
CREST研究総括 馬場 嘉信 
さきがけ研究総括 中野 明彦 

平成29年度 
CREST「細胞外微粒子に起因する生命現象の解明と 

その制御に向けた基盤技術の創出」 
さきがけ「生体における微粒子の機能と制御」 

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／馬場研究総括 
14:40～15:00 さきがけ領域説明／中野研究総括 
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29年度戦略目標 
「細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御」 

 《文部科学省》 

（達成目標） 
本戦略目標では、細胞外微粒子に対する生体応答機序の解明やそれに必要な技術

開発、微粒子の体内動態制御に向けた展開による、将来の医療や産業応用等に向

けた基盤研究を推進する。 

  サイズや物性の異なる内因性微粒子と外因性微粒子は、異なる研究コミュニティに

より研究されている。両分野が共通課題を共有し、融合するための土壌を創出するこ

とによって、これまで接点の乏しかった両者が互いの強みを強化・共有し、弱みを補う

ことでシナジー効果を生み出すとともに、分野融合的・集学的な研究に発展させること

を目指す。 

  具体的には、以下の達成を目指す。 

（1）細胞外微粒子の検出・分離・解析技術の高度化 

（2）細胞外微粒子を介した生体応答機序の解明 

（3）細胞外微粒子の体内動態制御に向けた展開 



達成目標 

制御技術への展開 

基盤技術創出 生命応答機序解明    

＜生体応答プロセス＞ 
①体内への取り込み又は形成過程 
②機能性付加又は機能性物質の内包体 
③組織・細胞への運搬 
④免疫応答やそれを回避する動態 
⑤細胞への取り込み 
⑥回収・分解 

＜検出・分離・計測・解析の基盤技術＞ 
・高効率分離・精製・回収技術 
・1粒子計測技術 
・1粒子イメージング技術 
・1細胞由来の細胞外微粒子の解析技術 
・部位特異的な細胞外微粒子の標識技術 
・内包物の網羅的機能解析技術 

＜体内動態制御＞ 
・新規材料開発による機能性分子の 
 生体内ターゲティング技術の開発  
・生体適合性の高い新規機能性材料の開発 
・免疫機構を利用した有害微粒子の除去技術の開発 

達成目標に向けた研究領域の3つの柱 

外因性と内因性の融合 



制御技術への展開 

基盤技術創出 生命応答機序解明    

制御技術への展開 

基盤技術創出 生命応答機序解明    

達成目標 

・分野融合のチーム構成 
・外因性・内因性の相乗効果 

・裾野を広げ・チャレンジングな提案も視野 

＜生体応答プロセス＞ 
①体内への取り込み又は形成過程 
②機能性付加又は機能性物質の内包体 
③組織・細胞への運搬 
④免疫応答やそれを回避する動態 
⑤細胞への取り込み 
⑥回収・分解 

＜検出・分離・計測・解析の基盤技術＞ 
・高効率分離・精製・回収技術 
・1粒子計測技術 
・1粒子イメージング技術 
・1細胞由来の細胞外微粒子の解析技術 
・部位特異的な細胞外微粒子の標識技術 
・内包物の網羅的機能解析技術 

＜体内動態制御＞ 
・新規材料開発による機能性分子の 
 生体内ターゲティング技術の開発  
・生体適合性の高い新規機能性材料の開発 
・免疫機構を利用した有害微粒子の除去技術の開発 

CREST/さきがけの役割 



CREST  
『細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出』 

(略称: 『細胞外微粒子』) 
研究総括：馬場嘉信(名古屋大学大学院工学研究科 教授） 

マイクロベシクル 

PM2.5 
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PM1.0 シリコン 
ナノ粒子 

半導体 
ナノ粒子 

CNT リポソーム 

エクソソーム 

外因性 
微粒子 

内因性 
微粒子 

研究領域の概要 
本研究領域は、細胞外微粒子に起因する生命現象の解明及びその理解に基づく制御技術の導出を

目的とします。生体内の細胞外微粒子にはナノからマイクロサイズに至る様々なものが存在します
が、環境中から生体内に取り込まれるPM2.5やナノマテリアル等の外因性微粒子と、細胞外小胞
であるマイクロベジクルやエクソソーム等の生体内由来の内因性微粒子に大きく分類することがで
きます。 
本研究領域では、内因性微粒子や外因性微粒子の生体における認識機構や動作原理、生体応答な

どの知見を合わせて考えることで、細胞外微粒子に起因する新たな生命現象の解明に取り組むとと
もにその制御に向けた基盤的研究を推進します。 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（CREST） 

・3つの柱のうち少なくとも2本は取り込んだ形での分野融合的なチーム構成 
 
・基盤技術は「使える技術」として世界標準化も視野 

＜研究領域の3つの柱＞ 
① 細胞外微粒子の生体・細胞への取り込み、体内動態の理解に基づく生体応答機序解明 
 
⇒ 外因性：単なるハザード同定に留まらずに、組織、細胞レベルでの認識機構から蓄積、 
        分解まで含めた微粒子の動態の理解に基づく生体応答メカニズムの解明 
⇒ 内因性：細胞外小胞の形成メカニズム等や生理的な意義の解明に重心 
 
② 細胞外微粒子の検出・分離・計測・解析に係る基盤技術の創出及び高度化 
 
⇒  ①、③との一体的な推進が不可欠 
    シミュレーション技術や人工知能等の活用も視野に入れた基盤技術の創出 
 
③ 細胞外微粒子の体内動態制御に向けた基盤技術創出への展開 
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① 細胞外微粒子の生体・細胞への取り込み、体内動態の理解に基づく生体応答機序解明 

 
【現在の課題】 
＜外因性＞ 
ハザード（危険源）の同定は比較的進んでいるものの、曝露実態や生体・細胞への取り込み、
体内動態に関しては未解明の部分が多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  肝臓(青)中のナノ粒子(赤)と好中球(緑)の     肝臓(青)内血管(緑)中のナノ粒子(赤)の 
   in vivoリアルタイムイメージング          in vivoリアルタイムイメージング 

【必要な観点】 
 粒子の生体への蓄積や継世代影響 
 存在量や性状だけでなく、凝集やイオン化といった存在様式にも着目 

募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（CREST） 
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① 細胞外微粒子の生体・細胞への取り込み、体内動態の理解に基づく生体応答機序解明 

 
【現在の課題】 
＜内因性＞ 
・細胞外小胞の形成過程や放出機構、体内動態についてはその多くは実態が未解明 
・分泌された小胞は「粒径」によって区別されているのが現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     がん細胞内のエクソソーム(緑）          がん細胞から放出されたエクソソーム(黄色)の 
      及びがん細胞から放出された           血管内皮細胞への取り込みと管状構造形成 

     エクソソームの超解像顕微鏡観察 

【必要な観点】 
 個別の疾患メカニズムの解明にフォーカスするものや細胞外小胞の内包物の機能解析に 

 特化したものではなく、細胞外小胞の形成メカニズム等の解明やその生理的な意義を 
 明らかにすることに重心 

募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（CREST） 

BrightFiel
d 

CD63 Hoechst 

Merge 
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② 細胞外微粒子の検出・分離・計測・解析に係る基盤技術の創出及び高度化 

 
【現在の課題】 
・①、③の研究を推進するためには、細胞外微粒子を高効率に分離・精製する技術をはじめ、
新たな基盤技術の開発やその高度化が不可欠 
・エクソソーム研究で超遠心法に頼っている現状・・・ など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   エクソソーム解析デバイス                 PM2.5解析デバイス 

【必要な観点】 
 特に生体中の計測では実験による実際上の限界もあるため、今後はシミュレーション技術
や人工知能等の活用も視野に入れていく必要 
・開発した基盤技術を将来的に汎用的な技術として実用化し展開していくためには、いずれは
企業の参加が必要。必ずしも研究開始当初からの参加は求めないが、研究開発の進捗に応
じた適時の参加を想定し、企業との協力・連携体制の構築を推奨。 

募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（CREST） 
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③ 細胞外微粒子の体内動態制御に向けた基盤技術創出への展開 

 
【現在の課題】 
・細胞外微粒子の生体応答機序理解に基づく体内動態・生体機能制御技術開発が重要。 
 
 
 
 
 
 
 
 
     細胞外微粒子の体内動態制御              細胞外微粒子の細胞内動態制御 

【必要な観点】 
  各生体プロセスにおける生体応答機序の理解に基づいた制御技術の創出 
（具体例） 
・微粒子に機能性を付加又は機能性分子を内包し、生体への作用や効果を格段に高めた 
 医薬品や食品等に関する基盤的研究 
 （新規材料開発による機能性分子の生体内ターゲティング技術の開発 等） 
・安全性の担保されたナノマテリアルの開発に資する基盤的研究 
 （化粧品等の生体適合性の高い新規機能性材料の開発） 
・免疫機構を利用した有害微粒子の除去技術の開発 

募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（CREST） 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（CREST） 

２．提案に際してのチーム構成 
・3本柱のうち少なくとも2本は取り込んだ形での分野融合的なチーム構成を推奨 
 
３．提案書の記載にあたっての留意事項 
・提案における生命現象の解明に取り組むにあたり、既存技術ではボトルネックとな
っている技術課題を明確にし、それを解決するためのマイルストーンを明示するとと
もに、その実現可能性を予備検討の結果とともに記載するようにしてください。 
 
・その際、意識していただきたいことは、目標とする基盤技術の開発における主要な
技術課題を記載するのみならず、開発の各ステップにおいて想定されるキーとなる
技術開発上の問題点、また、それを応用、実証するプロセスにおける適用対象との
関連で想定される問題点を、それぞれ整理し明確に記載いただくことが望ましいで
す。 
 
・研究開発は当初の計画通りに進むとは限らず、進捗に応じて軌道修正を迫られる
ことも十分想定されます。このため、バックアッププランについても記載いただくこと
で、目的とする技術開発の実現可能性の説得力を高めていただきたいと思います。 
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研究総括からのメッセージ（CREST） 

本研究領域は、外因性微粒子と内因性微粒子の研究コミュニティの融合を一つの特色と
しています。 
 
外因性微粒子あるいは内因性微粒子の生体応答機序解明、細胞外微粒子の解析技術、細
胞外微粒子の体内動態制御の各研究項目において、我が国は世界的にトップの研究成果
をあげています。 
 
しかしながら、各研究はそれぞれのコミュニティにおいて進められてきました。 
 
本研究領域は、研究領域という枠組みの中でお互いの知見の持ち寄りや課題を共有する
ことからスタートし、徐々に両者のシナジー効果を高めることによって、これまでにな
い分野融合的・集学的な研究領域に発展させ、新たな生命現象の解明や革新的な技術開
発の創出につなげていきたいと考えています。 
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研究総括からのメッセージ（CREST） 

本研究領域は、外因性微粒子と内因性微粒子の研究コミュニティの融合に加えて、他の関連する
研究領域との連携・協働および関連学会や研究機関等との連携を促進します。 
 
また、本研究領域では、超大型電子顕微鏡、多光子顕微鏡、超解像顕微鏡、放射光施設、スーパ
ーコンピュータなど、本予算のみでは購入困難な大型装置等を活用することが重要です。 
 
これらの装置は、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム等と連携し、大型装置等を活用
することにより研究を推進します。 
ナノテクノロジープラットフォーム(http://nanonet.mext.go.jp/) 

・Nikon N-SIM/N-STROM 
・Leica TCS STED CW 
・CZ ELYRA PS.1 (PAL-M/SIM) 
・Nikon 多光子顕微鏡 
・JEOL 大気圧電子顕微鏡 

・IVIS Lumina K Series Ⅲ 
 動物用光イメージング装置 
・MR VivoLVA 動物用MRI 
・Shimadzu SAI-1000  
 近赤外蛍光イメージングシステム 
・Nanoscale Biomagnetics 
 Hyperthermia装置 

JEM-1000k RS  
反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡 

http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-144665IVIS Lumina-K-Series III.jpg
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（さきがけ） 

制御技術への展開 

基盤技術創出 生命応答機序解明    

・裾野を広げ・チャレンジングな提案も視野 

＜生体応答プロセス＞ 
①体内への取り込み又は形成過程 
②機能性付加又は機能性物質の内包体 
③組織・細胞への運搬 
④免疫応答やそれを回避する動態 
⑤細胞への取り込み 
⑥回収・分解 

＜検出・分離・計測・解析の基盤技術＞ 
・高効率分離・精製・回収技術 
・1粒子計測技術 
・1粒子イメージング技術 
・1細胞由来の細胞外微粒子の解析技術 
・部位特異的な細胞外微粒子の標識技術 
・内包物の網羅的機能解析技術 

「生体における微粒子 
 の機能と制御」 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（さきがけ） 

 

さきがけ「生体における微粒子の機能と制御」 
 
 

＜研究領域の概要＞ 
 

 ●生体内の微粒子の動態や機能の解明 
 ●その制御に関する研究開発の推進 
     
  ・環境中の様々な微粒子（外因性微粒子）の生体内への影響 
     PM2.5やカーボンナノチューブなどの生体内動態、疾患との関連 
 
  ・生体内で形成された微粒子（内因性微粒子）の機能 
     エクソソームなどの形成機序と意義、体内動態と機能発現 
 
  ・微粒子の生体内での定量分析や動態把握 
     粒種、粒径の多様さに対応した観察技術→診断や治療技術への応用 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（さきがけ） 

 
＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針１＞ 

 
 ●多様な観点からとらえることのできる研究分野 
    大気汚染物質などの外因性の微粒子／細胞が形成する内因性の微粒子 
    形成のメカニズムも生体に与える影響も多種多様 
 
 ・例えば内因性の微粒子として： 
   細胞外に放出される小胞であるエクソソームの機能が注目されている。 
   しかしその形成・伝搬過程が十分に理解されているわけではない。 
   本来、細胞外にシグナル分子を放出する過程は「分泌」。 
   通常の分泌とは異なる機序によるもの（unconventional secretion）も。 
 
   細胞が「微粒子」を作り出し、細胞外に放出する過程は、他にもあるかもしれない。 
   大胆な発想に基づく斬新な研究アプローチを期待。 
 
 ・外因性のさまざまな微粒子が健康の驚異： 
   だが病原体の場合に比べ、応答の機序はまだよくわかっていない。 
   体内侵入の経路、細胞の受容と免疫反応惹起の分子機構など、課題は山積。 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（さきがけ） 

 
＜募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針２＞ 

 
 ・内因性の細胞外小胞、エクソソームについて 
   miRNAの役割が注目されているが、それ以外のシグナル分子も存在。 
   エクソソームへの濃縮過程が存在するのか、エクソソームが標的を選ぶ 
   メカニズムは、など解決すべき疑問は数多い。 
 
   しっかりした基礎研究が必要。 
   エクソソームとは異なる内因性微粒子の細胞外への放出もありうる。 
   旧来のドグマに囚われない発想を求めたい。 
 
 ・これらの研究を支え、さらに加速するための基盤的な技術の開発が不可欠。 
   肉眼では判別できない微粒子の精密な情報を抽出するための 
   検出・観察、精製・分離、さまざまなパラメーターの解析・定量といった基盤技術 
 
   対象とする微粒子の種類によって必要とされるアプローチも異なる。 
   複眼的な新技術を拓く提案を歓迎。 
 

 パラダイムシフトに挑戦する若い研究者の斬新な提案を！ 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（さきがけ） 

募集課題区分 外因性微粒子 内因性微粒子 

（１）外因性および
内因性微粒子に
対する細胞応答、
生体応答の研究 

・特定の成分や粒径・粒形などに着目し、それが
引き起こす免疫機構を解き明かそうとする課題 
・特定の生体応答に着目し、様々な微粒子との関
係を明らかにしようとする課題 
・微粒子が関与する細胞・組織・器官・個体の各
階層における生体応答の機序解明に向けた提案 

・特定の微粒子に着目し、その生体応答の情報伝
達機構を解明しようとする課題 
・特定の生体応答に着目し、様々な微粒子との関係
を明らかにしようとする課題 
・微粒子が関与する細胞・組織・器官・個体の各階
層における生体応答の機序解明に向けた提案 

（２）外因性および
内因性微粒子の
体内動態に関す
る研究 

・環境から生体内への取り込みの動態や免疫系
による排除あるいは蓄積の過程を明らかにしよう
とする課題 
・微粒子による影響を排除する対策の糸口を提
示しようとする課題 

・生成から機能発現そして分解に至る動態を解明し
ようとする課題 
・その知見を薬物送達などの応用に結び付けるよう
とする課題 

（３）内因性微粒
子の形成機序に
関する研究 

・特定の細胞外小胞や細胞外顆粒に着目し、その
形成・分泌機序を解き明かそうとする課題、さらにそ
の生物学的意義に迫ろうとする課題 
・さらにその生物学的意義に迫ろうとする課題 

（４）内因性微粒
子の構造と機能
に関する研究 

・特定の細胞外小胞や細胞外顆粒に着目し、その
構造解明や内包する核酸やタンパク質などの定量
的把握を目指す課題 
・さらにそれらの構造や内包物の機能を解き明かそ
うとする課題 

（５）微粒子の定
量分析、動態解
析のための基盤
技術の開発研究 

・粒径や形状あるいは表面状態の異なる粒子を
分別して検出/定量する技術 
・生体内に取り込まれた粒子の検出/定量技術 
・生体内動態を観察/追跡する技術 

・大きさや性状の異なる粒子を分別して検出/定量
する技術 
・生体内での生成過程や機能発現過程そして分解
排泄過程までの動態を観察/追跡する技術 
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募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針（さきがけ） 

 

 「細胞外微粒子」の定義は？ 
 

   厳密に定めることは必ずしも適当ではないと考えています。 
 
    たとえば、花粉は？ 
     ウイルスは？ 
 
    含めてもいいかもしれません。ただし、 
    「微粒子としての挙動を示す研究対象」を特定した提案であることを求めます。 
  
 

 研究対象の「生体」は？ 

   動物だけでなく植物や微生物などを含むあらゆる生物を対象とします。 

 
 
 
 
 
 
 

領域運営においては、同じ戦略目標の下で運営されるCREST「細胞外微粒子に起因する生命現
象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出」領域だけでなく、その他のさきがけ領域とも連携
推進を図り、また関連する国内外の学会や研究機関等との連携も促進し、相乗的な研究展開を
推進します。 
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研究総括からのメッセージ（さきがけ） 

既存の概念にとらわれず、大胆に挑戦する課題を歓迎します。 

分泌経路の常識も 
どんどん変わっています。 

パラダイムシフトに挑戦する若い研究者の斬新な提案を！ 


