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小菅 厚子
大阪公立大学
大学院理学系研究科
准教授

従来の材料との熱電変換出力因子の比較

手早くできる抗原検査はスクリーニングとして用いられ、正確性の高いPCR検査で診断が確定される

抗原検査 PCR検査
陰性
陽性

陰性
陽性

スクリーニング 確定診断
検出時間：最短30分程度 検出時間：1時間以上

入院

自宅待機
or

低感度：104~105 コピー/μL 高感度：10~102 コピー/μL

SATORI法によるウイルスRNAのデジタル検出原理

レポーター切断

切断なし

Cas13a

ウイルス
RNA

蛍光レポーター
微小試験管が集積したマイクロチップ

5分以内 (世界最速)

ウイルスRNAのデジタル検出

蛍光シグナル有り

蛍光シグナル無し

(ウイルスRNA有)

(ウイルスRNA無)

IoT社会に貢献する環境発電技術への応用に期待

発電性能を倍増させる電子構造の
精密制御

さきがけ 「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」
低温廃熱回収を目的とした熱電変換材料及びデバイスの開発
（2017-2021）

　従来250～600℃で高性能を示す熱電材料として知られていたテルル化ゲルマニウム（GeTe）

の電子構造を精密制御することで、室温付近の熱電変換出力因子を既存材料の最大2倍にまで

増大させる材料を開発しました。これにより、従来まで約70％が廃熱として捨てられていた一次

エネルギーを回収し、有効利用する要素技術の確立につながります。

　特に存在量が大きい室温付近の廃熱を効率的に電気に変換する技術の実現は、近未来の IoT

(Internet of Things) 社会、省エネルギー社会へ貢献する環境発電技術として期待されます。

従来は捨てられていた室温の廃熱を高効率で電気に変換する材料開発に成功 新型コロナウイルスを検出する革新的技術「SATORI法」を開発

　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）由来のウイルスRNA（リボ核酸）を、世界最速（2021年7月

現在）で検出する革新的技術「SATORI法」を開発しました。このSATORI法はエラーが少なく、5

分以内に新型コロナウイルスRNAを高感度で検出することが可能です。加えて、ランニングコス

トは9ドル程度と安価です。

　今後、新型コロナウイルス感染症などの迅速診断装置の開発をはじめ、次世代の感染症診断法

の核心技術としての応用展開にも期待が集まっています。

渡邉 力也
理化学研究所 
開拓研究本部 
渡邉分子生理学研究室　
主任研究員

感染症やがんの診断技術としても注目

超高感度、世界最速で
新型コロナウイルスを検出

CREST 細胞外微粒子領域「細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその制御
に向けた基盤技術の創出」領域・「細胞外微粒子の1粒子解析技術の開発
を基盤とした高次生命科学の新展開」研究代表者（2019-2025）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-01.html本編WEB https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-02.html本編WEB
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水島 昇
東京大学 
大学院医学系研究科 
教授

100年の謎 眼の水晶体の透明化の仕組みを明らかに

オートファジー研究の枠を超え
新たな細胞内分解システムを発見

横山 士吉
九州大学 
先導物質化学研究所 
教授

未来の情報通信を支える新技術　

「ポリマー光変調器」で
世界最高速の光データ伝送を実現

ERATO 「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」研究総括（2017-2022） 戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）

フォトニクスポリマーによる先進情報通信技術の開発
「ナノハイブリッド電気光学ポリマーを用いた光インターコネクトデバイス技術の提案」
（事業期間：2009-2018、研究分担者期間：2015-2018）

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）

産学共同フェーズ（シーズ育成タイプ）「1Tb／s 級動作フォトニクスポリマー集積小型光
デバイスの実用化技術開発」研究責任者（2019ｰ2021）

SICORP 日本－ドイツ国際産学連携共同研究（オプティクス・フォトニクス）
「高性能電気光学ポリマーを使った高効率シリコン光デバイス」日本側研究代表者（2018ｰ2021）

水晶体における大規模な細胞小器官分解の模式図と、オートファジー非依存
的な細胞小器官分解システムの概要

オートファジー研究の枠を超えて100年来の謎を解明

　眼の水晶体を構成する細胞は透明です。通常の細胞にはあるはずの細胞小器官が成熟過程で

すべて分解されるからです。この現象は100年以上前から知られていましたが、仕組みはほとんど

解明されていませんでした。今回、水島昇氏らの研究グループは、水晶体を透明にする仕組みとし

て、新たな細胞小器官分解システムを発見しました。驚くべきことに、オートファジーではなく、

PLAATファミリーたんぱく質という脂質分解酵素が細胞小器官の分解を実行していたのです。

　今後は、オートファジーを含め細胞内分解システムの包括的な理解と、その破綻による疾患の

病態解明につながることが期待されます。

https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-03.html本編WEB https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-04.html本編WEB

　情報通信量が急増し、通信機器の高性能化と消費電

力の低減、コスト低減が大きな課題となっています。本

研究では、優れた電気光学特性と熱安定性を持つ電気

光学ポリマーを開発、さらに、そのポリマーを使った超

高速な光変調器の開発に成功しました。従来の光変調

器では到達困難だった世界最高性能の超高速光データ

伝送、熱安定化と低電圧駆動を実現し、2020年には世

界最高速の毎秒200ギガビットまで、データ伝送速度を

高めました。
ポリマー光変調器に入力したレーザー光は、高速の電気
信号によって変調され光信号として光ファイバー内を伝送
する

ポリマー光変調器で世界最高速の光データ伝送と省エネ化に成功
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先端的低炭素化技術開発 ALCA 次世代蓄電池「次々世代電池チーム」研究開発代表者
（2013-2022） 金村 聖志

東京都立大学 大学院
都市環境科学研究科　
教授

次々世代の蓄電池の実用化を加速

マグネシウム金属電池の
高性能化を実現

横山 広美
東京大学 
国際高等研究所
カブリ数物連携宇宙研究機構 
教授

なぜ、女性は数学・物理を選択しない？

理系分野の男性イメージを
新モデルで検証

RISTEX 「科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム」
多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析
（2017-2021）

（左）開発したマグネシウム合金材の写真、（中央）開発材の微細組織観察例、（右）従来の材料との電池の充放電試験結果の比較

https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-05.html本編WEB https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-06.html本編WEB

再生可能エネルギーの有効活用を目指してマグネシウム金属電池の正極、負極を革新

　天候などによって出力が大きく変動する再生可能エネルギーを有効活用するためには、エネル

ギーを貯めて、使いたい時に供給できる大容量の蓄電池が必要です。現状のリチウムイオン電池

は希少金属が使用されているため、地球規模の脱炭素化を進めるにあたっては膨大なコストがか

かります。そのため、安価で高性能かつ安全なマグネシウム金属電池の実用化が強く期待されて

います。

　次々世代電池チームでは、マグネシウム金属電池の正極、負極が抱える課題を解決する研究を

推進した結果、従来の材料を飛躍的に凌駕する高サイクル特性の正極材料と、マグネシウム金属

電池の容量を向上させるマグネシウム合金負極材の開発に成功しました。これにより、大容量マグ

ネシウム金属電池実現への道を大きく拓きました。

数学・物理分野の男性イメージを新モデルで解明し女性も学びやすい環境づくりへ

　日本では、数学・物理の分野を専攻する女性はごく少数です。その要因として、本研究グループ

は、女子生徒が数物系に進学する際の社会的要因・障壁に注目しました。これらの分野の男性イ

メージに、従来指摘をされていた数学ステレオタイプや就職イメージに加え、ジェンダー差別を含

む社会的風土が影響していることを検証し、社会の数学・物理への男性イメージをモデル化、改善

への提案研究を行いました。

　今後もダイバーシティ推進を目指し、研究を進め提案していきます。

7つの能力に対するジェンダーイメージを調査。
「論理的思考力」と「計算能力」に対する男性的イメージの強さは、
日本がイングランドよりも高い 

４つ目の要因として社会風土を加え、日本で数学と物理学に
男性的イメージがあることを説明する新たなモデル
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これからの建築、土木を変える新技術

世界初、温度依存性のない
鉄系超弾性合金

電気自動車や産業機器の省エネルギー化に貢献

SiCパワー半導体の
大幅な性能改善

木本 恒暢
京都大学　
大学院工学研究科　
教授

A-STEP 産学共同フェーズ シーズ育成タイプFS
「大地震後の建造物の機能維持に向けた鉄系超弾性
合金単結晶大型部材の開発」（2019-2020） 超スマート社会実現のカギを握る革新的半導体技術を基盤とした

エネルギーイノベーションの創出（2018-2022）

産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）

株式会社古河テクノマテリアル
企業

准教授大森 俊洋
東北大学大学院工学研究科
研究者

産学共同開発

開発した鉄系超弾性合金

　電源、産業用ロボット、電車、電気自動車のモー

ター制御などあらゆる電子製品に欠かせない半導

体パワーデバイス。シリコンよりも基本特性に優れ

たSiCによるトランジスタ開発が加速する中、SiCト

ランジスタが本来持つ性能を最大化するため、木本

教授らの研究チームは実用上重要な構造でSiCトラ

ンジスタのチャネル移動度を6～80倍向上させるこ

とに成功しました。これは独自の手法で界面の欠陥

を大幅に低減させたことによるものです。SiCトラ

ンジスタの更なる性能向上により、将来的には脱炭

素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの高度

活用に繋がることが期待されています。

独自手法によるチャネル移動度の大幅な向上

https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-07.html本編WEB https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-08.html本編WEB

次世代型高性能SiC-MOSFETへ道筋地球外の温度環境でも、形が元に戻る新しい超弾性合金を開発

　大地震の後、建物や橋梁の構造が元の形に戻らな

い問題を解決するため、超弾性（大きな変形を与えて

も力を除けば元の形状に戻る性質）合金の研究が活

発化しています。本研究は、強度の温度依存性がな

く、極低温（絶対零度-273.15℃近く）から200℃と

いった厳しい環境でも超弾性が現れる、世界初の鉄

系超弾性合金を開発しました。

　建築・土木分野の制震構造システムや温度変化の

激しい地球外の環境で、衝撃吸収材料や振動吸収材

料として利用が進むことが期待されています。
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パワー半導体、高性能CPUの熱集中問題を解決

ロータス金属を利用した
高効率な冷却技術

研究成果最適展開プログラム（A-STEP）

企業主導フェーズ NexTEP-Bタイプ
「自発的冷却促進機構を有する高性能車載用冷却器」（2017-2021）

株式会社ロータス・
サーマル・ソリューション

開発実施企業

教授 結城 和久
山陽小野田市立山口東京理科大学
代表研究者

産学共同開発 人が身体、空間の制約から解放される

「遠隔対話ロボットで働く」
3つの実証実験

ロータス金属を用いた沸騰冷却器ロータス金属

ムーンショット目標１：2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現
「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」プロジェクトマネージャー（2020- ）

ムーンショット型研究開発事業

アミューズメントパークでの実証実験で、ロボットたちが提供するサービスに対する
満足度を7段階のリッカート尺度で評価した結果、70％以上がポジティブな回答を
行っている

https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-09.html本編WEB https://www.jst.go.jp/seika/bt2022-10.html本編WEB

石黒 浩
大阪大学 
大学院基礎工学研究科 
教授

次世代の自動車に搭載される高効率な沸騰冷却器を開発

　電装化が進む自動車は、機器の発熱量が増えており、発熱の高度な制御が求められています。

この問題に対する解決策として、ロータス金属を用いた高効率な沸騰冷却器を開発しました。発

熱体を冷却するために接触させる銅などの熱伝導体に、幅1ミリメートル程度の溝を一定間隔で

彫り込んだもの（グルーブ）とロータス金属を組み合わせることで、膜沸騰（冷却を阻害する現象）

が起こりにくい構造を実現。車載用冷却器を想定した沸騰冷却器の実用化を前進させました。

遠隔対話ロボットは離れていても対面と同じか、それ以上の体験を可能にできるか

　人間が遠隔操作して対話ができるロボットは、非接触で対話が可能なため、コロナ禍で注目さ

れています。「非接触で顧客とのコミュニケーションが難しい」などの悩みを抱える業界で、遠隔対

話ロボットが課題解決へ寄与できるのか、実証実験を行いました。

　結果、遠隔対話ロボットを通した接客で、「接客を受けるユーザー」「操作オペレータ」「実証

フィールド」にとって、課題解決や価値創造に貢献できることが示されました。

さまざまな場面で、多様な人たちが抵抗なく受け入れられ
るように、外観のデザインや音声なども工夫している

11 12

JST 成果集 2022 中ページ p11-p12 2022.03.18 納品



地球温暖化防止に貢献

原子レベルで混ざり合う「固溶ナノ合金」

北川 宏
京都大学
大学院理学研究科
教授

CREST 元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出「元素間融合を基軸とする新機能
性物質・材料の開発」研究代表者（2011-2015）

ACCEL 「元素間融合を基軸とする物質開発と応用展開」研究代表者（2015-2020）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-01.html
●本編WEB

異なる金属元素を原子レベルで均一な固溶合金に合成
高い触媒活性で地球温暖化防止に貢献

　異なる金属元素が原子レベルで均一な状態に
なっている「固溶合金」。従来の方法では粒径を1ナ
ノメートル級に製造することは困難でしたが、粒径
を制御し連続して製造する量産化技術の開発に世
界で初めて成功しました。
　また、白金族元素6元素をすべてが固溶状態の「白
金族ハイエントロピー合金ナノ粒子（PGM-HEA）」の
合成にも成功し、これまでにない高活性触媒として
機能することも見出しました。固溶合金ナノ粒子な
らびにハイエントロピー合金ナノ粒子は、触媒活性
が非常に高いだけでなく、触媒以外への幅広い用
途への応用が期待されます。

白金族元素6元素を原子レベ
ルで混ぜ合わせた「白金族ハ
イエントロピー合金ナノ粒子
（PGM-HEA）」を合成

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-03.html●本編WEB

細胞生物学の基礎研究全般の推進にも貢献する成果

オートファジーを制御する重要な仕組みを解明

野田 展生
微生物化学研究所　
部長

CREST [構造生命] 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「オート
ファジーの膜動態解明を志向した構造生命科学」研究代表者（2013-2020）

生物の重要な機能オートファジー
その機能を担う構造体の仕組みと実体が初めて明らかに

　栄養飢餓の状態のとき、細胞内のタンパク質を
分解するオートファジー。しかし、オートファジーを
担う構造体の仕組みや実体は長年不明でした。特
に分解する対象物を包む袋状の脂質膜であるオー
トファゴソームの伸展の仕組みは謎でした。今回、
野田展生氏らの研究グループは、「液－液相分離」と
いう現象がオートファジーを直接制御していること
を突き止めました。また、オートファゴソームの伸展
の仕組みについても明らかにしました。この成果に
より、今後、オートファジーを制御する新薬の開発な
どが期待されます。

オートファジーを担う構造体は
「液－液相分離」した液滴だった

オートファゴソームの伸展の仕組み

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-04.html●本編WEB

さまざまなウイルスに対応可能な技術、治療薬の開発にも期待

新型コロナウイルス感染症の進行に関連する遺伝子を発見

佐藤 佳
東京大学 医科学研究所 
附属感染症国際研究
センター 
システムウイルス学分野 
准教授

国際緊急共同研究・調査支援プログラム J-RAPID 「新型コロナウイルスの病原性発現と異種間伝播の分
子メカニズムの解明」日本側研究代表者（2020-2021）

新型コロナウイルス感染症の進行に関連しているタンパク質を発見
治療薬の開発にも期待

　世界的に猛威をふるう新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）。その特徴のひとつに、ウイルス感
染に対する生体防御の中枢を担う「インターフェロ
ン応答」が顕著に抑制されていることが報告されて
いました。このインターフェロン産生の抑制が、
COVID-19 の病態の進行と関連していると考えら
れますが、そのメカニズムは不明でした。
　今回、佐藤准教授らは、世界で初めてインターフェ
ロン応答を抑制するタンパク質の遺伝子を発見し
ました。今後、新型コロナウイルス感染症に関する
研究が加速することが期待されます。

SARSウイルスに比べて新型コロナウイル
スの方がORF3bタンパク質の遺伝子の長
さが明らかに短いことを発見

新型コロナウイルスのORF3bタンパク質が
COVID-19 の病態の進行と関連していると
考えられる

30秒ごとの更新で高精度な降水予報

ゲリラ豪雨のリスクを早期に予測

三好 建正
理化学研究所
計算科学研究センター
データ同化研究チーム
チームリーダー

CREST 科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術
の創出・高度化「『ビッグデータ同化』の技術革新の創出によるゲリラ豪雨予測の実証」研究代表者（2013-2019）

AIP加速課題 「ビッグデータ同化とAIによるリアルタイム気象予測の新展開」研究代表者（2019ｰ2021）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-02.html●本編WEB

シミュレーションと観測データの融合でゲリラ豪雨を高速・高精度に予測

　数分で発達する積乱雲の様子を捉え、ゲリラ豪
雨を予測できるシステムを開発しました。30秒ごと
の雨雲の観測データをリアルタイムに取り込み、
スーパーコンピュータでシミュレーションすること
で、30秒ごとに更新する30分後までの超高速降雨
予報を実現。リアルタイム実証実験では、雨雲をよ
く再現していることを確認しました。予測データは
スマホアプリでも公開しています。
　本研究の成果は、気象・防災分野のほか環境分野
や水産分野への応用も期待できます。

雨雲観測データ（左）を高精度に再現した予測データ（右）

スマホアプリ
「3D 雨雲ウォッチ」で
予報データを公開
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革新的手法で筋細胞を立体構造に培養

世界初のサイコロステーキ状培養肉

竹内 昌治
東京大学　
生産技術研究所 教授

未来社会創造事業 「持続可能な社会の実現」領域「３次元組織工学による次世代食肉生産技術の創出」
研究開発代表者（探索: 2018-2019、本格: 2020-）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-05.html
●本編WEB

筋組織を立体培養して厚みのある培養肉を作製
環境問題や食の安全に貢献

　世界で初めて、サイコロステーキ状の「培養肉」の
作製に成功しました。これまでの培養肉の主流はミ
ンチ状でしたが、本研究では筋組織の立体構造を
生体外で作製する新技術を開発し、1.0センチメー
トル×0.8センチメートル×0.7センチメートルの塊状
の筋組織の培養を実現しました。この技術は本物の
肉と同様の食感や歯応えを実現する培養肉の実用
化への第一歩となります。
　肉の生産には、大量の穀物と水、広大な放牧地が
必要です。また、動物の感染症防止のために抗生物質
等が投与されています。本研究の成果は人口増加に
伴う食糧問題や地球温暖化問題の解決につながるほ
か、食の安全を確保するものとしても期待されます。

高機能な高分子多糖類エステル誘導体の創製を実現

天然多糖類からつくるバイオプラスチック

岩田 忠久
東京大学 大学院
農学生命科学研究科
教授

先端的低炭素化技術開発ALCA 特別重点技術領域「ホワイトバイオテクノロジー」
 「革新的合成法による高性能な高分子多糖類バイオプラスチックの創製と高
機能部材化」研究開発代表者（2015-2019）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-06.html●本編WEB

革新的な合成法で自然由来の多糖類から
環境調和型で高機能なプラスチックを生成

　天然多糖類から高性能なバイオプラスチックを
合成する革新的手法を開発しました。天然多糖類
の特徴的構造を生かしたまま、耐熱性、耐衝撃性、
光学特性などの機能性の高い材料ができます。
　さらに、環境に優しいプラスチックの合成法とし
て、金属触媒や有機溶媒に頼らない、水系・常温・常
圧で、酵素を用いた新規な高分子多糖類合成や低
エネルギー大量合成法も開発し、低炭素社会に向
けての一歩を踏み出しています。

天然の高分子多糖類と酵素触媒重合

意匠性・耐傷性の高い
高級漆器調
バイオプラスチック

サイコロステーキ状の
大きな筋線維 エビデンスに基づいた支援プログラムで発達障害児の早期療育をサポート

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-07.html●本編WEB

エビデンスに基づく支援の確立・実装・人材育成

ICT活用で発達障害児の療育を支援

熊 仁美
特定非営利活動法人
ADDS 共同代表

RISTEX 研究開発成果実装支援プログラム(公募型)
エビデンスに基づいて保護者とともに取り組む発達障害児の早期療育モデルの実装
（2016-2019）

　エビデンスに基づく発達障害児の療育プログラ
ムを開発し、ICTの活用と保護者支援を軸とした早
期療育モデルとして全国15の療育機関に実装して、
344家庭の支援を実現しました。定量的評価の結
果、参加した児童、保護者に効果があったことが示
されました。事業の継続性を担保する体制や人材育
成制度も整備しました。
　今後は、さらに実装の成果を拡大しながら、支援
のベストプラクティスモデルの構築・発信および人
材育成を継続し、政策提言や、学びと発達のビッグ
データ化を進めていきます。

ITを利用した療育カリキュラム
「AI-PAC ONLINE」

早期療育プログラム
「ぺあすく」

司法面接の多機関連携研修プログラム

協同面接の研修・実装で現場と子どもを支援

仲 真紀子
立命館大学 
OIC総合研究機構
教授／
北海道大学 名誉教授

●「犯罪からの子どもの安全」研究開発領域 犯罪から子どもを守る司法面接法の開発と訓練
　（2008-2012）

RISTEX

●「安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」研究開発領域 多専門連携による司法面接の
　実施を促進する研修プログラムの開発と実装（2015-2019）

司法面接法の習得と多機関連携を促す研修
プログラムの実装で被害児童の負担に配慮

　虐待などの被害にあった子どもの人権に配慮し
ながら正確な情報を引き出す司法面接法の習得と
多機関の連携を支援する研修プログラムを開発し、
児童相談所、警察、検察などの専門家に研修を実施
しました。すでに１万名以上が研修を受け、100名
を超えるトレーナーを育成しています。2020年には
立命館大学が司法面接研修を事業化し、研修プロ
グラムの持続的な提供が可能になりました。
　今後は教育機関、医療機関なども含めて、この手法
を普及・発展させることで子どもの安全を守ります。

立命館大学による
司法面接研修事業のウェブサイト
http://www.ritsumei.ac.jp/research/forensic/

多機関による協同面接のイメージ

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-08.html●本編WEB
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燃料電池の性能向上に寄与

加湿不要で水素イオンを高速伝導する
「配位高分子ガラス」

研究成果最適展開支援プログラム A-STEP イオン伝導性配位高分子を電解質に用い
た燃料電池の研究開発（2015-2020）

燃料電池の固体電解質として
新たに開発された
「配位高分子ガラス」

湿度ゼロ・120℃の環境でも水素イオンが高速伝導
燃料電池の普及拡大のキーとなる電解質材料

　クリーンなエネルギーとして期待される燃料電
池の普及に向けては高性能な「固体電解質」が求め
られていました。今回、湿度ゼロ・120℃の環境にお
いて、高い水素イオン伝導性をもつ新たな固体電解
質材料の開発に成功しました。開発したのは、金属
イオンと分子が交互に連結された「配位高分子ガラ
ス」です。この材料の特徴は、水素イオン伝導性が
非常に高く、ガラスであるため、結晶に比べて柔ら
かく、電極材料との接合性が高いことです。

モーターやトランスの大幅な省エネ化に期待

エネルギー損失を最小化する
磁性薄帯の量産製造装置を開発

https://www.jst.go.jp/seika/bt2021-10.html
●本編WEB

https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-02.html
●本編WEB

https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-01.html
●本編WEBhttps://www.jst.go.jp/seika/bt2021-09.html●本編WEB

モーターやトランスの省エネ化を実現する
新たな磁性薄帯を量産化

　モーターやトランスなどの磁気デバイスは、部品の
材料である鉄や銅に起因して電気エネルギーを損失
します。モーターやトランスの省エネ化に向けてはエ
ネルギー損失が少ない新材料が求められていました。
それに対し、東北大学の牧野彰宏教授らが発明した
「超低損失ナノ結晶材料」の実用化を目指し、東北大学
発ベンチャー企業の東北マグネットインスティテュー
トが、その薄帯量産化技術を確立しました。今後、超低
損失ナノ結晶材料がモーターやトランスに採用されれ
ば、大幅な省エネを実現できることが期待されます。

新たな発光原理が生み出す

革新的な有機EL材料とデバイス群

安達 千波矢
九州大学 最先端
有機光エレクトロニクス
研究センター 
センター長・教授

コガネムシなどの「構造色」を応用

「亀裂」と「光」で実現する超高精細印刷

シバニア・イーサン
京都大学高等研究院 
物質－細胞統合
システム拠点
（アイセムス）教授

　コガネムシやクジャクの羽などに見られる「構造色」
という発色の仕組みを応用し、素材表面に人工的に微
細な亀裂を作ることで、インクを使わずに着色する方
法を開発しました。LEDなどの光と酢酸などの溶液を
用い、ポリマーなどの表面に人工的に周期的な亀裂を
形成することで構造色と同様の多層構造ができ、光の
反射によって発色します。全ての可視光の発色が可能
で、現在の最大解像度は1万4000dpiと非常に高精細
です。将来的にはお札や身分証明書の偽造防止用途、
医療領域での応用も期待されます。

インクを使わずあらゆる色を発色。お札の偽造防止や医療に応用期待

「超低損失ナノ結晶薄帯」の製造装置

量産化技術が確立された
「超低損失ナノ結晶薄帯」

　近年、大型テレビやスマートフォンなどのディスプ
レーへの有機ELの採用が積極的に進められていま
す。しかし、発光効率や色純度の向上、長寿命化、コス
トなどの課題を抱えています。それに対し、我々は
「熱活性化遅延蛍光（TADF）」という新たな発光原理
に着目し研究を進めた結果、EL発光量子効率がほぼ
100％に達する革新的なTADF材料の開発に世界で
初めて成功しました。現在、九州大学発のベンチャー
（株）Kyuluxを中心に実用化を進めると共に、TADF
の原理を拡張した有機蓄光材料の開発や、次世代発
光デバイスである有機薄膜半導体レーザーやペロブ
スカイトLEDの開発に取り組んでいます。

2019年5月に発表した電流励起型有機薄膜半導体レーザーの
動作イメージ（左）と発振の様子（右）

極小サイズにも高精細な印刷が可
能。OM技術（組織化されたミクロ
繊維形成技術）で印刷されたフェル
メールの「真珠の耳飾りの少女」

インクを使わずにフルカラー印刷
された絵画

2019年に開発したTADF材料を金属
ハライドペロブスカイトで挟んだ
発光ダイオード（LED）

株式会社デンソー
プロジェクトリーダー所属機関

特別教授 北川 進
准教授 堀毛 悟史

京都大学高等研究院 
物質ー細胞統合システム拠点（アイセムス）

研究者

産学共同開発

株式会社東北マグネットインスティテュート
開発実施企業

牧野 彰宏
東北大学 未来科学技術共同研究センター 教授
代表研究者

産学共同開発

企業主導フェーズ NexTEP-Bタイプ
「超低損失ナノ結晶薄帯製造装置」（2017-2019）

研究成果最適展開支援プログラム A-STEP

CREST 超高速・超省電力高性能ナノデバイス・システ
ムの創製「有機半導体レーザーの構築とデバ
イス物理の解明」研究代表者（2002-2007）

ERATO 「安達分子エキシトン工学
プロジェクト」研究総括
（2013-2018）

研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 企業主導フェーズ NexTEP-Bタイプ「高効率・高純度発色を実現
する有機EL発光材料」代表研究者（2017-2019）

さきがけ 超空間制御と革新的機能創成「ナノ超空間中の流動を利用した吸着と結晶化制御による新機能
開拓」研究者（2014-2017）

START プロジェクト支援型「Collective Osmotic Shock法を用いた新規メンブレンフィルターの実用開発
研究 ～省エネおよび低ファウリング（膜汚染）膜の実現を目指して～」 研究代表者（2014-2017）

ステージⅡ（シーズ育成タイプ）第３分野「自動車用エンジンの超高
効率化のための給気ガス改質技術の開発」研究責任者（2015-2017）

研究成果最適展開支援プログラム A-STEP

発光効率100%のTADFや、有機蓄光材料、有機半導体レーザーの実用化をベンチャーが目指す

未来社会創造事業 地球規模課題である低炭素社会の実現「ゲームチェンジングテクノロジー」による低炭素社会の
実現「CO2分離機能とエイジング耐性を兼備した多孔性複合膜」研究開発代表者（2017-2021）

配位高分子の3次元ネットワーク
構造により水素イオンのみが高速伝導

有機半導体レーザーダイオード(OSLD)の動作イメージ
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https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-04.html
●本編WEB

モリブデンを含む触媒と還元剤のヨウ化サ
マリウムの中に窒素と水を入れ、フラスコの
中で混ぜるだけでアンモニアを合成

フラスコの中で混ぜるだけ

画期的なアンモニア合成法

西林 仁昭
東京大学大学院
工学系研究科 教授

CREST 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「分子触媒を利用した革新的アンモニア合成及び関連反応の開発」研究代表者（2015-2020）

窒素と水からアンモニアを大量に合成。水素を使わず環境負荷少なく

　アンモニアは窒素肥料や薬剤などの原材料とし
て不可欠です。現在はハーバー・ボッシュ法により
工場で窒素と水素を化学反応させ合成しています。
しかし、合成に高温・高圧を必要とするなど環境面
で課題を抱えています。このような中、常温・常圧で
空気中の窒素からアンモニアを合成する根粒菌と
いう細菌をヒントに、世界で初めて、アンモニアを
窒素と水から常温・常圧で簡単かつ大量、高速に合
成する画期的な方法を開発しました。

アンモニアを窒素ガスと水から常温・常圧で簡単かつ大量、高速に合成

生体内高分子の３次元構造を解析

クライオ電子顕微鏡による新手法を開発
産学共同実用化開発事業 NexTEP 「実環境高分解能3次元生体構造解析システム」

（2015-2019）

世界最高レベルの構造解析を実現。
遠隔操作による電顕の共同利用も

　たんぱく質など生体内高分子の3次元構造は、生
命科学や創薬の研究に欠かせない基盤情報です。
近年、クライオ電子顕微鏡によるたんぱく質の構造
解析が注目を集めています。日本電子と藤吉教授は
長年にわたり共同でクライオ電子顕微鏡の開発を
重ねてきました。そして今回、従来は困難だった脂
質膜中のたんぱく質の3次元構造解析が可能なク
ライオ電子顕微鏡の開発に成功しました。分解能も
世界最高水準の0.27ナノメートルを達成。今後は、
企業や研究機関の共同利用を進めていきます。

遠隔操作によるクライオ電子顕微鏡の
共同利用

β-galactosidaseの
3次元再構成結果

日本電子株式会社
開発実施企業

藤吉 好則
東京医科歯科大学 特別栄誉教授
代表研究者

産学共同開発

https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-05.html
●本編WEB

浅田 稔
大阪大学 
先導的学際研究機構 
特任教授

研究代表者

グループ代表

河合 祐司
大阪大学
先導的学際研究機構 
特任准教授

グループ代表

稲谷 龍彦
京都大学大学院
法学研究科 
准教授

人間と人工知能が支え合って暮らす

新たな社会システムを提案

工学や情報学の研究者と法学や心理学、哲学の
研究者が連携。AI時代の最重要課題に取り組む

　本格的な人工知能（AI）時代を迎えようとしてい
る一方で、我々は解決すべき最重大課題に直面して
います。それは、「AIが事故を起こした場合、誰が責
任をとるのか」です。社会技術研究開発センター
（RISTEX）の研究開発領域の1つである「人と情報
のエコシステム（HITE）」では、工学や情報学の研究
者と、法学や心理学、哲学の研究者がプロジェクト
の枠を超えて連携し、この課題に対する解決策を検
討。人間とAIを搭載した機械が支え合って暮らす
「なじみ社会」を提案しています。

 RISTEX 人と情報のエコシステム

●「自律性の検討に基づくなじ
み社会における人工知能の
法的電子人格」（2017-2020）

●「自律機械と市民をつなぐ
責任概念の策定」
　（2017-2020）

松浦 和也
東洋大学 
文学部 
准教授

研究代表者

●「人間とシステムが心理的
に「なじんだ」状態での
主体の帰属の研究」
　（2017-2020）

葭田 貴子
東京工業大学
工学院 
准教授

研究代表者

一般市民への啓発活動などを通じて、パブリックコメントを収集し反映さ
せながら、人間とAIを搭載した機械が共存する「なじみ社会」を提案

超高齢化社会に向け

病気の予防に焦点を絞った医療を確立
センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム 「真の社会イノベーションを実現

する革新的「健やか力」創造拠点」
（2013-2021）

約80の研究機関、企業が連携。日本オープン
イノベーション大賞「内閣総理大臣賞」を受賞

　超高齢化社会を迎える日本。従来の医療は、病気の治療
が中心であるのに対し、センター・オブ・イノベーション
（COI）拠点「真の社会イノベーションを実現する革新的
『健やか力』創造拠点」では、約80の研究機関や企業、地方
自治体が連携し、病気の予防に焦点を絞った「予防医療」
の確立を目指しています。健康や生活習慣に関するビッグ
データを基に病気の予兆・予測法などを開発。2019年3月
には第1回日本オープンイノベーション大賞の最高賞であ
る「内閣総理大臣賞」を受賞しました。

工藤 寿彦
プロジェクトリーダー
マルマンコンピュータ
サービス株式会社
常務取締役

中路 重之
研究リーダー
弘前大学 
特任教授

「予防医療」の確立に向けた体制図https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-07.html
●本編WEB

https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-06.html
●本編WEB
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https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-09.html●本編WEB

低炭素社会の切り札

強くて軽く安価な「マグネシウム合金」

鎌土 重晴
長岡技術科学大学 
理事・副学長／
技学研究院 教授

実用技術化プロジェクト「省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製」
「軽量構造部材創製のための革新的汎用マグネシウム合金の開発」研究開発代表者
（2012-2019）

自動車や航空機の構造材料が目標
アルミニウム合金を上回る強度と室温での加工性を併せ持つ

　現在、アルミニウム合金が鉄道や航空機の構造材
料として多用されています。しかし、さらなる軽量化
が実現すれば、燃費が向上し二酸化炭素（CO2）排
出量を大幅に削減できます。そこで、実用金属の中
で最も軽いマグネシウム合金の開発に取り組みま
した。その結果、新幹線の車体に利用されているア
ルミニウム合金を上回る強度と室温での加工性を
併せ持つマグネシウム合金の開発に成功しました。
自動車用部材に適用すれば、より多くの二酸化炭素
排出を削減することができます。

新規開発のマグネシウム合金。
高速押出成形にて試作した

新幹線モデル構体

開発したマグネシウム合金は特定元素（亜鉛）を添加したことで配向制御が
可能となり、室温でもアルミニウム合金並みに成形できる

CREST 「プロセスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製」「大面積ナノシステムの
インタフェース応用」領域研究代表者（2009-2012）

薄くて柔らかく

人間と調和する有機デバイス

染谷 隆夫
東京大学 大学院
工学系研究科
電気系工学専攻 教授

生体になじむ、柔らかいエレクトロニクスで
生活の質を向上！

　従来のエレクトロニクスは無機の硬い材料で
できており、柔らかい生体への適合性が低く、医
療・バイオ分野への応用は限定的でした。そこで、
柔らかい材料でできている有機半導体に着目し
て世界最薄で最軽量の電子回路を開発し、体に
貼るだけで生体計測ができる、生体と調和した
シート型の電子回路などを実現しました。この技
術による生活の質の向上や医療コストの軽減を
通して、少子高齢化社会に伴うさまざまな問題の
解決に寄与していきます。

https://www.jst.go.jp/seika/bt119-120.html
●本編WEB

ERATO 「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」研究総括（2011-2017）

SICORP 「皮膚貼り付け型センサーによる高齢者健康状態の連続モニタリング」日本側研究代表者
（2016-2018）

ACCEL 「スーパーバイオイメージャーの開発」研究代表者（2017-2021）

新しいバイオ有機デバイスを活用

フレキシブル福祉IT
フレキシブル・

デジタル・ヘルスケア フレキシブル医療 IT
世界最薄、最軽量 伸ばしても壊れない 生体調和材料でつくる

だから、装着感なく優しく
見守るセンサーができる

だから、子供や高齢者にも
優しいディスプレイができる

だから、身体に優しい
そして、新しい医療ができる

応用例
・転倒防止靴
・スマート車椅子など

応用例
・24時間健康モニター
（血圧、血中酸素濃度、
体温など）

応用例
・皮膚電極・センサー
（筋電、心電計測など）

マンガン添加で反応速度６万倍。
ジェットエンジンの部材を開発へ

最速1分で亀裂を完治

自己修復するセラミックス

中尾 航
横浜国立大学 
大学院工学研究院 
教授

　細長い繊維状のセラミックスの束の表面を、自己
修復機能がある炭化ケイ素でコーティングしてその
周りをセラミックスの粉（母材）で覆って焼き固めま
した。材料の修復機構が人間の骨折の治癒過程に
似ていることを解明。酸化マンガンを加えるとセ氏
1000度で反応速度が従来の6万倍となり、最速１
分で亀裂を完治させることに成功しました。今後は
ジェットエンジン部材として適用可能なセラミック
スの開発に取り組んでいきます。

酸化マンガンの添加で完治時間を短縮

長繊維強化自己治癒セラミックスの原材料
（自己修復機能を有する炭化ケイ素を

コーティングした酸化アルミニウム繊維束）https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-03.html
●本編WEB

省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製
「自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の開発」研究開
発代表者（2012-2019）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-04.html●本編WEB

環境にやさしい内燃機関へ

乗用車用エンジンの熱効率50%超を達成

正味最高熱効率50％超を達成した技術の概要

飯田 訓正
慶應義塾大学 
大学院
理工学研究科 
特任教授

石山 拓二
京都大学 大学院
エネルギー科学
研究科 教授

金子 成彦
東京大学 大学院
工学系研究科 
教授

大聖 泰弘
早稲田大学 研究院
次世代自動車
研究機構 
特任研究教授

　自動車の電動化が進む一方、2040年でも世界の全自動車保有台数
の約89％は、内燃機関が搭載されると予測されています。本研究で
は、過去40年間で自動車企業が10％ほど向上させた熱効率を、5年と
いう短期間でさらに10％向上させる目標を掲げました。複数の企業と
大学との連携により、ガソリンエンジンでは超希薄燃焼、ディーゼルエ
ンジンでは高速空間燃焼をコンセプト
とする革新的な燃焼技術を実現しま
した。さらに両エンジンに共通する損
失低減技術を統合することによって、
世界最高峰の正味熱効率50％超を実
証しました。これらの成果は、内燃機関
を搭載した自動車による環境負荷の
低減と、世界の二酸化炭素（CO2）排出
量の削減への貢献が期待できます。

「産産学学連携」で新しい燃焼技術を創出

先端的低炭素化技術開発 ALCA先端的低炭素化技術開発 ALCA
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さきがけ 生命現象の革新モデルと展開「歴史統計を活用した非特異的感染症対策の予防効果推定」研究者（2009-2013）

数理モデルで政策立案に貢献

近未来の感染症を予測・制御

西浦 博
京都大学　
大学院医学研究科　
教授

CREST 科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術の
創出・高度化「大規模生物情報を活用したパンデミックの予兆、予測と流行対策策定」研究代表者（2014-2021）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-06.html
●本編WEB

数理モデルで計算した渡航抑制によるエボラ出血熱の流行リスクの低減効果の推定値

　「感染症がどのように伝播し、感染したヒト
がどの程度の期間で発病し重症化するのか」
といったプロセスを数式で記述した数理モデ
ルを開発しました。日本で2012年から13年に
かけて大流行した風疹について適用したとこ
ろ、成人男性の2割が追加で免疫を獲得すれ
ば大流行は起きないことが判明しました。 国
の予防接種プログラムの改訂など政策立案に
貢献しています。エイズについても未診断の感
染者数を推定する仕組みを考案しました。

風疹で男性の影響が判明。エイズでも推定の仕組み考案

RISTEX（社会技術研究開発） 科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム「感染症対策にお
ける数理モデルを活用した政策形成プロセスの実現」研究代表者（2014-2017）

透明な酸化物の半導体IGZO-TFTが引き起こす

ディスプレイ革命
細野 秀雄
東京工業大学  科学技術創成研究院 
フロンティア材料研究所  教授
元素戦略研究センター長

ERATO 「細野透明電子活性プロジェクト」総括責任者
（1999-2004）

SORST 「透明酸化物のナノ構造を活用した機能開拓
と応用展開」研究代表者（2004-2010）

ACCEL 「エレクトライドの物質科学と応用展開」研究
代表者（2013-2018）

　ディスプレイの多くが液晶になるなど進化し続け
ていますが、これらに使用されるアモルファスシリ
コン半導体は高機能化に性能が追いつかないとい
う問題があります。
　細野教授らが開発した透明酸化物の半導体
「IGZO」を用いたTFTは、これまでの最大50倍の電
子移動度を持ち、低コスト・省消費電力で、これで駆
動する高精細ディスプレイがタブレットPCや有機
ELテレビにも搭載されています。今後もフレキシブ
ルディスプレイ開発など、高機能化に貢献すること
が期待されます。

革新的な材料が液晶の新たな地平を切り拓く

プラスチックの基盤に薄膜作製が出来るため、
指で簡単に曲げることが可能

https://www.jst.go.jp/seika/bt49-50.html
●本編WEB

未開拓の物質系に秘められた新機能を発掘

鉄系超伝導ブームを巻き起こす！

環状分子を帯状に変換

カーボンナノベルトの合成に成功

伊丹 健一郎
名古屋大学大学院 
理学研究科 教授／
トランスフォーマティブ
生命分子研究所 
拠点長

https://www.jst.go.jp/seika/bt2018-02.html
●本編WEB

ERATO 「伊丹分子ナノカーボンプロジェクト」研究総括（2013-2019）

ナノチューブ製造のひな形に。
発光材料として応用見込む

　帯状炭素分子のカーボンナノベルトの合成に世
界で初めて成功しました。鍵を握ったのは、最初に
ひずみのない環状の分子を合成し、その後で帯状
に変換するという画期的な戦略でした。ナノベルト
をテンプレート（ひな形）にすれば、次世代材料とし
て期待されている筒状のカーボンナノチューブを設
計通りに製造することが可能になります。軽くて折
り曲げ可能なディスプレイや省電力の超集積CPU 
の開発、バッテリーや太陽電池の効率化などが期待
できます。ナノベルト自体も発光材料としての応用
が見込めます。

赤い個体が合成されたカーボンナノベルト
(左)紫外光を当てると赤く光る(右)

カーボンナノベルトの
構造解析図

https://www.jst.go.jp/seika/bt51-52.html
●本編WEB

　超伝導は、特定の金属や化合物を超低温で冷却
すると電気抵抗がなくなる現象です。細野教授は、
「酸化ランタンリン化鉄」が超伝導現象を起こすこ
とを発見し「鉄系高温超伝導物質の発見」（2008
年）で発表しました。磁性元素の鉄を含む物質で超
伝導現象は起こらないという物性物理学の常識を
覆し、鉄系超伝導のブームが起きました。超伝導材
料は、環境、エネルギー、輸送、産業など多様な分野
で実用化に向けた研究が進んでいます。

磁性の象徴的元素「鉄」を含む物質が
超伝導材料に
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相対論の検証から地下資源の探索まで光格子時計が時間の概念を変える

18桁精度（100億年に1秒のずれ）の
可搬型光格子時計の開発に世界で初めて成功

香取 秀俊
東京大学 教授／
理化学研究所 
主任研究員

東京スカイツリーで一般相対性理論を検証

　光格子時計は、超高精度で高速な、新たな原子時計の可能性を
提起しました。この時計は現在の「秒」を定義するセシウム原子時
計の100倍以上の精度を実現し、秒の再定義を迫ろうとしていま
す。この精度では、地上わずか1cm上方の時計が、相対論効果で早
く進むのが観測できます。東京スカイツリーの地上階と展望台に
設置した２台の可搬型光格子時計を使って時計の進み方の違い
を測定し、一般相対性理論を高精度で検証する事に成功しまし
た。この実験は光格子時計の社会実装に向けた大きな一歩であ
り、将来的な相対論的センシング技術の実用化が期待されます。 https://www.jst.go.jp/seika/bt57-58.html

●本編WEB

CREST 量子情報処理システムの実現を目指した新技術の創出
「極低温原子を用いる量子計測法の開拓」研究代表者（2005-2010）

さきがけ 光と制御「シュタルク・アトムチップによるコヒーレント原子操作」研究者（2002-2005）

ERATO 「香取創造時空間プロジェクト」研究総括（2010-2016）

未来社会創造事業 「クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築」（2018-）

光格子の模式図

気体を“選んで”吸着・分離

多孔性配位高分子（PCP）の開発

北川 進
京都大学 
物質-細胞統合
システム拠点 拠点長・
高等研究院 
特別教授

https://www.jst.go.jp/seika/bt61-62.html●本編WEB

多分野にブレイクスルーをもたらす革新的な技術！

　気体は、固体や液体に比べて扱いづらい性質を
持っていますが、その気体の分離・貯蔵を効率的に
行える新材料「PCP」の合成に成功しました。PCPは
金属イオンの周囲に有機物が結合し、均一な孔が
無数に空いた構造をしています。この孔が変形し、
効率よく気体を取り込むのです。すでに一酸化炭素
の分離・吸着について高い能力を示すPCPを開発し
ており、今後は実用化を目指し、さらなる性能向上
やメカニズム解明、製造方法を開発しています。

無数の「孔」があいた構造を持つ。グレーは骨格、水色は孔の表面。

ERATO 「北川統合細孔プロジェクト」研究総括（2007-2014）

ACCEL 「PCPナノ空間による分子制御科学と応用展開」研究代表者（2013-2018）

ACT-C 「多孔性配位高分子を反応場にするメタノール合成の開発」研究代表者（2012-2017）

重要文化財の耐震補強に採用

強くてしなやかな構造部材を開発

ロープ状の炭素繊維複合材。
日本で初めてJIS制定

　「カボコーマ・ストランドロッド®」は、日本
の伝統産業である組紐の技術と現代の炭素
繊維の技術を融合した強くてしなやかなロー
プ状炭素繊維複合材です。重要文化財である
善光寺「経蔵」の耐震補強にも採用され、炭素
繊維複合材の耐震補強材として日本で初めて
JISに制定されました。今後は、歴史的建築物
の補強から一般の劣化した建築物の耐震対
策まで、日本、そして世界で大きな役割を果た
すことが期待されます。

重要文化財善光寺「経蔵」の保存補修事業でも耐震補強を実現。（設計-江尻建築構造設
計事務所   監理-公益財団法人文化財建造物保存技術協会　写真提供：善光寺）

カボコーマ・ストランドロッド

センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム 「革新材料による次世代インフラ
システムの構築拠点」（2013-2021）

池端 正一
プロジェクトリーダー
大和ハウス工業株式会社
理事

鵜澤 潔
研究リーダー
金沢工業大学　
革新複合材料研究
開発センター
所長・教授

https://www.jst.go.jp/seika/bt2018-05.html
●本編WEB

9mm

記憶痕跡の重複により生まれる新たな記憶

記憶のメカニズムに迫る！

井ノ口 馨
富山大学  大学院
医学薬学研究部　
教授

CREST 生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出
「細胞集団の活動動態解析と回路モデルに基づいた記憶統合プロセスの解明」
研究代表者（2013-2018）

https://www.jst.go.jp/seika/bt2018-01.html
●本編WEB

　この研究では、強烈な体験をした時にその前後の
ささいな出来事まで思い出してしまう「行動タグ」
という現象がなぜ起きるのかなど、記憶のメカニズ
ムの解明をめざしました。その結果、脳に蓄えられ
ているさまざまな記憶がどのように関連づけられ
新しい記憶を作っていくのか、そのメカニズムの一
部が解き明かされたのです。これは、PTSDなど記
憶障害に悩む人々の治療法発見につながる可能性
が高く、さらなる成果が期待されています。

丸い形のものが神経細胞で、緑色は活動した細胞。

内視顕微鏡による
神経活動ライブイメージング

PTSDなど精神疾患の治療法発見につながる
大きな研究成果
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https://www.jst.go.jp/seika/bt29-30.html●本編WEB

免疫学の常識を覆す！

自然免疫の役割を発見

審良 静男
大阪大学 
免疫学フロンティア 
研究センター 
拠点長・教授自然免疫と獲得免疫の新たな関係性が明らかに

　自然免疫は、体内に侵入した病原体を消化し撃退
する最も単純な免疫反応であり、病原体を認識し
記憶する獲得免疫とは別のものであると考えられ
てきました。ところが研究の結果、「トル様受容体」
が自然免疫と獲得免疫を繋ぐ重要な役割を果たし
ていることがわかり、自然免疫が獲得免疫にとって
も必要不可欠なものとして認識されるようになり
ました。この発見から、自然免疫をターゲットとした
花粉症やアトピーの治療薬開発が進んでいます。

細胞がトル様受容体を介し
て病原体からの刺激を受け
取ると、サイトカインと呼ば
れる炎症物質を放出。それに
よってT細胞や樹状細胞、マ
クロファージなどの免疫細胞
が集まったり活性化されたり
することで、多様な免疫反応
を誘導する

CREST 生体防御のメカニズム「遺伝子改変に基づく生体防御システムの解明」研究代表者
（1995-1999）

ERATO 「審良自然免疫プロジェクト」研究総括（2002-2007）

SORST 「自然免疫システムの分子機構の解明」研究代表者（2000-2001）

結晶化不要・極微量で可能な分子構造解析

結晶スポンジが100年問題を解決！

藤田 誠
東京大学 
大学院工学系
研究科 教授

CREST ●単一分子・原子レベルの反応制御「遷移金属を活用した自己組織性精密分子システム」
　研究代表者（1997-2003）
●医療に向けた自己組織化等の分子配列制御による機能性材料・システムの創製
　「自己組織化分子システムの創出と生体機能の化学翻訳」研究代表者（2002-2008）
●ナノ界面技術の基盤構築「自己組織化有限ナノ界面の化学」研究代表者（2007-2014）

ACCEL 「自己組織化技術に立脚した革新的分子構造解析」研究代表者（2014-2020）

https://www.jst.go.jp/seika/bt59-60.html
●本編WEB

結晶化の必要なし、
ごく少量で分子構造解析が可能

　新しい物質を特定するためにはその分子構造を解析
する必要がありますが、それには試料の結晶化が必要
で、多量の試料と膨大な時間がかかっていました。しか
しこの度、「結晶スポンジ」という物質にほんの数μgの
試料を染み込ませるだけで、結晶化せずにX線構造解
析を行うことができました。これまでに100種類以上の
物質の構造決定に成功しており、医療・創薬・食品や農
薬の研究など、多様な分野に貢献していきます。

結晶スポンジに試料を染み込ませたのちX線構造解析を行うと、
スポンジ細孔内に捕捉された試料化合物の分子構造が見える

能動的な音楽体験を可能にして新たな価値を生み出す技術

　音楽の主要な構成要素を音響信号から自動で推定す
る「音楽理解技術」を開発しました。
　この技術をもとに構成要素を可視化する「Songle」、
大規模な音楽コンテンツを俯瞰できるようにする
「Songrium」、歌詞アニメーションの制作を支援する
「TextAlive」などのサービスを実現・公開しています。
今後も研究を深めて、人々が音楽をより能動的に楽し
めるような音楽鑑賞・創作体験を提供し、大規模に蓄積
されたメディアコンテンツに新たな価値を付加します。

デジタル音楽の真価を引き出す

音楽理解技術が音楽体験の未来を切り拓く

後藤 真孝
産業技術総合研究所
人間情報インタラクション
研究部門
首席研究員

CREST ●共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築「コンテンツ共生社会のための類似度を
　可知化する情報環境の実現」研究代表者（2011-2016）
●信頼されるAIシステム「信頼されるExplorable推薦基盤技術の実現」研究代表者
　（2020-2025）

【音楽理解技術を活用した能動的音楽鑑賞サービス「Songle(ソングル)」】 
ウェブサイト(https://songle.jp)にアクセスすれば誰でも利用できる

https://www.jst.go.jp/seika/bt131-132.html
●本編WEB

さきがけ 「情報と知」研究員（2000-2003）

ACCEL 「次世代メディアコンテンツ生態系技術の基盤構築と応用展開」研究代表者（2016-2020）

ACT-I 「情報と未来」研究総括（2016-2021）

レーザーで打って聞く

コンクリートの内部を遠隔で高速検査

緑川 克美
理化学研究所
光量子工学研究センター 
センター長

振動を与え、ひび割れなどを
リアルタイムで検出可能

　トンネルや橋など、コンクリートを使った社会イ
ンフラを長く利用していくには、低コストで予防的
な維持管理技術が必要です。緑川センター長らは
レーザーを使って遠隔地から安全にトンネル内部
の欠陥を検査する技術を世界で初めて開発しまし
た。強いレーザーを 1 秒間に数十回の頻度で内壁
に照射して振動を与えることで、反射の具合からひ
び割れや浮きをリアルタイムで見つけ出せます。将
来的には建築物への応用も期待されています。

SIP インフラ維持管理・更新・マネジメント技術
「レーザーを活用した高性能・非破壊劣化インフラ診断技術の研究開発」研究責任者（2014-2018）

レーザー欠陥検出法（イメージ）

https://www.jst.go.jp/seika/bt135-136.html
●本編WEB
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研究開発戦略センター(CRDS)
科学技術振興とイノベーション創出に向けた先導役

　CRDSは、国内外の科学技術・イノベーション
（STI）動向の調査・俯瞰、産官学のステークホル
ダーとの対話・議論などを基に重要課題を抽出し、
STI政策や研究開発戦略の提案およびその実現に
向け取り組んでいます。これまでにさまざまな提
案が、STI政策の策定に役立てられています。
 　2021年は、科学技術分野の研究開発動向や関連する社会・政策
動向、国際比較、今後の方向性等をまとめた「研究開発の俯瞰報告
書（2021年）」を公表しました。また、コロナ禍において“強靱な研究
開発活動の環境”を日本全体にわたって築いていくための新しい
研究開発の姿の提案や、AI研究の新潮流を俯瞰し日本の勝ち筋を
提案するなど、日本のSTI
に関する議論を先導する
取り組みを行っています。
 　これら提案は、コラムや
動画などのわかりやすい
形に再構築して多様なス
テークホルダーに届けて
います。

低炭素社会戦略センター(LCS)
カーボンニュートラル社会の実現にむけて

　LCSは「科学技術を基盤とした明るく豊かな
カーボンニュートラル社会」実現に向けた検
討・提案を行うシンクタンクです。
　2021年度は「情報化社会の進展がエネル
ギー消費に与える影響（Vo.4）」をはじめ定量
的評価に基づく社会シナリオ研究と提案のと
りまとめを進めました。
　10月には第６次エネルギー基本計画が閣議決定され、この
計画では、２０５０年カーボンニュートラルや、それを見据え
た２０３０年度の削減目標の実現に向けたエネルギー政策の
道筋を示すことが重要テーマと位置づけられています。
　「具体的なアクション」につないでいくために、これまでのＬ
ＣＳの取り組みと蓄積が、今後ますます重要な役割を果たし
ていくものと考えています。

低炭素社会の実現に向けた技術および
経済・社会の定量的シナリオに基づく

イノベーション政策立案のための提案書:
https://www.jst.go.jp/lcs/proposals/index.html

アジア・太平洋総合研究センター(APRC)
アジア・太平洋地域の科学技術とつなぐ －科学技術協力を支える基盤を構築

　アジア･太平洋総合研究センター（APRC）は、
発展が著しいアジア・太平洋地域と我が国と
の科学技術協力を支える基盤を構築するた
め、調査研究、情報発信、交流推進に関する活
動を実施しています。
　日本とアジア・太平洋地域との交流と相互
理解促進のため、2021年4月に開設した2サイトを含む、以下
のポータルサイトを運営しています。また、アジア・太平洋地
域の科学技術に関する8件の調査分析および7件の基礎調査
（2021年度実績）を実施し、機構内外に広く発信・情報提供し
ています。

国際部
グローバルな問題の解決へ

　開発途上国のニーズに基づく共同研究を政
府開発援助（ODA）と連携して実施する
SATREPSと、文部科学省が設定する相手国・
地域、分野で共同研究を支援するSICORPが
中心となり、グローバルな問題の解決に向け
た取り組みを進めています。
　SATREPSでは2021年度初採択のタジキスタンとの国際共
同研究を含め、52ヵ国との間で155課題を推進してきました。
　SICORPでは、2021年度にはAJ-CORE「環境科学」、EIG 
CONCERT-Japan「手ごろでクリーンなエネルギー源として
の持続可能な水素技術」、e-ASIA JRP「マテリアルズ・イン
フォマティクス」「海洋科学と気候変動」分野、および日本-V4
共同研究「先端材料」等
で新規課題を採択しま
した。

情報企画部/情報基盤事業部
オープンサイエンスへの取り組み、情報基盤を強化

　JSTの情報事業では、研究開発に必要とされる
科学技術情報の収集・体系化・ 利用の仕組みづく
りなどを通じて、新しい知の発掘、イノベーション
創出、課題解決への貢献を目指しています。
　近年、研究者が研究成果を早期に発表でき
るためにプレプリント（査読前論文）への注目
度が高まっていることから、2021年度にプレプリントサーバ
Jxivをリリースしたほか、J-GLOBALにおいては主要プレプリ
ントサーバから取得したメタデータの登載を開始しました。
　また、国内ファンディング機関の研究課題情報の統合検索を
可能にするGRANTSのリリース、研究人材のためのキャリア支
援ポータルサイトJREC-IN 
Portalでは人材エージェントと
の連携によるスカウト機能を
提供しました。

NBDC事業推進部
データベース探索のフレームワーク
「TogoDX」を開発し、その応用事例として
「TogoDX/Human」を公開

　情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データ
ベースセンター（DBCLS）との共同研究開発により、統合
データベース探索のためのフレームワーク「TogoDX (Togo 
Data eXplorer) 」を開発し、そのフレームワークを使った
「TogoDX/Human」を2021年10月5日に公開しました。
　TogoDXは、セマンティック・ウェブ技術によって整理・
統合した、多種多様なデータベースに収録されているデータを探索し、さまざ
まな属性（性質や数値など）で絞り込み、関連するデータを選び出すことがで
きる新しい仕組みです。
　セマンティック・ウェブ技術で整理・統合されたデータは、コンピュータ解
析に適しており、人工知能（AI）などを使った高度な解析が容易になります。
TogoDX/Humanは、基礎研究分野にとどまらず、疾患研究や創薬などの社
会的課題解決を目指す研究にとっても重要な情報インフラとなることが期
待されます。

「科学と社会」推進部
科学と社会をつなぎ、未来社会に向けた「共創」活動を推進

　科学と社会をつなぐ日本最大級のオープンフォー
ラム「サイエンスアゴラ」をオンラインで開催しまし
た。「Dialogue for Life」のテーマのもと100を超え
るセッションが実施され、1万人超の参加者が集いま
した。札幌、仙台、京都、大阪など各地域の自治体、大
学等と連携した対話の場づくりも実施しています。
　また、ありたい未来社会の実現に共創的に取り組むため、産学
官民のパートナーと未来社会デザインオープンプラットフォーム
(CHANCE)構想を推進しています。ありたい未来社会像とその実現
に必要な科学技術を見出す「2050未来像」や、産学官民の共通課題を
テーマとした対話の場の共同企画、また、研究者と社会／地域起業家
などの参加者が集い研究成果の社会実装プランを共に練り上げる
「サイエンスインパ
クトラボ」を開催
しました。

理数学習推進部
第53回国際化学オリンピックがリモートで開催

　JSTでは2004年から科学技術コンテストを支援し
ています。日本でも何度か国際大会が開催され、多く
の科学オリンピアンを輩出してきました。2021年度
は国際化学オリンピックがリモートで開催され、過去
最多の85カ国・地域から312人の生徒が参加。かつて
の日本代表も運営メンバーとして活躍しました。
　試験は時差を考慮し、開始時刻に一定の時間枠が設けられました。
担当の科学委員会は、17時間パソコンで試験を監督した後、採点結果
を各国メンターと20時間連続で調整するなど時差と格闘しました。
　一方、生徒たちは、通常は見学が難しい「SPring-8(スプリング－エイ
ト)」のバーチャルツアーを楽しみました。大きな混乱もなく、スムーズ
な運営に高い評価を得、日本代表は全員メダルを獲得しました。アジア･太平洋地域の科学技術に関する情報を日本向けに発信

日本の科学技術に関する情報を英語で発信

日本の科学技術に関する情報を中国語で発信
コロンビア サルダーニャ試験場で
移植のためのイネを採集する風景

(SATREPS)

●TogoDX/Human
　https://togodx.dbcls.jp/human/

「サイエンスアゴラ2021」
ウェブサイト

試験監督を行う科学委員会
（国際化学オリンピック

日本委員会提供）

https://www.jst.go.jp/seika/bt139-140.html https://www.jst.go.jp/seika/bt2018-11.html https://www.jst.go.jp/seika/bt143-144.html https://www.jst.go.jp/seika/bt145-146.html

https://www.jst.go.jp/seika/bt149-150.html https://www.jst.go.jp/seika/bt147-148.htmlhttps://www.jst.go.jp/seika/bt2020-10.html https://www.jst.go.jp/seika/bt95-96.html
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オンライングループワークの様子オンライン研修の様子
オンラインでの

ワークショップの様子

第3回 輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）表彰式

第1回 羽ばたく女性研究者賞
（マリア・スクウォドフスカ＝

キュリー賞）フライヤー

日本科学未来館
ともにつくる研究：来館者と研究者が
直接触れ合う研究エリア

知的財産マネジメント推進部
大学等およびJSTの研究成果の展開・技術移転の促進

科学技術イノベーション人材育成部
プログラムマネージャー（PM)を育成支援

　第一線で活躍する講師による研修を通して、プログラムマネー
ジャー（PM）に求められるマネジメント能力を育成しています。
　新型コロナウイルスの感染防止対応により、2020年5月より、当
面の対応としてオンラインで研修を実施しています。ZOOMの
ブレイクアウトセッション活用などで、引き続きグループワーク
で活発なディスカッションを実施しています。
　本プログラムは、2015年に開始してから7年が経過しています。研修修了生が研究
開発プログラム等でPM人材として活躍する実績が既に上がっており、修了生のその
後のキャリアパスおよび本研修プログラムの効果の検証を行うため、2020年度より
追跡調査を実施しています。
　2021年までに第1ステージで130人、第2ステージで21人の修了生を輩出しました。
修了生は本プログラムで培ったスキルや人脈を生かしながら、企業や教育・研究機関
などの幅広い分野でPMの能力を発揮して活躍しています。
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/program/pm/success/index.html

法務・コンプライアンス部  研究公正課
公正な研究活動の推進

持続可能な社会推進室
SDGs達成に向け科学技術
イノベーションを通じて積極的に貢献

　JSTが保有する知的財産の権利化・実施許
諾を行うとともに、大学等が保有する知的財
産とのパッケージ化も行い、企業への技術移
転を推進しています。2020年度は、二ホウ化マ
グネシウム（MgB2）等の技術について国内外
の企業へ積極的に実施許諾等した結果、合計
約1.3億円の収入を
受領しました。

　JSTは「持続可能な開発目標の達成に向け
た科学技術イノベーションの貢献(STI for 
SDGs)に関するJSTの基本方針」の下、積極的
にSDGsに取り組んでいます。持続可能な社
会推進室は、オールJSTのSDGs推進のための
内部啓発や強化策の策定、SDGsを共通言語
とした多様なステークホルダーの出会いの場づくり、国内
外の産学官の取り組み動向や事例についての情報発信を
実施しています。2021年度は、大学、研究機関、企業等と連
携し、「エコプロ2021」にて、STI for SDGs事例やSTI視点
のSDGs推進について広く発信。今後もJSTのSDGs推進の
活動にご注目ください。

　日本科学未来館には、最先端の研究を行う
大学・研究機関からのプロジェクトチームの研
究室があり、研究者と市民がいっしょに先端科
学技術をつくっていくための「オープンラボ」や
研究室見学ツアーなど、一般の人が研究者と
コミュニケーションする機会を定期的に設け
ています。
　2021年度は12の研究プロジェクトが入居し研究を進めな
がら、実証実験を行ったり、アクセシビリティの観点を取り入
れたイベントやオンラインでのコミュニケーションに着目し
たイベントを実施するなど、さまざまな科学コミュニケー
ション活動を実施しました。

　近年の相次ぐ研究活動における不正に対し、研究
資金の配分機関として、不正防止対策および責任あ
る研究活動の推進に取り組んでいます。
　2021年度は、過去実施のJSTワークショップを再構
成し、2021年8月・9月には、研究倫理教育担当の経験
年数が少ない方を対象として「研究倫理教育の必要
性と教育目標を考える」をテーマにオンライン開催しました。また、
2022年1月には一定程度の経験を有した方を対象に「効果的な研究
倫理教育の実践方法を考える」をテーマにオンライン開催しました。
　また、2021年11月には、「各研究分野から研究公正の課題を考える」
をテーマに研究公正シンポジウムをオンライン開催し、人文社会科
学系、ライフサイエンス系、理工系の研究者に登壇頂き、各分野に特
徴的な研究公正活動の課題と、公正な研究活動を推進するための取
り組みについて議論しま
した。

さくらサイエンスプログラム推進本部
未来を切り拓く青少年の科学技術国際交流を実現

　さくらサイエンスプログラムは、海外の優秀
な若者を日本へ短期間招き、日本の先端的な
科学技術や文化に触れて頂く事業です。さくら
サイエンスプログラムには2つのプログラム
（一般公募／直接招へい）があり、2020年度以
降はオンライン交流への支援も進めています。
　2014年の事業開始以来、累計33,197名を招へいし、そこか
ら2,255名の再来日や、多くの大学・機関間の共同研究等に
発展しています。2022年度は、オンライン交流に総勢8,055
名が参加しました。

タイの高校生が
内視鏡手術など

日本の先端医療を体験
（大分大学、2019 年 11 月）

ダイバーシティ推進室
輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）
羽ばたく女性研究者賞（マリア・スクウォドフスカ＝キュリー賞）

　JSTは、経営戦略のひとつとしてダイバーシティ
を推進し、その一環として女性研究者の活躍を
推進する取り組みを行っています。2019年度に
創設した輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）は
第3回の受賞者を決定し、昨年11月に表彰式＆
トークセッションをライブ配信で開催しました。
今年度（第4回）も4月から
公募を行っています。
　また、2021年度には、国
際的に活躍が期待される
若手女性研究者を表彰す
る「羽ばたく女性研究者賞
（マリア・スクウォドフスカ
＝キュリー賞）」を駐日ポー
ランド共和国大使館との
共催で創設し、5月に第1回
の受賞者発表および授賞
式を行いました。

透明パネルで言葉と顔の両方が
見えると伝わりやすい？

～聞こえる人と聞こえない人の
コミュニケーション MgB2超伝導体 エコプロ2021への出展

セシウム・リチウム・
ボレート波長変換結晶

ナノスーツ
（ナノ重合膜）

植物生育賦活・調整技術

https://www.jst.go.jp/

JST
ホームページ

https://www.jst.go.jp/pr/intro/outline.pdf

JST
概要パンフレット

https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/index.html

JSTnews

https://www.jst.go.jp/melmaga.html

メルマガ

https://twitter.com/JST_info

JST公式ツイッター

INFORMATION

https://www.jst.go.jp/seika/bt151-152.html https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-14.html https://www.jst.go.jp/seika/bt2020-11.html https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-15.html

https://www.jst.go.jp/seika/bt2018-12.htmlhttps://www.jst.go.jp/seika/bt2019-11.html https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-12.html
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不可能と言われた技術に挑戦

青色発光ダイオード
を実用化

産学共同開発

独創的シーズ展開事業 委託開発

豊田合成株式会社
開発実施企業

故 赤﨑 勇

名城大学 終身教授
名古屋大学 特別教授・名誉教授

代表発明者

●「GaN青色発光ダイオードの製造
　技術」（1987-1990）

エルシード株式会社
開発実施企業

天野 浩
名古屋大学 教授
代表発明者

●「LEDモスアイ構造製造技術」
　（2007-2010）

中村 修二

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校 教授

ERATO 「中村不均一結晶プロジェクト」
総括責任者（2001-2006）

再生医療や創薬の発展に期待

iPS細胞を樹立

　iPS細胞とは、骨・心臓・肝臓・神経・血液など、人体を構成するどのような

細胞にも分化することが可能な「多能性幹細胞」です。既に分化した皮膚や

血液の細胞にわずかな因子を導入するだけで細胞を初期化し、iPS細胞に

変化させる技術を確立しました。今後も良質なiPS細胞の作製を通じて、

iPS細胞を使った再生医療の実現を促進するとともに、難病の原因究明や

治療薬スクリーニングなどのイノベーションに貢献します。

iPS細胞で、新しい治療法を開発する！

山中 伸弥
京都大学 
iPS細胞研究所
所長・教授

CREST 免疫難病・感染症等の先進医療技術「真に臨床応用できる多能性幹細胞の
樹立」研究代表者（2003-2008）

●山中iPS細胞特別プロジェクト研究総括（2008-2012）
●iPS細胞研究中核拠点「再生医療用iPS細胞ストック開発拠点」拠点長（2013-2014）※
※当事業は、2015年度より、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構に移管されました

　2014年のノーベル物理学賞は、高効率青色発光ダイ

オード（LED）を発明した赤﨑勇終身教授、天野浩教授、中

村修二教授の3氏に贈られました。青色LEDは実用化が困

難で「20世紀中の実現は不可能」とさえ言われていました。

そんな中、窒化ガリウムという物質の可能性に着目し、高品

質単結晶およびpn接合の作製に成功するとともに、世界

で初めて高輝度青色LEDの実現・実用化に成功しました。

青色LEDは高輝度で省エネルギーの白色光源の実用化に

つながり、照明を送電設備のない場所にも提供できます。

また世界の省エネ化に寄与し、情報処理、交通、医療、農業

などへ広く社会に応用されています。

iPS細胞研究棟内4階のオープンラボの様子
（提供：京都大学iPS細胞研究所）

ヒトの皮膚細胞から生み出された人工多能性幹細胞(iPS 細胞)
 （提供：京都大学iPS細胞研究所）

窒化ガリウムの可能性に着目。
照明・交通などに広く応用

ノーベル
物理学賞
受賞

ノーベル
生理学・医学賞

受賞

応用例青色発光ダイオード

https://www.jst.go.jp/seika/bt47-48.html本編WEB https://www.jst.go.jp/seika/bt19-20.html本編WEB
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