわち人間に馴染みやすい概念
の獲得を目指します。

前原 一満 九州大学 生体防御医学研究所 助教
同上

生命現象の定性的理解を支援するデ
ータ解析技術の創出

ベクトル場に局所構造を含めた「幾
何変換場」を対象として、主要な因
子を抽出するスパースモデリング技
術および解析結果の可視化技術を開
発します。幾何変換には乗法のみが
許され、加法による演算は意味を成さないため、
加法に基づいて定式化された従来の解析技術を
そのまま適用するべきではありません。幾何変
換が持つ群としての特性を活かすため、演算を
乗法のみに制約したスパースモデリングの定式
化を目指します。

舩冨 卓哉 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 准教授
同上

乗法群スパースモデリングによる幾
何変換場のモデル化
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人と人、もしくは人と組織との間
で、参加者の選好にもとづき効率的
で公平なマッチングを計算するため
の理論は、近年大きく発展していま
す。本研究では、参加者がもつ様々
な選好を表せる表現力豊かなモデルを考え、望
ましいマッチングの集合がなす構造を解析しま
す。そしてその結果を活かし、人々の戦略的な
振る舞いも考慮しながら、公平性や最適性を達
成するアルゴリズムの設計に取り組みます。

横井 優 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教
同上

選好下のマッチングが生みだす構造
の解明と活用
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IoTが拓く未来
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunya2019-5.html

戦略目標

次世代IoTの戦略的活用を支える基盤技術

研究総括

情報通信研究機構 理事長

Society5.0 が実現された超スマート社会においては、IoT（Internet of Things）でつながった人や機器
から生み出される大量かつ多様なデータを、サイバーフィジカルシステム（CPS）において、AI やビッグデー
タ処理などの情報科学技術により分析・活用し、インテリジェントな機器等をニーズに合わせて制御すること
で、機器単体では決して得られない新しい価値やサービスを創発することが期待されています。一方、IoT
機器に潜む脆弱性をつく外部からの攻撃等も危ぶまれ、高度な攻撃にも耐える IoT セキュリティやプライバ
シーに配慮した高度なデータ収集・流通・蓄積・解析基盤等の開発も急務です。
この超スマート社会の CPS を支えるには、カーボンニュートラルなシステム、セキュリティやプライバシー
保護をデザイン時点から組み込んだデータエコシステムの実現などが重要です。特に、日本が世界をリードす
るためには、この急速に進展する IoT 環境の戦略的活用を支援する基盤技術の研究開発を加速すること
が必須です。
本研究領域は、超スマート社会の実現を見据え、従来技術の単純な延長では得られない、質的にも量的

にも進化した次世代 IoT 技術の基盤構築を目指します。例えば、IoT 機器から得られる多種大量のデータ
をリアルタイムに統合・分散処理する技術、IoT 環境における機能・性能・実装の課題を飛躍的に解決
する要素技術、IoT 機器の脆弱性、データ保全性等の課題を根本的に解決するセキュリティ技術やプライ
バシー強化技術等を対象として、大胆な発想に基づいた挑戦的な研究を推進します。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能／ビッグデータ／IoT／サイバーセキュリティ統合プロジェクト
（AIP プロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

板谷 聡子 情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク総合
研究センター 主任研究員

荻野 司 （一社）重要生活機器連携セキュリティ協議会 代表理事／
情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科 客員教授
明治大学 総合数理学部 専任教授菊池 浩明

栗原 聡 慶應義塾大学 理工学部 教授

佐古 和恵 早稲田大学 理工学術院 教授

戸辺 義人 青山学院大学 理工学部 教授

中澤 仁 慶應義塾大学 環境情報学部 教授

原 隆浩 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授

東野 輝夫 京都橘大学 副学長

吉岡 克成 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授

徳田 英幸

研究領域概要
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本研究は、IoT-AIトラヒックの爆発
的増加とデータプライバシの課題を
解決するため、IoTデータの地産地
消を実現する通信とAIデータ処理が
一体化した IoT基盤構築を目指す。
従来型クラウドAIを用いたIoTデータ処理ではな
く、IoTデータを収集するローカルNW内で分散的
にAI処理することで、コアNWのトラヒック削減
とリアルタイム性向上および機密情報流出の危
険性を大きく低減可能なIoT基盤を創出する。

西尾 理志 東京工業大学 工学院 准教授
京都大学 大学院情報学研究科 助教

機械学習するIoT通信ネットワーク基
盤

環境に適応してエネルギー・データ
を統合的に最適管理するための次世
代IoT基盤技術を構築し、カーボン
ニュートラルな次世代IoT技術の実
現に貢献します。環境からのエネル
ギー収穫可能性を自律的に判断し、データの保
存・処理・暗号化などを最適に管理する技術の
開発を行います。コンセプトを実集積回路デバ
イス上で実証し、社会受容を目指します。

新津 葵一 京都大学 大学院情報学研究科 教授
名古屋大学 大学院工学研究科 准教授

環境適応エネルギー・データ統合管
理IoT基盤

IoTデバイスから取得されるデータ
の量は増加の一途を辿っています。
しかし、我々が日常的に利用可能な
計算機には演算能力・メモリ容量と
いった厳しい時空間的制約が存在す
るため、IoTビッグデータのリアルタイム分析技
術は依然として十分に開発されていません。本
研究ではリアルタイムかつ多モーダルなIoTデー
タに対して超高速な分析処理を実現する基盤技
術の確立を目指します。

塩川 浩昭 筑波大学 計算科学研究センター 准教授
同上

超高速な多モーダルIoTデータ統合処
理基盤

本研究では、我々が生活する物理空
間とコンピュータネットワーク上の
電脳空間を電波空間で接続すること
を目指す。具体的には、電波による
通信機能、エネルギー供給機能、セ
ンシング機能を兼ね備えた電脳空間APIモジュー
ルを実現する。電波空間APIモジュールが実現さ
れることで、IoTの未解決課題「物理空間をセン
シングして電脳空間に取り込むためのエネルギ
ーをどうするのか？」の問題を抜本的に解決す
ることができる。

猿渡 俊介 大阪大学 大学院情報科学研究科 准教授
同上

物理空間と電脳空間を統合するため
の電波空間APIの実現

本研究では、IoTにおけるエッジデ
バイスの長期的な安全性を実現する
ために、新しい性質や機能を持つ暗
号の開発を目的とする。デバイスは
コンプロマイズ（物理的にアクセス
される）される前提に立ち、その場合でも秘密
鍵をソフトウェアのみで保護する技術や、仮に
秘密鍵の秘匿性が破られた場合においても、安
全性を確保する技術の開発を行う。

五十部 孝典 兵庫県立大学 大学院情報科学研究科 准教授
兵庫県立大学 大学院応用情報科学研究科 准教授

IoT機器の長期的な安全性確保のため
のビヨンド軽量暗号の開拓

本研究では、新しい電磁材料・波形
選択メタサーフェスを活用し、異な
る同一周波数電波を新概念「パルス
幅」に基づいて分散処理できる基盤
技術の実現を目指します。本基盤技
術により、ソフト側だけでなく、材料・デバイ
スなどハード側においても電波を操作すること
が可能となるため、将来的には分散処理性能を
未知のレベルまで引き上げることに貢献します。

若土 弘樹 名古屋工業大学 大学院工学研究科 准教授
同上

電磁材料に基づく同一周波数上での
新規分散処理技術の開拓

本研究では、街中に存在する膨大な
固定デバイス、スマートフォン、自
動車等から常に IoTデータを集め、
これを経済的に流通させるプラット
フォームの実現を目指します。具体
的には、IoTサービス類型毎に品質評価指標を定
義し、データソース毎に観測に基づいてデータ
品質を評価する手法を構築します。更に、デー
タ品質を用いて動的にデータソースを選択し、
経済流通可能なサービスを創出できる仕組みを
確立します。

吉廣 卓哉 和歌山大学 システム工学部 准教授
同上

データ品質に基づいたIoTデータの経
済流通プラットフォームの構築

本研究では、システムソフトウェア
の観点からIoT機器単体のセキュリ
ティを向上させる基盤技術の確立に
取り組みます。具体的には、IoT機
器のソフトウェア脆弱性が存在して
も攻撃や攻撃の影響を無効化する手法、IoT機器
の攻撃可能領域を削減するシステムソフトウェ
ア構成法、および個々のIoT機器毎に最適化した
セキュリティポリシとアクセス制御機構の実現
を目指します。

山内 利宏 岡山大学 大学院自然科学研究科 教授
岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授

IoT機器の実行環境の隔離を実現する
IoT基盤ソフトウェアの構築

私が懸念しているウェアラブルセン
シングのセキュリティリスクは、装
着者による身体及びウェアラブル機
器への攻撃です。ウェアラブル機器
の普及によって持続可能性を有する
公平公正な社会を実現するために、ウェアラブ
ルセンシングに対する攻撃による生体情報操作
の可能性を明らかにします。また、攻撃の有効
活用によってデータ圧縮や省電力センシング、
新たな通信方式の提案などウェアラブルセンシ
ング基盤の拡張を実現します。

村尾 和哉 立命館大学 情報理工学部 准教授
同上

生体情報操作を活用したウェアラブ
ルセンシング基盤の拡張

あらゆる環境にセンサが張り巡らさ
れた超スマート社会において、セン
サが単独で知的処理を行う未来を考
える。本研究では、大規模データ処
理において最も基盤的な技術である
「近似最近傍探索」のセンサ上での実現に取り組
む。センサから得られる生データが欠損し、事
前処理等でも修復できない環境においても、デ
ータ検索を可能とする基盤技術を確立する。

松井 勇佑 東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師
東京大学 生産技術研究所 助教

大規模で不完全なセンサデータに対
する高速な最近傍探索

サイバーフィジカルシステムを産業
的・科学的・工学的に利用するため
に重要なのは、フィジカル空間の精
緻なセンシングです。しかし、大量
センサを用いても広大なフィジカル
空間を時空間的に遍く覆うのは原理的に不可能
なため、革新的なセンシング技術が求められて
います。本研究では、数千モダリティを持つビ
ッグデータから、フィジカル空間を精緻かつ高
速に再構成するための基盤技術を確立します。

田中 雄一 大阪大学 大学院工学研究科 教授
東京農工大学 大学院工学研究院 准教授

ハイパーモーダル時空間データの超
スパース表現

WebやIoT技術により人々の利便性は
大きく向上しています。しかし、想
定していなかったデータとの思わぬ
組合せや、誤差を伴うセンサデータ
の存在によるプライバシー漏洩が大
きな課題となっています。本研究では、プライ
バシーリスクを把握した上で制御でき、安全か
つ高精度に機械学習や統計的データ解析を行う
ことのできる、Web/IoT横断的プライバシー保護
データ解析基盤の研究開発に取り組みます。

清 雄一 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授
同上

Web/IoT横断的プライバシ保護データ
解析基盤

本研究では、膨大なIoTデバイスに
よって構成される分散ネットワーク
のための新しいワイヤレスセキュリ
ティ技術を提案します。IoTに求め
られる通信要件を満たしながら、情
報理論に裏付けられたセキュリティを達成する
フレームワークの研究開発に取り組みます。こ
れにより、現状の暗号のみによるセキュリティ
の弱点を補完しながら、将来にわたっても安全
安心な通信基盤の構築に貢献します。

杉浦 慎哉 東京大学 生産技術研究所 准教授
同上

IoTワイヤレスネットワークセキュリ
ティ

IoTデバイスの数が膨大となる将来
社会では、充電やバッテリ交換の手
間が大きな課題となります。本研究
では、ヒトやモノの動きが電波に及
ぼす影響を直接とらえるワイヤレス
センシングに基づく状況認識技術を確立します。
具体的には、電波に影響を与えるにもかかわら
ずバッテリ交換不要なタグを開発し、複数のヒ
トやモノによる電波変動を判別するとともに、
動きそのものを電波の変化に変換する新しいセ
ンシング基盤を構築します。

内山 彰 大阪大学 大学院情報科学研究科 准教授
大阪大学 大学院情報科学研究科 助教

ワイヤレスセンシングによるSustain-
able IoT基盤開発

ビッグデータを処理する技術は増々
重要となっていますが、これを高速
に解析する技術は十分に開発・実装
されていません。本研究では、多種
大量なIoTデバイスによって生成さ
れるIoTビッグデータを超高速に解析するための
分散アルゴリズム基盤を確立します。具体的に
は、メトリック空間に焦点を当て、多くのデー
タ空間および距離関数に対応でき、かつ、効率
的な並列分散アルゴリズムを設計します。

天方 大地 大阪大学 大学院情報科学研究科 助教
同上

超高速IoTビッグデータ解析のための
分散アルゴリズム基盤
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イヤホン型コンピュータ（ヒアラブ
ルデバイス）を常時装着する社会で
は、ユーザはヒアラブルデバイスを
通して常に情報を得て、それを元に
行動することになります。従って、
ヒアラブルデバイスへの攻撃によるユーザの行
動操作や、常時情報提示によるユーザの聴覚特
性変化等の脅威が考えられます。本研究では、
ヒアラブルデバイス常時装着環境の脅威を解明
し、対策技術を確立することで、ヒアラブルセ
キュリティ基盤を確立します。

渡邉 拓貴 北海道大学 大学院情報科学研究院 助教
同上

ヒアラブルコンピューティングにお
けるセキュリティ基盤の確立

5GなどのネットワークやAI技術の進
歩を背景に、IoTデバイスは増加し
続け、デジタルデータは爆発的な増
大を続けています。昨今のトレンド
である大量データの収集・処理で
は、設備コストや消費電力の増大、ユーザのプ
ライバシなどが課題になります。本研究は、デ
ータ処理と通信との融合的なアプローチにより、
データサイズやその時空間密度の低減などを実
現し、持続可能なIoTを目指すものです。

中山 悠 東京農工大学 大学院工学研究院 准教授
同上

データ量低減による持続可能なIoT

本研究では、より安全でレジリエン
トな制御・適応学習手法を提案しま
す。障害物回避、ロバスト性、耐障
害性、適応性を数学的に同時保証す
る手法を開発します。また、限界性
能や性能間のトレードオフを改善するために、
ヒトの感覚運動制御系が汎用しているDiversity-en-
abled Sweet Spotsを倣う手法を構築します。これ
らの手法は、将来的に、自動運転の信頼性向上
などに貢献することが期待されます。

仲平 依恵 カーネギーメロン大学 電気計算機研究科 助教
カーネギーメロン大学 Electrical and Computer Engineering (電気計算機工学科) 助教授

Control and Adaptation with Provable Safety and Resil-
ience Inspired from the Human Sensorimotor System

世界で個人特定情報の取得を許容し
ない流れは強まる方向にあります．
本研究では，顔画像や個人照合を伴
わない匿名センシングデータからで
も，高精度な動作認識と同じ人によ
るデータの追跡の実現を目指します．センシン
グデータを人・モノ・動作の特性へと因子分解
することで，互いの影響を排除して認識できる
ようにします．研究の実現によって，高度なデ
ータ収集・流通・蓄積・解析が可能な匿名ビッ
グデータの構築に貢献します．

豊浦 正広 山梨大学 大学院総合研究部 准教授
同上

匿名センシングデータの人・モノ・
動作の特性への因子分解

本研究は，情報学と医学の融合によ
るアウトカム創出を目指す．整形外
科疾患に着目し，この疾患推定の原
理解明と，多種多様な検査システム
を開発する．このアウトカム創出に
向けて，本研究では，医療検査システム設計支
援基盤を構築する．これにより，地域や国の格
差を考慮した医療検査方法を確立できる．また，
日常環境での疾患推定は，疾患の重症化の予防
につながる．

杉浦 裕太 慶應義塾大学 理工学部 准教授
同上

医工スパイラル連携を促進する医療
検査システム設計支援基盤の構築

IoT技術への期待は大きくなってい
るが，IoT機器の脆弱性を突いたサ
イバー攻撃も増加しており，IoTセ
キュリティの高度化は急務である．
本研究では，IoT機器の種類や用途
に合わせて特徴量やモデル構造を自動カスタマ
イズする技術によって機械学習を用いたIoTセキ
ュリティの高度化を目指す．特に，複数のIoT機
器で観測されるデータを連携利用することで，
効率的な機械学習の自動カスタマイズ基盤技術
を確立する．

白川 真一 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授
同上

IoTセキュリティのための機械学習の
自動カスタマイズ技術

インクルーシブデザイン(ID)とアク
セシビリティ(AY)は国連の「持続可
能な開発目標」でも中核となるコン
セプトです。「標準ユーザ」に該当
しない様々な人に貢献し得るIoTで
すが、AYは個々のサービス開発者に任せられ共
通仕様等がないのが現状です。本研究では動的
システム設定を可能にするIoT用IDアーキテクチ
ャ構築に向け、装着型センサを用いユーザ視点
でIoTのAYを評価するツールキットを開発しま
す。

カイ クンツェ 慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授
同上

An Accessibility Assessment Toolkit for
Inclusive IoT Design using Onbody Sensing

自動運転システムは比較的豊富な計
算資源・IoTセンサ群・通信資源を
有している一方，現状では車両単体
の安全走行のためだけにデータを用
いている．本研究ではデータの安全
性・信頼性を向上させ，プライバシーを保護す
る技術を開発することで，インフラ側IoT機器・
周辺の車両・遠隔の一般ユーザとデータを共
有・協調する機構を実現し，自動運転システム
と都市IoT基盤システムの融合を目指す．

青木 俊介 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教
同上

安全なデータ共有・協調型自動運転
システムの開発

従来のデータ圧縮技術では対応でき
ない、IoT機器に特有のデータスト
リームを、メモリへの一時的保存や
処理のストールなしに連続的に圧
縮・復号化出来るストリームデータ
圧縮技術を確立する。可変長圧縮に加え、ユニ
バーサルな圧縮技法を開発し、ハードウェアと
してコンパクトに実装できるアーキテクチャを
開発する。ハードウェア化されたプロトタイプ
を元に、IoT機器の通信や計算性能を向上させる
と共に、省電力化を狙う。

山際 伸一 筑波大学 システム情報系 准教授
同上

高性能ストリームデータ圧縮技術の
開発

IoTが都市の至る所に設置される未
来のスマートシティでは、データに
基づく様々なサービスが日常生活を
より豊かにするでしょう。その実現
には、センサデータを統合し私達の
「感覚」に寄り添った情報を取り出すための持続
可能な基盤が必要となります。本研究では都市
IoTセンサを「人々の知覚」によって調整するこ
とで、種類・精度の異なるセンサデータを統合
する「ユーザ参加型IoTセンサ調整基盤」の創出
を目指します。

松田 裕貴 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教
同上

人の知覚を用いた参加型IoTセンサ調
整基盤の創出

本提案研究では 視覚による汎用的
な触覚検知装置を人間とのインター
フェースとして、触覚のBig Dataの
リアルタイムの取得方法・伝送方法
と、それによるAI を活かした人間
とCyber-Physical System (CPS) 環境との新たな価値
を創出する研究を実施します。

Ho Anhvan 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 准教授
同上

タッチIoT : 触れるインターネット実
現のための肌感覚送受信機の開発

街の日常的な状況を把握するだけで
なく、災害の被害状況や規模を迅速
に把握するために、測域センサを搭
載した複数のUAVが協調することに
より、対象とする領域を効率よく巡
回するための巡回戦略、測域センサにより計測
された点群データをUAVに搭載された小型計算機
上のみで形状把握する手法を考案し、街中にお
ける様々な人やモノの存在及びその形状を、高
精度な三次元マップとして把握可能なセンシン
グ基盤を構築する。

廣森 聡仁 大阪大学 サイバーメディアセンター 准教授
大阪大学 経営企画オフィス 准教授

測域センサを搭載した複数UAVによ
る共通IoTセンシング基盤

本研究は、既存の優れた防災技術を
フルに活用し、漸進的かつ柔軟に連
携させる基盤技術を開発します。具
体的には、これまでばらばらだった
異なる防災技術同士の技術連携、デ
ータ連携による被害予測の高精度化、テストベ
ッド化を達成し、数時間先の被害を詳細に予見
し、かつ防災分野での新たなサービス/システム
創出に貢献する新たなしくみを確立します。

廣井 慧 京都大学 防災研究所 准教授
同上

IoT連携基盤による先端防災ITの実現 ●
●
●
●
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革新的コンピューティング技術の開拓
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah30-4.html

戦略目標

Society5.0を支える革新的コンピューティング技術の創出

研究総括

九州大学大学院システム情報科学研究院 教授

超スマート社会を実現しその持続可能性を維持するためには、情報処理基盤の要であるコンピュータシス
テムの飛躍的かつ継続的な発展が必要不可欠となります。しかしながら、近い将来、半導体の微細化がつ
いに限界に達すると予想されており、コンピュータシステムを進化させ続けるための新しい概念や技術の創出
が求められています。
そこで本研究領域では、半導体微細化に頼らない革新的コンピューティング技術の開拓を目指します。大

きなダイナミズムを有する超スマート社会を支える情報処理基盤を構築するには、社会的変化と技術的進歩
を敏感に察知し、将来を予測し、様々なトレードオフを考慮した上で、柔軟かつ斬新な発想に基づく次世代
コンピュータシステムを実現しなければなりません。そこで、高性能化、低コスト化、低消費電力、安全性向
上、高信頼化、運用容易性向上、など、様々な観点から次世代コンピュータシステムのあるべき姿を探求し
ます。
研究内容としては、1）回路、アーキテクチャ、システムソフトウェア、プログラミング、アルゴリズム、ア

プリケーションなどを対象としたクロスレイヤ、コデザインに基づく新しい高効率コンピューティング技術の確
立、2）現在主流であるデジタルCMOS処理とは異なる新コンピューティング技術の創成、3）従来の計算
モデルとは一線を画す新計算原理/新概念の創出、などを対象とします。そして最終的には、世界をリードす
る若手研究者を輩出するとともに、持続可能な超スマート社会の実現を可能にするための情報処理基盤の
構築に貢献します。

領域アドバイザー

河野 崇 東京大学 生産技術研究所 教授

権藤 正樹 イソール（株） 取締役 CTO・技術本部長

情報・システム研究機構 国立情報学研究所 教授竹房 あつ子
田中 良夫 産業技術総合研究所 研究戦略企画部/研究DX推

進室/情報・人間工学領域 次長・室長・副領域長

谷口 忠大 立命館大学 情報理工学部 教授

中条 薫 （株）SoW Insight 代表取締役社長

中島 康彦 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術
研究科 副領域長・教授

成瀬 誠 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

前澤 正明 中国科学院 上海微系統与信息技術研究所 研究員

宮森 高 東芝デバイス＆ストレージ（株） 半導体研究開
発センター センター長

井上 弘士

研究領域概要
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生物の脳は複雑な神経回路からなる
超高次元の動的システムであり、高
度な情報処理を可能にしています。
一方、光波動系も高次元の動的シス
テムです。本研究では、光波動現象
の多様性・高次元性を利用してニューラルネッ
ト処理を無配線で高効率に実行する計算原理を
提案し、先端的フォトニクスによってその原理
を実証します。これにより光波の極限的性能を
発揮する次世代AIエッジコンピューティングの形
を明らかにします。

砂田 哲 金沢大学 理工研究域 教授
金沢大学 理工研究域 准教授

光波動コンピューティングの展開

近年のWebアプリケーション開発で
は開発や運用の効率化、かつ継続的
サービスの展開が重要視されおり、
アプリケーションを複数サービスに
分割し開発を行うマイクロサービス
が着目されています。しかし、サービス間は疎
に結合され、実行効率が低いことが問題です。
そこで、新世代デバイスであるNVM, FPGA, CCIX
等を用い、サービス間を密結合とし、マイクロ
サービスの性能を大きく向上させる実行基盤を
実現します。

坂本 龍一 東京工業大学 学術国際情報センター 准教授
東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教

新世代デバイスを用いた密結合型マ
イクロサービス実行基盤

複雑な統計モデルが導入される昨
今、推定問題は複雑化しており、安
定に動作するアルゴリズムの開発は
急務となっています。本研究では、
複雑な推定問題に適用可能かつ、入
力データの揺らぎに対して頑健なアルゴリズム
の開発を目指します。求解軌道のマクロ表現と
いう考え方を用いて、アルゴリズムの典型的性
能と、揺らぎに対する信頼性を評価し、安定的
に求解を行うようアルゴリズムを制御するため
の理論の創出を目指します。

坂田 綾香 情報・システム研究機構 統計数理研究所 准教授
情報・システム研究機構 統計数理研究所 助教

求解軌道のマクロ表現によるアルゴ
リズム制御理論の創出

半導体の微細化が徹底追求された現
在、現実的なコストで従来通りのデ
ータロスが生じない高性能通信ハー
ドウェアの設計が難しくなっていま
す。本研究では、アルゴリズムレベ
ルで高い耐故障性を有する並列計算アプリケー
ションと、通信ハードウェアの耐故障性に関す
る設計を最小限に留める高速通信アーキテクチ
ャに関する協調設計技術を創出することで、高
性能クラウド並列計算基盤を実現します。

鯉渕 道紘 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 教授
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 准教授

耐故障並列計算と高速ロシー結合網
の協調

神経細胞という不安定なケミカルマ
シンに基づいて構成されながら，生
物の脳は自律的に，そして高い電力
効率で高度な情報処理を実現しま
す．本研究では，神経細胞ネットワ
ークの大自由度動的システムとしての特性に基
づいて，時系列入力信号の情報処理が行えるこ
とを実証し，ここから現在の脳型システムが直
面している電力効率やアーキテクチャの壁など
の課題の解決に向けた，生物物理学的なアプロ
ーチの開拓へと結び付けます．

山本 英明 東北大学 電気通信研究所 准教授
東北大学 材料科学高等研究所 助教

バイオニック情報処理システムの人
工再構成

本研究で、0.1mm角に極小粉末化し
た計算機能要素で構成する、粉薬の
ように飲み込めるコンピュータ、
Triturated Computing Systemを提案し、
これを実現する基幹技術を開拓しま
す。構成要素を個別チップに細分化し、構成部
品を極小粉末化することで、人体内部をはじめ
人間生活と社会に負荷なく無意識のうちに溶け
込める計算機システムを実現します。

三浦 典之 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授
神戸大学 大学院システム情報学研究科 准教授

Triturated Computing System (粉末コンピ
ューティングシステム)

エッジコンピューティングにおい
て、安心・安全な認識・判断とオン
ライン学習をリアルタイムに行う深
層学習システムを実現する、アーキ
テクチャとアルゴリズムの協調技術
について研究を進めます。アーキテクチャを補
完するアルゴリズムと、アルゴリズムに柔軟性
を与えるアーキテクチャの連携によって精度、
速度、電力効率、信頼性を最大化する構成を明
らかにし、それらをFPGA等の上に実現する高位
合成コンパイラを開発します。

高前田 伸也 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
北海道大学 大学院情報科学研究科 准教授

アーキテクチャとアルゴリズムの協調
による高効率深層学習システムの創出

ビッグデータの処理と通信を重心に
据えて関数型プログラミング言語の
可能性を探求し、IoTシステム開発
におけるパラダイムシフトを実現し
ます。システムレベルの実行効率と
開発生産性の向上を目的として、IoTシステムア
ーキテクチャの構成要素および設計階層を包括
した革新的な開発フレームワークを構築します。

髙瀬 英希 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
京都大学 大学院情報学研究科 助教

データ中心開発パラダイムを実現す
る包括的なIoTシステム開発環境

本研究では、一本のデータ線で多く
の情報を表現する計算方式を創出
し、次世代計算機構の候補として
様々な模索を行います。半導体微細
化の恩恵がない状況下でも汎用計算
機構の高速化と高効率化を目指します。従来の
バイナリ表現に基づく演繹的計算方式に代わる、
新たなデバイスに基づく回帰や統計解析などの
近似計算方式をハードウェアにより実装し、革
新的コンピューティング・アーキテクチャの確
立を目指します。

張 任遠 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学領域 准教授
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 助教

単線駆動型高効率近似計算基盤

Society 5.0 社会の実現に向けて、特
定の応用ドメインに特化したカスタ
ム計算機システムにより高い性能効
率を達成することは極めて重要で
す。一方でカスタム化にはシステム
の開発基盤に生産性や開発コストの面で課題が
あります。そこで、本研究ではデータフロー計
算原理に基づきFPGAアクセラレータとドメイン
特化型言語を統合的に取り扱うシステム開発基
盤を提案し、生産性と高い性能電力比の両立を
目指します。

佐藤 幸紀 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 准教授
同上

データフロー主導によるカスタム計
算機システム開発基盤の体系化

本研究は，現在クラウドサーバーで
行われているニューラルネットワー
クの学習処理を，エッジ側での学習
処理用ハードウェアに置き換えるこ
とで，超スマート社会を根底から支
える超低消費電力AIの基盤技術の開発を目的とし
ます．そのために，確率的動作を行うストカス
ティック演算と双方向計算を可能にするインバ
ーティブルロジックの融合による，新概念コン
ピューティング技術の創成を目指します．

鬼沢 直哉 東北大学 電気通信研究所 准教授
東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教

エッジ型学習用ハードウェア実現に向
けたインバーティブルロジックの創成

超スマート社会を支える情報基盤の
ためには、情報処理を質的に大転換
させる新たなコンピューティング技
術が必要となります。そこで本研究
では、確率過程の双対性という数理
的性質を利用した新計算原理を提案します。こ
れにより『事前計算』＋『実行時の高速演算』
という新しいコンピューティングの枠組みを実
現し、フィルタリング、制御、機械学習の分野
において、IoT時代に必要とされる高効率なエッ
ジ処理を実現します。

大久保 潤 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授
埼玉大学 情報メディア基盤センター 准教授

双対過程に基づくコンピューティン
グの展開

自動運転やインフラ健康診断などを
実現するために無線センサネットワ
ークが期待されており，そのセキュ
リティを実現するための暗号モジュ
ールが必要とされています．一方，
メンテナンスや実用化の観点から環境発電によ
るバッテリレス化と15年以上先を見据えた長期
セキュリティが求められています．そこで，本
研究では計算リソースの制約が厳しいIoTデバイ
スにも実装可能な高効率・高安全ポスト量子暗
号計算技術を開発します．

上野 嶺 東北大学 電気通信研究所 助教
同上

バッテリレス無線センサネットワー
クのためのポスト量子暗号計算技術

情報熱力学の理論を情報幾何の手法
を用いて取り扱うことで, ニューロ
モーフィックコンピューティングな
どの革新的なコンピューティング技
術との関係を構築し, 構築した情報
熱力学理論をニューロンの実験データに応用す
ることで革新的なコンピューティング技術にお
いて有用となる概念を発見することを目的とし
ます。

伊藤 創祐 東京大学 大学院理学系研究科 講師
北海道大学 電子科学研究所 助教

情報幾何と熱力学による生体コンピ
ューティング理論

ブラックボックスAIの解消に向け
て，ベイジアン機械学習（BML）を
応用した推論系を構築することで，
推論結果と，それを与える要因をベ
イズ則によって結び付け，推論過程
の説明が可能なAIを実現します．また，実時間シ
ステムへのBML応用を促進すべく，ゲートレベル
自己同期回路を用いたハードウェアアクセラレ
ータを開発し，ロボットカーのナビゲーション
タスクをビークル案件に，実環境下での開発技
術実証に取り組みます．

粟野 皓光 京都大学 大学院情報学研究科 准教授
東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター 助教

深層学習の「見える化」で切り拓く
安全な人間・機械協調社会
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●
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●
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本課題の目的は、ヘテロジニアスな並
列プログラミングの主流に取って代わ
り得る新しい実行モデルを提案するこ
とで、ポストムーア時代に予想される
極端な異種性の領域でのブレークスル
ーを実現することである。そこで、一般的なオフロ
ードモデルを出発点とし、あらゆるアクセラレータ
が中央集権的ではなく互いに協調しながら実行可能
な自律的実行モデルを提案する。この実行モデルは
実装の用意差と高い実行性能を両立させる必要があ
る点で、挑戦的な課題であると言える。

WAHIB MOHAMED 理化学研究所 計算科学研究センター チームリーダー
産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 主任研究員

「ムーアの法則を超えた並列プログ
ラミング」

ファジングを用いた近似コンピュー
ティング (AC) 回路の検証技術を開
拓します。AC回路の信頼性保証に
対する課題を解決することを目的と
して、初期入力・変異アルゴリズ
ム・カバレッジ評価法の開発、ファジング・ツ
ールのプロトタイプ構築、AC 回路の機能的検証
技術への拡張、高位合成を利用した AC 回路の
タイミング検証技術の確立、及び、大規模集積
回路での技術検証まで一貫して取り組みます。

増田 豊 名古屋大学 大学院 情報学研究科 准教授
名古屋大学 大学院 情報学研究科 助教

ファジングを用いた近似コンピュー
ティング回路のテスト技術

ポストムーア時代のハードウェアで
は、性能向上と引き換えに、浮動小
数点演算の精度や信頼性の低下が予
想されます。そこで、本研究では、
低精度・低信頼性演算を積極的に活
用しつつ、従来と同程度の計算結果を担保する、
新しい行列計算アルゴリズムの開発を目指しま
す。これにより、アプリケーションレイヤーに
対して、従来のハードウェアとの差異を隠蔽し、
ポストムーア時代のハードウェアのシームレス
な利用を実現します。

深谷 猛 北海道大学 情報基盤センター 准教授
北海道大学 情報基盤センター 助教

低精度・低信頼性演算を活用した数
値計算アルゴリズムの創出

本研究では秘密計算基盤の設計を基
本演算、プロトコル、アプリケーシ
ョンの三つの層(レイヤ)に分け、そ
れぞれの層に対する新規的な設計提
案と、クロスレイヤ(層間)の設計最
適化という複数のかつ革新的な視点から領域に
特化した最適化を実現する。本研究が新たに提
案する視点や手法は、医療とそれ以外の様々な
秘密計算アプリケーションにも応用が期待され、
高速かつ安全な計算方式の普及への礎となる見
込みである。

Bian Song 京都大学 大学院情報学研究科 助教
同上

安全な遠隔診療支援に向けた高速秘
密計算プラットフォームの構築

分散型ブロックチェーンは、Society
5.0で共有されるデータを保護する
ために必要な技術です。本研究では
SDGs7番のエネルギー問題を強く意
識し、超低消費電力化（将来目標 1
mW）を実現する事で、持続可能なブロックチェ
ーンアクセラレータ（BCA）を開発します。さき
がけ研究では、1W以下の超低消費電力でも高処
理速度を実現できるBCAアーキテクチャを開発し
ます。

Tran Thi Hong 大阪公立大学 大学院情報学研究科 講師
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学領域 助教

Society 5.0向け超低消費電力ブロック
チェーンアクセラレータの開発

本研究では、ナノサイズと超小型な
自励発振素子であるスピントルク発
振素子を利用した情報処理システム
「ナノオシレータニューラルネット
ワーク」を開発します 。スピント
ルク発振素子の高速性、省電力性、および神経
回路網と同様の集団的挙動を示す特徴を利用す
ることで、デジタルCMOSの微細化に依存しない
小型・省電力・高速な知的情報処理システムを
実現し、持続可能な超スマート社会の実現に貢
献します。

常木 澄人 産業技術総合研究所 新原理コンピューティング研究センター 主任研究員
産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 主任研究員

ナノオシレータニューラルネットワ
ークの開発

セキュア量子乱数システムに関して
は、原理的に測定過程において確率
が導入されるため、原理的には一様
乱数を生成することが出来ることが
知られている。量子力学の正しさを
検証しようとしてきた量子基礎論の知見は、セ
キュア量子乱数の定義を導くことが出来る。更
に、古典・量子の利点を活用することで、量子
情報技術がフル実装された社会より手前に到達
するはずであるハイブリッド秘密計算のシステ
ムを提案する。

鹿野 豊 群馬大学 大学院 理工学府 准教授
慶應義塾大学 大学院理工学研究科 特任准教授

セキュア量子乱数に基づくハイブリ
ッド量子秘密計算基盤の創出

無数の情報端末が高度に相互通信す
る超スマート社会では、暗号処理に
基づくセキュアコンピューティング
が必須の技術です。本研究では、光
集積回路技術を活用し、情報端末へ
の物理的な攻撃に打ち勝つ次世代のセキュアコ
ンピューティング基盤技術を開発します。光の
波動特性を活用し、従来の電気電子方式とは一
線を画す、次世代耐タンパ暗号処理回路を開発
し、安心・安全な超スマート社会を目指します。

塩見 準 大阪大学 大学院情報科学研究科 准教授
京都大学 大学院情報学研究科 助教

光集積回路で切り拓く次世代セキュ
アコンピューティング基盤

社会現象を計算機上で理解する方法
の1つがエージェントベースモデル
（ABM）のシミュレーションである。
ABMは多数の個々人が意思決定を行
う確率過程として記述される。本研
究ではこの大規模ABMシミュレーションの計算コ
ストを削減するために、確率過程の縮約理論を
用いる。縮約理論は統計物理学で発達した次元
削減方法であり、本手法を応用することで一般
的な社会シミュレーションの計算コストの削減
に応用する。

金澤 輝代士 京都大学 大学院理学研究科 准教授
筑波大学 システム情報系 助教

確率過程の縮約理論を用いた社会シ
ミュレータの高速化

本構想は「ユーザの要求精度を実行
時に推測，多段階で精度を調整す
る」柔軟な近似計算基盤を実現し，
従来の固定的な近似計算と次元の異
なる効果を得る．この実現のため，
必要精度をどう推定するか，多段階精度をどう
実現するか，オーバヘッドとゲインのバランス
をどう向上させるか等，国際的にも未だ取り組
まれていない課題に挑戦する．開発基盤の命令
セット，コンパイラ，チップのリファレンスデ
ザインをオープン化して公開する．

入江 英嗣 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授
東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授

ユーザに寄り添うオンデマンド近似
計算基盤の開拓

社会の持続的なスマート化には、人
間の仕事を人工知能に置き換えてい
くことが必須です。深層学習はこの
ニーズを埋める有望な技術ですが、
ノイズに対する脆弱性や、増加する
計算コストなどの問題点があります。本研究で
は、実際の生物の脳活動を計測し、その幾何学
的情報構造を損失関数に組み込んだ深層学習モ
デルを開発します。これにより、生物の脳が進
化により獲得した利点を持つ新概念コンピュー
ティング技術を実現します。

松井 鉄平 岡山大学 学術研究院自然科学学域 准教授
東京大学 大学院医学系研究科 講師

生物模倣によるロバストで効率的な
深層学習の開発

単一分子で強誘電体のような振る舞
いを示す単分子誘電体を用いて，既
存の情報記録密度を遥かに上回るペ
タビット級分子誘電メモリの実現を
目指します。当該研究によって生み
出される超高密度不揮発性メモリは，ビッグデ
ータ活用やディープラーニングなどの情報分野
のみならず，宇宙開発分野や医療分野，ロボテ
ィクス分野などの広範な領域と融合し，次世代
コンピューティング技術の創出に繋がるものと
考えています。

西原 禎文 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授
広島大学 大学院理学研究科 准教授

ペタビット時代を支える革新的分子
ストレージング技術の確立

人工知能の急速な発展に伴う情報量
が爆発的増大し，莫大な電力が消費
されてしまういます．本研究課題で
は，半導体回路に対して５桁以上消
費電力効率を持つ超伝導回路を基盤
技術とする上，アルゴリズ，ソフトウェア，及
びハードウェアの連携を通じて，1Wで千兆回演
算級のエネルギー効率を有する新たな超低電力AI
システムの開発に挑戦します．また，本技術の
応用の拡大，引いては地球温暖化の防止にもつ
ながると考えます．

陳 オリビア 東京都市大学 情報工学部 准教授
横浜国立大学 先端科学高等研究院 特任助教

アルゴリズム・ソフトウェア・ハードウェアの融
合による超低電力ニューラルネットワークの構築

実空間の分子群をはじめとした化学
的な情報の大規模な利活用に向け
て、化学情報の取得と有益なデータ
の抽出を行うデバイスを作製し、動
作の原理実証とデータ取得・演算モ
デルの確立を行います。従来の化学センサ・演
算デバイスでは実現が難しかった低エネルギー
かつリアルタイムな化学情報の処理を目標とし、
Society5.0で求められる化学情報処理基盤への発
展を目指します。

高橋 綱己 科学技術振興機構 さきがけ研究者
九州大学 先導物質化学研究所 特任准教授

メモリスタセンサネットワークによ
るエッジ化学情報処理

動画像圧縮率向上のため、深層学習
が検討され、既存の圧縮標準
（HEVC）を凌駕することが期待され
ています。一方、実用化の観点から
汎用的なGPUによる処理はリアルタ
イムコーディングを達成できません。そこで、
本研究は深層学習ベースの動画像圧縮専用の
FPGA/ASICハードウェアアクセラレータを開発
し、アルゴリズム、アーキテクチャ連携により
圧縮率、スループット、電力効率を最大化する
システムを実現します。

孫 鶴鳴 早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員（研究院講師）
同上

リアルタイム低電力深層学習適用に
よる革新的な動画像圧縮システム
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人とインタラクションの未来
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/research_area/ongoing/bunyah29-4.html

戦略目標

ネットワークにつながれた環境全体とのインタラクションの高度化

研究総括

東京大学大学院情報学環 教授／(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長

人工知能・ビッグデータ解析技術等が広範に用いられ、IoT が社会の各所に浸透し、情報空間と現実
社会が広範囲に融合しつつある中、あらゆる人々が自然な形で最適かつ高品質なサービスを受け、能力を
発揮し、快適な生活を享受できる「超スマート社会」の実現が期待されています。
本研究領域では、情報科学技術をはじめとする各種の技術により、人間と人間、人間と機械、人間と情
報環境、人間と実世界環境などの多様な状況でのインタラクションの進展に資する人間の能力を拡張するた
めの新たな技術や人間と環境が高度に調和する技術の創出、インタラクション理解のさらなる深化を目指し
ます。
具体的には、ヒューマンコンピュータインタラクション、バーチャル/オーグメンティッドリアリティ、人間拡
張、人間とAI の協調/融合、テレプレゼンス、ウェアラブルコンピューティング、コミュニケーション技術、ス
マート環境、高度センシング、デジタルファブリケーション等、人に関わるあらゆる情報科学技術を対象とし、
これらの技術を中心に、認知科学、心理学、脳科学等の関連学問分野と連携し、インタラクションの支
援・理解・活用のための未来先導型の研究開発を推進していきます。
インタラクション技術により、人々の相互理解を深め、個々人の多様な生活形態や能力等に沿って自然
に行動を支援し、急速に進化している人工知能・IoT 等の恩恵を誰もが最大限に享受できる未来社会の
実現に貢献していきます。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト
（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

五十嵐 健夫 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

今井 倫太 慶應義塾大学 理工学部情報工学科 教授

慶應義塾大学 理工学部生命情報学科 教授牛場 潤一
梶本 裕之 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授

川原 圭博 東京大学 大学院工学系研究科 教授

楠 房子 多摩美術大学 美術学部情報デザイン学科 教授

小池 英樹 東京工業大学 情報理工学院 教授

武田 浩一 名古屋大学 大学院情報学研究科 教授／附
属価値創造研究センター センター長

林 千晶 （株）Q0 代表取締役社長

山岸 典子 立命館大学 グローバル教養学部 教授

安宅 和人 Zホールディングス（株） シニアストラテジスト

領域運営アドバイザー

暦本 純一

研究領域概要
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腕の剛性は外部の力からの影響を阻
止する筋肉の仕組みであって、力が
必要な課題（e.g.木彫り）には不可
欠な要素である。動作と違って剛性
は見えないがため、自分がどう力ん
でいるかは把握しにくい。相手に正しい剛性を
教えるのも困難である。本研究では、剛性フィ
ードバックとそれを応用したインターフェース
を開発し、運動の向上やトランスファーを目指
す。

高木 敦士 日本電信電話（株） コミュニケーション科学基礎研究所 特別研究員
東京工業大学 科学技術創成研究院 特任助教

剛性フィードバックでの運動のトランスファーと向上(Sensory
feedback of impedance for motor skill transfer, improvement and augmentation)

広い領域の音空間を忠実に記録・再生することは、聴覚に
おけるバーチャルリアリティを実現する上での究極的な目
標である。音場収音・再現技術は、多数のマイクロフォ
ン・スピーカを用いた音場の再構成を目的とし、従来は音
場の境界値積分表現のような物理方程式に基づく手法が提
案されてきた。このような従来技術では、マイクロフォン・スピーカ素子を単
純なアレイ形状で配置する必要がある上、高い周波数帯域までの再現精度を保
つためには多くの素子数を必要とする。本研究では、アレイ素子を任意の位置
に配置可能な音場収音・再現技術について検討を行う。このような技術が実現
されれば、システムの大規模化・高コスト化を避け、より柔軟なシステム構成
を用いて広い範囲のアプリケーションに適用可能になると期待できる。

小山 翔一 東京大学 大学院情報理工学系研究科 講師
同上

分散配置アレイによる音空間の記録
・再生技術基盤の構築

本研究の目的は、精神疾患患者の病
理脳を補うように環境情報をアクテ
ィブに整形するフ ィルタリング技
術を開発し、患者の個性を守りなが
ら症状を軽減させ、患者と実世界環
境のインタラクションの円滑化を支援すること
である。PTSDと統合失調症を対象に、①脳科学
的研究を通して各疾患における脳機能の病態を
明らかにし、②明らかにした病態に応じて環境
情報を整形し、症状を緩和するメン タル・バリ
アフリー技術を開発する。

小泉 愛 （株）ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエートリサーチャー
情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 研究員

精神疾患患者と実世界環境のインタラクションを
円滑化するメンタル・バリアフリー支援技術開発

ソフトマテリアルからなる柔軟・伸縮可能セ
ンサとアクチュエータを用いて、入出力をソ
フトデバイスで制御するアクチュエーション
システムを開発する。同時に制御工学+形態
変化を加味した計算手法という新しい機械制
御工学を目指す。本研究の機械システム制御は、ソフトマテ
リアルの集合体である人体の動きの原理・機構の解明に資す
る。また、ヒトと機械との柔らかいインタラクションを通
し、達成目標の一つとして挙げられている「インタラクショ
ンを理解するための、原理・機構の解明とそれに資する情報
の収集・分析に関する技術開発」に貢献する。

太田 裕貴 横浜国立大学 大学院理工学府 テニュア准教授
同上 准教授

双方向ソフトデバイスによる機械システム制御を
用いた柔軟アクチュエーションシステムの開発

本研究のねらいは、体内でタスクを行うマイ
クロロボットの遠隔操作に向けた「人とマイ
クロ世界のインタラクション技術の開発」で
す。マイクロスケールでのマニピュレーショ
ンにおける操作者への情報提示に関する問題
に対して、顕微鏡下で4000万画素画像の実時間撮影を行う視
野拡張型顕微鏡撮影システムを整備し、視野拡張型顕微鏡に
よる画像情報のみからマイクロ世界の視覚・力覚・音声情報
を人へ提示するインタフェースを開発します。本研究開発を
通して、マイクロロボットの遠隔操作に繋がるマイクロ世界
の情報を人に提示する技術を創出することを目的とする。

青山 忠義 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
同上 助教

人とマイクロ世界のインタラクショ
ン技術の開発

本研究では、心と身体の健康のセル
フケアを、脳波を用いた B r a i n -
Machine Interface（BMI）でサポートす
ることを目的としています。脳活動
情報を用いて心の変動や運動調整能
力の解読を実現し、自分の心身状態を日々確認
することで、普段気がつきにくい心身の異常を
いち早く見つけることができると考えています。
この心身の状態を自分でモニタリングし、健康
指標を提供するシステム構築を目指します。

吉村 奈津江 東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授
同上

脳波を用いたセルフケアサポートシ
ステム

高速ビジョンを用いたロボットの視
覚制御技術,高速センサネットワー
ク技術を駆使して,高速性と低遅延
を基軸とする次世代実時間インタラ
クションに向けた人間ロボット協調
システムを開発します。具体的な人間機械協調
タスクとして,動作シンクロ,協調動作,運動機能拡
張を実現し,人間とロボットとの新たなインタラ
クション技術を創出します。

山川 雄司 東京大学 大学院情報学環 准教授
東京大学 情報理工学系研究科 助教

高速センシング・ロボットによる実
時間インタラクションの創成

本研究は,身体動作を計測し,その動
作情報と機械学習とを組み合わせる
ことで2つのことを可能にします。1
つは,人が触れている対象の触覚的
な情報の推定です.対象への人の触
れ方を計測し,触れたものへの押下力等が推定で
きるようになります。2つめは,人がこれからどの
ような動作をするのかのリアルタイム予測です。
予備動作を学習することで,直後の人の動作を推
測可能になります。

牧野 泰才 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 准教授
同上

人の挙動観察に基づく対象情報の推
定と身体動作予測

本研究では ,触錯覚を用いた間接
的・効率的・広範囲な足底触覚提示
手法を確立し,日常生活の中で刻々
と変化する身体運動・行動に求めら
れる足底機能を横断的かつシームレ
スに拡張するフットウェアの実現を目指します。
本フットウェアによりユーザの位置や動作に応
じた触覚情報を常に足底にフィードバックする
環境を構築し,足底を介したあらゆる身体運動・
行動の支援・拡張することで日常生活の質の向
上に貢献します。

橋本 悠希 筑波大学 システム情報系 助教
同上

間接的な足底触覚提示技術による足
底インタラクションの拡張

本研究の目的は,バーチャルリアリ
ティ技術を活用した身体拡張体験を
通じて,個人が自らの心的状態や認
知を適切に変化させることを支援す
る技術基盤の構築です。バーチャル
リアリティならではの変身・分身という身体拡
張体験を活用したコミュニケーション環境にお
いて,ポジティブな心理効果や,柔軟な思考を妨げ
る認知バイアス等の発生を制御する技術を構築
し,人同士の相互理解の深化促進が可能な情報環
境の構築を図ります。

鳴海 拓志 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
同上 講師

Ghost Engineering:身体知覚の変容を通
じた認知拡張基盤の構築

本研究では、人の健康状態、室内環
境の複数情報を連続的に計測し、そ
れらの相関関係解析及びビッグデー
タ化による「未病の発見」や「予防
医学」への発展を目指す。本実現に
向け、全く新しいコンセプトとして、違和感無
く装着可能なフレキシブルな環境・健康管理セ
ンサシートシステムの開発を行う。本システム
のプラットフォーム構築により、幸福で快適、
安全・安心な生活が可能になる超スマート社会
実現の基礎技術構築を行う。

竹井 邦晴 大阪府立大学 大学院工学研究科 教授
同上 准教授

連続的多種健康・環境データ解析に向
けたデバイスプラットフォームの創出

高齢化に伴う整形外科疾患の患者数
の増加によって、病院からリハビリ
患者が溢れてしまう「リハビリ難
民」が社会問題となっています。こ
の課題を打開するために,本提案で
はIoT技術を用いて、病院以外での地域包括ケア
システムや生活環境でリハビリ実施を促すシス
テム基盤を構築します.本研究では、整形外科疾
患の中でも上肢の疾患である手根管症候群と橈
骨遠位端骨折の運動機能回復を目指します。

杉浦 裕太 慶應義塾大学 理工学部 准教授
同上 助教

セルフリハビリテーションを促進す
るシステム基盤構築

旧来のテレビなどの映像機器に代わ
る次世代のディスプレイとして,360
度から立体映像を見渡すことができ
る多視点ディスプレイや,3Dプリン
タなどで作成した物体やプラズマや
超音波などの物理的な媒体を用いたディスプレ
イが注目を集めています。本研究ではこのよう
な次世代ディスプレイの映像モデルを制約付き
因子分解問題として捉え,新たなデータ符号化技
術の創成を目指します。

上瀧 剛 熊本大学 大学院先端科学研究部 准教授
熊本大学 大学院先導機構 助教

物理媒体利用ディスプレイの符号化
に関する基盤技術の開発

私は「計算機で人の知覚を拡張す
る」というビジョンから「視覚拡
張」の研究を行っています。視覚拡
張は拡張現実感（AR）技術を応用
し、私たちの視覚を計算機によって
賢くサポートする技術です。本提案では視覚拡
張技術の要となる、現実と遜色ない映像を視覚
に投影する映像提示技術を開発します。特に光
学シースルー頭部搭載型ディスプレイ（HMD）
による映像の再現性向上に関する技術開発とそ
の視覚拡張応用を行います。

伊藤 勇太 東京大学 大学院情報学環 特任准教授
慶應義塾大学 大学院理工学研究科 特任助教

視覚拡張に向けた高度な知覚情報提
示を行う映像重畳技術基盤の構築

情報提示を脳の状態に合わせるとと
もに脳状態を情報提示に合わせるこ
とで、脳と情報デバイスが双方的に
寄り添うウェアラブルシステムを開
発し、ユーザーの負担が小さく、か
つ効率的な情報提示を目指します。具体的には、
脳波の強度、周波数、位相などの情報に基づき
適切なタイミングで情報提示を行うとともに、
脳波の周波数操作技術を用いて、その時々で求
められる脳状態を作り出す技術を開発し実装し
ます。

天野 薫 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授
情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 主任研究員

脳状態を考慮した低負荷かつ効率的
な情報提示デバイスの開発
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緊張によるスポーツの本番での失敗
は過度な筋の共収縮によるパフォー
マンスの低下が一因です。筋は収縮
させるのは容易ですが、脱力させる
ことは極めて困難です。本研究は運
動力学介入および認知介入により身体環境イン
タラクションを変化させ、運動スキル（筋脱力）
獲得支援の実現を目的とします。そしてスポー
ツサービスとして社会実装し、本番での失敗を
防ぐことで運動へのモチベーションを向上させ、
運動習慣定着を実現します。

村井 昭彦 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究チーム長
産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 主任研究員

DATSURYOKU：マルチレベルな介入
による運動スキル獲得支援の実現

本研究では、主観的時間制御システ
ムを実装します。このシステムで
は、ウェアラブルデバイスによりユ
ーザーの視覚・生体情報を収集し、
多層人工神経回路を用いて時々刻々
と変化する主観的時間の流れを推定します。そ
してその情報をもとに最適な感覚刺激あるいは
脳刺激を与えることで主観的時間を変調し、ユ
ーザーの希望する主観的時間の流れを作り出す
システムを開発します。

林 正道 情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター テニュアトラック研究員
同上 研究員

人工神経回路フィードバックによる
主観的時間の制御

人間がヒトやモノを評価する際，認
知バイアスにより評価がゆがみま
す．本研究では，行動経済学で議論
されている様々な認知バイアスを考
慮して，評価プロセスを数理モデル
で表現し，評価のゆがみの解消を目指します．
様々な評価タスクを適応的に発行し，それに対
する反応から各自の認知バイアスを推定します．
集団での評価集約過程における認知バイアスの
推定も行い，個人や集団が対象に与える真の評
価の推定を実現します．

馬場 雪乃 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授
筑波大学 システム情報系 准教授

行動経済学に基づく個人的・集団的
評価の数理モデルの開発

本研究では、「自己顔のレタッチ
（修正加工）依存」に着目し、若い
女性の顔のレタッチ行動を強化する
神経機構と過度な行動を抑制する神
経機構を脳活動計測により同定しま
す。また、何歳ごろから自己像の歪みが生じて
くるか、様々な年齢の子供の行動を比較するこ
とで明らかにします。さらに、実際のSNSインタ
ラクションの場に介入することで、自己像の歪
みを補正できるインタラクションデザインの在
り方を探索します。

中野 珠実 大阪大学 大学院生命機能研究科 准教授
同上

SNSが生み出す自己像の歪み形成機
構の解明とその補正法の開発

本研究では、独自の材料開発・デバ
イス技術により、変動する環境下に
おいても生体呼気から安定的に化学
情報を収集可能な人工嗅覚センサシ
ステムを創製し、これにより実現さ
れる多次元生体化学情報の収集・時空間解析の
有用性を実証することで、化学情報を介して人
間と環境のインタラクションを理解・デザイン
する新たなInternet of Human Chemistry (IoHC)の基盤
技術構築を目指します。

長島 一樹 東京大学 大学院工学系研究科 准教授
九州大学 先導物質化学研究所 准教授

多次元生体化学情報の収集・時空間解析
へ向けた超嗅覚センサシステムの創製

本研究では、プロの現場における
3Dモデリング作業のうち、手作業
で行われている作業の支援技術を研
究します。具体的には、「3Dプリン
トにおけるサポート構造の生成」と
「3DモデルのUV展開」の2つを対象とします。本
研究は現場での実用性を重視しているため、ノ
イジーな入力でも破綻しない手法を提案する計
画です。また、研究成果は既存ソフトウェアの
プラグインといった、利用しやすい形での公開
を目指しています。

中島 一崇 科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学 大学院情報理工学系研究科 学生

CG技術によるインタラクティブな3D
モデリング支援

パーソナルモビリティ・ビークル
（PMV）の自動運転の適用にあたっ
ては、PMVの車両力学に加え、操縦
者のダイナミクスを考慮した制御が
重要となります。ここでは、人間の
操縦（意図あり）／乗車（意図なし）の違いを
解明すべく、三次元動作解析装置を用いた運動
取得およびマルチボディダイナミクスを用いた
モデル化を行います。運転主体が人間側、シス
テム側の２つの自動運転レベルに分けて、自動
運転制御を構築します。

中川 智皓 大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授
大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授

パーソナルモビリティのための自動
運転技術の開発

睡眠は人々の心身の健康の基盤を成
す重要な生命現象であり、良質な睡
眠を如何に獲得するかは現代社会の
本質的な課題です。本研究では、睡
眠中の脳の状態遷移現象に着目し、
良質な睡眠の獲得に資する睡眠動態制御手法を
開発することを目指します。非侵襲的脳刺激法
を用いて眠りの深さのコントロール（良質な眠
りのデザイン）を実現する基盤技術を開発し、
これが海馬を中枢とする睡眠中の空間記憶の定
着を促進することを実証します。

岸 哲史 東京大学 大学院医学系研究科 特任講師
東京大学 大学院教育学研究科 助教

良質な眠りをデザインする睡眠動態
制御技術の開発

映像投影により現実世界の見え方を
操作する空間拡張現実(AR)は、AI・
IoTと組み合わさることで実世界を
スマートに拡張し、人間と環境が高
度に調和するインタラクションを実
現します。一方、従来は「環境照明の欠落」や
「遮蔽による影」などにより、投影映像と実世界
を違和感なく融合できていません。本研究では、
これらの課題を解決して、対象表面の反射が自
然に変化したように見える空間AR技術基盤を創
成します。

岩井 大輔 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授
同上

実世界光線場の文脈に整合した空間
拡張現実

多感覚編集インタフェースを構築す
るために、独自に提唱している経皮
電気刺激の神経刺激メカニズムに基
づき、神経のシナプス間隙でのイオ
ン泳動シミュレーションを構築しま
す。このシミュレーションに基づいた刺激設計
によって感覚編集のための刺激を設計し，刺激
から得られる感覚量を実験で計測します。その
計測結果をシミュレーションと対応させること
で，刺激/イオン濃度/感覚の推定が可能な感覚編
集モデルを構築します。

青山 一真 東京大学 先端科学技術研究センター 特任講師
東京大学 情報理工学系研究科 助教

経皮電気刺激による感覚編集インタ
フェースの構築

本研究の目的は、機械学習のようなデータ駆動
型の情報処理手法を用いて、人間の知覚現象と
感覚刺激の対応関係を計算機で扱える形にモデ
ル化することで、目的とする知覚現象をインタ
フェース上で表現可能にする方法論を確立する
ことである。こうした方法論が明らかになることで、人間の心
や行動の理解を学問の中心に据えてきた心理学がインタフェー
ス設計に効果的に適用されるようになるとともに、心理学にお
ける実験手続きの手法を修めていないデザイナーやエンジニア
であっても、錯覚現象や多感覚統合などを含む人間の知覚特性
を考慮・活用したインタフェースの構築が可能になる。

吉田 成朗 東京大学 先端科学技術研究センター 特任講師
東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教

Computational Perception Design:データ
駆動手法による知覚体験設計

人と物とが接近・接触する際の認識
や行動を支援するための透過型触刺
激法を実現します。具体的には、
木、布、プラスチックといった身の
回りの非金属媒質越しに電磁的に触
刺激を提示する方法を確立し、その表面に近づ
いたり触れたりする際の触感を上書きします。
生体に対する安全性の検証を重ねながら、手触
りのカスタマイズ、ロボットの接近感や存在感
の提示、演奏やスポーツ動作の身体的チュート
リアルなどの応用を目指します。

門内 靖明 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
慶應義塾大学 理工学部 専任講師

透過型触刺激法の確立と認識行動支
援への応用

利用者の生産性を高め、低ストレス
でエラボレーションを作り込める歌
唱デザイン法を確立します。現状の
歌唱デザインでは、イメージする歌
声のデザインに伴い不自然さを解消
する煩雑な微調整が必要です。本研究では、歌
の自然さを計測する知覚モデルを構築し、利用
者のデザイン結果が常に自然に保たれるよう自
動調整する機能を組み込んだ知的ユーザインタ
フェースにより、歌唱デザインを支援する基盤
を構築します。

森勢 将雅 明治大学 総合数理学部 准教授
山梨大学 大学院総合研究部 准教授

Human-in-the-loop型歌唱デザインの開
発

センサやアクチュエータなどを多数
衣服に埋め込むウェアラブルシステ
ムの構築のために、無配線でこれら
の素子を簡単にネットワーク化して
外部環境のネットワークや周辺機器
と相互に連携するための基盤技術を開発する。
人と環境のインタラクションにおいて、人の状
態の計測および人の全身の触覚を含む感覚器官
へのフィードバックのための標準的ハードウェ
アを確立し、インタラクション研究の生産性を
向上することを狙う。

野田 聡人 南山大学 理工学部 准教授
同上

身体表面分散型エレクトロニクス

本研究の目標は、ヒトの記憶を増強
できる、非侵襲的な脳状態操作技術
の確立です。記憶は、形成された脳
状態と近いほど想起しやすいことが
示唆されているため、操作的に作り
出した多様な脳状態下での課題学習は、身につ
けた技能・知識の安定的・持続的な発揮を可能
にすると考えられます。同じ量の練習をしたと
しても、効率的に新しい技能・知識が身につく、
「スマート学習」の実現に資する基盤技術を創出
します。

武見 充晃 慶応義塾大学 理工学部 特任講師
東京大学 大学院教育学研究科 特任研究員

記憶を増強する脳状態操作技術の確
立
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さきがけ終了領域一覧

研究終了領域　77領域2371課題

キーワード 研究領域名 研究総括
副研究総括 発足年度 終了年度 課題数

情報計測 計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用 雨宮　慶幸
北川　源四郎 2016年 2021年 31

社会デザイン 新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術の創出 黒橋　禎夫 2016年 2021年 32

微小エネルギー 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 （CREST・さきがけ複合領域） 谷口　研二
秋永　広幸 2015年 2021年 27

フィールド植物制御 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 岡田　清孝 2015年 2021年 32

光極限 光の極限制御・積極利用と新分野開拓 植田　憲一 2015年 2021年 36

革新的触媒 革新的触媒の科学と創製 北川　宏 2015年 2021年 29

マテリアルズインフォ 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 常行　真司 2015年 2021年 41

情報協働栽培 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 二宮　正士 2015年 2021年 18

社会情報基盤 社会と調和した情報基盤技術の構築 安浦　寛人 2014年 2020年 30

１細胞解析 統合1細胞解析のための革新的技術基盤 浜地　格 2014年 2019年 39

数学協働 社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働 國府　寛司 2014年 2019年 31

エネルギーキャリア 再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造と
その利用のための革新的基盤技術の創出 江口　浩一 2013年 2018年 12

疾患代謝 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 小田　吉哉 2013年 2018年 15

ナノエレクトロニクス 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 桜井　貴康
横山　直樹 2013年 2018年 34

超空間制御 超空間制御と革新的機能創成 黒田　一幸 2013年 2018年 38

ビッグデータ基盤 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 喜連川　優
柴山　悦哉 2013年 2019年 17

恒常性 生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御 春日　雅人 2012年 2017年 41

構造生命科学 ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術 若槻　壮市 2012年 2017年 33

分子技術 分子技術と新機能創出 加藤　隆史 2012年 2017年 43

相界面 エネルギー高効率利用と相界面 花村　克悟 2011年 2017年 32

CO2資源化 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 磯貝　彰 2011年 2017年 31

細胞構成 細胞機能の構成的な理解と制御 上田　泰己 2011年 2017年 39

慢性炎症 炎症の慢性化機構の解明と制御 高津　聖志 2010年 2016年 37

元素戦略 新物質科学と元素戦略 細野　秀雄 2010年 2016年 34

太陽光 太陽光と光電変換機能 早瀬　修二 2009年 2016年 36

物質変換 光エネルギーと物質変換 井上　晴夫 2009年 2016年 39

脳神経回路 脳神経回路の形成・動作と制御 村上　富士夫 2009年 2016年 45

情報環境 情報環境と人 石田　亨 2009年 2016年 36

iPS ｉＰＳ細胞と生命機能 西川　伸一 2008年 2016年 30

知の創生 知の創生と情報社会 中島　秀之 2008年 2016年 30

藻類バイオエネルギー 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 松永　是 2011年 2015年 28

エピジェネティクス エピジェネティクスの制御と生命機能 向井　常博 2009年 2015年 40
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キーワード 研究領域名 研究総括
副研究総括 発足年度 終了年度 課題数

脳情報 脳情報の解読と制御 川人　光男 2008年 2015年 37

ナノシステム ナノシステムと機能創発 長田　義仁 2008年 2015年 40

光の利用 光の利用と物質材料・生命機能 増原　宏 2008年 2014年 40

生命モデル 生命現象の革新モデルと展開 重定　南奈子 2007年 2013年 35

次世代デバイス 革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス 佐藤　勝昭 2007年 2012年 33

数学 数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索 西浦　廉政 2007年 2012年 31

界面 界面の構造と制御 川合　真紀 2006年 2012年 34

生命システム 生命システムの動作原理と基盤技術 中西　重忠 2006年 2012年 38

RNA RNAと生体機能 野本　明男 2006年 2011年 29

ナノ製造 ナノ製造技術の探索と展開 横山　直樹 2006年 2011年 29

光作用 物質と光作用 筒井　哲夫 2006年 2011年 28

代謝 代謝と機能制御 西島　正弘 2005年 2010年 33

光創成 光の創成・操作と展開 伊藤　弘昌 2005年 2010年 24

構造制御 構造制御と機能 岡本　佳男 2005年 2010年 37

生命現象 生命現象と計測分析 森島　績 2005年 2010年 32

構造機能 構造機能と計測分析 寺部　茂 2004年 2010年 40

デジタルメディア デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術 原島　博 2004年 2009年 16

量子と情報 量子と情報 細谷　暁夫 2003年 2008年 15

シミュレーション シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築 土居　範久 2002年 2007年 17

ナノテク融合 情報、バイオ、環境とナノテクノロジーの融合による革新的技術の創製 潮田　資勝 2002年 2007年 24

生体分子 生体分子の形と機能 郷　信広 2001年 2006年 23

情報と細胞機能 情報と細胞機能 関谷　剛男 2001年 2006年 32

情報基盤と利用環境 情報基盤と利用環境 富田　眞治 2001年 2006年 17

ナノと物性 ナノと物性 神谷　武志 2001年 2006年 28

生体と制御 生体と制御 竹田　美文 2001年 2006年 22

光と制御 光と制御 花村　榮一 2001年 2006年 22

合成と制御 合成と制御 村井　眞二 2001年 2006年 28

認識と形成 認識と形成 江口　吾朗 2000年 2005年 33

秩序と物性 秩序と物性 曽我　直弘 2000年 2005年 28

相互作用と賢さ 相互作用と賢さ 原島　文雄 2000年 2005年 20

機能と構成 機能と構成 片山　卓也 2000年 2005年 20

協調と制御 協調と制御 沢田　康次 2000年 2005年 27

タイムシグナルと制御 タイムシグナルと制御 永井　克孝 2000年 2005年 39

変換と制御 変換と制御 合志　陽一 2000年 2005年 30

組織化と機能 組織化と機能 国武　豊喜 1999年 2004年 31
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キーワード 研究領域名 研究総括
副研究総括 発足年度 終了年度 課題数

情報と知 情報と知 安西　祐一郎 1997年 2003年 44

形とはたらき 形とはたらき 丸山　工作 1997年 2002年 38

状態と変革 状態と変革 国府田　隆夫 1997年 2002年 38

素過程と連携 素過程と連携 大嶋　泰治 1997年 2002年 38

遺伝と変化 遺伝と変化 豊島　久真男 1994年 1999年 31

知と構成 知と構成 鈴木　良次 1994年 1999年 31

場と反応 場と反応 吉森　昭夫 1994年 1996年 31

構造と機能物性 構造と機能物性 高良　和武 1991年 1996年 24

光と物質 光と物質 本多　健一 1991年 1996年 24

細胞と情報 細胞と情報 大沢　文夫 1991年 1996年 24

※終了年度は延長を含めた最後の課題の終了年度を表しています。
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