


ACT-Xとは
独創的・挑戦的なアイデアを持つ若手研究者の「個の確立」を支援する
ネットワーク型研究（個人型）

ACT-X は、我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、優れた若手研究者を発掘し、育成することを目的とします。そ
のため、研究総括が定めた研究領域運営方針の下、独創的・挑戦的なアイデアをもつ研究者を見出し、科学技術イノベーショ
ンにつながる新しい価値の創造を目指した研究を行うことを支援します。研究総括および領域アドバイザーの助言・指導
のもと、若手研究者が独自のアイデアからなる研究を進め、研究領域内外の異分野の研究者と相互触発し、研究者ネット
ワークを形成しながら研究者としての個を確立することを目指します。

研究期間
2.5年（1年間の追加支援”加速フェーズ”を希望する採択者に対して、研究開始2年後を目処に進捗評価を行い、追加支援対象の研究課題を決定します。）

研究費
数百万円程度/課題　（加速フェーズ採択課題には、最大1000万円程度/年の研究費を追加支援）

趣旨

概要

特徴
● 博士の学位取得後 8年未満（博士の学位未取得の場合は学位取得後 13 年未満。いずれの場合も産休・育休の期間を
除く。）の若手研究者（大学院生を含む。）を対象として支援します。

● 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 60 ～ 90 件程度の研究課題を採択
します。科学技術分野のバランスを見ながら、多様な研究者を採択することで、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することを支援します。そのために、公募は数度に分けて行い、採択方
針は都度公募要領にて明記します。

● 若手研究者が独創的・挑戦的なアイデアをスモールスタートにより自らの研究として確立していく規模として、1研
究課題あたり数百万円程度の研究費を支援します。

● 研究総括は、成果を最大化するために、ACT-X 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、多様な観点からのアドバイスを行うために、産業界等の有識者も加えます。
若手研究者が研究者としての個を確立するために、ACT-X 研究者それぞれに対してメンターの役割も担う領域アドバ
イザーを配置します。さらに、年に 1、2回開催する領域会議やACT-X 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。

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。

ACT-X ホームページ
https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/
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ACT-X領域一覧 戦略的創造研究推進事業　個人型研究

→

→

→

→

→

→

研究進行領域　6領域350課題

略称 研究領域名 研究総括 発足年度 課題数 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

生命現象と
機能性物質 生命現象と機能性物質 豊島　陽子　（東京大学　名誉教授） 2022年 21

強靱化ハードウェア リアル空間を強靱にするハードウェアの未来 田中　秀治　（東北大学  大学院工学研究科　教授） 2021年 42

環境と
バイオテクノロジー 環境とバイオテクノロジー 野村　暢彦　

（筑波大学  生命環境系　教授／微生物サステイナビリティ研究センター　副センター長）
2020年 70

AI活用学問革新創生 AI活用で挑む学問の革新と創成 國吉　康夫　（東京大学  大学院情報理工学系研究科　教授） 2020年 71

生命と化学 生命と化学 袖岡　幹子　（理化学研究所  開拓研究本部　主任研究員） 2019年 60

数理・情報 数理・情報のフロンティア 河原林　建一 　
（情報・システム研究機構国立情報学研究所  情報学プリンシプル研究系　教授）

2019年 86

※2022年12月時点の情報です。 → は加速フェーズのみ
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生命現象と機能性物質
https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/research_area/bunya2022-1.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
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
革新的植物分子デザイン
細胞内構成因子の動態と機能
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
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
実験とデータ科学等の融合による革新的材料開発手法の構築

新たな物質・材料の創成、評価だけでなく、機能が解明されていない
生体分子、微生物等の発見や機能解析（と将来的な活用）も含む。

機能性物質の観点からのアプローチを中心に
あらゆる生命現象を解明・制御・応用する研究が対象

生命ｰ物質・材料
相互作用計測・評価

工学

化学

生体分子、微生物等の
発見・機能解析

物理学
生命科学

生命科学研究、バイオテクノロジー研究の発展
健康長寿社会・持続可能な社会

機能性物質、新規材料の
設計・創成

情報科学

研究総括

東京大学 名誉教授

バイオテクノロジーは我が国の未来の競争力の鍵を握る重要な基盤的技術分野であり、健康長寿社会の
実現や持続可能な社会システムの構築に向けて更なる発展が求められています。また、新型コロナウイルス
感染症の蔓延とその社会経済的影響を受け、今後も起こりうる感染症の脅威を低減する方策が求められて
います。これらの課題に対応するために必要となるバイオテクノロジーの発展には、生命現象への更なる理
解を深めて課題解決に寄与する新たな機能を持つ物質・材料の創成や、それらを計測・評価する技術の
開発が必要です。そのような観点から、独創的なアイデアを持ち次世代を担う優秀な若手研究者を支援し輩
出していくことが不可欠です。
本研究領域は、「生命現象」、「機能性物質」という２つのキーワードの下に、多様な分野にわたる挑戦
的な若手研究者による新しい価値の創造につながる基礎的な研究を推進します。具体的には、「生命現
象」に関連する新規物質・材料の設計・創成及び生体分子や微生物等の発見や機能解析、活用など生
命現象の解明・制御・応用に関する研究を対象とします。また、物質・材料と生体の相互作用に関わる
計測や評価に関する研究も含みます。これらの研究に貢献する生命科学、化学、工学、物理学等の幅広
い分野において、「機能性物質」を基軸として、医療・健康分野や生命現象の解明等の研究に貢献しうる
物質・材料の研究について、新しい発想に基づいた挑戦的な構想を支援していきます。
研究推進にあたっては研究者育成の観点を重視し、異分野の若手研究者同士が交流し相互に触発する
場を設けることで、未来に貢献する先端研究を推進する研究者の育成、及び将来の連携につながる幅広い
人的ネットワークの構築を図ります。

領域アドバイザー

秋吉 一成 京都大学 大学院工学研究科 教授

大河内 美奈 東京工業大学 物質理工学院 教授

東京大学 大学院総合文化研究科 教授加納 純子
清末 優子 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

粂 昭苑 東京工業大学 生命理工学院 教授

小泉 智信 理化学研究所　創薬・医療技術基盤プログラム　
マネージャー

関谷 毅 大阪大学 産業科学研究所 教授

津本 浩平 東京大学 大学院工学系研究科 教授

沼田 圭司 京都大学 大学院工学研究科 教授

林 智広 東京工業大学 物質理工学院 准教授

船津 高志 東京大学 大学院薬学系研究科 教授

三浦 佳子 九州大学 大学院工学研究院 教授

東北大学 加齢医学研究所 教授本橋 ほづみ
山崎 真巳 千葉大学 大学院薬学研究院 教授

豊島 陽子

研究領域概要
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光遺伝学は、光によって生命現象を
操作する技術であり、神経科学など
の基礎生物学分野のみならず近年で
はヒトの疾患治療にも応用されてい
ます。本研究では、光によって多様
な物質を任意の方向へ輸送することができると
いう高い応用性と拡張性を兼ね備えた革新的光
遺伝学ツールセットの開発をめざします。この
目標達成のために、私はこれまで自身が培って
きた構造生物学、生化学、分光学などの技術と
経験を応用します。

福田 昌弘 東京大学 大学院総合文化研究科 特任助教
同上

光で制御されたアミノ酸膜輸送の分
子機構の解明

コエンザイムQの別名としても知ら
れるユビキノンは、心不全への治療
効果が期待される脂溶性分子です
が、その制御機構は不明な点が多く
あります。我々は、機能未知のユビ
キノン結合タンパク質がユビキノンの機能を抑
制的に制御する可能性を見出しています。そこ
で本研究では、このユビキノン結合タンパク質
の機能を初めて解明します。そして将来的に、
ユビキノンの機能拡張による新たな心不全治療
薬の開発を目指しています。

廣瀬 健太朗 国立循環器病研究センター 研究所 上級研究員
同上

機能拡張を目指したユビキノン制御
機構の解明

老化は特有の時間パターンで進行し
ます。では、何がこの時間パターン
を形作っているのでしょうか？本研
究では、ある遺伝子の変化が別の遺
伝子変化につながるという連鎖的変
化＝遺伝子カスケードがその主要な機構である
と仮定します。この仮定をもとに、寿命の短い
線虫について、生涯にわたり数時間ごとの網羅
解析を行うことで、老化時の遺伝子変化の順序
を記述し、当該遺伝子カスケードを同定するこ
とを目指します。

廣木 進吾 東京都医学総合研究所 基礎医科学研究分野 研究員
同上

老化ダイナミクスを駆動する遺伝子
カスケードの同定

加齢性疾患である糖尿病の治療法の
開発は高齢化が進む我が国にとって
は喫緊の課題です。本研究では、加
齢とともに蓄積する老化膵島細胞に
着目し、その特徴を網羅的に解析す
ることで老化に重要な分子や経路を同定します。
また老化膵島細胞にリプログラミングを誘導す
ることで、同定した老化特性の若返りを行いま
す。さらにリプログラミングを標的としたスク
リーニングにより、糖尿病の革新的な予防・治
療薬を探索します。

平野 利忠 東京大学 医科学研究所 特任研究員
同上

膵島の若返りによる糖尿病の予防・
治療

多くのゲノム情報が蓄積され、遺伝
子配列の変異や多様性が明らかにな
りました。細胞膜に局在するタンパ
ク質は、僅かな変異によって局在量
が減少若しくは消失し、疾患発症に
至る場合があります。この変異による局在量変
化を素早く定量する標準手法が求められていま
す。本研究では、膜タンパク質の局在量を定量
し、かつ薬剤スクリーニングに応用可能な新た
な手法を開発します。

富永 直臣 山口大学 大学院医学系研究科 助教
同上

ゲノム情報と創薬をつなぐ局在評価
法の構築

マイクロ流体デバイス上に肝細胞お
よび胆管上皮細胞を搭載し、胆汁酸
代謝能を有する肝臓チップを開発し
たのち、マイクロ流体デバイス上に
腸管上皮細胞を搭載し、腸内細菌と
共生可能な腸管チップを開発します。その後、
作製した肝臓および腸管チップを連結した腸肝
循環チップを開発することで、腸肝循環の再現
を行い、胆汁酸組成の変化等が肝臓および腸管
チップの機能に及ぼす影響を明らかにします。

出口 清香 京都大学 大学院医学研究科 大学院生
同上

臓器間・異種間相互作用を再現でき
るヒト腸肝モデルの開発

脳機能や神経疾患を理解する上で
は、神経細胞一つの活動だけではな
く、脳の多領域間の機能連関を計測
する必要があります。本研究では、
透明で生体適合性を有するナノ薄膜
に加え、補償光学技術、新規細胞標識法を活用
し、マウス脳の最前部から最後部までの超広範
囲を単一神経細胞の分解能でin vivo光イメージン
グできる新規手法の開発を行います。最終的に、
新規手法を疾患モデルマウスに応用し、病態の
解明を目指します。

高橋 泰伽 自然科学研究機構 生命創成探究センター 特別研究員
同上

ナノ薄膜による生体脳の超広範囲光
計測法の確立と疾患モデルへの応用

植物はさまざまな代謝物を生産して
外敵から身を守っていますが、線虫
感染に対抗してどのような防御物質
を生産しているのかは理解が進んで
いません。本研究では、線虫抵抗性
台木として農業利用されているトルバムという
植物を対象に、抗線虫物質とその生合成遺伝子
の同定、さらに異種植物への線虫抵抗性の付与
に挑みます。本研究の成果は、植物由来の抗線
虫物質によるヒトと環境に優しい新たな線虫制
御技術の基盤となります。

佐藤 一輝 理化学研究所 環境資源科学研究センター 基礎科学特別研究員
同上

植物免疫誘導性の抗線虫物質とその
生合成遺伝子の同定

アミノ酸の感知は変化する栄養環境
に適応するために欠かせません。本
研究では、非必須アミノ酸チロシン
の感知により引き起こされる飢餓適
応応答のメカニズム解明を目的とし
ます。チロシン感知実体同定のために行う候補
核内受容体の機能評価やゲノムワイドスクリー
ニングに加え、細胞内チロシン動態をモニター
できる人工in vivoアプタマー型バイオセンサーの
作出により、体内アミノ酸の挙動や機能の明瞭
な理解を目指します。

小坂元 陽奈 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
同上

内在及び人工アミノ酸センサーの同
定と開発

本研究では、転移がん治療など難治
性がん治療への応用が期待されてい
るものの誘導法が確立されていない
BNCTによって誘導されるアブスコ
パル効果の誘導法の確立にナノテク
ノロジーを用いて挑みます。そこでナノ集合体
の大きさ・形態・キラリティを制御能に加えて、
タンパク質複合化能をもつカルボラン集合体を
用い、免疫チェックポイント阻害剤とホウ素薬
剤を腫瘍組織への効率的な送達によりアブスコ
パル効果の誘導を実現します。

河崎 陸 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 助教
同上

カルボラン集合体を用いたアブスコ
パル効果誘導と難治性がん治療応用

細胞内液－液相分離の形成には天然
変性タンパク質が重要な要素である
ことが知られています。抗体は高い
抗原認識能を持つことから、天然変
性タンパク質をも自在に制御可能で
す。しかし、抗体は膜透過性がないことから生
細胞で細胞内を標的とすることは困難です。そ
こで、本研究では、高効率かつ高汎用的な抗体
の細胞内導入プラットフォームとしてペプチド
－抗体コアセルベートを確立し、細胞液－液相
分離の制御を目指します。

川口 祥正 京都大学 化学研究所 助教
同上

コアセルベートを基軸とした抗体の
細胞内導入と相分離制御

Auger電子はナノスケールで作用す
る放射線であり、放出する放射性同
位元素(RI)を化学修飾して標的薬剤
として機能させることで、分子レベ
ルで作用制御された新しい放射線治
療が可能となります。本研究では、DNA結合性に
優れた白金のAuger電子放出RIをベースとし、が
んの異常なゲノム機構に関わる因子を標的とす
る放射性白金化合物を開発することで、がん細
胞の急所を狙い撃つ次世代量子科学技術創成に
挑みます。

尾幡 穂乃香 量子科学技術研究開発機構 ,量子生命・医学部門 実習生
北海道大学 大学院生命科学院 大学院生

ゲノムの異常機構を狙い撃つ放射性
白金化合物の開発

近年、細胞内の翻訳産物には、標準
的翻訳産物と通常の翻訳機構とは異
なる生成過程を経る非標準的翻訳産
物が存在することが明らかになりま
した。これら未同定の非標準的翻訳
産物はヒトの老化に関わる機能性物質を含んで
いると考えられます。そこで、早老症モデルiPS
細胞を用いた横断的マルチオミクス解析を行い、
老化に関わる非標準的翻訳産物や現象を同定し、
その機能を明らかにします。

大久保 周子 京都大学 iPS細胞研究所 特定研究員
同上

老化に関わる新規非標準的翻訳産物
の同定

多細胞生物である私たちの身体は、
細胞同士が互いにコミュニケーショ
ンを取り合うことにより緻密に制御
されています。本研究では、細胞間
コミュニケーションにおけるDNAの
機能に着目し、「機能性DNAを介した細胞間コミ
ュニケーション」という新たな概念を提案しま
す。さらに機能性DNAを自在に操作することによ
り、発生段階から疾患に至るまで多細胞生物に
おける様々な生命現象を制御することを目指し
ます。

石橋 公二朗 金沢大学 がん進展制御研究所 助教
同上

シグナル伝達物質として機能するDNA
を介した細胞間コミュニケーション

生体内イメージングは現象を可視化
するのに優れる一方で、捉えた現象
の分子基盤を探索することはできま
せん。私は生体内で時空間的に観察
された１細胞レベルでの細胞の形態
変化・動態観察から、注目した細胞の網羅的発
現データを抽出できる新しい方法論「オプト・
オミクス」を核とした解析技術を構築します。
イメージングから癌の治療標的をハイスループ
ットに同定することを目標とし、さらに他分野
への展開を目指します。

辻 貴宏 名古屋大学 大学院医学系研究科 特別研究員
同上

オプト・オミクスが明らかにする脳
内微小環境と癌細胞の分子基盤

辻
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タンパク質を分解して機能を抑制す
るタンパク質分解誘導薬は、医薬品
や基礎生命科学研究ツールとして期
待されています。その一つである
PROTACには、医薬応用を目指す上
で適切な量を適切な場所へ届ける送達技術が必
要となります。また、細胞内に発現するE3に応
じて分解活性が変化する課題があります。これ
らの克服を目指してPROTACをナノ粒子化し、E3
の機能を制御できるナノ粒子型PROTACを開発し
ます。

横尾 英知 京都府立医科大学 大学院医学研究科 助教
同上

ナノ粒子型タンパク質分解誘導剤の
活用

様々な細胞現象において、細胞内構
成因子の動態は時空間的に制御され
ますが、その分子機構には依然とし
て謎が多く残されています。本研究
では、１細胞内の「温度」を操作で
きる機能性物質を創出し、細胞内局所の温度変
動により局在が規定されるタンパク質群の同定、
及び当該分子群の温度依存的な機能を解析しま
す。本研究を通じて、細胞内温度が制御する生
命現象の解明が期待されます。

村上 光 静岡県立大学 薬学部 助教
同上

細胞内温度に着目した局所的オミク
ス手法の創出

私達は毎日睡眠覚醒のサイクルを繰
り返し、体内では体温・ホルモン等
の概日変動リズムが刻まれています
が、これらは脳の視交叉上核SCNを
中枢とした体内時計システムの恩恵
です。本研究ではSCNを起点とする神経回路が生
理的リズムを形成する機構の解明を目的としま
す。新規バイオ技術を創成しシナプス接続を捉
え、神経のラベル化・人為的操作を可能にしま
す。本研究成果を基に老化に伴う生理的リズム
減衰の克服に挑戦します。

三宅 崇仁 京都大学 大学院薬学研究科 助教
同上

神経間シナプス接続捕捉システムが
明かす「時刻」の出力回路基盤

抗体は生物が体内で自ら創り出す分
子認識素子です。動物免疫を用いれ
ば目的の抗体を取得できることが多
く、これまで物理化学的観点で一か
ら抗体が設計されることはありませ
んでした。一方で、標的に対して特異的に結合
する低分子化合物は、物理化学的解析に基づい
て設計されます。本研究では、この特異的低分
子化合物設計方法から着想し、ハイスループッ
トな物理化学的解析によるデータ駆動型の抗体
設計方法の確立を目指します。

松長 遼 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

特異的分子認識場のデータ駆動型設
計

私たちはこれまでリソソームによる
新たな細胞内分解経路を発見、
「DUMP」と名付け、その機能不全に
起因する細胞内タンパク質の蓄積・
凝集を伴う進行性疾患などと共に報
告してきました。本研究においては、これらに
関する予備データを足がかりにDUMPのメカニズ
ムとその細胞内恒常性への寄与の解明、および
その加齢性疾患と老化の予防・治療につながる
DUMPを誘導する化合物・方法の探索を目標とし
ます。

藤原 悠紀 大阪大学 大学院連合小児発達学研究科 助教
同上

新規細胞内分解経路を介した老化制
御の研究

生体内で糖鎖を合成する糖転移酵素
の活性は様々な生命現象や疾患を説
明する上で非常に重要ですが、それ
らに対して未だ有用な検出系が確立
されていないことは糖鎖生物学にお
ける長年の課題です。本研究では、新たな糖転
移酵素活性を検出可能な分子プローブを設計・
開発することで、疾患に関連するバイオマーカ
ー酵素活性とその阻害剤の探索を試みると共に、
ケミカルバイオロジーという観点から糖鎖生物
学の理解を目指します。

藤田 恭平 東京大学 大学院医学系研究科 助教
同上

糖転移酵素活性検出蛍光プローブの開発によ
る疾患バイオマーカーの探索と創薬への展開
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リアル空間を強靭にするハードウェアの未来
https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/research_area/ongoing/bunya2021-1.html

戦略目標

「総合知」で築くポストコロナ社会の技術基盤
情報担体と新デバイス
次世代IoTの戦略的活用を支える基盤技術
情報デバイスの超低消費電力化や多機能化の実現に向けた、素材技術・デバイス技術・ナノシステム最適化技術等の融合による革新的基盤技術の創成
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
微小エネルギーの高効率変換・高度利用に資する革新的なエネルギー変換機能の原理解明、新物質・新デバイスの創製等の基盤技術の創出

研究総括

東北大学 大学院工学研究科 教授

第5期科学技術基本計画で提唱された「Society 5.0」は、サイバー空間とリアル空間の融合によっ
て、持続的かつ強靱な「人間中心の社会」を創り上げるとともに、科学技術とそれがもたらすイノベーション
の力によって、我々が直面する難局や迫りくる社会的課題を乗り越えるための理念です。その後、新型コロ
ナウイルス感染症の困難が訪れ、感染症や災害等による社会変化への対応力強化が必要になり、同時
に、カーボンニュートラルの実現への取り組みが待ったなしの状況になり、この理念を強靱社会「Society
5.x」としてより発展的に掲げていく必要が出てきました。
前述のように、「Society 5.0」は、サイバー空間とリアル空間の融合によって実現していくものです。近
年、デジタル技術やAI技術が注目され、サイバー空間に関する研究開発や研究／技術者教育が強化され
てきました。しかし、長期的な社会目標の達成には、リアル空間側でも同じような研究教育の強化が必要で
あることは言うまでもありません。そこで、本研究領域では、将来の強靱社会を構成するリアル側の技術、よ
り具体的には、ハードウェア、デバイス、モジュールなどと言われる「もの」に関する先進的かつ挑戦的なア
イデアを持つ若手研究者を支援します。
研究推進にあたっては、研究者育成の観点を重視し、異分野の若手研究者同士が交流し相互に触発す

る場を設けることで、未来に貢献する先端研究を推進する研究者の育成、および将来の連携につながる幅
広い人的ネットワークの構築をはかります。

領域アドバイザー

澤田 和明 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 教授

平等 拓範 理化学研究所 放射光科学研究センター グ
ループディレクター
早稲田大学 創造理工学部 教授高西 淳夫

谷口 正輝 大阪大学 産業科学研究所 教授

中尾 政之 東京大学 大学院工学系研究科 教授

濱田 芳治 多摩美術大学 美術学部生産デザイン学科 教授

平尾 明子 （株）東芝 研究開発センター 上席参与

南澤 孝太 慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授

山下 昌哉 旭化成（株） マーケティング＆イノベーション本部 シ
ニア イントラプレナー （イノベーション アーキテクト）

山西 陽子 九州大学 大学院工学研究院 教授

湯浅（福澤） 裕美 九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授

田中 秀治

研究領域概要
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膨大な熱エネルギーを消費してきた
社会がカーボンニュートラル社会へ
とシフトするためには、高効率に熱
エネルギーを機械エネルギー変換す
るハードウェアが不可欠です。本研
究では、相変化ナノ薄膜と熱膨張ナノ薄膜を融
合させた低消費電力で超長ストロークな熱駆動
MEMSアクチュエーターを開発し、熱エネルギー
を超高効率に機械エネルギーに変換する強靭化
マイクロマシンの設計・製造基盤技術の創出に
挑戦します。

橋本 将明 慶應義塾大学 理工学部 助教（有期）
名古屋大学 大学院工学研究科 特別研究員

低消費電力な超長ストローク熱駆動
MEMSアクチュエーターの開発

抵抗変化メモリ素子を用いたアナロ
グニューラルネットワーク演算回路
はクロスバー構造を中心に発展して
きましたが、この構造では畳み込み
ニューラルネットワーク(CNN)のよ
うな近傍結合型の深層学習モデルを効率よく実
装できません。そこで本研究では過去に開発し
た導電性ポリマーワイヤーシナプスの2次元配線
性能を3次元へと拡張し、これ用いて効率よく実
装されたCNNアクセラレータの開発を目指しま
す。

萩原 成基 北海道大学 大学院情報科学院 大学院生
同上

立体配線型メモリ素子による高実装
効率なCNNアクセラレータの創出

開発する微細加工システムは、ナ
ノ・マイクロ大気圧プラズマジェッ
トを用いてサブミクロンの加工分解
能で自由曲面形状を創成できること
に新規性がある。開発するシステム
を用いて自由曲面MEMSといった未踏分野に挑戦
するため、学術的価値の高い独創性のある研究
である。多くのMEMSの分解能や可動範囲などの
性能を極限的に向上させことができるため波及
効果は大きく、MEMSの付加価値を飛躍的に高め
ることができる。

中澤 謙太 静岡大学 工学部 助教
同上

大気圧プラズマジェット加工法が拓
く自由曲面デバイス

近年、産業労働人口の不足が指摘さ
れ、ロボットによる労働力ギャップ
の穴埋めが期待されています。ここ
に3D計測の需要が存在します。本
研究では、まず工業製品の外観検査
に適用できる高精細LiDARの開発を目指します。
次に、LiDARの相互干渉回避機能を開発すること
で、同一空間において多数LiDARの協調稼働の実
現を狙います。さらに、小型ビーム掃引機構を
開発することで、省エネと低価格化を射程に入
れています。

張 超 島根大学 総合理工学部 助教
同上

相互干渉回避機能を持つ超高精細Li-
DARに関する研究

単 層 カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ
(SWCNT) は、優れた熱電変換材料
として期待されていますが、その性
能を最大限発揮するためには、p型
とn型の両方のキャリア制御が必要
不可欠です。そこで本研究では、電子受容性ホ
ウ素化合物から電子供与性ホウ化合物への極性
転換を利用して、単一SWCNT上にp型とn型の制
御およびパターニング技術を開拓し、社会実装
に向けた革新的熱電発電デバイスの開発を目指
します。

田中 直樹 九州大学 大学院工学研究院 助教
同上

ホウ素を基軸としたpn精密パターニ
ング技術の開拓

本研究では、ナノスケールの超微小
反応場を応用することによって次世
代のバイオ電池（BFC）の材料合成
技術を構築する。従来のBFC材料の
合成法では使用する溶媒やpHの影
響による酵素の変性、化合物自体の立体障害等
の影響で反応速度が遅く高効率なBFC材料の合成
は実現されていない。これらの問題を解決する
ために超微小反応場での化学反応の特異性を利
用して全く新しいBFC材料合成技術の構築を目指
す。

田中 大器 早稲田大学 先進理工学研究科 研究院講師
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 次席研究員

超微小反応場を応用したバイオ電池
材料の創出

日常空間の至る所にある「面」へ面
状センサアレイを実装するために
は、センシングの用途・感度に応じ
て特定のセンサアレイを設計する必
要がありました。そこで、同一のセ
ンサアレイパターンと高感度な読み出し回路を
壁や床、家具、衣類などの面へ組み込むだけで、
感圧・静電容量・誘導センシングの全てを行う
ことを目指します。これにより、所望のセンシ
ング機能を備えた面状センサアレイを誰でも容
易に実装できます。

高橋 亮 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
同上

ユビキタスな面状センサアレイによ
るIoTシステム構築

センサー応用の高度化には、マルチ
モーダル化による多角的情報処理が
重要です。そこで本研究では、人感
覚を模倣し、接触点での圧覚・温覚
の同時計測に加え、表面形状・材
質・深部構造といった情報も計測できる単一素
子での多機能ソフトセンサーの開発に挑戦しま
す。触覚・視覚等の多感覚を取得できる装着型
マルチモーダル・インタフェースの創出により、
リアルで臨場感のあるサイバー空間の実現に繋
がることが期待されます。

鈴木 大地 産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター 研究員
産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 研究員

人感覚を模倣した多機能ソフトセン
サーの開発

ロボット支援下手術により臓器の機
能や整容を温存した治療が行われて
いますが、鉗子や電気メスの操縦に
必須な触覚機能の喪失や照射レーザ
ー光の散乱に伴う侵襲性が問題とな
っています。本研究では、生体信号計測と計算
機シミュレーションにて設計したレーザ光を非
接触照射することで治療作用を病変に制御する、
ロボット支援下レーザー手術機を開発します。
これにより、接触性・侵襲性を伴わないテーラ
ーメイドな治療を実現します。

下条 裕 大阪大学 大学院工学研究科 大学院生
同上

非接触・非侵襲なロボット支援下レ
ーザー手術機の開発

本研究の目的は、伸縮基板上の配線
に電子素子を実装する際に液体金属
を用いることで、強靭なストレッチ
ャブル電子デバイスの創製を行うこ
とです。本研究では、液体金属実装
によって高伸縮耐性を得ることを考えましたが、
液体金属は接触抵抗が高い問題があります。そ
こで本研究では、接触抵抗要因の解明および低
接触抵抗条件の探索に基づき、液体金属実装に
よる高伸縮・高機能なストレッチャブル電子デ
バイスの創製を行います。

佐藤 峻 早稲田大学 大学院基幹理工学研究科 大学院生
同上

液体金属実装による強靭なストレッ
チャブル電子デバイスの創製

磁性多層膜、磁性ナノ粒子を用いて
フレキシブルスピンIoTデバイスを
作製します。従来法では熱処理が必
要な磁性多層膜はフレキシブル基板
に直接形成できない為、これを解決
する転写法を開発します。また磁性ナノ粒子を
インクとして用い、インクジェットプリンタに
よるフレキシブル基板上デバイスの直接印刷法
を開発します。その後、曲げ応力下でのデバイ
ス特性を明らかにし、フレキシブルスピンIoTデ
バイス実現を目指します。

黒川 雄一郎 九州大学 大学院システム情報科学研究院 助教
同上

高度な柔軟性を有するIoTスピンデバ
イス開発

Withコロナ社会における社会基盤維
持には、未発症を含む感染患者の早
期発見と隔離、及び迅速な治療移行
は極めて重要ですが、未発症段階で
は検査施設を訪れる患者は少なく、
早期発見に繋がりにくい問題があります。そこ
で本研究は、唾液中ウィルス遺伝子検出による
感染検査を、非医療従事者でも各家庭で簡単に
行えるポータブルデバイスの開発、及びそれを
起点としたリアルタイム感染者データネットワ
ークの構築に取り組みます。

木村 雄亮 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 助教
東京大学 大学院 情報理工学系研究科 特任研究員

超早期感染検査用マイクロデバイス
システムの開発

農業・医療・都市管理・製造業など
様々な分野において、センサデバイ
スの大量設置によるきめ細やかな環
境情報の収集及び利活用への取り組
みが進められています。しかし一方
で、SDGsを始めとする持続可能な社会の実現に
向けた取り組みの強化も求められています。本
研究では、センサデバイス大量設置と持続可能
性を両立可能な「土に還る」センサデバイス基
盤技術の創成に、材料開発と実装の両面から取
り組みます。

春日 貴章 大阪大学 産業科学研究所 助教
大阪大学 大学院工学研究科 大学院生

超高密度センサ網の実現に向けた「土に
還る」センサデバイス基盤技術の創成

人と機械の安全な協働に向けてソフ
トロボット技術が注目されています
が、柔らかいがゆえに応答速度や発
生力に課題があります。本研究では
ジメチルエーテル（DME）の燃焼を
利用した集積型燃焼人工筋肉システムの開発を
通して、ヒトと同程度のスケールの応答速度、
発生力、変位を満たすソフトアクチュエータの
具現化に挑戦します。提案手法は燃焼で駆動す
るため出力制御や連続駆動が困難ですが、集積
化によって解決を目指します。

奥井 学 中央大学 理工学部 助教
同上

爆発的に速い集積型燃焼人工筋肉の
具現化

磁気スキルミオンは磁性体中で粒子
のように振る舞うスピン構造で、メ
モリやニューロモーフィックコンピ
ューティングへの応用が期待されて
います。本研究では、イオン照射法
により素子内の磁気特性に勾配をつけることに
より磁気スキルミオンの挙動を制御し、ニュー
ロモーフィックコンピュータにとって必須とな
る人工ニューロン素子の動作の実現を目指しま
す。

大島 大輝 名古屋大学 大学院工学研究科 助教
同上

局所イオン照射法を用いた磁気スキ
ルミオン制御技術の確立
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本研究では、イオン不透過性および
分子選択透過性を有する人工細胞膜
を保護膜として使用した「人工細胞
型バイオ燃料電池」および、ドロー
ンによる「昆虫サイボーグの集団行
動制御システム」を開発することで、災害現場
での人命探査・環境モニタリングに応用可能な
「自己発電型昆虫サイボーグによるセンサネット
ワーク」の構築を目指します。

庄司 観 長岡技術科学大学 技学研究院 准教授
同上

自己発電型昆虫サイボーグによるセ
ンサネットワークの創製

超高速イメージングは、レーザアブ
レーションや水中放電など、多様な
超高速現象の解析を可能とするた
め、加工・医療を始め多分野の技術
開発に重要です。しかし、現状では
取得可能な空間が２次元に制限され、現象の３
次元挙動は取得できません。本研究では、独自
提案の光技術に基づき、ナノ秒以下の分解能か
つシングルショットで3D動画像を取得する超高
速3Dカメラを開発し、超高速現象の３次元ダイ
ナミクス可視化を目指します。

島田 啓太郎 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
同上

世界最高速の３次元カメラの開発

半導体デバイスを狙ったサイバー攻
撃が全世界的に増加しています。し
かし、半導体の持つナノ構造を非破
壊的に計測することは難しく、サイ
バー攻撃パラメータと半導体ナノ構
造パラメータの紐付けはできていません。そこ
で本研究では、ナノレベルの非破壊測定を実現
するために、レーザー誘導ナノ化技術を応用し
た新しいナノX線源の実現を目指します。

澁谷 達則 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 研究員
同上

半導体ハードウェアセキュリティを
強化するナノX線源の開発

当研究ではマイクロ渦の流体輸送現
象を用いたサブミリ秒の高速浸透圧
刺激制御システムを構築すること
で、微細藻類の外部ストレスに対す
る膜輸送体の応答特性を計測する。
本計測により、藻類を用いた光合成電池におい
て電子伝達物質の輸送を担う膜輸送体の輸送量、
応答速度、繰り返し性を調査し、これら応答特
性と電力の関係を調べることで、膜輸送体の観
点から電子伝達に優れた個体を選抜し、光合成
電池の高出力化を目指す。

齋藤 真 九州大学 大学院工学府 大学院生
同上

マイクロ渦による藻類の応答特性評
価に基づく高出力光合成電池の創出

感染症拡大により、従来のようにス
タッフが患者に接して行うリハビリ
介入が困難である。これまでに提案
されたデバイスは手指の屈曲・伸展
のみ可能であるため、把持とタッピ
ングの運動回復の支援に限られ、手指の細かな
動作の回復には不十分である。本研究では、手
指の屈曲・伸展、内転・外転を能動的に支援す
るデバイスの開発に取り組むことにより、これ
まで難しかった手指の高度な遠隔・在宅リハビ
リテーションの実現を目指す。

大澤 啓介 早稲田大学 理工学術院 助教
同上

遠隔・在宅での利用を目指した手指
リハビリ支援デバイス

現在、様々な分野でIoTの導入とそ
れに伴うAIシステムの開発が大きく
発展している一方で、消費電力量の
増大が危惧されています。本研究で
はマテリアルに内在する化学ダイナ
ミクスを計算資源として、時間情報が計算処理
に組みこまれた低消費電力マテリアルリザバー
デバイスを開発します。さらに周辺回路との接
続により分類機能のハードウェア化を行い、マ
テリアルリザバーを用いたエッジデバイスの創
成に挑戦します。

宇佐美 雄生 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 助教
同上

化学ダイナミクスを計算資源とした低
消費電力マテリアルリザバーの開拓

発泡素材は軽量性や断熱性に優れる
素材として着目されており、FDM方
式の3Dプリンタを用いた造形手法
も存在します。しかし、加熱により
発泡する物質が含まれる特殊なフィ
ラメントが必要となり、発泡箇所の局所制御が
困難です。そこで、3Dプリンタの溶解フィラメ
ントに対してコンピュータ制御された電気分解
を起こす技術を開発します。気泡を動的に生成
しながら造形することで、多様な発泡造形の実
現を目指します。

石井 綾郁 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
同上

電気分解を利用した3Dプリンティン
グ手法の研究

本研究はミリ波/テラヘルツ波領域
で周波数掃引の線形性を示すレーザ
ー光源、およびシリコンフォトニク
ス技術を用いたレーダモジュールを
開発するよって、超広帯域集積型三
次元フォトニクスイメージングシステムの実現
を目指す。応用のニーズによってあらゆる帯域
の信号が発生可能である事が本システムの長所
で、センチ分解能を持つ~40GHzおよびミリ分解
能を持つ~300GHzシステム両方をドローン搭載で
デモする。

易 利 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

Compact and low cost ultra-wide band photonics-
based 3D imaging system at millimeter/terahertz band

バイオセンサーは生体情報を読み取
るツールの一つとして開発されてい
ます。本研究では、生物の水中接着
能から着想を得ることで、生体の柔
軟でウェットな環境下であっても接
着するバイオセンサーの開発を目指します。測
定部にはマイクロニードル型電気化学センサー
を用いることで、間質液中の情報をリアルタイ
ムに読み取ります。

阿部 博弥 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
同上

生体接着する生物模倣バイオセンサ
ー

本研究では、小型太陽電池によって
得られたごく僅かな電力で駆動する
パルス駆動型CPUの実現に取り組み
ます。短時間のパルス電圧で駆動さ
せることで、不安定な電力環境でも
安定動作可能なCPUを製作します。
更に本研究では漏れ電流抑制素子を用いること
でより一層の低消費電力化を狙うとともに、小
型太陽電池、必要な周辺回路とCPUを組み合わせ
た、バッテリーレスセンシングプラットフォー
ムの製作を行います。

横式 康史 東京工業大学 科学技術創成研究院 助教
同上

漏れ電流抑制素子を用いたパルス駆
動型低消費電力CPU

トイレの排水や下水からヒト由来の
分子情報を取得することが可能にな
れば、地域の感染症のまん延情報の
取得や、患者個人の健康状態の非侵
襲なモニタリングなど、様々な新シ
ステムの創出が期待されます。本研究では、そ
のような情報取得を可能とする自立型の分子セ
ンサの実現を目指し、マイクロ格子構造を用い
て、測定対象液体から自動的に一定量の液体を
サンプリングする技術の開発を行います。

矢菅 浩規 お茶の水女子大学 ソフトマター教育研究センター 研究協力員
お茶の水女子大学 基幹研究院 特別研究員(PD)

マイクロ格子構造を用いた自動液体
サンプリング

体や腕を強く押される感覚や、固い
物体を押したときに知覚する反力を
力覚と呼びます。力覚の再現/提示
は行動誘導やVR空間への没入感向
上を実現しますが、その特性上装置
が大規模になり、ユーザの動きが拘束される問
題も抱えます。本研究では、遠隔提示できる集
束超音波の放射力を、その高い力学的パワーに
着目し小型の機械構造で増幅することで、ユー
ザの体を拘束しない力覚提示を目指します。

森崎 汰雄 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 大学院生
同上

パッシブ構造を用いた超音波の放射
力増幅に基づく非拘束な力覚提示

カーボンニュートラルの実現には、
資源を高い効率で利用するエネルギ
ー変換技術の実現が不可欠です。そ
こで、本研究提案では高効率な熱と
電気の直接変換が理論的に予想され
る、磁場中の熱電変換の一種である「ネルンス
ト－エッティングスハウゼン効果」に着目しま
した。従来型の熱電変換とは異なる原理により
動作し、高い量産性を持つ発電・冷却デバイス
の最適構造の検討と開発、さらにデバイス評価
技術の確立を行います。

村田 正行 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 主任研究員
同上

磁場を用いて動作する新原理熱電変
換デバイスの開発

本研究は、分散配置の動的パララッ
クスバリアを用いて、広域遠方への
裸眼空中像ディスプレイを実現する
ことを目的としています。従来手法
はシアター等の巨大空間を前提にし
ていたのに対し、本提案では設置面に自由度が
あるため、公共交通機関やスポーツスタジアム
等の幅広い実用的場面での利用が可能となりま
す。さらに本システムの高速化により、スポー
ツや運転中等、激しい動きを伴うダイナミック
な場面での提示も目指します。

三河 祐梨 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

動的視差バリアの分散配置による広
域空中像提示

身体表面に装着可能なハードウェア
を開発し、これを用いて身体表面を
変形させることで、身体の視覚的な
シルエットの変化および装着者への
触覚提示を行う。自他の身体の表面
をどのように変形させることが、一体感や共鳴
を始めとした自他を含み合う間身体性を生み出
すかを調査する。

堀江 新 東京大学 先端科学技術研究センター 特任助教
東京大学 大学院工学系研究科 大学院生

身体表面変形デバイスを用いた自他
非分離な間身体性の設計
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現在の逆電気透析発電技術は、産業
の要求水準を満たしておらず、イオ
ン交換膜出力密度の改善が重要な課
題となっている。これは、従来の多
孔質膜はイオンの輸送経路が不確定
であるため、膜抵抗が増大するためである。本
研究では、ナノポア（ナノサイズの細孔）によ
るイオン輸送特性を駆使し、配列されたナノポ
アのイオン輸送現象を網羅的に解析することで、
ナノ流体を用いた革新的な塩分濃度差発電技術
を開拓する。

梁 逸偉 大阪大学 大学院理学研究科 大学院生
同上

固体ナノポアを用いた塩分濃度差発
電技術の開拓

従来の光蓄電池は、電極/電解液界
面で発生する光腐食等の副反応が原
因で、光電気化学特性が悪く、反応
原理も明らかではありません。本研
究では、電解液に替えて、電気化学
的安定性が高い固体電解質を用いて、副反応が
抑制された固体/固体界面を構築します。この界
面にバンドエンジニアリングを応用し、光励起
キャリアの拡散やキャリア寿命等を制御するこ
とで、自発的かつ可逆的な光充電が進行する光
蓄電池の創成を目指します。

吉本 将隆 東京工業大学 物質理工学院 大学院生
同上

光を当てるだけで充電可能な光蓄電
池の創成

内皮細胞は血管の最内壁に存在する
細胞であり、血管壁を守るだけでな
く新しい血管を新生させて周囲に酸
素を供給させる役割も持っていま
す。従来の研究で、複数の内皮細胞
がコラーゲンゲル内で近接域にいることで互い
が血管を新生し血管網を形成することが分かっ
ています。本研究では、コラーゲンゲルを纏っ
た内皮細胞を組織の中に精密に配置させる3Dプ
リンタを開発し、組織内に血管網の構築範囲を
拡大させることを目指します。

森田 智博 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

新生血管の誘導構築を可能とするバ
イオ3Dプリンタ

流体インタフェースは、軽量で体積
を自由に変化させて様々な形状が作
れるため、やわらかな動きの駆動源
として多岐に利用されてきました。
しかし、流体を扱うには大型外部装
置が必要で、自律駆動が困難です。さらにこれ
らは駆動音が大きく、やわらかな動きを阻害し
てしまいます。そこで、低消費電力かつ持続可
能に流体を発生・制御できる自律駆動型流体シ
ステムを構築し、さらに流体独自の特性を用い
たセンシング技術を提案します。

森田 崇文 東京大学 大学院学際情報学府 大学院生
同上

流体応用による自律駆動型生態模倣
インターフェースの構築

近年の情報通信社会の高度発達化に
よる情報処理量や消費電力の急増が
深刻な課題となっております。本研
究では、情報担体となる半導体デバ
イスの高性能化に向けて、近年圧電
性や強誘電性を示す材料として注目を集めてい
るScAlNをGaN高電子移動度トランジスタに組み
合わせることを提案します。ScAlN薄膜やScAlN/
GaNヘテロ接合の物性解明、ScAlN/GaN HEMTの実
証と動作原理の解明に取り組みます。

前田 拓也 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

強誘電体/窒化物系半導体ヘテロ接合
による革新的トランジスタの創成

本研究は、人に載せても気付かない
くらい小型のセンサ端末を駆動する
砂粒サイズ（３ミリメートル角以
下）のエレクトレットMEMS振動発
電チップの実現に挑戦します。特
に、従来は平面に並べられた振動－電気変換機
構を３次元高密度化することで、チップ体積を
従来比１／５０以下に縮小する技術を開発しま
す。本技術で駆動する小型無線端末により、
個々人へ最適な生活環境を提供するIoTを実現し
ます。

本間 浩章 東京大学 生産技術研究所 特任助教
同上

グラニュールMEMS振動発電

電力に依存する現代社会において、
蓄電デバイスはスマートフォンやタ
ブレット端末などのモバイルデバイ
スから電気自動車に至るまで、あら
ゆる製品の電源として必要不可欠な
要素です。本研究では高い反応性を有する水素
の陰イオン「ヒドリドイオン」を利用した新方
式の蓄電デバイスを構築します。ヒドリドイオ
ンの特徴を活用することで、大容量でありなが
ら長寿命かつ安全性の高い蓄電デバイスの実現
を目指します。

福井 慧賀 山梨大学 大学院総合研究部 助教
同上

水素陰イオンを用いた新規蓄電デバ
イスの創出

本研究では、第一原理計算による理
論的な物性予測と実験の融合によ
り、低環境負荷かつ高耐熱性のセレ
クタデバイス開発を行います。材料
の評価からデバイス実証に至る一連
の研究を通じて、リアル空間の強靭化に必要な
不揮発性メモリやエッジコンピューティングデ
バイスの発展に寄与するデバイス技術の創製に
取り組む計画です。

畑山 祥吾 産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 産総研特別研究員
同上

低環境負荷と高耐熱性を兼ね備えた
セレクタデバイスの創製

ヒトが身体を動かした際に生じる感
覚は運動感覚と呼ばれ、この身体に
根ざした感覚は我々の身体を規定す
る感覚でもあります。本研究ではヒ
トに力を提示する把持型の装置の開
発と、提示された力を自らの身体へ帰属させる
ための力提示の手法を構築し、現実の身体とは
異なる身体図式や身体的自己の運動感覚を通じ
た獲得を目指します。

橋本 健 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

把持型力提示装置による身体図式と
身体的自己の設計

本研究の目標は、超短パルスかつ高
繰り返し周波数特性を有する、モー
ド同期レーザの産業分野への活用の
加速です。モード同期レーザの産業
適用に向けて、トレードオフの関係
にある出力パワー向上と特性劣化軽減との両立
は大きな課題です。そこで本研究では、光周波
数制御技術と高出力増幅器開発技術を組み合わ
せた、高出力かつ低雑音特性を有する1.5um帯モ
ード同期レーザの開発を行い、様々な応用研究
の実用化へ貢献します。

野邑 寿仁亜 三菱電機（株） 情報技術総合研究所 研究員
同上

平面導波路増幅器を用いた高出力か
つ低雑音なモード同期レーザの開発

本研究は開発中の光学式硬さ顕微鏡
のうち，光音響波を使った加振に用
いるパルスレーザ光の像形成に関す
る研究です．現状の光音響波は平面
光を対物レンズに入射することで焦
点領域に強いエネルギを与えています．本研究
では光の位相分布を制御する装置を導入して焦
点領域のエネルギ分布を制御することで，効率
的なパルス音波を発生させることを目指します．
細胞サイズの機械物性を光学分解能で取得する
ことを目指します．

田村 和輝 浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター 助教
同上

光学式硬さ顕微鏡実現のためのホロ
グラフ照明法の開発

近年、成形自由度の向上および大型
部品の一体成型のため、加工機は多
軸化・ダイナミック化の傾向にあり
ます。しかし、それに伴い精度・剛
性が低下するため、質の高いセンサ
情報による補正技術が必要不可欠です。本研究
では、加工機の構成や加工プロセスによらない
一元的な誤差補正システムの構築を目的としま
す。温度・振動を数百点で計測可能な「感覚器
官」を開発・搭載し、あらゆる加工機本来の性
能を超えた精緻化を実現します。

田中 峻 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
同上

あらゆる加工機に精緻な感覚を持た
せる大規模センサアレイの開発
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環境とバイオテクノロジー
https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/research_area/ongoing/bunya2020-2.html

戦略目標

革新的植物分子デザイン
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
気候変動時代の食料安定確保を実現する環境適応型植物設計システムの構築

研究総括

筑波大学 生命環境系 教授／微生物サステイナビリティ研究センター センター長

世界的に共通した環境問題や社会課題の克服が求められており、バイオテクノロジーはそれらの解決にお
いて重要な基盤の一つです。しかし、それらの難題を解決していくためには、独創的なアイデアによりバイオ
テクノロジー分野における飛躍的な科学・技術革新を巻き起こし、異分野との融合によりイノベーションを創
出するとともに、次代を担う若手人材の支援と将来のリーダーの輩出が必要です。
本研究領域では、バイオテクノロジー分野において新分野開拓や新価値創造につながる基礎研究を推進

し、将来、真に環境問題に貢献できる技術と人材の創出を目指します。例えば、複合微生物・生物間相
互作用・共生、環境生態モニタリング、あるいは、生物機能を利用した環境浄化・制御や再生可能な生
物資源及びそれらの廃棄物を利活用したマテリアルやスマート物質生産などの幅広い分野において、新たな
発想に基づいた先駆的なテーマを支援します。さらには、新たな生物機能の発見・創出・利用・評価解析
手法の開発なども含め、環境への貢献につながる挑戦的な研究構想を幅広く求めます。
研究推進においては、研究者同士の交流を促進し、バイオテクノロジーを共通言語とする多様な若手研
究者によるヒューマンネットワークの構築を進め、横断的なグループ研究などへの展開を図ります。そして、若
手研究者が切磋琢磨する中でそれぞれの研究を探求しながら、将来に渡ってさらに広く大きく研究フレームを
展開するための支援を行うことで、環境問題に貢献できる先進的な研究をリードする人材の育成を目指しま
す。

領域アドバイザー

植田 美那子 東北大学 大学院生命科学研究科 教授

大西 康夫 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

長岡技術科学大学 技術科学イノベーション専攻 教授小笠原 渉
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

小川 順 京都大学 大学院農学研究科 教授

黒田 章夫 広島大学 大学院統合生命科学研究科 教授

小杉 昭彦 国際農林水産業研究センター 生物資源・利
用領域 プロジェクトリーダー

清水 浩 大阪大学大学院情報科学研究科 教授

白須 賢 理化学研究所 環境資源科学研究センター
副センター長／グループディレクター

玉木 秀幸 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門
副部門長／研究グループ長

野尻 秀昭 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

蓮沼 誠久 神戸大学先端バイオ工学研究センター 教授・センター長

ノボザイムズ ジャパン（株） 研究開発部門 代表松井 知子
八代田 陽子 理化学研究所 環境資源科学研究センター

副チームリーダー

吉野 知子 東京農工大学 大学院工学研究院 教授

野村 暢彦

研究領域概要
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モデル糸状菌Aspergillus fumigatusに、
菌類ウイルス、あるいはウイルスの
遺伝情報を導入し、二次代謝を活性
化する因子を探索します。次に、当
該因子を他種糸状菌に導入し、産生
が誘導された化合物の中から新規有用物質を探
索します。また、有用物質の工業生産菌に二次
代謝活性化因子を導入することで、物質生産量
の向上が可能であるか検討します。

二宮 章洋 東京大学 大学院農学生命科学研究科 助教
筑波大学 生命環境系 研究員

ウイルスゲノムを利用した糸状菌の
二次代謝機能開発

本研究では微小液滴作製技術を応用
し、ウイルス1粒子ゲノム情報の網
羅的な獲得を可能にする技術の開発
を目指します。水圏環境中のウイル
ス粒子の高精度ゲノム情報をハイス
ループットに取得することで、未知ウイルスを
含めたゲノムデータベースの拡充を行います。
さらに、宿主となる細菌のゲノム情報を合わせ
て取得・解析することにより、「どのウイルスが」
「どの細菌に」「どの程度の頻度で」感染している
のかを明らかにします。

西川 洋平 産業技術総合研究所 産総研・早大 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ 研究員
産業技術総合研究所 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ 博士研究員

シングルゲノム情報を用いた水圏フ
ァージ-宿主間の相互作用解析

環境調和型の植物病害防除法の確立
は、持続可能な農業生産の実現にと
って重要課題の1つです。本研究で
は、土壌伝染性植物病害の発生様式
に着目して案出した、土壌微生物叢
の制御を基盤とする新規の環境調和型植物病害
防除技術の開発に繋がる研究に取り組みます。
特に本防除技術の開発に必要な、微生物機能を
活用した土壌微生物叢人工制御に関する基礎的
知見を得ることを目指します。

西岡 友樹 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 産総研特別研究員
産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 協力研究員

環境調和型病害防除法を実現する微
生物叢人工制御基礎研究

細胞をミクロな生産工場と捉え、代
謝経路を改変することで、バイオ燃
料や医薬品等の様々な有用物質を環
境低負荷に生産できます。しかし、
細胞は数千種類のタンパク質が複雑
に連携したシステムであるため、代謝経路設計
は現在でも困難な課題の一つです。本研究では、
タンパク質工学と情報科学の側面から代謝経路
設計にアプローチすることで、細胞内の代謝状
態を体系的かつ精密に捉え、合理的な経路設計
手法の確立を目指します。

二井手 哲平 大阪大学 大学院情報科学研究科 助教
同上

構造情報に基づいたin silico酵素改変
が先導するスマート代謝経路設計

宿主生物によって同一反応を触媒す
る酵素の遺伝的背景や動力学的パラ
メータが異なることがあるのはなぜ
でしょうか？本研究は、動力学的パ
ラメータのひとつで酵素と基質の親
和性を示すKm値に注目し、触媒化学の性能評価
手法を用い本問いに答えることを目指します。
さらに得られた知見を応用して、有用物質生産
系に適した酵素を設計するための指針を与える
ことを目指します。

千葉 洋子 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

酵素のKm値再考察：最適値を決める
因子の探索

他殖性作物である普通ソバをモデル
として植物の近交弱勢に関わる評価
手法の確立と分子遺伝学的機構の解
明に挑戦します。本研究では兄弟交
配により近交係数を高めたソバ系統
群に対して、画像解析による弱勢形質評価手法
の開発・弱勢形質関連伝子座の特定・メチロー
ム/トランスクリプトームによる弱勢機構の探索
を行います。本研究の成果は近交弱勢を未然に
回避した新たな環境適応型作物の創出に貢献し
得ると考えています。

竹島 亮馬 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究部門 研究員
農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター 研究員

植物の近交弱勢における遺伝機構の
解明

サンゴ礁は全海洋生物の約25%を育
む、極めて重要な生態系です。近
年、サンゴの白化現象により世界中
のサンゴ礁が崩壊する甚大な被害が
報告されています。本研究では微生
物の力により生態系を保全する「エコプロバイ
オティクス」の概念を提唱し、ヒトを対象に展
開されてきたプロバイオティクスの概念や細菌
叢操作・分析技術をサンゴ研究へ拡張すること
で、世界のサンゴ礁保全をリードする革新的な
育種法の創出を目指します。

高木 俊幸 東京大学 大気海洋研究所 助教
同上

エコプロバイオティクスによる環境
適応型サンゴの創出

生命科学において高感度に分析対象
を検出する技術は必要不可欠です。
本研究では人工高分子をベースに分
析対象を捕捉する分子認識素子とそ
の結合事象を可視化するためのレポ
ーター分子を部位特異的に高密度集積したナノ
界面を創製する技術を開発し、これを用いて超
高感度にウイルスを検出するシステムの実現を
目指します。

砂山 博文 神戸大学 大学院工学研究科 特命准教授
同上

高密度分子集積ナノ界面による超高
感度ウイルス検出

多種多様な遊離脂肪酸分子種をシア
ノバクテリアに添加して、光阻害に
対する影響を解析し、遊離脂肪酸に
よる光阻害への影響について理論モ
デル化を行います。さらに、光阻害
の過程における修復及び損傷の解析、脂質修飾
タンパク質の網羅的な解析から遊離脂肪酸の光
阻害への作用点を分子レベルで明らかにし、理
論モデルと分子メカニズムを組み合わせること
で、光合成を制御するための新規遊離脂肪酸の
分子デザインを行います。

神保 晴彦 東京大学 大学院総合文化研究科 助教
同上

ケミカルバイオロジーを用いた光合
成の活性制御機構の解明

生物の細胞は培養環境に応じて性質
を変えますが、その振る舞いは複雑
かつ動的で、予測や制御は困難で
す。本研究では全自動培養実験シス
テムに、私が開発を進める細胞状態
と培養条件の間のフィードバック学習制御系と
しての機能を付与します。これを用いて細菌・
酵母の実験進化による遺伝型制御や、酵母およ
び動植物細胞の動的な表現型制御を実現し、次
世代の基盤バイオテクノロジーの創出を目指し
ます。

芝井 厚 理化学研究所 生命機能科学研究センター 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

自動培養装置と機械学習による細胞
状態のフィードバック制御系の開発

穀物は土壌中のケイ素を取り込むこ
とで虫害や強風、土壌のミネラル異
常等の様々な環境ストレスに対して
耐性を獲得しています。それゆえ、
ケイ素取り込みを担うケイ酸輸送体
の機能は穀物の収量に直結しますが、その輸送
機構はほとんど分かっていません。本研究では
穀物のケイ酸輸送体の構造を原子レベルで明ら
かにします。得られた構造情報に基づいて変異
体の機能解析を行い、ケイ酸輸送体のケイ酸輸
送機構を解明します。

齊藤 恭紀 岡山大学 異分野基礎科学研究所 特任助教
同上

穀物由来ケイ酸輸送体の構造解析

植物病害糸状菌は植物免疫を打破す
る病原性因子を駆使することで感染
を成立させます。しかしながら病原
性因子の冗長性のため、従来の手法
では病原性因子の同定が困難でし
た。本研究では植物-病原糸状菌双方で多重変異
体が作成可能な新たに開発した実験系を用いて
病原性因子とその植物における標的因子を同定
します。本研究で得られる知見は作物の耐病性
育種や低環境負荷の農薬開発に貢献します。

熊倉 直祐 理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員
同上

遺伝子多重破壊法を用いた感染メカ
ニズムの網羅的解明

環境中の微生物のほとんどは様々な
理由から分離株化することが出来ま
せん。分離を阻む因子は数多くあり
ますが、一つ確からしいのはそもそ
も人類は未だ「環境中から狙った菌
を釣り上げる」ことが出来ていないということ
です。本研究では近年大きく注目されているゲ
ノム編集を技術基盤に、遺伝子標的型の任意微
生物分離（i.e 狙った菌を釣り上げる技術）とい
う、新しい環境微生物分離スキームの確立を目
指します。

木村 善一郎 呉工業高等専門学校 環境都市工学分野 准教授
同上

遺伝子を釣り針に任意環境微生物を
特異的に獲得する

持続可能な社会の実現に向け、未利
用微生物から有用代謝物やその産生
酵素遺伝子を見出し、自在に活用す
るニーズが高まっています。そこで
本研究では、ノンターゲットメタボ
ロームデータと全ゲノムデータを有機的に統合
解析することで、微生物の未同定化合物の構造
や未知遺伝子の機能情報を推定する情報解析プ
ラットフォームの構築に取り組みます。

岡橋 伸幸 大阪大学 大学院情報科学研究科 准教授
同上

微生物の新規代謝物－酵素遺伝子の
統合オミクス推定法の開発

植物の花序形態は作物生産性を左右
する最重要の因子ですが、環境スト
レス下における花序形態可塑性のメ
カニズムは未解明のままです。本研
究では野生イネ遺伝資源を用いて、
分子遺伝学的手法により、花序形態多様性およ
びストレスに応答して変化する花序形態の分子
基盤解明に挑戦します。多様な花序形態の環境
応答機構を理解し、その制御方法を提案するこ
とによって食糧安定確保を実現する環境適応型
植物の設計に貢献します。

縣 步美 名古屋大学 大学院生命農学研究科 助教
情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 博士研究員

野生イネが持つ花序形態環境可塑性
の解明
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植物は、周囲の環境に応じて器官や
個体の「成長」をコントロールして
います。本研究では土壌栄養素に対
して明確な応答を示すシロイヌナズ
ナの「根毛」をモデルとして、遺伝
子制御ネットワークの観点から植物が外部環境
に対して柔軟に応答する仕組みを明らかにしま
す。そして植物の成長を自由自在にコントロー
ルする技術の確立を目指します。

柴田 美智太郎 理化学研究所 環境資源科学研究センター 客員研究員
理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員

根毛と遺伝子制御ネットワークを軸
とした植物環境応答機構の解明

植物細胞内でオルガネラは密接なコ
ミュニケーションを取ることで、
様々な環境刺激に対して適切に応答
します。本研究ではオルガネラ同士
の直接のコミュニケーションである
物理的接着に注目し、プロテオミクスをベース
とした手法を用いてオルガネラ間の接着を制御
する分子メカニズムを解明します。本研究は環
境変動に適応した作物の創出に貢献します。

坂本 勇貴 大阪大学 大学院理学研究科 助教
同上

オルガネラ間接着から紐解く新たな
環境応答機構

構造色とは、微細な構造によって光
が干渉し発色する現象です（例：
CDの虹色発色）。構造色は植物の花
弁にも存在し、昆虫への視覚的影響
を利用することで、着果剤や農薬が
不要となる農作物の作出が可能です。また、植
物の構造色発色は細胞壁の凹凸構造に由来する
ため、人体に無害な多彩色素材を提案できます。
本研究では、農業・産業への新技術開発を目的
とした、花の構造色を呈する微細構造の形成機
構解明を行います。

越水 静 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 助教
明治大学 農学部 助教

花の構造色を呈する微細構造 -フォ
トニクス農業実現のための基盤構築-

養殖が盛んなクルマエビ類ですが、
どのように免疫機能が制御されてい
るか不明な点が多く残されていま
す。そこで本研究では、病原体感染
時のクルマエビ宿主の免疫細胞およ
び血リンパ中細菌叢の変動および相互作用を解
析することで、どのようにしてエビが病原菌に
打ち勝つかを明らかにします。本研究は、新規
免疫賦活剤のスクリーニング手法確立につなが
り、抗生物質を使わない環境にやさしい養殖技
術に貢献できます。

小祝 敬一郎 東京海洋大学 学術研究院 助教
同上

エビ体液中免疫細胞と細菌叢の相互
作用解析と養殖産業への活用

生命機能を活用するバイオテクノロ
ジーの発展には、機能発現に関連性
の深い分子の化学構造情報を1分子
レベルで分析することが必要不可欠
です。本研究は、単一分子の分子振
動変化を網羅的に計測するハイブリッドナノ振
動分光法を創出し、生体1分子の化学構造変化や
分子振動の協奏性、生体分子間の相互作用が機
能に及ぼす影響を明らかにすることを目指しま
す。

加藤 遼 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 特任助教
徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 特任研究員

生体分子機能の理解に資するハイブ
リッドナノ振動分光法の創出

自然界には多様な脂肪族化合物が存
在し、その疎水性から様々な生物の
生体膜に作用していると考えられま
すが、生体膜全体への影響は体系的
には理解されていません。本研究で
は、真核微生物を対象として、細胞外脂肪族化
合物が生体膜組成に与える影響を定量的に捉え
るとともに、細胞機能がどのように変化するの
かを解析します。本研究を通して、生体膜物性
変化を生み出す脂肪族化合物を利用した微生物
機能探索の基盤を創出します。

岩間 亮 東京大学 大学院農学生命科学研究科 助教
同上

生体膜組成を介した細胞外脂肪族化
合物の機能

薬剤耐性をもつ細菌やウイルスのモ
ニタリングには、遺伝子型を高速に
判別可能なDNA分析法が必要です。
従来の分析法は、分析に多数のDNA
断片が必須であり、増幅工程が高速
化のボトルネックでした。そこで本研究では、
高い分析精度を確保したまま、DNA１分子での分
析を実現可能なプラズモニックナノ流路を用い
たDNA分析法を実現することで、増幅工程を不要
とし、分析の飛躍的な高速化を目指します。

東 直輝 名古屋大学 大学院工学研究科 助教
同上

プラズモニックナノ流路を用いた
DNA１分子高速解析

植物寄生性線虫であるシストセンチ
ュウは世界中の農業に甚大な被害を
与えています。シストセンチュウは
宿主となる植物の根から分泌される
孵化促進物質を特異的に認識して孵
化します。シストセンチュウの防除には孵化促
進物質を起点とした方策が有効であると考えら
れます。本研究は、これまで全くの不明であっ
た孵化促進物質生合成系の解明を目的とし、さ
らに得られた知見を応用した新奇シストセンチ
ュウ防除法の開発を目指します。

秋山 遼太 神戸大学 大学院農学研究科 学術研究員
同上

シストセンチュウ孵化促進物質生合
成の解明と新奇防除法への応用

世界の農業に甚大な被害を与えてい
る根寄生雑草は、宿主植物の根から
分泌されるストリゴラクトン（SL）
を感知して発芽します。SL構造は
多岐にわたり、構造の違いにより根
寄生雑草種ごとの発芽誘導活性は異なります。
本研究では、SL生合成機構の解明を通じて、作
物が本来生産するSLを、その作物に寄生する根
寄生雑草に対して低い発芽誘導活性を示すSLへ
改変することで、根寄生雑草抵抗性作物の創成
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

根寄生雑草耐性作物のテーラーメー
ドな創成

プラスチックやゴムなどの高分子材
料はひとたび環境中に排出されると
長期間にわたり残存するため、適切
に処理する方法が求められていま
す。近年、生体触媒（酵素）による
分解が注目されていますが、分解速度が著しく
遅いという問題があります。本研究では、基質
に対する親和性を酵素に付与するとともに、酵
素の複合体化を行うことで固相基質である高分
子材料の表面近傍に酵素を濃縮し、分解速度の
飛躍的向上を目指します。

吉本 将悟 名古屋大学 大学院工学研究科 助教
名古屋大学 大学院工学研究科 研究員

固相基質分解酵素複合体の分子設計
基盤の確立

我々は植物が生合成する様々な小分
子を医農薬や化学合成の原材料とし
て利活用しています。そのため、植
物の複雑な生合成システムを自在に
コントロールすることができれば、
我々の持続的生産社会を支える革新的な技術と
なると考えられます。本研究では、合成分子を
用いた細胞内夾雑系でのタンパク質の多量化技
術を確立することで、生合成制御法の開発を目
指します。

吉村 柾彦 京都大学 高等研究院 特定助教
同上

タンパク質多量化技術による生合成
制御

野生植物の種子は休眠が深く、多様
な微生物が存在する土壌中で腐敗せ
ず長期間生存できますが、その仕組
みは分かっていません。本研究で
は、野生イネをモデルとして、種子
への微生物の侵入・感染の抑制に関わる遺伝的
要因および植物分子を明らかにします。これに
より、野生植物遺伝資源の潜在能力を活かした
作物種子の品質向上や長期保存など、持続可能
かつ安定した作物生産の基盤技術開発に関する
知見を得ることを目指します。

吉田 悠里 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 特任研究員
同上

野生イネ種子における二次代謝産物を介し
た植物-微生物間相互作用の分子基盤の解明

植物体内の炭素栄養の輸送（転流）
を自在に操り、可食部へ集中的に転
流させることで、作物栽培への投入
エネルギーを収穫物として余すこと
なく回収する究極の栽培技術を確立
したいと考えています。その礎となる知見を得
るため本研究では、植物体内の栄養元素の動き
を可視化できるポジトロンイメージング技術を
駆使し、特定の組織・器官で発現した遺伝子群
がどのように機能し植物全身の転流を調節する
のか全体像の解明に挑戦します。

三好 悠太 量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学部門 研究員
同上

炭素栄養の転流の自由自在な制御に
向けた研究

バイオテクノロジー分野において、
生物の構造や機能を分子レベルで理
解し、新規生体機能の発現や応用技
術の拡大に繋げるためには、「生体
試料を液中環境下で可視化する分子
スケール解析技術の開発」が必要不可欠です。
この課題を実現するために、本研究では、先端
径0.4 nmの探針を備えた超解像液中原子間力顕微
鏡を開発し、液中かつ非染色で生体試料の表面
と内部をサブナノスケール分解能で観察できる
計測手法を確立します。

宮澤 佳甫 金沢大学 理工研究域 助教
同上

生物の表面と内部を可視化する超解
像液中AFM

酸素発生型光合成バクテリアである
藍藻には、硫酸多糖が特異的に存在
します。私はあるモデル藍藻種の硫
酸多糖依存性バイオフィルム形成と
硫酸多糖合成・制御系を明らかにし
ました。そして、環境中の多様な藍藻バイオフ
ィルムの形成や機能に硫酸多糖が重要な役割を
果たすと考えました。そこで本研究では、非モ
デル種を含む複数の硫酸多糖蓄積藍藻種を対象
として形質転換系や機能解析手法を確立するこ
とで、その解明を目指します。

前田 海成 東京工業大学 科学技術創成研究院 助教
東京農業大学 生命科学部 特別研究員

藍藻バイオフィルムにおける硫酸多
糖の機能解析
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乳児期から離乳期にかけてどのよう
な腸内細菌叢が形成されるかがその
後の健康に影響すると言われていま
す。母乳オリゴ糖は乳児の腸内にビ
フィズス菌を増殖させる機能が知ら
れていますが、最近、酪酸生成菌も増殖させる
ことがわかってきました。そこで13Cラベル母乳
オリゴ糖を用いてビフィズス菌を中心とした腸
内細菌の種間関係を明らかにすることで母乳オ
リゴ糖の機能性をより正しく理解することを目
指します。

山田 千早 東京大学 大学院農学生命科学研究科 助教
同上

13Cラベル母乳オリゴ糖を用いた腸内
細菌種間関係の解析

数種の植物病原細菌はホウ酸を感知
し集積しますが、この行動の意義は
明らかになっていません。本研究で
は、「植物の傷口からホウ酸が漏出
し、それが病原菌にとって感染時の
侵入口の目印となる」という仮説を立て、その
証明を試みます。病原菌側における感染時のホ
ウ酸集積行動の役割を解析するとともに、植物
側におけるホウ酸漏出の可能性を検証すること
で、植物病原菌におけるホウ酸を介した感染機
構の解明を目指します。

緋田 安希子 広島大学 大学院統合生命科学研究科 助教
同上

植物病原菌におけるホウ酸を介した
感染機構の解明

世界中で食糧増産をもたらした「緑
の革命」植物は、背丈が低く倒れに
くいという有用形質を示す一方、窒
素吸収能が低下し膨大な肥料を要求
するという欠点を持ち合わせていま
す。本研究では、欠点を克服した次なる「緑の
革命」植物の創出への可能性を秘める転写中核
因子に着目し、その分子機能を原子分解能レベ
ルで解明します。そして、得られた構造情報に
基づき、次なる「緑の革命」に資する転写因子
の機能改変体をデザインします。

野崎 翔平 筑波大学 生命環境系 助教
筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター 助教

次なる「緑の革命」植物の創出を目
指した転写中核因子の研究

微生物は地球上の様々な環境に対し
て、どのように適応し、進化してき
たのでしょうか。本研究では、大規
模メタゲノムデータを用いて環境横
断的メタ解析を行うための情報学的
手法を確立し、「遺伝子分布の環境特性」に関す
る網羅的な情報基盤を構築します。この知識リ
ソースを活用して、微生物が持つ環境適応因子
の全体像を解明するとともに、膨大な数の機能
未知遺伝子から有用な遺伝子資源を探索するな
どの応用研究に取り組みます。

西村 陽介 海洋研究開発機構 海洋機能利用部門 特任研究員
東京大学 大気海洋研究所 特任研究員

メタゲノムビッグデータを活用した
微生物の環境適応因子の解明

遺伝子パーツ開発のブレッドボード
として利用されている無細胞タンパ
ク質合成系では、非モデル生物の利
用のために、非モデル生物由来の無
細胞タンパク質合成系が開発されは
じめています。課題は系のバッファー最適化で、
本研究では大腸菌のバッファーを最適化する機
械学習モデルを転移学習に利用し、他の非モデ
ル生物由来の無細胞タンパク質合成系を効率よ
く開発する手法を構築します。

西田 暁史 東京農業大学 生命科学部 助教
早稲田大学 理工学術院 講師

転移学習を用いた非モデル生物の無
細胞タンパク質合成系開発

地球温暖化による海水温の変化は、
魚類を含む変温性の外温動物から構
成される海洋生態系に深刻な影響を
及ぼしています。しかし、外温動物
における温度適応機構は明らかとな
っていません。本研究では温帯地域に生息する
メダカが持つ柔軟性や頑健性に優れた季節温度
適応能の分子基盤の解明を通じて、海洋生態系
の保全や、水産業における気候変動への対策技
術や適応技術の開発へとつながる基礎的知見を
得ることを目指します。

中山 友哉 名古屋大学 高等研究院 特任助教
同上

柔軟性と頑健性を備えた季節温度適
応能の分子基盤の解明

産業用酵素は、多様な産業で加工助
剤として利用され、生産効率の改善
などを実現してきた優れた触媒で
す。これらのほとんどは微生物によ
る発酵生産で製造されますが、工業
生産に適う微生物宿主が少ないため、生産でき
る酵素の多様性も限られます。本研究では、天
然から発見されていない「酸性条件で酵素を高
生産する細菌宿主」を人工進化実験により開発
し、生産基盤として活用することで、新規酵素
群の社会実装を目指します。

中西 貴士 ノボザイムズジャパン（株） 研究開発部門 主任研究員
同上

人工進化実験による産業用酵素生産
Bacillus株の耐酸性化

シロアリはセルロースを餌とし、木
造建築物を侵食する害虫として知ら
れていますが、床下や木材の内部で
活動するため、検出には困難が伴い
ます。本研究では、シロアリ特有の
腸内セルロース分解菌に着目し、環境中から高
速セルロース分解菌を特異的に検出する電気化
学バイオセンサーを開発します。さらに、謎の
多いシロアリ腸内細菌の生理代謝を電気化学的
観点から解明します。

鄧 驍 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 研究員
同上

セルロース分解菌の電流生成特性を
利用したシロアリ探知法の開発

あらゆる動植物において、宿主生物
が本来持たない重要機能を共生微生
物が担っていることがわかっていま
す。将来、共生微生物を介して、任
意の宿主生物に有用機能を自在に付
与することが可能となれば、様々な環境問題の
解決に貢献できるはずです。その実現を目指し
本研究では、昆虫の必須共生細菌としても機能
する植物共生細菌を対象に、この細菌が異なる
宿主生物体内に適応することを可能としている
分子基盤を解明します。

竹下 和貴 秋田県立大学 生物資源科学部 助教
同上

細菌の宿主体内適応に関わる分子基
盤の解明

地球温暖化が進む現在、高温ストレ
スによる発芽阻害は作物生産性を左
右する深刻な問題となっています。
近年、カリキン結合タンパク質であ
るKAI2が高温下における発芽制御に
関与することが示唆されていますが、KAI2の植物
内生リガンドは未同定のままです。本研究では、
発芽阻害物質に着目してKAI2を不活性化する内生
リガンドを同定し、高温ストレスによる発芽阻
害メカニズムを統合的に理解することを目指し
ます。

竹内 純 静岡大学 農学部 准教授
同上

高温ストレスによる発芽阻害メカニ
ズムの解明

水圏には膨大な数のウイルスが存在
することがシーケンス解析により明
らかにされていますが、感染性ウイ
ルス粒子としての単離・培養例は限
られています。この理由として、ウ
イルスがカプシド損傷により感染性を失ってい
る可能性が考えられます。本研究では、環境ウ
イルス由来ゲノムを宿主候補細胞へ人為導入す
ることで、損傷ウイルスを含む多様なウイルス
を感染性粒子として得るための技術（ウイルス
サルベージ技術）を開発します。

高橋 迪子 高知大学 医学部 特任助教
高知大学 自然科学系 日本学術振興会特別研究員(PD)

環境中の損傷ウイルスサルベージ技
術の開発

Cryo-EMなどの革新的技術の発展に
伴い特に翻訳研究領域において、時
代に埋もれていた先人たちの研究成
果を再評価する機運が高まってきて
います。申請者は最近、微生物にお
ける新規翻訳品質管理機構(RQC)の存在を明らか
としました。そこで本研究では、過去の知見を
生かしながら、その品質管理機構の全貌の理解
と、その解析の過程で明らかとなってきた微生
物翻訳装置に内在する新規環境応答機構の解明
を目指します。

高田 啓 京都産業大学 生命科学部 研究員
京都産業大学 タンパク質動態研究所 研究員

温故知新、翻訳装置に内在する微生
物環境応答機構の理解

海の砂漠と称される温暖で貧栄養な
海域では、藻類を細胞内に共生させ
る「光共生」を行う生物が、微小な
光合成のホットスポットを形成して
います。しかし、光共生を司るメカ
ニズムは未解明です。本研究では、浮遊性有孔
虫という単細胞プランクトンを対象に、光共生
関連遺伝子の特定に挑戦します。これにより、
光共生の分子基盤の解明と、海洋物質循環にお
ける光共生の寄与を評価できるようなマーカー
遺伝子の特定を目指します。

高木 悠花 千葉大学 大学院理学研究院 助教
同上

海の砂漠で光合成を担う「光共生」
の関連遺伝子特定

予備実験の結果から、フィチン酸は
植物のmRNAの核外輸送活性を負に
制御し、トランスクリプトームを変
化させることが示唆されました。そ
こで本研究では、イネを用いてフィ
チン酸がmRNAの核外輸送活性に与える影響を定
量的に評価し、フィチン酸依存的なmRNA核外輸
送のフィードバック制御を受ける遺伝子群の共
通配列構造、及び当該フィードバック制御を担
う分子的実体を解明します。

高木 大輔 摂南大学 農学部 特任助教
同上

植物におけるフィチン酸依存的な
mRNA核外輸送活性制御機構の解明

酵母を用いた有用物質生産において
は、実績の高い出芽酵母S. cerevisiae
に加え、新しい機能を持った別の酵
母の利用も期待されています。本研
究は主にハエの体内から単離された
野生酵母における特性の評価を行い、さらに水
平伝搬や交配といった進化工学を用いることに
より酵母の改変を試みます。持続可能な社会の
実現に向け、未知の野生酵母の情報を集約し、
そこから有用な代謝物や遺伝子を見出すことを
目指します。

清家 泰介 大阪大学 大学院情報科学研究科 助教
同上

昆虫等から単離された野生酵母の評
価と有用酵母の構築
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代謝改変した微生物を用いて代謝物
の相互供与関係を設計することで、
複数の菌株が共依存的に増殖する人
工的な細菌叢を構築することができ
ます。この人工合成細菌叢では、代
謝物相互供与に関与する酵素反応に応じて菌叢
全体の共増殖速度が変化します。この特性を活
用すると「共増殖速度」を指標として高活性な
酵素変異体を選抜することができます。本研究
では人工合成細菌叢を選択場とした革新的酵素
スクリーング技術を開発します。

相馬 悠希 九州大学 大学院農学研究院 助教
同上

人工合成細菌叢による代謝絶対容量
の拡張

複合微生物群はより小さな機能集団
であるサブ群集がネットワークを形
成することで機能を発揮するシステ
ムです。そのため、サブ群集がどの
ようにネットワーク構造を形成し、
環境変化に適応してその形を変えるのかを理解
することが必要不可欠です。そこで本研究では、
層流マイクロ流路を用いることで１細胞レベル
の代謝と分子拡散を紐付け、ネットワークを可
視化し機能維持機構を解明します。

鈴木 研志 東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任助教
同上

複合微生物群における種多様性と機
能的頑健性

フグ毒（テトロドトキシン）は様々
な生物で検出されていますが、中で
も毒保有量が多いオオツノヒラムシ
がその起源解明の手がかりを有する
と考えています。無毒の餌で育てた
フグは毒化しないことが知られていますが、ヒ
ラムシではどうでしょうか。これを調べるため
に必要なヒラムシの人工飼育法は未確立です。
本研究では、ヒラムシの生活環の鍵ステージで
ある幼生の着生を人工的に誘引すべく、その化
学シグナルの特定を目指します。

周防 玲 日本大学 生物資源科学部 助教
同上

有毒ヒラムシの生活環から探るフグ
毒のゆくえ

植物は固着生活を営むため様々な転
写制御機構を駆使して環境変動に対
処します。高温ストレス時の迅速な
転写応答には、RNAポリメラーゼII
(PolII)の修飾制御、すなわち転写因
子を介さない制御が重要だと考え、その制御機
構の解明を目標とします。PolIIの新規イメージン
グシステムと画像解析法を構築し、PolII脱リン酸
化酵素の機能解析と合わせて環境変動における
PolIIダイナミクスの解明を目指します。

澁田 未央 山形大学 学術研究院 助教
同上

転写因子によらない迅速な転写制御
機構の解明

二酸化炭素(CO2)は、経済活動や日
常生活に伴い大気中へ排出される温
室効果ガスの一種であり、地球温暖
化への影響を低減するためには、大
気中のCO2の総量を削減する必要が
あります。本研究では、大気や排ガス中に含ま
れるCO2を積極的に消費して有用な物質を産み出
すCO2固定化技術の創出を目指し、バイオ触媒を
用いてCO2を固定化するための基盤技術の開発に
取り組みます。

四坂 勇磨 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

バイオ触媒を用いたCO2固定技術の
開発

腸内細菌とヒトは緊密な共生関係を
構築していますが、その共生機構は
未だに不明な部分が多く残されてい
ます。本研究では、糖タンパク質の
糖鎖代謝機構を腸内細菌において解
明すると共に、当該代謝が腸内細菌叢およびヒ
トに及ぼす生理機能を明らかにします。これに
より、糖鎖代謝を介した腸内細菌とヒトの新た
な共生の概念を提案することを目指します。

阪中 幹祥 京都大学 大学院生命科学研究科 特定准教授
同上

糖タンパク質代謝を軸とした腸内細
菌と宿主の共生機構の解明

バイオテクノロジーを利用した物質
生産では、生物が持つ代謝活性を再
構成して廉価な材料から希少な化合
物を作りだすことができます。効率
的な物質生産のためには再構成系の
最適化が必要ですが、酵素活性の動的パラメー
タ最適化はほとんどなされていません。本研究
では、高い時間分解で細胞内機能を操作可能な
光遺伝学を用いて、細胞内物質生産系の動的パ
ラメータを多段階で最適化できる基盤技術の開
発を目的とします。

後藤 祐平 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 助教
同上

光遺伝学による多段階スイッチ可能
な物質生産システムの基盤構築

氷晶形状制御および低温細胞保護を
示す氷結合タンパク質（Ice-Binding
Protein: IBP）に着目し、中性子回折
実験による構造特異的な分子機構の
解明、時分割X線計測による氷晶成
長評価、蛍光観察による細胞保護作用のメカニ
ズムを理解し、これら基礎科学知見に基づいた
生物丸ごとの保存技術を確立します。

倉持 昌弘 茨城大学 大学院理工学研究科 助教
同上

凍結低温制御分子の構造特異機能の解
明および個体丸ごと保存技術の開発

現在の工業的物質生産のニーズに即
した酵素の反応適用範囲の拡張は、
バイオプロセスの実用化における課
題です。本研究では、酵素の反応適
用範囲を光エネルギーを利用して拡
張することをめざし、光励起による挑戦的なラ
ジカル反応を促進する新規生体触媒を開発しま
す。具体的には、指向性進化法を駆使して酵素
を改変することで、α－ケト酸とハロゲン化ア
ルキルの不斉ラジカルカップリング反応を実現
する新規生体触媒を創製します。

加藤 俊介 大阪大学 大学院工学研究科 助教
同上

高難度光ラジカル反応を実現する新
規生体触媒の進化型開発

脂肪酸の長さ制御とアルケン生産反
応を同時に行う「バイオガソリン生
産酵素」をCYP152ファミリー酵素
のコンセンサス配列と40%の相同性
を示す4700種から選別します。アミ
ノ酸配列クラスタリング、タンパク質構造予測
AI、MDシミュレーションを用いて酵素活性を推
定します。適切な炭素鎖長まで短縮するとアル
ケンを生産する酵素を選定し、タンパク質を発
現して活性評価します。酵素を用いてバイオ燃
料を生産します。

小野田 浩宜 名古屋大学 シンクロトロン光研究センター 助教
同上

構造予測AIが見出すバイオ燃料変換
酵素

生物はそれぞれ独自の「環世界」を
知覚しています。害虫の環世界を知
ることは、その害虫の認識機構を逆
手取った防除法開発に繋がります。
本研究の目標は、農学分野で甚大な
被害を与えている植物寄生性線虫の環世界を知
ることです。本線虫だけが持つ感覚ニューロン
に着目し、ニューロン破壊試験、遺伝子発現解
析・破壊試験によってその機能を解明すること
で、植物寄生性線虫が感知する独自の環世界の
一端を明らかにします。

浴野 泰甫 明治大学 農学部 助教
同上

植物寄生性線虫の「環世界」を特徴
づける感覚ニューロンの機能解明

ナノカーボン材料は、我が国が世界
トップレベルにある分野です。しか
し、多くの機能性ナノカーボン材料
の合成には多大なエネルギーを要し
大量の廃棄物を排出します。そのた
め、低環境負荷かつ高効率生産方法の開発が急
務とされています。本研究では、持続的発展が
可能な社会の実現に資する技術として注目され
開発が活発化しているバイオプロセスに着目し、
機能性ナノカーボン材料の高効率生産を指向し
生体触媒の創製を目指します。

宇佐見 享嗣 名古屋大学 大学院理学研究科 研究員
同上

機能性ナノカーボン材料の高効率生
産を指向した生体触媒の創製

次世代シーケンサーの普及によって
環境微生物学の世界は大きな変革を
迎えていますが、我々は日々蓄積す
る膨大なゲノム情報を真に解読でき
ているのでしょうか。本研究では、
終止コドンUGAにコードされる21番目のアミノ
酸・セレノシステインを含むため、遺伝子予測
が困難であったセレンタンパク質の革新的予測
法を開発し、環境微生物のゲノム情報に巧妙に
隠された機能性遺伝子の発見と翻訳機構の多様
性の解明を目指します。

井上 真男 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
同上

環境微生物セレノプロテオームの革
新的予測法

微生物群集は様々な代謝機能や動植
物への影響を通じて、幅広い産業・
環境問題と密接に関連しています。
本研究では、微生物群集全体の有
益・有害な機能を好適に制御すると
いう目標に向け、個々の微生物が発揮する機能
の相互作用に着目した新たな解析手法を提案し
ます。特に、群集中の各構成種が「群集全体の
機能にどれだけ寄与するか」を定量的な指標と
して表現するための実験デバイスと数理モデル
の開発に取り組みます。

石澤 秀紘 兵庫県立大学 大学院工学研究科 助教
同上

微生物生態工学の「個」と「全体」
を繋ぐ新指標の確立

細胞内で生じる代謝は、連続する代
謝酵素の複合体（メタボロン）の形
成により時空間的に制御されている
ことが考えられています。本研究で
は、フラボノイド代謝酵素群に着目
してメタボロン形成動態の解析を行い、タンパ
ク質間相互作用を介した代謝酵素の特異性制御
機構および基質チャネリングによる代謝効率化
メカニズムを明らかにし、より環境負荷の小さ
い物質生産への応用を目指します。

和氣 駿之 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

フラボノイド生合成の細胞内動態を
探る
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微生物は環境に応じて二次代謝生産
を制御することから、二次代謝産物
は微生物の生命活動に重要な役割を
果たすとされていますが、その詳細
は未解明です。本研究は菌間コミュ
ニケーション媒体である細胞外膜小胞(MVs)を利
用して細菌間相互作用に関わる二次代謝産物を
取得します。さらにMVsと二次代謝産物を介した
細菌間相互作用様式を解明します。本研究成果
は化合物やMVsを活用した細菌叢制御技術の開発
に貢献します。

吉村 彩 北海道大学 大学院薬学研究院 助教
同上

細胞外膜小胞と二次代謝産物を介し
た微生物間相互作用様式の解明

雨がもたらす高湿度は、植物病原細
菌による葉の病害を助長します。高
湿度において、葉内の病原細菌は細
胞間隙に水を蓄えることで増殖を促
進します（水浸漬）。一方で、植物
は高湿度に応じて水浸漬の発生を防ぐことが分
かってきました。本研究では、植物が高湿度に
応答する仕組みを紐解き、高湿度における植物
と病原細菌の攻防を分子レベルで解明すること
で、高湿度に適応した病害防除の創出に向けた
基盤構築を目指します。

安田 盛貴 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

高湿度環境における植物病害防除の
基盤構築

本研究では、バイオインフォマテク
ィスおよび進化解析により甲虫由来
の虫こぶ誘導因子を絞り込みます。
さらに、植物の維管束分化誘導系を
用いることで昆虫から絞り込んだ因
子に対する植物組織の応答を細胞レベルで可視
化し、虫こぶ誘導因子による植物組織改変の分
子機構の解明を目指します。

別所-上原 奏子 東北大学 大学院生命科学研究科 助教
同上

植物形態を改変させる甲虫由来因子
の同定

脱炭素社会の実現にはCO2を回収し
て利用する技術や、化石資源由来の
化学品を再生可能資源から生産する
技術が不可欠です。本研究ではCO2

から合成可能な低分子化合物を原料
に、産業上重要な化合物であるスチレンを微生
物発酵によって高収率で生産する技術を開発し
ます。代謝系を分断する独自技術や、炭素固定
反応をモジュール化する独創的な戦略を用いる
ことで、通常では不可能な超高収率でのスチレ
ン生産を目指します。

藤原 良介 理化学研究所 環境資源科学研究センター 基礎科学特別研究員
同上

CO2由来低分子からの超高収率スチ
レン生産

ゲノム上のDNA化学修飾（エピゲノ
ム）は、真核生物と同様に、バクテ
リアやアーキア、ウイルスでも広く
おきており、生理学的に重要な役割
を担っています。しかし、今日まで
の研究例は分離培養可能な生物種の一部に偏在
しており、その多様性や分布、進化・生態への
影響など、様々な事が未解明です。本研究では
非培養的な「メタエピゲノム」解析手法を用い
て、高温環境の微生物叢が持つDNA化学修飾の包
括的解明を目指します。

平岡 聡史 海洋研究開発機構 海洋機能利用部門 研究員
同上

高温環境微生物叢が持つエピゲノム
機構の探究

微生物合成ポリエステルは環境調和
型材料として利用でき、これからの
持続可能な社会の実現に向けて有益
な材料です。しかしながら長年かけ
洗練されてきた化石資源由来材料と
比べると、コスト面や物性面で課題があります。
本研究では、特定の末端構造を有する低分子量
な微生物合成ポリエステルの生産を実現させ、
それを用いた材料物性の向上とコスト低減を目
指します。

百武 真奈美 東京工業大学 物質理工学院 特任助教
東京工業大学 物質理工学院 日本学術振興会特別研究員-RPD

環境調和型材料の低コスト生産を目
指した末端構造設計

巨大ウイルスは最大数Mbpにおよぶ
巨大なゲノムを持つウイルスです。
本研究ではこのウイルスが複雑な生
物機能を発現するためのベクターと
して有望な素材であると考え、外来
遺伝子をどの程度コードできるか、巨大ウイル
スのコーディング容量の決定を目指します。ま
た、巨大ウイルスは種々の可動性ゲノム因子と
共存しています。本研究では、これらが巨大ウ
イルスのゲノム改変に有用であると考え、その
利用可能性を検討します。

疋田 弘之 京都大学 化学研究所 助教
同上

巨大ウイルスによる新規遺伝子工学
技術の創出

花芽形成（花成）は、農業や品種改
良と深い関わりがあります。花成を
詳細に理解し、自由自在に制御する
方法を確立することは、農作物の安
定供給や、迅速に新品種を生み出す
ことにつながります。本研究では、ケミカルバ
イオロジーと構造生物学を融合したアプローチ
で、花成関連タンパク質に作用する有機分子を
開発し、花成メカニズムの分子的な理解と、薬
剤投与のみで花成を精密に制御する手法の確立
を目指します。

西山 康太郎 理化学研究所 環境資源科学研究センター 基礎科学特別研究員
同上

ケミカルバイオロジーと構造生物学
の融合による花成の理解と制御

光合成生物の環境応答機構では、光
合成活性変化による細胞内レドック
ス変化がレドックス制御タンパク質
の酸化還元状態に反映され、下流の
酵素活性制御や活性酸素種除去が行
われます。細胞内では多くのレドックス制御タ
ンパク質が混在し、このシステムは複雑な制御
ネットワークを形成しています。本研究では、
網羅的にタンパク質の電位を決定する新規手法
を開発し、光合成の代謝調節や酸化ストレス適
応の機序解明を行います。

田中 謙也 神戸大学 先端バイオ工学研究センター 特命助教
同上

網羅的タンパク電位決定手法の開発
による光合成環境適応機構の解明

バイオエレクトロニクス用デバイス
では、電極触媒として優れた酵素を
用いる必要があります。しかし、通
常の酵素活性評価では酵素電気化学
反応を行うデバイス用酵素改変のた
めの適確な情報取得が困難です。本研究では酵
素電気化学反応に基づくスクリーニング結果か
ら、電極触媒活性等の大量の情報について多変
量解析を行い、取得結果を機械学習へ適用する
ことでデバイス用高性能酵素変異体のための新
規設計手法を確立します。

髙村 映一郎 福井大学 学術研究院工学系部門 講師
同上

多変量解析による網羅的な酵素設計
指針決定手法の確立
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AI活用で挑む学問の革新と創成
https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/research_area/ongoing/bunya2020-1.html

戦略目標

信頼されるAI
次世代IoTの戦略的活用を支える基盤技術
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
実験とデータ科学等の融合による革新的材料開発手法の構築

研究総括

東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

AI（人工知能）をはじめとする情報科学技術の急速な発展と普及により、様々な研究分野で新たな手法
構築や格段の性能向上、対象範囲拡大等が進み、さらには革新的な課題設定や枠組み、新たな学問領
域創成の可能性も見えつつあります。
このような、あらゆる学問の革新・創成の機会を活かし、進歩を先導し、将来のイノベーション創出につ
なげていくためには、各々の学問分野の極めて優秀で先進的な頭脳が柔軟な発想で、AI等の情報科学技
術の活用やそれらとの学融合によって新たに拓ける世界を予見し、描き、開拓していくことが不可欠です。
本研究領域では、理工系や人文社会系を含むあらゆる学問分野に最先端のAI等の情報科学技術を取り
込むことで格段に強化・発展させることや、AI等の情報科学技術との融合による学問分野の革新や新たな
学問領域の創成、新しい価値の創造などを目指す若手研究者による挑戦的な研究構想を求めます。
研究推進においては、人材育成の観点を重視し異分野の若手研究者同士が交流し相互に触発する場を
設けることで、未来に貢献する先端研究を推進する研究人材の育成や、将来の連携につながる研究者の
人的ネットワークの構築をはかります。
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）を構成する「AIPネットワークラボ」の一環として運営していきます。

領域アドバイザー

岩崎 渉 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
教授

江間 有沙 東京大学 未来ビジョン研究センター 准教授

東北大学 流体科学研究所 教授大林 茂
尾形 哲也 早稲田大学 理工学術院 教授

上東 貴志 神戸大学 計算社会科学研究センター
センター長・教授

川上 英良 理化学研究所 先端データサイエンスプロジェク
ト チームリーダー

寺嶌 立太 （株）豊田中央研究所 企画・運営部門
リサーチ・アドミニストレーター

中小路 久美代 公立はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科 教授

永野 惇 龍谷大学 農学部 教授

羽藤 英二 東京大学 大学院工学系研究科 教授

馬場 雪乃 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授

樋口 知之 中央大学 AI・データサイエンスセンター 所長
/理工学部ビジネスデータサイエンス学科 教授
東京農工大学 大学院農学研究院 教授福田 信二

松原 仁 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授

國吉 康夫

研究領域概要
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農家圃場において土壌特性の時空間
変動を推定する技術を開発し、その
推定値を予測因子とする深層学習を
用いて作物の収量予測モデルを構築
します。次に、深層学習の学習済み
モデルに、仮説の範囲内で環境因子が作物収量
に及ぼす影響をシミュレートすることで、モデ
ルの構造を可視化します。そこで得られた新た
な知見を、既存の作物モデルに導入することで、
地域にテーラーメイドな土壌・作物系モデルを
構築します。

田中 貴 岐阜大学 応用生物科学部 准教授
岐阜大学 応用生物科学部 助教

解釈可能なAIによる土壌・作物系モ
デルの開発

私たちの周りには電気で動く様々な
製品が存在し、その動力源には電気
エネルギーを力学的エネルギーに変
換する電動モータが用いられていま
す。このモータの形状と性能の間に
は強い非線形性が存在し、設計時には実験や解
析を何度も繰り返す必要があるため、開発期間
の長期化が問題となっています。本研究では、
電磁界解析技術と深層生成モデルを組み合わせ
ることで、モータの最適設計期間の短縮を目指
します。

清水 悠生 立命館大学 理工学部 助教
大阪府立大学 大学院工学研究科 大学院生

機械学習を用いた磁石同期モータの
構造最適化

構造質量の限界を極める航空宇宙機
において、センサの数、位置、精度
には制約があり、限られたセンサに
基づき高精度な燃焼場・流体場を再
構成すること、および、不具合事象
を瞬時に事前検知することは困難です。本研究
ではデータ駆動型スパースセンシングを開発お
よび航空宇宙分野への展開によって、複雑場の
高速・高精度な再構成と不具合事象の事前検知
を実現し、航空宇宙機の信頼性向上を目指しま
す。

齋藤 勇士 東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教
東北大学 大学院工学研究科 助教

データ駆動型スパースセンシングに
よる航空宇宙開発の飛躍

木材科学における横断的な情報学活
用の先駆けとなることを目指し、AI
を用いた木材の物性予測に取り組み
ます。木材は複雑なマルチスケール
構造を有するため、物性との相関に
ついては未だ明らかになっていない点が多くあ
ります。本研究では木材の構造データを網羅的
に取得し、そこから物性を予測するモデルを機
械学習により構築します。さらに得られた予測
モデルから物性を決定する構造的な要因を特定
することを目指します。

小林 加代子 京都大学 大学院農学研究科 助教
同上

木材マルチスケール構造の網羅的解
析による物性予測

本研究は、細胞状態の環境依存的な
ダイナミクスをKolmogorov方程式に
より記述することで、空間トランス
クリプトームと細胞動態をつなぐ確
率モデルを構築し、効率的に最適化
を行うアルゴリズムの構築を目標とします。こ
れにより、環境依存的な細胞状態の平均的な変
動とゆらぎをデータ駆動的に捉え、その分子機
構の推定を行います。さらに、生体組織全体の
運命決定に対するミクロな細胞状態の遷移の貢
献を明らかにします。

小嶋 泰弘 名古屋大学 大学院医学系研究科 特任講師
名古屋大学 大学院医学系研究科 研究員

移流拡散過程に基づく環境依存的細
胞状態ダイナミクスの推定

本研究では学習ビッグデータを活用
して、エビデンスの「つくる」「つ
たえる」「つかう」を系統的に支援
する学習分析基盤システム「エビデ
ンス・エコシステム」を構築するこ
とを目的とします。このシステムでは人工知能
によって学習ログから自動的にエビデンスを抽
出・分類し、それらを適切なタイミングで推薦
する予定です。また同時に現場での活用に向け
た、人工知能およびエビデンスに基づく教育の
ニーズの掘り起こしも行います。

黒宮 寛之 京都大学 大学院情報学研究科 大学院生
同上

教育のエビデンス・エコシステムの
構築

環境負荷の小さな化学反応の開発
は、持続可能な社会の実現に必須で
す。化学反応を理論的に制御するに
は、「溶質の電子状態変化」に加え、
時間スケールがオーダー単位で異な
る「溶媒の再配向」も包括的に追跡した「反応
場の自在設計」を実現する必要があります。本
ACT-X 研究では、物理化学と情報科学技術の融
合により、化学反応制御の隠れた主役を担う溶
媒効果（反応時空間）を詳細に解析する新技術
を開発します。

黒木 菜保子 中央大学 理工学部 助教
同上

時空精細化AIで挑む化学反応場の量
子化学

人間の教示動作をロボットに学習さ
せる模倣学習は人間がおこなう作業
の自動化に有用であると期待されま
す、新規な環境に対しては動作を教
示しなおす必要があります。本研究
では人間の動作生成の神経的基盤である筋シナ
ジーを利用した模倣学習システムの実現を目指
します。人間は環境が変化しても共通の筋シナ
ジーを再利用して動作生成するという知見を利
用して、人間の汎化能力を再現するシステムの
実現を目指します。

沓澤 京 東北大学 大学院工学研究科 助教
同上

Shared synergyを利用した高い汎化能
力をもたらす模倣学習

次世代半導体の開発期間を短縮する
ためには、プロセス条件から結晶品
質を定量的に予測する必要がありま
す。しかし、気相・表面・固相にお
ける各物理モデルを演繹的に統合し
たマルチスケールシミュレーションでは、目的
変数のオーダーや変化方向を予測するに留まる
のが現状です。本研究では、物理モデルを最新
の計測データにより修正、さらに各物理モデル
を帰納的に統合することで定量的な予測を実現
し、プロセス設計を革新します。

草場 彰 九州大学 応用力学研究所 助教
同上

次世代半導体開発におけるプロセス
設計の革新

「意識」に関する仮説である統合情
報理論では、我々の主観的な意識
は、神経細胞間の情報の統合が最も
強い、神経ネットワークのコアにお
いて生じるとしています。本研究で
は、このコアの概念を劣モジュラ性と呼ばれる
数理的な性質に基づき一般化します。その一般
化したコアを用いて神経データを解析し、意識
の生まれる場所の解明に挑みます。また一般化
したコアを、対象を意識に限らず広く神経ネッ
トワーク解析に応用します。

北園 淳 東京大学 大学院総合文化研究科 特任研究員
同上

統合情報理論の劣モジュラ性に基づ
く拡張とその神経科学への応用

ロボットに備わる身体感覚間の因果
的・空間的関係性を表現する情報化
身体モデルの学習理論とその応用技
術を開発し、経験から内部システ
ム・身体構造が形成・成長していく
新しいロボットへの革新と創成を行います。人
間が直接記述することなく、経験から制御器・
認識器等を自己生成、逐次的に更新・適応して
いき、適切な身体感覚の削除や追加、道具や環
境による身体の拘束と拡張等を自立的に行うこ
とを目指します。

河原塚 健人 東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

情報化身体の学習理論に基づく成長
ロボットの革新と創成

くずし字は日本で千年以上も使われ
てきましたが、現在くずし字がきち
んと読める人は数千人程度ともいわ
れ、大量に残された歴史的資料に比
べて読める人が少ないという問題が
あります。この問題を解決するために、研究代
表者はオンデバイス機械学習の手法を研究し、
手持ちの資料を簡単に調査できるくずし字認識
スマホアプリを開発します。このアプリは最終
的にGooglePlayとAppStoreで無料アプリとして公開
します。

Clanuwat Tarin 情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 特任助教
同上

資料調査のためのオンデバイスくず
し字認識

薬の研究開発プロセスは年々複雑化
しており、標的タンパク質は高難度
のものしか残されていません。本研
究では、高難度標的であるタンパク
質間相互作用 (PPI) に焦点を当て、
PPIを阻害できるペプチド分子をデザインするAI
手法を開発します。特にこれまで注目されてい
なかった界面構造の情報を利用したAIを開発する
ことで、適切なペプチド配列を提示することを
目的とします。

大上 雅史 東京工業大学 情報理工学院 助教
東京工業大学 情報理工学院 テニュアトラック助教

タンパク質を制御するペプチドのデ
ザインAI

複数人同時脳機能計測と深層学習を
解析に組み込むことで（１）協調技
能のエキスパートからヒト間協調技
能に寄与する脳情報特徴量抽出し、
その脳内神経基盤を理解します。
（２）協調技能のエキスパートから抽出した脳情
報特徴量を利用して協調技能学習者の脳状態を
協調技能エキスパートの脳活動に近似させ、効
率的に協調技能を学習することを実現するニュ
ーロフィードバック搭載型協調技学習支援シス
テムの開発に挑戦します。

上原 一将 自然科学研究機構 生理学研究所 助教
同上

深層学習を用いたヒト間協調技能を
支える脳情報特徴量抽出とその応用

地下の状態や物性の不確実性は地下
資源開発のリスクと言えます。本研
究では、持続的な地球エネルギー資
源の開発のために、AIを用いて、地
下の温度等の状態分布や浸透率等の
物性を推定する手法の開発および、岩石物性の
発現メカニズムを解明する手法の開発を目指し
ます。AIに物理法則を組み入れることによって、
従来手法よりも信頼される予測を可能とすると
ともに、AIによる岩石材料物性の理解に寄与しま
す。

石塚 師也 京都大学 大学院工学研究科 助教
同上

AIで拓く地球資源の分布と性状の解
析
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心臓の筋肉への血液供給障害によっ
て起こる疾患を虚血性心疾患と呼び
ます。虚血性心疾患の画像診断には
熟練した医師の目が必要です。しか
し、熟練医不足によって医師の虚血
診断の確信度が低下し、疾患に対する患者さん
の不安の増加が生じています。本研究では、従
来の虚血診断の画像情報に人工知能によって診
断補助画像情報を追加し、医師の診断の確信度
を高め、患者さんが安心して治療に臨めるよう
なシステムの構築を目指します。

河窪 正照 九州大学 大学院医学研究院 助教
同上

同一者の血流情報に基づく心筋の虚
血診断補助システム

眼鏡や補聴器といった五感を拡張す
る装具は、人々の生活の質向上に不
可欠なものです。しかし人間の五感
は疲労で日常的に変化する可能性が
あり、五感拡張装置が疲労を考慮し
なければ深刻な問題を引き起こすと考えられま
す。本研究では、身体や精神の疲労が五感に与
える影響をクロスモーダルに調査し、疲労時五
感を推定して疲労を考慮した五感拡張装置を開
発します。

大西 鮎美 神戸大学 大学院工学研究科 助教
同上

疲労時五感の定式化と疲労時能力を
AIで補正する五感拡張装置の開発

磁性ナノ粒子は、内在する磁化の磁
場に対する応答により、非接触に動
態制御することができる微細構造材
料として注目されています。本研究
では、磁化応答の実測から得たデー
タをパターン認識の手法により解析します。磁
化応答に関わる、粒子構造、周囲の環境、印加
磁場に依存するパラメータ間に生じる相互依存
性を考慮し、磁化応答を体系的に表した理論関
数を設計し、応用性の高い磁性ナノ粒子設計シ
ステム構築を目標とします。

大多 哲史 静岡大学 学術院工学領域 准教授
静岡大学 学術院工学領域 助教

パターン認識による磁性ナノ粒子の
磁化応答学理体系化

本研究の目的はヒトの統一的な認知
プロセスを仮定し、いくつかの構成
要素からなるモデルとしてみなすこ
とで、構成論的にヒトの認知機能を
明らかにすることです。特に認知症
者に表出する機能障害としての症状に着目し、
心的な時空間表象をモデル化し、表出される運
動遂行能力・認知機能障害への影響をモデルか
ら解明すること、および、時間知覚の鈍化と感
覚統合窓の変化に伴う自己主体感低下から機能
障害を説明することを試みます。

内山 瑛美子 東京大学 工学系研究科 助教
東京工業大学 工学院 助教

時空間表象と感覚統合から視空間認
知機能を解するAI

本研究は、地域ニーズ把握と参加を
積極的に促せるAIが切り拓く都市集
合知に向けた都市マネジメントシス
テムを提案する。具体的には、①
QoLデータの収集及びアナログデー
タのデジタル化による既存データとの融合、②AI
を利用したQoL指標のモデル構築・運用、③空間
情報科学（GIS）を活用した地区・コミュニテ
ィ・広域などの複数時空間スケールでの動学的
指標算出により、都市マネジメントのモデルケ
ースを提案する。

林 和眞 東京都市大学 大学院環境情報学研究科 准教授
同上

AIで拓く都市集合知形成に向けた都
市マネジメント

動物の「擬態」は自然選択が進化さ
せた興味深い現象であり、研究者だ
けでなく多くの人々を魅了してきま
したが、擬態の完成度は客観的な定
量化が難しい上、捕食者の視点から
評価するにはコストの高い捕食実験が必要です。
そこで本研究では鳥類の視覚を模倣したAIを開発
し、チョウの翅模様を例に捕食者の視点から擬
態の完成度を評価するシステムを構築すると共
に、AIが人以外の動物の反応を模倣できる可能性
を探ります。

網野 海 東京大学 大学院農学生命科学研究科 大学院生
同上

捕食者模倣型AIによるチョウ擬態形
質の解析

本研究では、自己組織化を用いた分
子パターニングとスパースモデリン
グを組み合わせることで、自己組織
化による機能性分子のパターン形成
を自在に制御する方法論を構築しま
す。本研究で構築する方法論は、スパースモデ
リングの強みを生かし、様々な物質合成条件を
網羅的に取り扱うことで現象の全体像の記述を
実現することから、所望のパターンを精密かつ
迅速に作り分け、新たな機能創出へとつながる
ことが期待されます。

安倍 悠朔 早稲田大学 大学院創造理工学研究科 大学院生
同上

分子パターンの自在制御に向けた自
己組織化のスパースモデリング

本研究では、多様な価値観が存在す
るソーシャルメディアから正確な情
報とその全体像を解釈可能な形で公
平に提供する検索技術を創成しま
す。虚偽情報を含まないランキング
の生成、および多様な視点の情報を1ページに収
まるランキングへ俯瞰的に並べる検索多様化技
術を構築します。さらに、キーワードとの合致
以外の関連情報で検索結果を拡張することで、
検索に加えられたバイアスの発見的可視化を目
指します。

吉田 壮 関西大学 システム理工学部 助教
同上

異なる価値観を融合する検索基盤の
創成

本研究は自然言語処理技術を用いて
与えられた事実関係から民事紛争解
決結果を予測し、その根拠や説明を
併せて出力できるシステムの開発を
行います。そのために、紛争解決結
果の予測タスクを定式化し、システムの構築お
よび評価に必要なデータセットを作成します。
本研究成果により、専門家・非専門家の両者に
とって民事紛争における解決の見通しや争点の
整理が容易になり、民事紛争解決の効率化・迅
速化に寄与します。

山田 寛章 東京工業大学 情報理工学院 助教
東京工業大学 情報理工学院 大学院生

民事紛争のための説明可能な解決結
果予測モデル

本研究では、AI利用を前提とした連
続測定、高解像度測定、高精度同期
測定を柱とした摩擦面光学画像連続
測定摩擦試験機を開発します。得ら
れたデータを経時変化を捉えるニュ
ーラルネットワークに学習させることで高精度
摩擦予測を達成します。加えて、Grad-CAM等の
評価アルゴリズムを用いて摩擦予測に重要な光
学画像の特徴を解析することで、従来困難であ
った創発性とヒステリシスを組込んだ摩擦モデ
ルの構築を行います。

村島 基之 東北大学 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

AI技術活用によるトライボフォーキ
ャスト学問分野の創成

本研究では、食の持続可能性の観点
から、食品3Dプリントにおける食
感表現の向上に取り組みます。ま
ず、物理的な食感がヒトの知覚・感
性に与える影響を調査するととも
に、食品3Dプリンタで再現できる食感空間を定
義します。次に、所望の知覚・感性を誘発する
食感を、環境負荷の低い代替食材で3Dプリント
再現するための計算モデルを構築します。これ
らの技術は、摂食障害に苦しむ方の食体験を向
上させることにも寄与します。

プンポンサノン パリンヤ 大阪大学 高等共創研究院・大学院基礎工学研究科 助教
同上

フード3Dプリンターと人工知能を使用して食
事体験を向上させる計算フードテクスチャ

本研究では、大規模な漁獲物画像デ
ータセットの整備、撮影から認識を
一手に担うAIモニタデバイスのハー
ドウェア開発、様々な漁場で頑健に
動作する魚種・魚体長・尾数の高精
度な認識手法のソフトウェア開発を行います。
本研究によって、詳細な漁獲量情報のビッグデ
ータ化を図り、水産業の業務改善及び水産研究
の革新を目指します。

長谷川 達人 福井大学 学術研究院工学系部門 准教授
福井大学 学術研究院工学系部門 講師

水産業のビッグデータ化に向けた汎
用的な漁獲量認識基盤の開発

本研究では、深層学習を用いた多言
語FG-NER・ELシステムの開発を行
います。しかし本システムの学習に
必要なデータセットの作成は非常に
高コストであるため、Wikipediaのリ
ンク構造を活用した低コストながら高品質なデ
ータセットの構築を目指します。構築における
問題点の一つは多くの偽陰性ラベルの混在であ
り、システムの精度を損ないます。本研究では
真陰性ラベルに着目し、偽陰性ラベルの影響を
軽減します。

中山 功太 筑波大学 理工情報生命学術院システム情報工学研究群 大学院生
同上

31言語におけるFG-NER・ELシステム
開発

乳幼児は現在のAIに比べて優れた速
さと効率で世の中を学ぶことができ
ます。乳幼児の発達から得る洞察を
AI研究へ実装するには計算アプロー
チが可能な方法で乳幼児の行動を測
定することです。現在の大きな問題点は(1)収集
可能なデータ量の限界(2)効率的な自動分析の未
確立です。
本研究では乳幼児の視線行動の標準化された大
規模なデータを収集し、自動分析の環境構築に
向けたソリューションを提案します。

辻 晶 東京大学 国際高等研究所 講師
東京大学 国際高等研究所 助教・PI

Developing datasets of infant behavior
that are exploitable by AI

神経変性疾患における神経細胞死は
治療可能な段階（可逆的段階）から
治療不可能な段階（不可逆的段階）
に進行する重要な病態過程であり、
この前兆を知り制御することは極め
て重要です。本研究はYAP依存的ネクローシスに
焦点をあて、これに至る運命予測をAI 技術を用
いて行ってきます。これにより人の目では捉え
られなかったYAP依存的ネクローシス発生前の1
細胞内動態を明らかにし、それを阻止すること
を目標とします。

田中 ひかり 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 講師
東京医科歯科大学 難治疾患研究所 日本学術振興会特別研究員PD

神経変性疾患におけるYAP依存的ネ
クローシスに至る運命決定の解析
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本研究では、人間に理解しやすいこ
とばの単位と、AIが処理しやすいこ
とばの単位を比較し、それぞれの性
質と共通点を言語学と機械学習の観
点から分析します。分析をもとに人
間とAIの双方に扱いやすいことばの単位を創出
し、これを用いて自然文をことばに分割する新
しい自然言語処理のツールを開発します。開発
したツールを用いることで、人間による理解の
しやすさを保ちつつ、AIの処理性能が向上するこ
とを確かめます。

平岡 達也 富士通（株） 富士通研究所 研究員
東京工業大学 情報理工学院 大学院生

人間とAIの双方に扱いやすいことば
の単位の創出

本研究では情動反応の計算モデルを
構築します。具体的には、視覚と聴
覚刺激の二つの実験条件において、
情動反応を測定し、個人差を加味し
た情動反応の計算モデルを構築しま
す。情動反応には様々な定義がありますが、本
研究では刺激に対しておこる内臓の活動などの
身体反応を指します。感情の根底にある情動反
応の計算モデルを構築することで、感情の背後
にある基本的なメカニズムを解明し、感情をも
つロボットの開発を目指します。

日永田 智絵 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

感情を持つロボットの開発に向けた
情動反応モデルの構築

本研究では、バイオ特有の簡易に取
得可能なラベルに着目し、簡易に取
得可能な複数のラベルで深層学習モ
デルを学習することでバイオ画像認
識を目指します。本研究が実現でき
れば、深層学習の実活用の障壁である学習デー
タの作成コストが削減され、AI技術のさらなる利
活用が期待できます。具体的には、A.個々の細胞
種の認識、B.細胞毎の形状認識、C.培養試薬効果
検証の三つを目標タスクとして設定し研究を行
います。

西村 和也 九州大学 大学院システム情報科学府 大学院生
同上

深層学習の関連タスク学習能力を活
用したバイオ画像認識手法の開発

あるべき技術像を考える際の基盤と
なる、人と技術双方の価値観変化を
考慮する新しい技術哲学を創出しま
す。そのために、人の価値観に合わ
せて変化するAIツールを開発・評価
します。責任ある研究・イノベーション（RRI）
の枠組みに則った人の自律性を担保するツール
開発、ツール利用ログに基づく価値観変化の記
述・モデリングを通じ、技術の利用過程で変わ
っていく人間の価値規範を技術哲学の観点から
分析します。

中尾 悠里 富士通（株） 富士通研究所 研究員
同上

AIと人の相互作用による技術哲学の
創出

多様なリモートセンシングデータが
入手可能となった昨今、これらのデ
ータをどのように統合し活用するか
が課題となっています。そこで本研
究では、マルチスケール・マルチア
ングルリモートセンシングの統合技術開発に取
り組みます。車載カメラにより撮影された大量
の位置情報付き地上連続写真と航空写真より大
容量・高品質の地上参照データを作成し、この
データと衛星画像から土地利用分類モデルを作
成します。

堤田 成政 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授
同上

マルチスケール・マルチアングルリモー
トセンシングデータの統合基盤の創成

現在多くの深層学習研究では、分類
は教師あり学習によって行われ、そ
の結果ニューラルネットワークは
3D物体ではなく2D画像で分類化を
学習している。本研究では新しいニ
ューラルネットワーク構造と学習目的を開発し、
人間監督に依存しないニューラルネットワーク
の未来状態を予測する学習によって、ニューラ
ルネットワークに物体の分類表現を可能にさせ
る。

Cai MingBo 東京大学 国際高等研究所 講師
同上

Learning categories grounded in sensa-
tion without supervision

昨今より良い機械学習の結果に対し
ての需要が高まっています。これに
対する一般的なアプローチは、優れ
たアルゴリズムを設計することであ
り、多くの研究がそこに焦点を合わ
せています。しかしながら別のアプローチとし
て、アルゴリズムに対して「より良いデータを
提供する」という方法があります。この研究で
は、機械学習の結果を改善するために、コスト
を増やすこと無くより良いデータを提供する方
法に焦点を当てます。

張 家銘 東京大学 大学院情報理工学研究科 特任講師
東京大学 大学院情報理工学研究科 特任助教

Design Thinking for Facilitating Data
Annotation and Machine Learning

Adversarial training (AT) is a trendy training
style that can effectively defend against
adversarial attacks. This research proposal
will discourage adversarial attacks by im-
proving AT.

Zhang Jingfeng 理化学研究所 革新知能統合研究センター 博士研究員
同上

Discouraging adversarial attacks through
improving the adversarial training

多種多様な交通データを活用したAI
手法によって、渋滞のない社会実現
が期待されています。しかし、膨大
なデータを全て生データとして管理
することはデータ容量という観点で
困難です。効率的なデータ管理が必要になって
きます。本研究では交通流理論に基づき効率的
なデータ保管を行い、強化学習による交通需要
マネジメント施策の最適化を行う手法を提案し、
ビッグデータ時代の新たな枠組みの構築を目指
します。

壇辻 貴生 金沢大学 理工研究域 特任助教
同上

交通流理論と強化学習による都市交
通システム最適化

コンピュータ支援作曲において、作
曲家の意図をいかに反映するか、オ
リジナリティの確保、生成楽曲の質
の保証は重要課題である。こうした
問題に対して、作曲家は自らのこだ
わりを反映させるため、機械学習よりも自分で
デザインした目的関数や制約に基づくルールベ
ースの手法を好む傾向がみられる。このことを
考慮しつつも機械学習の力をAI作曲に活用するた
め、本プロジェクトではルールベース手法の機
械学習への統合を試みる。

田中 翼 東京藝術大学 音楽学部 非常勤講師
同上

AI作曲におけるルールベース手法の
機械学習への統合

積層造形技術の発展により、従来よ
りも複雑な形状を有する放熱部材を
創製可能となりました。本研究で
は、データ駆動型構造最適化による
放熱部材構造の最適化を目指しま
す。具体的には、複雑構造体の熱流体有限要素
解析を行い、構造モデルとその特性を畳み込み
ニューラルネットワークに学習させます。その
モデルから所望の特性を持つ構造をベイズ最適
化により探索し、得られた最適構造の優れた放
熱特性を実験的に実証します。

鈴木 飛鳥 名古屋大学 大学院工学研究科 助教
同上

データ駆動型構造最適化による高機
能放熱部材の創製

IoTやAIを利用した次世代の社会を実
現するためには、技術の発達と実装
を支援する法政策が必要です。本研
究は遠隔医療の分野で起こりつつあ
るイノベーションとシステム化を検
証した上、その環境を生み出す要因を個体レベ
ルと地域レベルにおいて特定します。さらに、
伝統的な法体系と社会変革の間で起こるコンフ
リクトの解消や、特定された要因を制度へと昇
華することを目的として、政策パッケージモデ
ルの構築を行います。

島田 裕平 東京大学 大学院法学政治学研究科 大学院生
東京大学 大学院医学系研究科 大学院生

次世代 IoT・AI を用いた遠隔医療の
法政策デザイン

自動運転車両等から収集した動画像
データと深層学習を駆使した、高
速・高精度な電波伝搬推定手法の設
計に取り組みます。無線通信におけ
る通信効率は、電波伝搬特性の推定
精度に強く依存します。従来の受信電力値観測
型の限界打破に向け、動画像データからの電波
伝搬推定に特化した構造物情報の取得法、およ
びその活用法の確立を目指します。今後数十年
間に渡っての無線通信の需要拡大に対応するデ
ータ解析基盤を創出します。

佐藤 光哉 電気通信大学 人工知能先端研究センター 助教
東京理科大学 工学部 助教

動画像クラウドセンシングによる無
線資源の開拓

有機化合物の情報を用いた機械学習
を行うために、出発原料や試薬とい
った有機化合物のデータをはじめと
した構造式として表記されていた情
報を数値化する。その後、それらの
データと実際に得られた実験結果を組み合わせ
ることで一般性の高い有機化学変換の反応性予
測モデルを構築する。得られたモデルには構造
式情報が組み込まれているため、他の出発原料
を用いた別の化学変換にも適用が可能となると
考えている。

佐藤 英祐 岡山大学 学術研究院自然科学学域 助教
同上

機械学習を利用した有機電解合成反
応の効率的最適化

グラフ構造を用いた自由記述式アン
ケート手法についての理論的研究を
行う。自由記述データを集約処理す
る際の構造推論において、順序制約
の影響や摂動に対するロバストネス
を解明する。

川本 達郎 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 主任研究員
産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究員

グラフ構造を用いた自由記述データ
処理に関する研究
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本研究は、不確実な環境下において
もロボットが部品組立作業を遂行で
きる制御手法の構築を目的としま
す。柔軟要素を手首に持つロボット
が環境と相互作用し、組立作業のサ
ブタスクの到達を触覚情報から手応えとしてと
らえ、機械学習により手応えを推定する手法を
構築します。本研究では、ペグ挿入作業を対象
とし、未知の部品や把持位置においてもロボッ
トが瞬時に適応し、作業を遂行できることを確
認します。

濱屋 政志 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

ソフトロボ・触覚・学習を活用した
手応えに基づく自動組立の革新

本研究では、術後の痛み増強をリア
ルタイムに予測するAIを開発しま
す。手術を受ける患者を対象に、新
たに開発する痛みの連続的な評価方
法と生体信号計測に基づいて、術後
の痛みの増強を検知・予測するAIを開発します。
開発するAIは、深層学習を活用した異常検知アル
ゴリズムを採用します。さらに、開発したAIをス
マートフォンアプリとして実装して、臨床現場
での有用性を検証します。

中西 俊之 名古屋市立大学 大学院医学研究科 病院助教
同上

鎮痛の自動化に向けた術後の突出痛
予測AIの開発

多くの日本の自治体が、AI活用を模
索しています。しかし、公共分野で
のAI 利用について、人権を侵害す
る可能性があるという多くの指摘が
あります。デンマークは、世界有数
にデジタル化が進んだ国家で、人権の尊重や透
明性の確保を重視しつつ、AIを公共分野で活用し
ています。本研究では、比較法対象とするデン
マークの公共分野で使われているAIの技術的・法
的システムのどこが日本の参考となるのかを明
らかにします。

内藤 識 早稲田大学 大学院法学研究科 大学院生
早稲田大学 法学研究科 大学院生

公共分野での「信頼されるAI」活用
に向けたシステムの創出

本申請研究では，自然言語処理技
術：Transformerを応用することで，
群ロボットシステムにこれまでにな
い頑健性，柔軟性，拡張性を与える
革新的な群ロボットシステム学を提
示する．具体的には，群ロボットによる物体の
協調搬送問題に対し，ロボット数の変化や搬送
物の数や質量の変化に対応できるニューラルネ
ットワークを設計し，実機検証を通じて本申請
研究の妥当性を検証する．

末岡 裕一郎 大阪大学 大学院工学研究科 助教
同上

Self-Attention Neural Networkで切り拓
く革新的な群ロボットシステム学

超多次元情報を用いた知的ネットワ
ーク制御方式を確立し，フォトニッ
クネットワークの大容量化を実現す
る．このために，「光監視技術の開
発」，「光信号の知的制御技術の開
発」，及び二つの統合技術の開発に取り組む．フ
ォトニックネットワーク特有の制約下において，
高度な光監視技術により得られる，膨大かつ多
様な情報群から特徴量を抽出し，最新の機械学
習アルゴリズムを用いて，フォトニックネット
ワークの知的制御を行う．

白木 隆太 名古屋大学 大学院工学研究科 大学院生
同上

超多次元情報を活用する知的フォト
ニックネットワーク

外界から与えられる音のうち一部を
選択する機能を、聴覚的注意と言い
ます。聴覚的注意の既存モデルは、
音そのものに着目するボトムアップ
型と、聴取タスクに着目するトップ
ダウン型に大別されます。しかし、近年はデー
タ計測技術の進展などを背景に、両者を統合し
た、より高度なモデル化手法が望まれています。
そこで、本研究では動的因果モデルや深層学習
などを含む数理的手法や情報技術を連携させ、
この問題に取り組みます。

小松 瑞果 神戸大学 大学院システム情報学研究科 助教
同上

聴覚的注意のモデリング：動的因果
モデルと深層学習の連携

本研究では，不動産登記全部事項の
自動的なデジタル化と，観測誤差を
考慮した行動モデルの構築を試み
る．電子化された不動産登記全部事
項書類のレイアウト検出と検出した
テキストボックス内の文字認識に取り組む．次
に一般状態空間モデルによるモデリングを試み
る．モデルは，レイアウト検出と文字認識によ
って観測されたデータのベクトルと，システム
モデルで推定された状態ベクトルの誤差を学習
する学習モデルを適用する．

小林 里瑳 東京大学 大学院工学系研究科 助教
東京大学 工学系研究科 助教

超長期観測に基づく土地所有理論の
相互動学化とその刷新

IoT技術の著しい発展に伴い、無線
通信需要の増加に加え、電波のレー
ダ用途が重要な社会インフラとして
注目されています。こうした背景か
ら、無線通信・レーダに使用可能な
周波数帯域は逼迫しており、スペクトルの輻輳
は喫緊の課題となっています。本研究では、信
号の波形形式に着目し、無線信号の特質に適っ
た深層学習構造を導入することで、高速な無線
通信と高精度なレーダ信号処理を共存させる新
たな方式の創出を目指します。

小島 駿 東京大学 生産技術研究所 特任助教
宇都宮大学 工学部 助教

深層学習による無線通信・レーダ信
号処理融合技術の創出

本研究では、特許文書の構造、特に
特許の請求項間の参照・被参照関係
を、知財的視点からきめ細やかなレ
ベルで同定するための談話構造解析
モデルを実現し、当該発明における
技術的範囲を理解・分析するための解析基盤を
提供することを目指す。

河野 誠也 理化学研究所 情報統合本部 特別研究員
同上

特許文書読解支援のための談話構造
解析基盤の確立

人々がAIを活用しながらコンテンツ
創作を行いたいと思える創造的な社
会を実現するためには、コンテンツ
が次の創作を触発する持続可能なエ
コシステムの形成が重要です。本研
究では、そうしたエコシステムにおいて人々と
コンテンツが織りなす創作文化が果たす役割に
着目し、コンテンツの創作・流通過程を支援す
る「創造性支援環境」を実現することで、創作
文化を工学的につくり支えるインタラクション
技術の確立を目指します。

加藤 淳 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 主任研究員
同上

AIを活用した創造性支援環境による
創作文化の構成論的研究

キラル結晶の顕微鏡写真に対して、
深層学習を利用したキラリティの高
速判別システムを構築します。従
来、結晶性固体のキラリティは分光
学的手法を用いて評価されてきまし
た。しかし、結晶の異方性に起因する信号の除
去が難しく、高速測定は現実的ではありません。
本研究では、深層学習の特徴を利用して、結晶
の検出からキラリティの判別までをEnd-to-endで
学習できるシステムを目指します。

桶谷 龍成 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
同上

深層学習を利用した分子性結晶のキ
ラリティ判別

マルチエージェント経路計画(MAPF)
における環境最適化の技術開発に取
組む。様々な数理最適化の技術を用
いて研究に取組み、シミュレーショ
ンと実機実験によって概念実証と有
用性の実証を行う。これまで手動で行われてい
た環境設計を自動化し、工場等でのロボット群
活用を効率化・安全化することを目指す。

奥村 圭祐 東京工業大学 情報理工学院 大学院生
同上

マルチエージェント経路計画におけ
る環境最適化

社会シミュレーションは、人流・交
通流・ロジスティクスといった分野
で、業務フローや合意形成プロセス
を革新する可能性を持ちますが、そ
の構築が圧倒的に高コストであると
いう問題がありました。本研究では、グラフニ
ューラルネットワークと相互作用構造を推定す
るアルゴリズムを用いることで、データから社
会シミュレーションを自動構築する技術の開発
を目指します。

山田 広明 富士通（株） 富士通研究所 研究員
同上

機械学習と社会科学の融合による社
会シミュレーションの革新

電子ビームは電子顕微鏡や描画装置
など、広く産業・研究の場で利用さ
れています。電子ビームの空間形状
は高精度で制御できますが、時間形
状は精密には制御できませんでし
た。本研究では、機械学習（AI）を活用し、レー
ザー光によって電子ビームの時間構造をアト秒
の極限的な精度で整形する手法を開発します。
化学反応の画像化、量子情報、試料損傷の低い
顕微鏡、超小型加速器など次世代の電子線技術
をAIの力で切り開きます。

森本 裕也 理化学研究所 光量子工学研究センター 理研白眉研究チームリーダー
理化学研究所 光量子工学研究センター 博士研究員

機械学習による電子線制御技術のフ
ロンティア開拓

今日のAIには大規模データが必要で
ある。大規模入手が困難な場合に
は、予め類似する大規模データでAI
を訓練する転移学習という手法が用
いられるが、適当な類似データが存
在しない場合もある。本研究は一見異質に見え
るデータ間における転移学習の可能性を探求し、
AIに利用可能なデータの幅を広げる。また、動物
音声と人間言語のような異質データ間の潜在的
類似度を探ることで、AIならではの学術的知見を
得る。

森田 尭 大阪大学 産業科学研究所 助教
同上

異質データ間での深層転移学習の探
求
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全身運動時に脳深部と脊髄神経細胞
を非侵襲的に調べるため、脳波・筋
電図と深層学習を融合させた深部神
経組織の非侵襲活動推定の実現に挑
みます。さらに、歩行時の大脳皮質
-脳深部-脊髄ネットワークを解明することで提案
手法の運動制御のシステム神経科学的理解への
有用性を示します。これらにより脳波・筋電図
の開発から約100年間到達できずにいた計測領域
を開拓し、当該機材が使用される広範な研究分
野に革新をもたらします。

横山 光 東京農工大学 大学院工学研究院 准教授
同上

AIによる深部神経組織の運動時非侵
襲計測～脳波・筋電図の限界突破～

植物の光合成は，農業生産を決定づ
ける生理プロセスです．気候変動に
よる異常気象の頻発化によって農業
生産が不安定化している中で，将来
的な環境の変化に対する光合成応答
を定量的に予測可能なモデルが必要と考えられ
ます．そこで本研究では，光合成の機構的モデ
ルとANNモデルを組み合わせせることで，モデル
構築が容易ながらも説明性や外挿性の高いハイ
ブリッド光合成モデルを畑作物を対象に構築す
ることを目的とします．

横山 岳 九州大学 大学院農学研究院 助教
九州大学 農学研究院 助教

農業生産技術開発の加速化を実現す
るハイブリッド光合成モデルの構築

磁性物理と情報科学に基づく磁気雑
音解析手法を新たに提案すること
で、モータ用磁性材料のエネルギー
変換効率を決定づける鉄損起源の解
明を目指します。具体的には、磁気
歪みを介して行われる鉄損現象における、ナノ
構造とマクロ磁気機能の相互接続をデータ駆動
的に実現します。特に、機械学習により可視化
した鉄損要因を物理に根差した特徴空間上で定
式化することで、モータ高効率化を実現する新
しい材料設計指針を確立します。

山崎 貴大 東京理科大学 研究推進機構 嘱託助教
同上

多元磁気雑音解析によるナノコンポ
ジット磁歪材料の鉄損モデル構築

生命科学では、個体群や細胞集団の
不均一性が強く、その相互作用関係
も複雑です。そのため、将来のダイ
ナミクスを予測することには様々な
困難が伴います。本研究では、酵母
の連続培養系を人工生態系とみなし、薬剤や金
属イオン等の有害環境に対する耐性変異の獲得
誘導や、競争する多種の共存などの複雑な生命
現象を、リアルタイムな時系列データ取得とAIの
組み合わせにより自動で制御する技術基盤の創
出を目指します。

山口 諒 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 助教
同上

AIでリアルタイム制御する進化生態
系の確立

動画像から場面に対応したスクリプ
ト（典型的な事象系列）を予測する
モデルを開発します。現行の動画像
認識モデルは画像に見える事物の認
識には優れていますが、その背後に
ある文脈を十分に扱えているとは言えません。
本研究では、シーンから類推できるスクリプト
知識を大量の文章で訓練された言語モデルより
抽出することで、人が詳細な指示を与えずとも
自らすべき行動を提案できるような「場を読め
る」AIの実現を目指します。

八木 拓真 東京大学 生産技術研究所 特任研究員
同上

大規模言語モデルからの知識抽出に
基づく視覚スクリプトの創成

末梢血や骨髄に含まれる血球を自動
的に鑑別できる AI システムの構築
は重要な課題ですが、多岐に渡る形
態の正確なアノテーションや、様々
な撮影環境におけるデータ収集に困
難を伴います。本研究では、未知の状態を認識
できる AI 手法を開発し、人手による詳細な分類
を想定せずにスクリーニングを可能にする技術
の構築を目指します。また、有効な分析のため
の解釈性技術や、環境変化にロバストな手法の
開発に取り組みます。

三森 隆広 早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員
同上

未知を認識する汎用血球分析AIの開
発

AI技術を活用した関連研究探索技術
を支える基礎理論として、新しい知
識は既に注目されている知識の周囲
から生まれるという知識のバンドワ
ゴン効果が知られています。一方
で、まだ繋がりが知られていない知識の空白領
域の活用は、事例の一般化に課題があり発展途
上です。本研究は、学問における認知の遅れに
着目することで知識の空白領域を同定し、研究
者が知識の空白領域を活用するための論文探索
技術の社会実装を目指します。

三浦 崇寛 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
同上

学問における知識の空白領域が果た
す役割の解明と論文探索への応用

本研究では，バーチャル環境の隠れ
状態と心理・行動・生理・脳機能計
測から得られた観測データを用いて
自由エネルギー原理に基づく感覚特
性推定モデルにより個々人の感覚特
性を推定し，個々人に最適化した感覚情報提示
を行います．本研究はバーチャル環境において
感覚情報を個別最適化し提示するインタフェー
スの実現に加え，現実世界における感覚過敏や
感覚鈍麻といった感覚特性にかかわる問題の解
決に繋がることが期待できます．

松本 啓吾 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
同上

FEPに基づく感覚特性の推定と感覚
情報提示の最適化

機能性高分子は燃料電池や二次電池
等の部品に使われる重要な材料で
す。本研究では燃料電池用の機能性
高分子を舞台にグラフニューラルネ
ットワークと注意機構を駆使し、デ
ータセントリックに物性値予測及び予測論理を
解釈可能な機械学習モデルを構築します。他の
機能性高分子材料へも適用可能なモデル構築手
法を確立することで、新材料開発の期間やコス
トの削減を可能にする機能性高分子インフォマ
ティクスを創生します。

Phua Yin Kan 九州大学 大学院工学府 大学院生
同上

AI駆動型機能性高分子インフォマテ
ィクスの創成

質の高い看護を提供するには、看護
師が患者の個人特性を把握している
ことや、看護師に十分なケアのため
の時間が確保されていることが重要
です。本研究では、看護業務の遂行
に与える影響が大きいと言われているナースコ
ールに着目し、その発生予測モデルを作成しま
す。それにより、より効果的・効率的なナース
コール対応方法を提案することで、より患者の
ニーズに沿った看護提供ならびに看護師の時間
確保を目指します。

福重 春菜 神戸大学 大学院保健学研究科 助教
同上

個人特性を考慮したナースコール発
生予測モデルの作成

デザイナーは暗黙的・経験的知識に
基づいて様々なビジュアルデザイン
（フォント，ロゴ，ポスターなど）
を作成しています．私たちが，日常
で観測できる例として，「温かい」
という印象を表現する際には赤色が利用されて
いることなどが挙げられます．本研究では，ビ
ジュアルデザインに対して画像解析技術および
機械学習技術を適応し解析することで，デザイ
ナーの暗黙的・経験的知識を定量化することを
目指します．

原口 大地 九州大学 大学院システム情報科学府 大学院生
九州大学 システム情報科学府 大学院生

ビジュアルデザインインフォマティ
クスの創出
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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
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
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
気候変動時代の食料安定確保を実現する環境適応型植物設計システムの構築

研究総括

理化学研究所 開拓研究本部 主任研究員

近年、健康長寿社会の形成、食料の安定供給、生物を利用する産業の発展等に幅広く貢献する技術
として、様々な生体分子に着目して生命現象を解明、応用する技術への期待がますます高まっています。こ
れらの期待に応えるために、生命と化学の融合的な観点から、独創的なアイデアを持ち、次世代を担う多
様な若手研究者を支援し輩出していくことが不可欠です。
本研究領域では、「生命と化学」における研究によって未来を切り拓く若手研究者を支援するとともに、
新しい価値の創造につながる研究を推進します。具体的には、生体分子の観点から生命現象をとらえる生
物学分野の研究や、化学的手法を用いて生命現象を解明・制御・応用する研究を含む幅広い専門分野
において、新しい発想に基づいた挑戦的な研究構想を求めます。
研究推進においては、人材育成の観点を重視し異分野の若手研究者同士が交流し相互に触発する場を
設けることで、未来に貢献する先端研究を推進する研究人材の育成や、将来の連携につながる研究者の
人的ネットワーク構築をはかります。

領域アドバイザー

浅見 忠男 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

荒井 緑 慶應義塾大学 理工学部 教授

京都大学 化学研究所 教授上杉 志成
浦野 泰照 東京大学 大学院薬学系研究科・医学系研究科 教授

島本 啓子 サントリー生命科学財団 生物有機科学研究所 特任部長

杉本 直己 甲南大学 先端生命工学研究所／大学院フロ
ンティアサイエンス研究科 所長・教授

鈴木 蘭美 モデルナ・ジャパン（株） 代表取締役社長

瀬原 淳子 京都大学 医生物学研究所 名誉教授

竹山 春子 早稲田大学 理工学術院 教授

富田 泰輔 東京大学 大学院薬学系研究科 教授

永澤 秀子 岐阜薬科大学 薬学部 教授

西山 真 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

東京薬科大学 名誉教授・客員教授深見 希代子

辻 篤子 科学ジャーナリスト／中部大学 特任教授

領域運営アドバイザー

袖岡 幹子

研究領域概要
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細胞外小胞であるエクソソームを介
した遠隔臓器連関が、疾患の病態形
成に果たす役割は十分知られていま
せん。本研究では、慢性腎臓病とサ
ルコペニア（加齢、慢性疾患による
骨格筋量・筋力の低下）ならびに老化の連関に
着目し、オミクス解析と生体イメージングによ
って１）エクソソームの品質の病期・時間的変
化、２）空間的動態変化・臓器特異性の理解、
３）エクソソームの量・質的制御による新たな
治療戦略の開発を目指します。

萬代 新太郎 東京医科歯科大学 東京医科歯科大学病院 助教
東京医科歯科大学 医学部附属病院 特任助教

エクソソームの時空間的制御による
老化・疾患の革新的治療戦略の構築

G4は、グアニン残基が豊富な一本
鎖配列で形成される核酸高次構造で
あり、その配列や周辺環境に依存し
て大きく三種類の「トポロジー」に
分類されます。生体内においてG4
はいずれかのトポロジーを形成することにより、
様々なG4由来の生物機能を制御しています。本
研究では、生体内において各トポロジーを選択
的に検出（可視化）し、トポロジーとG4由来の
生物機能との関連を、リガンドを用いて明らか
にします。

馬 悦 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

生細胞内における核酸高次構造の可
視化と生物機能との関連

地表上で最も多くの炭素を蓄積する
樹木をいち早く分解できる寄生性の
腐朽菌（キノコ）を、炭素循環にお
ける先駆的分解者として位置づけ、
その樹木分解機構を解明します。本
研究では、樹木と寄生性腐朽菌の相互作用させ
た時の機序をマルチオミックス解析によって分
子レベルで解明し、寄生性を付与する能力とそ
れを担う仕組み（分子メカニズム）を世界に先
駆けて明らかにします。

堀 千明 北海道大学 大学院地球環境科学院 准教授
北海道大学 大学院工学研究院 助教

炭素循環の先駆的分解者である腐朽
菌の樹木分解機構の解明

生物と無生物の間を行き来するかの
ような究極の生命現象である、クマ
ムシの乾眠の謎に迫りたいと考えて
います。結晶構造解析のような原
子・分子階層の研究手法に加え、タ
ンパク質分子や複数のタンパク質からなる超分
子のかたちを生の姿に近い状態で観察するため
のクライオ電子線トモグラフィー、細胞内3次元
構造の詳細を可視化するための走査型電子顕微
鏡による連続断面観察法等を駆使し、多階層乾
眠構造生物学の礎を築きます。

福田 庸太 大阪大学 大学院薬学研究科 助教
同上

クマムシの乾眠機構にせまる多階層
横断構造生物学

休眠は環境ストレスにより生じる一
時的な成長、生殖の休止です。休眠
中の低代謝は劇的なストレス耐性を
生物に賦与するため、人工低代謝技
術の開発という視点からその制御機
構の解明が期待されています。そこで、本研究
はショウジョウバエを用いて、休眠を司ると想
定されるインスリン産生細胞を核とした神経分
泌細胞の機能的回路と環境ストレスとの関係を
明らかにし、生物が実現する環境ストレス適応
機構の解明を目指します。

原 佑介 情報通信研究機構 未来ICT研究所 研究員
同上

環境ストレス応答を担う脳内神経ペ
プチド産生細胞の機能的連関

ヒトを含む好気性生物の生存におい
て、体内の酸素センシングは必要不
可欠です。頸動脈小体が酸素センシ
ングを担うことはよく知られていま
すが、その分子メカニズムに関して
は仮説が乱立しており混迷状態にあります。本
研究ではTRPカチオンチャネルに焦点を当て、頸
動脈小体における酸素センシングの新規分子メ
カニズムに迫ります。これにより、永きに渡っ
て続く論争に決着をつけることを目指します。

中尾 章人 京都大学 大学院工学研究科 助教
同上

頸動脈小体における酸素センシング
機構の解明

ハチとクモ両方の代謝物質を網操作
期と対照期（ハチ：操作期vs非操作
期、クモ：操作期vs未寄生）で解析
し、操作期特異的に両者の体内に存
在する代謝物質を探索することによ
って、操作期にハチ体内で産生されクモの体内
に移行した操作責任物質を特定できると考えら
れます。すでに同様の実験デザインで取得した
トランスクリプトームデータを利用することで、
クロスオミクスによる生物応答の詳細な理解に
繋げることができます。

高須賀 圭三 慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任助教
慶應義塾大学 環境情報学部（先端生命科学研究所） 訪問研究員

クモ寄生バチによる造網行動操作の
分子機構解明

腸管免疫系・神経叢の発達・制御に
は腸内細菌からの刺激が必要であ
り、その異常が腸管関連免疫疾患の
発症・増悪化に関与することが知ら
れています。これまで腸管管腔内細
菌を対象にした研究が行われてきましたが、位
置情報を反映したものは乏しいのが現状です。
そこで本研究では、微小生体組織採取法により、
位置情報を保持した腸管微小領域ごとの、細菌
叢-免疫-神経の連関や、腸管恒常性維持機構への
影響を解明します。

柴田 納央子 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 次席研究員（研究院講師）
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 招聘研究員

組織内共生細菌叢ー免疫ー神経連関
の実態解明

細胞内シグナル伝達分子の一つ、
mTORC1は成長因子や栄養といった
細胞内外の多様な情報を受け取り、
翻訳や代謝といった多くの細胞機能
を制御するという最重要の分子で
す。一方でmTORC1が複数の細胞機能を選択的か
つ協調的に制御する仕組みは分かっていません。
本研究では細胞がどのようにmTORC1活性動態を
利用して表現型を制御するのか解析することで、
mTORC1による情報処理の原理を新たに解明しま
す。

小松 直貴 理化学研究所 脳神経科学研究センター 研究員
理化学研究所 脳神経科学研究センター 基礎科学特別研究員

mTORC1活性動態の生物学的意義の
解明

低毒性な有機溶媒であるジメチルス
ルホキシド（DMSO）は生命科学に
おけるuniversal solventとして知られ
ています。例えば、DMSOは「細胞
の凍結保存剤」や「細胞へ難溶性薬
剤を添加するときの溶媒」として使用されてき
ました。しかし、DMSOはあくまでも“有機溶媒
の中では低毒性”であり、細胞へダメージを与
えます。本申請研究では、DMSOと同等以上の機
能をもち、より低毒性な溶媒を提案します。

黒田 浩介 金沢大学 理工研究域 准教授
金沢大学 理工研究域 助教

生命科学のためのジメチルスルホキ
シドを超えるUniversal solvent

同じ遺伝情報を持っている細胞で
も、発現されるタンパク質の種類と
量は常に変動しています。したがっ
て、高感度かつ網羅的にタンパク質
を解析することは細胞の状態と機能
を理解する上に非常に重要であります。本研究
では、一分子感度でタンパク質の定量・定性分
析ができる三次元光散乱顕微鏡を開発し、細胞
内でのプロテオーム解析に挑戦します。

金 水縁 理化学研究所 生命機能科学研究センター 研究員
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

三次元光散乱顕微鏡による一分子プ
ロテオミクス

細胞内で非天然化学反応が自在に利
用可能となれば、新たな作用機序の
医薬の開発に繋がることが期待でき
ます。タンパク質内部に合成触媒を
有する人工金属酵素では、合成触媒
に生体触媒の利点を統合可能となるだけでなく、
合成触媒にbiocompatibilityを付与できることを見出
してきました。そこで、本研究では人工金属酵
素の細胞内導入法を開発し、人工金属酵素によ
る細胞内触媒反応の方法論の開拓を行います。

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

人工金属酵素による細胞内触媒反応
系の開発

壁細胞発生機構を理解する為、壁細
胞蛍光標識ゼブラフィッシュを樹立
しました。当モデルの利点を活か
し、高い時空間分解能を持って生体
内で前駆細胞から壁細胞への分化を
リアルタイムで観察し、標的の分化状態にある
壁細胞形質を１細胞レベルで解析します。得ら
れた時空間的壁細胞分化状態と、オミクス解析
を基にしたモデリングを開始点として、段階的
に進行する壁細胞分化系譜・分化を制御する転
写ネットワークを網羅的に解析します。

安藤 康史 日本医科大学 先端医学研究所 講師
同上

イメージングとオミクス解析による
血管壁細胞発生の理解

アブラナ目植物の特化代謝物である
イソチオシアネート（ITC）は、高
い反応性によりタンパク質を修飾
し、外敵への防御物質としてはたら
きますが、植物細胞内での機能は未
解明です。本研究では、ITCが植物自身の標的タ
ンパク質を修飾・制御するメカニズムと、その
生理的役割を解明します。そして生理活性や選
択性を増大させたスーパーITCを開発し、ITCで植
物の生存機能や商品性を人為的に向上させるこ
とを目指します。

相原 悠介 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 研究員

植物の特化代謝物による新規の翻訳
後修飾機構

活性酸素種（ROS）は、細胞傷害を
もたらすだけでなく、細胞内シグナ
ル伝達におけるセカンドメッセンジ
ャーとして働くことが注目されてい
ます。本研究では、ROSシグナル機
構の解明と制御のための基盤技術として光制御
型ROSモジュレーターの開発を目指します。得ら
れた化合物を用いることで、ROSシグナルの生理
学的研究のみならず、レドックスホメオスタシ
スに起因する疾患の解明や治療法にも繋がるも
のと期待できます。

辻 美恵子 岐阜薬科大学 大学院薬学研究科 助教
同上

ROSシグナルの解明のための新規ケ
ージド化合物の開発研究

辻
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食塩（NaCl）のおいしさは、塩分の
過剰摂取の根本的な原因ですが、口
腔内で食塩のおいしさを担う仕組み
はよくわかっていません。私は、特
定の機能を持つ細胞を同定／操作す
るための技術戦略を確立することで、未知の塩
味感知細胞（Cl感知細胞）を同定し、塩味を司る
細胞機構の解明に取り組みます。最終的には、
塩味を増強する化学物質の標的分子を得ること
で、美味しく減塩できる社会の実現を目指しま
す。

野村 憲吾 京都府立医科大学 大学院医学研究科 助教
同上

食塩の美味しさを担う多細胞情報統
合システムの解明

タンパク質の分解を誘導する化合物
「タンパク分解薬」は、選択的・迅
速・可逆的にタンパク質を減少で
き、生命科学研究や創薬への展開が
期待されています。しかし、現時点
では一般性が不十分です。生体内には多彩なタ
ンパク質が存在するため、様々なメカニズムの
分解薬から最適なものを選択できるのが理想で
す。そこで本研究では、異なるメカニズムで作
用する複数の新規分解薬を創製し、タンパク分
解ツールボックスを確立します。

友重 秀介 東北大学 大学院生命科学研究科 助教
同上

タンパク分解ツールボックスの確立

本研究提案では，動的システムのイ
ンパルス応答モデルをデータから構
築することを目指します．このモデ
ル構造はパラメータ数が多く多様な
システムを近似できる一方，解釈や
説明が容易です．最大の問題はデータが少ない
場合への対応であり，そこが本提案の主たる研
究内容になります．本提案では，対象に関する
周波数領域での定性的な事前知識を正則化へ変
換して利用し，少データ問題に対応する方法を
確立することを目指します．

田良島 典子 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 准教授
徳島大学 大学院医歯薬学研究部 講師

抗体ー核酸結合体によるimmunogenic
cell death誘導法の開発

私たちは選択的オートファジーを利
用して細胞内物質を分解する手法
「AUTAC」を開発しました。本研究
では、AUTACをツールとして、オー
トファジーにおける細胞内相分離の
関与に注目して研究を進めます。将来的には、
化合物を使った相分離の制御に挑戦していきた
いと考えています。

高橋 大輝 東北大学 大学院生命科学研究科 助教
同上

創薬展開を見据えた新たな方向性を
もつオートファジー研究

藍藻（シアノバクテリア）は、原核
生物でありながら多細胞が連なって
役割分担をしており、真核生物とは
別個の進化を遂げた多細胞生物と言
えます。一方で植物の葉緑体の起源
生物である藍藻には、植物の細胞間コミュニケ
ーションの最も原始的な例が保存されている可
能性があります。本研究は、藍藻の細胞分化を
調節する新規の活性化合物の単離・同定を行い、
さらに他階層のモデル生物を用いて機能進化の
解明に迫ります。

木村 駿太 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 特任助教
東京大学 大学院農学生命科学研究科 東京大学特別研究員

多細胞性シアノバクテリアの細胞分
化調節物質の探索

生体内の細胞は、周囲に存在する細
胞外マトリックス(ECM)と呼ばれる
生体分子ゲルによって機能を調整さ
れています。本研究では、抽出や精
製でバラバラになったタンパク質等
の生体分子を再びつなぎあわせる新たな化学的
手法を開発し、ECMの主要特性を再現・制御し
た人工ECMを創出します。生体内における本来
の細胞機能や特定の細胞機能を引き出す人工
ECMによって、細胞培養技術の刷新を目指しま
す。

大山 智子 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
量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学部門 主任研究員

水媒介架橋による細胞機能発現を促
す人工ECMの実現

微生物農薬として使用されるアグロ
バクテリウムは独自の抗生物質を生
産することで、植物病原菌の発育を
阻害します。一方、抗生物質生合成
の化学的メカニズムの詳細は明らか
になっていません。本研究ではアグロバクテリ
ウムが生産するヌクレオシド抗生物質の生合成
経路に焦点を絞り、生合成酵素の触媒機能と反
応メカニズムを同定します。さらに、その生合
成システムを利用した非天然型ヌクレオシド分
子合成法の開発を目指します。

牛丸 理一郎 東京大学 大学院薬学系研究科 助教
同上

微生物農薬が生産する抗生物質の生
合成機構に関する研究

細胞骨格の一種である微小管は、細
胞の形状・強度・運動・分裂などの
生命の根幹に関わる重要な役割を果
たしています。これまでに、微小管
内部に結合するペプチドを開発し、
内部に様々な分子を導入することで微小管の構
造や性質が変化することを見出してきました。
本研究では、細胞中の微小管内部にタンパク質
を導入し、その微小管内壁への結合を光刺激で
制御することで、細胞の構造や機能を操作する
新技術を開発します。

稲葉 央 鳥取大学 工学部 准教授
鳥取大学 学術研究院工学系部門 助教

タンパク質内包を基盤とした微小管
の光制御による細胞操作

体内をくまなく巡る血管によって形
成される循環器系は生体機能を維持
するための重要な器官です。本研究
では、血管弛緩を誘発するシグナル
分子である一酸化窒素の発生を光で
制御できるような化合物を開発し、細胞レベル
で一酸化窒素の動態を調べたり、動物個体レベ
ルで血流を操る技術としての確立を目指します。
この技術は循環器系疾患や、その他の血流改善
によって改善される疾患の新たな治療パラダイ
ムとして期待されます。

家田 直弥 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 講師
名古屋市立大学 大学院薬学研究科 助教

体外から血流を光で操る分子技術の
構築

細胞内相分離は神経変性疾患との関
わりが指摘されています。本研究で
は、細胞内環境を再現した細胞モデ
ルを用いて細胞内相分離と脂質膜に
よるミクロ空間への閉じ込めとの相
関を分子拡散等の測定を介して明らかにするこ
とを試みます。さらに、神経変性疾患にみられ
る細胞組成を模倣した細胞モデルを作製し、脂
質膜閉じ込めとタンパク凝集形成の相関=時空間
デザインを解明、疾患治療法開発等に役立つ知
見提供を目指します。

渡邊 千穂 広島大学 大学院統合生命科学研究科 助教
東京大学 大学院総合文化研究科 特任助教

細胞モデルからみる疾病の時空間デ
ザイン

本研究課題では、ゼブラフィッシュ
を用い、機械的な力を制御する遺伝
子の同定を行うため、以下のスクリ
ーニングを行います。１）上皮シー
トや細胞の形態に異常を示す変異体
をの選別 ２）上皮シートの粘弾性応答に異常
を示す変異体の選別 ３）上皮シートにかかる
力の定量測定を行い、細胞間にかかる力に異常
を示す変異体の選別 以上の方法で細胞に働く
機械的な力に異常を示す変異体に対し、力の制
御に関する遺伝子座を同定します。

山田 壮平 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 非常勤講師
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 特任助教

古典的スクリーニングと先端計測技
術による力学特性制御分子の探索

植物においてアミノ酸栄養として以
外のメチオニンの新規生理機能を開
拓します。そこで、本研究では、メ
チオニンが関与する生命現象とし
て、タンパク質のN末端のメチオニ
ンの除去(NME; N-terminal methionine excision)に着目
しました。メチオニンの新規生理機能を、①
NMEの活性調節と、②NMEに関連した酸化還元応
答、③新規制御機構において明らかにするもの
です。

山下 由衣 北海道大学 大学院農学研究院 助教
同上

情報分子としてのメチオニンによる
新規遺伝子発現制御の開拓

本提案研究では、短鎖DNAプローブ
の自発的集合と生体直交型化学反応
を駆使し、細胞内でタンデムリピー
ト長鎖DNAを化学構築する技術を開
発します。具体的には、DNAナノテ
クノロジーを応用し、特定配列のオリゴヌクレ
オチドを開始剤としたタンデムリピート配列の
集積化に挑戦します。さらに開発した技術を医
療応用し、「DNAナノテクノロジー創薬」の基盤
を構築します。

森廣 邦彦 東京大学 大学院工学系研究科 助教
同上

タンデムリピート長鎖DNAの細胞内
化学構築

本研究では、生体透過性の高い赤色
光および有機金属錯体を用いて、光
線力学的療法（PDT）に適用可能
な、新しい細胞内薬物分子生成シス
テムの構築を目指します。具体的に
は、軸位に金属－炭素結合を介して種々の薬物
分子前駆体を有する有機金属フタロシアニン錯
体を合成し、その金属－炭素結合の光活性化に
伴う薬物分子放出反応の開発と、腫瘍細胞に対
する光線力学的効果の調査に取り組みます。

村田 慧 東京大学 生産技術研究所 助教
同上

有機金属フタロシアニン錯体の光線
力学的効果に関する研究

本申請で創製を目指す自立型マイク
ロRNAナノ構造体は、遺伝子導入剤
不要でマイクロRNAを細胞へ送達す
ることを目指すものです。本申請
は、DNA・RNAナノテクノロジーの
新規アプローチによってUndruggableなRAS標的医
薬の開発に挑戦します。

宮本 寛子 愛知工業大学 工学部 助教
同上

UndruggableのRASを標的とした自立型マイクロRNAナ
ノ構造体の創製とRASネットワークの時空間的制御
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以下の3つのアプローチによって、「キ
ノコホルモン（キノコに共通に内生し
共通のメカニズムによって生活環を制
御する分子）」特に「子実体発生（発
茸）ホルモン」の発見を目指します。
1)「Fruiting liquid（FL）」からのホルモン候補分子の探
索
2) フェアリーリング惹起物質（フェアリー化合物）
のキノコにおけるホルモンとしての証明
3)「キノコホルモンのひとつはステロイド」仮説の
証明

呉 静 静岡大学 農学部 特任助教
静岡大学 グリーン科学技術研究所 特任助教

高等菌類におけるホルモンの解明

生体恒常性維持に必須である細胞間
シグナル伝達は時空間的に制御され
ていることが知られています。そこ
で本研究では、生体透過性が極めて
優れている超音波による局所加熱現
象を利用して、生体深部で細胞間シグナル伝達
を制御する分析手法を開発します。具体的には、
生命現象の基本反応であるタンパク質間相互作
用を人為的に制御する熱遺伝学的モジュールを
開発し、細胞間シグナル伝達を制御する熱遺伝
学的システムを構築します。

遠藤 瑞己 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

超音波による細胞間シグナル伝達の
熱遺伝学的制御

タンパク質の液-液相分離は細胞内
で膜のないオルガネラを形成し、
様々な役割を担う重要な現象として
注目されています。本研究では人工
ペプチドによって標的タンパク質の
液-液相分離を誘導し、濃縮相に機能を持たせた
人工機能性オルガネラの創出を目的とします。
独自のスクリーニング系を用いて新規二機能性
ペプチドを開発し、特異的かつ高効率で標的の
分解反応を引き起こす人工分解オルガネラの形
成を目指します。

池之上 達哉 東京大学 大学院理学系研究科 特任研究員
同上

液液相分離誘導ペプチドを用いた標
的分解オルガネラの創生

腫瘍内において染色体異数性細胞は
増殖蓄積しますが、実験環境下での
異数性は細胞増殖に不利に働きま
す。細胞増殖におけるこの矛盾点は
異数性パラドックスと呼ばれていま
す。本研究では、異数性パラドックス解消に向
けて、染色体不安定性の素地となる形質を誘導
する因子の同定を目指します。この因子による
染色体不安定性誘導機構を検証することで、腫
瘍における染色体不安定性を介した遺伝的多様
性の構築過程を明らかにします。

家村 顕自 東北大学 加齢医学研究所 助教
同上

染色体不安定性形質の細胞間伝播機
構の解明

ゲノムDNA上の高次構造であるグア
ニン四重鎖 (G4) は、転写・複製な
どの生物学的イベントに関与すると
言われていますが、解析手法が十分
に確立されていないために、その正
確な役割の解明には至っていません。本研究で
は、自身の独自技術とシングセル解析技術を融
合させることで、マウス脳内細胞における
G4DNA構造の形成挙動を詳細に定義できる手法
を開発し、新たなG4バイオロジーを切り拓いて
いきます。

朝光 世煌 理化学研究所 生命機能科学研究センター 訪問研究員
熊本大学 発生医学研究所 日本学術振興会特別研究員PD

生きた脳でDNA高次構造を網羅的に
捉える技術の開発

レーザー発振子を細胞内へ埋め込む
ことにより、細胞１つ１つにタグを
つけトラッキングする技術が実現さ
れつつあります。一方でレーザー発
振子の素材を変更することは難し
く、これまでは主にレーザー物理分野で実績の
ある半導体素子などが転用されてきました。本
研究では細胞毒性の低減を目指し、生体適合性
材料を用いたレーザー発振子の開発を行います。
また、それを利用した長期細胞トラッキングに
挑戦します。

山岸 洋 筑波大学 数理物質系 助教
同上

細胞トラッキングのための生体適合
性レーザー発振子の開発

多数の神経細胞が同時に死滅してい
く神経変性疾患の病因には、細胞死
シグナルの多細胞間伝播がかかわっ
ていると予想されます。神経変性疾
患の一つであるシャルコー・マリ
ー・トゥース病の家系で細胞内分子モーターの
点突然変異が同定されたため、変異分子モータ
ーによるミトコンドリア含有小胞の細胞外放出
メカニズム解明に的をしぼり、神経変性疾患の
進行に深くかかわる細胞内物質輸送と細胞外小
胞放出の新たな関係を構築します。

森川 桃 筑波大学 医学医療系 国立大学法人筑波大学特別研究員
理化学研究所 脳神経科学研究センター 訪問研究員

神経難病における酸化ストレスの細
胞間伝播機構の解明

胚発生は、三次元空間で時間と共に
ダイナミックに進行する現象である
ため、生細胞において三次元空間と
時間軸を考慮したイメージングや遺
伝子操作などの解析手法が必須で
す。本研究では、私が開発した光操作型Cre組換
え酵素を応用し、位置情報を基盤とした1細胞の
細胞系譜追跡と、1細胞での遺伝子ノックアウト
技術を開発します。これより、マウスとヒトの
初期発生解明を目指した時空間制御型の細胞解
析技術を確立します。

森川 久未 産業技術総合研究所 生命工学領域 研究員
同上

光による胚発生の時空間制御技術の
開発 -１細胞追跡と遺伝子操作

真核生物の細胞内では様々な代謝酵
素が集合体を形成します。この集合
体は低酸素などの環境変化に応答し
て形成され、細胞の代謝を調節する
と考えられています。小スケール低
酸素培養系の検討を通して見出してきた「集合
体形成には酵素の特定部位が重要である」とい
う知見をもとに、本研究では酵素集合体の集
合・離散を自在にコントロールできる分子ツー
ルの開発を通して代謝制御を可能とする集合体
形成の分子機序解明を目指します。

三浦 夏子 大阪公立大学 大学院農学研究科 テニュアトラック助教
大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科 テニュアトラック助教

酵素群の細胞内集合による代謝制御
機序の解明

短鎖環状ペプチドは優れた代謝安定
性・組織移行性を示します。本研究
では、短鎖環状ペプチドの合成に特
化した新規なペプチド環化酵素ファ
ミリーに着目し、その機能解析に基
づく論理的な酵素改良を行い、生体触媒として
開発すると共に、本酵素の合成生物学的利用法
を提案します。これによりこれまで効率的な合
成が困難であった短鎖環状ペプチドを、精度よ
く安定してかつ大量に合成できる環境調和性の
技術の開発を目指します。

松田 研一 北海道大学 大学院薬学研究院 講師
北海道大学 大学院薬学研究院 助教

短鎖環状ペプチドの酵素・生物合成

これまでオートファジーは主にタン
パク質分解機構として解析されてき
たため、種々の栄養飢餓に応じて分
解されるmRNAの選択性や生理機能
は不明です。本研究では、栄養飢餓
の種類に応じたオートファジーの標的mRNAを同
定し、そのRNA分解の生物学的意義を解明しま
す。さらに、標的mRNAの局在変化を1分子レベ
ルで観察し動態制御を明らかにします。RNA代謝
におけるオートファジーの新たな機能的知見を
創出します。

牧野 支保 東京大学 定量生命科学研究所 助教
東京工業大学 科学技術創成研究院 研究員

オートファジーによる選択的mRNA
分解機構の解明

脳は時空間的に厳密に定められた遺
伝子発現やその制御システムにした
がって形成されるため、そのしくみ
を正確に理解するためには、空間情
報にひもづくプロファイリング技術
が必要です。そこで、本研究では空間的な発現
制御を解明するための化学的技術を開発します。

本田 瑞季 京都大学 大学院医学研究科 特定助教
同上

化学的手法を用いて空間的な発現制
御を解明する

生物の嗅覚のニオイ知覚は、嗅覚受
容体の活性化を誘導するニオイ分子
との化学結合が起点となって起こり
ます。ニオイ分子は無数に存在する
ため、数百種におよぶ嗅覚受容体の
活性化機構も一様ではないと予想されます。そ
こで本研究では、哺乳類嗅覚受容体とニオイ分
子間で生じる共有結合修飾に伴う新規活性化機
構に焦点をあて、高活性ニオイ分子に応答する
嗅覚受容体のタンパク質レベルの分子認識機構
の解明に挑戦します。

福谷 洋介 東京農工大学 大学院工学研究院 助教
同上

共有結合修飾を伴う哺乳類嗅覚受容
体の新規活性化機構

糖鎖修飾は主要なタンパク質の翻訳
後修飾であり、タンパク質の機能や
局在を制御します。主要な糖鎖合成
経路は確立されつつありますが、糖
鎖の大きな特徴である「多様性」を
生み出す分子基盤は全くわかっておらず、糖鎖
研究分野における最大の課題の一つです。本研
究では、タンパク質の糖脂質修飾であるGPIアン
カーの糖鎖部位の構造多様化メカニズムを、こ
れまでにない細胞内輸送経路の観点から解明す
ることに挑戦します。

平田 哲也 岐阜大学 糖鎖生命コア研究所 特任助教
岐阜大学 高等研究院 特任助教

糖脂質GPIの糖鎖構造多様化メカニ
ズムの解明

ミクログリアは、神経変性過程にお
いて重要であることが明らかにされ
ています。しかし、「棍棒型」とい
われる突起を長く伸ばした形態のミ
クログリアは、神経変性を呈するモ
デルマウスの神経変性領域において現れるもの
の、その実体は全く明らかにされていません。
本研究では、棍棒型ミクログリアの遺伝子発現
プロファイリングをベースとしたキャラクタリ
ゼーションと、棍棒型ミクログリアの神経変性
における機能解析を行います。

橋本 翔子 滋賀医科大学 創発的研究センター 特任准教授
理化学研究所 脳神経科学研究センター 基礎科学特別研究員

棍棒型ミクログリアの神経変性にお
ける機能解析
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脳内に発現するオーファンGタンパ
ク質共役受容体（GPCR）は、創薬
標的としてその機能解明が期待され
ます。しかし、オーファンGPCRの
活性が、脳内情報処理にどのような
影響を与えるのか、その動的な側面はほとんど
解明されていません。本研究では、遺伝子にコ
ードされたセンサーを新規に開発し、先端的イ
メージング技術と組み合わせることで、オーフ
ァンGPCRの機能解明を目指します。

横山 達士 京都大学 大学院生命科学研究科 研究員
同上

タンパク工学を基点としたオーファ
ンGPCRの機能解明

「ゲノム構造は遺伝子発現にとって
どこまで重要なのか？」という未解
決問題に挑むため、本研究では“ゆ
らいでいる”ゲノム構造化の作用機
序を１細胞かつ時間情報を含んだ多
次元的解析で定量的に理解することを目指しま
す。さらに、ゲノム構造化を司るインシュレー
ターとその結合因子に着目し、液-液相分離に代
表されるタンパク質の物性・局在変化とゲノム
の構造制御の関連性についての基盤情報の確立
を目指します。

余越 萌 東京大学 定量生命科学研究所 助教
同上

ゲノム構造化を司るインシュレータ
ーの動的な転写制御機構の解明

RNAは、遺伝子発現制御の中核を担
っており、その機能不全は、様々な
疾患の原因となります。例えば、
RNA中の7-メチルグアノシン修飾ヌ
クレオチドの欠損は、ヒトにおいて
ダウン症や脳症の原因となります。そこで本研
究では、細胞内で効率的に核酸触媒を機能させ
るシステムとRNAの機能を制御・改変する核酸触
媒を創出し、細胞内のメチロームを制御するこ
とで、これらの疾患を治療するための創薬基盤
技術を開発します。

山上 龍太 愛媛大学 大学院理工学研究科 助教
愛媛大学 大学院理工学研究科 テニュアトラック助教

細胞内で機能する新規核酸触媒の開
発

ミトコンドリア呼吸鎖複合体－Iは
基質の酸化還元反応を駆動力とする
プロトンポンプで、ミトコンドリア
でのATP生合成（エネルギー生産）
の中核を担います。本研究では、ミ
トコンドリアにおけるエネルギー生産を光で制
御することを将来的な目標に見据え、独自に開
発した化学修飾技術を用いて複合体－Iを“酸化
還元反応-駆動型”から“光-駆動型”のプロトン
ポンプに機能変換することを目指します。

桝谷 貴洋 京都大学 大学院農学研究科 助教
京都大学 大学院農学研究科 特定助教

化学修飾による“光-駆動型”ミトコ
ンドリア複合体-Iの創製

哺乳動物の冬眠には、低温時にも心
臓が停止しない、虚血性の障害がな
い等の驚くべき特徴があります。本
研究で着目している低温ショックタ
ンパク質は、様々な遺伝子の転写後
調節に関与し、冬眠動物の特徴を引き出すキー
となる可能性のある分子です。本研究は、冬眠
時に見いだされた低温ショックタンパク質の特
徴的な選択的スプライシングの変化を手かがり
とし、冬眠動物の特徴を冬眠しない動物へ応用
することを目指しています。

堀井 有希 岐阜大学 糖鎖生命コア研究所 助教
同上

冬眠様選択的スプライシング機構の
応用法の開発

Kleptoprotein（盗タンパク質）現象
は、餌生物から機能的タンパク質を
取込み利用する現象で、発光魚キン
メモドキから初めて見つかりまし
た。自然界には他にもKleptoproteinに
よる収斂進化が起きている可能性がありますが、
そのような例は見つかっていません。本研究で
は、Kleptoproteinをもつと考えられる生物を探索
します。

別所-上原 学 名古屋大学 高等研究院 特任助教
同上

第二のKleptoproteinの発見

動物の初期進化の過程で起きた多細
胞化は、多様な動物門を生みだす上
での最も重要な進化的要因です。細
胞のエネルギー利用の多様性につい
ても着目することで、生体システム
の実態およびヒトへの進化へとつながる多細胞
生物の進化についてその起源を探ります。

原田 彩佳 筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 助教
慶應義塾大学 薬学部 助教

細胞エネルギー利用および多細胞化
への分子進化

細胞外小胞の一つであるエクソソー
ムは様々な疾患の診断や治療への応
用が注目されていますが、その生体
内動態を詳細に観察し、理解するこ
とが困難となっています。そこで本
研究では、ピレンと呼ばれるπ電子共役系を活
用し、生体透過性の高い長波長レーザー照射の
もと効率的に発光する超高輝度蛍光プローブを
開発します。このプローブを用いた二光子励起
蛍光イメージングにより、生体内エクソソーム
のトラッキングを実現します。

仁子 陽輔 高知大学 教育研究部 助教
同上

生体内エクソソーム動態を可視化す
る革新的蛍光プローブの創成

細菌の代謝を制御することができれ
ば感染症の抑制やバイオ燃料生産の
効率向上などが期待できます。しか
し、環境・人体中の形態であるバイ
オフィルム状態の細菌の代謝を制御
することは困難です。本研究では、一部の細菌
の細胞死によりバイオフィルム全体の代謝が活
性化するという自身の発見に基づき、電気化学
技術、顕微鏡技術、微生物学、ウイルス学など
を駆使した新たなバイオフィルム代謝活性制御
技術を創出します。

徳納 吉秀 筑波大学 生命環境系 助教
筑波大学 生命環境系 テニュアトラック助教

溶菌を伴うバイオフィルム内導電機
構の解明と制御

私は最近、細胞膜上で複数のシグナ
ル経路を統合するプラットフォーム
（分子会合体）を見出しました。こ
のような構造体の発見は全く新し
く、この会合体の形成機構、様々な
分子のリクルート機構、機能の機構を解明し、
シグナル伝達の革新的なパラダイムを創出した
いと考えています。このために、生細胞中で多
数の1分子を同時観察し、会合体への分子の出入
りを1分子レベルで定量的に可視化する技術が必
要で、その開発も行います。

角山 貴昭 沖縄科学技術大学院大学 膜協同性ユニット 博士研究員
同上

定量的超解像法superPAINTの開発と
細胞膜シグナル統合基盤の解明

遺伝子の複製・転写・翻訳はセント
ラルドグマと呼ばれ、生命の根幹と
位置付けられます。本研究では、こ
のうちの ”転写” を自在に制御す
る中分子群を創出します。
化学変換と酵素変換を駆使した化学ー酵素ハイ
ブリッド法により、多様なマクロ環を有する中
分子群を迅速合成します。DNAと共有結合を結び
ながら細胞核内のタンパク質と相互作用する本
分子群で、特定のDNAータンパク質間相互作用を
狙い撃ちします。

谷藤 涼 東京大学 大学院理学系研究科 助教
同上

化学-酵素ハイブリッド合成中分子群
による転写制御

神経炎症に関わるミクログリアの多
様な作用のうち、精神神経疾患の発
症に関与するニューロン貪食作用を
特異的にインビボ評価する方法とし
て、ニューロン貪食の原因となる補
体活性化を標的としたポジトロン断層法 (PET)
プローブを開発し、その有用性を評価します。
これまでに神経炎症の作用特異的なインビボ評
価法は確立されておらず、本研究の成果により
精神神経疾患の病態解明や診断・治療法開発へ
の貢献を目指します。

鈴木 千恵 浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター 助教
同上

補体活性化の画像化によるニューロ
ン貪食のインビボ評価

本研究の目的は、メタノール酵母に
おけるRNA顆粒などの細胞内顆粒の
役割と構成分子を解明し、細胞内局
在・結合性・転写レベルの観点から
メタノール誘導性遺伝子発現に及ぼ
す影響を明らかにすることです。また、メタノ
ール誘導性mRNAの細胞内動態を制御すること
で、関連タンパク質の発現レベルが精密に調整
出来るか検証します。

白石 晃將 京都大学 大学院農学研究科 助教
同上

有用物質生産性向上に向けたメタノ
ール酵母のmRNA動態制御

細胞は多様なタンパク質のユビキチ
ン修飾（ユビキチンコード）を巧み
に使い分けることで多彩な細胞機能
を時空間特異的に制御します。本研
究では、唯一の直鎖状ユビキチン鎖
生成ユビキチンリガーゼ（LUBAC）を中心に形成
される新規「リニアユビキチンコード」の各種
構成因子が司る生体防御応答を分子病態学的に
解明するとともに、この細胞基盤を標的とした
革新的化学技術の応用と疾患治療を目指したシ
ーズ創出に取り組みます。

清水 康平 大阪公立大学 大学院医学研究科 助教
大阪市立大学 大学院医学研究科 助教

リニアユビキチンコードが制御する
生体防御応答機構の解析と応用

多くの精神疾患において、シナプス
関連遺伝子の異常や、シナプスの構
造基盤であるスパインの形態異常が
報告されています。しかし、シナプ
スの変化が、個体の精神活動に具体
的にどのような影響を与えるかは未解明です。
本研究では、シナプス変化の影響を因果的に検
証するため、化学的手法を用いた新しいスパイ
ン・シナプス操作技術を提案します。さらにそ
の応用により、うつ症状をもたらす責任シナプ
ス基盤の解明を目指します。

澤田 健 東京大学 大学院医学系研究科 助教
東京大学 大学院医学系研究科 特任助教

新しい化学的操作技術によるシナプ
ス機能調査法の構築
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数理・情報のフロンティア
https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/research_area/ongoing/bunya2019-7.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
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

情報･システム研究機構国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授

様々な科学分野や産業界で生み出されている膨大なデータを活用し新たな科学的・社会的・経済的価
値を創出していく上で、数学・数理科学と情報科学とが連携・融合した新たな概念やアプローチの創出が
不可欠となっています。メカニズムを抽出する数理モデル型アプローチとデータ駆動型アプローチとがそれぞ
れの強みを相補的に生かした革新的な情報活用手法の創出を通じて、実社会における情報活用の加速・
高度化が期待されています。
本研究領域では、情報科学および数理科学、そしてその二つの分野を融合・応用した研究開発によっ

て未来を切り拓く若手研究者を支援するとともに、新しい価値の創造につながる研究開発を推進します。具
体的には、従来の情報科学の研究課題のみならず、情報科学と数理科学の双方の知見を活かしたデータ
活用手法、例えばデータ同化、トポロジカルデータ解析、圧縮センシング、差分プライバシー等を含む、情
報科学および数理科学に関わる幅広い専門分野、および情報科学、数理科学の他分野への応用におい
て、新しい発想に基づいた挑戦的な研究構想を求めます。
研究推進においては、人材育成の観点を重視し異分野の若手研究者同士が交流し相互に触発する場を
設けることで、未来に貢献する先端研究を推進する研究人材の育成や、将来の連携につながる研究者の
人的ネットワーク構築をはかります。
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）を構成する「AIP ネットワークラボ」の一環として運営していきます。

領域アドバイザー

穴井 宏和 富士通（株）富士通研究所人工知能研究所 所長

伊藤 哲史 京都大学 大学院理学研究科 准教授

東京大学 先端科学技術研究センター 教授稲見 昌彦
内田 誠一 九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授

太田 慎一 大阪大学 大学院理学研究科 教授

大武 美保子 理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー

川原 圭博 東京大学 大学院工学系研究科 教授

佐藤 いまり 情報・システム研究機構 国立情報学研究所
コンテンツ科学研究系 教授

鈴木 大慈 東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授

高木 剛 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

武田 朗子 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

千葉 滋 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

情報・システム研究機構 国立情報学研究所
アーキテクチャ科学研究系 教授

蓮尾 一郎

宮尾 祐介 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授

森前 智行 京都大学 基礎物理学研究所 准教授

後藤 真孝 産業技術総合研究所 首席研究員

坪井 俊 武蔵野大学 工学部 特任教授

領域運営アドバイザー

河原林 健一

研究領域概要
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生体内などにおける自由な電力と情
報のやり取りを行うネットワークの
構築に向けて、小型機器に対して大
きな電力を供給する無線給電システ
ムおよび省電力な通信機構の実現を
目指します。その中で受電器の検知が困難な状
況における送電装置の制御手法の確立や、無線
給電と通信が両立して行われるシステムを開発
します。これらを通じ小型機器が「永続的に、
協調して」動作するための基盤を構築します。

笹谷 拓也 東京大学 大学院工学系研究科 特任助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

マルチモード準静空洞共振器を用いた生体
内における電力と情報の無線ネットワーク

スパース動的モード分解(SpDMD)に
よる分子動力学(MD)シミュレーショ
ンの解析により，次の課題に取り組
む．これにより計算科学と情報科学
の融合し，化学反応の時系列データ
から本質的なダイナミクスを抽出し，物質や反
応の設計に資する手がかりの獲得を行う．【課題
１】SpDMDによる分子運動の記述子抽出法の確
立【課題２】SpDMDによる分子構造変化の記述
子抽出【課題３】SpDMDによる触媒探索

坂田 逸志 東京大学 大学院理学系研究科 大学院生
同上

スパース動的モード分解による効率
的な触媒設計手法の開発

We propose an integration of 1-Usage of
model parallelism to bypass the memory
limits 2-Approximate communication design
to reduce the communication overhead, 3-
HPC design optimized for Deep Learning

Nguyen Truong Thao 産業技術総合研究所 実社会ビッグデータ活用オープンイノベーションラボラトリ Postdoctoral Researcher
同上

分散型ディープニューラルネットワ
ークの大規模設計の調査・研究

本研究は，ディープラーニングにお
ける２つの主要な難問：ラベル付け
された学習データの不足とディープ
ラーニングがどのように機能したの
かを探る解析能力の欠如を解決する
ことを目的とします。私達は，ディープラーニ
ングにおいてどのように決定したのかというそ
の判断過程を解釈できるようにし，且つ画素単
位のラベル付けを自動で行えるように人の視線
とテクスチャ情報を統合した世界初のフレーム
ワークを提案します。

谷 林 理化学研究所 革新知能統合研究センター 研究員
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 特任研究員

解釈可能なインタラクティブ深層学
習

音声によって操作するインタフェー
スは基本的に誰でも簡単に使える次
世代のインタフェースです．しかし
発声を必要とするため利用可能な場
面やユーザが限られてしまう問題が
あります．そこで本研究では，発声することな
く調音器官を動かし，その時の調音運動を計
測・解析することで発話内容を推定する，「サイ
レントスピーチ」による解決を目指します．ま
たサイレントスピーチを用いたコンピュータ・
インタラクションを提案します．

木村 直紀 東京大学 大学院学際情報学府 大学院生
同上

口腔内超音波画像と深層学習を用い
た無声発話認識に関する研究

ニューラルネットワークモデルの構
造や学習アルゴリズムの詳細に依存
せず普遍的に成立する数理を構築し
ます. 大規模なネットワークの極限
で普遍的に成立する平均場理論やラ
ンダム行列理論, Neural Tangent Kernelに基づく学習
ダイナミクス解析を利用し, 深層学習の課題であ
るヒューリスティクスや恣意性の排除, および予
測の信頼性保証を目指します。

唐木田 亮 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 主任研究員
産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究員

大自由度ニューラルネットワークの学習に潜
む幾何学的構造の解析と信頼性評価への展開

複数の学術領域の知識を融合させた
研究は，複雑な課題の解決や既存研
究の創造的打開をもたらすといわれ
ています．一方，研究分野の細分化
と成果出版サイクルの加速に伴い，
馴染みのない研究分野の最新成果や問題意識の
キャッチアップはますます困難となっています．
そこで本研究課題では，分野の知識構造を表す
ナレッジグラフの時系列を分析し，理論・技術
と適用先課題のマッチングを考慮した異分野研
究テーマ推薦を目指します．

桂井 麻里衣 同志社大学 理工学部 准教授
同志社大学 理工学部 助教

異なる学術領域の共通問題を発見す
る時系列ナレッジグラフ基盤の創出

これまで，ヒトを対象にした社会的
ロボットの研究では3者関係におけ
る影響評価が行われてきましたが，
動物を対象にした3者関係内での社
会的ロボットの研究は代表的な伴侶
動物であるイヌ・ネコですら進んでいません. そ
こで，人語および動物語が飼い主－伴侶動物間
で日常的にコミュニケーションするうえでしば
しば用いられていることに着目し，社会的ロボ
ットの音声に応じてどのような3者関係が構築さ
れるか明らかにします.

春日 遥 北海道大学 大学院情報科学院 大学院生
同上

飼い主―伴侶動物関係内で音声条件
を調整した社会的ロボットの検討

東京五輪や大阪万博に向けて、日常
会話の機械翻訳の精度向上が急務で
ある。しかし、翻訳器の訓練に必要
な100万文対を超える日常会話の対
訳データをあらゆる言語対で用意す
ることは困難である。ドメインを限定しなけれ
ば大規模な対訳データを利用できるが、訓練デ
ータと異なるドメインの翻訳は大きく精度を損
なう。本研究では、ドメインに依存せず翻訳器
の性能を充分に引き出すために、入力文を翻訳
しやすい表現へ言い換える。

梶原 智之 愛媛大学 大学院理工学研究科 助教
大阪大学 データビリティフロンティア機構 特任助教

自然言語処理の真価を引き出す言い
換え生成

レーブグラフの新たな定式化である
レーブ順序は，0次と1次のパーシス
テントホモロジーの両方を取り入れ
ている等，既存手法にない特徴を持
ち理論方面へも応用方面へも大きな
ポテンシャルを有します．本研究は，安定性・
収束性・計算量といったレーブ順序法の基礎を
確立し，その定式化の圏論的一般化，計算可能
距離付け等の課題を解決していき，位相的デー
タ解析手法としてのレーブ順序法のさらなる応
用を目指すものです．

宇田 智紀 東北大学 材料科学高等研究所 助教
同上

レーブグラフの順序定式化の数理と
データ解析

近年、深層学習と大規模計算機の相
乗的発展により、音や画像の高精度
な認識が可能となりました。しか
し、現行のシステムは、それぞれが
特定の種類のデータに特化したもの
で、複数種類のデータを横断した意味理解は実
現していません。本研究では、音の認識と画像
の認識に共通して有効なニューラルネットワー
クモデルを構築し、その事前学習手法の研究を
実施することで、データの種類を横断した汎用
的な学習方式の確立を目指します。

井上 中順 東京工業大学 情報理工学院 准教授
東京工業大学 情報理工学院 助教

データ大統一に向けたマルチモーダ
ル事前学習

大量の文書が実社会に蓄積され続け
る中、文書からの知識抽出を容易に
する生成型要約の確立が要請されて
います。しかし、従来法は大量の見
本の要約を要するために、実用化が
乏しいのが現状です。本研究は文書が有する談
話構造やトピック構造などの階層構造に着目し、
見本なしに要約を生成する手法を開発します。
特に単一文書における教師なし要約生成手法は
従来提案されておらず、自動要約の実用化に貢
献することを目指します。

磯沼 大 東京大学 大学院工学系研究科 特任助教
東京大学 大学院工学系研究科 大学院生

談話構造に基づく教師なし生成型要
約

ネットワークを有する大規模なダイ
ナミカルシステムに対し，省エネル
ギーの観点から高効率な制御を可能
にする時変ネットワーク構造を解明
します．そのために，従来のスパー
スモデリングのアイデアをシステムの制御技術
へと発展させ，「動的スパースモデリング」と呼
ぶ新たな数理的手法を提案します．社会的課題
への応用として，無人機からなるマルチエージ
ェントシステムの設計や，人流・交通流の制御
への展開を目指します．

池田 卓矢 北九州市立大学 国際環境工学部 講師
同上

大規模時変ネットワークの動的スパ
ースモデリング

現在のTDAには複数パラメータの情
報を有効に使えない・データの曲が
り方などの情報を捉えられないとい
う問題があります．これらの問題に
対して二つの新たな幾何的視点から
アプローチし，TDA理論の改良と実問題への適用
を目指します．1. 層理論を用いて複数パラメー
タが持つ情報を捉える指標を定義します．2. マ
グニチュードホモロジーに基づく点群データ解
析手法を構築します．

池 祐一 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
（株）富士通研究所 人工知能研究所 研究員

幾何的アプローチによる革新的なデ
ータ解析の研究

財産分割, タスク割当, オフィス割
当など私たちの日常生活のあらゆる
場面において, 公平な資源配分を行
う必要があります. しかし, 財の分
割可能性が仮定できない場合, 妬み
のない配分である無羨望配分は必ずしも達成す
ることはできません. 本研究では，そのような不
可分財の公平配分問題について,できる限り妬み
を抑える近似的な公平性と社会的な最適性がど
のような状況でバランスがとれるのかを解明し
ます.

五十嵐 歩美 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 東京大学特別研究員

How to cut a discrete cake fairly?（不可
分財の公平な分け方）
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プログラムの部分的な変更はプログ
ラミングでは頻繁に行われますが、
それでもプログラム全体の実行結果
が保たれることを定式化する概念が
文脈等価性です。本研究では階層的
グラフの書き換え系という数理モデルを用いて
文脈等価性の証明手法を確立し、その部分的な
自動化を試みます。特に個々のプログラミング
言語に依らない一般的な手法を与えることで、
言語機能の変更による文脈等価性への影響の統
一的な分析を可能にします。

室屋 晃子 京都大学 数理解析研究所 助教
同上

階層的グラフの書き換え系での文脈
等価性証明支援

深層学習では、全学習データを固定
長ベクトルで表現する必要がありま
す。
しかし、3Dセンサから得られる点
群データはノイズや欠損を含みやす
く、頂点数も物体ごとに異なるため、DNNでは直
接扱えません。そこで、点群データをDNNに適し
たメッシュモデルで再記述する、Denois ing &
Mesher DNNの構築を目指します。これにより、高
品質の学習データを手軽に取得でき、3次元物体
認識の精度向上が期待できます。

宮内 翔子 九州大学 システム情報科学研究院 助教
同上

高精度3次元物体認識を実現する
Denoising & Mesher DNNの構築

細胞は周囲の力学環境を感知しその
振る舞い（増殖・分化・アポトーシ
スなど）を大きく変えることが知ら
れ，細胞と力学の因果を明らかにす
るメカノバイオロジーの研究分野が
注目を集めています．本研究では機械学習を用
いることにより細胞の顕微鏡画像から細胞の収
縮力を測定できるシステムの構築を目指します．
細胞収縮力の高速計測を可能にし，次世代メカ
ノバイオロジー研究をサポートする計測プラッ
トフォームを構築します．

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

機械学習による細胞力学環境の計測
プラットフォーム構築

これまでのモンテカルロサンプリン
グでは複数の計算機を使って並列に
計算したとしても、互いのサンプル
の位置に関しての情報を陽に使わな
いため、位相空間の探索が必ずしも
効率的に行われてこなかった。この問題に対し、
サンプルの更新の提案分布の計算を行う際に、
サンプル同士の相互作用を導入することでサン
プル同士が相関を持つようにし、位相空間の効
率的探索を可能にする新たなモンテカルロ法の
開発を目指す。

二見 太 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
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 大学院生

相互作用系を活用したサンプリング
手法の開発

本研究提案では，動的システムのイ
ンパルス応答モデルをデータから構
築することを目指します．このモデ
ル構造はパラメータ数が多く多様な
システムを近似できる一方，解釈や
説明が容易です．最大の問題はデータが少ない
場合への対応であり，そこが本提案の主たる研
究内容になります．本提案では，対象に関する
周波数領域での定性的な事前知識を正則化へ変
換して利用し，少データ問題に対応する方法を
確立することを目指します．

藤本 悠介 北九州市立大学 国際環境工学部 准教授
北九州市立大学 国際環境工学部 講師

周波数領域の事前知識を用いた動的
システム推定

裁判、広告、選挙活動、ロビイン
グ、オークションなど、社会のさま
ざまな現象が、説得としてモデル化
できます。説得のためのアルゴリズ
ムは、こういった現実の問題に応用
される可能性を秘めていますが、これまであま
り研究されてきませんでした。本研究課題では、
説得の実応用への基礎を築くことを目指し、最
適化や機械学習で蓄積された技術に基づいて、
未知の受け手を説得するためのアルゴリズムの
開発に取り組みます。

藤井 海斗 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

未知の主体を説得するためのアルゴ
リズムの研究

本研究では、輝度・色度変調光を用
いて映像に情報を埋め込む情報投影
技術を用いて、投影対象となる触覚
提示デバイスをこの光情報で制御す
ることで、映像に対して時間的・空
間的によく整合した触覚重畳技術を創出します。
これにより、デバイスを身体に装着する系と環
境に埋め込む系の双方について、時間的・空間
的に高度に融合した視触覚提示を、任意の映像
投影環境に対して適用・拡張可能な形で実現し
ます。

平木 剛史 筑波大学 図書館情報メディア系 助教
大阪大学 大学院基礎工学研究科 招へい研究員

情報投影と投影対象最適化による視
触覚重畳提示

1980年代純粋数学において自由確率
論が創出された. 高次元統計モデ
ル・ランダム行列を効率的に扱える
ことから, 無線通信や深層学習など
の革新的な情報科学へ広がりつつあ
る. 本研究では, 高次元統計モデルたる深層学習
の自由確率論を基盤とした透明な理解という問
題を通じ, 従来の確率統計学の適用だけでは見え
てこなかった新たな地平を追究する. 主に自由
確率論に基づく深層学習の理論解析を狙う.

早瀬 友裕 富士通（株） 富士通研究所 研究員
（株）富士通研究所 人工知能研究所 研究員

自由確率論による深層学習の研究

本研究では，我々がある概念の学習
可能性を証明するという行為の計算
論的な困難さの解析，及びそれに向
けた，新しい理論の構築を目指しま
す．学習可能性の証明困難さを扱う
アイデアとして，学習可能性を学習概念クラス
の性質として捉え，その証明を学習概念クラス
の性質判定問題の一種であるメタ学習問題とし
て定式化することで，その困難さについて，多
項式階層や対話証明系などの既存の計算複雑さ
の理論との関係性を解析します．

七島 幹人 東京工業大学 情報理工学院 大学院生
同上

効率的な学習可能性の証明困難さに
関する研究

生命は変動する環境で生き残るた
め，経験から学習すると同時に，自
然選択を活用しています．前者は学
習理論や強化学習，後者は進化計算
や粒子フィルタなどを動機づけ，情
報学でも重要な対象となってきました．しかし
この学習は，その方法や，自然選択との連関な
ど，生物学・情報学双方で未解決な問題が多く
残されています．本研究は，増殖系と隠れ Mar-
kov モデル（HMM）の対応から，問題の解明を目
指します．

中島 蒼 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

増殖系と隠れMarkovモデルの対応に
基づく学習の考察

本研究は，機械学習の分野において
重要な分布族の理論に，表現論の立
場からアプローチするものです．正
規分布族やガンマ分布族などの"良
い"指数型分布族を統一的に扱う枠
組みを目指します．そこで，表現論を用いて等
質空間上の指数型分布族を系統的に生成する手
法を提案しました．この手法により得られる重
要な等質空間上の分布族を決定し，近年機械学
習分野で重要性を増している負曲率等質空間上
への分布族の応用を与えます．

東條 広一 理化学研究所 革新知能統合研究センター 特別研究員
理化学研究所 革新知能統合研究センター テクニカルスタッフ I

等質空間上の調和指数型分布族とそ
の応用

幾何学的群論の手法を用いて、理論
コンピュータ科学と強い関連を持つ
マルコフ連鎖の研究を行います。例
えば、有限状態マルコフ連鎖の混合
時間などの基本的な問題を扱いま
す。数学的に高度な手法が要求される問題に対
して具体的な研究を行っていくのが目的です。

田中 亮吉 京都大学 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

幾何学的群論とマルコフ連鎖の計算
論的研究

ロボットの実応用が期待される現代
において、タスク遂行能力とその動
作保証が重要です。本提案では訓練
データ領域外の未定義動作を扱うた
め、安定的な出力を加える最適制御
器を参照した学習を行う構造をRNNに組み込みま
す。理論保証された引き込み動作とタスク動作
を切り替えるポイントをRNN内部に設計すること
で、復帰動作を実現します。最終的にはロボッ
トによるタスク生成に適用し、その成功率を評
価します。

鈴木 彼方 富士通（株） 富士通研究所 研究員
（株）富士通研究所 人工知能研究所 研究員

モデルベースト制御による理論保証
を伴う深層学習ロボットの研究

持続的な地下エネルギー資源の開発
デザインのために、流れの計測デー
タを用いて複雑な岩石内部のき裂構
造を推定するデータ駆動型の逆解析
手法を提案します。信頼性の高い学
習データの収集には、3Dプリンタを活用した複
雑き裂構造の作成と流動実験、ならびに多数の
シミュレーションを実施します。複雑な岩石き
裂構造は、パーシステントホモロジーを用いて
定量化し、計測データとの相関性を評価する機
械学習モデルを開発します。

鈴木 杏奈 東北大学 流体科学研究所 准教授
東北大学 流体科学研究所 テニュアトラック助教

地下資源開発に資する「流れ」と
「構造」の逆解析

読解問題を解くのに必要となる能力
がラベル付けされた機械読解データ
セットを構築することで、システム
の性能について精緻な評価指標を与
えます。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新たに提案します。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
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

言語理解の能力に基づく機械読解ベ
ンチマークの構築
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本研究では、代数幾何・計算代数で
発展してきた非線形な数学をデータ
ドリブンな計算代数幾何として刷新
した新たな学問領域を立ち上げ、機
械学習をはじめとした現代の応用情
報科学の「観測からの学習」というフレームワ
ークに応用可能にします。データドリブン計算
代数幾何では従来の記号的計算は排除され、デ
ータ上での振る舞いに着目した効率的な数値計
算で代数計算が実現されます。

計良 宥志 千葉大学 大学院工学研究院 助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任研究員

データドリブン計算代数幾何

統計的機械学習とは得られた観測デ
ータからデータの背後に潜む確率的
な規則や有用な情報を発見する数理
技術です。所望のデータを完全に得
られない、あるいは部分的な観測し
か得られない場合でも有効かつ頑健な統計的機
械学習法の開発は未だ挑戦的な研究課題の一つ
です。本研究提案はそのような限られた情報に
基づく統計的機械学習法の理論構築に向けて、
数理最適化理論および統計学的観点の両側面か
らの解決法の提案と理論解明を目指します。

黒木 祐子 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

限られた情報に基づく統計的機械学
習と数理最適化アルゴリズムの開発

曲面の写像類群の擬等長分類問題を
解決することを目指します。特に向
き付け不可能曲面に主眼を置き、向
き付け不可能曲面の写像類群の直角
アルティン部分群の決定とその擬等
長埋め込み性の判定、そして向き付け不可能曲
面の写像類群と向き付け可能曲面の写像類群の
擬等長性を解明します。更に、曲面の写像類群
と擬等長写像をそれぞれ機械学習へ応用するこ
とに挑戦します。

久野 恵理香 大阪大学 大学院理学研究科 助教
同上

写像類群の擬等長分類と機械学習へ
の展開

整数計画問題は生産計画・人事・物
流・金融・スポーツ・娯楽などにお
ける最適化問題の解決に利用されて
います。一方で、整数計画問題に対
する現状の解法は、取り扱えるデー
タ量や適用できる場面が限られているため、よ
り高速かつ汎用的な解法が必要とされています。
本研究では、解の演算不変性という解の対称性
を一般化した概念を用いることで、整数計画問
題に対する高速かつ汎用的な解法を開発するこ
とを目指します。

木村 慧 九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授
埼玉大学 大学院理工学研究科 助教

演算不変性を用いた整数計画問題の
アルゴリズム開発

群れを成すマイクロロボットに関し
て広く研究が進められています。こ
うした研究の目線の先にはプロセッ
サや無線通信回路の搭載による協調
処理の実現があるものの、回路ハー
ドウェアのサイズや消費電力が障壁となってい
ます。本研究では、低消費電力なプロセッサ、
無線通信・給電回路の単一微小チップ上への集
積を試みます。従来にない小型・細粒度なマイ
クロロボット群で構成される形状自在情報デバ
イスの実現を目指します。

門本 淳一郎 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

微小チップ群を埋め込んだ形状自在
情報デバイスの研究

幾何学的な観点による群の分類を視
野に入れ、様々な群の非正曲率性の
整理・統合を目的として研究を行い
ます。特に、Artin群と呼ばれる群を
題材に、様々な非正曲率性を調べま
す。また、群の非正曲率性と関連するアルゴリ
ズム的性質に注目し、暗号理論への応用を目指
します。

加藤 本子 琉球大学 教育学部 准教授
愛媛大学 大学院理工学研究科 特定教員（助教）

幾何学的手法による群の分類と暗号
理論への応用

既存の有限幾何ネットワークの剛性
理論を周期的な幾何ネットワークに
拡張し、分子結晶の構造解析理論を
構築します。また一般大域剛性の組
み合わせ的な特徴づけを研究し、座
標計算を伴わない高速なアルゴリズムを設計し
ます。さらにこれらの解析手法を彩色数や接吻
数の計算に用いることを試みます。

大場 亮俊 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

距離制約をもつ離散構造に対する解
析理論の構築

ロボットを動的な環境や未知の環境
下で自律させる技術は、未だ多くの
課題が残されています。本研究で
は、神経反射の重ね合わせに基づい
た、包摂アーキテクチャと呼ばれる
本能的な知能の構成法に注目します。リーマン
幾何学を用いて、これまで困難であった包摂ア
ーキテクチャの振る舞いの解明に挑戦し、理論
に保証された体系的な設計・利用を目指します。
等身大のヒューマノイドロボットを用いて検証
を行います。

大西 祐輝 東京工業大学 工学院 大学院生
同上

リーマン計量の合成による包摂アー
キテクチャの構成

持続的成長可能な社会の実現に向け
て、熟練者の技術継承・技能伝承が
課題とされています。本研究では、
模倣AIによってスキル獲得を行うこ
とによる「暗黙知」の形式化を目的
とします。一人称視点映像を利用したデータ駆
動型学習により行動認識モデルを構成し、強化
学習・模倣学習の枠組みを利用し、生成的に熟
練者行動を再現する模倣エージェントを構成し
ます。こうした認識と生成プロセスの両輪から
人間の行動理解を試みます。

大川 武彦 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
東京大学 大学院学際情報学府 大学院生

模倣AIエージェントによる人物行動
理解

自然言語理解により教材の内容を解
析し、得られる学習効果や種々のリ
スクを推定して、学習者の能力を安
定的に向上させる教材を推薦する数
理モデルを研究開発します。これに
より、講義のように学習者の前提知識が揃って
いない状況でも、システムが推薦した教材を学
習者に学習させるだけで、体系的な教育を行え
ると期待されます。自習による学習者の到達水
準を飛躍的に向上させ、教育の形を変えること
を目指します。

江原 遥 東京学芸大学 教育学部 講師
静岡理工科大学 情報学部 講師

教材内容理解に基づく教育の形を変え
る安定的な教材推薦技術基盤の創出

教師あり学習におけるベイズ誤差と
は、与えられた問題に対する予測誤
差の下限のことを指します。本研究
では、ベイズ誤差を推定するための
技術に取り組みます。また、ベイズ
誤差推定を通して過剰適合を発見することや、
正則化手法の研究も行います。

石田 隆 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 講師
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 大学院生

ベイズ誤差推定及び正則化手法の研
究

本研究は、近年の非線形な力学系と
機械学習やデータ解析分野で注目を
集めつつあるKoopman作用素を主眼
とし、データ解析を見据えた
Koopman作用素の理論的基盤の構築
を目的としています。そのために、解析学の諸
分野で発達している関数空間論的視点を導入し
てKoopman作用素と関数空間、そして、力学系と
の関係性を明らかにし、また一般化スペクトル
理論を導入してその計算手法の確立を目標とし
ます。

石川 勲 愛媛大学 データサイエンスセンター 准教授
愛媛大学 データサイエンスセンター 特定助教

データ解析を見据えたKoopman作用
素の包括的な理論研究

実行時コンパイラのほとんどは実行
履歴単位かメソッド単位のコンパイ
ルを行います。前者は深い関数呼び
出しや実行時分岐の多いプログラム
に効果的な一方、後者は平均的に良
い性能を発揮します。本研究の目的は、高速で
汎言語な次世代実行時コンパイラの開発です。
具体的には、2つの方式を使い分けられるハイブ
リッド型の実行時コンパイル機構を、あらゆる
言語に対して適用できるフレームワークとして
実現します。

伊澤 侑祐 東京工業大学 情報理工学院 大学院生
同上

汎用性と高性能を両立するハイブリ
ッド型実行時コンパイラ

テキスト中の数式にはさまざまな曖
昧性があります。また、一般に数式
と周辺テキストは互いに補完的な役
割を果たしているため、両者の解析
は統合的に進める必要があり、科学
技術文書の解析技術は未だ発展途上です。本研
究では特に、数式内における最小の単位である
トークンに焦点を当て、数式内のトークンをそ
れぞれの参照する数学概念（意味）と紐付ける
タスク「数式グラウンディング」の自動化を目
指します。

朝倉 卓人 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

数式と自然言語の統合的解析による
学術文献理解の研究

量子コンピュータは現在利用されて
いる暗号を解読するとされていま
す。そこで、その解読に耐えうる耐
量子計算機暗号の研究や標準化が世
界的に進行しています。しかし、こ
れらの暗号は安全性解析がまだ不十分であり、
効率面にも課題があります。本研究は、主に整
数論の観点から楕円曲線を用いた耐量子計算機
暗号の研究を進め、これら課題解決への貢献を
通して、来るべき量子情報社会における人々の
安心・安全の実現を目指します。

相川 勇輔 三菱電機（株） 情報技術総合研究所 研究員
同上

楕円曲線を用いた耐量子計算機暗号
の安全性解析と高効率化
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物理情報システムのシステマティッ
クな品質保証手法(SafeCPS)には、厳
密数理モデルに基づくSafeCPS1.0や
探索的手法に基づくSafeCPS2.0があ
りますが、それぞれ実用性や安全性
の説明(安心)に課題があります。本研究では近似
数理モデルに対するSafeCPS1.0の数学的解析と
SafeCPS2.0の探索的手法を組み合わせることで、
実用性と安心の両立(SafeCPS3.0)を図ります。

和賀 正樹 京都大学 大学院情報学研究科 助教
総合研究大学院大学 複合科学研究科 大学院生

近似的数理モデルによるCPSの動的
安全機構

ウェアラブルセンサを用いた行動認
識技術の応用として、工場や物流倉
庫などにおける作業員の方のモニタ
リングが検討されています。モニタ
リングの実現には、作業工程という
複数の基本動作で構成される「複雑行動」を、
少量の学習データで認識することが必要です。
本研究では時系列信号の画像表現を活用し、デ
ータの短期・長期的依存関係を事前学習するこ
とで、複雑行動のFew Shot セグメンテーション
の実現を目指します。

吉村 直也 大阪大学 大学院情報科学研究科 大学院生
同上

時系列信号の画像表現を用いた複雑
行動認識

単語ベクトルを基盤とした手法の発
展により自然言語処理は著しい進化
を遂げました。しかし文など単語よ
りも大きな単位のテキストの表現や
比較方法は確立できておらず、言語
処理システムの致命的なエラーの感知すら難し
い状況です。本研究では単語ベクトルの持つ幾
何学的情報を言語学的情報に帰着させ、さらに
最適輸送を足がかりとして文に含まれる情報の
差に鋭敏な文類似性尺度を構築することでこの
問題の解決を目指します。

横井 祥 東北大学 大学院情報科学研究科 助教
同上

言葉が埋め込まれた空間の形と言葉
の意味の接続

深層学習でのEnd-to-Endのメディア
変換は、探索的なデザインプロセス
との親和性が低く、創作目的ではあ
まり用いられていません。本研究で
は、明示的で直感的なパラメータの
編集によって代替するためのフレームワークの
確立を目指します。これにより、創作支援シス
テムの開発や新たなデザインプロセスの導入に
も繋がることが期待できます。

矢倉 大夢 筑波大学 理工情報生命学術院 大学院生
筑波大学 大学院システム情報工学研究科 大学院生

創作支援のための知覚的スタイル模
倣フレームワーク

周期／非周期分離制御研究は、制御
工学分野において単一的に取り扱わ
れてきたシステムの状態へ周期／非
周期視点を導入し、周期状態と非周
期状態で構成される周期／非周期状
態として状態を再定義します。本定義に基づき、
分離した状態制御および情報解析を実現する
【A】最適周期／非周期分離フィルタの理論構築
【B】ロバスト周期／非周期分離制御の理論構築
【C】周期／非周期インタラクティブロボット開
発・実装を遂行します。

村松 久圭 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 助教
慶應義塾大学 理工学部 学振特別研究員（PD）・訪問研究員

周期／非周期分離制御の開拓

数論幾何学の中心的研究対象である
志村多様体の研究と数理科学分野、
特に暗号理論への応用研究を行いま
す。具体的には数論的に重要な
Kudla予想のノンコンパクト志村多
様体への拡張及び志村多様体の分類理論という
新たな研究領域の開拓を行い、代数幾何学を中
心に他分野に新規的な研究手法を与えます。ま
た代数曲面暗号を高次元化し、耐量子暗号の候
補となる志村多様体暗号を開発し、純粋数学と
数理科学分野の融合を図ります。

前田 洋太 ソニーグループ（株） ,R&Dセンター 研究員
京都大学 大学院理学研究科 大学院生

Kudla予想の解決及び志村多様体の研
究と暗号への応用

機械学習の手法は「平均的な性能の
最適化」を主な学習原理としていま
すが、これによって明確な価値判断
が暗黙の裡に下されています。本研
究では、期待損失をスペシャルケー
スとした新しい評価基準クラスを構築し、任意
の基準の下で正常に効率よく作動する学習アル
ゴリズムを開発し、性能解析します。評価基準
をAI利用者に操作させることで、恣意的な試行錯
誤が減り、プロセス全体の透明化が進むための
仕組みの土台を築きます。

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

柔軟な価値観を持つ機械学習のアル
ゴリズム開発と性能保証

日常環境で人と共存しながら活躍す
るロボットには、人通りの多い空港
やビル、繁華街といった無秩序に多
くの人が集まる雑踏空間での、周辺
環境の頑健な認識が不可欠です。本
研究ではこのようなロボットの実現を目指し、
最小限の事前情報で、雑踏音環境を精緻かつリ
アルタイムに認識できる雑踏ロボット聴覚を開
発します。特に「雑踏音環境を統一的に扱う時
空間深層ベイズモデル」をコアに、実用に耐え
るロボット聴覚を目指します。

坂東 宜昭 産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 主任研究員
産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 研究員

統計的時空間モデルに基づく雑踏音
環境マッピング

粘土は可塑性、粘着性を持ってお
り、任意の立体形状を簡単に作るこ
とができる優れた材料です。しかし
造形途中に実時間で粘土の形状を捉
え、形状データに基づいた造形支援
は困難であるという問題があります。本研究で
は、粘土に測位可能な無線センサを複数埋め込
むことで、造形のプロセスを妨げずに粘土の立
体形状を捉える技術の実現を目指します。また、
それを用いた造形支援技術およびインタラクシ
ョンを提案します。

韓 燦教 東京大学 大学院情報学環 助教
東京大学 大学院情報理工学系研究科 学振特別研究員（PD）

埋め込み型無線センサを用いた立体
形状計測

剛体折り紙は「使用時に展開させ非
使用時に小さくする操作が容易にで
きる」という性質から大スケールな
構造物への応用が期待されている一
方、作製や組み立てが容易でないと
いう課題があります。本研究では、ユーザの所
望の3Dモデルから、紐を用いて簡単に組み立て
可能な剛体パネルでできた展開図を生成する手
法を開発し、大スケールで収納性の高い剛体折
り紙構造物を、誰でも簡単に設計・作製できる
システムを実現します。,,,

野間 裕太 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
同上

大スケールかつ展開可能な折り紙構
造のファブリケーション手法

キーワード検索など、私達の日常に
浸透している技術には、文字列デー
タ処理が利用されています。効率的
な文字列データ処理技術の開発に
は、文字列データに内在する構造や
性質への理解が必要不可欠です。そのような構
造の中に、文字列の辞書式順序に基づいた構造
があります。本研究では、辞書式順序の変化が
もたらす文字列構造の性質解明を行います。ま
た、それらの知見を応用した新たな文字列デー
タ処理法の構築を行います。

中島 祐人 九州大学 大学院システム情報科学研究院 助教
同上

辞書式順序に基づいた文字列データ
処理法の構築

量子論の基礎研究の方法の一つとし
て“漸近的幾何解析”(AGA) を用い
る方法があります。AGA とは、高
次元空間内の凸体の幾何的性質を調
べる分野です。特に、近年では凸体
よりも広いクラスである対数凹な確率測度が重
要な研究対象です。本研究では、最適輸送理論
と情報理論の導入により、対数凹な確率測度の
幾何的側面を発展させることを目指します。こ
れは将来的に量子論の基礎研究に応用されるこ
とが期待されます。

辻 寛 大阪大学 大学院理学研究科 大学院生
同上

量子論基礎にかかる高次元バナッハ
空間の幾何学的研究

埋め込み表現のパラメータ数削減の
ために、語彙数に依存しないパラメ
ータ数で表現することを目指しま
す。具体的には、ランダムベクトル
を埋め込み表現として各語に割り当
て、さらに、小規模なフィードフォワードニュ
ーラルネットワーク、あるいはベクトルを用意
し、これと組み合わせることで表現力を向上さ
せます。翻訳や要約生成など自然言語処理の応
用タスクにおいて、通常の埋め込み表現と同程
度の性能が達成可能か検証します。

高瀬 翔 東京工業大学 情報理工学院 助教
同上

ランダムベクトルを用いた軽量な埋
め込み表現の構築

遠隔地の人と会話を行いつつ、時に
は周囲の人と会話をするというオン
ライン会議の形態ができつつありま
す。これに伴い、ユーザはオンライ
ン話者とオフライン話者の音声の中
から、興味のある内容だけの聞き取りに集中で
きることの重要性が増しています。本研究では
カクテルパーティ効果に着目しその効果を享受
しやすい音声処理を提案し、オンライン話者と
オフライン話者の音声の選択的聴取をしやすく
するシステムを実現します。

高木 健 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

カクテルパーティ効果に着目したオンライン
話者とオフライン話者の選択的聴取の支援

タスクやドメインに応じて多種多様
な設定の機械学習問題が提案されて
いますが、各問題に対して「個別
に」理論解析を行うのは非常に大変
です。本研究では、多様な学習問題
を可能な限り「まとめて」別の学習問題へ帰着
する枠組みを考えます。これにより、タスクや
ドメインを超えた「統合的な」理論解析が可能
となります。まず、マルチインスタンス学習と
呼ばれる学習問題への帰着を足がかりとし、帰
着の枠組みの一般形を究明します。

末廣 大貴 九州大学 大学院システム情報科学研究院 助教
同上

学習問題の統合的帰着
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「ハイパーパラメータ値やデータ前
処理方法を何通りも試し、実験的に
最良の値や方法を見つける」という
取り組みは、機械学習システムの開
発において一般的です。本研究で
は、このような機械学習における試行錯誤を効
率化する自動キャッシュ技術の開発に取り組み
ます。開発した技術は Jupyter Notebook 拡張とし
て実装し、実用できる形で公開予定です。

中丸 智貴 東京大学 大学院総合文化研究科 助教
同上

試行錯誤を効率化するJupyter Note-
book拡張

逐次的意思決定問題とは、逐次的に
得られる情報をもとにユーザがある
種の意思決定を行う数理モデルのこ
とです。近年では、意思決定の際に
大量の行動の選択肢が得られ、手に
入る情報の多様化が進んでいます。しかし、既
存の理論的な性能が担保された方策は、現実的
な設定において本質的に実行が困難であり、さ
らに、数値的性能が低いことが知られています。
そこで本研究ではこれらの問題が解決された方
策の考案を目指します。

土屋 平 京都大学 大学院情報学研究科 大学院生
同上

高速かつ高性能な広範にわたる逐次
的意思決定問題の方策開発と解析

ノイズや欠損を伴うような不完全な
データから、物理ダイナミクスを高
精度にシミュレーション可能な深層
ニューラルネットのベイズ学習法の
確立に挑みます。ハミルトン力学で
は、ダイナミクスは相空間上の軌跡として表さ
れます。本研究では、不完全データからの学習
を実現するために、相空間上におけるデータの
確率的生成モデルを新たに考案し、それに基づ
く学習アルゴリズムの導出、および、計算機実
験による検証を行います。

田中 佑典 日本電信電話（株） NTT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） NTTコミュニケーション科学基礎研究所 研究員

物理現象を再現する深層ニューラル
ネットのベイズ学習法

プログラミング言語分野では、型と
命題、プログラムと証明の間に成り
立つ対応関係が古くから知られてい
ます。本研究では、この対応関係に
基づいた音楽自動生成ツールを開発
します。アイディアとしては、作曲規則を型と
して表現し、プログラム合成器を用いて型が付
く音楽を合成します。これにより、理論的な正
しさが数学的に証明された音楽を自動生成する
ことが可能になります。

叢 悠悠 東京工業大学 情報理工学院 助教
同上

型理論に基づく音楽自動生成ツール
の開発

正則可測性は「正則言語で極限的に
近似可能」という自然な概念であ
り、数学的にもカラテオドリ条件と
呼ばれる測度論の言葉を用いて自然
に特徴づけることができます。本研
究では、まず正則言語の局所多様体Cに対し「C
可測な正則言語全体」の構造を明らかにし、そ
の上で「正則可測な文脈自由言語全体」などの
より上位の言語クラスの可測性の理論に発展さ
せます。また、正則可測性という概念の他分野
への応用可能性についても考察を行います。

新屋 良磨 秋田大学 大学院理工学研究科 助教
同上

測度論的な概念を用いた形式言語理
論への新たなアプローチ

本研究では三次元積層SRAMを用い
た高効率なAI推論処理アーキテクチ
ャを研究します。積層SRAMの低レ
イテンシ性やランダムアクセス性を
積極的に活用し、プルーニングされ
たスパースなAIモデルでも効率良く処理できるア
ーキテクチャの実現に挑戦します。ICの三次元
集積とAIのプルーニングという集積回路技術とア
ルゴリズムの協調によってポストムーアでもス
ケール可能な次世代コンピューティングの創造
を目指します。

柴 康太 東京大学 大学院工学系研究科 大学院生
同上

積層型AIチップの低電力高効率アー
キテクチャ

本研究では、代数的手法などをもと
に、圧縮センシングにおいて重要と
なる、square-root bottleneckを超える
RIP行列の明示的構成を行います。
また、先行研究や代表者らによって
与えられた結果を踏まえ、構成した行列のRIPの
評価をもとに、擬ランダム性の研究、Ramsey理
論、加法的組合せ論といった組合せ論的な研究
分野における問題に統一的にアプローチします。

佐竹 翔平 明治大学 総合数理学部 助教
熊本大学 大学院先端科学研究部 特別研究員

Square-root bottleneckを超えるRIP行
列と関連する組合せ論

本研究では、大きくモデリングとア
ルゴリズムの両面から混合整数半正
定値最適化問題を効率的に解く枠組
みを開発します。まず、解きたい問
題を整数格子上で凸関数を最小化す
る問題に書き換えるモデリング技術を開発しま
す。続いて、再定式化した問題を解く切除平面
法を設計し、問題の疎性を活用した計算により
切除平面法全体の計算量を削減し、大規模問題
に対しても高速で動作する解法を設計します。

小林 健 東京工業大学 工学院 助教
富士通（株） 富士通研究所 研究員

大規模混合整数半正定値最適化問題
に対する効率的汎用解法の開発

複雑な紐状物質の構造やその構造と
物質との関係性を解明することが本
研究の目的です。そのため、様々な
紐状物質に対して適用できるような
トポロジカル指標を与えることを目
標としています。トポロジカル不変量や確率論
的手法を用いたトポロジーの基礎研究を行うと
ともに、応用研究へ向けた基礎の構築を目指し
ます。

小鳥居 祐香 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授
同上

トポロジーを用いた紐状物質の研究

一般に三次元形状データ間の類似性
を精密に評価する手法は、CADや物
理シミュレーション等の従来領域に
加え近年のデータ科学の著しい発展
によりその重要性を増しています。
本研究では幾何学的対象をSchwartz超関数として
捉え、三次元形状データ解析の新たな枠組みを
計算調和解析学を道具として低レベルの基本要
素から構築し、精度と効率性を兼ね備えた当該
分野における新しいスタンダートの確立を目指
します。

古賀 一基 京都大学 大学院理学研究科 特定助教
同上

計算調和解析学に基づく形状データ
解析の深化

本研究では列挙アルゴリズムの理論
と実用のギャップの要因である出力
数による計算コストの増加の解決を
目指します。列挙では少なくとも出
力数に依存した時間が必要です。出
力数は膨大なため、効率良い列挙でも膨大な計
算コストが必要です。そこで、本研究では出力
数を調整可能にするため、順序制約つき列挙に
着目します。これにより出力の網羅性と計算コ
ストのトレードオフを実現し、利便性の高い列
挙のための基盤技術開発を行います。

栗田 和宏 名古屋大学 大学院情報学研究科 助教
情報・システム研究機構 国立情報学研究所 特任研究員

順序制約付き極大部分集合列挙の基
盤技術開発

近年の機械学習の発展に伴い、機械
学習のアルゴリズムに対してプライ
バシー・公平性・安全性など様々な
要求が出てきています。確率的プロ
グラムや微分可能プログラムとして
書かれた機械学習のアルゴリズムの自動検証の
新しい手法を、(1)プログラム論理や篩型システ
ムなどの既存の自動検証を圏論的意味論を用い
て一般化し、(2)確率的プログラムや微分可能プ
ログラムに合わせた設定で具体化することで、
手法の獲得を目指します。

内藏 理史 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 特任研究員
総合研究大学院大学 複合科学研究科 大学院生

圏論と自動検証による機械学習の仕
様保証

音声対話システムの「人間らしさ」
を、ユーザのマルチモーダルなふる
まいから間接的に評価するモデルの
実現に取り組みます。ユーザのふる
まいが人間どうしの対話のそれにど
の程度近いかを参考とし、これを人間目標型評
価と呼びます。また、評価結果の根拠を説明す
ることができるモデルについても検討します。
最後に、この評価機能を音声対話システムへ実
装し、提案する評価方法の妥当性を対話実験に
より検証します。

井上 昂治 京都大学 大学院情報学研究科 助教
同上

マルチモーダルなふるまいに基づく
音声対話の人間目標型評価

IoT技術の発展に伴い、群ロボット
や交通システムなど、多数の要素か
ら成る大規模システムをいかに制御
するかが重要な課題になっていま
す。本研究では特に、システムの各
要素を所望の状態に効率よく制御・輸送する方
法を開発します。最適輸送・制御理論のアイデ
アを融合、発展させることで、その手法を構築
します。さらに、制御に用いるデータの不確か
さを陽に考慮することで、実社会での適用を可
能にすることを目指します。

伊藤 海斗 東京工業大学 情報理工学院 助教
京都大学 大学院情報学研究科 大学院生

制御・最適輸送理論の融合による大
規模系の制御法開発

本研究では、探索問題の側面から量
子計算と古典計算の間にある計算能
力の差を解明することを目指しま
す。探索問題の計算量理論は、経済
学や人工知能などの幅広い分野へ影
響を与えてきた研究分野です。これまで古典計
算の上で進められてきた探索問題の計算量理論
の知見を踏襲し、量子計算量理論へ拡張するこ
とで、量子計算量に対する新しい解析手法を開
拓することを試みます。

石塚 天 富士通（株） 富士通研究所 研究員
九州大学 大学院数理学府 大学院生

探索問題の計算量解析を量子計算へ
拡張する研究
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制約が非凸非平滑関数で表される制
約付き問題の研究は困難であり、始
まったばかりです。本研究では、機
械学習やシステム同定などの分野に
おける多くの重要な応用問題を含む
広いクラスの問題に対して、構造化された制約
付き最適化モデルを構築し、効率的な解法の開
発を目指します。

劉 田香 東京工業大学 情報理工学院 助教
同上

構造化制約付き最適化問題の効率的
な解法の開発と機械学習への応用

本研究では、木材の表面の画像から
内部構造を推定する手法を提案しま
す。次に、推定した内部構造を活用
するような、MATERIAL-AWARE イン
ターフェースを提案し、ファブリケ
ーションに応用します。このインターフェース
を使用すると、必要十分な木材の有効活用が期
待でき、よりスマートな材料の使用により、よ
り高品質の木製品を製作できます。

ラルスン マリア カタリナ 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

計算機による伝統木工支援 ／ Com-
puter-Assisted Wood Craft

量子暗号は、現在使われている暗号
と異なり、究極の秘匿通信を達成す
る暗号として実用化が期待されてい
ます。一方で量子計算は、古典計算
を凌駕する計算能力を秘めており、
近年では量子計算機のクラウド利用も始まって
います。本研究では、量子暗号通信の高効率化
や、クラウドの量子計算機を安全に利用できる
ようにする研究を行うことを通じて、現代の技
術で開発可能な装置を用いた高効率で安全な量
子情報処理の実現を目指します。

水谷 明博 三菱電機（株） 情報技術総合研究所 研究員
同上

現実的な装置を用いた情報理論的安
全な量子情報処理の実現

本研究では、心理物理学実験を通し
た随意運動と不随意運動の力発揮量
の人間知覚の数理モデル化と、筋電
気刺激に最適な筋肉上の部位を運動
中にも刺激できるようにする適応的
電極選択装置の開発を行います。また、両者を
組み合わせて、運動中に外部からのアシストや
運動介入があるにもかかわらずその介入を感じ
にくい、いわば運動介入を透明化するシステム
（運動誘導システム）の数理モデル・設計手法を
提案します。

松原 晟都 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生
同上

運動誘導システムモデルに基づいた
人間機械ダイナミクス

本研究では、適切な電気料金の設計
のために需要家の分散型エネルギー
資源（DER）への投資の経済性を分
析するためのモデル化法を開発しま
す。DERの運用に関する需要家の短
期的な意思決定とDERの新規導入に関する長期的
な意思決定のマルチスケール性を適切に扱う手
法を整備することで、直観的な感度分析が可能
となるようなモデル化法の確立を目指します。

星野 光 兵庫県立大学 大学院工学研究科 助教
同上

電気料金設計のためのマルチスケー
ルモデリング

本研究では、システム制御理論の可
到達性解析を確率動的システムに拡
張することに取り組みます。可到達
性解析は、システムが時間発展によ
って取りうる状態を解析する問題で
す。本研究では可到達性解析に最適輸送理論な
どの知見を取り入れ、システムが取りうる確率
分布の解析を可能にすることによって、確率的
に振る舞うシステムの高度な性能保証を目指し
ます。そして、深層学習に応用し、深層学習の
性能保証の実現を目指します。

星野 健太 京都大学 大学院情報学研究科 助教
同上

確率測度の空間上の動的システムの
可到達性の解析と深層学習への応用

ロバスト性と汎化性能は、誤予測リ
スクの低減を通した信頼性の高い機
械学習の実応用に必要不可欠な性能
です。しかし、これらはトレードオ
フ関係にあることが分かっており、
また、その理論的性質および緩和方法は、限定
的なモデル・タスク・汚染データ下での解明・
開発に留まっています。本研究では、より普遍
的なトレードオフの理論的メカニズムを解明し、
ロバスト性・汎化性能を両立する学習アルゴリ
ズムの構築を目指します。

藤澤 将広 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 大学院生
同上

ロバスト性と汎化性能を両立する機
械学習法の確立

End-to-End音声認識とは、音声から
テキストへのダイレクトな変換を深
層学習により実現する手法です。本
研究では、テキスト情報が有する
「文字」や「単語」といった言語の
構成単位に着目し、言語表現を階層的に組み上
げる音声認識モデルを構築することで、認識精
度のさらなる向上を目指します。本研究により、
音声から言語理解に有用な特徴の抽出が可能と
なり、音声対話といった音声理解システムへの
応用が期待できます。

樋口 陽祐 早稲田大学 大学院基幹理工学研究科 大学院生
同上

言語表現の階層構造に基づくEnd-to-
End音声認識の研究

振り付けなどの身体的な動作を学ぶ
際に動画を使うのはよく知られた手
段です。10秒前への巻き戻しや複数
の動画との見比べ等は動画学習環境
ならではの良さです。こうした特徴
を対面学習環境にも適用するために、対面者の
動作情報を編集可能にするソフトウェア技術の
開発を行います。「動画」と「対面」の各特徴を
活かしつつ実空間の時空間データである動作情
報とインタラクションできる情報環境を実現し、
有用性を示します。

濵西 夏生 東京大学 大学院学際情報学府 大学院生
東京大学 大学院学際情報学府 博士課程4年

動画による動作観察と対面した人間を観察する体験とのギャッ
プを埋めるローコストな時空間インタラクション技術の研究

深層学習による生成モデルは人が本
物と見間違うようなデータを生成す
ることが可能です。一方、人は稀少
な事例やデータ化が難しい事例を知
識として利用できます。本研究提案
はEnergy-based Modelと呼ばれる生成モデルに注目
し、人の知識を取り込むことで多彩かつ柔軟な
生成を行う生成モデルの開発、応用に取り組み
ます。

幡谷 龍一郎 理化学研究所 情報統合本部先端データサイエンスプロジェクト 特別研究員
東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生

Energy-based Modelによる人と相補す
る生成モデルの開発

混合音から各音源信号を抽出する音
源分離は、様々な音メディア処理シ
ステムの前処理として利用できま
す。汎用的に使用可能な音源分離を
実現するためには、標本化周波数な
どの後段のタスクで要求される様々な音響的条
件下でも頑健に動作する必要があります。本研
究では、深層学習モデルを信号処理の観点から
解釈することで、標本化周波数に非依存な層を
構築し、汎用的な音メディア処理用深層学習フ
レームワークの実現を目指します。

中村 友彦 東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任助教
同上

音メディア処理のための標本化周波
数非依存深層学習
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