
CREST研究総括：影山 龍一郎 
さきがけ研究総括：七田 芳則 

平成28年度 
CREST「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」 

さきがけ「生命機能メカニズム解明のための光操作技術」 
募集説明会 

本日の予定 
 

14:00～14:10 JSTの戦略的創造研究推進事業および 
         募集の要点説明／JST 
14:10～14:20 質疑応答 
14:20～14:40 CREST領域説明／影山研究総括 
14:40～15:00 さきがけ領域説明／七田研究総括 
15:00～15:30 質疑応答（後半は個別の質問に対応） 

・ お席は自由となっておりますが、出来るだけ前の方へお願いします。 

・ 会場内での写真撮影やビデオ撮影、録音などはお控えください。 
・ 携帯電話をマナーモードにするか、電源をお切りください。 
・ 本日の説明会資料および動画は、後日JSTのHPに公開いたします。 



平成28年度戦略目標 
「生命科学分野における光操作技術の開発と 

それを用いた生命機能メカニズムの解明」 

（達成目標） 

《文部科学省》 

 本戦略目標では、脳・神経科学分野とともに多様な生命科学分野を対象と

し、光操作技術を用いて生命現象の理解を目指す。また、技術開発におい

ては、物理学・工学・化学・情報科学等の異分野とも連携・融合し、光操作

技術を「生体の様々な機能を操作する汎用基盤技術」へと発展させることを

目指す。具体的には、以下の達成を目指す。 
 

① 生命機能を光によって自在に操作する基盤技術の確立 

② 光操作によって表出する機能の計測技術・解析技術等の開発 

③ 光操作技術を用いた多様な細胞・組織等の生命機能メカニズムの解明 

（東メモ）重要ポイ
ントを色づけ 
 

達成目標の数字（
カッコ）表記を、山
岸さんの次ページ
の〇表記に合わ
せた 



新領域の位置づけ 《JST》 

①基盤技術の 
 改良・開発 

②計測・解析 
 技術開発 

③生体機能解明 
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さきがけ「光極限」 
植田 憲一 総括 

CREST 
「次世代フォトニクス」 
北山 研一 総括  

さきがけ 
「光操作」 
七田芳則 総括 

CREST「オプトバイオ」 
影山龍一郎 総括 

生命科学の知的基盤が強化された社会 

《生命》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     《光》 
 
 



CREST  
 『光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用』 

（略称： 「オプトバイオ」） 
研究総括：影山 龍一郎（京都大学ウイルス研究所 教授） 

光操作技術の開発と応用 

様々な生命機能の高度理解と制御 

脳・神経系 免疫・シグナル伝達系 発生・癌等 動物以外への応用 技術開発 

＜研究領域の概要＞ 



CREST 「オプトバイオ」 影山総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針＞ 
期待される達成目標 
 
医療や生物生産分野での技術展開を見据えた、下記3本柱を設定。 
 

①超低侵襲で時空間分解能に優れた光操作技術 
 

②光照射による生命現象を組織から臓器、さらには個体全体を
視野に入れて観察する技術の開発 
 

③光操作技術を活用した生命機能の時空間解析と制御 
 
 
 
 
 
 

③生体機能解明 

①基盤技術の 
 改良・開発 

②計測・解
析技術開発 

※上記3本柱一体型の提案を推奨（チームを構
成頂く際、3本柱を全て網羅することを推奨） 
※ただし、全ての組み込みが困難な場合、①と
③、あるいは②と③の組み合わせとして、必ず③
の有用性を実証するチーム体制とする 



CREST 「オプトバイオ」 影山総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針＞ 
 
①超低侵襲で時空間分解能に優れた光操作技術の開発 

（現在の課題） 
・生体毒性：光源の生体毒性や遺伝子導入に伴うウイルス使用 
・到達性：  生体深部へのプローブ・ファイバー等の埋め込み 
 
 
（提案が期待される研究課題の一例） 
近赤外光を用いる光操作技術の開発 
ターゲット特異的遺伝子導入法の開発 
光操作可能な薬物のターゲット送達技術 
光受容タンパク質の導入・発現効率向上技術の開発 



CREST 「オプトバイオ」 影山総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針＞ 
 
②光操作による生体応答を組織から臓器、さらには個体全体を視野に入れて
観察する技術の開発 

（現在の課題） 
・局所性： 観察時、解像度や観察可能な範囲が限定 
 
 
（提案が期待される研究課題の一例） 
・光操作に伴う生体応答のリアルタイムイメージングや観察範囲
を拡大する技術 
・組織・臓器レベルから個体に向かうライブイメージングの実現 



CREST 「オプトバイオ」 影山総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針＞ 
 
③光操作技術を活用した生物機能の時空間解析と制御 

（現在の課題） 
・局所性： 操作や観察の範囲が限定的 
・統合性： 要素の統合的理解（システムズバイオロジー）の不足 
・応用範囲：脳神経が主流だが、免疫、発生、再生、がんなどに
加え、微生物などの多様な生命現象にも応用展開が必要 
 
 
（提案が期待される研究課題の一例） 
 時空間分解能を格段に高め、従来の観察範囲を拡げることに

より反応の全体像を解析する研究開発 
シグナル分子や転写因子等の多因子の光操作により、生命現

象の分子相関や動作原理を明らかにし、生命機能や病態の制御
を目指す研究開発 



CREST 「オプトバイオ」 影山総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針＞ 
３．提案に際してのチーム構成 
・3本柱を全て網羅することを推奨 
・ただし、3本柱の組み込みが困難な場合、①と③、あるいは②と③の組み合
わせとして、必ず③の有用性を実証するチーム体制とする 
 
４．その他の留意点 
 提案書類には、下記を明示頂くこと。 

・採択3年後・5年後の達成目標 
・終了後の成果の波及効果 
・研究費が３億円を超える提案は、その根拠を提案書に記載 
※研究費は年度ごとに見直すため、採択後、研究進捗に応じた増減あり 
 
５．他の研究領域との連携・協働について 
・他の関連する研究領域との連携推進を図る 
・関連学会や研究機関等との連携を促進する 



現状：我国の光遺伝学分野における個別研究のレベルは高いが、生命科学
的課題の解明に結び付ける融合的研究は米国が先行。 
 

将来：最先端技術の蓄積という日本の強みを生かしたチームを作り、光操作
技術を幅広い生命科学研究に応用・発展させる。 
 

 

  
  
  
 

 
 

  
 
 
 
 

         

光で生命機能を自在に操作する基盤技術の確立→将来の医療応用等に貢献 

eNpHR 3.0 

CREST 「オプトバイオ」 影山総括からのメッセージ 

抑制効率の改善 

NpHR eNpHR 2.0 

ハロロドプシンの細胞膜への発現効率の改善 

GPCR活性の 
光制御の実現 

Chrimson  Jaws 

様々な生物からの新規ロドプシンの単離 

Red-shifted 
チャネルロドプシン 

Red-shifted 
ハロロドプシン 

OptoXR 

オプトジェネティックツールの分子進化と新規探索の例 



現状：我国の光遺伝学分野における個別研究のレベルは高いが、生命科学
的課題の解明に結び付ける融合的研究は米国が先行。 
 

将来：最先端技術の蓄積という日本の強みを生かしたチームを 
作り、光操作技術を幅広い生命科学研究に応用・発展させる。 
 

チャネルロドプシンやハロロドプシン以外の光遺伝学の例 

 LOV domain (PA-Rac1, GAVPO, …) 
 CRY2-CIB 
 PhyB-PIF 
 

シグナル伝達や遺伝子発現制御への応用   iCeMS 2014 
 

 EMBO Practical Course 2016 
 
 
 
 

         

光で生命機能を自在に操作する基盤技術の確立→将来の医療応用等に貢献 

CREST 「オプトバイオ」 影山総括からのメッセージ 



さきがけ  『生命機能メカニズム解明のための光操作技術』 
研究総括：七田 芳則(京都大学 大学院理学研究科 教授) 

＜研究領域の概要＞ 
 
本領域では、光によって生体を制御する革新的な技術の開発を目的とします。このため、「操作」お
よび「観察」とそれらの技術を活用した「機能解明」の３つを領域の柱とし、異分野による連携、融合
による新しい生体機能制御技術の確立を目指します。 
 

 ★CREST： 
 
  ① 光操作技術の開発と応用によって、さまざまな生命機能の高度理解と制御を目指す。 
 
  ② 世界トップレベルの研究を展開する。 
 

 ★さきがけ： 
 
  ① これまでにない新奇の光操作技術を提案・開発し、その応用によって新たな生命機能の解析
を試みる。 
 
   ② 若手研究者の自由な発想を尊重し、将来のこの分野のinnovationを目指す。 
 
 



さきがけ「光操作」領域の概要 
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光観察 

機能解明 

光操作 



さきがけ 『光操作』 七田総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針 １．＞ 

 

 ★ これまでにない新奇の光操作技術を提案・開発し、その応用
によって新たな生命機能の解析を試みる。 

 

 

  生命科学における最近の技術革新 
 

蛍光タンパク質や小分子を用いた生体イメージング、 
遺伝子工学におけるゲノム編集技術、など 

 
 

Optogeneticsに代表される生体の光操作技術 
 
 

光感受性タンパク質の動作原理の理解に基づく 
新規・新奇な「光操作」技術 

 



さきがけ「光操作」領域の目標と背景 
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生体機能解明技術の弱点解消・最適化 
革新的な技術の創成 

最新の生体イメージング技術 
最新の遺伝子工学技術など 

光関連タンパク質の同定や関連因子の知見 
光感受性タンパク質の動作原理の理解 



さきがけ 『光操作』 七田総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針 ２．＞ 

 

 ★ 若手研究者の自由な発想を期待し、将来のこの分野の
innovationを目指す 

 

  革新的な生体機能制御技術の開発 
 

   生体機能を光によって操作する革新技術 

   光操作によって表出する生命現象を観察・計測・解析する技術 

   光操作技術の展開による新規な生命機能メカニズムの解析 
 

   生命科学、光科学、ナノテクノロジー、物理学、工学、化学、 

   情報科学の融合 
 

   既存の技術を凌駕する生体機能の革新的な制御技術 

    （生体内を非侵襲的に透過する電磁波や磁場） 



さきがけ「光操作」領域の具体的な課題（例） 
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②光操作によって表出する
生命現象を観察・計測・解

析する技術開発 

③光操作技術を活用した 
多様な生命機能メカニズムの解明 

光送達技術開発、光受容タンパク質
の設計・導入技術の開発、酵素活性
操作やシグナル伝達操作、遺伝子発
現操作、ゲノム編集操作、細胞内小

器官の生理機能操作などの技術開発、
既存技術を凌駕する生体機能の新た

な時空間制御技術の開発など 

生体の深部の機能を非侵襲的
に観察・計測する技術開発、光
による操作と同時平行で観察・
計測する技術開発、複数の種
類の観察結果を対応付ける解

析技術開発など 

脳神経系や発生・分化・再生・免疫・代謝系等のメカニズム
の解明、多様な生物を対象とする生命機能ネットワークの時

空間的な理解 

①生体機能を光によって 
操作する革新技術の開発 



さきがけ 『光操作』 七田総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針 ３．＞ 
 

 
選考基準 
 

① 光による操作・制御を実現・革新しようとする際の基本的な要素（分子設計・技術  
など）の新規性・独自性 

② 観察技術の局所から全身への展開 

③ 光による操作・制御を通じて解明しようとする生命機能メカニズムの科学的意義 

 

この基準を満たす個人研究の提案であれば、生命科学や光科学のみならず、

物理学・工学・化学・情報科学などの分野からの提案も歓迎します。 

 



さきがけ 『光操作』 七田総括 

＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針 ４．＞ 
 

応募にあたっての参考事項 
 

１．研究提案により「何が」可能になり、「どのような」生命機能の理解につながるのか。 

２．これまでの積み重ねの研究提案の場合、より挑戦的な研究計画をご提案下さい。 

３．予備的データや用いる実験手法の準備状況を提示してほしい。 

４．個体レベルの生命機能解明の提案や理論・情報の側面からの提案も歓迎します。 

 

領域運営においては、下記の領域とも連携します。 
 

 CREST「オプトバイオ」 

 CREST「次世代フォトニクス」 

 さきがけ「光極限」 

 国内外の学会や研究機関等 



さきがけ『光操作』 七田総括からのメッセージ 

光受容タンパク質に関する日本の 
基礎研究のレベルを信じよう 

シンポ・学会での発表に 
多くのヒントが隠されている 
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さきがけ『光操作』 七田総括からのメッセージ 

若手研究者の自由な発想を尊重し、 
将来のこの分野のinnovationを目指す。 

 これまでにない新奇の光操作技術を提案・開発し、 
その応用によって新たな生命機能の解析を試みる。 

若手研究者自身の新奇な研究・開発をサポートし、 
自身がcorresponding authorとなる 

研究成果を期待します。 


