戦略的創造研究推進事業 チーム型研究

22

CRESTとは
科学技術イノベーションにつながる卓越した

成果を生み出すネットワーク型研究（チーム型）
趣旨

我が国が直面する重要な課題の克服に向けて、独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進し、
社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションに大きく寄与する、新たな科学知識に基づく創
造的で卓越した革新的技術のシーズ（新技術シーズ）を創出することを目的としています。そのため
に、研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ、我が国のトップ研究者が率いる複
数のベストチームが、チームに参加する若手研究者を育成しながら、研究を推進します。

概要
研究期間：5.5年以内
研究費：総額 1.5 億～ 5 億円程度／チーム

特徴
CRESTは、研究領域で産・学・官にまたがるネットワークを形成し、それを活用しながら、戦略目標達成
に取り組むプログラムであり、そのために、以下のような特徴を持っています。
戦略目標達成のために、1研究領域あたりの研究課題数や1研究課題あたりの予算規模の設定、研究期間中の
ステージゲートやチーム再編成の導入等、研究総括の裁量で柔軟な領域設計を行うことを可能としています。
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10～20件程度の研究課題を採択
します。研究総括が、複数の研究課題で、科学技術分野やサイエンス－科学技術イノベーションのバランスを見な
がら、研究領域全体のポートフォリオを組み立てていきます。そのために、公募は数度に分けて行っており、採択
方針は都度公募要領にて明記しています。研究提案募集にあたって、出口を見据えた基礎研究を進めていただくた
めに、産業界や人文社会科学系の研究者の参画を条件としたり、より挑戦的な研究に取り組んでいただくために
学際的なチーム体制を条件とする場合もあります。
国際的に高い水準にある研究代表者が率いるベストチームを採択します。トップレベルの研究者が共同研究者を組
織して成果を出せるよう、1研究課題あたり数億円規模の研究費を支援しています。
研究総括は、成果を最大化するために、研究課題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アドバイザーを10名程度配置し、科学技術面のアドバイスや評
価を行う有識者はもちろんのこと、出口を見据えた研究を支えるために、必要に応じて産業界の有識者や弁護士等
の法的観点からのアドバイスを可能とする有識者も加えています。
各研究課題においては、提案した内容を達成するだけではなく、チームに参加するポスドクや学生の育成も重要
なミッションです。

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。

CREST ホームページ

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

CREST領域一覧

研究進行領域

30領域395課題

ページ キーワード
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革新的反応

新たな生産プロセス構築のための電子やイオン等の能動的制御による革新的反応技術の創出

6

微小エネルギー

微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出

10

マルチセンシング

生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出

12

細胞内ダイナミクス

細胞内現象の時空間ダイナミクス

14

コロナ基盤

異分野融合による新型コロナウイルスをはじめとした感染症との共生に資する技術基盤の創生

16

多細胞

多細胞間での時空間的相互作用の理解を目指した定量的解析基盤の創出

18

ゲノム合成

ゲノムスケールのDNA設計・合成による細胞制御技術の創出

20

細胞外微粒子

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

22

オプトバイオ

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

24

植物頑健性

環境変動に対する植物の頑健性の解明と応用に向けた基盤技術の創出

26

分解と安定化

分解・劣化・安定化の精密材料科学

28

未踏物質探索

未踏探索空間における革新的物質の開発

30

自在配列システム

原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能

32

情報担体

情報担体を活用した集積デバイス・システム

34

革新光

独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成

36

ナノ力学

革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明

38

トポロジー

トポロジカル材料科学に基づく革新的機能を有する材料・デバイスの創出

40

熱制御

ナノスケール・サーマルマネージメント基盤技術の創出

42

革新材料開発

実験と理論・計算・データ科学を融合した材料開発の革新

44

情報計測

計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の開発と応用

46

量子技術

量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出

48

次世代フォトニクス

新たな光機能や光物性の発現・利活用を基軸とする次世代フォトニクスの基盤技術

50

革新的触媒

多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術

52

S５基盤ソフト

基礎理論とシステム基盤技術の融合によるSociety 5.0のための基盤ソフトウェアの創出

54

バイオDX

データ駆動・AI駆動を中心としたデジタルトランスフォーメーションによる生命科学研究の革新

56

信頼されるAIシステム

信頼されるAIシステムを支える基盤技術

58

数理的情報活用基盤

数学・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課題解決に向けた展開

60

コンピューティング基盤

Society 5.0を支える革新的コンピューティング技術

62

共生インタラクション

人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開

64

人工知能

イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化

※2021年12月時点の情報です。
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研究領域名

CORE RESEARCH FOR EVOLUTIONARY
SCIENCE AND TECHNOLOGY

研究総括・副研究総括

発足年度

課題数

柳 日馨

2018年

12

谷口 研二・秋永 広幸

2015年

24

永井 良三・入來 篤史（※）

2021年

5

遠藤 斗志也

2020年

12

岩本 愛吉

2020年

10

松田 道行

2019年

16

塩見 春彦

2018年

19

馬場 嘉信

2017年

16

影山 龍一郎

2016年

16

田畑 哲之

2015年

12

高原 淳

2021年

6

北川 宏

2021年

6

君塚 信夫

2020年

11

平本 俊郎

2020年

11

河田 聡

2019年

14

伊藤 耕三

2019年

15

上田 正仁

2018年

14

丸山 茂夫

2017年

13

細野 秀雄

2017年

13

雨宮 慶幸・北川 源四郎

2016年

16

荒川 泰彦

2016年

19

北山 研一

2015年

16

上田 渉

2015年

12

岡部 寿男

2021年

5

岡田 康志

2021年

6

相澤 彰子

2020年

9

上田 修功

2019年

14

坂井 修一

2018年

8

間瀬 健二

2017年

16

栄藤 稔

2016年

29

（※研究領域統括・研究総括）

'15

'16

'17

'18

'19

'20

'21

'22

'23

'24

'25

'26

'27

'28

※領域の線表の長さは、採択初年度から延長を含めた最後の課題の終了年度を表しています。
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新たな生 産プロセス構
築のための電子やイオン
等の能動的制御による
革新的反応技術の創出

2018年度採択

レドックスメカノケミストリーによる固体有
機合成化学

跡部 真人

伊藤 肇

横浜国立大学大学院工学研究院

教授

本プロジェクトでは、持続可能な社会の実

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

北海道大学大学院工学研究院

教授

有機合成化学は、医薬品や電子材料など

現に資する革新的な生産プロセスの構築を

人類に必要な高度なマテリアルを供給しま

念頭に、固体高分子電解質電解基盤技

すが、有機溶媒の使用が環境負荷やコス

術の創出を目指します。具体的には、以

戦略目標

2019年度採択

固体高分子電解質電解技術に基づく革
新的反応プロセスの構築

トの面でネックとなっています。本研究では、

下の項目を掲げ、研究を展開します。

独自に開発したレドックスメカノケミストリーと

（1）PEM型リアクターによる基質・位置・

いう新しい技術を用いて、有機溶媒を用いない「固体有機

立体選択的電解水素化反応の開発
（2）常温・常圧酸化反応プロセス構築のための固体高分
子電解質電解技術の開発
（3）固体高分子電解質電解モジュールの大型化のための技

合成化学」を確立します。本研究によって有機合成のコスト
ダウンが実現するだけでなく、難溶解性のため研究が進んで
いなかった新物質の開発が可能になります。

術基盤の整備

研究総括

柳

日馨

大阪府立大学 研究推進機構 特認教
授/台湾国立陽明交通大学 講座教授

前研究総括

吉田

潤一

鈴鹿工業高等専門学校 /京都大学

校長/名誉教授

現在の化学合成や化学品生産においては熱エネルギーの利用が
主流であり、新たな合成法・生産法の創製・確立のためには、熱エ
ネルギー以外のエネルギーの積極的な利用が重要課題です。本研究
領域は、電気や光等の古典的な熱エネルギー以外のエネルギーを積
極的に利用した革新的反応技術を創出することを目的とします。すな
わち、電気化学、光化学、触媒化学、合成化学、材料科学、理
論・計算、計測等に立脚して化学反応場における電子やイオンの能
動的高度制御を探求し、物質合成・生産に資する革新的反応技術
を創出します。具体的には、(1)理論・計算と計測の連携による反応
機構解明およびそれに基づいた革新的反応の設計、(2)革新的反応
を可能にするための新材料の創製、(3)新材料や新技術を活用し、電
気や光等、単独のエネルギーを用いた革新的反応プロセスの構築、
(4)複数のエネルギーを組み合わせた革新的反応プロセスの合理的設
計および構築、等の研究開発に取り組みます。反応原理の解明とと
もに電子やイオンの能動的制御法の開発や、それらに基づいた電気
や光等を利用する新規合成反応の開拓を推進し、持続可能な社会
の実現に向けた革新的反応技術を生み出すとともに、この分野のさら
なる発展を担う研究者を輩出することを目指します。

領域アドバイザー

江口
川田
近藤
関根
滝澤
堂免
富岡
西田

西原

4

東ソー・ファインケム（株） 代表取締役社長

清

関西大学

寛

東京理科大学研究推進機構

一義
聡史

東京大学大学院理学系研究科

東北大学大学院環境科学研究科
慶應義塾大学理工学部

教授

早稲田大学理工学術院

教授

東北大学 理事・副学長(教育・学生支援担当)
東京大学 特別教授/信州大学
究所 特別特任教授
客員教授/京都大学

電子移動制御による連続脱水縮合反応

小江 誠司

千葉 一裕

九州大学大学院工学研究院

教授

東京農工大学

学長

高毒性なCOの代わりに、削減対象である

本研究は、開殻分子の生成と反応を促す

「CO2」と、電子源である「H2又はH2O」を

電子リレーシステムを構築し、化学反応に

用いる光・電気駆動型の新オキソ法（ア

伴う廃棄物の量を極小化した電子移動型

ルデヒド合成）と新モンサント法（酢酸合

脱水縮合反応法を確立すると共に、多段

成）を創成する。さらに、H 2とO 2から光・

階脱水縮合反応システムの構築による多

電気駆動型のH2O2直接合成法を開発する。フラスコ実験と

様な中分子ペプチドをモデルとして高純度、高収率生産を達

燃料電池実験を平行して行い、最終的に、H2又はH2Oを電

成します。これにより，これまでの化学法における試薬および

子源として用いる光・電気駆動のベンチトップ型ミニプラント

反応溶液大量消費の概念を根本的に変え、電極電子移動

を構築する。

および光照射による化学物質生産プロセスの革新を目指しま
す。

新物質群「3次元カーボン構造体」と革
新的触媒反応

非平衡プラズマを基盤とした電子駆動触
媒反応の創成

生越 友樹

野崎 智洋

京都大学大学院工学研究科

教授

東京工業大学工学院

教授

本研究では、有機化学的に構造制御が可

既知の活性種を生成するためのプラズマ制

能な新物質「3次元（3D）カーボン構造

御と単結晶モデル触媒に作用させる表面科

体」を構築し、革新的電極触媒反応を開

学を融合し、学理にねざした研究を行いま

発します。さらに3Dカーボン構造体に柔軟

す。粉体試料にプラズマを照射しつつX線

性を持たせ、力学的エネルギーにより反応

および赤外吸収分光を行い、プラズマ特

触媒サイト間の距離や基質の量を変化させ、電子やイオンの

有の反応を抽出し触媒開発を支援します。新規触媒を用い

能動的な制御を行います。加えて、得られた3Dカーボン構造

て改質反応を検証し、熱反応と比較して特性温度150度低

体を個別に設計・合成された半反応電極触媒として用い、

減を実現する触媒候補を複数絞り込み、さらに、200度低温

同一導電性基板上に空間的に隔てて共担持した局部電池

度化を実現するプラズマ触媒反応の道筋を示します。

触媒を構築します。

教授

先鋭材料研
名誉教授

まゆみ 北海道大学触媒科学研究所 教授

長谷川

山川
四橋

久雄
達也
寛
泰
博胤
一成

電子貯蔵触媒技術による新プロセスの構
築

教授

龍一 三菱ケミカル（株）分析物性研究所 所長・フェロー
特任研究員

パナソニック（株）テクノロジーイノベーシ
ョン本部 主幹研究員

アニオンラジカル制御が拓く革新的電子
触媒系

不飽和結合への電子注入に基づく高度
官能基化法の創出

白川 英二

依光 英樹

関西学院大学生命環境学部

教授

京都大学大学院理学研究科

触媒として遷移金属の代わりに電子を用い

適切な求電子剤の選択により不飽和結合

る「電子触媒反応」は、省資源・省エネ

への電子注入を能動的に制御し、不飽和

ルギーで有用化合物を合成可能な潜在力

化合物へ様々な官能基を一挙に導入する

あるプロセスですが、鍵中間体であるアニ

革新的な反応技術を創出します。結晶構

教授

オンラジカル種の発生に加熱が必要であり、

造解析や計算化学を駆使することで中間体

適用可能な基質も限られていました。本研究では、アニオン

の性質や反応機構を解明し、新反応の開発に繋げます。電

ラジカル種の測定・解析による理論的な裏付けに基づいて

解還元による電子注入を利用した斬新かつ有用な不飽和結

光や電気によって電子を能動的に制御する「電子触媒化

合の多重官能基化法も確立し、電気エネルギーを活用した

学」の学理を構築し、多様な反応を開発します。

革新的反応技術を提供します。

2020年度採択

垣内 史敏

慶應義塾大学理工学部

革新的反応

電気・光・磁場で誘導する革新的分子
変換法の創成
教授

有機化合物中に遍在する炭素－水素結合
を分子変換に利用し、電気・光・磁場で
発生させた活性種を触媒反応に組み込ん
で、機械学習支援による高効率・高選択
的に進行する革新的分子変換法を開発し
ます。本研究で、１）触媒の酸化数制御による不斉反応と
位置選択的反応の開発、２）外部エネルギーで触媒活性と
構造変化をオンデマンドで行う触媒多機能化法の開発、３）
電極の特長を活用した位置選択的官能基化の指導原理を
創成します。

ヒドリド含有酸化物を活用した電気化学
CO2還元

前田 和彦

東京工業大学理学院

准教授

本研究では、高選択的かつ高速でCO 2を
還元する新しい電気化学触媒の創出を目
的とする。触媒構成物質としてヒドリド含有
酸化物群に着目し、それらの構成イオンを
制御することで最適な担体を得る。さらに
は、第二成分として遷移金属種をヒドリド含有酸化物上に添
加し、目的生成物に対する選択率と反応速度を向上させる。
触媒開発と連動して、動作中の触媒の様子をリアルタイムで
捉える新しい分光計測手法の開発にも取り組む。

「ルイス酸-外部刺激」系によるイオン性
中間体の活性化

安田 誠

大阪大学大学院工学研究科

教授

カゴ型金属ルイス酸に光照射や電解を加え
緻密な性状制御を行い、多糖の選択的合
成法を確立する。また、ルイス酸配位子の
光励起によるエキシマー発生に誘起される
構造変化を活用した、選択的なテルペノイ
ドの環化を行う。ルイス酸-可視光Photoredox触媒の融合型
化合物を創成し、高効率電子移動型触媒反応開発する。さ
らに、ルイス酸により発生する活性中間体に対するマイクロ
波の非熱的効果による位置選択的反応を行う。

時空間で精密制御した輻射場による表面
反応プロセス

吉信 淳

東京大学物性研究所

教授

本研究では、THzパルスによる吸着種の低
エネルギー振動モードの選択励起とポラリト
ン形成によるポテンシャル変調を駆使して，
時空間領域で精密制御した輻射場により
表面反応プロセスを能動的に駆動します．
全ての振動モードに統計的にエネルギーが分配される熱反応
の欠点を回避し，反応の活性化障壁を下げ、反応を直接駆
動するモードを選択励起することで、より低い温度・少ないエ
ネルギーでの反応駆動を目指します。
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微小エネルギーを利用し
た革新的な環境発電技
術の創出

2019年度ステップアップ評価

ウエアラブルデバイスのための高出力エ
レクトレット発電の創成

プレーナ型スケーラブル熱電発電機構の
実証と展開

鈴木 雄二

渡邉 孝信

東京大学大学院工学系研究科

教授

エレクトレットは電荷を半永久的に保持させ

Si-LSIのスケーリング戦略のように、個々の
熱電素子を微細化し高集積化することで発
電密度を増大できる、プレーナ型熱電発電

数の環境振動発電において優れた特性を

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

教授

た誘電体であり、エレクトレットを用いた静
電誘導発電は、特に小スケール、低周波

戦略目標

早稲田大学理工学術院

デバイスの新戦略が見出されました。本研

持ちます。本研究構想では、これまで研究

究では、この新方式のシリコン熱電発電デ

を進めてきた革新的エレクトレット材料、お
よび発電用液晶を核として、これらの材料を発電器に搭載す
るための製作技術の開発を行い、ウエアラブルデバイスのた
めの高出力エレクトレット環境発電デバイスの開発を行うとと

バイスの実証研究に取り組むとともに、この技術をカーボンナ
ノチューブ熱電シートにも展開し、ウェアラブル・デバイスを
始めとする未来のIoT技術への応用を目指します。

もに、環境発電器の社会実装を容易にするため、発電量予
測のための特性評価方法の標準化を行います。
2020年度ステップアップ評価

研究総括

谷口

研二

大阪大学

名誉教授

MEMS振動発電を用いたパーペチュア
ル・エレクトロニクス

スーパースティープトランジスタによるレク
テナと圧電トランスの融合によるRFエネル
ギーハーベスティング技術の実用化

年吉 洋

石橋 孝一郎

東京大学生産技術研究所

教授

本 研 究では M E M S （ M i c r o E l e c t r o

本研究のねらいは、RFエネルギーハーベス

Mechanical Systems）技術を用いて設

ティング技術と圧電トランス技術を融合した

計・製作した振動発電型のエナジーハーベ

周波数高選択ウエイクアップレシーバ―を

スタと電子回路をハイブリッド／モノリシック

開発し、システムをウエイクアップ信号で起

集積化することにより、100Hz、0.1G以下

動して動作するSub uW応用システムを実

副研究総括

の環境振動から10μW～100μWの電力を生成し、集積回

現することにある。これらにより応用システムがRFEHで得られ

秋永

路の動作に必要な電力をチップ内で常に自給自足する新た

る平均１uWほどの微小な電力で動作することを実証する。さ

なマイクロエレクトロニクス・システムの実現に挑戦します。

らに、圧電素子、整流素子やアンテナをSi基板あるいはＰ

広幸

ＣＢボード上に集積してシステムの低コスト化を図り、実用化

産業技術総合研究所デバイス技術
研究部門 総括研究主幹

本研究領域は、様々な環境に存在する熱、光、振動、電波、生体など未利用で
微小なエネルギーを、センサーや情報処理デバイス等での利用を目的としたμW～mW
程度の電気エネルギーに変換（環境発電）する革新的な基盤技術の創出を目指しま
す。
具体的には、2つの大きな柱で研究を推進します。1つは熱、光、振動、電波、生
体等のエネルギーを電気エネルギーに高効率に変換または高度に利用するための基盤
技術の構築とその源となる基礎学理の創出です。これらは、全く新しい原理・新物質ま
たは新デバイスなどを用いて、未利用の微小エネルギーを電気エネルギーに変換する研
究であり、例えばスピンとトポロジーの相関等、革新的なエネルギー変換に資する原理の
解明・実証、及びそれらを活用した新物質の創製や、従来の特性や機能を飛躍的に
向上させる優れた物性を有する新物質の創製に挑戦します。もう1つの柱は、上記基盤
技術の創出のための理論・解析評価・材料設計の研究で、エネルギー変換時におけ
る物理現象（材料物性、界面、輸送現象等）の新しい解析技術の構築や、物性
理論に基づく、あるいは計算機シミュレーションを駆使した、新たな材料設計の指針を提
示することに挑戦します。これら2つの柱は、相互補完的に密接に結びついて研究を進
めることが非常に重要です。
したがって、本研究領域では、挑戦的な提案を求めつつ、領域終了時には、革新
的な新原理、新物質、新デバイスが検証・実証できること、それらが次の研究開発ス
テージに繋がることを目指して研究を推進します。
そのため、研究総括及び副研究総括の強い統率の下、CREST・さきがけを複合領
域として一体的に推進し、成果最大化のために研究チームの再編や研究進捗の調整、
また課題間の連携などに取り組みます。

領域アドバイザー

青合
齊藤
篠原
白石
高柳

利明
英治
真毅
賢二
敬治

藤田
舟窪

博之
浩

宮野

山田

千葉大学自然科学系教育研究機構
東京大学大学院工学系研究科
京都大学生存圏研究所

特任教授

教授

教授

名古屋大学未来材料・システム研究所

教授

万里子 東芝デイバス＆ストレージ（株）技術企画部

竹内

エキスパート

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境
戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー
東京都市大学総合研究所

特任教授

東京工業大学物質理工学院

教授

健次郎 物質・材料研究機構 フェロー

由佳

電気通信大学大学院情報理工学研究科
教授

産業技術総合研究所情報・人間工学領域 領域長補佐

を推進する。

フォノンエンジニアリングに立脚した熱電
給電センシングシステム

高効率非鉛圧電薄膜発電システムの実
証展開

野村 政宏

神野 伊策

東京大学生産技術研究所

准教授

固体中の高度な熱流制御を可能にするフォ
ノンエンジニアリングの学理を探求し、熱フ
ォノンの弾道性や波動性の活用を可能にす
るナノ構造化によって熱伝導制御技術の発
展に貢献します。また、フォノンエンジニア
リングに立脚した低環境負荷熱電材料を開発し、産学連携
体制によって熱電エネルギーハーベスタを用いたセンシングシ
ステムを実現することでスマート社会の構築に貢献します。

神戸大学大学院工学研究科

本研究の目的は、大変形および高い加速
度・衝撃（高G）環境下で発電可能な非
鉛圧電薄膜素子の実現、および充放電可
能な薄膜二次電池を集積した自立型電源
システムを創出する。これまで限定的な振
動環境下でのみ使用可能であった振動発
電素子の応用範囲を格段に広げることが可能となる。後半フ
ェーズの目標は以下の通りである。
・大変形、高G環境下で使用可能な圧電薄膜発電素子に
よる無線通信実現
・圧電薄膜振動発電素子と全固体Liイオン薄膜電池を統合
した微小電源システム

新規な磁性半導体熱電材料を用いた熱
電発電デバイスの研究開発と応用

メカノサーマル工学による熱電技術の低
コスト化と高付加価値化

森 孝雄

塩見 淳一郎

物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 グルー
プリーダー

本プロジェクトにおいては、これまでに見出

東京大学大学院工学系研究科

教授

これまで開発してきたシリコン（Si）ナノ複

した、熱電性能を増強できる、磁性（磁気

合焼結材料およびSi系ナノ構造制御薄膜

相互作用やスピン揺らぎ）を活用した比較

について、熱電ひずみエンジリアンリングの

的高温においても有効な増強効果とナノ構

実証・実践を通じて、室温付近での高性

造による増強効果の顕著な成果と知見を融

能化、バルク化・大面積化、および材

合させて、熱電冷却に使われているBi2Te3系の材料やモジ

料・プロセスの低コスト化を実現し、それぞれを熱回収率の

ュールの代替に成り得る高性能な磁性半導体熱電材料とデ

高い面直温度差・伸縮型、および面内温度差・折り紙型

バイスを開発し、熱電発電の実用化への道筋を明確に確立

のフレキシブル熱電デバイスに仕上げる。これらを通じて、熱

します。

電変換技術を低コスト化および高付加価値化することで普及
拡大に繋げることを目指す。
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教授

軌道／電荷の揺らぎを用いた低熱伝導性
－高電気伝導性素子の開発

新規な磁性半導体熱電材料を用いた熱
電発電デバイスの研究開発

李 哲虎

勝藤 拓郎

森 孝雄

産業技術総合研究所省エネルギー研究部門
研究員

首席

早稲田大学理工学術院

教授

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） MANA主任研究者

本研究課題では、環境中に存在する微小

効率の高い熱発電に向けて、低熱伝導性

本研究提案は、広範囲実用化に資する高

な熱エネルギーの利用を想定したモジュール

かつ高電気伝導性の素子の必要性が高ま

性能な磁性半導体を用いた熱電材料を開

化技術を開発する。現在、Bi-Te-Sb系材

っています。この素子においては、固体中

発し、微小な熱エネルギーを電気エネルギ

料を用いた室温域で動作する熱電モジュー

の音響フォノンによる熱輸送を低減すること

ーに変換してナノ半導体素子へ供給する道

ルが既に実用化されているが、近年のエネ

が不可欠です。我々は、軌道と電荷の揺

筋を開くことが目標です。学理として磁性に

ルギーハーベスト需要の高揚にも関わらず、本モジュールは

らぎというこれまで注目されていなかった物性を利用して、フォ

よる熱電の高性能化メカニズムを解明発展し、ナノ構造制

高価なため、広く普及するに至っていない。そこで、本研究

ノン熱伝導の劇的な低減を達成します。新物質開発、ナノ

御、ナノスケール理論解析、TEMナノ熱計測・電気計測を

では、前半フェーズで得られた研究成果を活用し、熱電性能

構造制御、精密測定を通じて、軌道／電荷揺らぎと熱伝導

組み合わせて活用して熱電高性能化を進め、mW級熱電発

が高く、製造コストのより低いBi-Te-Sb系材料の代替材料を

の学理を明らかにし、より効率的な熱発電を目指します。

電を与える磁性半導体材料・素子を開発します。

バンド伝導性有機半導体を用いたハイブ
リッド型環境発電素子の開発

高出力環境発電のための革新的エレクト
レット材料の創成

計算フォノニクスを駆使したオン・シリコン
熱電デバイスの開発

岡本 敏宏

鈴木 雄二

渡邉 孝信

微小エネルギー

低熱伝導率材料を用いた熱電モジュール
の開発

用いた熱電モジュールを開発する。

2021年度ステップアップ評価

東京大学大学院新領域創成科学研究科
教授

准

東京大学大学院工学系研究科

教授

早稲田大学理工学術院

教授

本研究では、バンド伝導性有機半導体を

近年、エレクトレット（電荷を半永久的に保

環境の微小な熱エネルギーで動作するセン

基盤材料とし、有機熱電素子および有機

持させた誘電体）を用いた環境発電が、

サ・ノードを実現するため、超LSI製造技術

光電素子に用いる有機半導体・有機導電

高付加価値電源の社会実装を可能にする

との親和性が高い、ナノワイヤ型半導体結

体・ドーパント材料の創製と各種プロセス

革新的な発電技術として注目されています。

晶を用いた“オン・シリコン”熱電発電デバイ

開発を行います。有機半導体科学、高分

本研究では、有機・無機ハイブリッドの革

スを開発します。当研究チームが得意とす

子材料科学、超分子科学、理論物性物理学の異分野融

新的エレクトレット材料、および異方性誘電率を有する新たな

る計算科学と先端計測の手法を駆使して、半導体と金属の

合研究により、有機環境発電の学理の解明に挑むとともに、

機能性液体を創成し、振動発電・熱発電において、従来よ

微小界面におけるフォノンと電子の振る舞いを明らかにし、ナ

熱電と光電変換素子が搭載された有機ハイブリッド型環境発

りも2桁以上発電出力の高いエレクトレット発電の基盤技術を

ノスケール半導体の優れた熱電発電能力を最大限に引き出

電素子の実現を目指します。

確立することを目的とします。

す金属電極形成技術の確立を目指します。

スマートメカトロニクスを基盤とした振動
発電素子の開発

エレクトレットMEMS振動・トライボ発電

S u p e r S t e e p トランジスタ とM e t a
MaterialアンテナによるnW級環境RF発
電技術の創出

小野 新平

年吉 洋

石橋 孝一郎

（一財）電力中央研究所エネルギートランスフォ
ーメーション研究本部 上席研究員

東京大学生産技術研究所

教授

2016年度採択

電気通信大学大学院情報理工学研究科
教授

材料科学・機械工学・電子工学の知見を

本研究では、次世代の無線センサノードに

環境中の微小な電波エネルギーを収集して

融合して、スマートメカトロニクスを創成す

必要な10mW級の自立電源を実現するた

発電する環境RF発電技術を創出します。

る。具体的には、双極性エレクトレット材

めに、MEMS（Micro Electro Mechanical

新原理に基づくSuper Steepトランジスタと

料、新マイクロ機械構造、ニューロン回路

Systems、微小電気機械システム）技術

Meta Materialアンテナを開発し、これを整

等を集積して、社会インフラから発生する低

とイオン材料技術を駆使して、環境振動か

流昇圧回路に用いることにより、従来は不

周波かつ広帯域の振動から発電し、さらには蓄電までを一体

ら未利用エネルギーを回収し発電する振動発電素子（エナジ

可能であったnW級のRFエネルギーを80%の高効率で収集し

化して行う振動発電デバイスの開発を目的とする。最終的に

ーハーベスタ）の研究に取り組みます。特に、固体中のイオ

ます。本技術により、スカイツリーからのRFエネルギーを関東

は、インフラでの実証実験、AIを利用した解析まで行うシステ

ンを用いたエレクトレット（永久電荷）による静電誘導を、イ

平野一円で収集できるようになり、いつでもどこでもインフラ

ムの開発を行う。

オン液体電気二重層による大容量キャパシタで結合した新規

診断や災害予測ができるIoT社会の実現に貢献します。

発電デバイスを開発します。

2015年度採択

磁歪式振動発電の実用化に向けた革新
的メカニズム・材料の創成

トポロジカルな電子構造を利用した革新
的エネルギーハーヴェスティングの基盤技
術創製

超薄膜材料を用いた電解液流体発電技
術の創出

上野 敏幸

中辻 知

大野 雄高

金沢大学理工研究域

准教授

東京大学物性研究所

教授

名古屋大学未来材料・システム研究所

教授

磁歪式振動発電は身近な振動から効率よく

新たに電子構造のトポロジーの視点を導入

発電を行う技術です。今回の研究課題で

することで、これまで全く注目されなかった

原子レベルで薄い導電性超薄膜を用いて、
電解液の流れから発電するシート状のフレキ

は、発電デバイスを洗練化、微振動からミ

反強磁性体に焦点を当て、従来にない環

シブル発電デバイスを創出します。これが実

リワットの発電、半永久の動作を可能とす

境発電の基盤技術の創製を目指します。

現できると、海洋や化学反応場などの電解

る技術を確立します。またデバイスと合わ

特に、反強磁性体の中でもスピンのナノ構

質を含む流体の存在する様々な場所におい

せ、人・モノの動き、波、流れから効果的に振動を発生す

造にカイラリティを有するものに着目します。反強磁性スピン

て、自在な形状の発電デバイスを設置することが可能となり、

るメカニズムを開発することで電池不要IoTの汎用性を高めま

構造を制御することで、それが誘起する電子構造のトポロジ

例えば、海洋資源の探索や魚類の生態調査、微小流体デ

す。磁歪材料においては性能と均一性を向上、量産技術も

カルな性質に基づいた熱電効果など、巨大な起電力効果を

バイスにおける反応のモニタリングなどを可能とする自己発電

確立することでデバイスの低コスト化を実現します。

利用した発電技術の開発を行います。

型センサの創出に繋がります。

7

ナノワイヤ半導体を用いた環境電波発電
デバイスの研究開発

河口 研一

富士通（株）モバイルシステム事業本部
業部長付

事

環境電波から電力を取り出すには、超高感
度のマイクロ波受信デバイスが必要です。
本課題では、トンネル電流を動作原理とす
る高感度なバックワードダイオードを、サブミ
クロンサイズの微小な半導体ナノワイヤによ
って低容量化することで、飛躍的に高感度化した受信デバイ
スを実現します。さらに、ナノワイヤバックワードダイオードに
最適な電力変換回路を実装することで、微弱環境電波の電
力変換を原理実証します。

分 極 制 御 非 鉛 圧 電 薄 膜による高 効 率
MEMS振動発電素子の創製

神野 伊策

神戸大学大学院工学研究科

教授

本研究では、非鉛圧電薄膜材料を用いた
MEMS振動発電素子の高効率化およびバ
ッテリーフリーセンサシステムの要素技術確
立を目的としています。有機、無機非鉛圧
電薄膜の結晶構造、分極構造（ドメイン
構造）の制御を行い、発電性能指数を向上させることに加
え、その特性を最大限に引き出すための力学モデルおよび
数値解析に基づいた素子設計、それを実現するための微細
加工技術の確立に取り組みます。

メカノ・サーマル機能化による多機能汎
用熱電デバイスの開発

塩見 淳一郎

東京大学大学院工学系研究科

教授

IoT用センサーの自立電源としての応用等を
目的として、熱電発電デバイスに、機械的
特性と熱電特性を複合した新しい機能を材
料レベル（材料内部のナノ構造や局所ひ
ずみを利用して安価材料を高効率化）とデ
バイスレベル（熱電性能を犠牲にせずに発電モジュールを超
柔軟化）で付加します。これによって、費用対効果および
複雑熱源（粗面・曲面・伸縮面）での設置性・熱回収性
を大幅に向上し、熱電発電技術の実用化と普及を加速させ
ます。

ラットリングとローンペアの融合的活用に
よる熱電材料の開発

李 哲虎

産業技術総合研究所省エネルギー研究部門
グループ長

研究

自然環境に存在する熱を電気に高効率に
変換できる熱電材料の創製を目指します。
その実現のために、原子の大振幅振動と
孤立電子対の融合的な活用方法を確立し
て熱伝導を抑制します。さらに、計算シミュ
レーションにより電力因子を最高にする電子構造を持つ物質
を設計します。このように実験と計算が密接に連携し、室温
での熱電性能が従来物質よりも飛躍的に向上した新材料を
創製します。
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微小エネルギー
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生体マルチセンシングシ
ステムの究明と活用技
術の創出
戦略目標

ヒトのマルチセンシングネットワーク
の統合的理解と制御機構の解明

研究領域統括

永井

ハプティクスメッシュと脳脊髄活動計測に
よるヒト触覚統合システムの究明

佐々木 拓哉

花川 隆

東北大学大学院薬学研究科

教授

多チャンネル極薄圧電振動素子を用いて自
然な触感を与えられるハプティクスメッシュを

迷走神経は、各臓器からの局所情報を脳

開発し、定量と触感評価の心理実験を行

へ伝達する重要な末梢神経です。本研究

います。触覚のみ、もしくは痛覚や視覚と

では、マウス・ヒトを対象として、複数臓器

共に刺激を与え、脳脊髄同時fMRIにて脊

の生理活動が、どのように求心性迷走神経の内受容感覚情

髄から体性感覚皮質を計測します。ヒト死後脳MRIを用いて、

報に局所変換され、どのように迷走神経-脳神経回路によっ

脳幹構造確率マップを作成し、体性感覚皮質については、

て伝達、統合されて、脳機能の創発に至るのかを体系的に

ヒトでの皮質層別の測定を行います。多感覚拡張現実シス

理解できるような統合的理論の導出を目指します。

テムを開発し、錯覚研究に革新をもたらす成果を目指します。

染谷 隆夫

東京大学大学院工学系研究科

教授

本研究では、複数の生体シグナルを同時

入來

に全身で計測するため、電子皮膚システム
の製造技術を確立し、日常生活における

篤史

高精度かつ長期間連続計測を実現します。

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

本研究領域は、生体感覚システムおよび末梢神経ネットワークを包括した「マルチセンシン
グシステム」の統合的な理解、および可視化・制御法の開発を目標とします。これを達成す
るために、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）と国立研究開発法人日本医療研究開
発機構（AMED）が４プログラム（CREST、さきがけ、AMED-CREST、 PRIME）を同時に
立ち上げ、互いに連携しながら研究を進めます。そのため、本研究領域では研究総括
（Program Offi-cer: PO）に加え、4プログラムの連携を統括する研究領域統括（Program
Supervisor: PS）を配置しています。
＜研究領域統括方針＞
感覚機能と自律神経系は、生体が恒常的に機能を果たすためのフィードバック系として重要
な役割を担っています。一方、加齢をはじめとする内的・外的ストレス等による感覚機能の低
下や喪失、さらに末梢神経系の障害は、健康障害と慢性疾患発症の大きなリスク要因です。
そこで生体感覚システム・末梢神経ネットワークを包括した「マルチセンシング」の生理機構を
統合的に理解することにより、全身臓器の関わる疾患を標的とした新規治療法の開発や、生
活の質(QOL)の向上、ひいては健康寿命の延伸が可能になると期待されます。また、マルチ
センシングシステムを介した革新的技術の社会実装は、感覚代行、感覚シェアなど、より豊か
で幸福な社会の実現に貢献することができます。
JSTでは基礎原理の解明および基盤・応用技術の開発を軸として、センシング機能の拡張
や新たな機能の獲得を目指します。一方、AMEDでは健康・医療への出口を見据えた基礎研
究から医療応用を軸に、失った機能の回復・維持、すなわちセンシングと調節機能の回復・
維持・予防を目標とします。具体的には、マルチセンシングシステムの動作機構の解明、病態
解明、活動状態を可視化・定量化する技術開発、およびそれらを基にした副作用の少ない治
療法や予防法の開発、個人に適した医薬品、医療機器、低侵襲性デバイスの創出等を目指
し、同時に、生体のマルチセンシング機能の拡張や高度なセンシングメカニズムの応用による
イノベーション・シーズの創出を出口としてとらえ、JSTとAMEDが両輪となって推進します。４
プログラムの研究者がネットワーク型研究所を構成することによって、相互連携と若手研究者
のステ ップアップ、さらに研究の発展を促します。
＜研究総括方針＞
本研究領域では、感覚生理学・分子細胞生物学・神経科学等のライフサイエンス分野を超え
て、電子/機械工学・情報/数理科学・認知/心理学等との異分野融合を推進することにより、
多種感覚受容システムおよび末梢神経ネットワークを総合した「生体マルチセンシングシステ
ム」の動作原理を解明し、日常生活に実装する基盤・応用技術を創出します。近年、計測技
術の発展により新たなセンシング機能やメカニズム解明への切り口が得られつつあります。ま
た種々の感覚情報が、免疫・代謝・内分泌などを含む他の生体システムと相互作用して恒常
性が維持されたり、意識下で統合されて多様な知覚・情動が生み出されて人間観や世界観に
影響することも分かりつつあります。さらに、仮想/拡張現実に代表されるICT技術やウェアラブ
ルデバイス等の開発から得られた生体感覚研究の知見を、再びフィードバック・融合することに
より、ヒトの持つセンシング機能を生体の内外で拡張することも期待されます。
これらの背景をもとに、本研究領域では、従来の各感覚モダリティや生物階層の境界条件内
に特化した要素還元的な研究ではなく、生体内外からの様々な環境情報入力が全身生理機能
に与える影響とそのメカニズム・ネットワークを解明する研究や、それらを活かしてマルチモー
ダルな感覚情報を統合的に理解し、生体センサーフュージョンを実現するための技術開発を推
進します。また、マルチセンシングメカニズムを可視化、操作、伝送、提示するための基盤・
応用技術の創出も目指します。加えて、ヒトには本来備わっていない多彩なセンシング能力
（多様な生物が進化の過程で獲得した能力や、現代科学技術が可能にした能力など）を解明
し、ヒトのセンシングシステムの新たな理解の切り口とし、これらを活用可能とする原理や有
用なデバイスの開発を推進します。
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青野
浅田
飯野
牛場

由利
稔
雄一
潤一

（株）毎日新聞社論説室

専門編集委員

大阪国際工科専門職大学

副学長

片桐
菊水
佐藤

秀樹
健史
裕崇

東北大学大学院医学系研究科

初田

哲男

村上

正晃

理化学研究所数理創造プログラム
ムディレクター

東京大学大学院理学系研究科

ズムで解析し医科学的な意義付けを行います。また、正常な
ゆらぎから病的なゆらぎへの移行を早期に発見することによ
り、予防医療へ応用するための基盤を構築します。

体液恒常性をめぐる電解質／水の多感
覚ネットワークの解明と制御

樽野 陽幸

教授

塩はそのおいしさから過剰摂取する傾向に
あります。減塩という健康課題に対し、本
研究では基礎研究を通じて技術革新の科
学的基盤を創出し、健康長寿社会の実現
を目指します。塩や水の嗜好性は体液バラ
ンスの変動で対照的に変容します。大規模単一細胞多階層
オミクス解析と活動計測に基づくデータ駆動型研究、及び開
発するマルチカラー光遺伝学技術を通じて、塩と水のおいし
さを決定する味覚−体液感覚の連携システムを究明します。

知覚と感情を媒介する認知フィーリングの
原理解明
東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構
特任教授

本研究では，知覚と感情を媒介する認知フ
ィーリングの動作原理を，脳の一般原理で
明することを目的とします．認知フィーリング

教授

とは，知覚に対する熟知感や確信感，現
実感，処理可能感などを指し，それらを介して快／不快など
の感情が生じると考えられます．認知フィーリングの機序を構

教授

南洋理工大学工学部 准教授・学長補佐 / レ
ステック（株） 代表取締役

北海道大学遺伝子病制御研究所

京都府立医科大学大学院医学研究科

ある「予測情報処理」理論に基づいて解

教授

慶應義塾大学理工学部 准教授 / 研究成果活
用企業Connect（株） 代表取締役
麻布大学獣医学部

次に皮膚を通じて連続的に計測できる生体
シグナルを生体オータナティブデータとして活用し、AIアルゴリ

長井 志江

領域アドバイザー

プログラ
教授

教授

覚（内受容感覚）を統合します。求心性

学長

研究総括

京都大学大学院医学研究科

脳は、内臓など身体内部の生理状態の感

電子皮膚による生体シグナルのゆらぎ機
構の解明

良三

自治医科大学

2021年度採択

多様な迷走神経情報から創発する内受容
感覚の脳統合

成的・解析的に明らかにすることで，知覚と感情を含むマル
チセンシングの原理を包括的に理解します．

マルチセンシング
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細胞内現象の時空間ダ
イナミクス

戦略目標

細胞内構成因子の動態と機能

2020年度採択

光合成オルガネラ間コミュニケーションの
動的分子基盤

化学屈性を駆動する高次膜交通ダイナミ
クス

栗栖 源嗣

東山 哲也

大阪大学蛋白質研究所

教授

東京大学大学院理学系研究科

植物や藻類は強光下等でチラコイド膜のル

花粉管先端部全体の膜交通を単位小胞レ

ーメンを酸性化することが知られている。本

ベルで捉える光学系を構築・普及し、新

教授

課題では，ルーメン酸性化の動的な構造基

規に同定したカーゴ分子群もしくは既知のカ

盤をNMRとMD計算で明らかにし，炭酸固

ーゴ分子群の解析も含め、３次元で膜交

定反応を加速する新規構造因子の構造・

通の時空間ダイナミクスを解明する。高精

機能相関，更に葉緑体とピレノイドの２つの光合成オルガネ

度な化学屈性を実現する高次膜交通の仕組みを解く。

ラの間でチラコイド膜ルーメン酸性化の情報がどのように共有
されるのか，動的な分子実態をＸ線結晶解析とクライオ電子
顕微鏡を統合的に駆使して明らかにします。

研究総括

遠藤

斗志也

京都産業大学生命科学部

教授

本研究領域は、超分子複合体からオルガネラ、非膜オルガネラに
至る細胞内の高次構造体の微小空間でのダイナミクスを観察・計測
し、その機能相関を解析することにより細胞の統合的理解を目指しま
す。
近年、クライオ電子顕微鏡や超解像顕微鏡、高速原子間力顕微
鏡等の観察・計測技術の発展により、細胞内における微細構造や
動態の理解が大きく進展しました。これにより、巨大膜タンパク質複合
体等の構造情報が急増するとともに、生物学的相分離やオルガネラ
間の相互作用等の新しい現象が見いだされ、従来の細胞の概念が
見直されつつあります。
一方で、細胞の統合的理解のためには、上記のようなオルガネラ、
非膜オルガネラレベルの細胞内高次構造体に関する精度の高い知見
を、分子レベルと細胞レベルの双方向からのアプローチにより獲得し、
それらを統合していくことが求められます。
以上から、本研究領域では、上記課題を克服する細胞内現象の
観察や計測、制御等の技術の開発と、それらを活用した細胞内高次
構造体の機能解明を行い、それに基づく新たな生命現象の理解を目
指します。

領域アドバイザー
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細胞機能を担う超分子複合体の原子分
解能ダイナミクス

RNAによる非膜性構造体の形成と作動
原理の確立

濡木 理

廣瀬 哲郎

東京大学大学院理学系研究科

教授

Prestin、CesA、SID超分子複合体に関し

真核細胞にはRNAを骨格にした非膜性構

て、濡木Gのクライオ電子顕微鏡単粒子解

造体が存在します。本研究では、これらの

析および電子線トモグラフィー法による静的

構造体の的確な作動に必要な構造基盤の

構造の決定、岡田Gの生細胞内での一分

理解を通して、RNAが骨格として用いられ

子計測技術や超解像顕微鏡法などの革新

ている意義を明らかにします。そのために、

謙次
貴志
祐幸
求
雅英
典子
一夫

東北大学多元物質科学研究所

千葉

健一

豊島
藤田
山下
米田

陽子
克昌
敦子
悦啓

エーザイ（株）筑波研究所メディスン開発セ
ンター ディレクター

教授

自然科学研究機構基礎生物学研究所
名古屋大学大学院理学研究科

教授

東京大学大学院薬学系研究科

教授

東京大学大学院医学系研究科

教授

金沢大学がん進展制御研究所

教授

教授

理化学研究所BDR, 生体分子動的構造研究チ
ーム チームリーダー

東京大学大学院総合文化研究科
大阪大学大学院工学研究科

超解像イメージングによる形態・物性解析、構成因子のオミ

(藤芳G)を有機的に組み合わせ、細胞が構築され、運動し、

ックス解析、ソフトマター物理学を取り入れた構造体形成原

恒常性が維持される生細胞中でのダイナミックな分子機構を

理の確立に取り組みます。またRNAに直接相互作用する化

リアルタイムかつ原子分解能で解明する。

合物で構造体を人為操作する技術を開発します。

多階層高次構造体群が駆動するオートフ
ァジーダイナミクス

細胞におけるゆらぎの階層性と情報統合
ダイナミクス

野田 展生

上田 昌宏

（公財）微生物化学研究会

教授

2021年度採択

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

真核細胞の走性行動を担う細胞内情報処

て再利用する基本的な生命現象の一つで、

理システムを対象として、システムを構成す

我々が健康に生きていくために必須の役割

る分子群の確率的分子特性を１分子・超

を担っています。オートファジーが起きる過

解像顕微鏡法によって定量的に解析し、

程では細胞内で脂質膜の複雑な再編成が

計測結果に基づく１分子粒度細胞シミュレ

行われ、それは多階層の高次構造体群が担っていますが、

ーションにより情報処理・運動調節機能の時空間ダイナミク

その仕組みはよくわかっていません。本研究では、オートファ

スを計算機内に再現します。これにより、シグナル分子の分

ジーの諸過程を必要最小限の因子を用いて試験管内で再現
し、単純化することでメカニズムの本質に迫ります。

子数ゆらぎが利用されて細胞の柔軟な環境探索が実現される
「ゆらぎの階層性」と情報統合の仕組みを解明します。

教授

教授

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
医薬基盤・健康・栄養研究所

教授

的顕微鏡技術を用いた動態解析、クライオ蛍光顕微鏡技術

オートファジーは細胞が自身の一部を分解し

稲葉
上田
岡本
金井
吉川
後藤
嶋田

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

理事長

記憶を司るシナプス微小構造の時空間ダ
イナミクス

シナプスの力学カップリングを担う軸索終
末機構

林 康紀

河西 春郎

京都大学大学院医学研究科

教授

東京大学大学院医学系研究科

私達はCa2+/カルモジュリン蛋白質キナーゼII

軸索の力学応答の原因を、光学顕微鏡

(CaMKII)がCa 2+ 依存性に基質蛋白質と液

（超解像STED、共焦点、２光子顕微鏡）

液相分離（LLPS）を起こすことを発見し、

を用いる生理学的な研究と、TEMやFIB-

教授

これによりPSDの再構成されることがシナプ

SEMという定量的電子顕鏡法と組み合わせ

ス可塑性の本質であると考えました。そこ

て解明する。特に小胞内クラスターの分泌

で、精製蛋白質でこの性質を調べると同時に、超高解像度

動態やSNARE分子の超分子構造に着目する。これに伴い、

顕微鏡法、LLPSの光制御技術の開発、数理モデリングを

遺伝学的金粒子法を用いた単分子電顕法や軸索の化学的

組み合わせ、この仮説の妥当性を検討していきます。

操作法を開発する。

ゴルジ体の動態解明に基づく糖鎖修飾の
制御

加藤 晃一

自然科学研究機構生命創成探究センター 教
授

タンパク質の糖鎖修飾を制御することはバ
イオ医薬開発における重要課題です。本
研究は糖鎖修飾の舞台としてのゴルジ体に
着目し、その微細構造の時空間ダイナミク
スと糖タンパク質の輸送経路を明らかにしま
す。複雑に区画化されたゴルジ体における糖転移酵素の局
在とカーゴ分子の選別輸送の分子機構を探査することによ
り、分泌経路のプログラムを読み解き、それを改変することで
タンパク質の糖鎖修飾を制御することを目指します。

清水 敏之

東京大学大学院薬学系研究科

教授

細胞内ダイナミクス

Toll様受容体の応答を決定する時空間リ
ソソームダイナミクス

リソソームに局在する核酸認識TLRは病原
体センサーとして自然免疫応答を誘導する
ことは良く知られています。一方、リソソー
ム内の代謝産物の過剰蓄積時には代謝セ
ンサーとしてストレス応答を誘導し生存増殖
誘導を引き起こすことを我々は見出しています。本研究では
病原体センサー複合体、代謝センサー複合体の分子基盤を
解明したうえで、それらの応答の転換・制御に時空間リソソ
ームダイナミクスが果たす役割を解明します。

インセルNMR計測による細胞内蛋白質
の構造・動態・機能解明

西田 紀貴

千葉大学大学院薬学研究院

教授

本研究では、①細胞内タンパク質の動的
構造平衡やアンサンブル構造を解析する手
法、②ノックアウト細胞を用いた細胞内制
御因子の制御パラメーターの抽出法、③
細胞内で局在化した標的タンパク質を高感
度に検出するIn-cell NMR技術を開発する。開発した手法を
細胞内で局所的に形成されるLLPSなどの高次構造体に適
用し、細胞内構造体の機能発現との因果関係を動的構造
の観点から定量的に明らかにする。

動原体超分子複合体の構造ダイナミクス

深川 竜郎

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

動原体は、染色体の分配に必須な、100
種以上のタンパク質で構成される超分子複
合体である。多くの研究が進展しているが、
動原体構造が細胞内でどのような制御を受
け、染色体分配を達成させているかについ
て、不明な点も多い。本研究では、クライオEMを活用した
構造研究、高精度イメージング、遺伝学を組み合わせ、動
原体複合体の構造変化と染色体分配との関連を細胞の文
脈において理解する。
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異分野融合による新型
コロナウイルスをはじめ
とした感染症との共生に
資する技術基盤の創生

2020年度採択

超高感度ウイルス計測に基づく感染症対
策データ基盤

ウイルス変異を考慮した大量自動検査シ
ステムの研究

有田 正規

神野 誠

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
教授

新規の超高感度ゲノム増幅技術を活用して
様々な都市環境（下水、公共スペース、
医療現場など）からウイルスを検出・ゲノム
情報を取得し，国際連携する公的データベ

戦略目標

「総合知」で築くポストコロナ社会
の技術基盤

研究総括

岩本

愛吉

日本医療研究開発機構研究開発
統括推進室 室長

本研究領域は幅広い分野の研究者の結集と融合に
より、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する新た
な戦略や、それに繋がる革新的な技術シーズの早期創
出を目指します。2019年12月ごろ中国湖北省武漢市
を中心に発生したとされる新型コロナウイルス感染症
は、2020年３月11日には世界保健機関からパンデミ
ックが宣言され、人々の日常や社会・経済活動に多
大な影響を与えています。繰り返す感染の再拡大等へ
の懸念から社会・経済活動の長期の停滞を余儀なくさ
れる中で、感染症危機に対して強靭な社会への構造
的な変革と、それを支える科学技術イノベーションが早
急に求められています。そこで本領域では、新型コロ
ナウイルスを含む新興・再興感染症による社会・経済
活動のダメージを最小限にくいとめるとともに、ウィズコ
ロナ・ポストコロナにおける強靭な社会を創るため、あ
らゆる科学技術を総動員して、新型コロナウイルスをは
じめとする新興・再興感染症との共生に資する技術基
盤の早期構築を目指します。

ースやポータルサイトからデータを公開しま
す。またゲノムの変異解析を実施し、流行対策の数理モデ
ルを構築します。総じて，種々の新興感染症にも対応可能
なデータ基盤を構築します。

潔
茂
義夫

東京大学大学院新領域創成科学研究科

斉藤
齋藤
鈴木
立川
徳永

史郎
正男
康裕
愛
勝士

（株） 東芝

夏目
西村

徹
俊彦

藤巻

真

前田

秀雄

長崎大学

教授

学長

京都大学ウイルス・再生医科学研究所，シス
テムウイルス学 教授，所長
東北大学

特別嘱託

井元 清哉

千田 俊哉

東京大学医科学研究所

教授

収集検体数 5,000の臨床情報の集積し、

よって感染症を制圧するための情報基盤を完成させます。

新素材による環境中のウイルス検出・除
去技術の創出

スパコンによる統合的飛沫感染リスク評
価システムの開発と社会実装

片山 浩之

坪倉 誠

COVID-19データベースを構築します。この
ベータベースにおいて、SNP・ウイルスゲノ
ム・臨床情報を考慮したGWASを実施し、
日本人のCOVID-19重症化の遺伝的背景を明らかにします。
更に、COVID-19重症化を予測できる人工知能システムを構
築し、説明可能なAI（XAI）へ拡張することでビッグデータに

東京大学大学院工学系研究科

教授

国立感染症研究所エイズ研究センター

スを吸脱着する新素材を開発し、効率的濃
縮法を確立します。これらを、ウイルスを阻
止しつつ高い吸着能・高い透水性を有す
る自己組織化高分子および無機結晶・官能基化カーボンに
より実現します。さらに、ウイルスを高効率で除去するため
素材を開発し、優れたウイルス除去・不活化性能も実現しま

顧問
室長

す。

神戸大学大学院システム情報学研究科

教授

新型コロナに代表される新興感染症との共生時代におい
て、飛沫・飛沫核感染リスク評価の共通社会基盤となりう
るスーパーコンピュータを活用したシステムの開発を行います。
さらに得られたシステムを活用して、ウイズコロナ時代におけ
る感染リスク低減策の提案を行います。室内環境中での新
型コロナウイルスに対する居住者の感染リスクの制御･低減
に向け、従来はその直接的観察評価が困難であったウイル
スを含む飛沫･飛沫核の室内空気中での輸送動態を熱・流体シミュレーションで予
測し、更に感染に伴う体内動態と免疫システム応答･生理反応までを包括的に解
析する統合的システムを開発し、予測に対する精度と信頼性を各段に向上させま
す。また、予測に必要な時間を大幅に短縮し、対応するテストケース数を従来の実
験や汎用シミュレーションに対しても大幅に増加させ、さらにはAI学習のためのビッグ
データ作成にも対応できるよう、解析プラットフォームとしてスパコンを活用します。

国立国際医療研究センターゲノム医科学プロ
ジェクト（戸山） プロジェクト長
産業技術総合研究所細胞分子工学研究部門 首席研究員
スタンフォード大学創薬・機器開発研究所
ディレクター
産業技術総合研究所エレクトロニクス製造領
域 研究企画室 室長
東京都北区保健所

所長

Preclinical層別化に基づく新たなデータ
駆動感染症制御戦略の創出

Antibody-Based Molecular Designに
基づくウイルスの機能制御技術およびセ
ンシング技術の開発

川上 英良

津本 浩平

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

新型コロナウイルス感染症は、大半の感染者が無症候か
軽症で終わる一方、一部の発症者は重症化するという症状
の多様性を特徴としています。発症後（受診後）に病院で
取られるデータは充実している一方、発症前のデータは十分
に蓄積されておらず、個人ごとの発症・重症化のリスクを事
前に評価する方法は確立されていません。本研究では、既
に構築を開始している大規模社会PCR検査システムを活用
し、数千人の健常者、無症候者の唾液、鼻咽頭スワブサンプルを収集します。こ
れらのサンプル中に含まれるヒト由来、微生物由来のDNA、RNAを網羅的に計測
し、機械学習と統計・数理モデルを融合したアプローチにより、個人ごとの発症・
重症化リスクを発症前に評価する方法を開発します。また、発症・重症化リスクの
多様性を考慮した流行動向予測モデルも開発し、
「どのタイミングで、誰を対象に、ど
のような介入を行うのが効果的か」という個別化感染制御戦略の創出を目指します。
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高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研
究所 教授

世界中でSARS-CoV-2に対する薬剤開発が進んでいますが、
特効薬と言えるものはまだありません。特異的な治療薬を作る
ためには、時間がかかるからです。今回のような新興感染症に
迅速に対応するには、新しい概念に基づいたウイルス感染症
一般に適用可能な治療戦略を確立することが必要です。そこ
で我々は、ウイルスが増殖のために依存する宿主のエネルギー
代謝に着目しました。GTPは、細胞内がタンパク質合成に利
用するエネルギー分子ですから、GTP 代謝を調節することでウ
イルスタンパク質の合成を抑制しウイルス増殖を阻害できる可能性があります。宿主側の
エネルギー代謝を制御するこの手法は、原理的にはウイルスの種類を選ばないため、一
般的な抗ウイルス治療戦略となり得ます。本研究では、このコンセプトに沿った薬剤の開
発を行います。さらに、ウイルスをターゲットとした新規化合物の開発を組み合わせること
で、２つの異なる薬剤の相乗効果を狙い、COVID-19を含むウイルス感染症に広く適
用可能な治療戦略を確立します。

マルチオミクスデータを備えた世界一級の

に、ナノ高分子膜・光触媒無機結晶・カーボン膜などの新

名誉教授

厚生労働省大臣官房

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染拡大により、国
内のPCR検査数や検査組織・体制などに対する課題が明る
みになりました。本研究では、将来的なウイルス変異への対応
にも備えるために、ロボット技術および情報管理技術を活用し
た大量自動検査システムの実現を目指しています。検査システ
ムや検査組織・体制の柔軟性と継続性を備えた新たな大量
自動検査システムを構築するためのコンセプトを提示し、コンセ
プト部分モデルによる有効性の検証を行います。大量自動検
査システムを実現するために、最初に、ニーズ・技術動向調査検討と課題抽出を行
い、その結果から、コンセプトの立案を行います。次に、全検査工程における効率化と
システムの柔軟性の鍵となる検体集積（前段階処理）工程システムおよびPCR検査
工程システムの要素技術開発を実施します。そして、検査情報を含めた統合システムを
構築し、コンセプト部分モデルにより提案するシステムの有効性を検証します。これら一
連の研究により、将来、コロナウイルスの変異や新たなパンデミックに対し、大量感染
の迅速かつ正確な把握を可能とする安心・安全な社会が期待できます。

GTP代謝制御によるウイルス複製阻害技
術の開発

対する高感度検出法を創出します。ウイル

浅井
河野
小柳

教授

先端ゲノム解析と人工知能によるコロナ
制圧研究

エンベロープを有する新型コロナウイルスに

領域アドバイザー

国士舘大学理工学部

東京大学大学院工学系研究科

教授

新型コロナウイルスを標的としてAntibodyBased Molecular Designを実現するため
に、抗体エンジニアリングとしてのタンパク
質工学、精密な分子メカニズムの解明と薬
剤設計を可能にする構造生物学、低分子
化のための有機合成化学、そして、高感
度な分子動態と制御機構を解明できる一分子計測などの分
光学的手法を高度に融合させ、中和抗体等機能抗体の低
分子サイズ化によって新型コロナウイルスに対する新しい治
療薬および診断薬創出へ向けた技術（創薬技術とセンシン
グ技術）開発に取り組みます。

感染症を在宅で簡易診断する技術基盤
の開発

永井 健治

大阪大学産業科学研究所

教授

新型コロナウイルスを含む各種感染症の感染拡大
を防ぐとともに医療機関の負担を軽減させるには、
各家庭において自分自身で、簡便な手順にて検
査ができる方法およびシステムが必要となります。
本課題では、遺伝子ライブラリーから各種病原体に
特徴的な分子を認識する標的ペプチドをシステマテ
ィックに選別し、化学発光タンパク質に組み込んで、各種病原体を特異
的に認識して発光する分子センサーを迅速に開発するプラットフォームを
構築します。さらに、スマートフォンにより発光シグナルを検出することで
誰もが自宅で簡便に感染の有無を確認できる検査システムを開発し、ス
マートフォンを利用した感染情報の見える化、感染予想マップの構築な
ど、新興・再興感染症との共生に資する技術基盤を確立します。

野田 岳志

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

コロナ基盤

オルガノイドを用いた呼吸器チップの開発
とウイルス病態解析への応用
教授

COVID-19の治療法を開発するためには、ヒト体内
におけるSARS-CoV-2の感染動態を解明する必要
があります。現在、株化培養細胞や初代培養細胞
がSARS-CoV-2の感染モデルとして用いられていま
すが、ヒト体内を反映した適切な感染モデルは存在
しません。本研究では、ヒト呼吸器におけるSARSCoV-2の感染動態を解明するため、ヒトのES細胞やiPS細胞から分化誘
導した鼻腔・気道・肺オルガノイドを搭載した「呼吸器チップ」の開発を
目指します。開発した呼吸器チップを用いて、SARS-CoV-2の増殖機構
を解析し、病態発現機構の解明を目指します。本研究課題で上気道か
ら下気道に至るヒト呼吸器を再現する呼吸器チップが開発できれば、
様々な呼吸器ウイルス感染症研究の革新的なツールとなります。
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多細胞間での時空間的
相互作用の理解を目指
した定量的解析基盤の
創出
多細胞間での時空間的な相互作用
の理解を目指した技術・解析基盤
の創出

研究総括

松田

道行

京都大学大学院生命科学研究科
教授

本研究領域では、組織等における多細胞間の時空間的な相互作
用を、分子レベルあるいは細胞レベルで解析し、動的な生命システム
の理解に資する技術や理論の創出を目指します。近年、1 細胞レベ
ルでのオミクス技術やイメージング技術、さらには大量データを処理する
計算機科学等の発展に伴い、細胞や生体分子の網羅的かつ定量的
な解析が可能になりつつあります。これにより、個別の遺伝子や分子
に着目した研究から、遺伝子群や分子群の 1細胞レベルでの変化を
対象とするような、より複雑な解析へとライフサイエンスの方法論に変化
が認められます。しかしながら、時空間を考慮した生命システムの研究で
は、細胞や分子の経時的解析や組織・生体の三次元解析などで多く
の技術的な隘路が存在します。そのため、技術的なブレイクスルーによ
り、生体内やそれに近い状態における細胞内外の分子の挙動や細胞
の動態変化などに関して、時間情報や位置情報を加味した定量性の
高い計測手法やデータ解析技術等の創出が求められています。
このような背景を踏まえ、本研究領域では、細胞間や分子間のネット
ワークの時空間的な理解に資する新たな技術や理論を構築し、多細胞
動態の解明に関する研究開発を推進します。また、これらの研究開発
を通じて得られる質の高いデータやパラメータ等から、多細胞の動態を
予測・操作するための技術基盤を構築します。

領域アドバイザー

相賀

桜田
佐野

剛
貴文
尚子
博幸

（株）カン研究所
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今吉 格

藤田 克昌

京都大学大学院生命科学研究科

教授

一洋
雅己

慶應義塾大学医学部

主幹研究員

早稲田大学理工学術院

教授

理化学研究所開拓研究本部

主任研究員

塩野義製薬（株）デジタルインテリジェンス部 部長

哲也
雅裕

大阪大学大学院工学研究科

教授

多細胞からなる生命現象は、細胞内の分

細胞の増殖、分化、移動や形態変化、そ

子間、および細胞間の相互作用により生

して機能発現が協調的に進行するために

み出されるため、それを理解するには、分

は、どのような生 化 学 的 ・ 細 胞 生 物 学

子から細胞組織までの広いレンジで形態、

的・力学的要素がダイナミックに変動し、

物質、化学状態の情報を取得する必要が

そして時空間的に相互作用するのかについて、国際単位系

あります。本研究では、様々な光学効果を駆使した光学顕

で出力できるパラメーターで定量化を行い、それらを用いた統

微鏡技術を新たに開発し、生命現象に関わる多種の分子と

合モデリングと、光操作による検証実験から、多細胞システ

その化学環境、およびそれらの相互作用を、時空間的に高

ムの作動原理と機能発現過程を明らかにします。

精度に計測するための技術基盤を構築します。

遺伝子制御ネットワークの理解に基づく臓
器創出技術の開発

体表多様性を創発する上皮―間充織相
互作用の動的制御機構の解明

永樂 元次

藤原 裕展

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

教授

理化学研究所生命機能科学研究センター チ
ームリーダー

本研究では、
「胚全体」で起こっている現

生物は、多様な体外環境に適応して体内

象を試験管内で再現し、三胚葉由来組織

環境を一定に保つために、体表の構造と

から成る複雑な臓器を誘導するための新規

機能の著しい多様性を生み出しました。し

の方法論を確立するために、以下の３項

かし、体表が多様な形態と機能を自在に生

目の技術開発を行います。１）ヒト発生シ

むしくみや理論はよく分かっていません。本

ステムの遺伝子制御ネットワークの網羅的・定量的記述

研究では、上皮と間充織というヘテロな組織の間の細胞間

２）ネットワーク構造を予測し有効な制御点を決定するため

相互作用と、その相互作用の変化が多様な体表機能を創

の理論展開

発するという新しい視点に立ち、そのしくみを、細胞間相互

３）時空間的に自由度の高い遺伝子発現制

御および環境制御技術の開発。

作用の時空間的発展の１細胞解析を通して明らかにします。

細胞動態スペクトラムから紐解く多細胞
秩序の創発規則

ライブセルオミクスと細胞系譜解析による
パーシスタンスの理解と制御

澤井 哲

若本 祐一

東京大学大学院総合文化研究科

教授

東京大学大学院総合文化研究科

細胞の形態と運動は、上皮から間葉系、

クローン細胞集団に薬剤などによる致死的

アメーバ様へと、主に３つの類型を中心に

なストレスを与えても一部の細胞が遺伝子

准教授

分布し、それらが一つの組織の中に共存す

変異なしで生き残る「パーシスタンス」とい

ることも多々あります。これらの動的パター

う現象が知られています。本研究では、ラ

ンに着目し、多細胞組織の構築と再生の

マン分光を利用したライブセルオミクス技

背後にある細胞の変形と運動を、統一的な数理的表現「細

術、１細胞系譜計測技術、細胞系譜の統計数理、細胞

胞動態スペクトル」を通じて特徴づけ、理解するための定量

集団制御技術を包括的に開発し、がん細胞のパーシスタン

的計測手法と理論モデルを開発します。

ス現象を対象に、分子発現動態から数理構造まで含めた現
象の背景原理の理解とその制御手法の確立を目指します。

裕美子 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 教授

鈴木 穣
楯 真一
平井 優美
松田
山本

多細胞の包括的分子イメージング技術基
盤の構築

多細胞組織の発生過程において、個々の

戦略目標

赤城
井上
今本
小林

2019年度採択

力学場と生化学場の相互作用の計測・
操作と予測

教授

上海交通大学自然科学研究院
京大学 名誉教授

教授 /

東京大学大学院新領域創成科学研究科

東

広島大学大学院統合生命科学研究科

教授
教授

理化学研究所環境資源科学研究センター
ームリーダー
京都大学大学院情報学研究科
大阪大学微生物病研究所

2020年度採択

植物ホルモンフローアトラスの構築

腸－脳機能コネクトミクスによる腸内感覚
の機能解明と操作

土屋 雄一朗

榎本 秀樹

チ

教授

教授

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子
研究所 特任教授

神戸大学大学院医学研究科

植物ホルモンの能動輸送を介した組織間・

腸内腔の情報（腸内感覚）は意識に上り

細胞間コミュニケーションは、植物が多細

ませんが、生体恒常性の維持に必須のシ

胞生物として生きる根幹的な機能の一つで

グナルです。本研究では、腸内感覚がどの

す。本研究では、
「ホルモンが細胞間を動く

ような感覚細胞とニューロン群の相互作用

様子を実際に見る」低分子操作技術を開

により脳に伝達されるかを、解剖・生理学

教授

発し、組織レベルでのホルモンの流れを1細胞の解像度で再

的定量解析を用いて解明します。さらに腸内感覚を起点とす

現する数理モデルを構築することで、環境変化を察知して機

る臓器制御の神経回路を明らかにします。最終的には、腸

敏に生理成長を変化させる植物の動的な情報制御システム

内感覚の人為的抑制・活性化により、その生理的意義を解

の理解に資する技術と理論の創出を目指します。

明し、腸内感覚による臓器制御法の開発を目指します。

2021年度採択

１細胞内分子振動と多細胞間相互作用
によるストレス応答機構の解明

生命情報の低次元化を起点とする多階層
モデル駆動型研究戦略の創出

武川 睦寛

植田 美那子

東京大学医科学研究所

教授

東北大学大学院生命科学研究科

細胞は紫外線や温度変化など、S/N比の

高次元かつ多階層の生命システムは複雑

低いストレス刺激（アナログ入力）を感知

であり、
「どの遺伝子が、どの事象を制御

し、生か死かという２者択一の運命（デジ

し、どのルールに寄与するか」という分子

タル出力）を導き出しています。生体応答

機構の全容を解明することは至難です。本

教授

のアナログ-デジタル変換は生物の根源的

研究では、生命システム自体を低次元化し

特性ですが、その仕組みは不明です。本研究では情報伝達

た定量数理モデル（多階層モデル）を構築し、そこにオミク

分子の時空間変動と多細胞間相互作用という新たな視点か

ス解析やイメージング解析から得た実体情報も低次元化して
導入することで、生命システムを包括的に理解するという新

患の克服に資する技術・理論の創出を目指します。

たな方法論の開発を目指します。

生理的組織リモデリング機構の解明と臓
器操作技術の開発

マルチオミクス１細胞解析による難治が
ん組織空間の数理的再構成

豊島 文子

岡本 康司

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

教授

国立がん研究センター研究所

生体内の臓器は、体の生理変化に応じて

臨 床がんの治 療 抵 抗 性は、がん細 胞と

形態と機能を変えます。皮膚では、張力が

様々な非がん細胞が構成する複雑な相互

分野長

真皮と表皮のリモデリングを介して組織の伸

依存ネットワークに関与していることが知られ

展を誘導することが分かってきました。本研

ています。本研究では、臨床がんやマウス

究では、組織内の力場と遺伝子発現の空

移植腫瘍モデルを対象とし、最新の１細

間情報を計測する技術を確立し、力場による皮膚リモデリン

胞解析技術・空間的発現解析テクノロジーと先端的な数理

グを担う多細胞ネットワーク機構を解明します。生理的な皮膚

的解析法を組合わせた研究により、治療抵抗性を担う細胞

リモデリングを誘導する操作技術を開発し、皮膚疾患に対す

相互作用を空間的に可視化し、がんの難治性を担う細胞ネ

る組織再生効果を検証します。

ットワークの本態を明らかにすることを目指します。

超硫黄フラックス解析基盤の創出による
筋頑健性構築

時空間トランスオミクスを用いた多細胞・
臓器連関代謝制御の解明

西田 基宏

黒田 真也

九州大学大学院薬学研究院

教授

東京大学大学院理学系研究科

細胞の電子駆動（レドックス）力は、エネ

哺乳類の全身の代謝恒常性は、分子レベ

ルギー代謝や膜電位形成において極めて

ルではDNA・RNA・タンパク質・代謝物

重要な役割を果たしている。本研究では、

の各オミクス階層にまたがるトランスオミクス

生命元素の中で最も電子の授受をしやすい

ネットワークにより、細胞レベルでは代謝細

「超硫黄分子」を個々の細胞がもつレドック

教授

胞が臓器内で最適な空間的配置（ゾネー

ス力を反映する分子実体を捉え、多細胞間の超硫黄分子伝

ション）により、臓器レベルでは内分泌系と自律神経系のク

達の定量イメージング技術を開発することで、頑健な成熟筋

ロストークにより制御されています。本研究では分子レベル・

組織を構築する仕組みを解明する。これにより、超硫黄分子

細胞レベル・臓器レベルを時空間トランスオミクスにより統合

の生理的・臨床的重要性を確立する。

し、代謝恒常性のメカニズムを解明します。

組織変形動態解析を起点とした種間・器
官間で保存された形態形成則の解明

RNA movieによる多細胞運命分岐のダ
イナミクスアノテーション

森下 喜弘

新宅 博文

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

理化学研究所開拓研究本部
チームリーダー

本研究では、組織変形や構成則など物理

従来のオミクス解析の多くは、計測のため

過程としての器官形態形成動態の理解を

に対象の細胞や組織の生命活動を中断さ

理研白眉研究

前進させるために、以下の課題に取り組み

せる必要がありました。本研究では、ナノ

ます。(1) 時空間トランスクリプトーム情報

電場を利用した低侵襲分子サンプリング技

から組織動態を解析するための新規手法を

術、それに基づくオミクス動画(RNA movie)

開発し、手法の実験検証を行います。また、(2)開発手法を

撮影技術を開発し、転写制御ネットワークを動画で理解する

様々なモデル動物へ適用することで、種間、器官間、発生

枠組みを構築します。そして、RNA movieを通して、疾患・

再生間で保存された形態形成則を明らかにします。

多細胞

らストレス応答機構を解明すると共に、その破綻がもたらす疾

発生機構における重要な運命分岐ダイナミクスに関する理解
の深化を目指します。
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ゲノムスケールのDNA
設計・合成による細胞
制御技術の創出

2018年度採択

化学を基盤とするゲノムスケールDNA合
成技術の開発

機能的人工染色体の設計と利用のため
の革新的研究

阿部 洋

白髭 克彦

名古屋大学大学院理学研究科

教授

①正確性の高いPCR法、②新規DNAアセ

戦略目標

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

研究総括

塩見

春彦

慶應義塾大学医学部

教授

本研究領域はゲノムの構造と機能に関する基本原理(ゲノムの動作
原理)の解明とその知見に基づく細胞利用の基盤技術の創出を目指
すものです。特に、長鎖DNAの活用を通して細胞の制御を目指すこ
とで生命科学、ゲノム科学、細胞工学などのライフサイエンスのフロン
ティアの開拓と技術基盤の確立を目指します。近年、世界的に長鎖
DNAを活用した研究開発が加速しています。これらはいずれも合成生
物学の流れを汲むものであり、米国、中国、英国では複数の拠点が
形成され、基礎研究や技術開発、ベンチャー企業の育成など戦略的
な投資が行われています。しかしながら、各国の取り組みを見ると、細
胞を任意に制御するためのゲノムの設計指針にまで踏み込んだ研究
開発は少ないように見受けられます。そこで、本研究領域では将来的
なゲノム設計の基盤技術の構築に向けゲノムの動作原理の解明を目
的とした研究開発に取り組みます。ここでは、進展が著しい長鎖DNA
の活用を視野に「ゲノムの構造と機能の解明」、
「ゲノム設計のため
の基盤技術」、
「ゲノムスケールのDNA合成技術」、
「人工細胞の構
築」の4つの課題を推進し、ゲノムの複雑な機能と構造に関する知見
の創出とゲノム合成や人工細胞に関する新たな技術の構築を目指しま
す。

朝倉

味の素（株）R&B企画部 シニアマネージャー

石井

陽子

浩二郎 高知工科大学環境理工学群 教授

今井

由美子

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

岩崎

信太郎 理化学研究所開拓研究本部 主任研究員

戎家
岡﨑

美紀
寛

小比賀 聡
角谷 徹仁
北島

智也

黒川 顕
菅野 純夫
鈴木 勉
二階堂 愛
横川 隆司
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EMBL Barcelona

教授

本研究では、ヒト細胞や哺乳類細胞で長

ンブリ技術、③反復配列を構築可能なケミ

大なDNA断片が遺伝情報として正しく機能

カルライゲーション、④合成効率・正確性

するためにはDNA配列をどのように設計する

が高いアミダイト化学、⑤本技術を利用す

必要があるか、その原理を発現制御機構

るためのDNA配列設計アルゴリズム開発。

のデコーディングに焦点を当てて解明しま

以上の要素技術を開発することで、正確でかつ自動化可能

す。また、長鎖DNAの導入技術も併せて構築します。これら

なゲノムスケールでのDNA合成技術を確立します。

の成果に基づいて細胞のゲノムを大きく書き換えるための操
作法を確立し、医学や畜産学などの分野で合成生物学的研
究・開発を大きく加速します。

ゲノム完全化学合成を指向した革新的フ
ロー合成法の開発

人工ゲノムのセルフリーOn chip合成とそ
の起動

大窪 章寛

末次 正幸

東京工業大学生命理工学院

准教授

立教大学理学部

教授

本研究では、これまでに我々が開発してき

ゲノムは人工的に設計して合成できる時代

た塩基部無保護ホスホロアミダイト法やポー

に突入しつつあります。一方で、既存の合

ラスガラスを高密度に固定化したスライドガ

成技術は古典的な分子生物学的手法を基

ラス作成技術を駆使して、
「1. 世界最高峰

盤とした手間と時間のかかるものです。本

の長鎖DNA合成技術の確立」、
「2.ゲノム

研究では、試験管内再構成技術および微

DNA合成を指向した長鎖DNA合成フローシステムの構築」、

細加工・操作技術を用いて「セルフリーOn chipゲノム合成

「3. 特定の色素合成遺伝子およびその関連遺伝子の導入
による光合成効率の評価」を行います。

技術」を開発します。合成ゲノムを細胞に移植して起動させ
るところまでを評価し、
「作って起動し評価する」サイクルを高
速かつ低コストで回すことを目指します。

新規ゲノム再編成技術と長鎖DNA合成
を活用したゲノム改修技術の開発

生殖システム進化を駆動するゲノム変化
の原理解明と操作

太田 邦史

杉本 亜砂子

東京大学大学院総合文化研究科

教授

日本の独自技術であるTAQingシステムを

領域アドバイザー

東京大学定量生命科学研究所

東北大学大学院生命科学研究科

教授

線虫の生殖システムは、雄・雌による有性

用いて、優れた形質をもつ人工細胞を構築

生殖に加えて、雌雄同体による自家受精

し、そのゲノム配列から形質発現に必要な

や、単為生殖など、進化の過程で多様化

最小遺伝子／DNA配列群を選別します。

してきました。本研究では、異なる生殖シス

この情報をもとに、既存のゲノムDNAに最

テムを持つ複数の線虫種間の網羅的な比

小の改変を加えるほか、新たな形質をもたらす長鎖DNA（エ

較ゲノム機能解析を行うことにより、生殖システムの進化に

キストラゲノム）を設計・合成し、細胞内に導入します。こ

関わるゲノム要素を抽出し、その共通原理を発見します。さら

のゲノム・リノベーション法により、優良形質をもつ人工細胞

に、この共通原理に基づいて、線虫ゲノムを操作すること

を効率的に設計する方法を開発します。

で、生殖システムの人為的改変をめざします。

ヒト／マウス人工染色体を用いたゲノムラ
イティングと応用

ゲノム配列の新解釈による設計自由度と
進化可能性の獲得

香月 康宏

伊藤 隆司

Group Leader

理化学研究所創薬・医療技術基盤プログラム
プログラムディレクター
大阪大学大学院薬学研究科

教授

東京大学大学院理学系研究科／情報・システ
ム研究機構国立遺伝学研究所 教授
理化学研究所生命機能科学研究センター
センター長・チームリーダー

副

2019年度採択

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 教授
千葉大学未来医療教育研究機構
東京大学大学院工学系研究科

特任教授
教授

東京医科歯科大学難治疾患研究所
京都大学大学院工学研究科

教授

教授

鳥取大学染色体工学研究センター 准教授

九州大学大学院医学研究院

我々は哺乳類細胞において自立複製・分

出芽酵母をモデルに、CRISPR-Casシステ

配が可能なヒト人工染色体(HAC)およびマ

ムと２ハイブリッド法と塩基修飾酵素を用い

ウス人工染色体(MAC)を構築し、Mb単位

て、ゲノム中の標的領域を重複させる技

教授

の巨大なヒト遺伝子クラスターのマウス個体

術、標的領域のゲノム配列に選択圧をか

への導入にこれまでに成功してきました。本

ける技術、標的領域の全体に亘って突然

研究ではHAC/MAC技術を用いて、
「Mb単位の合成DNAを

変異を導入する技術を開発します。これら３つの新技術を活

目的細胞に効率的に導入する基盤技術開発」を行い、
「ゲ

用して、遺伝子重複による適応進化の構成的理解を深める

ノム配列の動作原理の解明」と「産業応用および医療応

とともに、進化可能性に富んだゲノムを制約なく設計・合成

用」のための基盤となる技術を開発します。

するための方法論の創出を目指します。

DNA配列空間に新規機能を予測する情
報技術

電界誘起気泡及びＤＮＡナノ粒子結晶
による長鎖ＤＮＡの導入・操作技術の
研究

超還元環境ゲノムの代謝・遺伝機能再
現から紐解く初期生命進化

岩崎 渉

山西 陽子

鈴木 志野

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

九州大学大学院工学研究院

教授

宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所
教授

「創って調べて制御する」ライフサイエンス

長鎖DNAを細胞内で利用する際の問題とし

始原的生命とはいったいどのような生命だっ

を実現する上で、DNA配列空間の中に新

て「長鎖DNAのハンドリングが難しく、導入

たのでしょうか？本研究では、初期地球類
似環境でみられる始原的なエネルギー代

たな遺伝子機能や生命システム機能を予測

技術が限られる」ことが挙げられます。排

していく情報技術が必要とされています。本

除 体 積が大きく、 物 理 的に脆 弱な長 鎖

謝、遺伝システムの遺伝情報に基づき、そ

研究では、DNA配列空間の中に新規機能

DNAを細胞に適切に導入するために，本

の機能モジュールを合成生物学的アプロー

准

を持ちうる配列を新規に予測する情報技術を開発します。そ

研究では、穿孔性の高い物理導入手段「電界誘起気泡」

チで機能化することで、始原的生命の姿に迫ります。これま

して、具体的な機能ターゲットとして、ゲノムの改変や制御に

法、DNAナノ粒子結晶技術を分野横断的に組み合わせて、

でとは全く異なるアプローチで得られる始原的生命に関する

資する新規ツールを開発します。

長鎖DNAを導入・操作することを目指します。

踏み込んだ知見は、生命進化の理解を革新するとともに、
将来的な人工細胞の構築などに役立てます。

自己再生産し進化する人工ゲノム複製・
転写・翻訳システムの開発

潜在的不安定性から読み解くゲノム設計
原理

小林 武彦

市橋 伯一

平谷 伊智朗

東京大学定量生命科学研究所

教授

東京大学大学院総合文化研究科

教授

ゲノム合成

2020年度採択

遺伝子増幅装置と染色体ベクターの構築

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

任意の遺伝子を増幅することができる遺伝

本研究では、リボソームを除く必要なすべて

本研究は、哺乳類染色体に潜む不安定性

子増幅システムを構築します。またその増

の遺伝子（36個）について自己再生産す

の解明をキーワードに、染色体の動的制御

幅システムを用いて100以上の遺伝子を組

るDNA複製・転写・翻訳システムの開発

の基盤を明らかにする。核内コンパートメン

み込むことができる「染色体ベクター」を作

を行います。この目標を実現可能なものと

トの制御因子を網羅的探索し、TADとコン

成します。ここにタンパク質複合体や代謝

するために、独自に開発した単純化した

パートメントの発生動態と細胞周期動態を

系に関わる遺伝子を丸ごと組み込み、それらを異種細胞内で

DNA複製システムと進化のしくみを用いたDNA配列最適化手

明らかにし、これらの人為的構築を試みる。さらに、染色体

再構築し解析する実験系を確立します。将来的には人工細

法を用います。この目的が達成されれば、増える人工細胞の

異数化を抑制する分子機構に迫り、複製困難ゲノム領域を

胞の作成の基盤技術になると期待します。

実現が夢ではなくなるはずです。

同定し、異数化との関係に迫る。並行して、１細胞全ゲノ
ム解析技術の解像度向上と多次元解析の実現を目指す。

長鎖DNA合成と自律型人工細胞創出の
ための人工細胞リアクタシステム

種分化を規定するゲノム構造

野地 博行

北野 潤

東京大学大学院工学系研究科

教授

異種ゲノム制御による光合成作動細胞の
創製

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

教授

松永 幸大

東京大学大学院新領域創成科学研究科
授

教

本研究は、新しい人工細胞リアクタ技術を

種分化とは一つの共通祖先から、枝分か

開発します。例えば、生体高分子を積極

れによって分化した集団が生じ、生殖隔離

植物ゲノムを動物ゲノムに移植して、植物

的に取り込みそして保持する機能や、リア

によって違いが維持されるに至る連続的な

ゲノムが安定的に維持された動物細胞を構

クタ自身が成長・分裂する機能を有した人

過程である。申請者らが確立してきた独自

築します。移植された植物ゲノムの動作原

工細胞リアクタの技術確立を目指します。

の野生動物の種分化連続体の研究システ

理を解明すると共に、移植ゲノムに含まれ

このような機能をリアクタに付加し、さらに強化するため、新

ムを利用することで、種分化を加速化するゲノム構造としての

る光合成遺伝子群の発現を活性化させることを試みます。長

しい合成機能分子技術を確立します。最終的には、無細胞

組換え抑制領域の役割を解明する。さらに、組換え抑制領

鎖DNAノックイン法および光応答性発現制御法の開発を行

DNA複製・転写・翻訳機能を搭載することで、自律的成

域の編集技術を開発することで、種分化を規定するゲノム構

いながら、動物細胞内で光合成を作動させることを目指しま

長・分裂能力を有する自律型人工細胞を創出します。

造の操作に挑む。

す。

合成細菌JCVI syn3.0B とゲノム操作を
用いた細胞進化モデルの構築

深層学習を用いたゲノムスタイル特徴抽
出とDNA配列de novo設計と合成

宮田 真人

榊原 康文

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

JCVI-syn3.0は，2016年にマイコプラズマ

慶應義塾大学理工学部

細胞工学的手法により、異種ゲノムとして

教授

深層学習技術を用いてDNA一次配列を設

を基に作られた合成細菌で，そのゲノムは

計・生成する手法を開発し，合成したDNA

増殖に必須な遺伝子のみで構成されていま

を細胞に導入し，機能発現を検証する研

す．本研究では，様々な遺伝子をこの合

究を実施する．ゲノムスタイルという新しい

成細菌に移植・発現させて，運動，細胞

視点を導入し，遺伝情報は保持したままゲ

壁形成，DNA分配，膜リモデリング，などの能力の獲得と

ノムの書き方を変換する方式を開発する．次に，枯草菌を用

いう原始の細胞から真核生物にいたるイベントを実験で再現

いたゲノム合成プラットフォームを確立し，そしてPET分解酵

します．さらに，細胞を自由にデザインすることにより，新た

素とその代謝経路の遺伝子クラスターを対象として，耐熱性

な細胞の構築を行います．

や安定性などの機能改変に応用する．
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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
戦略目標

細胞外微粒子により惹起される生
体応答の機序解明と制御

研究総括

馬場

嘉信

名古屋大学大学院工学研究科
教授

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。それらは、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別されま
す。
外因性微粒子は、ナノマテリアル等について安全性評価の側面か
ら研究が進められてきたこともあり、生体における動態や応答機序等は
十分には解明されていません。一方、内因性微粒子は、細胞外小
胞が細胞間コミュニケーションにおいて重要な役割を果たし、がんや認
知症等の多くの疾患と関連することが近年注目を集めていますが、形
成過程や生理的な意義等についてはその多くが未解明です。
以上を踏まえ、本研究領域では、内因性微粒子や外因性微粒子
の動作原理、生体応答・認識に関する分子機構の解明に加え、微
粒子の検出・分離・計測・解析等の基盤技術の開発を一体的に
取り組み、細胞外微粒子に起因する生命現象を明らかにするとともに
その制御に向けた基盤的研究を推進します。

領域アドバイザー

一柳
今井
浦野
津本
永沼
中山
信正
花方
早川
原田
深瀬
吉田

優子
浩三
泰照
浩平
章
和久
均
信孝
和一
彰宏
浩一
佳一

横浜国立大学工学研究院／大阪大学大学院理学
研究科熱· エントロピー科学研究センター 教授
北海道大学遺伝子病制御研究所

客員教授

東京大学大学院薬学系研究科・医学系研究科 教授
東京大学大学院工学系研究科
東北大学

教授

名誉教授

京都大学大学院薬学研究科

教授

東レ（株）先端融合研究所

常任理事・所長

物質・材料研究機構

2017年度採択

リンパシステム内ナノ粒子動態・コミュニ
ケーションの包括的制御と創薬基盤開発

分化再生と生体恒常性を制御するエクソ
ソームの新しい細胞同調機能の解明とナ
ノ粒子による生体機能制御への応用

秋田 英万

山下 潤

千葉大学大学院薬学研究科

教授

教授

長年にわたり、ナノ粒子を用いた血中投与

我々は、
「細胞は、自分自身の情報を”エク

型の薬物送達システムが開発されてきまし

ソソーム”という細胞の一部を含む小胞（小

た。一方、体内には、もう一つの脈管系と

さなカプセル）に乗せて周囲の細胞に伝

してリンパが存在し、免疫制御の場として

え、周囲の細胞も同調するよう制御してい

中心的な役割を果たすと共に、がんの転移

る」という新しい生命現象を見いだしていま

やリンパ浮腫などの難治性疾患にも深く関与しています。本

す。そのメカニズムを解析するとともに、そのはたらきを新しい

研究ではリンパにおけるナノ微粒子の動態制御技術や、リン

ナノ粒子を用いて再現可能とすることにより、生体の様々な

パを構成する細胞群とのコミュニケーションを制御する技術を

機能を制御する新しい方法を開発し、将来的には新しい治療

開発し、医療原理の開拓に貢献します。

法に結びつけたいと考えています。

糖鎖を基軸とするエクソソームの多様性解
析と生体応答・制御のための基盤研究

オートファジーによる細胞外微粒子応答と
形成

秋吉 一成

吉森 保

京都大学大学院工学研究科

教授

細胞糖鎖は、発生、免疫、感染、がん化

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

オートファジーとは、細胞内の様々なものを

などの様々な生体応答に関わっており、産

隔離して処理するシステムです。尿酸結晶

生されるエクソソーム糖鎖も生命現象に重

やシリカのような有害な微粒子を細胞が取り

要な役割を果たしていることが考えられます。

込んだ場合も、オートファジーがこれを隔離

本研究では、これまで未解明なエクソソー

します。本研究ではその仕組みや隔離後に

ム糖鎖の構造多様性と機能に関するバイオサイエンスを進展

どのように処理しているのかを解明します。一方、オートファ

させ、糖鎖を基軸とした分離、計測、解析技術の開発、エ

ジーは細胞内のものを膜に包んで細胞の外に放出することで

クソソームの誕生からその組織、細胞内輸送における役割と

微粒子を作っている可能性があります。これについてもその

機能、さらに医療応用に向けた研究を推進します。

実態を明らかにしたいと思っています。

シグナルペプチド:細胞外微粒子機能の新
規マーカー

細胞外核酸の免疫学的評価法確立と生
理学的意義の解明

澤田 誠

石井 健

名古屋大学環境医学研究所

教授

2018年度採択

東京大学医科学研究所

教授

環境中微粒子は様々な生体作用を誘発し

核酸は、細胞内にある遺伝子情報であると

同時に生体もエクソソームと呼ばれる生体

いうのが常識ですが、細胞の外にも核酸が

由来微粒子を産生して防御反応などの生

存在し、細胞外微粒子として環境応答や

体応答が生じます。私たちは独自に開発し

生体内の生命現象に何らかの影響を及ぼし

たホットメルト-質量分析法でこのエクソソー

ていると考えられています。本研究は、核

ム中に多量のペプチド分子が含まれていることを見出しまし

酸を含む微粒子もしくは細胞外に核酸を誘導しうる微粒子群

た。そこで、微粒子を効率よくとり出せる技術と組み合わせて

に対する免疫学的生体応答の仕組みと生理的意義を探求す

質量分析を行い、細胞外微粒子に起因する生命現象の解

ることを目的とし、細胞外核酸を一分子レベルで計測する技

明と制御する手法の開発を目指して研究を行います。

術や、その生体内での制御技術の開発を目指します。

細胞外小胞の形成・分泌とその異質性
を生み出す分子機構の解明 ～人工細胞
外小胞への展開

高精度1分子観察によるエクソソーム膜動
態の解明

福田 光則

鈴木 健一

理事

金沢大学環日本海域環境研究センター 名誉教授
大阪大学大学院医学系研究科
大阪大学大学院理学研究科
（株）島津製作所

教授
教授

シニアアドバイザー

東北大学大学院生命科学研究科

教授

岐阜大学糖鎖生命コア研究所

私達の体を構成する細胞は、様々な物質

本研究では、高精度1分子・超解像イメー

を包み込んだ小胞を細胞外に放出し、細胞

ジング法を中核技術として用い、がん細胞

間のコミュニケーションを図っています。しか

から放出後のエクソソームが、ラフトと糖鎖

し、細胞外小胞による生体応答の詳細な

を利用しながらどのように標的細胞に結合

仕組みはもちろん、内容物の異なる小胞が

し、取り込まれ、標的細胞膜上で機能する

教授

何種類存在するのか（異質性）といった基本的な問題も未

のかを第一原理から解明し、エクソソーム機能を制御可能と

解明のままです。本研究では、細胞外小胞の形成・分泌と

することを目指します。また、そのための基盤技術を開発・

その異質性を生み出す分子基盤を解明すると共に、その成

改善していきます。

果を応用した機能性人工微粒子の技術開発を目指します。
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京都大学iPS細胞研究所

神経変性の原因となるタンパク質微粒子
の形成と伝播機構

革新的液中ナノ顕微鏡開発と細胞外微
粒子の包括的解明

長谷川 成人

小椋 俊彦

東京都医学総合研究所脳・神経科学研究
分野 分野長

産業技術総合研究所健康医工学研究部門
上級主任研究員

細胞内で形成される異常タンパク質微粒子

細胞外微粒子が細胞に及ぼす作用を解明

は、認知症や神経難病の病態形成・進行

するには、溶液中で細胞や微粒子を直接

に関与します。本研究では、細胞内微粒

観察し分析する必要があります。本提案で

子の形成・放出・伝播の過程に関わる分

は、生体試料を染色・固定処理せずに直

子群を網羅的に同定し、その分子機構の

接ナノレベルで観察し、その組成も分析で

解明に挑みます。神経細胞内外の病原性タンパク質微粒子

きる革新的な液中ナノ顕微鏡を開発します。さらに、この観

の新しい検出系の作出・病態進行を反映する生化学マーカ

察技術を用いて環境中のナノ粒子やタンパク質微粒子等が、

ーの同定・微粒子伝播の阻害による治療戦略の創成も目

細胞機能へ及ぼす影響について包括的な研究を推進します。

指します。

環境中微粒子の体内、細胞内動態、生
体・免疫応答機序の解明と外因的、内
因的健康影響決定要因、分子の同定

華山 力成

高野 裕久

金沢大学ナノ生命科学研究所

教授

微粒子に対する生体応答を担う主役は、

京都大学大学院地球環境学堂

教授

細胞外微粒子

微粒子による生体応答の相互作用の解
明と制御

呼吸器・アレルギー疾患を悪化させる環境

最初に微粒子を取り込む貪食細胞です。

中微粒子の中でも、生体応答へのエントリ

貪食細胞はまず恒常性を維持する為の防

ー経路や生体応答機序は異なることを示し、

御性炎症応答を行いますが、この過程が

環境中微粒子を医学・生物学的（内因

過剰になると、周辺環境を破壊する傷害性

的）に類型化します。次に、この類型化を

炎症応答を引き起こします。本研究では、微粒子本来の生

基に、多様な環境中PM2.5の生体応答機序を解明します。

理機能や体内動態を解析する技術の開発により、エクソソー

特に、PM2.5の健康影響決定要因や分子を、外因（環境

ムやエアロゾルに対する炎症応答を解析し、その相互作用に

分析学）と内因（医学・生物学）の双方向から同定し、

よって炎症応答が傷害性へと移行する機序を解明・制御し

両者の因果関係を分子とその変化を基に明らかにします。

ます。

細胞外微粒子の細胞内運命の解析と制
御

細胞外微粒子への生体応答と発がん・
動脈硬化症との関連の解析

二木 史朗

豊國 伸哉

京都大学化学研究所

教授

「マクロピノサイトーシス」は細胞外微粒子

名古屋大学大学院医学系研究科

教授

身近なナノマテリアルや微粒子が惹起する

の細胞内取込の中心的役割を担う経路で

生体応答が、日本人の２大死因であるが

す。本研究では、細胞外からの微粒子が

んと動脈硬化症の発症や進展にどのような

細胞にどのように取り込まれ、どのような運

意義を有するのかを解析する。環境汚染物

命をたどるのかを、様々な性質を持つ微粒

質や今後普及するウエアラブル・フレキシ

子と新しい細胞環境検出系を用いて明らかにします。細胞外

ブルデバイスのナノマテリアルについても検討し、ナノマテリ

微粒子が生命現象に与える影響を化学・生物・薬学的見

アル生体影響の一般原理を解明することにより、安全な労

地から理解する「細胞動態工学」を樹立し、新しい創薬治

働環境や市民生活に寄与する成果を発信すると同時に、新

療技術の開発と、健康で持続的な社会の達成につなげま

たなドラッグ・デリバリーシステムへの基盤を検討する。

す。

2019年度採択

多次元・ネットワーク化計測による細胞
外微粒子の多様性と動態の解明

細胞外微粒子の1粒子解析技術の開発
を基盤とした高次生命科学の新展開

太田 禎生

渡邉 力也

東京大学先端科学技術研究センター 准教授

理化学研究所開拓研究本部

本研究では、１細胞・１細菌・１EVの

本研究では、理学・工学・医学の異分野

多様性を網羅的に捉えて紡ぐ、多次元・

融合により、生体微粒子の組成や機能を1

ネットワーク化計測・分取技術を開発し、

粒子ごとに網羅的に解析できる革新技術を

細胞外微粒子の多様性と動態を未踏の高

開発します。そして、それらを疾患由来のエ

解像度で探求します。多次元計測情報を

クソソームへと応用することで、疾患との相

主任研究員

捉えて各EVを分離し、生物学的な意義付けまで検証する新

関関係を1粒子レベルの感度で理解する次世代の研究手法

標準分類法の確立（１EV粒度）と、ヘテロな腸内環境を

を確立し、生物学・医薬学にまたがる新知見の創出、なら

モデルとして、多様な細胞-細菌-EVの相互作用下における

びに、疾患の制御に向けた新規医薬技術基盤の実現につ

EVの多様性や動態・役割の解明（１細胞・１細菌粒度）

なげます。

を目指します。

21

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
戦略目標

生命科学分野における光操作技術
の開発とそれを用いた生命機能メカ
ニズムの解明

研究総括

影山

龍一郎

理化学研究所脳神経科学研究セ
ンター センター長

本研究領域では、光操作技術の開発および応用に
よる生命機能の高度理解と制御を目的とします。
近年、オプトジェネティクスなどの光操作技術の進展
により、生命科学研究のあり方が大きく変わろうとして
います。これらの技術は、高い時空間分解能での機
能制御を特徴とすることから、生命機能の理解に飛躍
的な進展をもたらしつつあります。光の特性を活かした
生命機能の制御技術は、可逆性・即時性などの他に
ない技術特性等からも今後は多様な分野への急速な
展開が予想されます。
一方で、これらの技術は生命機能の解明に向けて
決して万能とは言えません。例えば、光源毒性による
生体への影響や因子導入による機能障害、さらには
光タンパク質の精密制御など、技術が浸透しつつある
現在もなお多数の課題が挙げられています。また、将
来の医療応用を見据えた場合、光照射や因子導入の
生体侵襲そのものが臨床展開への大きな障害となるこ
とは容易に類推できます。
以上のような背景から、本領域では、上記課題を克
服する光操作技術の開発とそれらを活用する生命機能
の制御動作原理の解明を行います。具体的には、
脳・神経、免疫、発生、再生、がんなどの多様な生
命現象を対象とし、複雑な生体システムの理解と制御
を目指します。
本研究領域は、文部科学省の選定した戦略目標
「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」のもとに、平成28年
度に発足しました。

2016年度採択

霊長類の大規模回路の光遺伝学的操作
による高次脳機能の解明

ミクロからマクロまでシームレスに細胞と
会話する光技術の開発

伊佐 正

松田 道行

京都大学大学院医学研究科

教授

京都大学大学院生命科学研究科

ウイルスベクターの高性能化と光照射シス

細胞間情報伝達可視化技術と光反応性情

テムの高パワー化により、これまで困難とさ

報伝達分子とを用いて、胎生期細胞や成

れてきた「サルの巨大な大脳皮質回路の

体細胞の増殖分化制御機構、さらには免

光遺伝学操作」を実現します。皮質下から

疫細胞によるがん細胞排除機構を研究しま

大脳皮質運動野へ向かうアセチルコリン及

す。ミクロからマクロまでシームレスに観

教授

びドーパミン作動性経路を選択的に操作し、これらが脊髄損

察・操作するために、蛍光・発光ハイブリッドバイオセンサー

傷からの機能回復に果たす役割を検証します。さらに、皮質

を発現するマウスとWiFi通信可能なイメージング&LEDデバイ

―皮質間投射経路のボトムアップ系とトップダウン系の機能

スを開発し、生きた個体で分子活性をリアルタイムに観察・

の違いを明らかにします。

操作するという新しい研究手法を確立します。

記憶構造を解明する新しい光操作・画像
法の開発

光を用いた睡眠の機能と制御機構の統
合的解析

河西 春郎

柳沢 正史

東京大学大学院医学系研究科

教授

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構
構長・教授

学習・記憶に関係したシナプスを標識する

睡眠は動物の普遍的な生理的現象です

光操作技術を発展させ、学習・記憶を担う

が、その機能や調節メカニズムはいまだ解

機

明されていません。例えば誰もが日々体験

神経回路、
「記憶構造」、の解明を進めま

する「眠気」の物理的実態は、いまだに

す。シナプスレベルのみならず遺伝子発

謎です。本研究では、睡眠・覚醒の包括

現、画像情報処置、非侵襲イメージングの
専門家が協力して、特定の記憶に関係する記憶構造をシナ
プスから全脳レベルで光操作し、可視化する方法を開発しま
す。

的理解を目指し、
「眠気」分子の光学計測
と光化学的制御、睡眠調節を模倣する光操作ツールの開
発、光技術とメタボロームや電気生理学的手法を組み合わ
せた睡眠中の脳の解析、進化的に保存された睡眠分子機
構の光遺伝学的探索などの多面的かつ統合的な研究を通じ
て、睡眠の根本的な謎に挑みます。
2017年度採択

ゲノムの光操作技術の開発と生命現象解
明への応用

シナプス光遺伝学を用いた脳領域間シグ
ナル伝播機構の解明

佐藤 守俊

礒村 宜和

東京大学大学院総合文化研究科

教授

本研究では、ゲノムの光操作に焦点を絞

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
教授

プレシナプス分子機構を制御する光刺激/

り、これを実現するオリジナルな技術を創製

光抑制技術を開発し、従来は不可能であ

します。当該技術には、同じく本研究で開

った広範囲の脳領域間の神経信号の伝達

発する近赤外光スイッチタンパク質と組み

を極めて高い時空間精度（細胞単位・ミリ

合わせて、生体での低侵襲・高効率・高

秒単位）で追跡できるプレシナプスMulti-

精度の光操作のために十分な高度化を施します。さらに光操

Linc法を確立します。この研究により、全脳的な機能的情報

作ツールを導入したトランスジェニックマウスを樹立し、ゲノム

の流れを把握する戦略を拓くとともに、シナプス伝達の分子

の異常に基づく脳機能障害の理解に応用すると共に、生体

機構から行動発現の回路機構まで幅広い研究分野に新たな

における造血系細胞の動態の解明に応用します。

展開をもたらすことを示します。

ファイバーレス光遺伝学による高次脳機
能を支える本能機能の解明

定量的光操作と計測技術を基軸とする生
体深部の細胞応答ダイナミクスの解析

須藤 雄気

小澤 岳昌

領域アドバイザー

石井

優

伊藤

博康

狩野
河村
清末

方伸
悟
優子

小早川

小林
武田
永井
南部
濡木

大阪大学大学院医学系研究科
能研究科 教授

教授／生命機

浜松ホトニクス（株）取締役役員室 顧問／
光産業創成大学院大学 副学長・特任教授
東京大学大学院医学系研究科
大阪大学

教授

名誉教授

理化学研究所生命機能科学研究センター
ニットリーダー

ユ

令子 関西医科大学附属生命医学研究所 学長特命教授

和人
洋幸
健治
篤
理

福島県立医科大学医学部附属生体情報伝達研究所 教授
東京大学大学院理学系研究科
大阪大学産業科学研究所

教授

教授

自然科学研究機構生理学研究所
東京大学大学院理学系研究科

教授
教授

教授

東京大学大学院理学系研究科

睡眠覚醒などの本能機能は、記憶や意志

本研究では生体深部の細胞応答ダイナミク

決定などの高次脳機能にも影響を及ぼして

スを解析する革新的技術開発を目的として,

います。従来の光遺伝学では、侵襲や行

遺伝子発現,増殖因子,キナーゼや細胞膜

動制限のために、この機能連関の研究に

レセプター活性を,近赤外光により定量的に

教授

は不十分でした。新開発するファイバーレス

制御する技術を開発します.光操作と同時に

光遺伝学では、光ファイバーを刺入せずに脳深部の神経活

アウトプットシグナルを,蛍光・発光・ラマン散乱により検出す

動を体外から照射した近赤外光で操作可能になります。これ

るプラットフォームを構築します.開発する技術を用いて,マウス

を応用することで睡眠覚醒と記憶との関係の解明に迫れるだ

を対象とした代謝調節と神経幹細胞分化の動的メカニズムの

けでなく、様々な生体機能の解明に大幅な進展が期待され

解明を目指します.

ます。
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2018年度採択

細胞内二次メッセンジャーの光操作開発
と応用

神経回路の4次元解析法の開発とサブネ
ットワークの機能解明

神取 秀樹

小坂田 文隆

名古屋工業大学大学院工学研究科

教授

名古屋大学大学院創薬科学研究科
授

本研究では、Ca2+や環状ヌクレオチドといっ

知覚や記憶に関わる機能は脳内で複数の

た二次メッセンジャーの濃度を光で自在に制

領野に局在し、各々の領野内でニューロン

准教

同士は特定のタスク処理に特化して精密な

ンを用いたCa2+チャネルやポンプ、環状ヌク

『サブネットワーク』を構成します。本研究で

レオチドを増 減させる光 活 性 化 酵 素 、

は、4次元光観察・光操作技術およびウイ

GPCRである動物ロドプシンやこれらの変異体が実際に開発

ルス遺伝子工学的手法に基づいた神経回路解析法を独自

するツールであり、これらを用いてゼブラフィッシュ小脳神経回

に開発し、
『サブネットワーク』の情報処理、統合メカニズム、

路を光操作することにより、運動学習および恐怖応答学習

脳の可塑的な変化に伴う役割を解明することで、複雑な脳

における新たな知見を得ます。

機能の理解を目指します。

オプトバイオロジーの開発による体液恒常
性と血圧調節を司る脳内機構の解明

オールオプティカルメカノバイオロジーの
創出に向けた技術開発と発生生物学へ
の応用

野田 昌晴

倉永 英里奈

東京工業大学科学技術創成研究院
授

特任教

東北大学大学院生命科学研究科

脳は常に体液（血液や脳脊髄液）の状態

生体現象における力学反応の科学はメカノ

をモニターしており、その情報に基づいて水

バイオロジーと呼ばれ、発生工学や再生医

分/塩分の摂取行動や血圧の制御を司って

療への応用も期待されています。一方その

います。しかし、その詳しいメカニズムはわ

手法は探針などの直接接触を介した方法が

かっていません。

主であり、細胞から組織というメゾスケール

教授

本研究では「近赤外光による遺伝子発現制御法」と色変

領域を対象とするには非侵襲的方法の確立が急務です。そ

換型Ca2+インジケーターによる「マルチファイバー解析法」を

こで本研究では、生命現象における力学過程の「計測」

開発するとともに、
「神経路選択的遺伝子導入法」を用い
て、体液恒常性や血圧調節を担う脳内機構と神経回路を明

オプトバイオ

御するツールを開発します。微生物ロドプシ

「操作」および応答の「観察」を全て『光』で行う「オール
オプティカルメカノバイオロジー」の創出を目指します。

らかにします。

ホログラム光刺激による神経回路再編の
人為的創出

光操作技術による基底核ドーパミン回路
の機能局在解明と機能再建

和氣 弘明

松本 正幸

名古屋大学大学院医学系研究科

教授

筑波大学医学医療系

教授

ヒトの生命活動は外環境からの情報受容

ドーパミン神経系の異常は運動機能障害や

と、それに対する機能的な応答に集約され

認知機能障害、意欲障害など、様々な機

ます。本研究ではパルスレーザーを光源と

能障害を引き起こします。本研究提案で

し、投影素子を用いたホログラムを組み合

は、ヒトに近縁なマカクザルに適用可能な

わせることで高速立体光刺激の生体応用を

新たな光遺伝学技術を確立し、ドーパミン

最適化し、グリア細胞と神経細胞・シナプスの多点高速刺

神経系が多様な脳機能を実現するメカニズムを解明します。

激を実現します。本システムを利用して、大脳皮質感覚野に

また、ドーパミン神経系の異常がもたらす様々な脳機能障害

おいて感覚記憶や感覚学習に必要な神経回路活動の人為

に対し、その治療に有効な光遺伝学を用いた脳深部刺激療

的操作など、高次脳機能を操作することに挑戦します。

法を開発します。

自由行動下での神経情報操作・解読技
術の開発と意思決定の神経基盤解明へ
の応用

光操作によるシナプス可塑性と記憶形成
の因果関係の解明

渡邉 大

柚﨑 通介

京都大学大学院医学研究科

教授

慶應義塾大学医学部

教授

脳は極めて多様な神経細胞から構成されて

神経回路を構成するシナプスは、神経活動

おり、また個々の細胞特性は適応的・可

に応じて生涯に亘って可塑的に変化します。

塑的に変化します。このように不均一かつ

この現象は長期増強（LTP）や長期抑圧

ダイナミックに変化する細胞集団により実現

（LTD）として長年研究されてきました。しか

される脳機能を理解するために、単一細胞

し、特定のシナプスにおけるLTP/LTDが、

の精度をもつ多機能イメージングと高精度の光操作を可能と

個体レベルにおける記憶・学習と因果関係が本当にあるの

する内視顕微鏡技術を開発します。さらに低侵襲かつ脳深

か、という根源的な問いは未解決です。本研究では、急性

部にアクセス可能な本技術を駆使して、自由行動下での意

かつ可逆的にシナプス可塑性を直接制御する光遺伝学的ツ

思決定の神経基盤の解明にチャレンジします。

ールを開発することによってこの問いに挑みます。
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環境変動に対する植物
の頑健性の解明と応用
に向けた基盤技術の創
出
戦略目標

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

田畑

哲之

（公財）かずさDNA研究所
長・副理事長

所

2015年度採択

フィールド・エピジェネティクス：環境変
動下での頑健性の基盤

フィールド環境での栄養応答ネットワーク
による生長制御モデルのプロトタイプ構
築

工藤 洋

柳澤 修一

京都大学生態学研究センター 教授

植物は、複雑な自然環境に惑わされず、

野外の土壌の栄養環境は極めて多様です

必要なシグナルに応答する頑健性を備えて

が、植物は様々な土壌栄養環境に適応し

います。ヒストン修飾、ヒストンバリアント、

て生長して子孫を残す仕組みを備えていま

DNAメチル化といったエピジェネティック制

す。本プロジェクトでは、モデル植物の野

御が頑健性をもたらすと考えられます。本研

生種集団やイネ栽培種のコレクションから貧

究では、これまで未知であった、フィールド（実環境）におけ

しい栄養環境でもよく育つ植物などを探し出し、それらにおい

るエピゲノム動態を捕捉します。数年にわたる長期時系列エ

て栄養の吸収と利用を制御している栄養応答ネットワークがど

ピゲノムデータの取得と、それを用いた遺伝子発現のモデリ

のように働いているかを調べることにより、野外の多様な土壌

ングにより、頑健性の基盤を理解します。

栄養環境で植物が育つ仕組みを分子レベルで解き明かしま
す。

2016年度採択

野外環境と超並列高度制御環境の統合
モデリングによる頑健性限界の解明と応
用

大規模画像データに基づくゲノムと環境
の相互作用を考慮した成長予測モデルの
構築

永野 惇

明石 良

龍谷大学農学部

准教授

複雑に変動する野外での植物の環境応答

本研究領域では、フィールドにおける植物の環境応
答機構の包括的な理解に基づき、実用植物を分子レ
ベルから設計する技術の確立に資する研究を推進しま
す。具体的には、環境変動にロバストに応答する植物
の特性を定量的に把握し、生長や機能の人為的な制
御を可能とする新技術の確立を目指します。また、出
口戦略の観点から主として実用植物を対象とし、機能
マーカーやDNAマーカーなどの生物指標の同定やそれ
らを活用した新しい植物の開発等を試みます。
具体的な研究開発は、分子レベルで得られた知見
のフィールドまでの利用を念頭に置き、以下の3つを柱
とします。1）植物の環境応答機構に関する高精度定
量解析に関する研究、2）植物の環境応答機構に関
するモデルの構築、3）遺伝子群の人為的再構築に
よって生じる植物の形質評価。
研究領域の推進では、植物の多様な機能の定量的
な把握、各種大規模データの解析やモデル化とその
実証が求められることから、植物生理学に加え、育種
学、生態学、統計学、情報科学、そして工学等の様
々な分野の参画を促します。また、これらを包含する研
究領域の総合的な運営により異分野連携を進めていき
ます。さらに、戦略目標の達成に向けた成果を最大化
すべく、さきがけ研究領域「フィールドにおける植物の
生命現象の制御に向けた次世代基盤技術の創出」、
および研究領域「情報科学との協働による革新的な
農産物栽培手法を実現するための技術基盤の創出」
とも連携した運営を行っていきます。

東京大学生物生産工学研究センター 教授

宮崎大学農学部

教授

本研究は、植物の遺伝子型値、表現型

を解明するには、野外での解析に加えて、

値および環境要因値間の相互作用を解析

制御環境下での解析が必要不可欠です。

することで、成長予測モデルを構築する手

そこで本研究では、野外圃場での大規模

法を開発します。表現型値と環境要因値

調査に加えて、並列に多数の環境で植物

は、様々な環境下で栽培した植物の成長

栽培・解析を行うシステムを開発します。これによって、野

に伴う変化を経時的および網羅的に取得した大規模な画像

外と制御環境のトランスクリプトーム時系列を統一的に表現

データに基づいて求め、これらから植物の頑健性にかかわる

できるモデルを作出し、それを介した形質の予測・設計手法

機構を解明し、新たな品種育成や栽培方法等の改善を広く

を確立します。また、植物工場での二次代謝制御、圃場で

サポートすることを目指します。

の収量関連形質の予測を目指します。

活性酸素生成抑制システムの非破壊評
価系の確立とフィールドへの応用～危機
早期診断システムの構築～

植物環境応答のモデル化に基づく発展型
ゲノミックセレクションシステムの開発

三宅 親弘

岩田 洋佳

神戸大学大学院農学研究科

教授

東京大学大学院農学生命科学研究科
授

植物の生育阻害をもたらす環境ストレスによ

環境変動下で安定した食料生産を行うに

る酸化障害の危険を早期に検知し、栽培

は、不良環境における生産性を向上させる

管理・育種事業に貢献する「危機早期診

ことが重要です。本研究では、環境適応

准教

断システム」を構築します。そのため、酸

型品種を迅速に開発するシステムを開発し

化障害を引き起こす活性酸素（ROS）生

ます。畑で生長するダイズについて、地上

成をモニターできるROSマーカーとその検知機器を開発し、同

部と根の生長、生理状態（栄養素、代謝産物）を計測し、

時にROS生成を抑制する分子機構の解明を行います。そし

水分ストレスへの応答を遺伝と環境の両面からモデル化しま

てフィールドで、複数植物種や組換え改良植物を用いて診断

す。モデルに基づくシミュレーションにより最適なゲノム構成と

システムの有効性を検証します。

交配計画を導出し、品種開発の高速化を実現します。

フィールド向け頑健計器と作物循環系流
体回路モデルによる形質変化推定技術
に関する研究

倍数体マルチオミクス技術開発による環
境頑健性付与モデルの構築

みかど協和（株） 代表取締役副社長

三宅 亮

清水 健太郎

岡山大学資源植物科学研究所

長期間、作物の近傍に設置して、作物の

領域アドバイザー
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芦苅
伊藤
太田
金子
木立
酒井
佐藤
高木
田中

基行
隆司
啓之
俊一
尚孝
隆子
和広
利久
良和

名古屋大学生物機能開発利用研究センター 教授

福岡

浩之

タキイ種苗（株）研究農場

九州大学大学院医学研究院

教授

東京工業大学生命理工学院

教授

北海道大学

名誉教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授

富山国際大学

教授

学長

サントリーグローバルイノベーションセンタ
ー（株）研究部 上席研究員
副農場長

東京大学大学院工学系研究科

教授

横浜市立大学木原生物学研究所
授

客員教

作物の多くは複数のゲノムDNAが融合した

栄養の吸収や作物周辺の環境（光、温

倍数体であるために、これまでゲノムレベル

湿度、CO2等）を逐次観測することのでき

の研究が困難でした。本研究ではシロイヌ

る小型の計器類と、それと連動して動く、

ナズナ属のモデル倍数体ミヤマハタザオを

作物体内の水分や養分などの循環の状態

用いて、野外栽培での大量データ取得技

を予測する作物体内循環系流体回路モデルを作成し、肥料

術と、今後懸念される環境変動への適応性、
「環境頑健性」

添加や作物周辺環境が、その成長にどのように影響していく

の高い植物体を予測する人工知能技術を開発します。これら

かを推定する技術を開発します。また開発した技術を使って

の技術を用い、世界の最重要作物であり日本がコメに次い

狙った形質を持つ作物を作るための精密施肥技術も開発しま

で大量に消費している倍数体コムギの安定供給をめざし、環

す。

境頑健性の高い植物体を選抜します。

データ科学に基づく作物設計基盤技術の
構築

平山 隆志

岡山大学資源植物科学研究所

教授

頑健な作物の設計には、農業形質に関わ
る要因とその関係を生長の履歴に沿って理
解することが必要です。本研究ではオオム
ギを用いて、穀物の収量に大きく影響する
出穂性を例に、環境と作物の生理状態の
変化を計算機上にモデル化しその関係性を理解します。そし
て、人工知能技術と研究者の協業により、形質を決定する
要因を一斉抽出する技術を開発し、抽出した要因から農業
形質を予測し頑健化する作物設計基盤の構築を目指します。

宇賀 優作

植物頑健性

2017年度採択

ROOTomicsを利用した環境レジリエント
作物の創出
農業・食品産業技術総合研究機構作物研究
部門作物デザイン研究領域 グループ長

不良土壌環境で作物生産を向上させるには
根の改良が不可欠です。しかし、根は土中
にあり計測が困難なため、どのような形に
改良すればいいのか、分かっていません。
本研究では、X線CT装置を応用し、根系を
含めた植物全体に対する表現型および遺伝子発現解析から
オミクスデータ（ROOTomics）を取得します。これらデータか
ら環境ストレスに頑健な根の形をモデリングします。本モデル
をもとに環境ストレスに頑健な作物（環境レジリエント作物）
の開発を目指します。

根圏ケミカルワールドの解明と作物頑健
性制御への応用

杉山 暁史

京都大学生存圏研究所

准教授

ダイズやトマトなどの主要農作物は土壌が関
わる問題により本来到達可能な収量の半
分程度しか達成できていません。本研究で
は、作物の生育に決定的な影響を与える
根の近傍（根圏）のミネラルや代謝物を診
るためのマルチモーダルセンサー装置を開発し、オミックスデ
ータと統合して人工知能技術で解釈することで、頑健性バイ
オマーカーを同定します。環境変動下でマーカーを検証し、
食料増産に貢献する作物頑健性制御を達成します。

ハイブリッドモデリングによる環境変動適
応型品種設計法の開発

中川 博視

農業・食品産業技術総合研究機構農業環境
研究部門 グループ長

植物の分子レベルの理解と、フィールドで
育つ植物群落の成長や生産性の間には大
きなギャップがある。本研究は、両者をつな
ぐために、遺伝情報、オミックス情報等に
基づいた環境応答モデルを、圃場条件の
イネの生育を記述する包括的なトップダウン型作物生育モデ
ルに結合して構築するハイブリッド作物生育モデルを開発す
る。また、多数年の気象条件でのシミュレーションによって、
環境変動に強いイネ品種を設計する方法を開発する。
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分解・劣化・安定化の
精密材料科学

2021年度採択

フッ素循環社会を実現するフッ素材料の
精密分解

機 能 集 積 型 バイオベースポリマーの創
製・分解・ケミカルリサイクル

柴田 哲男

野村 琴広

名古屋工業大学大学院工学研究科

教授

有機フッ素樹脂のC-F結合（CF-H, CF-CF

戦略目標

資源循環の実現に向けた結合・分
解の精密制御

研究総括

高原

淳

九州大学ネガティブエミッションテク
ノロジー研究センター 特任教授

本研究領域は、外部刺激により材料を自在に分解する手法を開
発するとともに、分解を自在に制御できる材料の開発、それら材料の

教授

本課題は、豊富な非可食植物資源から高

結合も含む）を活性化し、有機低分子にま

分子機能材料の開発とポリマーの分解・

で分解する技術を確立する。フロン類のC-

ケミカルリサイクルに関する。特に代表者

F結合、PFOA類のC-F結合を活性化し、

独自のモノマー設計と合成手法による分子

低分子にまで分解する技術や直接小分子

量や末端の揃ったバイオベースポリエステ

に取り込む技術を確立する。含フッ素医薬品、農薬品、液

ル・アミドの精密合成と新規高機能材料の開発、ポリマー

晶材料のC-F結合を活性化（分解）し、新医薬品、農薬、

の分解によるモノマーや機能化学品の合成を可能とする高性

液晶材料へと変換する技術を確立する。フッ素樹脂から無機

能触媒の開発、ポリマー末端官能基間の可逆的な結合形

フッ素への分解法も達成する。

成・解離による高機能ネットワークポリマーの創製に関する。

力学的安定性と選択的分解性を兼備した
循環型高分子微粒子材料の創成

生命循環と共生する分解・劣化ナノ材料
の統合理解

鈴木 大介

山本 雅哉

信州大学学術研究院繊維学系

准教授

東北大学大学院工学研究科

高い力学安定性を維持した上で、意図した

本研究では、医用高分子、組織工学、レ

瞬間に単一微粒子まで選択的に分解でき

ーザー工学を専門とするチームが分解・劣

教授

る微粒子材料を開発します。先端計測技

化ナノ材料の統合理解を進めます。このた

術や計算化学的手法を駆使し、単一微粒

め、まず、環境中でのプラスチックの分

優しい劣化や安定化の制御法の開発を通じて、材料の分解・劣

子から微粒子集合体に至る階層的な構造

解・劣化や体内での吸収性医療材料の分

化・安定化の精密制御を達成し、究極の相反する物性である分解

の理解を通じ、高分子微粒子材料の安定化と分解・劣化

解により生じると考えられるナノプラスチックの材料特性の理

の理解を深めます。そして、高分子微粒子材料に含まれる

解を、実験室で分解・劣化させたモデルナノ材料を用いて

階層構造制御による高機能化に関する研究、材料における環境に

性と安定性の自在制御が可能なサステイナブル材料開発のための精
密材料科学の確立を目指すものです。

資源の循環を可能にする精密材料科学を構築します。

研究分野としては高分子、有機、生体、無機および金属ならび
料を原子・分子レベルだけではなく、中間・部分構造に戻して再利
用できる技術およびそれを活かした材料化のための製造プロセス、な
らびに分解生成物が環境に調和するサステイナブル材料の設計、
（2）材料の分子レベル、高次組織などの種々の階層における分
解・劣化の制御法と分解機構を組み合わせた材料の開発、
（3）分
光学的な手法、クロマトなどの高度な分離手法、回折・散乱手法、

二重刺激誘起気泡核生成による異種材
料界面の分解制御

顕微鏡的手法、計算科学的な手法による材料分解過程の可視化

瀧 健太郎

法の確立及びそのデータ蓄積による情報活用、
（4）劣化した材料の

本研究は、計算材料科学、合成化学、

高効率の自己修復と分解機構を組み合わせた材料の開発などがあ

成形加工学、化学工学（発泡成形）を専

げられます。これら研究分野の連携や各種材料で得られた知見を融
合することによって、持続可能な循環型社会の実現に不可欠なサス
テイナブル材料開発のために、これまで未解明であった「分解・劣
化・安定化の材料科学」を分子レベルからマクロレベルまで多階層
的に理解し、新たな学問領域として体系化することを目指します。

金沢大学理工研究域

教授

門とする研究グループによる革新的な融合
チームが、ガス含浸による異種材料界面の
分解法の開発、計算材料科学による気泡
核生成を起点とする異種材料界面の分解条件の設計、複
数の外部刺激により気泡核生成を生じる刺激発泡型高分子
の開発、刺激発泡型高分子による異種材料界面の分解法
の開発、について研究を行うことで、資源循環の基盤技術
を確立する。

領域アドバイザー

臼杵
小坂田
北川
佐藤
沼田

長谷川

有光
耕太郎
尚美
春実
圭司

京都大学生存圏研究所

特任教授

東京工業大学科学技術創成研究院
東北大学大学院工学研究科

特任教授

教授

神戸大学大学院人間発達環境学研究科
京都大学大学院工学研究科

教授

教授

美貴 青山学院大学理工学部 教授

塙 隆夫
松本 章一
森澤 義富
吉岡 敏明

東京医科歯科大学生体材料工学研究所
大阪府立大学大学院工学研究科
AGC（株）化学品カンパニー
東北大学大学院環境科学研究科

教授

教授
フェロー
教授

進めます。これを基盤として、培養細胞を用いてナノプラスチ
ックの生体影響を材料特性と関連づけながら研究します。

にそれらの複合材料を対象とします。例えば（1）外部刺激により材

バロポリエステル：圧力による精密分解
制御

出口 茂

海洋研究開発機構生命理工学センター センター長

高分子をモノマーに解重合し、再び重合し
て高分子へと戻すケミカルリサイクルを実現
するには、
「安定性」と「分解性」という究
極の相反する機能を両立させる新たな仕組
みが必要です。本研究では実験・解析・
理論が連携した研究によって加圧による高分子のナノ構造
変化を利用した分解制御に関する学理を構築します。得られ
た成果を基に圧力で安定性と分解性を自在に制御可能なサ
ステイナブル高分子材料を開発します。
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東京都立大学大学院理学研究科

分解と安定化
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未踏探索空間における
革新的物質の開発

戦略目標

元素戦略を基軸とした未踏の多元
素・複合・準安定物質探査空間
の開拓

研究総括

北川

宏

京都大学大学院理学研究科
授

教

本研究領域は、元素の潜在能力を最大限に引き出すと共に、元
素の組み合わせがもたらす膨大な物質探索空間を開拓することにより、
複数元素のシナジー効果による革新的な機能・物性を有する新材料
を創出することを目的とします。具体的には、無機物質、有機物質を
問わず、物質探索空間を複合化・多元素化・準安定相等の未踏
の領域に拡大し、効率的に物質探索を進める戦略的な取り組みを重
視します。
複合化では、未開拓な元素の組み合わせによる新規な分子や固
体、異種材料接合からなるナノシステム等の革新的機能・物性発現
が期待されます。多元素化では、様々な相（結晶相、アモルファス
相、電子相、スピン相など）の発見や、多様な欠陥種を利用した材
料設計等が期待されます。準安定相では、速度論的制御法である非
平衡合成による新物質相の発見や所望の結晶相や物性の実現、イ
オン拡散や電池容量、触媒能の促進、可逆的な相制御等が期待さ
れます。また単純な系であっても、ダイヤモンドやフラーレンのような新た
な同素体の発見があるかもしれません。これら以外に新たな材料設計
の概念、例えば人間のひらめきや直感、感性を取り入れたプロセス・
インフォマティクスの開発等を打ち出すことも歓迎します。
各研究チームのゴールとして期待することは、元素の高度利用を基
軸に新材料を効率的に探索するため、計算科学/データ科学/高スル
ープット評価/非平衡プロセス/プロセス・インフォマティクスに直結させた
その場計測などを含む材料創製手法を開発し、新機能の発見や、信
頼性・耐久性の飛躍的な向上を実証することです。それにより本研究
領域は元素高度利用の科学と新機能材料創製の開発基盤を構築し
ます。

2021年度採択

科学者の能力を拡張する階層的自律探
索手法による新材料の創製

励起ダイナミクス制御に基づく光機能性
ヘテロπ電子系の創製

岩崎 悠真

山口 茂弘

物質・材料研究機構統合型材料開発・情報
基盤部門 主任研究員

従来のデータ主導材料開発では、
『新材料

分子性材料の未踏の光機能の実現を目指

の創製』と『学理の深化』を両立させるこ

し，多環π骨格に種々のヘテロ元素を組

とは困難でした。そこで本プロジェクトでは、

み込んだヘテロπ電子系を対象とした物質

コンビナトリアル実験・材料シミュレーショ

探索法の確立に取り組みます。励起状態

ン・データ科学・ロボティクス等を統合した

の素過程に対する量子ダイナミクス計算に

『階層的自律探索システム』により、材料科学者の能力を
拡張させつつ新材料を創製することを可能とします。

有機光エレクトロニクスと蛍光イメージングの2つの方向で追
求し，新たな分子性光技術の創出につなげます。

巨大連続空間探索による不秩序熱機能
材料の革新

水を基軸とする未踏蓄電機能材料の開拓

塩見 淳一郎

山田 淳夫

東京大学大学院工学系研究科

教授

量子計算、協働ロボティクス、固体プロセ

独自に発見したアルカリ金属溶融水和物の
多様化と、これが提供する溶液場で安定

アル合成・評価を連動させて巨大物質空

化･高機能化される、ホストゲスト反応系新

間の全体最適な探索を可能するQuantum

規固体電極材料の探索を行う。広域化さ

& Robotics in the Loop手法を開発する。

れた物質探索空間の中で、実験、理論、

岩佐

義宏

坂田

修身

庄司

哲也

杉本
常行
永峰

諭
真司
政幸

東北大学大学院工学研究科

福田
藤江

伸
和之

三井化学（株）研究開発本部

古原

忠

教授 / 北海道

東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究
センター 教授 / 東京大学工学系研究科物理工学専攻 教授
（公財）高輝度光科学研究センター 放射光
利用研究基盤センター 副センター長
トヨタ自動車(株)先端材料技術部
ロフェッショナルエンジニア

チーフプ

計測およびデータ科学を融合した多角的な探索を行い、エマ

スパラメータも含めた巨大空間を探索して、高密度無機材料

ージングマテリアルと新たな蓄電メカニズムの発掘を通じて、

から成る断熱・熱遮蔽膜およびスケーラブルな波長選択的

従来の材料設計では到達不可能な高エネルギー密度･高速

熱放射塗料・膜を革新する。

反応性を有する水溶液系蓄電材料システムを創製する。

電子閉じ込め分子の二次元結晶と汎用
量子デバイスの開発

竹谷 純一

東京大学大学院新領域創成科学研究科
授

教

キャリアが分子内の中央部に閉じ込められ
た量子井戸分子を二次元的に結晶化し、
新しい量子エレクトロニクスを創成します。
結晶構造予測アルゴリズムと第一原理電
子状態計算の手法を活用して、多様な量
子井戸空間を探索し、室温共鳴トンネル素子・超伝導量子
ビット・高速集積回路に応用します。本研究において、無

チ

参与

京セラ（株）先進マテリアルデバイス研究所
副主任研究員
東北大学金属材料研究所

所長・教授

松田 巌

東京大学物性研究所

教授

質の合成法と優れた物性を発見し、同時に

教授

（株）村田製作所モジュール技術統括部
ーフマテリアルリサーチャー

2次元ホウ素未踏マテリアルの創製と機
能開拓

我々は世界に先駆けてホウ素の原子層物

教授

東京大学大学院理学系研究科

未来の社会基盤を支える材料として高い将
来性を確信しました。この新たな物質群に
対して、本研究ではオペランド実験とプロセ
スインフォマティクスを融合した革新的な物質合成開発システ
ムを構築して合成法の最適化を図ると共に、多次元物質デ
ータを取得し、それらを機械学習処理することで機能性を最
大限に引き出した複合材料の開拓を目指します。
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教授

それを熱機能材料開発に適用、準安定・不秩序系やプロセ

領域アドバイザー
大阪大学大学院理学研究科
大学情報科学研究院 教授

東京大学大学院工学系研究科

スおよびウェットプロセスの自動コンビナトリ

線給電・高速通信・量子デバイス等の用途を拓き、有機エ

恵

よる予測と元素の活用による修飾をもとにしたスクリーニング
により，秀逸な分子骨格を生み出します。それらの有用性を，

レクトロニクス基盤の構築を目指します。

赤井

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究
所 教授・副拠点長

未踏物質探索
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原子・分子の自在配
列・配向技術と分子シ
ステム機能

2020年度採択

ナノ空隙を利用した原子・分子の配列制
御と物性測定法開発

単層CNTに基づく一次元ヘテロナノ構造
の制御合成と物性・機能設計

末永 和知

丸山 茂夫

大阪大学産業科学研究所

教授

たとえばナノチューブの内部空間や層状物

戦略目標

自在配列と機能

東京大学大学院工学系研究科

教授

我々は最近、単層CNTと同心状に異種原

質の1nm以下という極めて狭いすきまに物

子層を形成した新奇一次元ヘテロナノ構造

理的・化学的方法で物質を整列させ、必

を実現しました。本研究では、一次元ヘテ

要であればその後の光・熱・ガスなどを使

ロナノ構 造における原 子 層の順 序 ・ 配

った反応を利用して、新しい低次元物質を

列・配向を自在に制御する合成技術を確

実現します。新物質の創製をその分子・原子レベルでの電

立するとともに、超高分解能電顕・顕微分光・物性シミュレ

子状態計測手法や、構成単位ごとの光学特性・輸送特性

ーションにより、原子層配列と特異な物性の関係を解明しま

の測定法開発と並行して進めます。

す。これらの知見に基づき、機能を設計した一次元ヘテロナ
ノ構造による電子・光デバイス等の応用を実現します。

研究総括

君塚

信夫

九州大学大学院工学研究院
幹教授

主

本研究領域は、原子・分子の配列や配向を合理的に制御した原
子・分子組織構造を自在構築し、そのエネルギーランドスケープを制
御するとともに、その組織構造に独自の化学的、物理的、あるいは
生物科学的な機能を発揮させるための基盤技術の創出を目指すもの
です。
研究分野としては、原子・分子から成る有機分子、生命分子、
高分子、金属イオン、金属錯体、無機化合物や金属クラスター、ナ
ノカーボンをはじめとする分子・ナノ物質群を研究する分野を広く対象と
します。例えば、
（1）同種・異種原子の配列と結合が自在に制御さ
れた機能性分子やナノマテリアル、単位（ユニット）分子の定序配
列（シークエンス）構造が共有結合あるいは非共有結合的に合理的
に制御されたオリゴマー、高分子などを対象に、それらの溶液中、表
面・界面、あるいは固体状態における高次構造や組織化構造を、
一次元、二次元、三次元配列や順序を制御しつつ、かつナノ～メゾ
～マクロスコピックに至る任意の次元・スケールで制御する技術、
（2）
得られた原子・分子組織系において、各々の構造単位や着目する
元素・官能基、機能団の配列・配向を、有機化学的な精密さを持
って自在制御するための技術を開発するとともに、
（3）得られた配列
構造の電子状態やエネルギーランドスケープを原子・一分子レベルの
精度で解析・計測する技術や理論・計算科学的手法の開発を進め
ます。さらに、
（4）原子・分子の定序配列・配向構造を自在制御す
ることによって、はじめて生み出される電子的、磁気的、光学的機能
や化学的機能などの“分子システム機能”を、配列・配向・組織化・
階層構造との相関において明らかにし、これらの科学的知見を体系化
して、分子システム科学における基盤学理の創成をはかります。

領域アドバイザー

浅見
幾原
片山
北川

正弘
雄一
佳樹
宏

関根
山田
吉澤

千津
容子
一成

日本知的財産協会

超原子を基盤とする階層性ナノ物質科学
の創成

金属原子配列構造の超精密制御に基づ
く分子ナノメタリクスの創成

佃 達哉

村橋 哲郎

東京大学大学院理学系研究科

教授

本研究では、独自の精密化学合成・構造

教授

本研究では、ナノ金属クラスターを精密に

解析・理論計算の手法を総動員して、新

分子構築するための分子設計概念の確立

しいナノ物質科学の学術基盤の構築を目

を行います。多座架橋配位子を活用して金

指します。まず、多彩な構造因子を原子精

属原子配列の次元性、サイズ、形状、異

度で規定した超原子群を創製し、基礎物

種金属原子配列を制御し、ナノ金属クラス

性との相関を体系化します。次に、超原子分子の合成技術

ターの精密分子構築を実現します。さらに、分子構造を制御

を開発し、その結合論・反応論・物性論を打ち立てます。

したナノ金属クラスターの特異な基質捕捉能や変換挙動を解

さらに、超原子を次元性と対称性を制御しながら配列・集積

明するとともに触媒機能の開発を行います。

化する技術を開発し、超原子の協同作用による新しい物性
を探索します。

2021年度採択

3Dドメインスワッピングを利用したタンパ
ク質の自在配列と機能化

金属配列による電子伝達ネットワーク形
成と触媒機能開拓

廣田 俊

大木 靖弘

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究
科 教授

京都大学化学研究所

教授

サイズと構造が均一であるタンパク質を自由

CO2から炭化水素への直接変換に代表され

自在に集積することができれば様々な応用

る多電子反応を促進する、ボトムアップ型

が期待できるため、近年、タンパク質超分

技術の創出を目指します。まず、触媒と電

子の作製に関する研究が注目されていま

子伝達物質を兼ねるクラスター錯体を、原

す。本研究では、研究代表者が行ってきた

子の三次元配列により創製します。さらに

3Dドメインスワッピング(3D-DS)の研究をさらに発展させ、3D-

錯体を二次元配列し、電子の供給箇所と電子を用いる反応

DSに関する基礎から応用まで実験と理論の包括的な研究を

箇所の間に生じる空間的な隔たりを埋め、多数の電子が必

行い、3D-DSによるタンパク質自在配列の基盤学理を創成

要な反応を効率化します。その知見を、電気エネルギーから

するとともに、革新的医薬品の開発を目指します。

化学エネルギーへ変換する基礎技術へと昇華します。

原子層のファンデルワールス自在配列と
ツイスト角度制御による物性の創発

自在配列設計ペプチドによるナノポアシ
ステムの構築

町田 友樹

川野 竜司

参与

東京大学大学院工学系研究科

教授

九州大学大学院工学研究院
京都大学大学院理学研究科
（研究担当）・副プロボスト

教授
教授・理事補

（株）住化技術情報センター 代表取締役社長
奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授
九州大学先導物質化学研究所

所長

東京大学生産技術研究所

教授

東京農工大学工学研究院

ツイスト角 度を精 密 に 制 御して多 層 の

ナノポア計測は一分子を電気的に精密に

twisted 2D materials multilayerを自在に配

計測する技術です。本研究では、アミノ酸

列する技術を構築し、レーザ角度分解光電

配列を人工的に設計（de novo設計）した

子分光（ARPES）技術とvdW assembly

ペプチドナノポアを構築します。アミノ酸配

技術を組み合わせてバンド構造を直接的に

列を自在に設計したナノポアで様々な分子

決定し、さらにvia methodを活用して電極をハイスループット

輸送の計測・制御を実現します。

に作製して量子物性を明らかにします。θと層数に対する物
性相図における未開拓領域を明らかにします。
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東京工業大学物質理工学院

教授

固液電気化学相界面の多階層構造制御

是津 信行

信州大学学術研究院

教授

(1)多元素化、複合化によってもたらされる
『配置エントロピーの増大による準安定相界
面の活用』と、(2)液晶性高分子の動的連
続体媒体としての特徴や多分子性、配向
制御によりもたらされる『安定化された異方
的ポテンシャルや階層構造の周期性が連続的に変化する動
的な連続体媒体の活用』を指導原理とする、エネルギーラン
ドスケープを制御した多階固液電気化学相界面の形成と、そ
の相間イオン拡散のダイナミクス制御に取り組みます。

原子層・結晶相自在配列による未踏ナ
ノ物質群の創出

寺西 利治

京都大学化学研究所

教授

ナノスケール無機物質における原子層配列
制御では、イオン交換や異種元素導入に
よる非平衡構造イオン結晶・規則化合金
ナノ粒子群の創製を第一原理計算を用い
て効率的に行い、高性能酸素還元反応触
媒や新奇光物性・光機能の開拓を行います。また、配列ス
ケールをナノからメゾへ展開する結晶相配列制御では三次元
超構造体を創製し、結晶相集積により初めて生み出される協
奏機能の発見と高効率化を目指します。

松本 卓也

大阪大学大学院理学研究科

教授

自在配列システム

神経ネットワーク型分子・ナノ材料システ
ム

定序配列によりエネルギーと距離を制御した
「神経型機能コア」を「配向ネットワーク」
に埋め込み、
「神経ネットワーク型情報処
理」が可能な分子システムを創成します。
精密に制御された「神経型機能コア」の
物性は、ネットワークのランダムネスを通して変調され、様々
な応答を生み出します。これを学習により選び取ることで神経
型情報処理を行い、文字認識と音声認識をはじめとする神
経型情報処理を試みます。
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情報担体を活用した集
積デバイス・システム

2020年度採択

非古典スピン集積システム

齊藤 英治

人工スピンで作る柔らかさ可変の担体に
よる高エネルギー効率情報処理

東京大学大学院工学系研究科

田中 雅光

教授

非古典スピンダイナミクスを示す磁気ドットの

戦略目標

情報担体と新デバイス

名古屋大学大学院工学研究科

助教

柔らかさ可変の情報担体とは、安定して情

結合系からなる集積デバイスを開発し、室

報を保持する状態から、外部の擾乱を受け

温で動作する最適化コプロセッサ―を作りま

やすい状態までを自在に調整でき、その代

す。材料および集積化プロセス開発、基

わりスイッチングに伴う消費エネルギーを広

礎学理、アルゴリズムの研究を一気通貫し

い範囲で動的に調整できる情報担体を指し

て行い、マグノンの巨視的量子性に起因した非古典性を磁

ます。超伝導デバイスを用いた人工スピンを集積化し、柔ら

性体の微細化・集積化によって引き出し、量子科学および

かさ可変の情報担体による非厳密高エネルギー効率演算回

エレクトロニクスの学際分野を構築します。

路や、情報担体の相互作用を利用したコンピューティングに
ついて、分野横断型アプローチにより研究します。

研究総括

平本

俊郎

東京大学生産技術研究所

教授

本研究領域は、デバイス内で情報の鍵を握る「情
報担体」の特性を活用した高性能・高機能デバイス
を創出し、さらにこれらを集積化・システム化することに
より社会実装可能な情報システム基盤技術を創成しま
す。超スマート社会やさらにその先の次世代情報化社
会を実現するには、情報処理を担うデバイスやシステム
のさらなる高度化が不可欠です。一方で、CMOSの微
細化に代表される従来のエレクトロニクスでは情報処理
能力向上に限界が見え始めており、限界を突破するた
めの新しい材料・デバイス技術やそれらをシステム化す
るための革新的な基盤技術が求められています。
そこで本研究領域では、デバイス内での情報処理の
鍵となる情報担体に着目します。ここで情報担体とは、
状態変数として定義される情報を表す物理量や物理系
のネットワーク構造・分子構造等、広く情報を担い得
る自由度を包含した概念とします。本研究領域では、
多くの既存デバイスで情報担体の役割を果たしている
電荷に限らず、スピン状態や分子構造、物質相変化、
量子、構造ネットワークといった情報を担いうるあらゆる
情報担体を対象とします。情報の取得、変換、記憶、
演算、伝達、出力等のデバイス機能の根幹をなす多
様な情報担体を深く掘り下げ、かつ高度に利用するこ
とによって革新的なデバイスを創出します。さらに社会
実装可能なシステム構築へと導くため、単体デバイス
による機能発現にとどまらず、集積化・システム化を行
うことにより、回路･アーキテクチャ･システム･アプリケ
ーションレイヤーとの協働を進め、革新的な情報システ
ム基盤のイノベーションを目指します。

哲也
靖光
繁
倫子

多田

宗弘

知京

豊裕

角村

貴昭

西村

廣井
湯浅
若林

集積スピンサイバーフィジカルシステムの
構築

高尾 英邦

千葉 大地

香川大学創造工学部

教授

本研究では、人間が触れる対象を認識する

フィジカル空間で最も重要なセンシング対象

際の「脳」と「指先皮膚」の連携動作に

は力学量である。本課題は、スピン素子と

教授

着目し、人間に倣って認識を深化させるこ

有機回路をフレキシブル基材上に集積化

とで、
「触覚の価値」を数量化・創出する

し、多次元ベクトル情報担体＝集積スピ

センシングシステム技術を開発する。指先を

ン・スピンネットワークを用いて生体モーショ

凌駕する高い能力を持つ「マルチフィジックス・ナノ触覚セン

ン等を高度に推定・予測する未来を切り拓く。この情報担

サデバイス」の開発に加え、高い情報処理・認識能力を有

体は無給電演算や不揮発記録機能も備えるサイバー空間で

する人工知能とセンサが相互に連携して認識を「深める」全

もある。本課題により、身近な社会課題解決に資する『情

く新しい概念の触覚センシングシステムを実現する。

報担体を活用した集積デバイス・システム』を構築する。

強誘電体分極と電荷の相互作用を利用
した新デバイス・システム

3次元磁気メモリの開発

高木 信一

小野 輝男

東京大学大学院工学系研究科

教授

2021年度採択

京都大学化学研究所

教授

Hf系強誘電体を用いたデバイスを、その分

記録層/磁壁層で構成される人工強磁性体

極・ドメイン構造を物性評価に裏打ちされ

からなる3次元磁気メモリを開発する。本提

た作製プロセスや膜構造上の工夫によるド

案の3次元磁気メモリでは、3次元構造・

メインエンジニアリングを通じて、新しい応

磁性体の不揮発性と高速ダイナミクス・多

用を含めた種々の回路システムに向けて最

値メモリシフトレジスタの特徴から、揮発性

適化し、優れた電気的特性と信頼性をもつFeFET, MFMキャ

メモリDRAM同様の高速性と不揮発性メモリ3D-NANDのよう

パシタ, FTJといった強誘電体デバイスを実現すると共に、Hf

な高密度・低コストが実現される。

す。

北海道大学大学院情報科学研究院
長瀬産業（株）NVC室

教授

執行役員・室長

キオクシア（株）メモリ技術研究所

部長

日本電信電話（株）NTT先端集積デバイス研
究所 主幹研究員
ナノブリッジ・セミコンダクター（株）開発
製造部 取締役
物質・材料研究機構統合型材料開発・情報基
盤部門 参事役
東京エレクトロン（株）インテグレーション
ソリューション企画部 エキスパート

佳壽子 パナソニック（株）テクノロジー本部 課長

聡幸
新治

ソニーグループ（株）R&Dセンター

整

東京工業大学工学院

技監

産業技術総合研究所新原理コンピューティン
グ研究センター 研究センター長
教授

嗅覚受容体を活用したバイオハイブリッド
匂いセンサ

狭ギャップⅣ族混晶による赤外多帯域受
発光集積デバイス

竹内 昌治

中塚 理

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

名古屋大学大学院工学研究科

生物は、身の回りに溢れる匂い情報を捉え

赤外多帯域素子応用に向けて、狭バンド

るために嗅覚受容体を利用しています。し

ギャップ（< 0.2 eV）かつ高効率光電変換

かし、その匂いを従来のセンサで正確に記

を実現する直接遷移IV族混晶半導体ヘテ

述することは容易ではありません。本研究で

ロ構造を創製し、準安定な混晶材料の特

教授

は、さまざまな嗅覚受容体をもつセンサ細胞

性を損じない欠陥制御および低サーマルバ

を作製し、MEMSを基盤とする工学技術と融合することで革

ジェットプロセスの学理・技術を構築します。さらに、狭ギャッ

新的匂いセンサシステムを構築します。匂い情報の活用によ

プIV族混晶ダイオードなど受発光素子のSi LSIプラットフォーム

って豊かな社会を実現する新産業の創出を目指します。

上集積や赤外多帯域撮像素子の試作・動作実証に取り組
みます。
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大阪大学産業科学研究所

系強誘電体材料・デバイス特性制御技術の学理を確立しま

領域アドバイザー

浅井
折井
川中
瀬山

触覚の価値を創造する深化型マルチフィ
ジックスセンシングシステム

空間・時間・波長自由度を活用する光
電融合演算基盤の開発

納富 雅也

日本電信電話（株）物性科学基礎研究所
センター長

本計画では、集積ナノフォトニクスの技術を
用いて、高効率の光電変換、デジタルア
ナログ変換技術を開発し、これを光積和演
算器と接続して光電融合演算器を構成す
る。具体的には、空間自由度を最大限に
生かした光積和演算器をベースに、時間自由度と波長自由
度を最大限に活用する波長多重演算技術、再帰型演算技
術を適用した低遅延、低消費電力の演算アクセラレータチッ
プ技術の開発をめざす。

時空間分布制御テラヘルツ集積デバイス
システムの創成

冨士田 誠之

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

本研究は情報担体として、電波と光の境
界領域の未開拓周波数を有するテラヘルツ
帯の電磁波であるテラヘルツ波に着目し、
エレクトロニクスに量子効果とフォトニクスを
融合することで、テラヘルツ波の時間発展
と空間分布を制御する電子デバイスシステムの学理を追究
し、大容量無線通信と高分解能センシングを可能とする革新
的小型集積デバイスシステムの創成を目指します。

三宅 美博

東京工業大学情報理工学院

情報担体

極微振動計測デバイスによるマルチモダ
リティ情報担体システム
教授

情報担体としての加速度振動に着目し、そ
の超高感度計測が可能な極微振動計測デ
バイスの開発と極微振動の意味理解を進め
る。具体的には、微小筋音の振動計測か
ら神経系情報を得ると同時に、多様な運動
系情報も解読できる世界初のワイドレンジ・ワイドバンド・3
軸マルチモダリティ情報担体システムを構築する。さらに神経
系と運動系の関係に基づくマルチモーダル意味理解アルゴリ
ズムを実現し、パーキンソン病の早期予知を目指す。
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独創的原理に基づく革
新的光科学技術の創成

2019年度採択

キャリアエンベロープ位相制御による対称
性の破れと光機能発現

光駆動ドロプレット・プリンティングの開
発と応用

岩井 伸一郎

丸尾 昭二

東北大学大学院理学研究科

教授

最先端の光技術（サブサイクル近赤外光

戦略目標

最先端光科学技術を駆使した革新
的基盤技術の創成

研究総括

河田

聡

大阪大学

名誉教授

光科学技術は、これまでの力強い研究ならびに開発によって、産
業・学術の両面においてその発展に大きく貢献し、またそれ自身も大
きく発展してきました。本研究領域ではこれをさらに進めて、光の有する
本質的な特性を使いつつ従来にない独創的な発想に基づく革新的な
原理による光科学技術の創出を目指します。また将来あるべき姿やゴ
ールを見定めることによって、バックキャスト的な視点を取り入れながら他
の科学・技術分野との相互作用によって、全く新しい光応用分野領
域の創成を図ります。
具体的には、既存の原理や技術と異なる新しい発想に基づく光デ
バイス・装置や計測・分析法、ナノ加工の提案と実証、生命体の
理解や医療システムにおける新しい原理と技術の開拓、数理科学に
基づく光情報処理システムへの展開、さらには、光による環境モニタリ
ングと環境制御・保全の創出、食の安全の確保などを例とし、持続
可能な社会を実現するための解決すべき大きな課題、豊かな社会を支
えるための産業上の大きな課題、あるいは未来を切り開く知を得るため
の大きな課題、これらの課題解決に向けて突破口を開き具体的な貢
献を果たすための契機となる具体的でチャレンジングな光科学技術の
研究や開発を対象とします。

領域アドバイザー

石川 正俊
石原 美弥
井上 康志
笹木 敬司
為近 恵美
中野 義昭
羽根 一博
不二門 尚
吉川 研一
渡邊 裕幸
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東京大学情報基盤センター

特任教授

防衛医科大学校医用工学講座

教授

大阪大学大学院生命機能研究科
北海道大学電子科学研究所

教授

教授

隔操作して、オンデマンドでマルチマテリア

質科学（量子多体物質）の融合により、

ル3D微細構造体を作製する「光駆動ドロ

光による物質と光の“同時的な”制御を可能

プレット・プリンティング」を提案・開発しま

にします。超伝導体や量子スピン液体物

す。応用例として、マルチマテリアル造形

質、トポロジカル物質を舞台に、
「非摂動・非散逸な光と物

を駆使して微小光学素子やメタマテリアルを創製します。さら

質の相互作用」によって、物質の空間／時間反転対称性

に、ナノ材料を用いたプリンテッド電子デバイスの開発や、

を操作し、従来知られている光の選択性に縛られない新規な

骨類似ヒドロキシアパタイト粒子を用いた人工骨髄の形成な

光機能（波長変換、光増幅、光スイッチ）を創成します。

ど、幅広い応用研究を行います。

光を用いたヒト生体深部での分子制御

円偏光発光材料の開発に向けた革新的
基盤技術の創成

小川 美香子

赤木 和夫

北海道大学大学院薬学研究院

教授

生体深部での化合物の活性化を達成する

盤技術を創成する。そのための要素技術と

光・音を利用します。X線による化学結合

して、1．外部刺激によりキラル反転する

特別招

切断反応として、X線により生じたラジカル

液晶場でのらせん状共役ポリマーの合成、

の利用、内殻励起の二つを想定します。ま

２．高い円偏光発光性を有するらせん状

た、荷電粒子を放出する薬剤を体内に投与することで、光を

多量体分子の合成、３．薄膜･固体状態での円偏光発光

生体深部まで届けます。さらに、可視・近赤外領域での低

強度と非対称性因子の計測技術の構築、４．円偏光発光

い光透過率による深部組織部位での化合物活性化の制限

材料のデバイス化と発光ダイオードの作製、５．円偏光発

を克服する、新しい薬物および音響光技術を提案します。

光物質の励起状態の解明と分子設計の指導原理の確立を
図る。

光渦が拓く超解像スピンジェット技術

赤外テーラーメイド励起を機軸とする革新
的振動分光

尾松 孝茂

芦原 聡

千葉大学大学院工学研究院

教授

東京大学生産技術研究所

教授

螺旋波面に由来する軌道角運動量と円環

本研究では、新しい赤外光源技術によって

状空間強度分布を持つ光波を光渦と呼び

振動分光法に大きな飛躍をもたらします。

ます。われわれは、水の1000倍以上の粘

新規固体レーザーに立脚した高輝度赤外コ

度を示す液膜に光渦を照射すると液膜が極

ヒーレント光とその電場波形自由度を活用

細のジェットへと構造化することを発見しまし

することによって、微量分子を高感度に捉

た。この現象を「超解像スピンジェット現象」と呼びます。

える振動分光計測法、および、所望の反応を促進する化学

本研究では「超解像スピンジェット現象」を応用して、これま

反応制御法を創出します。

能でパターニングできる光技術を創出します。

京都大学高等研究院

立命館大学総合科学技術研究機構
聘研究教授

三次元表示ディスプレイの開発に向けた基

東京大学大学院工学系研究科
大阪大学大学院生命機能研究科

2020年度採択

エネルギー源として、X線・チェレンコフ

でパターニングが難しかった物質を回折限界以下の空間分解

教授

教授

本研究では、液滴状の原材料を自在に遠

とそのキャリアエンベロープ位相制御）と物

横浜国立大学成長戦略教育研究センター 教授
東北大学未来科学技術共研究センター

横浜国立大学大学院工学研究院

教授

特任教授

特任教授

富士フイルム（株） フェロー

メタマテリアル吸収体を用いた背景光フリ
ー超高感度赤外分光デバイス

光と電子の融合による超高分解能細胞
機能イメージング・制御

田中 拓男

川田 善正

理化学研究所光量子工学研究センター チー
ムリーダー

静岡大学電子工学研究所

金属ナノ共振器から構成されるメタマテリア

本研究では、薄膜で真空と大気圧を分離

ル吸収体を用いて，赤外分光法における

し、薄膜を通して集束電子線を生きた生物

教授

余計な背景光を抑制して信号光のみを検出

試料に直接照射する。集束電子線を用い

することで，その測定感度を飛躍的に向上

ているため、照射領域を生物試料上の数

させます．そして，その技術を利用した超高

nmから数10 nmに制限することができ、細

感度分子検出デバイスを開発します．技術的には，ホットス

胞の発光領域を制限するとともに、直接電気的な刺激を非

ポットの体積を稼ぐために高密度に集積可能な共振器構造か

接触で与えることが可能となる。電子線照射に対する生物試

らなる３次元光メタマテリアルの加工技術と波長可変レーザ

料の基礎特性を明らかにし、電子線の電流量、加速電圧、

ーを用いた高速赤外分光技術を開発します．

集束スポット径などに対する基礎特性を体系化する。

ハイブリッド光位相シフタによるプログラ
マブル光回路を用いた光演算

任意制御光コムを用いた革新的環境分
光計測技術の開発

竹中 充

西澤 典彦

東京大学大学院工学系研究科

教授

名古屋大学大学院工学研究科

化合物半導体薄膜とシリコンを組み合わせ

本研究では，非線形光学現象を駆使して

た超低消費電力ハイブリッド光位相シフタを

任意の超狭線幅コムモードを抽出・増幅・

超低損失シリコン光回路に集積した大規模

制 御した『 任 意 制 御 光コム』と， 高 感

プログラマブル光回路により光行列演算を

度・高精度CRDS技術を融合することによ

実現することで、深層学習や量子計算の

って，革新的な高感度・高精度環境分光

教授

演算性能を大幅に向上可能とする光情報処理基盤技術の

計測技術の開発に取り組みます．この技術によって，トリチ

確立を目指します。これにより、ムーアの法則終焉後におい

ウムや微量水分などの環境における微量物質の高感度計測

ても超スマート社会の推進を可能とする人工知能や組み合わ

を実現します．

せ最適化の飛躍的発展に貢献します。

2021年度採択

幾何学位相回折素子による赤外・THz
偏光撮像技術開発

計算光学顕微鏡による生きた組織の機能
イメージング

小野 浩司

安野 嘉晃

長岡技術科学大学技学研究院

教授

筑波大学医学医療系

教授

高機能光配向性高分子液晶を用い、独自

非侵襲に生体組織の三次元形態と活動の

開発してきた幾何学位相回折素子を発展さ

様子を可視化する計算光学顕微鏡 の理

せ、液晶フォトニック構造とメタマテリアル

論、ハード、計測機能の開発と実用実証

の融合体により、赤外・THz領域における

を行う。理論面では計算光学顕微鏡の基

高速かつ低損失な電圧駆動位相変調器及

盤となる「４次元フーリエ結像理論」を、

び高効率円偏光分離素子を開発する。本素子を用いて、赤

ハード面では Zero-NA OCM と呼ばれる入射NAゼロの低コ

外・THz領域における偏光プローブ型偏光イメージングシステ

ヒーレンスイメージング装置を開発し、生体の三次元形態と

ムを構築する。また、企業と共同で、LiDAR、環境計測等

活動を可視化する。実用実証では「腫瘍培養組織を用いた

の分野での応用事例を示し、製品化へと繋げる。

抗がん剤評価プロトコル」を確立する。

金森 義明

東北大学大学院工学研究科

革新光

時間変調メタマテリアル非線形フォトニク
スの基盤構築
教授

微小電気機械システム（MEMS）と超高
周波磁性体によるナノ・マイクロ構造を統
合し、実効的な誘電率と透磁率を真の意
味で高速変調する時間変調メタマテリアル
を創成する。非線形光学を利用した人工ラ
マンシフトの実現を通じて、チューナブル・ポータブル・室温
動作可能なTHz新光源デバイスを開発する。これによりBeyond 5G / 6G情報通信に向けた、時間変調メタマテリアル
非線形フォトニクスの基盤を構築する。

時空間を一括取得する超高速超解像光
センサー

坂本 高秀

東京都立大学システムデザイン研究科

准教授

ピコ秒，フェムト秒領域での超高速光計
測，回折限界を超えた超解像イメージング
といった，元来別個であった先端光計測の
機能を統合し，これらの超広帯域検出性能
が両立できることを示す．提案する光センサ
ーの持つ，光検出メカニズムの時空間統合能力を活かし，
計測リソースを自在に割り当てる，アダプティブかつフレキシ
ブルな時空間光計測機能を実証し，自己最適型の時空間セ
ンサー実現へと繋げていく．
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革新的力学機能材料の
創出に向けたナノスケー
ル動的挙動と力学特性
機構の解明
戦略目標

ナノスケール動的挙動の理解に基
づく力学特性発現機構の解明

研究総括

伊藤

耕三

東京大学大学院新領域創成科学
研究科 教授

本研究領域は、材料技術の発展により、持続可能で新たな産業が
創出される社会の実現に資するため、物質の内部や界面で生じる原
子・分子の運動、微細組織の構造変化や化学変化等のナノスケール
動的挙動を解析・評価する技術を発展させ、マクロスケールの力学特
性を決定している支配因子を見出し、その作用機構の解明を行うととも
に、新たな力学特性を有する革新的力学機能材料の設計指針を創出
することを目指します。
具体的な研究分野としては、金属材料、無機材料、有機材料、お
よびそれらの複合材料などの各種材料において、マクロな力学特性とナ
ノスケール動的挙動の相関に基づき、接着・摩擦・摩耗・劣化・破
壊等の作用機構や新たな力学特性について解明することに加え、その
ために必要なナノスケールの動的挙動や化学変化等を可視化するため
のその場計測・マルチシミュレーション技術等の開発なども対象とします。
これら各種研究分野の複合的な連携や、金属材料、無機材料、
有機材料、複合材料などの各種材料で得られた知見を融合することに
よって、これまで未解明であった各種材料における力学特性発現機構
の解明や特定の材料に依存しない共通的な学理を構築するとともに、ト
レードオフ関係にある力学特性を両立する材料や新たな力学機能をもつ
材料の設計指針の創出に取り組みます。

領域アドバイザー

岡崎
川田
河村

進
達也
能人

北村 隆行
栗原 和枝
龔 剣萍
目 義雄
高原 淳
竹内
錦織

御手洗

久雄
貞郎

東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授
東北大学大学院環境科学研究科

教授

熊本大学先進マグネシウム国際研究センター
センター長
京都大学

理事・副学長

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授
北海道大学大学院先端生命科学研究院

教授

2019年度採択

動的共有結合化学に基づく力学多機能
高分子材料の創出

ナノ～マクロを繋ぐトモグラフィー：界面
の半自発的剥離

大塚 英幸

戸田 裕之

東京工業大学物質理工学院

教授

教授

物質に作用するマクロスケールの力学的刺

粒子界面の剥離による延性破壊という問題

激（圧縮、延伸、せん断、曲げ、衝撃、

にRevisitします。最先端マイクロ・ナノトモ

摩擦など）が起源となって機能を発揮する

グラフィーをナノとマクロとを結ぶ架け橋とし、

材料は「力学機能材料」と呼ばれていま

これにナノスケール・イメージベース計算物

す。本研究では、平衡系の特殊な共有結

理解析とマクロな機械工学アプローチとを

合を利用する「動的共有結合化学」を基盤として、複数の

組み合わせます。これにより、非整合界面の剥離プロセスを

力学機能を示す力学「多機能」高分子材料の創出を目的

解明すると共に、その支配因子を物理的に明示します。ま

とします。さらに、マルチスケールでの動的な解析に基づく動

た、転位（ナノ）＝歪み（マクロ）であることを利用し、ナ

作原理の解明と材料設計指針の確立を目指します。

ノからマクロを繋ぐ学術手段を確立します。

ゲルのロバスト強靱化機構の解明と人工
腱・靱帯の開発

セラミックス粒界・界面における強電界
ナノダイナミクス

酒井 崇匡

吉田 英弘

東京大学大学院工学系研究科

教授

東京大学大学院工学系研究科

人工腱・靭帯への応用を目指し、繰り返し

セラミック材料は、強電界下において低

衝撃が加わる過酷な環境においても常に一

温・高速超塑性変形等の特異な力学応

定 の 力 学 応 答を示し（ 力 学 的ロバスト

答を示すことが分かってきました。その背後

性）、生体適合性を示す革新的なハイドロ

には、強電界による粒界・界面等のナノ

教授

ゲル材料を開発します。力学的ロバスト性

領域における動的挙動の励起現象、すな

実現のため、動的・静的結晶化制御という新規タフ化機構

わち強電界ナノダイナミクスという新たな物理が隠れています。

を導入します。合成・実験・シミュレーションを用い、動

本研究では強電界ナノダイナミクスの学理を構築し、セラミッ

的・静的結晶化の学理を解明し、さらに開発したゲルによる

クスにおいて大きな延性や強電界修復といった新たなマクロ

人工腱・靭帯を作製し、動物実験レベルでの実証を行いま

力学応答を発現させる理論的指針の獲得を目指します。

す。

2020年度採択

原子分解能観察によるソフト/ハード界面
の接着・破壊機構の解明

ひずみ誘起結晶化機構の解明と最大化
によるエラストマーの革新的強靭化

陣内 浩司

浦山 健治

東北大学多元物質科学研究所

教授

京都工芸繊維大学材料化学系

軽量・高強度材料を実現する有力な方法

天然ゴム（NR)が示すひずみ誘起結晶化

として有機材料と無機材料の複合化があり

(SIC)は，力学刺激に高速応答する優れた

ます。このような複合材料には異なる素材

動的強靭化機構ですが，そのSIC性能は

が接する界面(異種界面)が存在し、材料の

長く未更新のままで合成ゴムもNRのSIC性

機能に重要な役割を果たします。本研究で

能を凌駕できていません。本研究はSICの

教授

は、最先端の電子顕微鏡計測と理論計算を用いて界面にお

ナノ動力学と強靭化機構の相関を実験・シミュレーションに

ける原子・分子の配置や運動を厳密に特定し、さらに、そ

よって解明するとともに、それに立脚したSICを高度に誘起す

の知見をマクロスケールでの剥離現象の観察結果に応用す

る新戦略を確立し，革新的な破壊強度をもつNR、合成ゴ

ることで、異種界面の接着・剥離の基本原理に迫ります。

ム、新規天然ゴムの開発を目指します。

異種変形モードの核生成制御による高強
度・高延性金属の実現

ナノ・マイクロ疲労学理の開拓と超高疲
労強度金属の実現

辻 伸泰

澄川 貴志

物質・材料研究機構グローバル中核部門 参事役
九州大学ネガティブエミッションテクノロジ
ー研究センター 特任教授
東京大学大学院工学研究科
（株）IHI技術開発本部

特任教授

技師長

容子 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

京都大学大学院工学研究科

教授

ナノ・ミクロ組織を高度に制御した金属材
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九州大学大学院工学研究院

京都大学大学院エネルギー科学研究科

教授

ナノ～マイクロ金属材料が有する特異な疲

料において、粒界・界面からの種々の変

労挙動の全容解明を図ります。困難とされ

形モードの新たな発生（核生成）をもたら

てきたナノ～マイクロ材料への疲労実験を

す機構と、その結果生じる加工硬化能の

実現し、新概念に基づく解析システムを開

再生機構を基礎的に明らかにした上で、異

発して両者を協働させることで、ナノ力学の

なる変形モードを順次核生成できる材料とナノ・ミクロ組織を

観点から疲労メカニズムを同定します。さらに、理論的に総

設計し、高強度と高延性を両立した構造材料を実現します。

括し、新規学理「ナノ・マイクロ疲労学」を構築します。ま

最先端の実験手法と計算手法を駆使し、ナノスケールの変

た、繰り返し負荷によって生じる転位組織を制御した設計を

形機構とマクロスケールの力学挙動を結びつけます。

行い、超高疲労耐性材料と新奇機能材料を実現します。

氷-ゴム界面摩擦機構のマルチスケール
解明

劣化の学理に基づくセラミックスの信頼性
革新

水上 雅史

多々見 純一

東北大学未来科学技術共同研究センター 准
教授

氷-ゴムの摩擦は多くの要素が寄与する複

横浜国立大学大学院環境情報研究院
授

教

過酷環境で用いられるセラミックスの機械的

雑な現象であり、その摩擦機構の解明は

信頼性の向上が求められています。本研究

非常に難しい課題となっています。本研究

では、環境から影響を受けて変化するセラミ

では、ナノとマクロ計測、シミュレーションに

ックスのナノ構造と結晶粒子や粒界と同程

よる複合アプローチにより、氷-ゴム界面摩

度のメソスケールの力学特性の相関を解明

擦を支配する要因(氷表面の疑似液体層、摩擦による氷融

すると共に、メソスケール力学特性の劣化挙動からマクロな

解、粘弾性など)を評価し、摩擦機構解明、摩擦予測モデ

特性変化を予測する手法を明らかにします。さらに、これらを

ルの提案、摩擦最適化と省エネルギーを両立する革新的な

総合してセラミックスに共通な劣化の学理を構築し、高信頼

ゴム材料の分子設計のガイドライン確立を目指します。

性化を可能にする材料設計指針を提案します。

機能マルチモーダル制御の材料科学と材
料創製

超低摩擦ポリマーブラシの摩耗現象の階
層的理解と制御

山崎 倫昭

辻井 敬亘

熊本大学先進マグネシウム国際研究センター
教授

長周期積層構造型マグネシウム合金展伸

京都大学化学研究所

教授

厚膜濃厚ポリマーブラシ系を対象として、

材をモデル合金として、不均一組織を有す

（ⅰ）特徴ある構造・潤滑・摩耗特性を
基盤に、
（ⅱ）ブラシ構造／流体設計を摂
動パラメータ（制御因子）として、
（ⅲ）積

ーダル制御による金属材料の力学特性多

層型モデルと分子動力学シミュレーション／

機能化に関する指導原理を確立し、材料創製へ応用展開し

力学モデルを連動させた階層型時空間スケールモデルを構

ます。本研究では、不均一組織制御を機能マルチモーダル

築するとともに、
（ⅳ）最新の蛍光解析／粘弾性応答解析

化という上位概念へ昇華させることで、強度と延性の両立の

／力学システム応答解析に基づき、複合・複雑現象である

みならず強靭性発現に繋がる新しい材料設計を目指します。

摩耗の学理構築とそれに基づく新機能開拓を目指します。

階層的時空構造と動的不均一性から紡
ぐナノ力学機構の理解と制御

カスタム力学機能制御学の構築 ～階層
化異方性骨組織に学ぶ～

山本 潤

中野 貴由

京都大学大学院理学研究科

教授・副研究科長

大阪大学大学院工学研究科

時空階層構造と動的不均一性の起源と機

自然界が創成した骨組織は、特有の階層

構の解明のため、ナノ~メゾスケールに及ぶ

化異方性構造によって、動的かつシビアな

広帯域で両者を観測するガンマ線準弾性

環境においてさえ最適な強度特性を発揮し

散乱と揺らぎ顕微鏡測定を確立する。また

ます。本研究は、こうした骨組織に学び、

ナノ力学

る材料における力学特性発現機構を解明
し、その学理を構築した上で機能マルチモ

教授

降伏・破断などの力学現象において力学

金属3Dプリンティングにより形成が期待され

測定と同時にその場観察し、マクロ力学との関係を理解す

るナノ～マクロにわたる特異界面での強化機構を解明し、フ

る。さらに、不純物や光励起を用い、両者の人工的な設計

ィジカル空間とサイバー空間での解析の連携に基づく特異界

に基づいた力学特性の改良原理を確立する。揺らぎ顕微鏡

面の自在な設計・導入により、力学機能を人為的にカスタ

は小型化・可搬化を行い、汎用観測機器としての応用を目

ム制御した革新的材料創出の指針を樹立します。

指す。

2021年度採択

トライボケミカル協奏反応の制御による超
低摩擦界面の継続的創成と長期信頼性
機械の設計基盤の構築

足立 幸志

東北大学大学院工学研究科

教授

本研究では、機械システムの摩擦界面に
おいて「摩耗反応」と「形成反応」が協
奏的に誘起されるトライボケミカル協奏反応
を設計・制御することにより、超低摩擦界
面が継続的に自己形成する「自己治癒型
超低摩擦システム」の設計指針の構築を目指します。特に、
摩擦界面に「ナノ・メゾ・マクロの仕掛け」を共存させるこ
とで生み出されるナノ-メゾ-マクロのスケール協奏現象の理解
に基づき、トライボケミカル協奏反応を実現します。
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トポロジカル材料科学に
基づく革新的機能を有
する材 料 ・デバイスの
創出
戦略目標

トポロジカル材料科学の構築による
革新的材料・デバイスの創出

2018年度採択

ナノスピンARPESによるハイブリッドトポ
ロジカル材料創製

トポロジカル表面状態を用いるスピン軌
道トルク磁気メモリの創製

佐藤 宇史

ファム ナム ハイ

東北大学材料科学高等研究所

教授

東京工業大学工学院

新しいハイブリッドトポロジカル材料の開拓と

本研究では、産業連携を前提とし、トポロ

トポロジカルデバイス動作時のその場評価

ジカル材料を磁気メモリへ応用する研究開

のために、これまでと比べて1桁以上上回る

発を行います。そのために、分子線エピキ

世界最高空間分解能で、電子の持つ3つ

タシー法に加えて、量産性に優れたスパッ

の基本的な物理量「エネルギー」
「運動

ター法によるBiSbの製膜技術および垂直

准教授

量」
「スピン」を決定できるナノスピンARPES装置を開発しま

磁気異方性を示す磁性体との接合の作製技術を確立するこ

す。本装置によるナノ空間電子状態解析により、量子計算

と、超高速、超低消費電力のスピン軌道トルク磁化反転を

に使えるトポロジカル高温超伝導材料や、超低消費電力のト

実証すること、磁性細線におけるカイラル磁壁・スキルミオ

ランジスタに利用できる二次元トポロジカル絶縁体材料を創

ンの発生、駆動、検出の基盤技術を実証します。

製し、そのデバイス化への道を拓きます。

研究総括

上田

正仁

東京大学大学院理学系研究科
教授

本研究領域は、将来の超スマート社会実現に資するため、連続
変形に対する不変性に着目した新たな物質観であるトポロジーに着

2019年度採択

トポロジカル機能界面の創出

トポロジカル集積光デバイスの創成

塚﨑 敦

岩本 敏

東北大学金属材料研究所

教授

東京大学先端科学技術研究センター 教授

数理的物性研究と計算機実験の連携によ

集積フォトニクス技術とトポロジーの概念を

る理論提案と実験的な検証・機能開拓を

融合し、カイラルエッジ状態を利用した光通

両輪に、両者の緊密なフィードバックを通じ

信波長帯一方向性導波路や、スキルミオ

て、革新的機能デバイスを開拓します。六

ンレーザ等の新奇トポロジカル集積光デバ

理・新規構造に基づいた材料・デバイスの創出に資する研究開発

方晶物質群を主たる対象に、ヘテロ界面

イスを実現します。また、集積フォトニクス

を基礎基盤的アプローチから推進することにより、既存の技術では

や薄膜に現れるバンドトポロジーを高度に制御する技術を構

技術を活かした様々なトポロジカル光状態を実現し、その応

築して、堅牢性や低散逸性に代表されるトポロジカル物質で

用可能性を探求します。これらの研究を通して、トポロジカル

なければ実現しえない機能を引き出し、高感度磁気センサな

科学とフォトニクスの相互リンクを形成し、新たな光技術の創

どの先進的デバイスを創出します。

出とトポロジカル科学の発展に貢献します。

電子構造のトポロジーを利用した機能性
磁性材料の開発とデバイス創成

物質のトポロジカル相の理論的探究

つ、革新的機能を有する材料・デバイスの創出に取り組みます。

中辻 知

河東 泰之

次世代メモリーやセンサーの開発を牽引す

トポロジカル相の研究において、数理的手

領域アドバイザー

るスピントロニクスにおいて、主構成要素を

法の有効性は明確ですが、未だにその全

目し、新規な機能発現に関する現象の解明、新規機能・新原

実現できない革新的機能を有する材料・デバイスの創出を目的とし
ます。具体的な研究分野としては、電子状態のトポロジーに関する
物性物理学を中心に置き、フォトニクスやスピントロニクス分野、さら
に新規機能を実現するデバイス工学への展開を対象とします。一
方、実空間のトポロジーにおいても位相欠陥等のトポロジカルな性質
を利用したスピン流の制御に加え、分子の幾何学的性質や絡み合
いを制御するソフトマターも対象とします。これらの研究分野が複合的
に連携することで、結晶成長技術、構造や物性の解明と制御のた
めの計測・解析・加工プロセス技術、部素材・デバイス設計技
術等の技術基盤の創出やこれらに関する基礎学理の構築も行いつ

安藤
伊藤
尾松
川﨑
小磯
富永

陽一
耕三
孝茂
雅司
深幸
淳二

ケルン大学（ドイツ）物理学科

中村
前野
村上

志保
悦輝
裕彦

キオクシア（株）メモリ技術研究所

萬
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伸一

教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科
千葉大学大学院工学研究院

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授
教授

東京大学物性研究所

特任教授

東京大学大学院数理科学研究科

教授

現行の強磁性体から機能性反強磁性体に

貌をとらえるには至っていません。本計画で

置き換え、その電子構造のトポロジーを利

は、広範な物質系を対象とするトポロジカル

用することで、強磁性に起因する様々な問

相の普遍的理論を構築し、新たな次元の

題を一挙に解決するデバイスの創製を行います。特に、巨

材料・デバイス開発の基礎を与えるため、数学者と理論物

大な電気磁気応答を示すワイル磁性体の開発と、そのナノ

理学者の協働を行います。この研究は、エニオンの働きによ

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授

サイズの磁気ドメインの電気的制御手法の研究を通じ、トポ

って演算を行うトポロジカル量子コンピュータの数学的、物理

産業技術総合研究所デバイス技術研究部門
特命上席研究員

ロジカル反強磁性スピントロニクスの技術を構築します。

的な基礎理論の研究にも有効なものと思われます。

京都大学大学院理学研究科

参事

教授

（株）アルバック未来技術研究所
ニアフェロー

所長・シ

理化学研究所量子コンピュータ研究センター
副センター長

人工グラフェンに基づくトポロジカル状態
創成と新規特性開発

トポロジカル非線形光学の新展開

胡 暁

島野 亮

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主任研究者

東京大学低温科学研究センター 教授

グラフェンや人工グラフェン等ディラック型分

物質中の電子波動関数のトポロジカルな位

散関係を示す蜂の巣型物質から出発し、

相に起因する特異な光応答、特に非線形

ナノテクノロジーを活用した実空間局所的

光 学 応 答を探 求します。ディラック半 金

制御に基づくバンドエンジニアリングを通じ

属・ワイル半金属等に現れるシフト電流や

て、新奇トポロジカル状態を創成します。

円偏光起電力効果を、光学測定と静的な

革新的フォトニクス機能を目指して、光渦多重素子やアイソ

輸送現象測定から相補的に探求し、新原理に基づく光電変

レータフリーな光通信帯域・GaN系青色トポロジカルレーザを

換現象を開拓します。その基礎概念をスピン流、超伝導体、

開発します。また、様々なトポロジカル特性の融合による新

さらには強相関電子系へと拡張し、フロッケエンジニアリング

機能創成の探索も行います。

に基づく光エレクトロニクスの基盤の構築を目指します。

高分子弾性のホモロジー的トポロジー理
論の構築と環状混合デバイス

トポロジカル超精密原子層物質の創成

出口 哲生

越野 幹人

お茶の水女子大学基幹研究院

教授

大阪大学大学院理学研究科

ホモロジーを応用して高分子ネットワーク弾

原子層物質からなるナノリボン、２次元ネッ

性の理論を革新し、任意のネットワークの

トワーク、３次元曲面物質等の幾何学的

教授

弾性率を厳密に導く方法を与え、ゴムやゲ

構造体「超精密原子層」を実現し、原子

ルの力学特性の設計に挑戦します。環状

層トポロジカルバンドエンジニアリングの基

高分子を合成し、環状鎖を用いて線形鎖を

礎を確立します。物性理論、有機化学、

束ねる環状混合ソフトマテリアルを実現します。散乱実験、

材料工学の研究者がチームを組み、トポロジカル物性を持つ

応力歪曲線測定、粘弾性測定、相分離動的構造変化の

超精密原子層を理論的に予言、多孔性金属錯体（MOF）

３D観察を行い、理論と比較しながら理学的基礎を深め、工

のナノ空間技術を用いて創成、革新的な物性を持つデバイ

学的な応用として新奇なエラストマーの創製を試みます。

スを実現します。

量子スピン液体におけるトポロジカル準
粒子の解明と直接検出

自己組織化トポロジカル有機マイクロ共
振器の開発

松田 祐司

山本 洋平

京都大学大学院理学研究科

教授

物質の持つトポロジーに由来して創発される

筑波大学数理物質系

教授

分子の自己組織化過程の経時変化の観

マヨラナ粒子と非可換エニオンは、環境ノ

察と解析により、集合構造が精密に制御さ

イズに強いトポロジカル量子計算を実現す

れたトポロジカル有機マイクロ共振器構造を

るための鍵となる準粒子です。これらの準

構築します。作製したトポロジカルマイクロ

粒子の舞台となるキタエフ量子スピン液体と

光共振器から、高指向性円偏光レーザー、

呼ばれる状態にある磁性体において、トポロジーに関連する

先端光渦レーザー、有機室温ポラリトンレーザーなど、トポロ

性質を徹底的に解明し、これを母体とした新しい電子相を創

ジカルな特徴をもつ有機レーザーの実現を目指します。作製

出します。さらに創発準粒子の直接検出と可視化により、ト

した共振器を用いた、外部環境変化を敏感に検知可能な高

ポロジカル量子計算の基盤技術を確立します。

感度センシング素子の開発を行います。

于 秀珍

トポロジー

2020年度採択

Beyond Skyrmionを目指す新しいトポロ
ジカル磁性科学の創出
理化学研究所創発物性科学研究センター チームリ
ーダー

本研究では、三次元磁気構造を観察する
ための新しい電子顕微技法を開発し、スキ
ルミオンストリングやヘッジホッグ(モノポー
ル)、ホプフィオンなどの未知の三次元トポ
ロジカル磁気構造の探索と観察を目指しま
す。また、これらのトポロジカル磁気構造を発現する新物質
や、それらが示す新しい物性現象や物質機能を予測・探
索・検証することで、Beyond Skyrmion時代の新しいトポロ
ジカル磁性科学を創出します。

電気回路によるトポロジカル量子計算方
法の創生

江澤 雅彦

東京大学大学院工学系研究科

講師

電気回路でトポロジカル超伝導体模型をシ
ミュレートすることで、マヨラナ状態の検証
を行います。更に、マヨラナ状態のブレイ
ディングにより量子ゲートとして動作する事を
実証し、次いで、電気回路を用いてトポロ
ジカル量子計算が実行可能である事の基礎的実証実験を行
います。また、実現に必要な可変電子素子・理想電子素
子の開発を並行して行います。電気機械回路の知見を応用
し、アナログ・デジタル集積回路などを用いて大規模実装へ
の道筋をつけます。
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ナノスケール・サーマル
マネージメント基盤技術
の創出
戦略目標

ナノスケール熱動態の理解と制御
技術による革新的材料・デバイス
技術の開発

研究総括

丸山

茂夫

東京大学大学院工学系研究科
教授

2017年度採択

スピントロニック・サーマルマネージメント

フレキシブルマテリアルのナノ界面熱動態
の解明と制御

内田 健一

柳 和宏

物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材
料研究拠点 グループリーダー

磁性材料やスピントロニクスに基づく熱エネ

中低温領域の膨大な排熱利用やIoT電源

ルギー制御原理とその応用に向けた基盤技

には、可とう性・伸縮性を有する高性能フ

術を構築します。これにより、局所温度制

レキシブル熱電変換素子の実現が必要不

御を可能にするナノ熱コントローラ、磁性体

可欠です。しかしフレキシブル性の起源とな

の磁化方向で熱整流方向を設定できるリコ

るホッピングナノ界面での、電気伝導・熱

粟野

祐二

慶應義塾大学理工学部 特任教
授 （前研究総括 ～2018年1月）

本研究領域は、熱に関する様々な課題の解決や熱エネルギー有効利
用に向けて、熱の根源的な理解と高度に制御・利用するための基盤技
術の創出を目指します。
具体的には、3つの大きな方針に基づいて研究を推進します。
1つ目の方針は、ナノスケールの熱の振る舞いを理解し、革新的な熱
制御基盤技術の構築に取り組み、高効率な放熱・断熱・蓄熱・変換
などを可能とする新材料の創製や、従来の特性や機能を飛躍的に向上さ
せる新たなデバイスの創出を目指します。
2つ目の方針は、上記熱制御基盤技術の創出のために重要な理論、
計測、シミュレーション、加工技術などの研究を推進し、ナノスケールにお
ける熱の物理現象の予測・検証を可能とし、新たな材料設計、デバイス
設計の指針に繋がる技術の構築を目指します。
3つ目の方針は、この領域はナノスケールの熱の理解を基本として様々
な熱の課題を対象とすることから、方針1、2に示すとおり、様々な階層と
広範な分野に関わる学問・技術分野の融合を積極的に推進します。
この領域は、ナノスケールの熱制御基盤技術の創出により、熱を味方
につけ、新たな段階の高効率利用法を生みだすことで、高度情報化社会
の実現や環境負荷の少ないエレクトロニクスや交通輸送・住宅など社会イ
ンフラの実現、健康医療分野での新産業・新市場創成を実現し新たな
段階の高度熱利用社会の実現を目指します。

教授

ンフィギュラブル熱ダイオード、熱流を望みの方向に曲げられ

起電力・熱伝導の三者の関係の正確な理解は全く出来て

る熱サーキュレータ、磁場印加によって温度や熱伝導率を変

いません。そこで本研究では、電子構造・ナノ接合構造を

調できる熱スイッチ、という4つの熱制御機能を開拓し、サー

精密に制御したフレキシブル材料を用いて、三者のフェルミレ

マルマネジメント技術に展開します。

ベル依存性を解明し、その機構の解明と制御を行います。

分子界面修飾とナノ熱界面材料による固
体接合界面熱抵抗低減

二次元材料とナノ計測の融合による相変
化伝熱の革新

小原 拓

高橋 厚史

東北大学流体科学研究所

教授

電力変換に不可欠なパワーモジュールなど

研究総括補佐

東京都立大学大学院理学研究科

2018年度採択

九州大学大学院工学研究院

教授

二次元材料が具備する原子オーダーの平

電子機器では、発生した大量の熱の除去

坦性と構造の自由度を相変化伝熱のため

や有効利用のため、半導体素子からモジュ

に活用します。特に、携帯型電子機器の

ール外への熱の流れが重要ですが、多数

ような制限された空間での放熱性能の大幅

の微細な積層間でこれが阻害される界面熱

な向上を目指して、冷媒の効率的供給と

抵抗が大きな問題となっています。本研究は、層間への機

安定した蒸発をもたらす新規デバイスを提案すべく、透過電

能分子の付加（分子界面修飾）やナノ物質（熱界面材

子顕微鏡による流体観察、ラマン分光法による熱物性計

料）の適用などの方法により、強固な熱的接続を形成し、

測、分子シミュレーション、二次元材料開発の各技術を融合

総合的に界面熱抵抗を低減するナノスケールの理論と技術

させて熱物質輸送のナノスケールからの革新に挑みます。

を確立します。

ナノ空間材料に内包された水の吸着・移
動の熱制御

異常電子熱伝導度と異常格子熱伝導度
の制御

大宮司 啓文

竹内 恒博

東京大学大学院工学系研究科

教授

豊田工業大学大学院工学研究科

本研究では、珪素系多孔質材料、炭素系

本提案研究では，微細電子構造，低次元

多孔質材料、金属有機構造体の3種類の

性に起因する異常電子熱伝導度と，非調

ナノ空間材料に内包された水の吸着・移

和振動，イオン伝導，総変態に伴う異常

動を熱によって制御することに取り組みま

格子熱伝導度を精密に解析し，その制御

す。材料合成、実験計測、および理論解

指針を構築することを目指します．さらに，

教授

析の技術開発を行います。また、原子スケールからマクロス

熱伝導度制御指針を活用することで，熱ダイオード，熱流ス

ケールまで熱、物質の移動を解析するソフトウエアを開発し、

イッチング素子，熱電変換素子に必要とされる電熱特性を実

ナノ空間材料を用いて空気中の湿分制御を高効率に行う新

現した材料を開発します．開発した材料を用いて高機能で，

技術を創出します。

かつ，実用可能な革新的熱電デバイスを創製する計画です．

有機ー無機ヘテロ界面によるフォノン・
電子輸送フィルタリング

分子接合によるナノカーボン系材料の広
範囲熱伝導率制御

宮崎 康次

中村 雅一

領域アドバイザー

小原

春彦

喜々津
徐

哲

常行
鶴田
花村
平山

一斌
真司
隆治
克悟
祥郎

藤田 博之
森 孝雄
山内

崇史

山根

常幸

産業技術総合研究所エネルギー・環境領域
理事、領域長
(株)東芝 研究開発センターストレージデバ
イス技術ラボラトリー シニアエキスパート
物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報
基盤部門 プラットフォーム長
東京大学大学院理学系研究科

教授

九州工業大学大学院工学研究院
東京工業大学工学院

教授

教授

東北大学先端スピントロニクス研究開発セン
ター 総長特命教授・センター長
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寿夫

教授

性質が大きく異なる有機材料と無機材料の

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術
研究科 教授

カーボンナノチューブをはじめとするナノカー

接触面を用いて、熱と電子の輸送をふるい

ボンの複合材料において、ナノカーボンユ

にかける熱制御基盤技術を構築し、応用と

ニットどうしが接する箇所が熱輸送の鍵とな

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 グループリーダー

して熱から直接発電する熱電変換技術の低

ります。そこに有機あるいは有機無機ハイ

（株）豊田中央研究所エネルギーマネジメン
ト研究領域 Leading Researcher

コスト化と高効率化をめざします。目標達成

ブリッド分子による接合を形成したときのナノ

に必須な、接触する材料原子の振動の様子など現象の根源

スケール熱輸送現象を理解し、制御することによって、高い

東京都市大学総合研究所

特任教授

（株）東レリサーチセンター研究部門 技術・
特許調査研究部 取締役・研究副部門長・部長

領域運営アドバイザー

馬場

九州工業大学大学院工学研究院

科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー

的な理解のため、実験と数値解析を併用しそのメカニズムを

電気伝導率を保ちつつ、熱伝導率を断熱材に相当する領域

解明します。低温度で発電できる唯一と言える本技術の高効

からダイヤモンドに相当する領域まで、極めて広い範囲にわた

率化を通じ熱エネルギーの有効利用に貢献します。

って制御することを目指します。

分子ダイナミクスを利用した熱マネージメ
ント

高分子の熱物性マテリアルズインフォマテ
ィクス

福島 孝典

森川 淳子

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

東京工業大学物質理工学院

本研究では、これまで未開拓であった「熱

「高分子の熱伝導」をテーマとし、計測・

輸送」と「分子の運動性」の相関に関す

合成・量子化学計算・デバイス開発から

る学理を構築し、熱マネージメントのための

創出されるミクロ・ナノスケールの新規熱物

教授

システム設計指針を確立します。これらの

性データと、機械学習・計算科学に基づく

知見と、物質の構造や配向をナノ〜マクロ

マテリアルズインフォマティクスを融合するこ

スケールで精密制御する分子技術を融合し、有機材料をメイ

とで、従来のデータベースでは乗り越えられなかった高分子物

ンプレイヤーとする熱マネージメント材料を創製します。本研

性の予測の壁を越えることを目指します。構築した学術基盤

究を通じ、フレキシブルな熱ダイオードや熱スイッチ素子などの

に基くデータベース、ソフトウェアをコモンソースとして社会に

革新的有機熱デバイスの創出を目指します。

還元し、新規材料を提案します。

ナノ物質科学を基盤とするサーモエキシト
ニクスの創成

宮内 雄平

京都大学エネルギー理工学研究所

教授

ごく最近、カーボンナノチューブにおいて観
測・実証された熱からの励起子（エキシト
ン）生成現象の物理を解明し、その応用
ポテンシャルを明らかにします。同時に、ナ
ノスケールでの熱制御技術を確立すること
で、太陽光発電のエネルギー変換効率を通常の理論限界を
超えて引き上げる超高効率な熱光変換素子の実現をはじめと
する、熱励起子現象の利活用に基づく新たな熱光科学技術
体系「サーモエキシトニクス」の創出に挑みます。

ヴォルツ セバスチャン

熱制御

2019年度採択

二次元表面フォノンポラリトンの熱伝導制
御
東京大学生産技術研究所
国際研究員

表面に局在するフォノンと電磁波の連成波
である表面フォノンポラリトンを利用した、革
新的熱伝導制御技術の創出を目指します。
フォノンポラリトンは、光の性質も併せ持つ
ことから、固体中の熱伝導を担うフォノン単
体では成し得ない新しい熱伝導を実現する可能性を秘めてい
ます。理論計算により材料に最適な構造や熱伝導特性を予
測し、それらを基にマイクロ・ナノ構造を作製し、原理実証
から様々な新奇熱制御基盤技術を開発します。

空間的・時間的に局在化したナノ熱の学
理と応用展開

内田 建

東京大学大学院工学系研究科

教授

ナノ材料中の電流によって発生するジュー
ル熱を空 間 的 ・ 時 間 的に局 在 化させた
「ナノ熱」を創出し、このナノ熱を自由自在
に制御するために、電荷キャリアとフォノン
の輸送に関する学理と技術を構築します。
ナノ空間の温度を新たな自由度とするナノ熱エレクトロニクス
を創製し、従来のエレクトロニクスでは実現が困難な機能、
すなわち身の回りに漂うガス分子を認識する機能を、低エネ
ルギーで実現します。
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実験と理論・計算・デ
ータ科学を融合した材料
開発の革新

2017年度採択

多結晶材料情報学による一般粒界物性
理論の確立とスマートシリコンインゴットの
創製

熱可塑性エラストマーにおける動的ネット
ワークのトポロジー制御

宇佐美 徳隆

中嶋 健

名古屋大学大学院工学研究科

教授

多結晶材料は、組織の複雑さと粒界の多

戦略目標

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

細野

秀雄

東京工業大学 栄誉教授／元素
戦略センター長

本研究領域では、これまで実施されてきた物質・材
料開発の基本となる実験科学と、理論、計算、デー

東京工業大学物質理工学院

教授

ゴム弾性と熱可塑性樹脂の性質を合わせも

様性により、普遍的な高性能化指針が不

つ熱可塑性エラストマー（TPE）を対象に

明確でした。本研究では、大量の実用多

ゴムを代替できるタフなTPE材料を実現しま

結晶ウェーハに対するデータ収集・機械学

す。最新鋭の実験手法を駆使して変形下

習・理論計算の連携により、一般粒界の

にあるTPEのナノ構造変化を追跡し、デー

構造・物性の理論構築を行う多結晶材料情報学を開拓しま

タ同化シミュレーションで応力鎖ネットワーク構造を可視化しま

す。その有用性を、データ科学によって設計され、理論に裏

す。そこにトポロジーなどの数学を協奏させ、環境変化に応

付けされた多結晶組織を有し、優れた特性を示す太陽電池

答して動的に構造が組み変わり多機能性を発現するような階

用スマートシリコンインゴットの創製により実証します。

層ネットワーク数理モデルを提案します。

データ駆動型材料探索に立脚した新規半
導体・誘電体の加速的開拓

計算科学を用いた磁気抵抗スイッチ素子
基盤材料の創出

大場 史康

水上 成美

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

東北大学材料科学高等研究所

実験のみによる従来の材料探索は多大な

ナノメートルの厚みの絶縁体を磁石で挟ん

物的・人的コストを要し、これが新材料開

だ磁気トンネル接合素子は、磁石の磁極の

教授

発におけるボトルネックになっています。本

向きを変えると電気抵抗が大きく変化しま

研究では、先進計算科学・データ科学に

す。この素子はこれまで主に日本で開発が

つながる手法の構築を目指します。具体的には、高い

立脚したin silico（計算機中）ハイスルー

進み、ハードディスクや不揮発性メモリへと

社会的ニーズがあるものの、未だ達成されていない材

プットスクリーニングと高度な実験技術を基盤とした合成・評

応用されています。本課題では、界面に着目したデータ科学

価・デバイス化の融合により、新材料開発を加速することを

によって磁気トンネル接合素子新材料を高効率・広範囲に

タ科学とを融合させることにより、革新的材料開発へと

料や機能をターゲットにして、その実現に向けた研究を
新しい体制で行うことで、これまで世界をリードしてきた
日本の材料研究の新しいスタイルを提示します。物質

目指します。半導体と誘電体のケーススタディを通じて、これ

探索し、従来とは桁違いの特性を示す革新的素子の開発を

をデモンストレーションします。

行うことで、人工知能応用を目指します。

触媒インフォマティクスの創成のための実
験・理論・データ科学研究

界面マルチフェロイク材料の創製

清水 研一

谷山 智康

科学にとどまらず、実材料への展開に不可欠な複雑系
にも踏み込んだ研究を対象とします。
体制として、材料に関する実験系を軸に、理論系、
計算系、データ系研究者でチームを構成し、密に連携
しながら研究を推進します。
これらを通じて、革新的な新規材料開発手法を提示
し、我が国の産業競争力の向上に貢献します。

領域アドバイザー

石田 清仁
伊藤 耕三
伊藤 聡
大橋 直樹
楠 美智子
高田 昌樹
津田 宏治
時任 静士

東北大学

名誉教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

（公財）計算科学振興財団 チーフコーディネータ
物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 拠点長
名古屋大学

名誉教授

東北大学多元物質科学研究所

教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

北海道大学触媒科学研究所

教授

2018年度採択

名古屋大学大学院理学研究科

実験・文献から得た触媒反応データ（目

本研究では、実験、ハイスループット第一

的変数）と実験・理論計算・文献から得

原理計算およびベイズ最適化による逆問

教授

た説明変数データを統合し、データ科学的

題解法に立脚した材料・界面のスクリーニ

手法を駆使した触媒設計支援システムを構

ングを技術基盤として、巨大磁気-電気相

築します。このシステムを触媒分野の未解

関を有する界面マルチフェロイク材料を効率

決課題の克服や企業の触媒開発支援に用い、革新的な材

的に探索する新材料開発手法を構築します。さらに、磁化

料を開発します。大量のデータの中にあるパターンの発見を

配向の電界制御技術、熱整流ゲート制御技術、マイクロ波

人工知能が行えば、限定された知識量や常識に縛られた

応用技術等、多岐に渡る革新的デバイスへの応用展開の

個々の研究者には着想できない材料設計が可能になるはず

可能性を検証し、界面マルチフェロイクスの「材料」として

です。

の優位性を樹立します。

山形大学 大学院有機材料システム研究科 有機エ
レクトロニクス研究センター長・卓越研究教授

中川

淳一

山口
山崎
湯浅

周
聡
新治

大学改革支援・学位授与機構研究開発部 特任教授

吉田

博

東京大学大学院工学系研究科 スピントロニクス学
術連携研究教育センター 特任研究員（上席研究員）

東京大学大学院 数理科学研究科 社会連携講座「データサ
イエンスにおける数学イノベーション」特任教授（講座代表)
金沢大学ナノマテリアル研究所

特任教授

産業技術総合研究所新原理コンピューティン
グ研究センター 研究センター長

領域運営アドバイザー

浅見
佐川
吉野

正弘
眞人
彰

（一社）日本知的財産協会

参与

大同特殊鋼（株） 顧問／NDFEB（株） 代表取締役
旭化成（株） 名誉フェロー

実験・計算・データ科学融合による塗布
型電子材料の開発

長谷川 達生

東京大学大学院工学系研究科

教授

本研究では、実験・計算・データ科学の
融合により、塗布型電子材料の探索・開
発を網羅的かつ系統的に行う新しい研究手
法の開発と、これらによる材料高度化に取
り組みます。結晶構造データベースと機械
学習を駆使した材料探索・設計手法の開発、計算科学を
駆使した精密構造・電子機能予測、及び実材料の合成・
結晶構造解析・物性評価によるこれら設計・予測の検証
と、薄膜プロセスの高度化・最適化・デバイス構築を推進
します。
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実験と計算科学の融合による革新的プロ
トン伝導性無機化合物の創製

データ駆動型分子設計を基点とする超複
合材料の開発

山崎 仁丈

内藤 昌信

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

物質・材料研究機構統合型材料開発・情報
基盤部門 グループリーダー

本研究では、中温動作固体酸化物形燃料

材料設計の基点に化学反応と高分子物性

電池やジェット燃料生成反応器の主要材料

に関する深層学習を置き、既存材料の組

であるプロトン伝導性無機化合物を対象と

み合わせでは成し得ない物性を有する超複

し、実験データを活用したバーチャル・理

合材料の開発を飛躍的に加速します。人

論的材料スクリーニングによる材料開発の

工知能が導いた超複合材料の物性・機能

革新およびそれを用いた革新的プロトン伝導性無機化合物

データ収集をスマートラボ化し、データサイエンスを駆使するこ

の創製を目指します。実験、理論、計算化学およびデータ

とで、高速かつ正確に所望とする機能を持った超複合材料を

科学を有効利用することで、プロトン伝導を抑制しているトラ

導き出すためのデータ駆動開発を実現します。

ップを外し、プロトン伝導度を著しく上昇させます。

超伝導インフォマティクスに基づく多結晶
型超伝導材料・磁石の開発

ナノ構造制御と計算科学を融合した傾斜
材料開発とスピンデバイス応用

山本 明保

能崎 幸雄

東京農工大学大学院工学研究院

准教授

慶應義塾大学理工学部

教授

ミクロな結晶構造という舞台で、無数の電

従来のスピン流生成理論は希少物質固有

子が絶妙にバランスして発現する高温超伝

のスピン依存散乱効果に頼っており、材料

導は、これまで特性を予測・制御する普遍

設計の自由度が少なく、デバイス開発を制

的指針が不明確でした。本研究では、理

約していました。本研究では、設計自由度

論・計算に基づく超伝導特性上限の制御

の高い傾斜材料を用いた従来と異なる原理

法と多結晶材料の特性予測モデルの確立を通じて、日本が

によるスピン流生成技術を開発します。スピン機能材料開発

強みとする材料科学実験に、人工知能を活用した次世代材

において不均一スピン依存散乱という新しい制御軸を与える

料プロセス制御を融合させることで、超伝導新材料を数テス

ことにより、物質を問わずにスピン流を生成できることを利用

ラ級磁石として高速に基礎開発する新スタイルを提示します。

し、実用可能なスピンデバイス動作を実証します。

桂 ゆかり

革新材料開発

2019年度採択

新規結晶の大規模探索に基づく革新的
機能材料の開発
物質・材料研究機構統合型材料開発・情報基
盤部門 主任研究員

データ科学で新規無機材料の実験的探索
を効率的かつ創造的な研究へと変革しま
す。数学と機械学習により、３次元パズ
ルのように周期的結晶構造を設計できる独
自のシミュレータを開発します。Naフラック
ス法とプロトン駆動イオン交換法によって、大規模な新物質
探索実験を行います。第一原理計算と論文データの機械学
習によって熱電材料などの機能材料の候補を選定し、最適
な電極を設計することで応用デバイスを開発します。

実験とデータ科学の循環による蛍光体開
発

武田 隆史

物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 グ
ループリーダー

本研究では、実験、計算、データ科学の
循環型パイプラインを構築、データ科学の
アルゴリズムが提案する予測候補をハイス
ループット実験で探索・実証し、高性能蛍
光体を実現します。データ科学が提案する
実験計画法と年間千サンプル以上の大量試行を実現できる
ハイスループット実験、多電子状態の計算を組み合わせるこ
とで、人間の発想を超えた未知領域の材料探索を行うことを
戦略とします。
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計測技術と高度情報処
理の融合によるインテリ
ジェント計測・解析手法
の開発と応用
戦略目標

材料研究をはじめとする最先端研究
における計測技術と高度情報処理
の融合

研究総括

雨宮

慶幸

（公財）高輝度光科学研究センタ
ー 理事長

副研究総括

北川

源四郎

東京大学数理・情報教育研究セ
ンター 特任教授

本研究領域は、計測・解析技術の深化による新たな科学の開拓や社
会的課題の解決のために、多様な計測・解析技術に最先端の情報科
学・統計数理の研究を高度に融合させることによって、これまでは捉えられ
なかった物理量・物質状態やその変化あるいは潜在要因等の検出、これ
までは困難であった測定対象が実際に動作・機能している条件下でのリア
ルタイム計測等を実現するインテリジェント計測・解析手法の開発とその応
用を目指します。
具体的には、2つの大きな柱で研究を推進します。1つはデータ同化、
スパースモデリング、画像解析、信号処理等の広範な逆解析技術を中心
にした情報科学・統計数理による計測対象の特徴量解析手法や大量デ
ータの迅速・高精度解析手法等の開発です。もう1つの柱は、上記基盤
手法を具体的な計測課題に応用し、物質・材料、生命・医療・創薬、
資源・エネルギー、地球・宇宙、Web空間等、科学技術全般における
新現象の発見、原理の解明や新たな知識獲得等を成し遂げることです。
これらを通じて、新たな計測・解析手法を切り拓くことのみならず、豊か
な社会の構築に資する科学技術イノベーションの創出に貢献します。
本研究領域は、文部科学省の選定した戦略目標「材料研究をはじめ
とする最先端研究における計測技術と高度情報処理の融合」のもとに、
平成28年度に発足しました。

領域アドバイザー

石井
伊藤
伊藤

信
聡
隆

京都大学大学院情報学研究科

岸本

浩通

喜多
佐藤

泰代
寛子

住友ゴム工業（株）研究開発本部分析センタ
ー センター長

長我部
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東京都立大学大学院理学研究科

教授

信行 （ 株 ） 日 立 製 作 所 ラ イ フ 事 業 統 括 本 部

瀧川

仁

民谷
寺内
鳥海
西野
樋口
福山

栄一
正己
光弘
吉則
知之
秀敏

CSO 兼 企画本部長

嘱託准教授

情報・システム研究機構
ーリッヒ大学 研究員

特任准教授／チュ

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研
究所 協力研究員
大阪大学産業科学研究所

特任教授

東北大学多元物質科学研究所

教授

海洋研究開発機構海域地震火山部門 招聘上席研究員
北海道大学電子科学研究所
中央大学理工学部
東京理科大学

標準ニオイ多次元メガライブラリ構築と高
解釈性数理モデル抽出による判別精度
の定量予測

岡本 博

吉川 元起

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 グ
ループリーダー

遷移金属化合物や有機分子性物質で実

本研究では、近年開発に成功した最先端

現する強相関電子系に強い超短パルス光

のセンサ素子【MSS】と各種感応材料を

を照射すれば、通常の摂動の枠組みでは

組み合わせることで、新たな産業群の創出

取り扱えない非平衡の電子構造変化や超

が期待されている「嗅覚センサ」について、

高速の電子相転移の発現が期待できます。

100 万通り以上の感応材料-ニオイ応答波

本研究では、“強相関電子系の非摂動型応答の時分割分

形を擁する多次元メガライブラリを構築します。ここに、最先

光計測”及び“厳密計算にビックデータ解析とデータ同化の手
法を加えた過渡スペクトルの解析手法構築”を一体として推進
し、強相関電子系の光/電場応答の解明と学理構築を行い

端のデータ解析技術【異種混合学習】を融合することで、
【どういう測定条件で、どこまでの精度が実現するか?】という
長年の問に定量的な指標を与えます。

ます。

一細胞ラマン計測と情報科学の融合によ
る細胞診断の迅速解析技術の開発

機械学習と最先端計測技術の融合深化
による新たな計測・解析手法の展開

小松崎 民樹

鷲尾 隆

北海道大学電子科学研究所

教授

大阪大学産業科学研究所

教授

細胞および生体組織のラマン分光イメージ

最先端の計測・デバイス技術と融合した新

ングデータを情報科学・統計数理手法に

たな機械学習技術を確立・深化し、従来

基づいて解析し、計測の迅速化・高精度

限界を超える現象・精度の計測実現を目

化に対する最適条件を計測装置に逐次フィ

指します。特に計測を念頭とし、データ特

ードバックする分子計測技術を開発します。

徴量抽出手法、事前知識を活かす少数デ

これまで細胞や組織の形態情報にのみ主に依存していた癌

ータ推定手法、複数情報源統合推定手法、計測過程を反

診断に開発する技術を導入することで、判別が難しかった癌

映した機械学習手法などを開発します。具体的テストベッドと

の早期診断を可能とする、生命・医療・創薬分野に対する

して、先端的ナノギャップナノポアによる高効率、低コストな

分子計測技術のイノベーション創出を目指します。

第4世代DNAシーケンシング技術の確立を取り上げます。

大型大気レーダー国際共同観測データと
高解像大気大循環モデルの融合による
大気階層構造の解明

ベイズ推論とスパースモデリングによる計
測と情報の融合

佐藤 薫

岡田 真人

東京大学大学院理学系研究科

教授

本課題では、代表者らが開発し昭和基地

2017年度採択

東京大学大学院新領域創成科学研究科
授

教

計測科学にベイズ推論を導入するベイズ計

に設置した世界初の南極大型大気レーダー

測の枠組みを提案します。ベイズ計測を用

（PANSYレーダー）を軸とした国際共同観

いると、計測限界の定量的な評価や、異

測による高解像度でスパースな観測データ

なる計測手法によるデータの統合などを行う

と、人工衛星による低解像度でグローバル

ことができます。これにより、S/N比が低くノ

な観測データを組み合わせ、高解像度大気大循環モデルに

イズに埋もれたシグナルの顕在化・高精度解析、直接計測

同化する手法を開発します。また、これを用いて、地上から

が困難な物理量の抽出、汎用ラボ用の測定機器を用いた高

高度約100kmに至る大気全体の高解像度な解析データを作

度な計測、大型研究施設のマシンタイムの効率化、世界最

成し、大気大循環とその階層構造に関する物理的解明を目

高水準の先端計測技術のインパクトの最大化などに必要な、

指します。

情報数理基盤を構築します。

AIと大規模画像処理による電子顕微鏡
法の技術革新

高速原子間力顕微鏡1分子計測のデータ
同化による生体分子4次元構造解析法の
開発

村上 恭和

高田 彰二

教授

（公財）計算科学振興財団 チーフコーディネータ

東京理科大学理工学部

2016年度採択

強相関系における光・電場応答の時分
割計測と非摂動型解析

教授

教授

理事長補佐・学長補佐

九州大学大学院工学研究院

教授

京都大学大学院理学研究科

物質が示す電磁場を原子スケールで実測で

高速原子間力顕微鏡（高速AFM）は、わ

きる「電子線ホログラフィー」に、人工知

が国で開発され、単一のタンパク質やDNA

能（AI）を用いた電子顕微鏡画像の処

分子の3次元構造の経時変化（4次元構

理、数理解析による情報欠損の回復等、

造）を観察できる唯一の計測技術です。

情報科学の最先端技術を導入します。これ

中程度の分解能をもつ高速AFM計測から

教授

により、電子1個相当の微弱な電場を計測する新技術を世

高精度情報を得るために情報科学との融合研究が必要で

界に先駆けて開発します。本技術は、微粒子表面電位の実

す。本研究は、データ同化と分子シミュレーション法によっ

測による触媒反応の理解や、その成果が導く食糧・エネル

て、高速AFM計測からの生体分子の高精度4次元構造解析

ギー問題の克服等、学術と社会問題の双方に大きく貢献し

法を開発し、それを応用して創薬開発に貢献します。

ます。

次世代地震計測と最先端ベイズ統計学と
の融合によるインテリジェント地震波動解
析

質量分析と統計解析の融合によるメタプ
ロテオミクス

平田 直

石濱 泰

東京大学地震研究所

特任研究員

京都大学大学院薬学研究科

教授

わが国では、千点以上の観測点で得られる

生命活動を直接担う分子であるタンパク質

高精度地震計測データが常時収集されて

全体を標的とするプロテオミクスは、生命科

いますが、これに加えて、建造物、電気・

学分野を中心に大きな注目を集めています。

ガスのライフライン、スマートフォンが持つ加

プロテオミクスにおける質量分析を用いた計

速度計等のデータを活用する次世代の地

測には、LC/MS/MSが用いられます。本研

震計測ビッグデータベースが構築されつつあります。本研究

究ではLC/MS/MS計測技術と統計的信号解析技術を双方

は、最先端ベイズ統計学を武器に、多種多様な地震計測

向から融合させることによりプロテオームの計測・解析技術を

データを包括的に解析するためのアルゴリズム群開発に取り

深化させ、微生物生態系など複雑な生命系を対象とするメタ

組み、地震防災・減災や地震現象の解明に役立てます。

プロテオミクスを開拓します。

多元光情報の符号化計測と高次元化処
理の協調設計

高精度時空間計測による多元細胞情報
統合

向川 康博

清末 優子

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術
研究科 教授

本来、シーン中の光線は、角度、波長、

理化学研究所生命機能科学研究センター チ
ームリーダー

従来技術では得られなかった新たな現象の

時間等に依存する高次元な視覚情報を持

発見を通じて生命の作動原理の解明に挑

っていますが、例えばカメラで撮影すると2

むため、格子光シート顕微鏡による高精度
時空間計測データから生物学的情報を抽
出し解析する技術を開発します。さらに、

することで、光線が持つ豊富な視覚情報に基づいてコンピュ

本計測器に1細胞採取ロボットを連結しシングルセル解析技

ータによるシーン理解の能力を向上させます。この時、計測

術と組み合わせることにより、組織を構成する個々の細胞の

デバイスの性能を単純に上げるのではなく、光学的な工夫と

形態変化や状態の時間変遷などの生命活動情報と遺伝的

情報処理を組み合わせることで、効率よく高次元化します。

情報をつなぐ、多元細胞情報統合システムを実現します。

超圧縮センシングによるミリ秒X線トモグラ
フィ法の開発

情報網に潜む因果構造解析と高次元脳
計測による意識メータの創出

矢代 航

小村 豊

東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究セ
ンター 教授

京都大学大学院

人間・環境学研究科

硬X線の位相を利用した高感度X線イメージ

今の科学では、日常の中で絶えず変化す

ング法の一つであるX線回折格子干渉法を

る意識の状況を客観的に定量するすべがあ

発展させて、マルチビーム化と最先端の高

りません。本研究では、最先端の情報科

度情報処理技術により、試料を高速で回

学と脳計測法を融合させ、これまで捉えられ

転することなく、msオーダーの時間分解

なかった意識を可視化する「意識メータ」

教授

能、10 μmの空間分解能の4DX線トモグラフィの実現を目

の創出を目指します。具体的には、脳の中で複雑にやりとり

指します。非平衡系のダイナミクスをそのまま観察できるという

されている情報を定量化し、意識を情報量の観点から定量化

特長を活かして、基礎研究から新規イノベーション創出に至

できるかを検証します。さらに、脳内の情報量を操作すること

る新たなフロンティアの開拓をねらいます。

で、意識を操作できるかの因果関係も検証します。

2018年度採択

データ駆動科学による高次元Ｘ線吸収計
測の革新

クライオ電子顕微鏡法のベイズ高度化と
他計測との融合

赤井 一郎

光岡 薫

熊本大学産業ナノマテリアル研究所

教授

情報計測

次元画像に縮退してしまい、情報が激減し
ます。本研究では、光線計測を高次元化

大阪大学超高圧電子顕微鏡センター 教授

放射光を用いた多角的なX線吸収微細構

本研究提案では、X線一分子計測でのベ

造 （ X A F S ）スペクトルとその顕 微 計 測

イズ推定を利用した解析の高度化の手法を

（μ-XAFS）データから、データ駆動科学を

参考に、単粒子解析を高度化・汎用化し

用いてミクロ構造、電子・スピン状態を表

ます。さらに最近、その分解能が向上した

す物性特徴量とそれらを統一的に説明する

電子線トモグラフィー法に関しても、同様に

統合特徴量を抽出して、ミクロ物性、メゾ構造、マクロ機能

ベイズ推定を用いることで、分解能の向上を目指します。ま

の発現をシームレスに解明する方法論を提案します。またそ

た、ベイズ推定などを用いてクライオ電子顕微鏡からの構造

の方法を、磁石・二次電池固体電解質の材料研究に適用

情報と他の計測からのデータなどを統合する手法の高度化・

し、それらの材料機能の高度化研究を躍進させます。

汎用化し、時系列解析と原子モデル精密化を行います。

45

量子状態の高度な制御
に基づく革新的量子技
術基盤の創出
戦略目標

量子状態の高度制御による新たな
物性・情報科学フロンティアの開
拓

研究総括

荒川

泰彦

東京大学ナノ量子情報エレクトロニ
クス研究機構 特任教授

本研究領域は、光科学、物性科学、ナノ構造・材料科学、情
報科学に立脚して量子状態の高度制御の物理と技術を探求し、量
子科学のフロンティアを開拓するとともに、新たな量子情報処理や従
来性能を凌駕する素子・システム機能を実現することにより、社会の
発展に資する革新的量子技術基盤を創出することを目的とします。本
研究領域においては、量子状態制御の物理の探索とその技術展開
をはかる「新しい源流の創出」と、将来の社会・産業イノベーション
を牽引する量子技術の実装に向けた「革新的システム機能の創成」
を二本柱として、研究開発を推進します。
研究の具体例としては、量子ドットや超伝導体などにおける多様な量
子系の状態制御の高度化とその量子情報処理技術への展開、高
度に制御された量子系による新しい量子融合素子や高感度センサー
素子の実現、および巨視的量子効果や量子光学の高度な活用によ
る超高精度計測技術の開発などが含まれます。さらに、将来の社会
基盤の構築に資する革新的量子システム機能の実現やその集積
化・統合化も目指します。
本研究領域は、文部科学省の選定した戦略目標「量子状態の
高度制御による新たな物性・情報科学フロンティアの開拓」のもと
に、平成28年度に発足しました。
領域アドバイザー

伊藤
香取
寒川
西野
野田
平山

公平
秀俊
哲臣
哲朗
進
祥郎

慶應義塾大学理工学部

藤巻
古澤
山田
山本

朗
明
真治
喜久

名古屋大学大学院工学研究科

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

教授・塾長

東京大学大学院工学系研究科

教授

日本電信電話（株）NTT先端技術総合研究所 所長
電気通信大学大学院情報理工学研究科
京都大学大学院工学研究科

教授

教授

2016年度採択

グローバル量子ネットワーク

スピン量子計算の基盤技術開発

井元 信之

樽茶 清悟

理化学研究所創発物性科学研究センター グ
ループディレクター

本研究は、光と長寿命量子メモリの間に高

本研究では、電気制御量子ドットのスピン

度に制御された量子もつれを形成し、光フ

で作られる量子ビットと量子もつれを単位と

ァイバーを用いた量子通信を介して遠隔配

する量子制御を高度化することにより、多

置量子メモリ間の量子もつれに転換し、そ

重結合量子系の電子相関とダイナミクスの

れにより量子プロトコルを実行する量子通

物理の探索と制御技術の開発を行う.具体

信システムを実現する。そのために、これまで独立に研究さ

的な内容としては、拡張性のある多重量子ドット構造の開発

れてきた光量子通信と物質量子メモリのテクノロジーおよび量

と多量子ビットもつれ操作の実現、誤り訂正をより現実的な

子情報理論を深化し融合する。このような遠隔量子通信の

ものにするための量子ゲートの高忠実度化、雑音環境による

高度な制御により、量子中継に代表されるグローバル量子

デコヒーレンス抑制等により、量子コンピュータの大規模化を

通信の新技術シーズを生み出す。

研究する。

室温超核偏極と量子符号化による超高
感度生体MRI／NMR

超伝導人工原子を使った光子ベースの量
子情報処理

北川 勝浩

蔡 兆申

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

東京理科大学理学部

教授

本研究は、室温で核スピンの向きを揃えて

本提案では、超伝導人工原子と線形光学

高感度化するトリプレットDNP（光励起三

回路のそれぞれの長所を組み合わせ、革新

重項電子を用いた動的核偏極）、緩和に

的な量子コンピューティングのアーキテクチ

よる信号減衰を抑える量子鈍感符号化、

ャを提示し、その基本動作の研究を進める

興味対象の情報を強調させる量子敏感符

ものです。この新規な大規模量子情報処

号化の3つの量子技術を駆使して、核磁気共鳴（NMR）と

理方式では、従来の量子コンピューターでのシステムのイン

核磁気共鳴画像法（MRI）の感度を飛躍的に向上させる。

フラストラクチャへの膨大なオーバーヘッドを低減し、回路構

それらによって従来困難であった生体内の微量分子の代謝や

成を単純化し、且つ決定論的な量子情報処理を行うことが

ダイナミクスを可視化できる革新的技術を創出し、生命科学

可能であります。

や医療にブレークスルーをもたらすことを目指す。

2017年度採択

冷却原子の高度制御に基づく革新的光
格子量子シミュレーター開発

スケーラブルな光学的量子計算に向けた
超低損失ナノファイバー共振器QED系の
開発

高橋 義朗

青木 隆朗

京都大学大学院理学研究科

教授

早稲田大学理工学術院

教授

光格子中に導入された超低温の原子集団

光子を用いたスケーラブルな量子計算（誤

を対象として、個別量子測定・制御能力を

り耐性量子計算）の実装を可能にする超

備えた革新的量子シミュレーターの基盤技

低損失ナノファイバー共振器を開発するとと

術の創出を目指します。量子多体系のグロ

もに、光学的量子計算の要素技術をナノ

ーバルな量子測定・制御である量子シミュ

ファイバー共振器QED系で実現する。ま

レーション技術を深化させるとともに、量子多体系を構成する

た、このアプローチにおける各要素技術、および、それらを

個々の量子である単一原子に対しての量子フィードバック制

組み合わせて構築される誤り耐性量子計算のアーキテクチャ

御などの最先端の量子操作技術を融合させることにより、量

全体の最適化に関して理論的研究を推進する。これにより、

子状態制御の物理の新しい源流を創出します。

スケーラブルな光学的量子計算の実装への道を拓く。

大強度広帯域周波数もつれ状態の実現
と応用

波長分割多重プログラマブル大規模量子
シミュレータ

竹内 繁樹

神成 文彦

東北大学先端スピントロニクス研究開発セン
ター 総長特命教授・センター長

（株）日立製作所研究開発グループ
NTTリサーチ量子計算科学研究所

技師長

所長

京都大学大学院工学研究科

教授

慶應義塾大学理工学部

教授

広帯域周波数量子もつれ光とは、2つの光

フェムト秒レーザーパルスの広帯域なスペク

子が、それぞれ広い周波数帯域（エネルギ

トル特性を、並列に利用できる周波数モー

ー）にわたり存在する状態です。本プロジ

ドリソースと捉え、波形整形制御を用いるこ

ェクトでは、導波路型チャープ擬似位相整

とで、単一光パルス内に並列生成できるス

合素子や窒化シリコンリング共振器を用い、

クイーズドモード間の量子干渉をプログラム

広帯域周波数量子もつれ光を大量に発生する光源を開発し

します。スクイーズド周波数モードの任意の量子相関を多段

ます。また、開発した光源により、1μm以下の超高分解能

和周波発生によって時系列的に実現し、光子数測定を行う

をもつ、量子・古典ハイブリッド光断層撮影システムや、量

ことで、周波数域での大規模で複雑な量子干渉を用いた今

子もつれ時間分解分光法など、あらたな量子光計測技術の

までにない新しい量子シミュレータの構築を行います。

実現を目指します。
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大阪大学量子情報・量子生命研究センター
特任教授

ダイヤモンド量子セキュリティ

小坂 英男

横浜国立大学大学院工学研究院

教授

強磁性量子ヘテロ構造による物性機能
の創出と不揮発・低消費電力スピンデバ
イスへの応用

ナノスピン構造を用いた電子量子位相制
御

田中 雅明

永長 直人

東京大学大学院工学系研究科

教授

東京大学大学院工学系研究科

量子中継による量子通信の長距離化・多

従来の半導体デバイスや集積回路では持

“磁性体中でスピンと結合する電子系が、

重化や、機器認証を量子的に行う量子認

ち得なかった「不揮発性」
「低消費電力」

スピンが作る角度に対応した実効的ベクト

教授

証による高機能化を目標とする。ダイヤモ

「再構成可能性」
「情報処理の柔軟性」

ルポテンシャル（創発電磁場と呼ぶ）を感

ンド中の窒素空孔（NV）中心における光

「非相反性」の機能をもつ材料とデバイス

じる”、という物理原理に基づき、非共線ス

子と電子の自発的な量子もつれ発光・吸

を創製します。半導体材料、量子ヘテロ

ピン構 造を用いて創 発 電 磁 場を、 1 0 0 -

収を基礎とし、光子から核子への伝令付き量子テレポーテー

構造・ナノ構造、デバイス構造中に磁性元素や強磁性材

1000テスラの強さで、ナノメーター・ナノ秒スケールで操作

ション転写、電子と核子の誤り符号付きのホロノミック量子ゲ

料を取込み、量子サイズ効果、トンネル効果、電荷とスピン

し、電子の量子位相と運動を制御する。(A)ナノスピン構造を

ート、シングルショットによる核子間の完全な量子もつれ読み

輸送、スピン状態を制御することにより新機能材料を設計・

有する物質開発、(B)創発電磁現象の開拓、(C)デバイス開

出し、同位体炭素配置の機械学習による量子認証などを行

作製し、不揮発・低消費電力スピンデバイスへ応用します。

い、量子セキュリティの実用化に道を開く。

発へ向けた創発電磁機能の開拓、の３つのテーマを推進す
る。

2018年度採択

超伝導量子ビットを用いた極限量子セン
シング

シリコン技術に立脚した室温動作スピン
量子ビット

ダイヤモンドを用いた時空間極限量子セ
ンシング

齊藤 志郎

大野 圭司

長谷 宗明

日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所 上席特別研究員／グループリーダ

理化学研究所開拓研究本部

専任研究員

筑波大学数理物質系

教授

シリコン中の”深い不純物”には室温におい

新規ダイヤモンド光制御技術を基盤とし、フ

応用として期待されている量子センシング

ても強く束縛された電子があります。私たち

ェムト秒領域での分光技術、走査プローブ

に、操作性・拡張性に優れた超伝導磁束

はその電子スピンを用い、室温で動作する

顕微鏡による原子レベルでの空間分解、

量子ビットを活用する。まず、超伝導磁束

量子ビットを開発します。”トンネル電界効果

ダイヤモンドの精密加工、探針増強ラマン

量子ビットを長寿命化し、単一電子スピン

トランジスタ”と呼ばれる構造に深い不純物

効果による局所物性計測技術を融合し、

感度を有する局所電子スピン共鳴の実現を目指す。次に、

を導入することで、深い不純物の電子をトランジスタ電極に

原子層材料などの新規固体機能素子の評価から蛋白質や

超伝導磁束量子ビット、あるいは、電子スピン集団とのハイ

取り出し、量子ビット状態をトランジスタの電気特性として読

細胞の解析までも可能にするマルチプローブ光量子技術、

ブリッド素子を用い、古典限界を超えた高感度・高分解能な

み出します。量子ビットの急峻な磁場応答を利用した高感度

即ち新規ダイヤモンド光機能を用いた時空間極限量子センシ

量子センサを実現する。

磁気センサーを開発します。

ング技術を開拓します。

超伝導量子メタマテリアルの創成と制御

量子光源による超高感度分子イメージン
グ

半導体非局在量子ビットの量子制御

仙場 浩一

小関 泰之

山本 倫久

情報通信研究機構未来ICT研究所 上席研究員

東京大学大学院工学系研究科

教授

量子技術

本研究では、量子状態制御技術の新しい

理化学研究所創発物性科学研究センター チ
ームリーダー

本研究は、超伝導量子メタマテリアル（一

本研究課題は、研究代表者が独創性をも

本研究では、電子間相互作用によるデコヒ

般化された人工分子を含む量子融合デバイ

って研究を進めてきた分子イメージング法で

ーレンスを受けない準粒子「レビトン」を用

ス）の創成 および「非古典マイクロ波状

ある誘導ラマン散乱顕微法に対し、量子光

いた電子の飛行量子ビットの高精度制御

態の高速生成」
「多体量子系基底状態の

学、レーザー工学、生命科学の融合連携

や、離散状態と電子波の結合制御に取り

その場制御」に代表される量子制御を目指

により、その性能を大きく向上させ、小さな

組みます。これらの制御を実現することによ

す。これらは其々、量子計測や量子シミュレーションへの応

生体分子の高感度可視化という世界最先端の基礎研究の

り、局在量子ビットのみを用いた大掛かりな量子システムか
ら、非局在量子ビットを用いた効率的なハードウェア構成を持

用が期待される。特に、最近発見された「深強結合」領域

推進を図るものです。具体的には以下の3項目の研究に取り

での未踏な物理現象を理解すると共に、高Q超伝導共振

組みます。1. 量子増強SRS顕微鏡の原理確認。2. 多波

つ多機能な量子システムへと、量子アーキテクチャーのパラ

器、π接合技術など、量子コヒーレンスの点で有望と考えら

長量子増強SRS顕微鏡。3. 生物学応用。

ダイムシフトを引き起こします。

れる新しいデバイスとの融合を積極的に試みる。

オンチップ・イオントラップによる量子シス
テム集積化

量子制御を用いたオプトメカ結合型調和
振動子のマニピュレーション

田中 歌子

宗宮 健太郎

大阪大学大学院基礎工学研究科

講師

東京工業大学理学院

イオントラップは特殊な電極を用いて気体原

光共振器を構成する複数の鏡が輻射圧に

子イオンを空中に長時間捕獲する技術で、

より相関を持つと、光バネと呼ばれる調和

原子イオンの高度な量子状態操作を可能

振動子を形成する。光バネは熱的な揺らぎ

にします。本研究では、電極に微細加工

をほとんどもたない振動子であり、微小信号

准教授

技術を取り入れてオンチップ化することで量

計測のプローブとして活用が期待されてい

子システムを集積化し、光通信や各種計測技術の向上に貢

る。本研究では、非線形光学結晶やマイクロ共振器を用い

献する高性能な光クロックを開発します。またオンチップ化に

て光バネをマニピュレートし、プローブとしての利便性を向上

よって初めて実現できる多様なイオン配列を利用し、超放射

すると共に、量子計測・重力波観測・核磁気共鳴の分野

レーザーなどの新奇な物理系の創出を目指します。

への応用を実現する。本研究は日仏共同提案である。
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新たな光機能や光物性
の発現・利活用を基軸
とする次世代フォトニク
スの基盤技術
新たな光機能や光物性の発現・利
活用による次世代フォトニクスの開
拓

研究総括

北山

研一

大阪大学

名誉教授

本研究領域では、従来の光科学技術を横断的かつ重層的に集
積・発展させることにより、将来の社会・産業ニーズに応える新たな
フォトニクス分野の「破壊的イノベーション（従来の価値を破壊し、全
く異なる価値基準で技術を生み出すイノベーション）」を創造するととも
に、新技術シーズの創出を支える基礎的な原理の解明にも併せて取
り組みます。これにより、新たな光機能物質の人工生成や革新的な
光制御技術による通信・ネットワーク技術の開発、微細構造の高時
空間分解可視化、先端数理科学との融合による複合光基盤技術・
システムの創出等を目指します。こうした新たな光機能や光物性の解
明・制御・利活用を通じて、環境・エネルギー・ものづくり・情報通
信・医療・セキュリティ等の広範な分野を更に横断的かつ有機的に
支えていくことで、精度・感度・容量・消費電力・コスト等の様々な
側面からの要請に応える高次な社会・産業インフラの形成につなげま
す。
本研究領域の推進にあたっては、単一分野の技術の深掘りに留ま
ることなく、周辺の技術分野を俯瞰し、異なる分野を横断的に融合し
た新たなパラダイムを切り開く研究開発を進めます。

領域アドバイザー

江馬

みよし 宇都宮大学 名誉教授

一弘

上智大学理工学部

教授

小山

二三夫

田中

耕一郎 京都大学大学院理学研究科 教授

高松

哲郎

萩本 和男
原 勉
原田 慶恵
三沢 和彦
緑川 克美
森 勇介

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

京都府立医科大学医学フォトニクス特任講座 教授
情報通信研究機構

極限コヒーレント光通信のための量子力
学的操作と超伝導光子数識別器および
光集積システム化法の研究

石川 顕一

古澤 明

東京大学大学院工学系研究科

教授

光による化学反応や生物的過程はアト秒

戦略目標

阿山

2015年度採択

アト秒反応ダイナミクスコントローラーの創
生

主席研究員

東京大学大学院工学系研究科

教授

シャノン限界を破った極限コヒーレント光通

領域の電子の動きから始まります。その影

信の実現を目指します。コヒーレント光通信

響がフェムト秒～ピコ秒領域で原子核に伝

の受信機における量子力学的操作の探求

わり、化学反応を引き起こします。本研究

とその光集積システム化技術を開発するとと

では、最先端の実時間第一原理計算、高

もに、極限コヒーレント光通信実現のため

強度アト秒パルスレーザー、超高速の時間分解分光を駆使

に必須の技術である光子数識別器の開発を行います。さら

して、電子波束の動きから分子構造の変化までを、アト秒か

に、これらの技術を統合することで、極限コヒーレント通信の

らピコ秒に至るすべての時間領域で時々刻々観測し、化学

心臓部であるコヒーレント状態からシュレーディンガーの猫状

反応を光で自在に制御することを目指します。

態への変換（「量子ノイズイート光アンプ」）の原理検証実
験を行います。

電子フォトニクス融合によるポアンカレイ
ンターフェースの創製

磁性－金属－半導体異種材料集積によ
る待機電力ゼロ型フォトニックルータの開
発

大岩 顕

水本 哲弥

大阪大学産業科学研究所

教授

東京工業大学工学院

教授

電気的に精密に操作できる電子スピンと先

従 来の半 導 体フォトニクスを超えた磁 性

端フォトニックナノ構造の融合により、ポア

体・金属・半導体を異種材料集積で組み

ンカレ球で表わされる光の偏光からブロッホ

合わせたワンチップの光集積回路により新

球で表される電子スピンへの変換を高効率

機能を発現させ「待機電力ゼロ型フォトニ

にかつ自在に行う「ポアンカレインターフェ

ックルータ」を実現します。これにより平均

ース」を確立し、偏光の究極的な活用により可能となる次世

消費電力を抑えながらも大容量コンテンツによる通信トラフィ

代通信や新機能光デバイスの基盤技術を構築します。特に

ックの増大と、IoT（Internet of Things）による粒度の小さ

偏光からスピンへの変換効率の改善や、量子もつれ変換技

い新たなトラフィックの増加に対応できることになり、ネットワ

術など長距離量子中継実現に不可欠な基盤技術の実現を

ークを支える基盤技術にブレークスルーを起こします。

目指します。

2016年度採択

超解像「生理機能」イメージング法の開
発と細胞状態解析への応用

魚のバイオリフレクターで創るバイオ・光
デバイス融合技術の開発

永井 健治

岩坂 正和

大阪大学産業科学研究所

教授

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
教授

細胞内では、ナノメートルスケールの多数

魚等から抽出した結晶をもとに、微細加工

の微小構造が反応場として介在し、イオン

技術を用いた新規光学技術を創成します。

流、熱発生、酵素反応、シグナル伝達反

魚類グアニン結晶の高性能の光機能を解

応など様々な生理機能に関わる現象が惹

明し、超低消費電力の光制御用マイクロ

起します。しかし、従来の超解像顕微鏡技

構造体を開発します。そのため、光増幅効

術はこのような細胞内の生理機能を可視化できませんでした。

率の高いバイオリフレクターの発掘、生物工学的生産、およ

本研究は、生きた細胞における生理機能の時空間動態を超

び光学素子化のための微細加工技術を研究します。本研究

解像観察可能な光学顕微鏡技術を開発し、それによって得

で開発中のバイオリフレクターの磁場配向手法を完成させる

られる大量の高次元画像データから細胞状態に関する情報を

ことで、魚が行っている光活用をまねた高度な医療用光シス

効率よく抽出する手法を創出します。

テムが期待されます。

集積ナノフォトニクスによる超低レイテンシ
光演算技術の研究

深紫外領域半導体レーザの実現と超高
濃度不純物・分極半導体の研究

納富 雅也

岩谷 素顕

浜松ホトニクス（株） 常務取締役・中央研究所長
大阪大学蛋白質研究所

教授

東京農工大学大学院工学研究院 工学研究院長・教授
理化学研究所光量子工学研究センター センター長
大阪大学大学院工学研究科

教授

日本電信電話（株）物性科学基礎研究所
センター長

名城大学理工学部

教授

将来のサイバーフィジカルシステム社会にお

半導体レーザは、ガスレーザや固体レーザ

いて懸念される情報処理の遅延（レイテン

に比べ小型・高効率・低消費電力などの

シ）ボトルネックを解消する手段として、ナ

特長を有していることから、光科学分野の

ノフォトニクス構造で実現する新奇な物理現

発展に極めて重要なデバイスです。一方、

象を活用し、光の伝搬速度で演算が完了

深紫外領域の光は医療・環境分野・殺

する新しい光演算技術を提案し、実証を目指します。本方式

菌・化学分析や3Dプリンター等の工業的な応用が期待でき

では、演算を律速する信号経路を光化した回路により、演算

ますが、半導体レーザでは未踏領域となっていました。本研

処理レベルで光電融合した「光速プロセッサ」による超低レ

究課題では、超高濃度不純物添加半導体や分極半導体と

イテンシ情報処理技術の実現を狙います。

しての窒化物半導体に関しての理解を深め、この未踏領域
である深紫外半導体レーザの実現を目指します。
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ハロゲン化金属ペロブスカイトを基盤とし
たフレキシブルフォトニクス技術の開発

ナノ光学と光カオスを用いた超高速意思
決定メカニズムの創成

金光 義彦

成瀬 誠

京都大学化学研究所

教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

本研究では、高品質な溶液塗布型半導体

本研究では、人工知能で重要な強化学習

材料であるハロゲン化金属ペロブスカイトに

の根幹にある意思決定問題を、光に固有

注目し、それらの単結晶、薄膜、ナノ粒子

の性質とその極限性能を生かし「物理的

などの様々な形態試料を作製し、フォトニク

に」解決します。具体的には、光の微細

教授

スで重要となる基礎光物性・光機能を解

化の極限を生かし、フォトクロミック材料とナ

明します。ハロゲン化金属ペロブスカイトの実用デバイス材

ノ光学を用いた意思決定、及び光の広帯域性の極限を生か

料としての可能性と限界について明確な結論を導くことによ

し、光カオスによる超高速な意思決定を実現します。光の特

り、塗布型半導体の加工性と優れた光電特性を活かした特

長を活用し、通信チャネルの瞬時割り当て、解探索等での

色あるフレキシブルフォトニクス技術の開発を目指します。

瞬時アービトレーションなどの重要な応用を支えるAI時代の革
新的光機能を創成します。

ポケットサイズレーザー冷却システムの開
発

変調フォトニック結晶レーザーによる2次元
ビーム走査技術の開発

上妻 幹旺

野田 進

東京工業大学理学院

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

原子、ナノ粒子に対するポケットサイズのレ

現在、自動運転やセキュリティセンシング、

ーザー冷却システムを構築します。原子の

ロボットの自動走行等の応用に向け、LI-

レーザー冷却システムに搭載する絶対重力

DARと呼ばれる光センシング技術の開発が

計は、海洋資源探索のため無人深海探査

急務です。中でもキーデバイスとして開発が

艇に搭載されている既存のスプリング型相

望まれているのが、出射方向を電気的かつ

対重力計に比べ、1桁以上高い精度を提供します。ナノ粒

2次元的に走査可能な小型レーザー光源です。本研究は、
「変調フォトニック結晶レーザー」という新概念を導入し、その

おいて中心的な役割を果たしている既存の傾斜計に比べ、2

学術的体系化のもと、電気的、2次元的に広範囲にビーム

桁高い感度を提供します。

走査可能な小型レーザーチップの開発を目指します。

光・電子融合第一原理計算ソフトウェア
の開発と応用

単一光子スペクトル計測によるイメージン
グ技術開発と細胞機能ヴィジュアライザ
の創成

矢花 一浩

福田 大治

筑波大学計算科学研究センター 教授

産業技術総合研究所計量標準総合センター
首席研究員

今日の先端の光科学は、マクスウェル方程

細胞が光と相互作用したときに生じる蛍光

式により記述される光電磁場と量子論で記

には、細胞内の化学反応や生体分子の活

述される電子ダイナミクスが強く結びついた

動を表す様々な情報が含まれています。こ

現象を対象としています。本研究は、光波

の蛍光や発光を、光の究極的な姿である

と電子のダイナミクスを同時に記述する新し

光子として検出することで、細胞内部で起

い第一原理光科学計算法を確立し、アト秒光科学やレーザ

こっている生体反応のダイナミックスを可視化するのが本研究

ー加工、近接場光励起などの光科学の先端課題に応用しま

の目標です。超伝導現象を用いた光検出・多画素化技術

す。開発したソフトウェアを公開し、光科学研究者がさまざま

及び単一光子スペクトル情報抽出技術等を駆使し、生細胞

な用途で利用可能となるよう整備します。

機能をイメージング解析する技術の実現を目指します。

2017年度採択

殆どが水よりなる動的フォトニック結晶の
開発と応用

超短赤外パルス光源を用いた顕微イメー
ジング装置の開発と生命科学への応用

石田 康博

藤 貴夫

理化学研究所創発物性科学研究センター チ
ームリーダー

豊田工業大学大学院工学研究科

光の波長の周期を持つ構造体「フォトニッ

本研究提案では、研究代表者が独自に開

ク結晶」は、光の性質を操る究極のツール

発した超短赤外パルス光源を発展させ、先

です。
「結晶」の名の通り、通常は固体で

進的な赤外イメージング装置や多光子顕微

作られます。我々は昨年、99%の水に1%

鏡を開発し、生体分子や生細胞、生きた

次世代フォトニクス

子のレーザー冷却システムは、地震予知、火山活動探査に

教授

の無機物を加えた流体が、高性能のフォト

動物を対象とした非侵襲のセンシング、イメ

ニック結晶となることを偶然見つけました。この発見を起点

ージング法を確立することを提案します。これらの新規赤外分

に、従来の常識を覆す新材料「大面積で配向し、構造が

光法によって、膜タンパク質へのリガンドの作用から生細胞

変えられ、生体に馴染むフォトニック結晶」を開発し、高品

が制御される様子や、組織深部の細胞動態のリアルタイム

質・高感度のイメージングやセンシングに応用します。

計測が可能になると考えられます。

49

多様な天然炭素資源の
活用に資する革新的触
媒と創出技術
戦略目標

多様な天然炭素資源を活用する革
新的触媒の創製

2015年度採択

高効率メタン転換へのナノ相分離触媒の
創成

計算化学が先導するメタン酸化触媒の開
発と触媒設計技術の創成

阿部 英樹

吉澤 一成

物質・材料研究機構環境・エネルギー材料部
門 主席研究員

九州大学先導物質化学研究所

本研究は、メタンや二酸化炭素などの安価

天然ガスの主成分であるメタンの直接酸化

で豊富な炭素資源を熱や光などの異なった

は触媒化学の最重要課題の一つです。本

エネルギーを利用してアルコールや液体炭

研究では、この反応を常温常圧で行う酵素

化水素などの有用な炭素資源に転換（C1

反応の理論研究を基盤とし、これを広く均

転換）する高機能触媒材料の開発に挑み

一系および不均一系触媒に展開して革新

所長

ます。雰囲気や温度の変化に応じて合金相が自発的に形成

的人工触媒を実現します。進歩の著しい計算化学を武器とし

するナノ細線状の相分離構造を触媒活性中心として利用す

て、理論研究をコアとした実験研究とのハブ型連携研究を実

る（ナノ相分離触媒）ことによって、高度な炭素被毒（コー

施するとともに、触媒開発の新しい研究手法を創成します。

キング）耐性と優れたC1転換触媒機能を実現します。

研究総括

上田

渉

神奈川大学工学部

2016年度採択

合成生物学によるメタン酸化触媒の創製

後周期遷移金属オキシラジカル錯体によ
るメタンの酸化反応

阪井 康能

伊東 忍

教授

本研究領域は、多様な天然炭素資源をバランスよく活用できる
将来の産業基盤の確立に向けて、その根幹をなすメタンをはじめと
するアルカンガス資源を従来にない形で有用な化成品・エネルギ
ーに変換するための革新的な触媒の創出を推進します。
埋蔵量が豊富な天然ガス等に含まれるメタンをはじめとするアルカ
ンガス資源からこれまでにない技術で化成品やエネルギーへの変換
が容易にできるようになれば、現代社会が直面する石油依存という
問題からの脱却や二酸化炭素排出低減も可能になります。しかし、
メタンなどのアルカンガス資源を直接化成品などに変換するプロセス

京都大学大学院農学研究科

教授

大阪大学大学院工学研究科

教授

シェールガスの台頭により未来型資源として

本研究では、これまで未解明であった後周

メタンが注目されています。しかし、メタンを

期遷移金属オキシラジカル種の酸化機能に

有効利用するための夢の反応、“メタノール

着目し、メタンなどのガス状アルカンの温和

へのメタン酸化反応”は既存の触媒では依

な条件下における水酸化反応を可能とする

然著しく困難です。一方、地球上には、こ

革新的な触媒技術の開発をめざします。具

の反応をすでに実現し、年間10億トンのメタン酸化を実現し

体的には、
（1）酸素分子からオキシラジカル活性種の効率

ている微生物がいます。本研究はこの微生物が持つメタン酸

的な発生方法の確立、
（2）ガス状アルカンの効率的な取り

化反応の分子機構と原理を解明し、工業生産展開可能な

込み場を導入した触媒システムの構築、
（3）ガス状基質の

全く新しいメタン酸化触媒を合成生物学により創製、開発し

酸化のための反応システムの開発、を行います。

ます。

は難度が高く、メタンの改質によって生成する合成ガス（CO+H2）
を経由するなどの間接的なプロセスを利用しているのが現状です。
この高難度な課題を克服することが本研究領域の主眼であり、
高度な触媒技術を生み出す新しい取り組みを推進します。そのため
には、近年進化しているデータ科学、計算科学、計測技術などと
連携することによって、これまでに蓄積された触媒に関する経験知
を非連続的に飛躍させることが重要です。

生体触媒の誤作動状態を利用するメタン
の直接的メタノール変換

酸素原子シャトルによるメタン選択酸化反
応プロセス開発

荘司 長三

大山 茂生

名古屋大学大学院理学研究科

本研究領域では、特に難度が高いメタンを反応基質とする研究

ヘム鉄（鉄ポルフィリン錯体）を活性中心

を基軸に据えます。エタンやプロパン等の低級アルカンを反応基質

とする長鎖脂肪酸水酸化酵素のシトクロム

とする反応については、既知の手法に比較して圧倒的に高活
性・高選択性を目指す革新的な触媒研究を対象とします。
将来的に、化学産業における天然ガス等の資源の新たな活用
を切り開き、ひいては新たな産業基盤の確立につながる、本格的
にして世界をリードできる触媒研究を推進します。

教授

A+O2/AOシステムにて分子状酸素を利用す

P450BM3に、長鎖脂肪酸に似た構造をも

発します。メタンと酸素の反応サイトを分離

つ疑似基質（デコイ分子）を取り込ませる

した異核金属クラスターを階層的構造に組

ことにより、メタンが優先的に結合する反応

み込み生成物の再酸化を抑制した高効率

空間を構築し、常温・常圧での高効率なメ
タンの水酸化が可能な強力なバイオ触媒系を創出します。さ
でも行うことを可能とし、メタンを水酸化するバイオリアクター

伊原
魚住
加藤
川合
北川

賢
泰広
昌子
真紀
宏

小林 久芳
佐藤 智司
瀬戸山 亨
永原
浜地
藤田
三浦
渡辺
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肇
格
照典
弘
芳人

教授

る新しいメタン選択酸化反応プロセスを開

らに、デコイ分子を用いる酵素反応を、大腸菌などの菌体内
を開発します。また、反応空間の科学を固体触媒などの展

領域アドバイザー

東京大学大学院工学系研究科

な触媒を精密設計します。定常状態で活性サイトを判別でき
る新たな解析法を開発します。反応の高圧化をメンブレンコン
タクターにより達成し、エネルギー産業・化学工業に変革を
与える革新的メタン利用プロセス開発に挑みます。

開に結びつけます。

石油天然ガス・金属鉱物資源機構技術部 特命調査役
自然科学研究機構分子科学研究所
関西学院大学生命環境学部

自然科学研究機構分子科学研究所
京都大学大学院理学研究科
（研究担当）・副プロボスト
京都工芸繊維大学

教授

教授
所長

教授・理事補

名誉教授

千葉大学大学院工学研究院

教授

三菱ケミカル（株） エグゼクティブフェロー／サイ
エンス＆イノベーションセンター瀬戸山研究所 所長
第一稀元素化学工業（株） 社外取締役
京都大学大学院工学研究科

教授

三井化学（株）シニア・アドバイザー／中部
大学特任教授
埼玉大学

名誉教授

総合研究大学院大学

理事

反応場分離を利用したメタン資源化触媒
の創成

メタンから低級オレフィンへの直接転換を
可能にする金属超微粒子を担持した複合
酸化物触媒材料の創製

山中 一郎

村松 淳司

東京工業大学物質理工学院

教授

メタンの転換反応におけるC-H結合活性化

東北大学多元物質科学研究所

教授

既存材料では成し得なかった、メタンを高

と官能基化に対して空間・時間的な反応

度に活性化し、低級オレフィンへ直接転換

場分離の概念を組み込んだ反応場分離型

する新しい触媒材料を創製します。解析・

触媒を開拓し、エチレン、ベンゼン、メタノ

計 算グループはコンビナトリアル計 算 化

ール等の有用化合物の選択合成を実現し

学・ナノ構造解析に基づき設計指針を示し

ます。この際、従来の絨毯爆撃的な探索は行わず、既知の

ます。それを受け、材料グループが各自のオリジナル技術に

触媒物質と触媒と認知されていない新規物質の物性とC-H

基づき金属超微粒子と酸化物とを融合した材料を調製、反

解離能の関係からマテリアルズ・インフォマティクスを構築し

応グループが触媒活性を評価します。システム評価グループ

て触媒物質候補を予測し、研究を効率的に推進します。

はエクセルギー解析によりプロセス全体を評価します。

2017年度採択

メタンによる直接メチル化触媒技術の創
出

片田 直伸

鳥取大学大学院工学研究科

教授

本研究では、PET原料の直接合成などを目
指し、芳香族炭化水素などのメタンによるメ
チル化を実現する触媒活性点と反応場を創
製します。メチル化作用が近年見出された
ゼオライト担持遷移金属触媒上で、先駆的
合成・キャラクタリゼーション技術を駆使し、気相組成、イオ
ン交換サイトの微細構造、遷移金属種の特性が各反応段階
の速度に及ぼす影響を明らかにし、開発指針を確立します。
数値目標も定め、実力ある新技術を開発します。

実験・計算・データ科学の統合によるメ
タン変換触媒の探索・発見と反応機構
の解明・制御

高橋 啓介

北海道大学大学院理学研究院

准教授

本研究では実験・計算・データ科学を統
合したキャタリストインフォマティクスを推進
し、新しい革新的な触媒探索・反応機構
解明技術を創出することを目的とします。本
研究は触媒データベースの構築・機械学
習を用いたデータから知識へ変換・プラットフォームの3本柱
を軸に遂行します。特にメタン変換プロセスを対象とした新し
いメタン変換触媒・最適プロセス・反応経路機構の完全解
明・制御を実現し、触媒探索・設計を革新させます。

松村 晶

九州大学大学院工学研究院

革新的触媒

原子分解能その場観察解析に基づく触
媒機能の原理解明と革新的触媒創製
教授

本研究では、世界最高水準の分解能を誇
る原子分解能電子顕微鏡を用いて、実ガ
ス雰囲気で触媒が示す構造・状態変化を
リアルタイムで解明することを主軸に、放射
光分光分析、理論計算、ナノ触媒合成・
評価も含めた原理解明に基づいて革新的触媒の開発を行い
ます。また、基盤的な「触媒計測・評価チーム」として、
研究領域にまたがる様々な課題に対して横断的な研究協力
や共同研究を行い、我が国の触媒研究を加速します。

超 臨 界メタンを基 質 兼 媒 質とした均 一
系・不均一系触媒プロセスの開発

山下 誠

名古屋大学大学院工学研究科

教授

本研究では、気体と液体の中間状態:超臨
界状態にあるメタンと均一系・不均一系触
媒を反応させることで、メタンの分子変換を
行います。ここでは超臨界メタンの持つ特
性、すなわち高濃度分散および分離の容
易さを活かして、従来プロセスでは達成できなかった低温運
転、高選択性のメタン転化プロセス（メタンからC2以上のア
ルカンを合成、メタンからメタノールの合成）の開拓および工
業化を目指します。
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基 礎 理 論とシステム基
盤 技 術 の 融 合 による
Society 5.0のための基
盤ソフトウェアの創出
戦略目標

Society 5.0時代の安心・安全・
信頼を支える基盤ソフトウェア技術

2021年度採択

安全性と有用性の保証のあるヘルスケア
匿名コホート基盤

地域を支える知のデジタライゼーションと
共有基盤

菊池 浩明

山口 弘純

明治大学総合数理学部

専任教授

大阪大学大学院情報科学研究科

個人の権利利益の保護に配慮して，安心

本研究では、地域社会の知をデジタライゼ

してヘルスケア情報を提供する技術に匿名

ーションし、セキュアに共有するためのS5基

化がある．しかし，加工によりヘルスケア

盤ソフトウェア「TASK/OS5」を設計開発

情報の分析結果が歪められることになり，

する。個々の地域で得られるパーソナルデ

医療情報として有用性が認められるレベル

ータを含むデータやAIモデルを安全に他地

の品質の保証がない．そこで，差分プライバシーを適用し，

域で活用するための方法論を構成し、その安全性を形式的

安全性の理論的な保証のある加工技術を開発する．

に示す。また、地域高齢者がシステムに参加しやすい機能
の実現を図る。地域における災害対応および交通改善の実
証実験を通じ、方法論の有効性を示す。

研究総括

岡部

寿男

京都大学学術情報メディアセンタ
ー センター長・教授

我が国が提唱するSociety 5.0が目指す社会は、人とモノがつながり、様々
な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すデータ駆動社
会です。新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、社会のデジタル化、
さらには社会全体のデジタル・トランスフォーメションが一層進展すると考えられま
す。その結果、機密情報やプライバシーの侵害につながる可能性のある様々
なデータがパブリッククラウドに置かれインターネットを介してやり取りされるようになる
ことで、セキュリティリスクやプライバシーリスクの増大が懸念されています。
安心・安全で信頼できるデータ駆動型社会の実現には、自由なデータ流通
と個人情報保護を両立する枠組みを実装することが必要になります。しかも、高
度化・複雑化する社会システムの構築においては、
「Security-by-Design」か
つ「Privacy-by-Design」な基盤ソフトウェアを、様々な実行環境からなるハイ
ブリッドなハードウェアやOS上で動作させることが求められています。とりわけ、近
年報告されているハードウェアやOSの新たな脆弱性は、これらを海外技術に依
存している我が国において深刻な課題であり、従来のような個別の対応では根
本的な課題解決が困難となっています。社会システム全体をby-Designの観点
で捉え、分散協調並列処理やAI等の理論との融合も視野においた革新的な
技術の研究開発と、原理的に安心・安全で信頼できる、ブラックボックスを排
除し他国に依存しないオープンな基盤ソフトウェアの創出が必須です。
本研究領域では、基礎理論分野とシステム基盤技術分野を横断的に融
合・統合する研究開発の推進により、Society 5.0時代の安心・安全・信
頼を支える革新的な基盤ソフトウェアの創出を目指します。具体的には、以下
の３つの達成目標に取り組みます。
（1）信頼できないハードウェアやOSを含む計算環境で安全なシステムを構築
可能とするセキュリティ技術の創出
（2）オープンな環境でもプライバシーを確保するデータ収集・解析技術の創
出
（3）データの自由な流通と個人情報の安全性確保を両立するシステム実装
技術の確立
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキ
ュリティ統合プロジェクト（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

実応用に即したプライバシー保護解析と
セキュアデータ基盤

田浦 健次朗

東京大学大学院情報理工学系研究科
授

教

不正侵入によるデータの漏洩, 正当なユー
ザによるデータの持ち出し, 解析結果からの
(故意または過失による)個人の特定, などの
懸念を払拭, 軽減する, システムソフトウェ
ア(データ基盤, OS), データ解析(差分プラ
イバシー, 連合学習), 実応用(医療データ, 軌跡データ活用)
の研究を一体的に進め, 安全に積極的なデータ活用可能な
Society 5.0の実現に貢献することを目指します.

形式検証とシステムソフトウェアの協働に
よるゼロトラストIoT

竹房 あつ子

情報・システム研究機構国立情報学研究所
教授

形式検証とシステムソフトウェアの融合によ
り、ゼロトラスト(ZT)の概念を踏襲した安全
なIoTシステムを実現します。理論研究で
は、IoTのトラストチェーンの正当性に数学
的証明を与え、動的検証の併用で未知の
脅威にも対応します。システムソフト研究では理論的成果と
連係して実行隔離・自動検知・自動対処機構を開発し，
ZT-IoTを実証します。アカウンタビリティを保証することでIoT
の社会受容を促進します。

領域アドバイザー

河野
五島
高橋
寺田
中野

西垣
松井
盛合

健二
正裕
克巳

慶應義塾大学理工学部

雅之

（株）NTTドコモクロステック開発部 担当部長

教授

国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 教授
日本電信電話（株）セキュアプラットフォー
ム研究所 主席研究員

プライバシセントリック情報処理基盤

美由紀 津田塾大学学芸学部 教授

正勝
充
志帆

静岡大学情報学部

教授

三菱電機（株）開発本部

役員技監

情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究
所 研究所長

廣津 登志夫

法政大学情報科学部

教授

現在のソフトウェアアーキテクチャには、一
定のプライバシレベルの情報の流れを複数
のコンポーネントにわたって扱うための実行
制御機構がありません。本研究では、ネッ
トワークを越えてデータとそれを処理する環
境を閉じ込める『セキュアネットワークコンテナ』を導入し、そ
の間のデータ移送を制御することで、情報プライバシに対す
る制御性を利用者に提供する『プライバシセントリック』な情
報処理基盤の実現を目指します。
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教授

S５基盤ソフト
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データ駆動・AI駆動を
中心としたデジタルトラ
ンスフォーメーションによ
る生命科学研究の革新
戦略目標

『バイオDX』による科学的発見の
追究

研究総括

岡田

康志

理化学研究所生命機能科学研究センター チーム
リーダー／東京大学大学院医学系研究科 教授

2021年度採択

機械学習を用いた精巣組織培養の自動
最適化による精子形成の理解

データ駆動型サイエンスによる中分子細
胞膜透過性の創造

伊川 正人

山東 信介

大阪大学微生物病研究所

教授

生体内精子形成を絶対的コントロールとし

ペプチドに代表される生体中分子は、次世

て試験管内精子形成の自動定量評価系を

代バイオ医薬としての応用が期待される機

構築し、精細管の自動培養観察による大

能性分子である。本研究では、生体中分

量の画像データ収集と評価、実験条件の

子に関する大規模膜透過実験データと分

教授

ベイズ的最適化を繰り返し、試験管内精

子シミュレーション、機械学習の融合によ

子形成システムを改善する。さらにオミクス解析などの情報デ

り、生体中分子の受動的細胞膜透過予測と理解に向けた

ータ解析、遺伝子改変や薬剤処理などの介入による試験管

データ駆動型研究を実施します。究極的には、膜透過分子

内精子形成不全の誘導・改善を通して、精子形成の本質

デザインアルゴリズムを構築し、膜透過性人工生体中分子

を理解する。

の創造に挑戦します。

データ駆動型の次世代微生物進化育種

ゲノムレジリエンス破綻の理解と未来予
測

石井 純

二階堂 愛

神戸大学先端バイオ工学研究センター 准教授

理化学研究所生命機能科学研究センター チ
ームリーダー

本研究では，in silico設計/in vitro選抜をパ

DNAを変異させる様々な摂動から自らを保

研究総括補佐

ラレルに駆使したデータ駆動型の微生物人

護する力であるゲノムレジリエンスの機序を1

高橋

工進化論を構築します。そのために，ロボ

細胞マルチオミクス計測、ロボット技術、

ティクスを組み入れた独自の微生物構築／

人工知能技術を用いて解明する。ゲノムレ

選抜・評価技術により実験データを可能な

ジリエンスの膨大なデータから、ゲノム不安

限り網羅的に取得し，計算機代謝モデルの設計精度の向

定性が組織や細胞型ごとに特定のゲノム領域で起きる普遍

上に取り組みます。最終的に，高度にファインチューンされ

的なメカニズムを理解する。

恒一

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
情報技術を、作業の単なる効率化ではなく、作業プロセスそのもののありかた、組織
のありかた、そしてそれぞれの分野の文化にまで踏み込んだ包括的かつ革新的な飛躍を
目的に導入することをデジタルトランスフォーメーション(DX)と呼びます。DXが革新すべき対
象の一つに科学研究、特に生命科学分野があります。実際、ディープラーニングの登
場以降、バイオ分野とAI研究の融合は目覚ましく、画像解析、疾患リスク予測、新薬
探索、タンパク質三次元構造予測などの研究が世界中で活発化しています。
生命科学においてDXが特に期待される理由の一つには、生命システムがタンパク質
分子1個から生態系にいたるまで、生命科学研究の対象は数千種類あるいはそれ以上
の構成要素が互いに相互作用する大規模複雑系であるという特性があります。計測・
実験の自動化や計算機技術の進展により、このような複雑な系から膨大なデジタルデー
タがハイスループットに取得可能となりつつある一方で、すでに人間の思考能力ではもは
や全てを解析しきれない状況となっています。
そこで本研究領域は、情報科学・工学・生命科学が三位一体となって生命科学
研究におけるDXを推進する、いわば「データ駆動型・AI駆動型」の研究によりこれま
では手が届かなかったような高度な科学的発見を目指します。
具体的には、
（１）多様、大量のデータセットからAIなどデジタル情報処理技術を活
用することでデータ取得・解析の質的・量的限界を超えて、新しい生命現象とそのモ
デル化を可能とするための研究開発を行い、次世代型生命科学研究のモデルケースを
示すことを目指します。また、そのために必要な要素課題として（２）革新的なデータ駆
動型研究手法やAI駆動型研究の手法の確立に向けた研究開発もサポートします。
上記により、生命科学研究におけるパラダイムシフトの潮流を作ると共に、複雑な生
命システムの解明が可能な社会、研究者が真に創造的な活動に取り組むことが出来る
社会の実現を目指します。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ
統合プロジェクト（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

た人工進化細胞の選抜法の確立と複雑な代謝統御原理の
本質的な理解を目指します。

自然言語処理とシミュレーションによる細
胞制御探索法の構築

岡田 眞里子

大阪大学蛋白質研究所

教授

がん細胞のネットワークを対象にして、自然
言語処理を用いた数理モデルの構築、分
子および細胞のシミュレーション、機械学
習を用いた薬剤のデザインを行う計算ツー
ルを開発し、これらをつなぐことにより、細
胞増殖制御における仮説の生成・棄却を通して、最短パス
あるいは思いがけない方法で細胞増殖制御を可能にする方
法論を構築します。このことにより、生物学研究のデジタルト

領域アドバイザー

太田 禎生
鹿島 久嗣
高橋 政代
竹山 春子
夏目 徹
谷内江 望
吉田 亮

ランスフォーメーションに幅広く貢献します。

東京大学先端科学技術研究センター
京都大学大学院情報学研究科
（株）ビジョンケア

准教授

教授

代表取締役社長

早稲田大学理工学術院

教授

産業技術総合研究所細胞分子工学研究部門 首席研究員
ブリティッシュコロンビア大学

准教授

ありえた生体高分子ネットワークを創出す
るBioDOSの構築

情報・システム研究機構統計数理研究所 教授

木賀 大介

早稲田大学理工学術院

教授

本研究では、深層学習AIと論理推論AIを
組み合わせたBio Discovery OS(BioDOS)を
構築することで、人間の認知バイアスを超
えた「ありえた生命のかたち」を設計する。
さらに、 設 計した遺 伝 子ネットワークが、
種々の生物や培養条件で動作可能であることを示す。その
成果は、これまでの合成生物学と伝統的な生物学の良い関
係と同様に、自然界の改めての探索による新たな生命シス
テムの発見につながる。
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東京大学大学院工学系研究科

バイオDX

55

信頼されるAIシステムを
支える基盤技術

2020年度採択

ハイパーデモクラシー：ソーシャルマルチ
エージェントに基づく大規模合意形成プラ
ットフォームの実現

あ い ま い 性 を 表 現 する R e l i a b l e
Interventional AI Robotics

伊藤 孝行

森 健策

京都大学大学院情報学研究科

教授

本研究では、ソフトウェアエージェントと人間

戦略目標

信頼されるAI

名古屋大学大学院情報学研究科

教授

治療行為をAIとRobotにより支援するReli-

が一緒に参加するSNSでの民主主義（ハ

able Interventional (RI) AI Roboticsを提案

イパーデモクラシー）のためのプラットフォー

し「信頼できる」AI基盤技術の開発とそれ

ムを実現する。ここでは、合意形成の基盤

を応用したAI Robotを開発する。AIによる

としてのSNSに、人間の代理のエージェント

判断のあいまい性を逆手に取り、有効に利

を分散配置し、合意形成プロセスを仲介する（ソーシャルマ

活用することで「信頼できるAI」の実現を目指す。さらにAIロ

ルチエージェントシステム）。そして、炎上、フェイクニュース

ボットシステムを構築し、治療などの現場でも利用可能な

などの課題を解決しながら、より良い合意形成や集団意思決

「信頼できるAI」の実現を目指す。

定を支援する。

研究総括

相澤

彰子

情報・システム研究機構国立情報
学研究所 教授

実社会での応用・実用化が急速に広がる人工知能
（AI）技術は、新たな科学的・社会的・経済的価値
を創出していく上で不可欠です。一方で、深層学習を
はじめとする機械学習技術はブラックボックス問題やバ
イアス 問題等の信頼性や安全性に関わる様々な課題
を抱えており、その対策が喫緊の課題となっています。
そこで本研究領域は、人間が社会の中で幅広く安
心して利用できる「信頼される高品質なAI」の実現に
つながる基盤技術の創出やそれらを活用したAIシステム
の構築を行います。研究にあたっては、人間中心のAI
システムに関する信頼性や安全性等の定義や評価法
の検討に取り組み、AIシステム全体としてその要求や
要件を満たす技術の確立を目指します。
具体的には、以下の研究開発に取り組みます。
（１）
「信頼されるAI」の実現 に向けた発展的・革
新的なAI新技術
（２）AIシステムに社会が期待する信頼性・安全性
を確保する技術
（３）人間中心のAI社会に向けたデータの信頼性
確保及び人間の主体的な意思決定支援技術
上記により、社会的課題の解決や新たなサイエン
ス、価値の創造につなげるとともに、信頼されるAI に
関連した新たな研究コミュニティの創成やAI研究におけ
る日本のプレゼンスの向上を目指します。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグ
データ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（AIP
プロジェクト）の一環として運営します。
領域アドバイザー

岡田 浩之
奥村 学
神嶌 敏弘
佐藤 洋一
辻 ゆかり
福田
福水
村上
盛合
横尾
若宮
鷲崎
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雅樹
健次
祐子
志帆
真
直紀
弘宜

玉川大学工学部

2021年度採択

知識と推論に基づいて言語で説明できる
AIシステム

人とAIの協働ヒューマンコンピュテーション
基盤

乾 健太郎

鹿島 久嗣

東北大学大学院情報科学研究科

教授

京都大学大学院情報学研究科

本研究では、真偽判断や意思決定支援な

人-AI系の設計において信頼して利用できる

ど、人間が社会活動の中で判断の過程や

ヒューマンコンピュテーションシステム設計論

理由を言語で説明している種類の課題を取

の確立を目指して(1) 人間参加型機械学

り上げ、人が説明するのと同様の仕方で判

習による人とAIの協働データ解析 (2) ヒュ

断の過程を言語で説明できる計算パラダイ

ーマンコンピュテーションの信頼性基準の定

教授

ムを探究します。また、対話的な説明で人の判断を支援する

義・評価と信頼性の実現 (3) その社会受容のための倫理

AIシステムを構築するとともに、人間社会科学的な方法でコ

的課題解決 (4) ヒューマンコンピュテーションによる知的創

ミュニケーションとしての説明の要件を解明し、説明可能AIシ

造活動や能力開発の支援を行う。

ステムの設計論の構築を目指します。

インフォデミックを克服するソーシャル情報
基盤技術

D3-AI: 多様性と環境変化に寄り添う分
散機械学習基盤の創出

越前 功

高前田 伸也

情報・システム研究機構国立情報学研究所

教授

東京大学大学院情報理工学系研究科
教授

本研究は，AIにより⽣成されたフェイクメデ

利用者やデータの多様性を尊重し、時間

ィア（FM）がもたらす潜在的な脅威に適

的・空間的な性質の変動に適応できる、

切に対処すると同時に，多様なコミュニケ

連合学習に基づく分散型・省エネルギーな

准

ーションと意思決定を⽀援するソーシャル情

AIシステムの基盤技術を創出します。プライ

報基盤技術を確⽴します．3種類に分類し

バシー、公平性、変容適応性、省エネル

た多様なモダリティによるフェイクメディア（FM）を対象に，

ギー性の4つの「信頼」の要件を備える分散AIシステムをD3

FM⽣成技術，FM検出技術，FM無毒化技術を確⽴すると

-AIと呼び、機械学習理論、計算機アーキテクチャ、IoT基

もに，これらの技術を活用してSNS上で多様な意思決定を⽀

盤、データ利活用の異なる技術階層間で連携して、D3-AI

援する意思決定支援技術を確⽴します．

の要素技術の開発と応用展開を進めます。

信頼されるExplorable推薦基盤技術の
実現

AI駆動仮説の静的・動的信頼性保証と
医療への展開

後藤 真孝

竹内 一郎

教授

東京工業大学科学技術創成研究院
産業技術総合研究所

教授

主任研究員

東京大学生産技術研究所

教授

NTTアドバンステクノロジ（株）IOWN推進
室 取締役、室長
大阪大学社会技術共創研究センター

教授

情報・システム研究機構統計数理研究所 教授
立教大学大学院人工知能研究科

教授

情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究
所 研究所長
九州大学大学院システム情報科学研究院 主幹教授
大阪大学大学院情報科学研究科

教授

早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 情報理
工学科 教授

産業技術総合研究所人間情報インタラクション
研究部門 首席研究員

名古屋工業大学大学院工学研究科

本研究は、AIシステムによる個人に最適化

本研究では、AI駆動の科学技術を健全に

された支援を人々が安心して受けられる社

発展させるため、AI駆動仮説の信頼性を評

会を実現するために、推薦システムの一般

価するための新しい理論、アルゴリズム、

利用者が推薦の挙動を探索できる基盤技

ソフトウェアを開発します。静的・動的環境

教授

術を、情報学・神経生理学・社会心理学

におけるAI駆動仮説を研究し、その信頼性

を融合した学際的な研究によって確立します。それにより、

をどのように評価するかを理論と実践の両面から追求します。

信頼される社会基盤として消費者あるいは生産者の立場で持

数理・計算的な枠組みに基づいてAI医療技術の信頼性評

続的に利用できるような、人間中心に制御できる透明性の高

価プロトコルを開発し、AIによる悪性リンパ腫の病理診断シス

い推薦システムを提供可能にすることを目的とします。

テムの開発において有用性を実証します。

納得感のある人間-AI協調意思決定を目
指す信頼インタラクションデザインの基盤
構築と社会浸透

山田 誠二

情報・システム研究機構国立情報学研究所
教授

「信頼できるAI」の目的の一つに、様々な
場面における人間とAIの協調意思決定の
実現があります。本研究では、人間とAIが
互いに相手を適切に信頼できる関係構築を
目指し、人間の行動からAIに対する信頼レ
ベルを判定して、人間自身による過信・不信の是正を促す
ことができる信頼較正AIを開発します。そして、その信頼較正
AIを人間-AI協調画像診断、人間-AI協調検診に応用し、実
験的評価の基に実稼働を目指します。

信頼されるAIシステム
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数 学 ・ 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
会課題解決に向けた展開
戦略目標

数理科学と情報科学の連携・融合
による情報活用基盤の創出と社会
への展開

研究総括

上田

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。メカニズムをモデル化する数理モデル型アプローチとビ
ッグデータを活用するデータ駆動型アプローチとがそれぞれの強みを相補的
に活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、AIやビッグデータ解析などのデータ駆動型のアプロー
チだけでは困難な実社会の問題解決や付加価値創造に対して、数理科
学と情報科学の連携・融合による新たな基盤技術の創出を目指します。
具体的には、以下の研究開発に取り組みます。
（1）数学の発想を取り入れた新たな情報活用手法の創出に資する理
論及び技術の構築
（2）数学・数理科学と情報科学を繋ぐ新たなサイエンスの創出
（3）様々な分野や産業界における情報の活用を加速・高度化するデ
ータ解析アルゴリズムやソフトウェア等の次世代アプリケーション基盤技術
の創出
上記によりインパクトある社会課題の解決につなげることを目指します。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバ
ーセキュリティ統合プロジェクト（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

領域アドバイザー

宏和
覚
寛司
元子

齋藤
佐伯

政彦
修

田中 利幸
田辺 隆人
平田(河野) 典子

2020年度採択

構造的・動力学的制約を活用した多元
混合化学情報の解読とその応用

梶原 健司

小林 徹也

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
授

教

東京大学生産技術研究所

可展面など性質のよい曲面を形状要素にも

複雑な多種の化学物質が混合した多元混

つ新しい離散曲面の幾何学を創始し、美

合化学情報を読み解くための数理情報学

的形状の理論を取り入れ、その上に構造

的技術を開発します。多元混合に基づく組

解析・最適化手法を構築します。その枠

み合わせ的問題を、化学情報感知に伴う

組みで、美とアート性を備え、安全・安心

物理化学的な制約を用いることで緩和・解

准教授

を担保する構造物設計を効率的かつ低コストで可能にする革

消し、代数制約付き反応動力学の数理理論を発展させるこ

新的ソフトウェア基盤を開発します。設計諸分野の知識を数

とで分子・反応・動態の3つの階層にわたる制約を捉えるこ

学の力で形状の幾何学として統合し、緻密で美しい製品を

とを目指します。それらの知見を、センサー開発・免疫・匂

生み出すが高コストの日本のものづくり再生の基盤とします。

いの設計・細胞反応系推定などの問題へと応用します。

情報量で読み解く細胞の生命現象

AI集約的サイバーフィジカルシステムの形
式的解析設計手法

樺島 祥介

末永 幸平

修功

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 フェロー ／
理化学研究所革新知能統合研究センター 副センター長

穴井
岩田
國府
小谷

2019年度採択

設計の新パラダイムを拓く新しい離散的
な曲面の幾何学

東京大学大学院理学系研究科

教授

京都大学大学院情報学研究科

生命現象の解明を念頭に、情報量を基軸

AIを構成要素として含むCPS (AI-CPS) の

として、細胞内情報伝達をつかさどる機構

安全性・信頼性の担保は、早急に研究を

を計測されたデータにもとづいて同定する方

進めるべき課題です。本研究ではAI-CPS

法を開発します。また、得られた結果の信

の安全性・信頼性を担保するための数学

准教授

頼性を評価する方法を開発します。ガンに

に基づく強固な形式的設計手法を研究しま

関係する少数分子種間の反応の連鎖を情報量の流れとして

す。また、様々な現実的なモデルでケーススタディを行い、

特徴づけます。加えて、免疫系における遺伝子発現ネットワ

その効果を実証します。フランスの研究チームと共同で研究

ークを同定します。健常系と疾患系との比較により、ガンや

を推進することで、お互いの強みを補完しつつ、レバレッジを

免疫疾患の診断・治療につながる知見を得ます。

効かせた研究推進を行います。

作用素論的データ解析に基づく複雑ダイ
ナミクス計算基盤の創出

4D－CTA・4D－MRA医療画像に基づく壁微
小運動の数理解析とAI技術の融合 ～先制医療
のための数理データ科学統合シミュレーション～

河原 吉伸

杉山 由恵

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
授

教

大阪大学大学院情報科学研究科

非線形力学系の作用素表現に基づき、統

脳動脈瘤は破裂による致死率が約５０％

計的推測による複雑現象における主要ダイ

を越えるハイリスクな疾患です。高侵襲な

ナミクス同定法の確立と、その物理的解

開頭手術で「直接的に視る」ことに代替

釈・利用や数理的拡張の為の理論構築、

し、近年「CT断層撮影法/磁気共鳴画像

教授

富士通（株）富士通研究所 人工知能研究所 所長

及びそれらを数理モデルと統合的に用い知

法」による低侵襲な観察手法が樹立されて

東京大学大学院情報理工学系研究科

識発見や学習・予測を行う為の方法論を構築します。そして

います。本研究では、同手法により撮影された医療データを

得られた手法や理論を、複数分野でのデータ解析へ横断的

利用して、数理とAIの融合解析を駆使し、
「瘤壁性状」を推

京都大学大学院理学研究科

教授

教授

東北大学 材料科 学 高 等 研 究 所 主 任 研 究
者・教授／東北大学 理事・副学長
神戸大学数理・データサイエンスセンター センタ―長

に適用し有用性を実証します。本課題に対し機械学習、数

定する技術開発を行います。更に、有効性を多症例で実証

学、非線形物理、及び理論生物の研究者が参画し取り組

し、社会実装に向けたプロトコル自動化を図ります。

みます。

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
所長・教授
京都大学大学院情報学研究科

教授

（株）NTTデータ数理システム数理計画部 部長
日本大学理工学部

教授

幾何学的離散力学を核とする構造保存
的システムモデリング・シミュレーション基
盤

力学系理論に基づく物理リザバー計算能
力の強化

谷口 隆晴

野津 裕史

神戸大学大学院システム情報学研究科
授

准教

金沢大学理工研究域

教授

本研究では、離散版のラグランジュ・ディ

物理リザバー計算は、非線形力学系である

ラック力学を構築すると同時に、これをシン

物理現象を計算資源として活用する新規情

プレクティック幾何学・自動微分・計算代

報処理技術で、少ない計算資源、瞬時に

数学・スパースモデリング・ニューラル微

最適化可能という長所があります。本研究

分方程式などの数理科学・情報科学の諸

では、物理リザバー計算の情報処理能力

技術と統合し、モデリング・シミュレーションの基盤となる新

を強化することを目的として、力学系理論に基づいた数学基

理論・新技術を構築します。また、これらを実装し、頑健な

礎理論の整備、低計算コストのための数理モデリングと数値

モデリング・シミュレーションのためのライブラリを開発します。

解析の研究、これらを踏まえた実装研究を行います。高性能
なリザバー設計理論を構築し、次世代技術に貢献します。
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数理知能表現による深層構造学習モデ
ルの革新

自然言語の非線形性の計算論モデル

福水 健次

田中 久美子

情報・システム研究機構統計数理研究所
授

教

数理知能表現を用いて人工知能の計算原

東京大学先端科学技術研究センター 教
授

マクロ(コーパス、文列)、メゾ(文)、ミクロ

理に技術的飛躍を実現するため、以下の

(単語、形態素) と異なるスケールを対象と

３課題を研究します。
（a）代数構造や微

して、その非線形性について、複雑系班、

分方程式などの数理知能表現を研究し、

計算言語班、数理論理班が共同で探究し

新たな深層構造モデル設計法を確立しま

ます。研究期間前半では異なるスケールに

す。
（b）関数表現や正則化の研究により深層・冗長モデル

おける言語の非線形性の実態を明らかにし、各々に対する

の意義を解明し、効率的最適化法を研究します。
（c）画像、

計算論的なモデルを与え、自然言語処理上、困難であった

動画像、音声、およびそれらと自然言語との融合による実

問題を解決する方法を見出します。期間後半にはモデルを統

践的知能システムを研究し、社会的課題と結びつけます。

合し、言語の非線形構造統一的理解を得ます。

2021年度採択

形と皮膚疾患を繋ぐ数理情報システム医
学の創出

大規模時空間従属性データ科学へ向けた
先端的確率統計学の新展開

李 聖林

吉田 朋広

京都大学高等研究院

教授

東京大学大学院数理科学研究科

疾患モデル動物が無く、疾患そのものの発

最先端の数理科学により、従属性のある

症機序が不明で重症度を評価する臨床検

巨大なデータへの統計的モデリングと、確

査データが限られ、これまでもっぱら分子、

率統計学の原理に則った統計解析のため

細胞レベルでの薬理、生理、生化学的ア

の包括的体系を創出し、時系列データに

プローチにより解析が進められてきた皮膚疾

関わる諸分野の研究を推進します。機械学

教授

患を、皮膚表面に現れる皮疹の幾何学的模様の時空間的

習などのデータ駆動型方法と、堅固な数学の上に構築され

変化を数学で捉えるという前例のない発想を出発点とし、数

た確率過程の統計学およびシミュレーション技術の融合によ

理科学と情報科学の融合を通じて皮疹出現の病態解明と新

って、従来の時系列解析が適用できなかった従属性の探索

たな治療法に繋げる学問的アプローチを構築します。

とモデル化による正確な将来予測と確率制御を可能にしま
す。

ベイズ双対性に基づく適合的・頑健・継
続的な人工知能システム

カーン エムティヤズ

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

本課題では、機械学習における適応性、
ロバスト性、生涯学習に資するベイズ双対
原理と呼ばれる新原理を提案します。ベイ
ズ双対原理は、迅速な適応のために関連
する知識を効率的に保存し、取得するとい
う基本的な考えに基づいています。現在の深層学習はこのメ
カニズムを欠いており、網羅的なデータ収集とそれに基づく学
習に焦点を当てています。

高木 剛

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

数理的情報活用基盤

ポスト量子社会が求める高機能暗号の数
理基盤創出と展開

本研究課題では、暗号の危殆化を回避す
るために、量子計算機を用いた攻撃や電
力解析によるサイドチャネル攻撃など想定さ
れる多様な攻撃者を考察し、それらの攻撃
に対しても耐性を有する暗号技術の実現を
目指した数理基盤の研究を推進します。更には、大規模分
散システム向けに、ブロックチェーンを利用した非中央集権セ
キュリティ機能を有する暗号システムを構築します。
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Society 5.0を支える革
新的コンピューティング
技術

2018年度採択

エッジでの高効率なデータ解析を実現する
グラフ計算基盤

スパイキングネットによるエッジでのリアル
タイム学習基盤

近藤 正章

井上 公

慶應義塾大学理工学部

教授

実世界で生成される多様な情報をサイバー

戦略目標

Society5.0を支える革新的コンピュ
ーティング技術の創出

研究総括

坂井

修一

東京大学大学院情報理工学系研
究科 教授

私たちの社会は、情報技術があらゆるところに浸透した超スマート社
会（Society5.0）に変貌を遂げようとしています。超スマート社会の情
報インフラは、巨大なクラウド群と無数のエッジから成ると考えられます。
多くの場合、エッジにはセンサやアクチュエータがあり、これらを制御す
る超小型高性能コンピュータとネットワークインタフェースが備えられていま
す。クラウドは、物理的に分散された多数のサーバとなりますが、論理
的にはさまざまなサービスの総体として抽象化されることになると考えま
す。このためエッジ、クラウドのいずれにおいても、大量かつ多様なデ
ータを扱うことになるため従来の情報処理技術の高度化などに加えて、
人工知能（深層学習など）、量子計算、光計算などがキーテクノロ
ジーとなります。現実の諸問題に一定の時間内で回答するリアルタイ
ム技術も、多様化する社会のニーズに答えるべく高度化する必要があ
ります。その上で、これらを統合し、システムとして高効率・省エネルギ
ーで機能させるための新しい回路技術、アーキテクチャ技術、ソフトウ
ェア技術が必要となります。
本研究領域は、こうした近未来の超スマート社会を念頭に、従来技
術の単純な延長では得られない新しいコンピューティング技術を研究開
発することを目標とします。具体的には、以下の研究開発に取り組み
ます。
（１）情報処理を質的に大転換させる新たなコンピューティング技術
の創出
（２）アルゴリズム、アーキテクチャ等の技術レイヤーを連携・協調
させた高効率コンピューティング技術の研究開発
これらの研究開発により、高度な情報処理を活用したスマートロボッ
ト、スマート工場、自動運転、IoT、セキュリティ強化などによる超スマ
ート社会（Society5.0）の実現に貢献します。

産業技術総合研究所電子光基礎技術研究部門
主任研究員

機械学習の誤差逆伝播(BP)は膨大な論理

空間で最適化し、実世界へとフィードバック

演算が大電力を消費します。一方スパイキ

するSociety5.0の実現には、エッジ側での

ングニューラルネット(SNN)のニューロン発火

高効率なグラフ処理基盤の構築が必須で

連 鎖が自 発 的に特 定ループに収 束する

ある。本研究では、グラフ処理と人工知

「アトラクタ形成」は、BPと同じ機能を持ち

能・アニーリング計算処理の連携も踏まえつつ、低遅延・

ます。これを使えばオンサイトで超低消費電力リアルタイム学

低電力なグラフ処理専用アクセラレータのアーキテクチャとそ

習推論が行えるはずです。独自開発ニューロモルフィック素

のソフトウェア環境を、実アプリケーションとのコデザインを通

子でSNNを構築し、人の無意識下の行動を学習推論する本

じて研究開発する。

人認証装置を作製しこれを実証します。

光ニューラルネットワークの時空間ダイナミ
クスに基づく計算基盤技術

スピンエッジコンピューティングハードウェ
ア基盤

鈴木 秀幸

佐藤 茂雄

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

東北大学電気通信研究所

本研究は、最先端のニューラルネットワーク

Society5.0の実現に向けて、エッジコンピュ

計算技術と光計算技術を組み合わせること

ーティングシステムに求められる低消費電力

により、新世代の光ニューラルネットワーク

性や常時学習機能などの要件を満たすため

計算技術を開発することを目的としていま

に、不揮発アナログ記憶機能や豊富なダ

教授

す。時空間ダイナミクスの観点から、光実

イナミクスを有するスピントロニクスデバイス

装の特性を考慮したリカレントニューラルネットワークモデルを

と、それらを最大限に活用しうるアナ・デジCMOS集積回路

構築して、新しい光ニューラルネットワーク計算原理を提案す

や最適化アーキテクチャを追究し、それらの原理実証により、

るとともに、光ニューラルネットワークのハードウェア実装を提

社会実装に向けた道筋を明らかにします。

案します。

学習/数理モデルに基づく時空間展開型
アーキテクチャの創出と応用

地理空間情報を自在に操るイジング計算
機の新展開

本村 真人

戸川 望

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

早稲田大学理工学術院

教授

組合せ最適化問題を並列に解く「アニーリ

本研究はSociety5.0の実現に不可欠な

ング計算」と、深層学習を補完する「エッ

「地理空間情報処理」の高度化に焦点を

ジ分散・オンライン型アンサンブル学習」

あて，ノイマン型コンピューティング技術に

とをSociety5.0時代の重要情報処理課題と

よるプログラムパラダイムを抜本的に変革

して捉え、その背後に存在する「エネルギ

し，地理空間情報処理向けイジングプログ

ー最小化」計算原理に基づいて、対象問題構造を空間的

ラミングを確立します．多種制約付き多地点最適巡回経路

に展開した上で時間的に切り替えて処理する「時空間展開

探索など多くの地理空間情報処理問題をイジング模型にマッ

型」の知能コンピュータアーキテクチャとそのソフトウェア基

ピング，実イジング計算機にエンベッドし，実規模かつ実制

盤、及びその応用技術を確立し、実証します。

約を持つ地理空間情報処理問題を解法します．

領域アドバイザー
井上

美智子 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授

清水
住元
谷

徹
真司

千葉

誠一郎

中川

滋

教授

2019年度採択

富士通（株）未来社会＆テクノロジー本部
シニアアーキテクト

MEC用マルチノード統合システムの開発

耐量子計算機性秘匿計算に基づくセキュ
ア情報処理基盤

天野 英晴

本間 尚文

日本電信電話（株）NTTコミュニケーション
科学基礎研究所 特別研究員
東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

八穂子 （株）日立製作所研究開発グループ シニア

西 直樹
伏見 信也
堀尾 喜彦
山名 早人
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東洋大学情報連携学部

プロジェクトマネージャ

（株）理研鼎業企業共創部 主任コーディネーター
三菱電機（株） シニアアドバイザー
東北大学電気通信研究所
早稲田大学理工学術院

教授
教授

慶應義塾大学理工学部

教授

内部に再構成可能論理回路とCPUを持ち、

東北大学電気通信研究所

教授

本研究では，準同型暗号に基づく秘匿計

転送遅延と帯域を保証するスイッチデバイ

算を極めて高速・高効率に実行可能とす

スCrust-Core型HUBを開発し、これを用い

る耐量子計算機性・耐タンパー性セキュア

て複数FPGA、アクセラレータから成るマル

情報処理基盤技術の理論構築とそれを集

チコア環境を構築します。システム全体の

積化したセキュア秘匿計算プラットフォーム

プログラムを行うための統合設計用CAD、システムを制御す

の開発を目的とします．また，当該プラットフォームが拓く新

るミドルウェアとランタイムシステムを構築します。さらに、スマ

たな応用として，高速・高効率秘匿計算に基づく秘匿統計

ートコミュニティの交通制御、電力制御、ロボット制御に適

解析や機械学習における入出力や学習パラメータを秘匿した

用し、その有効性を示します。

秘匿推論等のアプリケーションを創出します．

コンピューティング基盤
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人間と情報環境の共生
インタラクション基盤技
術の創出と展開

2017年度採択

データ駆動型知的情報システムの理解・
制御のためのインタラクション

脳領域／個体／集団間のインタラクショ
ン創発原理の解明と適用

五十嵐 健夫

津田 一郎

東京大学大学院情報理工学系研究科
授

教

機械学習に代表されるようなデータ駆動型

戦略目標

ネットワークにつながれた環境全体と
のインタラクションの高度化

中部大学創発学術院

教授

複雑な環境とのインタラクションによって機

の知的情報処理技術が注目を集めている。

能分化し環境に即時適応する人工システム

本研究では、そのようなデータ駆動型知的

を構築する。そのために、システムに拘束

情報処理システムを対象として、データの

条件がかかることで機能的な部品が自己組

生成過程、学習プロセス、さらに学習した

織される原理を開拓するとともに、人間と霊

結果を利用する場面において、システムの中で何が起きてい

長類社会における集合知を探索する。脳領域間、個体

るのか正しく可視化し、ユーザによる適切な介入を可能とする

内・個体間、集団内・集団間のインタラクション解析を通し

ためのインタラクション技術の研究開発を行う。

て課題を解決する。個性を尊重したオーダーメード医療、人
間とインタラクションするロボット設計、集合知による新たなコ
ミュニティ創発を目指す。

研究総括

間瀬

街角環境で共生するロボットのインタラク
ション基盤技術

健二

名古屋大学大学院情報学研究科
教授

人工知能技術・ビッグデータ解析技術等が発展しIoT技術が社会
に浸透するなか、現実社会へのサイバー空間の融合が高度にかつ急
速に実現されつつあります。そこで、インタラクションの研究分野をより
広く”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”として捉える
ことが重要になってきています。特に情報環境の知能化や人間拡張
技術の進展により、環境知能と拡張された人間が共存する新しい共
生社会のインタラクション（共生インタラクション）をデザインすることが
急務となっています。本研究領域では、人間・機械・情報環境から
なる共生社会におけるインタラクションに関する理解を深め、人間同士
から環境全体まで多様な形態でのインタラクションを高度に支援する情
報基盤技術の創出と展開を目指します。
具体的には、情報科学技術を中心に認知科学、社会科学、脳
科学等の学問分野と連携し、人間理解・社会デザイン・構成論的
アプローチの共創をねらい、以下の研究開発に社会の叡智を結集し
て取り組みます。
1）インタラクションを支援するための、インターフェースや人間能力
の拡張に関する技術開発
2）インタラクションを理解するための、原理や機構の解明とそれに
資する情報の収集・分析に関する技術開発
3）インタラクション技術の活用により、社会構造や人間行動の最
適化を促すような環境をデザインする技術開発
これらの研究開発により、急速に進展している人工知能技術等の
恩恵を誰もが最大限享受することができ、全体として最適化された共
生社会の実現に貢献していきます。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイ
バーセキュリティ統合プロジェクト（AIPプロジェクト）の一環として運営し
ます。

神田 崇行

京都大学大学院情報学研究科

教授

「優しい介護」インタラクションの計算
的・脳科学的解明

中澤 篤志

京都大学大学院情報学研究科

人工知能・ロボット技術の近年の進歩は目

認 知 症に対する「 優しい介 護 」の技 術

覚ましく、様々な人間の仕事の自動化が予

（スキル）に着目し、
（1）介護動作をウェア

測されているが、これらの仕事の多くは実は

ラブルセンサや人工知能（AI）等を用いて

環境に安心感をもたらす役割も果たしてい

計測、
（2）脳活動計測で「優しい介護」

る。一方、現状のロボットは他者として尊

を行う際の感情認知機構を理解、得られた

准教授

重される存在となりえていない。まして、環境に安心感をもた

情報を統合して「優しい介護とは何か」を解明します。それ

らすモラルインタラクション能力に欠ける。この問題を解決し

に基づき、
（3）介護のスキルを学べる手法やシステムを開発

てモラルという観点で人らしいロボットを実現し、人々とロボッ

します。優しい介護が被介護者に有効かを可視化する技術も

トとの共生社会を実現することを目指す。

併せて開発し、実際の（4）医療現場や介護現場において
計測・実証確認し有効性を検証します。

2018年度採択

技能獲得メカニズムの原理解明および獲
得支援システムへの展開

ソーシャルタッチの計算論的解明とロボッ
トへの応用

小池 英樹

塩見 昌裕

東京工業大学情報理工学院

教授

本研究は、高度な技能を人から獲得し人に

（株）国際電気通信基礎技術研究所インタラク
ション科学研究所 室長

ロボットが人と安心・安全な触れ合いを実

伝承する技能獲得支援システムの技術基

現するために、人とロボットの触れ合いに伴

盤を開発する。まず、技能獲得メカニズム

う時空間近傍での相互作用をアルゴリズム

の原理を解明するために、特殊技能を持つ

レベルで計算・再現する計算論、Com-

人々の技能の計測と分析を行い、統計的

putational

および機械学習的手法を用いて技能の本質の抽象化を行

同士の触れ合いインタラクションの観察とモデル化を通じて、

う。次に、高度画像処理技術、拡張現実感技術、ロボティ

ロボットとの安心・安全な触れ合いインタラクションを実現しま

ックス技術、人工知能技術を用いて、教示データを視聴触

す。

social touchを確立します。人

覚を用いて実時間提示する技能獲得支援システムを開発す
る。

領域アドバイザー

石黒
江渡

栗原
小林
中野

前田
宮地
茂木
森島

浩

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授／（株）国際
電気通信基礎技術研究所石黒特別研究所 客員所長

浩一郎 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター

聡
正啓

主任研究員

国際領域運営アドバイザー

慶應義塾大学理工学部管理工学科／大学院理
工学研究科 教授

Anind

花水木法律事務所

Daniel Gatica-Perez

Professor, School of Engineering and the College of
Humanities, EPFL Head of Social Computing Group, Idiap

Hans Gellersen

Professor, Aarhus University, Department of
Computer Science

所長・弁護士

有紀子 成蹊大学理工学部 教授

英作
充子
強
繁生

東京電機大学システムデザイン工学部

教授

大阪大学大学院工学研究科 教授／北陸先端科
学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授

Trevor

科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー

Alex

早稲田大学先進理工学部

教授

Dey

実体化映像による多次元インタラクション

Dean and Professor, University of Washington
Information School

Darrell Professor, Depaartment of Electrical Engineering and
Computer Sciences, University of California, Berkeley

Pentland Professor, MIT Media Lab.

篠田 裕之

東京大学大学院新領域創成科学研究科
授

教

そこに実体があるかのように、実世界の人
間や環境と物理的な相互作用を行うことが
できるコンピュータ映像を実現します。３次
元映像とともにその表面の触感を超音波で
再現し、力学的な実体感をも瞬時に伝達し
ます。この技術によって、多次元インタラクションを自由にプ
ログラムできる空間を確立し、操作インタフェースからコミュニ
ケーション、創造活動や心の支援まで、幅広い応用を展開
します。
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2019年度採択

提示系心理情報学に基づくインタラクショ
ン基盤確立

文脈と解釈の同時推定に基づく相互理解
コンピューテーションの実現

仮想エージェントによる個人適応された情
動社会スキルの訓練

寺田 努

今井 倫太

中村 哲

神戸大学大学院工学研究科

教授

慶應義塾大学理工学部

教授

奈良先端科学技術大学院大学データ駆動型サイエ
ンス創造センター 教授

情報提示と人間の心身への影響を心理学

ロボットの自己位置と地図を作るSLAMアル

本研究ではソーシャルスキルトレーニング

的アプローチにより定式化する。同時に情

ゴリズムに注目し、文脈と発話語の意味を

（SST）が社会的スキルの個別化されたトレ

報提示介入前後で脳計測を行うことで、そ

同 時 推 定 で きる S i m u l t a n e o u s

ーニングを提供し、学校や職場でのプレゼ

れぞれの情報提示技術が個人に与える影

Contextualization And INterpreting

ンテーションを含む日常的な状況での社会

響を事前にスクリーニングする技術を構築す

(SCAIN)を実現する。SCAINの特性を利用

的ストレスを軽減するのを助けるためのツー

る。得られた心理効果は、観光や学習、エンタテインメントな

することで、低ストレスなマルチモーダル対話システム、人同

ルを研究開発する。本研究では、社会的訓練のための2つ

どさまざまな領域で実証実験を行い、実践的な利用法の確立

士の相互理解システムを実現し、人間主導のインタラクショ

の方法、従来のSST と認知行動療法（CBT）に基づき、

と、情報提示ガイドラインの策定を行う。

ンを扱えるコンピュータの構築方法を明らかにする。

ロールプレイを含んだプラットフォームを設計する。対象群は、
内気な人、社交不安障害（SAD）、自閉スペクトラム症
（ASD）など、さまざまな種類の社会病理を持つ群である。

随伴性に基づくペダゴジカル情報基盤の
創成

ソーシャル・シグナルの共有と拡張による
共感的行動の支援

開 一夫

鈴木 健嗣

東京大学大学院総合文化研究科

教授

筑波大学システム情報系

教授

本研究では、
「教え教えられる」という人間

ソーシャル・シグナルを共有及び拡張する

にとって根源的能力をサポートするための情

人間拡張技術、それに伴う神経基盤の理

報基盤―ペダゴジカル情報基盤―の構築

解、及び実証研究を通じて人々の意図伝

を目的とします。具体的には、母子間相互

達を拡張し、他者理解を助け、また共感的

作用、中高生のE-Learning、大学生のゼ

行動を支援することが可能であることを示

ミ授業の３つの「学び」場面を題材として、これらに通底す

す。ここでは、人々の社会的インタラクションを一連の行動

る学習者と教示者間の随伴的インタラクションを、脳機能計

連鎖とするモデルとし、人々におけるソーシャル・シグナルの

測・ウェアラブルセンサ・音声画像処理・PDSなど先端技

情報処理過程の理解を深化させるとともに、共感的な行動

術を有機的に結びつけることで、計測・蓄積・活用するた

応答を生成する共感的AIの基盤を創出する。

めの情報基盤を構築します。

脳表現空間インタラクション技術の創出

音メディアコミュニケーションにおける共創
型機能拡張技術の創出

栁澤 琢史

戸田 智基

大阪大学高等共創研究院

教授

名古屋大学情報基盤センター 教授

本研究では、皮質脳波およびfMRI、MEG

音メディアコミュニケーションにおいて、ユー

を用いて、人の想起・思考内容に対応し

ザとシステムの共創的な働きかけに基づき、

た多様な脳活動（脳情報）と、外界の多

身体的制約を超えて発声・聴覚機能を拡

様な意味に対応した計算機内の表現空間

張する基盤技術を創出します。機械学習に

とを直接的に結びつける革新的なインタラク

基づくデータ駆動型システムの枠組みにお

ションを実現する技術を創出します。また、この技術を実現す

いて、低遅延リアルタイム動作、不随意的なシステム挙動

る神経基盤と脳活動への影響を調べ、脳と計算機表現空間

制御、インタラクションを通した意識的なシステム挙動制御を

との新たな共生によって生じる影響を明らかにします。

可能とする共創型発声・聴覚機能拡張基盤技術を構築し、
発声・聴覚機能の回復・増強を達成します。

限定合理性を超越する共生インタラクショ
ン基盤

山岸 順一

中澤 仁

情報・システム研究機構国立情報学研究所
教授

音声は私たちのアイデンティティの一部であ

慶應義塾大学環境情報学部

教授

共生インタラクション

VoicePersonae: 声のアイデンティティク
ローニングと保護

限定合理性を構成する3つの限界：合理

り、生体認証、音声合成、声質変換、音

性の限界、働きかけの限界、視野の限界

声プライバシーなどに深く関係しています。

をスマートシティにおいて超越するため、人

しかし現在これらの分野では相反する目標

が情報から最適な行動を決定する過程（研

に向けて個別に研究が進められています。

究課題1：痛感インタラクション）、街に情

本プロジェクトでは、声のアイデンティティに関する分野の壁

報を行き渡らせる過程（研究課題2：介入的インタラクショ

を取り除くと同時に、話者性のモデル化技術を高精度化し、

ン）、街から正しい情報を獲得する過程（研究課題3：情報

音声による生体認証の安全性と頑健性を高め、音声のプラ

視野拡大インタラクション）、を支援するインタラクション基盤

イバシー保護を強化する新しい技術を研究します。

を確立する。
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イノベーション創発に資
する人工知能基盤技術
の創出と統合化

2019年度加速フェーズ研究開始

FishTechによるサステナブル漁業モデル
の創出

社会インフラ映像処理のための高速・省
資源深層学習アルゴリズム基盤

飯山 将晃

篠田 浩一

滋賀大学データサイエンス学部

教授

水産海洋ドメイン知識・水産海洋センシン

戦略目標

急速に高度化・複雑化が進む人工
知能基盤技術を用いて多種膨大な
情報の利活用を可能とする統合化
技術の創出

研究総括

栄藤

稔

大阪大学先導的学際研究機構
教授

21世紀に入り通信ネットワークの発展と通信・センサーデバイスの低廉化によりこれま
での情報通信産業だけでなく、農業や製造業など第一次、第二次産業においても、
大規模データを利活用するデータベース技術とそのデータを基にした機械学習によりこれ
まで不可能であった産業の自動化と最適化が可能になりつつあります。今後、量・種
類ともに爆発的に増大する情報を最大限に活用するためのディープラーニング、強化学
習等の機械学習を例とする革新的な人工知能基盤技術が広く利用され、様々な分野
において将来にわたり効果的に情報が活用される社会の実現が期待されています。今
後、データ利活用により、全ての産業においてその構造を変革するような新たなサービ
ス、イノベーションが社会に要請されています。
本研究領域では、実社会の膨大なデータを知的・統合的かつセキュアに収集・処
理・学習・制御するための人工知能基盤技術と、その成果を組み合わせることにより
社会問題の解決と産業の自動化・最適化に貢献するイノベーション創発に資する技術
の確立を目指します。
具体的には、以下の研究開発に取り組みます。
1）社会・経済等に貢献するため、多種・膨大な情報を組み合わせ解析する技術
開発
2）多種・膨大な情報に基づき、状況に応じ最適化されるシステムのための技術開
発
3）多種多様な要素で構成される複雑なシステムに適用可能なセキュリティ技術開発
膨大な情報の利活用がさらに高度かつ広範に浸透した将来社会を念頭に、実社会
の様々な分野への適用を見据えて、センサー技術、実時間ビッグデータを扱うデータベ
ース技術、システムセキュリティ技術、機械学習を核とするシステム最適化技術等の高
度化を進めます。さらに、それらを組み合わせて実世界データを総合的に実時間で処理し
理解する情報処理システムを構築するための統合化技術の研究開発を推進します。
本研究領域による研究成果が、モビリティ、ロボティクス、健康・医療・介護、防
災・減災、農業、ものづくり等における自動化・最適化を進める際のイノベーション創
発の核となることを目指します。
これらに取り組むにあたっては、効果的な産学連携体制を構築しつつ、社会の実問
題に取り組むために、基盤研究と統合化研究が互いの課題と成果を共有しながら進展
する研究開発に挑みます。すなわち人工知能基盤技術という要素技術を揃えることと、
イノベーション創発のために実際にそれを組み合わせて統合化していくことの両面を考慮し
た研究開発を行います。
なお、本研究領域は文部科学省の人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ
統合プロジェクト（AIPプロジェクト）の一環として運営します。

東京工業大学情報理工学院

教授

ドライブレコーダーや監視カメラの大量の高

グ ・ A I 技 術 からなる海 洋 水 産 A I 技 術

精細映像から実時間で物体の検出や異常

（FishTech）を確立し、経済性と資源保護

の検知を行うための、高性能かつ省コスト

を両立させたサステイナブル漁業モデルを創

な深層学習アルゴリズム基盤を構築します。

出することを目標とする。漁業活動の過程

この目的のために、機械学習分野と高性

で得られるセンサデータを、魚の生態や海洋物理に関するド

能計算分野の研究者が綿密に連携し、システムからアプリケ

メイン知識をパターン認識とデータ同化技術に取り入れた新た

ーションまでの多くの要素技術を垂直統合して開発するCo-

な技術によって分析・処理し、操業支援情報や中期漁業経

Designフレームワークのもと、全体の最適化を行います。

営方策を創成する。

計算機によって多様性を実現する社会に
向けた超AI基盤に基づく空間視聴触覚技
術の社会実装

プライバシー保護データ解析技術の社会
実装

落合 陽一

花岡 悟一郎

筑波大学図書館情報メディア系

准教授

産業技術総合研究所サイバーフィジカルセキュリ
ティ研究センター 首席研究員・研究チーム長

AI技術の個人最適化技術と空間視聴触覚

IoT等により収集される膨大なデータに対し

技術の統合を通して、人機一体による身体

て最先端人工知能技術を適用することが広

的・能力的困難の超克を目指します。音

く検討されているが、情報漏えいのリスクが

響提示装置や義手義足などの支援ハードウ

深刻な障害となっている。本研究では、本

ェアに、ユーザ特性のモデリングやユーザ

CRESTスモールフェーズにおいて開発を行

自身による認識タスク定義を通した適応的な学習機構を組み

ったプライバシー保護データ解析技術をもとに、高速・高安

合わせることで、多様なニーズに応えるAI基盤を提案します。

全な汎用秘匿化依頼計算エンジンおよびプライバシー保護機

障がい者コミュニティ等との連携を通して、具体的なユーザと

械学習エンジンを完成させ、これを本研究に参加する企業に

タスクに特化したAI技術の社会実装に取り組みます。

技術移転することで、事業展開を図る。

完全自動運転における危険と異常の予
測

多施設大規模脳波データによるてんかん
診断支援AIの構築

加藤 真平

田中 聡久

東京大学大学院情報理工学系研究科
授

准教

2020年度加速フェーズ研究開始

東京農工大学大学院工学研究院

本研究では「走れば走るほど賢くなる自動

脳波を始めとする生理機能検査は、判読で

運転システム」の構築を目指します。ここ

きる専門家が極端に少ない現状にあります。

でいう「賢い」とは、コンピュータによる自

これを打破し、世界中のてんかんを始めとす

律的な認知・判断・操作を行うにとどまら

る多くの患者が適切な治療を受けられるよう

ず、周囲の危険と自車の異常を予測できる

にすべく、専門家の知識をAI化し、その知

能力を含みます。危険予測と異常予測の能力を備えることが

識を共有できるプラットフォームを整備します。

教授

完全自動運転の安全性と利便性を両立させる最重要課題で
あり、実用化の鍵を握ります。本研究の目標は、そのための
知能化プラットフォームを創出することです。

領域アドバイザー
砂金
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信一郎 LINE（株） 執行役員／AIカンパニー カンパニーCEO

伊藤 久美
内田 誠一
鬼塚 真
鹿志村 香

4U Lifecare（株） 代表取締役社長

佐藤
杉山

東京大学生産技術研究所

洋一
将

萩田
松本

紀博
勉

松本

真尚

九州大学大学院システム情報科学研究院 教授
大阪大学大学院情報科学研究科

教授

（株）日立製作所 理事／未来投資本部 エイジングソサ
エティプロジェクトリーダ／研究開発グループ 技師長
教授

理化学研究所革新知能統合研究センター センター
長／東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
大阪芸術大学アートサイエンス学科 学科長・教授
横浜国立大学大学院環境情報研究院
先端科学高等研究院 教授

教授／

（株）WiL 共同創業者・ジェネラルパートナー

精神医学×メディア解析技術による心の
病の定量化・早期発見と社会サービスの
創出

オンデバイス学習技術の確立と社会実装

佐藤 真一

松谷 宏紀

情報・システム研究機構国立情報学研究所
教授

慶應義塾大学理工学部

准教授

うつ病、統合失調症、認知症などの精神

オンデバイス学習アルゴリズム、フェデレー

疾患の診断や治療は「言葉」を通じて行

ション学習、その周辺技術と集積回路化に

われます。正しい診断や治療のためには患

より、低コストかつ多数のモノが自律的で

者さんの言葉を丁寧に理解し症状の特徴を

環境変動に強いインテリジェンスを獲得可

取り出す必要がありますが、客観的に評価

能とし、元来、数が多くメンテナンスし難い

したり数値化したりすることが困難でした。本研究では、自然

エッジAIの自律的運用をサポートします。開発したオンデバイ

言語処理およびメディア解析技術を利用して、精神疾患の

ス学習技術は、スマートインダストリー、設備監視、気象セ

症状を数値化することで疾患への理解を深め、予防や早期

ンサ、コンシューマ機器、センサタグ等に応用し、ローエンド

発見などの技術開発につなげることを目指します。

エッジAIとしての有用性を実証します。

3D 画像認識AIによる革新的癌診断支
援システムの構築

放牧牛のインタラクション分析による革新
的飼養管理技術の開発

未知事物検索・認識基盤によるメディア
消費者の体験・行動センシング

諸岡 健一

大川 剛直

佐藤 真一

岡山大学学術研究院自然科学学域

教授

神戸大学大学院システム情報学研究科

教授

情報・システム研究機構国立情報学研究所
教授

標本採取による細胞診断は、癌の早期発

高齢化や後継者不足が深刻化している和

放送映像・SNS・ライフログ等の動的に

見に有効な検査法の1つです。本研究課

牛農家を対象に、放牧牛の飼養管理の省

変動するメディアから顕著な変化やトレンド

題では、超解像多重焦点画像列から細胞

力化・低コスト化を可能とする革新的なシ

等を検出する未知事物検索・認識技術を

の3次元形状情報を抽出し、それに基づい

ステムの開発に取り組みます。牛の社会性

開発し、人々が放送映像やSNSからどのよ

た3次元画像認識AIによる細胞レベルで診

に着目することで、観測が容易でない牛の

うな情報を読み取っているのか、それを受け

断する革新的な子宮頸部細胞診自動診断支援システムを開

微弱な状態発現を群内の他の牛とのインタラクションに基づ

てどのように行動したのかを観測する基盤を構築します。これ

発します。これにより、2次元画像のみを用いる現行機を凌

いて検知するという極めてユニークな着想のもと、その実現に

により、新商品等の新たなトレンドの早期検出、購買行動を

駕する高精度で質の高い細胞診断を実現し、次世代細胞診

向けて、多様なインタラクション情報の抽出・分析・解釈と

引き起こす効果的なマーケティング戦略の解析、人々を人道

断の創出を目指します。

統合化のための新しい技術を開発します。

的行動に駆り立てる仕組みの解析等を目指します。

AIアプタマー創薬プロジェクト

完全自動運転における危険と異常の予
測

社会インフラ映像処理のための高速・省
資源深層学習アルゴリズム基盤

浜田 道昭

加藤 真平

篠田 浩一

2021年度加速フェーズ研究開始

早稲田大学理工学術院

教授

東京大学大学院情報理工学系研究科
授

准教

東京工業大学情報理工学院

教授

低分子化合物に替わる次世代の新薬とし

本研究では「走れば走るほど賢くなる自動

ドライブレコーダーや監視カメラの大量の高

て注目されている「RNAアプタマー」の創

運転システム」の構築を目指します。ここ

精細映像から物体の検出や異常の検知を

薬期間を劇的に短縮するために、アプタマ

でいう「賢い」とは、コンピュータによる自

行うための、高性能かつ実時間で深層学

ー創薬実験とRNA情報科学・人工知能技

律的な認知・判断・操作を行うにとどまら

習・解析を行うアルゴリズム基盤を構築しま

術を融合した「AIアプタマー創薬」を確立

ず、周囲の危険と自車の異常を予測できる

す。高性能計算に関するハードウェアから

する。

能力を含みます。危険予測と異常予測の能力を備えることが

アプリケーションまでの4つの異なる階層、ノード内処理、ノ

完全自動運転の安全性と利便性を両立させる最重要課題で

ード間並列処理、学習処理、ネットワーク処理の研究者が

あり、実用化の鍵を握ります。本研究の目標は、そのための

互いに綿密に連携することで、従来と比較して1000分の1の

知能化プラットフォームを創出することです。

メモリで1000倍高速な処理を目指します。

異種ドメインユーザの行動予測を可能に
するペルソナモデルの転移技術

自然言語処理による心の病の理解：未
病で精神疾患を防ぐ

安全な秘匿化データ処理を実現する汎用
依頼計算技術

原 隆浩

岸本 泰士郎

花岡 悟一郎

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

慶應義塾大学医学部

専任講師

産業技術総合研究所サイバーフィジカルセ
キュリティ研究センター 研究チーム長

うつ病、統合失調症、認知症などの精神

情報漏洩の心配のないサービスを、誰で

業者やデータ所有者）で構築されたペルソ

疾患の診断や治療は「言葉」を通じて行

も、いつでも、圧倒的低コストで提供可能

ナモデルの活用を目的とし、ドメイン間でペ

われます。正しい診断や治療のためには患

とすることを目指します。本研究では、最先

ルソナモデル上の行動予測技術を転移利

者さんの言葉を丁寧に理解し症状の特徴を

端暗号技術の統合によりサービスごとの個

用するための技術群を研究開発する。研究

取り出す必要がありますが、客観的に評価

別設計を不要とする汎用的秘匿化技術を

開発したペルソナモデルおよび技術群は、大規模（数百万

したり数値化したりすることが困難でした。本研究では、自然

創出し、依頼に応じて秘匿化データ処理を代行する汎用秘

ユーザ規模）な実証運用実験によって有効性を詳細に検証

言語処理を利用して、精神疾患の症状を数値化することで

匿化依頼計算システムの開発を行います。人工知能に基づ

する。検証結果に基づいて、モデルおよび提案技術の修

疾患への理解を深め、予防や早期発見などの技術開発につ

く自動健康診断をはじめとする、個人ごとにきめ細かなサービ

正・拡張を施し、実サービスへの適用を検討する。

なげることを目指します。

スが提供される優しい社会の実現に貢献します。

サステイナブル漁業に向けたデータ指向
型リアルタイム解析基盤の開発

サイバーオーシャン：次世代型海上ナビ
機構

人工知能を用いた統合的ながん医療シス
テムの開発

飯山 将晃

佐藤 克文

浜本 隆二

2016年度採択

京都大学学術情報メディアセンター 准教授

東京大学大気海洋研究所

教授

国立がん研究センター研究所

資源保護と経済性とを両立させたサステイ

海上を広く飛び回る海鳥類や、水面下を広

本研究は、国立がん研究センターに蓄積さ

ナブル漁業に向け、漁業活動において取

範囲に移動する魚類・海亀・海棲哺乳類

れている、膨大な患者さんの詳細な臨床情

人工知能

本研究課題では、異なるドメイン（サービス

分野長

得される海洋気象や水産に関する多様なビ

に小型の記録計を取り付け（バイオロギン

報やマルチオミックスデータ（ゲノム、エピ

ッグデータを人工知能技術によって分析し

グ）、得られる現場データを大型計算機に

ゲノム、画像情報、microRNAなど）、さら

て、漁業者や自治体などに提供する技術を

入力することで、海象・気象に関する計算

に文献情報を、人工知能を利用して統合

開発します。具体的には、ビッグデータから、高精度な海の

結果の精度が向上します。海水温・海表面流・波浪・海

的に解析し、日本人がん患者さんの為の革新的ながん医療

天気予報を行う技術、良い漁場を見つけ出す技術を開発し、

上風などの環境情報を“サイバーオーシャン”としてウェブサイト

システムを開発することを、目的としています。また開発され

そこで得られた情報を利用者に提供するサステイナブル漁業

経由で広く公開すれば、予報の精度が上がり、海運業者や

たシステムを、社会全般に普及させることにより、がん医療

に向けたイノベーションを創発します。

漁業者のコスト削減や、海難被害の軽減に役立ちます。

の向上を推進いたします。
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複数組織データ利活用を促進するプライ
バシー保護データマイニング

脳波の機械判読によるてんかん診断・治
療支援AIの構築

異種ドメインユーザの行動予測を可能に
するペルソナモデルの転移技術

盛合 志帆

田中 聡久

原 隆浩

情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究所
室長

教授

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

複数の異なる業種・組織が有する実社会

てんかん患者の脳波と、医師による診断を

の膨大なデータを統合して利活用する際に、

学習する「診断・治療支援AI」を実現しま

業者やデータ所有者）で構築されているペ

プライバシー保護やデータ機密性の確保が

す。てんかんは我が国に100万人の患者が

ルソナモデルを活用することを目的とし、ド

課題となっています。本研究課題では、暗

いる一方、脳波を判読できる医師は600名

メイン間でペルソナモデル上の行動予測技

号技術や人工知能技術を活用し、プライ

程度と限られています。発作による交通事

術を転移利用するための技術群を研究開

バシーを保護した状態で高速にデータ分析や異常検知を行う

故は毎年一定数発生するなど、社会的対策が急務です。本

発します。研究開発した技術群は、KDDI総合研究所を中心

技術の研究開発を行います。この技術を金融分野における

研究課題では、病院で測定した脳波に対して、専門医の判

として、関連・連携企業を含めた大規模（数百万ユーザ規

不正送金検知や顧客に合わせた金利決定の支援に応用し、

断を学習できるシステムを構築します。そのために、脳波デー

模）な実証運用実験によって有効性を詳細に検証します。

フィンテックにおけるイノベーション創出を目指します。

タを整形し、その意味を学習できる技術を開発します。

2017年度採択
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東京農工大学大学院工学研究院

本研究課題では、異なるドメイン（サービス

計算機によって多様性を実現する社会に
向けた超AI基盤に基づく空間視聴触覚技
術の社会実装

リアルタイム性と全データ性を両立するエ
ッジ学習基盤

落合 陽一

松谷 宏紀

筑波大学図書館情報メディア系

准教授

慶應義塾大学理工学部

准教授

AI技術の個人最適化技術と空間視聴触覚

工場やネットワークサービス等で生成される

技術の統合を通して、人機一体による身体

ビッグデータは絶え間なく生じるストリームデ

的・能力的困難の超克を目指します。音

ータです。このようなビッグデータを学習し、

響提示装置や義手義足などの支援ハードウ

異常検知や監視を自動化するには、傾向

ェアに、ユーザ特性のモデリングやユーザ

の変化をすぐさま学習結果に反映できなけ

自身による認識タスク定義を通した適応的な学習機構を組み

ればなりませんが、ビッグデータの学習は時間のかかる処理で

合わせることで、多様なニーズに応えるAI基盤を提案します。

す。本研究では、全データを学習に使いつつも、直近のデ

障がい者コミュニティ等との連携を通して、具体的なユーザと

ータを学習結果に反映可能なAI基盤を構築し、工場等を対

タスクに特化したAI技術の社会実装に取り組みます。

象とした実験を通して有効性を実証します。

AI技術を用いた法的文書作成支援

3D画像認識AIによる革新的癌診断支援
システムの構築

角田 篤泰

諸岡 健一

中央大学国際情報学部

教授

岡山大学大学院自然科学研究科

法令、約款、契約書など、法的な効力を

標本採取による細胞診断は、癌の早期発

持つ法的文書のAI技術による作成支援が

見に有効な検査法の1つです。本研究課

教授

目的であり、大量の法的文書から多様なケ

題では、超解像多重焦点画像列から細胞

ースに応じた法的文書のテンプレートを自動

の3次元形状情報を抽出し、それに基づい

合成し、ユーザがそのテンプレートの一部に

た3次元画像認識AIによる細胞レベルで診

書き込むことで法的文書が作成できるようなAIシステムとして

断する革新的な子宮頸部細胞診自動診断支援システムを開

実現します。さらに、これらのテンプレートを利用して法的文

発します。これにより、2次元画像のみを用いる現行機を凌

書の機械的検証システムや法的文書執筆のための教育支援

駕する高精度で質の高い細胞診断を実現し、次世代細胞診

システムの実現も行います。

断の創出を目指します。

サイバー脅威ビッグデータの解析によるリ
アルタイム攻撃検知と予測

人工知能技術を用いた革新的アプタマー
創薬システムの開発

関谷 勇司

浜田 道昭

東京大学情報基盤センター 教授

2018年度採択

早稲田大学理工学術院

教授

本研究は、増加するサイバー攻撃に対抗

本研究提案は、次世代新薬の要である

するために、攻撃の兆候をリアルタイムに

『RNAアプタマー』の創薬のプロセスの劇

分析することで発生し得る攻撃とその深刻

的な短縮および成功率の向上を実現し、

度、影響範囲を予測することを目指します。

医薬品開発にブレイクスルーを起こすことを

これにより、今まで担当者の属人的な能力

目的とします。そのために、アプタマー創薬

にて担われていたセキュリティ事案に対する対応を、人工知

プロセスの短鎖化までのステップを人工知能技術と核酸イン

能を用いてサポートします。さらに、本研究にて機械学習を

フォマティクスにより自動化した『AIアプタマー創薬システム』

用いたサイバー攻撃分析の手法と知見を確立し、そのデータ

の研究開発を行い、製薬企業のリボミックに導入しその汎用

と手法をオープンデータとして公開することを目指します。

性・有効性を検証した後に公開します。

人工知能
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86領域1248課題

キーワード

研究領域名

１細胞
二次元
数理モデリング
知的情報処理
キャリア
ナノエレクトロニクス
超空間
ビッグデータ応用
ビッグデータ基盤
EMS
構造生命
分子技術
生命動態
相界面
CO2資源化
海洋生物多様性
藻類バイオエネルギー
元素戦略
ポストペタスケール
太陽光利用
水利用
情報環境
CO2抑制
光展開
ナノシステム
ナノ構造体
数学
疾患代謝産物
恒常性
エピゲノム
炎症
脳神経回路
iPS細胞
免疫機構
精神・神経
次世代デバイス
DVLSI
ナノ界面
ナノ製造
組込みOS
生命システム
代謝
光科学
センシング
ULP
マルチ
物質現象
生命現象
デジタルメディア
量子情報処理
脳の発達
糖鎖
テーラーメイド医療
シミュレーション
たんぱく質
免疫難病
情報社会
水循環
ナノデバイス
ナノファクトリー

統合1細胞解析のための革新的技術基盤
二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出
現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築
人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築
再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造とその利用のための革新的基盤技術の創出
素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクスの創成
超空間制御に基づく高度な特性を有する革新的機能素材等の創製
科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化
分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開
ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術
新機能創出を目指した分子技術の構築
生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出
エネルギー高効率利用のための相界面科学
二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用のための基盤技術の創出
海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出
藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出
元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出
ポストペタスケール高性能計算に資するシステムソフトウェア技術の創出
太陽光を利用した独創的クリーンエネルギー生成技術の創出
持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム
共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築
二酸化炭素排出抑制に資する革新的技術の創出
先端光源を駆使した光科学・光技術の融合展開
プロセスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製
プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出
数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索
疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく革新的医療基盤技術の創出
生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出
エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出
炎症の慢性化機構の解明と制御に向けた基盤技術の創出
脳神経回路の形成・動作原理の解明と制御技術の創出
人工多能性幹細胞（iPS細胞）作製・制御等の医療基盤技術
アレルギー疾患・自己免疫疾患などの発症機構と治療技術
精神・神経疾患の分子病態理解に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出
次世代エレクトロニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究
ディペンダブルVLSIシステムの基盤技術
ナノ界面技術の基盤構築
ナノ科学を基盤とした革新的製造技術の創成
実用化を目指した組込みシステム用ディペンダブル・オペレーティングシステム
生命システムの動作原理と基盤技術
代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御基盤技術
新機能創成に向けた光・光量子科学技術
先進的統合センシング技術
情報システムの超低消費電力化を目指した技術革新と統合化技術
マルチスケール・マルチフィジックス現象の統合シミュレーション
物質現象の解明と応用に資する新しい計測・分析基盤技術
生命現象の解明と応用に資する新しい計測・分析基盤技術
デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術
量子情報処理システムの実現を目指した新技術の創出
脳の機能発達と学習メカニズムの解明
糖鎖の生物機能の解明と利用技術
テーラーメイド医療を目指したゲノム情報活用基盤技術
シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築
たんぱく質の構造・機能と発現メカニズム−たんぱく質の機能発現メカニズムに基づく革新的な新薬、診断技術及び物質生産技術の創製を目指して−

免疫難病・感染症等の先進医療技術−遺伝子レベルでの発症機構の解明を通じた免疫難病・感染症の新たな治療技術の創製を目指して−
情報社会を支える新しい高性能情報処理技術−量子効果、分子機能、並列処理等に基づく新たな高速大容量コンピューティング技術の創製を目指して−
水の循環系モデリングと利用システム−水資源と気候、人間活動との関連を踏まえた水資源の循環予測・維持・利用のシステム技術の創製を目指して−

超高速・超省電力高性能ナノデバイス・システムの創製
高度情報処理・通信の実現に向けたナノファクトリーとプロセス観測

CORE RESEARCH FOR EVOLUTIONARY
SCIENCE AND TECHNOLOGY

研究総括・副研究総括

菅野
黒部
坪井
萩田
江口

発足年度 課題数 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

純夫
篤
俊
紀博
浩一

2014年 13
2014年 11
2014年 11
2014年 11
2013年
9
桜井 貴康・横山 直樹
2013年 10
瀬戸山 亨
2013年 12
田中 讓
2013年
9
喜連川 優・柴山 悦哉
2013年 11
藤田 政之
2012年 28
田中 啓二
2012年 18
山本 尚
2012年 15
山本 雅
2012年 15
花村 克悟
2011年 13
磯貝 彰
2011年 13
小池 勲夫
2011年 16
松永 是
2011年 13
玉尾 皓平
2011年 12
佐藤 三久
2011年 14
山口 真史
2009年 15
大垣 眞一郎・依田 幹雄
2009年 17
西田 豊明
2009年 17
安井 至
2008年 15
伊藤 正
2008年 16
曽根 純一
2008年 16
入江 正浩
2008年 16
西浦 廉政
2008年 13
清水 孝雄
2013年 13
永井 良三
2012年 17
山本 雅之・牛島 俊和
2011年 19
宮坂 昌之
2011年 17
小澤 瀞司
2009年 19
須田 年生
2008年 23
菅村 和夫
2008年 15
樋口 輝彦
2007年 14
渡辺 久恒
2007年 18
浅井 彰二郎
2007年 11
新海 征治
2006年 15
堀池 靖浩
2006年 16
所 眞理雄・村岡 洋一
2006年
9
中西 重忠
2006年
9
西島 正弘
2005年 15
伊澤 達夫
2005年 16
板生 清
2005年 15
南谷 崇
2005年 12
矢川 元基
2005年 21
田中 通義
2004年 16
柳田 敏雄
2004年 14
原島 博
2004年 12
山本 喜久
2003年 12
津本 忠治
2003年 15
谷口 直之
2002年 16
2002年 13
笹月 健彦
土居 範久
2002年 17
大島 泰郎
2001年 17
岸本 忠三
2001年 14
田中 英彦
2001年 11
虫明 功臣
2001年 17
榊 裕之
2002年 10
蒲生 健次
2002年
8
※領域の線表の長さは、採択初年度から延長を含めた最後の課題の終了年度を表しています。
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CREST領域一覧
研究終了領域
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86領域1248課題

キーワード

研究領域名

ナノ構造体材料
ソフトナノマシン
自己組織化
ナノ構造触媒
エネルギー高度利用
新しい物理現象
バイオ素子
生物の発生
植物
高度メディア社会
電子・光子
分子複合系
ゲノム
内分泌
資源循環
脳を知る
脳を守る
脳を創る
地球変動
生命活動
生体防御
量子効果
単一分子・原子
極限環境
脳の機能
環境低負荷

高度情報処理・通信の実現に向けたナノ構造体材料の制御と利用
ソフトナノマシン等の高次機能構造体の構築と利用
医療に向けた自己組織化等の分子配列制御による機能性材料・システムの創製
環境保全のためのナノ構造制御触媒と新材料の創製
エネルギーの高度利用に向けたナノ構造材料・システムの創製
新しい物理現象や動作原理に基づくナノデバイス・システムの創製
医療に向けた化学・生物系分子を利用したバイオ素子・システムの創製
生物の発生・分化・再生
植物の機能と制御
高度メディア社会の生活情報技術
電子・光子等の機能制御
分子複合系の構築と機能
ゲノムの構造と機能
内分泌かく乱物質
資源循環・エネルギーミニマム型システム技術
脳を知る
脳を守る
脳を創る
地球変動のメカニズム
生命活動のプログラム
生体防御のメカニズム
量子効果等の物理現象
単一分子・原子レベルの反応制御
極限環境状態における現象
脳を知る（脳の機能）
環境低負荷型の社会システム

CORE RESEARCH FOR EVOLUTIONARY
SCIENCE AND TECHNOLOGY

研究総括・副研究総括

福山 秀敏
寳谷 紘一
茅 幸二
御園生 誠
藤嶋 昭
梶村 皓二
雀部 博之
堀田 凱樹
鈴木 昭憲
長尾 眞
菅野 卓雄
櫻井 英樹
大石 道夫
鈴木 継美
平田 賢
久野 宗
杉田 秀夫
甘利 俊一
浅井 富雄
村松 正實
橋本 嘉幸
川路 紳治
山本 明夫
立木 昌
大塚 正徳
茅 陽一

発足年度 課題数 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
2002年
2002年
2002年
2002年
2002年
2001年
2001年
2000年
2000年
1999年
1998年
1998年
1998年
1998年
1998年
1998年
1997年
1997年
1997年
1995年
1995年
1995年
1995年
1995年
1995年
1995年

9
10
10
11
10
11
15
14
17
12
14
15
14
17
16
7
13
12
13
23
21
19
19
21
19
21

※領域の線表の長さは、採択初年度から延長を含めた最後の課題の終了年度を表しています。
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統合1細胞解析の
ための革新的技術
基盤

拡張ナノ流体デバイス工学によるピコ・
フェムトリットル蛋白分子プロセシング

北森 武彦

東京大学大学院工学系研究科

二階堂 愛

教授

理化学研究所生命機能科学研究センター チームリ
ーダー

非標識神経伝達物質イメージセンサによる細胞
活動可視化システム構築と脳機能の時空間解析

2014-2021

澤田 和明

豊橋技術科学大学大学院工学研究科

教授

戦略目標

多チャンネルプレーナ技術による生体組
織分子解析とその神経疾患応用

生体制御の機能解明に資する統合１細胞

高村 禅

解析基盤技術の創出

北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
教授

環境細菌1細胞ゲノム解析のためのマイ
クロデバイス開発

本郷 裕一

研究総括

菅野

東京工業大学生命理工学院

教授

純夫

千葉大学未来医療教
育研究機構 特任教
授

研究領域の概要

抗がん剤開発に資する単一CTCの核酸
解析プラットフォーム構築

吉野 知子

東京農工大学大学院工学研究院

教授

本研究領域は、1細胞中の生体分子を
定量的かつ網羅的に測定する方法論的技
術的基盤の構築を目指します。特に、生

動く1 細 胞 の 「 意 思 」を読 み 取るi n
vivo網羅的動態・発現解析法の開発

体組織中の個々の細胞における生体分子

石井 優

の網羅的時間的変化や相互作用を定量的

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

に記述するために必要となる技術や方法論
を創出し基盤化することを目的とします。
本研究領域が戦略的に構築する1細胞
解析基盤は、1細胞レベルのゲノム、エピ
ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオー
ム、メタボローム等の同時大量取得・解析

超解像3次元ライブイメージングによるゲノムDNAの構造、
エピゲノム状態、転写因子動態の経時的計測と操作

岡田 康志

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

技術およびそれを支える周辺技術からなりま
す。その際、1細胞解析で先行する技術分
野においては市場を意識した実装に比重を
置き、いまだ途上の技術分野においては原
理的革新とその実証に重きを置きますが、

1細胞遺伝子発現解析による組織微小
環境情報の構築

橋本 真一

和歌山県立医科大学医学部先端医学研究所

教授

開発される技術や方法論には何らかの実問
題への適用を求め、生命現象における機
能解明に資する成果へとつなげます。対象
は広く細胞の多様性や細胞状態の遷移が
関与する現象に門戸を開きます。
1細胞解析基盤は国際標準化やシステム

細胞チップMSシステムを用いた1細胞マ
ルチ分子フェノタイピング

馬場 健史

九州大学生体防御医学研究所

教授

化・パッケージ化により付加価値の増大が
期待されるため、技術開発以外でも集学的
発想が重要になります。これを踏まえ、本
研究領域では学際的なチームの参加を歓
迎します。また基盤構築力の維持・向上
のため、対応するさきがけ研究領域および

多重高密度超解像顕微鏡IRISによる多
分子複合体マッピング

渡邊 直樹

京都大学大学院生命科学研究科

教授

関連プログラム等との連携も視野に、研究
課題の大胆な見直しによる成果の最大化を
図ります。

細胞ポテンシャル測定システムの開発

大川 恭行

九州大学生体防御医学研究所

教授

細胞膜レセプタータンパクの1細胞統合解析技
術の開発（1細胞レセプトーム解析技術の創成）

民谷 栄一

大阪大学産業科学研究所
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特任教授

臓器・組織内未知細胞の命運・機能
の1細胞オミクス同時計測

二次元機能性原
子・分子薄膜の創
製と利 用に資する
基盤技術の創出

カルコゲン化合物・超格子のトポロジカル相転移を利
用した二次元マルチフェロイック機能デバイスの創製

富永 淳二

産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門
首席研究員

二次元界面場により創出される新規材
料物性の機能化

鳥海 明

東京大学大学院工学系研究科

2014-2021

教授

戦略目標

超絶縁性脂質二分子膜に基づくイオ
ン・電子ナノチャネルの創成

二次元機能性原子・分子薄膜による革新

平野 愛弓

的部素材・デバイスの創製と応用展開

東北大学材料科学高等研究所

教授

革新的デバイス創製のためのグラフェン
ナノリボンのテイラーメイド合成

佐藤 信太郎

研究総括

黒部

富士通（株）プラットフォーム開発本部

本部長付

篤

元(株)東芝研究開発セ
ンター 首席技監

研究領域の概要

有機・無機複合二次元物質、配位ナノシー
トの創製と電子・光・化学複合機能の創出

西原 寛

東京理科大学研究推進機構

教授

本研究領域は、次世代省エネルギー部
素材・デバイスの構成要素としての二次元
機能性原子・分子薄膜（原子・分子の

ファンデルワールス超格子の作製と光機
能素子の実現

二次元的構造、あるいはそれと等価な二次

町田 友樹

元的電子状態を表面・界面等に有する機

東京大学生産技術研究所

教授

能 性を持った薄 膜 物 質 ）に着 目し、 原
子・分子薄膜の二次元的構造並びに有
限薄膜系におけるエッジ（端）構造等の創
製、新規な機能発現に関する現象の解
明、新機能・新原理・新構造に基づくデ
バイスの創出等に資する研究開発を基礎

糖鎖機能化グラフェンを用いた二次元
生体モデルプラットフォームの創成

松本 和彦

大阪大学産業科学研究所

特任教授

基盤的アプローチから進めることにより、新
たな価値の創造や新たな市場の創出等に
繋げる道筋を示していくことを目的とします。
具体的な研究分野としては、二次元機
能性原子・分子薄膜の創製と利用に関す

トポロジカル絶縁体ヘテロ接合による量
子技術の基盤創成

川﨑 雅司

東京大学大学院工学系研究科

教授

る物性科学、合成化学、デバイス工学等
を対象としつつ、互いの分野間が複合的に
連携することで、革新的部素材・デバイス トポロジカル量子計算の基盤技術構築
の実現に資する結晶成長技術、構造や物
性の解明と制御のための計測・解析・加
工プロセス技術、部素材・デバイス設計

笹川 崇男

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

技術等の基盤を創出するとともに、基礎学
理の構築に取り組みます。

原子層ヘテロ構造の完全制御成長と超
低消費電力・3次元集積デバイスの創出

宮田 耕充

東京都立大学大学院理学研究科

准教授

二次元TMDC相補型MISFETsのLSIプ
ロセスによる性能向上と応用

若林 整

東京工業大学工学院

教授
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現代の数理科学と
連携するモデリング
手法の構築

認識の数理モデルと高階・多層確率場
による高次元実データ解析

石川 博

早稲田大学理工学術院

教授

大規模複雑システムの最適モデリング手
法の構築

2014-2021

岩田 覚

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

戦略目標

生命現象における時空間パターンを支配する普
遍的数理モデル導出に向けた数学理論の構築

社会における支配原理・法則が明確でな

栄 伸一郎

い諸現象を数学的に記述・解明するモデ

北海道大学大学院理学研究院

教授

ルの構築
モデリングのための精度保証付き数値
計算論の展開

大石 進一

早稲田大学理工学術院

研究総括

坪井

俊

武蔵野大学工学部
特任教授

教授

環境を友とする制御法の創成

小林 亮

広島大学大学院理学研究科

教授

研究領域の概要
本研究領域は、数学者と数学を応用す
る分野の研究者が相互に連携する研究チ

次世代暗号に向けたセキュリティ危殆化
回避数理モデリング

ームを構成して、現時点で解決が困難な社

高木 剛

会的課題に取り組むとともに、そのプロセス

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

の中で数学自体の発展をも目指すもので
す。具体的には、応用分野の知見と数学
がもつ抽象性や普遍性を利用して、支配
原理・法則が明確でない諸現象に潜む
「本質」部分を見出し、数学的アイデアに
裏付けられた革新的モデルを導出する研

先端的確率統計学が開く大規模従属性
モデリング

吉田 朋広

東京大学大学院数理科学研究科

教授

究、新しい数理的手法を開発する研究を推
進します。また、導出された数理モデルや
既存の数理モデルについて、解決すべき
課題の核心となる現象を記述していることの
実証・検証やモデル評価のための数学理

臨床医療における数理モデリングの新た
な展開

水藤 寛

東北大学材料科学高等研究所

教授

論や技術の構築を行なう研究も含みます。
対象となる現象としては、社会現象、自然
現象、生命現象などが想定されますが、社
会的ニーズに対応した新しい研究課題の創
出と解決を目指すものであればこの限りでは
ありません。

数理モデリングを基盤とした数理皮膚科
学の創設

長山 雅晴

北海道大学電子科学研究所

教授

数理モデルの導出や課題の解決にあた
っては、異なる数学分野の研究者間の連
携はもとより応用分野、実験科学や情報
科学の研究者との双方向の連携も重視しま
す。更に、導出された数理モデルが普遍
性を持ち、様々な分野の課題解決に応用

ソフトマター記述言語の創造に向けた位
相的データ解析理論の構築

平岡 裕章

京都大学高等研究院

教授

可能なモデリング技術へと発展していくこと
も期待します。

超一様性の理論と諸科学におけるラン
ダムネスへの展開

松本 眞

広島大学大学院理学研究科
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教授

人間と調 和した創
造的協働を実現す
る知的情報処理シ
ステムの構築

集合視による注視・行動解析に基づく
ライフイノベーション創出

佐藤 洋一

東京大学生産技術研究所

教授

ソーシャル・イメージング:創造的活動促
進と社会性形成支援

鈴木 健嗣

筑波大学システム情報系

2014-2021

教授

戦略目標

実践知能アプリケーション構築フレーム
ワークPRINTEPSの開発と社会実践

人間と機械の創造的協働を実現する知的

山口 高平

情報処理技術の開発

慶應義塾大学理工学部

教授

潜在アンビエント・サーフェス情報の解読
と活用による知的情報処理システムの構築

渡邊 克巳

研究総括

萩田

早稲田大学基幹理工学部

教授

紀博

大阪芸術大学アートサ
イエンス 学 科 学 科
長・教授

研究領域の概要

エージェント技術に基づく大規模合意形
成支援システムの創成

伊藤 孝行

京都大学大学院情報学研究科

教授

本研究領域では、人間と機械の協働に
より新たな知を創出し、人・集団の知的活
動の質向上を実現する知的情報処理シス
テムを目指した研究開発を推進します。
具体的には、

神経科学の公理的計算論と工学の構成論の融合
による人工意識の構築とその実生活空間への実装

金井 良太

（株）アラヤ 代表取締役

1）個人・集団の特徴や逐次変化する
実環境・ネットワーク情報環境をシステムが
高度なレベルで把握し、その時、その場
所、その人・集団に合わせた最適なサービ
ス群を提供できる技術、
2 ）機 械が提 供するサービスについて

記号創発ロボティクスによる人間機械コ
ラボレーション基盤創成

長井 隆行

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

人・集団が意思決定しやすいように、対話
や作業を通じてサービス内容や利用者への
恩恵、リスクを分かりやすく説明・表現でき
る技術、
3）人・集団と機械が調和して協働する
ことにより生まれた新たな知を共有するため

社会脳科学と自然言語処理による社会
的態度とストレスの予測

春野 雅彦

情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター
室長

の技術、
4）上記の研究開発を推進するために必
要な知的情報処理メカニズムの解明、
などに関する研究を対象とします。
これらの研究を推進するにあたり、情報

経験サプリメントによる行動変容と創造
的協働

黄瀬 浩一

大阪府立大学大学院工学研究科

教授

処理、認知科学、社会科学、自然言語、
計算機科学、計算科学、ロボティクス等に
おける要素技術の進化と、それらのシステ
ムインテグレーションによる知的情報処理シ
ステムの構築を目指し、人間と機械が調和
したアンビエントな情報社会の実現に向けた

認知ミラーリング:認知過程の自己理解
と社会的共有による発達障害者支援

長井 志江

東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構
任教授

特

異分野融合・連携に取り組みます。
CyborgCrowd:柔軟でスケーラブルな
人と機械の知力集約

森嶋 厚行

筑波大学図書館情報メディア系

教授
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再生可能エネルギ
ーからのエネルギー
キャリアの製造とそ
の利用のための革
新的基盤技術の創
出

エネルギーキャリアとしてのアンモニアを合成・分解す
るための特殊反応場の構築に関する基盤技術の創成

永岡 勝俊

名古屋大学大学院工学研究科

教授

ギ酸の脱水素化反応による高圧水素の
高効率製造技術の開発

姫田 雄一郎

産業技術総合研究所創エネルギー研究部門
主任研究員

上級

新規固体酸化物形共電解反応セルを用いた革新的エネルギ
ーキャリア合成技術（キャリアファーム共電解技術）の開発

藤代 芳伸

2013-2021

産業技術総合研究所無機機能材料研究部門
門長

副部

戦略目標
再生可能エネルギーの輸送・貯蔵・利用
に向けた革新的エネルギーキャリア利用基
盤技術の創出

固体電解質を用いた電解セルの電極触媒高
性能化によるアンモニア合成システムの開発

里川 重夫

成蹊大学理工学部

再生可能エネルギー利用による水素製造とエネ
ルギーキャリアとしてのメタン製造技術の研究

研究総括

江口

教授

曽根 理嗣

浩一

京都大学大学院工学
研究科 教授

研究領域の概要

宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所

准教授

バナジウム系合金膜による次世代エネルギーキャリ
アからの革新的水素分離・精製基盤技術の創出

西村 睦

物質・材料研究機構

特別研究員

本研究領域は、再生可能エネルギーを
安定的・効率的に利用する水素エネルギ
ー社会の実現に向け、再生可能エネルギ
ーを化学エネルギーの貯蔵・輸送の担体と
なるエネルギーキャリアに効率的に変換し、
さらに、エネルギーキャリアから電気エネル

分子触媒を利用した革新的アンモニア
合成及び関連反応の開発

西林 仁昭

東京大学大学院工学系研究科

教授

ギー、水素、動力等を取り出して利用する
基礎的・基盤的技術の創出を目指します。 ナノハイブリッド材料創製に基づくクリーン
アルコール合成システムのデザインと構築

そのために、電気化学・触媒化学・材料

科学・プロセス工学といった分野の垣根に
とらわれない異分野間の融合型研究を推進
します。例えば、風力・太陽光などの再生
可能エネルギーを利用してエネルギーキャリ
アを効率的に直接合成するための電解合
成、触媒合成、電極・反応場材料に関す
る研究、太陽熱・地熱を用いた熱化学プ
ロセスによりエネルギーキャリアを合成するた
めの研究を対象とします。また、エネルギー
キャリアを燃料として用い電気エネルギーを
取り出す直接燃料電池や、エネルギーキャ
リアから低温で高効率に水素を取り出す脱
水素技術に関する研究も含みます。
本研究領域では、研究が先行している
有機ハイドライド、アンモニアを水素含有
率、変換効率、安全性において凌駕する
新規エネルギーキャリアの合成・利用に資
する先導的な研究を推奨します。一方で、
これら既知のエネルギーキャリアを対象とす
る研究であっても、これまで想定されてきた
合成・利用・貯蔵運搬方法とは異なる、
新たな着想に基づく独創的な技術であれ
ば、本研究領域の対象とします。
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山内 美穂

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究
所 教授

液体燃料直接型固体アルカリ燃料電池
用触媒層およびMEA基盤技術の構築

山口 猛央

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

素材・デバイス・
システム融合による
革新的ナノエレクト
ロニクスの創成

極細電荷チャネルとナノ熱管理工学による極小エ
ネルギー・多機能センサプラットフォームの創製

内田 建

東京大学大学院工学系研究科

教授

極低消費電力集積回路のためのトンネ
ルMOSFETテクノロジーの構築

高木 信一

東京大学大学院工学系研究科

2013-2021

教授

戦略目標

炭素系ナノエレクトロニクスに基づく革
新的な生体磁気計測システムの創出

情報デバイスの超低消費電力化や多機能

波多野 睦子

化の実現に向けた、素材技術・デバイス

東京工業大学工学院

教授

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

異種機能コデザインによるテラヘルツ帯
ビデオイメージングデバイスの開発

浅野 種正

九州大学大学院システム情報科学研究院

教授

研究総括

桜井

貴康

東京大学工学部 主
席研究員（名誉教授）

副研究総括

横山

直樹

富士通（株） 名誉フ
ェロー

ビアスイッチの実現によるアルゴリズム・
処理機構融合型コンピューティングの創出

橋本 昌宜

京都大学大学院情報学研究科

教授

ナノ慣性計測デバイス・システム技術と
その応用創出

益 一哉

東京工業大学

学長

研究領域の概要

繊細な触覚を定量的に検知する「ナノ触覚神経
網」の開発と各種の手触り感計測技術への応用

本研究領域は、材料・電子デバイス・
システム最適化の研究を連携・融合するこ
とにより、情報処理エネルギー効率の劇的
な向上や新機能の実現を可能にする研究
開発を進め、真に実用化しイノベーションに
つなげる道筋を示していくことを目指します。
本研究領域で目標とするような、桁違い
の情報処理エネルギー効率の向上と新機
能提供の達成には、単に微細化技術の進
展だけに頼るのではなく、革新的基盤技術
を創成することが必要です。これらは、イン
ターネットや情報端末などをより高性能化し
充実してゆくのに必須であるとともに、セン
サやアクチュエータなどを多用して物理世界
と一層の係わりをもった新しいアプリケーショ
ンやサービスを創出するのにも役立ちます。
具体的な研究分野としては、新機能材
料デバイス、炭素系や複合材料・単原子
層材料など新規半導体や新規絶縁物を利
用した素子、量子効果デバイス、低リーク
デバイス、新構造論理素子、新記憶素
子、パワーマネージメント向け素子、物理
世界インターフェイス新電子デバイス、非ブ
ール代数処理素子などのナノエレクトロニク
ス材料や素子が考えられていますが、これら
に限定することなく、新規機能性材料や新
材料・新原理・新構造デバイスの追求を
進めていきます。一方、これらを真のイノベ
ーションにつなげるためには、アプリケーショ
ンやシステム、アーキテクチャ、回路技術
などがシナジーを持って連携あるいは融合す
る必要があります。そのために、実用化を
見据えることによる、素材技術やデバイス
技術の選別や方向性の最適化を積極的に
推進します。
このような領域横断的な科学技術の強
化ならびに加速によって、革新的情報デバ
イス基盤技術の創成を目指します。

高尾 英邦

香川大学創造工学部

教授

デジタルデータの長期保管を実現する高
信頼メモリシステム

竹内 健

東京大学大学院工学系研究科

教授

超高速・超低電力・超大面積エレクト
ロクロミズム

樋口 昌芳

物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 グルー
プリーダー

共鳴トンネルダイオードとフォトニック結晶の
融合によるテラヘルツ集積基盤技術の創成

冨士田 誠之

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授
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超空間制御に基づ
く高 度な特 性を有
する革新的機能素
材等の創製

テーラーメイドナノ空間設計による高機
能高分子材料の創製

植村 卓史

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

超イオン伝導パスを拓く階層構造による
結晶相界面デザイン

手嶋 勝弥

信州大学環境・エネルギー材料科学研究所

2013-2021

所長

戦略目標

極性基含有ポリプロピレン:触媒開発と
樹脂設計

選択的物質貯蔵・輸送・分離・変換等を

野崎 京子

実現する物質中の微細な空間空隙構造制

東京大学大学院工学系研究科

教授

御技術による新機能材料の創製
精密分子ふるい機能の高度設計に基づ
く無機系高機能分離材料の創製

松方 正彦

早稲田大学理工学術院

研究総括

瀬戸山

亨

三菱ケミカル（株） エグゼクティブ
フェロー／サイエンス＆イノベーショ
ンセンター瀬戸山研究所 所長

教授

アニオン超空間を活かした無機化合物
の創製と機能開拓

陰山 洋

京都大学大学院工学研究科

教授

研究領域の概要
本研究領域は、21世紀の人類社会が
直 面する環 境 ・ 資 源 ・エネルギー・ 医

ソフトナノ空間を形成する自己組織化液晶
高分子を基盤とする革新的輸送材料の創製

療・健康等の諸課題を解決するために、

加藤 隆史

空間空隙を有する物質の次元、形状、大

東京大学大学院工学系研究科

教授

きさ、組成、規則性、結晶性、および界
面を高度設計する超空間制御技術を構築
し、既存材料・技術では到達困難な革新
的機能素材等の創製を目的とします。
具体的には、エネルギー（原料）や化
学資源の貯蔵、輸送、分離、
（触媒的）

超空間制御触媒による不活性低級アル
カンの自在転換

関根 泰

早稲田大学理工学術院

教授

物質変換、エネルギーの高効率利用、環
境汚染物質の低減・除去、生活水の獲
得、さらに医療・健康に関わる素材におい
て、実現されていない“あらまほしき高度の
機能・物性”の発現を目的として、物質を

空間局在・分子超潤滑に基づく時空間
空隙設計と高機能表示材料創生

山本 潤

京都大学大学院理学研究科

教授

構成する原子・分子の配置と結合によって
生じる空間空隙構造を高度設計・制御す
ること、すなわち、超空間制御により、十
分に差異化された革新的機能素材等の創
製を目指した研究開発を推進します。
ポーラス材料、メソポーラス材料、層状

単分散プラトニックミセルを利用した細
胞標的型DDSの基盤構築

櫻井 和朗

北九州市立大学環境技術研究所

教授

構造物質、かご状構造物質、ナノチュー
ブ、高分子、超分子、生体分子、構造
材料などの一般的な空間空隙材料に限ら
ず、空間空隙が機能発現の場となりうる物
質・材料を研究対象とします。化学、物
理、生物学、工学、計算科学、計測技

緩やかな束縛反応場を活用する高分子
の連続改変系の構築と革新的機能化

高田 十志和

広島大学大学院先進理工系科学研究科

研究科長

術等の異分野間の知見を融合したチーム
体制のもと、単なる基礎研究ではなく、世
界でダントツの素材・製品につながる機

界面超空間制御による超高効率電子デ
バイスの創製

能・物性が発現し産業化の端緒となる研

一杉 太郎

究課題を推奨します。

東京工業大学物質理工学院

教授

ナノ超空間を利用した熱・スピン・電界交差
相関による高効率エネルギー変換材料の創製

水口 将輝

名古屋⼤学未来材料・システム研究所
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教授

科学的発見・社会
的課題解決に向け
た各 分 野のビッグ
データ利活用推進
のための次世代ア
プリケーション技術
の創出・高度化
2013-2021

医薬品創薬から製造までのビッグデータ
からの知識創出基盤の確立

船津 公人

東京大学大学院工学系研究科

教授

「ビッグデータ同化」の技術革新の創出
によるゲリラ豪雨予測の実証

三好 建正

理化学研究所計算科学研究センター チームリーダ
ー

大規模・高分解能数値シミュレーションの連携とデータ同化
による革新的地震・津波減災ビッグデータ解析基盤の創出

越村 俊一

東北大学災害科学国際研究所

教授

医学・医療における臨床・全ゲノム・オミックスのビッグデータ
の解析に基づく疾患の原因探索・亜病態分類とリスク予測

戦略目標
分野を超えたビッグデータ利活用により新た

角田 達彦

東京大学大学院理学系研究科

教授

な知識や洞察を得るための革新的な情報技
術及びそれらを支える数理的手法の創出・
高度化・体系化

大規模生物情報を活用したパンデミック
の予兆、予測と流行対策策定

西浦 博

京都大学大学院医学研究科

研究総括

田中

讓

北海道大学
授

名誉教

研究領域の概要
ICTの社会浸透や、実世界から情報収集するセンサ
ーや計測・観測機器の高度化と普及に伴い、様々な
分野で得られるデータは指数関数的に増大し、多様化
し続けています。これらのビッグデータの高度な統合利活
用により、新しい科学的発見による知的価値の創造
や、それらの知識の発展による社会的・経済的価値
の創造やサービスの向上・最適化などにつながる科学
技術イノベーションが期待されています。
本研究領域では、情報科学・数理科学分野とビッ
グデータの利活用により大きな社会的インパクトを生むよ
うな様々な研究分野（アプリケーション分野）との協働
により研究を進め、科学的発見及び社会的・経済的
な挑戦的課題の解決や革新的価値創造のために、個
々の研究者や組織のみでは集積することが困難な大規
模かつ多様な関連データを相互に関連付けて高度な統
合的分析処理を行うことにより、これらのビッグデータに
隠されている革新的知見や価値を抽出し創成することを
実証的に研究開発します。そのために必要な次世代ア
プリケーション技術を実証的に創出・高度化することを
目指します。
具体的には、生命、物質材料、健康・医療、社
会・経済、都市基盤システム、防災・減災、農林
水産業、宇宙地球環境などにおける様々な科学的発
見及び社会的・経済的な挑戦的課題の解決や革新
的価値創造を、ビッグデータを高度統合利活用する革
新的技術によって実証的に実現します。単に、既知の
基盤技術の適用による知見や価値の創造を目指すの
ではなく、目的達成に必要な次世代アプリケーション技
術を新たに実証的に創出・高度化し、適用分野の特
性に応じた総合的かつ統合的なビッグデータ解析システ
ム技術を確立することを目指します。
また、本研究領域では、関連領域の「ビッグデータ
統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系
化」で得られる次世代基盤技術を共有・活用するなど
の連携を推進します。

教授

広域撮像探査観測のビッグデータ分析
による統計計算宇宙物理学

吉田 直紀

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究
機構 教授

データ駆動型解析による多細胞生物の
発生メカニズムの解明

大浪 修一

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

フィールドセンシング時系列データを主体とし
た農業ビッグデータの構築と新知見の発見

平藤 雅之

東京大学大学院農学生命科学研究科

特任教授

構造理解に基づく大規模文献情報から
の知識発見

松本 裕治

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
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ビッグデータ統合利
活用のための次世
代基盤技術の創
出・体系化

知識に基づく構造的言語処理の確立と
知識インフラの構築

黒橋 禎夫

京都大学大学院情報学研究科

自己情報コントロール機構を持つプライバシ保護データ収
集・解析基盤の構築と個別化医療・ゲノム疫学への展開

佐久間 淳

筑波大学システム情報系

2013-2021

教授

教授

戦略目標

EBD:次世代の年ヨッタバイト処理に向け
たエクストリームビッグデータの基盤技術

分野を超えたビッグデータ利活用により新た

松岡 聡

な知識や洞察を得るための革新的な情報技

東京工業大学情報理工学院

特任教授

術及びそれらを支える数理的手法の創出・
高度化・体系化

複雑データからのディープナレッジ発見と
価値化

山西 健司

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

研究総括

喜連川

優

国立情報学研究所
所長／東京大学 特
別教授室 特別教授

副研究総括

柴山

悦哉

東京大学情報基盤セン
ター 教授

研究領域の概要
ICTの社会浸透や、実世界から情報収
集するセンサーや計測・観測機器の高度
化と普及に伴い、様々な分野で得られるデ
ータは指数関数的に増大し、多様化し続け
ています。これらのビッグデータの高度な統
合利活用により、新しい科学的発見による
知的価値の創造や、それらの知識の発展
による社会的・経済的価値の創造やサー
ビスの向上・最適化などにつながる科学技
術イノベーションが期待されています。
本研究領域では、ビッグデータの複数ド
メインに共通する本質的課題を解決し、様
々な分野のビッグデータの統合解析を可能
にする次世代基盤技術の創出・高度化・
体系化を目指します。
具体的には、大規模データを圧縮・転
送・保管する大規模管理システムの安定
的運用技術や、多種多様な情報を横断し
て検索・比較・可視化して真に必要となる
知識を効率的に取り出す技術、これらを可
能にする数理的手法やアルゴリズムなどの
開発を推進します。これらの研究の推進に
あたり、ビッグデータから社会における価値
創造に至るシステム全体の設計を視野に入
れ、ICT以外の分野との積極的な連携・
融合によって社会受容性の高い次世代共
通基盤技術の創出・高度化・体系化に
取り組みます。
また、 本 研 究 領 域では、 関 連 領 域の
「科学的発見・社会的課題解決に向けた
各分野のビッグデータ利活用推進のための
次世代アプリケーション技術の創出・高度
化」で得られる次世代アプリケーション技術
やデータを共有・活用するなどの連携を推
進します。
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データ粒子化による高速高精度な次世
代マイニング技術の創出

宇野 毅明

情報・システム研究機構国立情報学研究所

教授

ビッグデータ時代に向けた革新的アルゴ
リズム基盤

加藤 直樹

兵庫県立大学大学院情報科学研究科
学部長

研究科長・

膨大なマルチメディアデータの理解・要
約・検索基盤の構築

原田 達也

東京大学先端科学技術研究センター 教授

ビッグデータ統合利活用促進のためのセ
キュリティ基盤技術の体系化

宮地 充子

大阪大学大学院工学研究科

教授

インタークラウドを活用したアプリケーション中
心型オーバーレイクラウド技術に関する研究

合田 憲人

情報・システム研究機構国立情報学研究所

教授

離散構造統計学の創出と癌科学への展
開

津田 宏治

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

ビッグデータ統合利用のためのセキュア
なコンテンツ共有・流通基盤の構築

山名 早人

早稲田大学理工学術院

教授

分散協調型エネル
ギー管 理システム
構築のための理論
及び基盤技術の創
出と融合展開

太陽光発電予測に基づく調和型電力系
統制御のためのシステム理論構築

井村 順一

東京工業大学工学院

戦略目標

加藤 丈和

教授

京都大学大学院情報学研究科

分散協調型エネルギー管理システムのための
エネルギー需要シミュレーションモデルの開発

下田 吉之

特定准教授

大阪大学大学院工学研究科

教授

エネルギー需給システム構築のための経済モデルと物理モ
デルの融合に基づく設計理論及び実証・実装・提言

マルチエネルギーシステムの動的解析技
術

多数の経済主体が参加する公平かつ合理的
な電力ネットワークインフラの最適運用手法

内田 健康

薄 良彦

杉原 英治

早稲田大学理工学術院
授

2012-2020

「エネルギーの情報化」に基づく地域ナ
ノグリッドの構築および実証

総合研究所

特任研究教

大阪府立大学大学院工学研究科

准教授

大阪大学大学院工学研究科

准教授

エネルギー消費行動の観測と分散蓄電池群の協調的利用
に基づく車・家庭・地域調和型エネルギー管理システム

車載蓄電池を活用したモデル予測型エ
ネルギー管理システムの設計

パワーデバイスレベルまで考慮した高精度なシミュレー
ション技術に関する基礎的理論および方法論の構築

鈴木 達也

鈴木 達也

造賀 芳文

名古屋大学大学院工学研究科

教授

名古屋大学大学院工学研究科

教授

広島大学大学院工学研究院

准教授

再生可能エネルギーをはじめとした多様なエ
ネルギーの需給の最適化を可能とする、分
散協調型エネルギー管理システム構築のた
めの理論、数理モデル及び基盤技術の創
出

分散協調型EMSにおける地球科学情報の
可用性向上とエネルギー需要モデルの開発

再生可能エネルギーの大量導入を考慮した電力システムの
複雑ネットワーク動力学モデル構築とその最適化理論の創成

需要家の行動変容に影響を与える要因
に関する基礎的研究

中島 孝

鈴木 秀幸

日高 一義

東海大学情報技術センター／情報理工学部

研究総括

藤田

政之

東京大学大学院情報
理工学系研究科 教
授

研究領域の概要

教授

東京大学生産技術研究所

准教授

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究
科 教授

汎用的な実証基盤体系を利用したシナリ
オ対応型分散協調EMS実現手法の創出

再生可能エネルギーの調和的活用に貢
献する地球科学型支援システムの構築

林 泰弘

中島 孝

早稲田大学理工学術院

教授

東海大学情報技術センター／情報理工学部

教授

電力システムにおける系統・制御通信ネット
ワークに対する分散型侵入検知手法の構築

エネルギー貯蔵デバイスの新しい応用方法および負荷側機
器の制御手法に必要となる基礎的な理論・モデルの構築

石井 秀明

馬場 旬平

東京工業大学大学院総合理工学研究科

准教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授

本研究領域では再生可能エネルギーをは
じめとした多様なエネルギー源と様々な利用
者をつなぐエネルギー管理システムにおい
て、エネルギー需給を最適制御するための
理論、数理モデル及び基盤技術の創出を
目的とします。具体的には、エネルギーと

太陽光発電の予測不確実性を許容する
超大規模電力最適配分制御

協調エネルギー管理システム実現手法の創出と
その汎用的な実証および評価の基盤体系構築

井村 順一

林 泰弘

東京工業大学大学院情報理工学研究科

教授

早稲田大学理工学術院

教授

情報を双方向かつリアルタイムで処理し、
分散して存在する需要と供給間の状況把
握や協調制御を可能とする理論及び基盤
技術の研究を推進します。また、需要と供
給それぞれの利己的意思決定をエネルギー

消費者の受容性を考慮した住宅エネル
ギー管理システム

地域統合エネルギーシステム設計に向けたシス
テム制御理論の構築: グローカル制御の視点

岩船 由美子

原 辰次

東京大学生産技術研究所

准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

システム全体の社会的利益につなげるため
に、人間行動や社会的合理性を組み込ん
だ理論及び基盤技術の研究を推進します。 洋上風力発電に必要な洋上風況把握と
さらには、再生可能エネルギーの需給を気 予測方法の開発
象や地理的条件、過去の実績等を考慮し
て予測する理論及び基盤技術の研究を推

ネットワーク構造をもつ大規模システム
のディペンダブル制御

上田 博

藤崎 泰正

エネルギー需給ネットワークにおけるエージェントの戦
略的行動を公共利益に統合する最適化メカニズム

リアルタイムプライシングの設計原理

内田 健康

東 俊一

名古屋大学地球水循環研究センター 教授

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

進します。これらの研究を推進するにあた
り、分散協調型エネルギー管理システムの
構築という出口を見据え、システム、制御、
情報、通信、エネルギー、社会科学など
様々な研究分野をつないだ連携や融合に
取り組みます。

早稲田大学理工学術院

教授

京都大学大学院情報学研究科

准教授

事故時運転継続要件を満たしつつ分散協調された
系統連系インバータと蓄電池を含む送配電系の構築

スマートグリッドの社会実装化を見据えたエネルギー
消費のデマンド・レスポンスの行動経済学的研究

太田 快人

依田 高典

京都大学大学院情報学研究科

教授

京都大学大学院経済学研究科

教授

電力需要の約75%を自然エネルギーによって
賄うことを可能とする分散ロバスト最適制御

太陽光発電の大量導入における電力需給シ
ステムに関する理論的・定量的な経済分析

大森 浩充

大橋 弘

慶應義塾大学理工学部

教授

東京大学大学院経済学研究科

教授
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ライフサイエンスの
革新を目指した構
造生命科学と先端

ミトコンドリアをハブとする構造機能ネッ
トワークの解明

遠藤 斗志也

京都産業大学総合生命科学部

オートファジーの膜動態解明を志向した
構造生命科学

野田 展生

教授

（公財）微生物化学研究会微生物化学研究所
長

部

ピロリ菌の感染と発がん機構の構造学
的解明

鞭毛・繊毛をターゲットとする細胞の構
造生命科学

千田 俊哉

吉川 雅英

戦略目標

ミトコンドリア呼吸鎖の構造生命科学―
構造がもたらす正確さ

新たなる臓器保護剤の開発に向けた
ATP産生制御の構造生命科学

多様な疾病の新治療・予防法開発、食品

月原 冨武

髙島 成二

的基盤技術

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
教授

2012-2019

安全性向上、環境改善等の産業利用に

兵庫県立大学大学院生命理学研究科

特任教授

東京大学大学院医学系研究科

大阪大学大学院医学系研究科

教授

教授

資する次世代構造生命科学による生命反
応・相互作用分子機構の解明と予測をす
る技術の創出

生物酵素による水素エネルギー利用シ
ステムの構造基盤解明

新規細胞膜電位シグナルの構造基盤の
解明

樋口 芳樹

中川 敦史

兵庫県立大学大学院生命理学研究科

研究総括

田中

啓二

（公財）東京都医学総
合研究所 理事長

研究領域の概要
本研究領域は、先端的ライフサイエンス
領域と構造生物学との融合によりライフサ

教授

細胞膜におけるリン脂質の非対称分布
とその崩壊

深井 周也

長田 重一

東京大学定量生命科学研究所

准教授

異物排出輸送の構造的基盤解明と阻
害剤の開発

山口 明人

大阪大学産業科学研究所

特任教授

イエンスの革新に繋がる「構造生命科学」

繋げ、原子レベルから細胞・組織レベルま
での階層構造ダイナミクスの解明と予測を
するための普遍的原理を導出し、それらを

ATP／GTPが駆動するタンパク質マシ
ナリーの動的構造生命科学

安藤 敏夫

金沢大学新学術創成研究機構

特任教授

駆使しながら生命科学上重要な課題に取り
組みます。
近年わが国では大規模なタンパク質の構
造決定研究が進められ大きな成果を収めて
きましたが、今後はその資源を礎に、生命
現象の重要な担い手でありながら単独では

RNA代謝異常症のリボヌクレオプロテオ
ミクス解析と構造生命科学への展開

礒辺 俊明

首都大学東京大学院理学研究科

特任教授

機能しないタンパク質を動的に捉え、これ
が多くの生体高分子との相互作用で機能を
発揮するメカニズムを追求することが大切で
す。たとえば多くの動植物の病気はタンパ
ク質の異常に由来しますが、その原因を解
明し、新規治療法や予防法を開発するため

NMRと計算科学の融合によるin situ構造生物学
の確立と真核細胞内蛋白質の動態研究への応用

伊藤 隆

東京都立大学大学院理学研究科

教授

には、構造生命科学を基軸にした生命現
象の理解が不可欠です。また、健康な長
寿社会の実現、安全な食糧生産、環境問
題の克服でも構造生物学的研究が求めら
れます。こうした局面において構造生命科
学は、生命現象を原子・分子レベルで時

植物の環境適応を実現する過渡的超分
子複合体の構造基盤

栗栖 源嗣

大阪大学蛋白質研究所

教授

間的・空間的に解明して普遍的原理を導
出し、さらには構造から生命現象を予測す
ることで、こうした課題に応えるものとなりま
す。
そこで本研究領域では、この構造生命
科学を駆使して生命現象を支える重要な機

自然免疫における一本鎖核酸認識受容
体の構造解明およびその応用

清水 敏之

東京大学大学院薬学系研究科

教授

能性素子である巨大複合体やオルガネラの
動態解析、疾患の原因分子の特定とその
構造の解明、構造的相互作用に基づいた
創薬のためのリード化合物の分離などのほ
か、こうした研究を実現するに必要な先導
的技術の創出を目指します。
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教授

シナプス形成を誘導する膜受容体複合
体と下流シグナルの構造生命科学

と先端基盤技術の創出を目指します。すな
わち最先端の構造解析手法をシームレスに

大阪大学蛋白質研究所

小胞体恒常性維持機構:Redox, Ca2+,
タンパク質品質管理のクロストーク

永田 和宏

京都産業大学総合生命科学部

教授

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 栄誉教
授

重力屈性における重力シグナリングの分
子機構〜分子構造から個体応答まで〜

森田(寺尾) 美代

自然科学研究機構基礎生物学研究所

教授

新機能創出を目指
した分子技術の構
築
2012-2019

ソリューションプラズマ精密合成場の深
化とカーボン系触媒の進化

多元素協働触媒による分子変換手法の
創出

齋藤 永宏

中尾 佳亮

名古屋大学未来社会創造機構

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

擬天然物の新機能創出分子技術

新しい電子顕微鏡科学を基軸としたゆ
らぎ分子システムの分子技術

菅 裕明

中村 栄一

東京大学大学院理学系研究科

教授

東京大学総長室総括プロジェクト機構／大学院理学
系研究科 特任教授・名誉教授

戦略目標

分子技術による単分子量子磁石を用い
た量子分子スピントロニクスの創成

反応経路自動探索法を基盤とする化学
反応の理論設計技術

環境・エネルギー材料や電子材料、健

山下 正廣

前田 理

康・医療用材料に革新をもたらす分子の

東北大学材料科学高等研究所

教授

北海道大学大学院理学研究院

教授

自在設計『分子技術』の構築
画期的な新規核酸医薬の分子技術の
創出

横田 隆徳

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

研究総括

山本

尚

中部大学 総合工学研究所長／分
子性触媒研究センター長・教授／シ
カゴ大学／名古屋大学 名誉教授

教授

太陽光の化学エネルギーへの変換を可
能にする分子技術の確立

石谷 治

東京工業大学理学院

教授

研究領域の概要
「分子技術」とは目的を持って分子を設
計 ・ 合 成し、 分 子レベルで物 質の物 理

真の自在化学変換を担う分子技術の創
出

的・化学的・生物学的機能を創出するこ

大井 貴史

とによって、従前の科学技術を質的に一変
させる一連の技術である。分子レベルでの

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授

物性創出とは、無限に存在する分子から最
善・最適の分子を精密合成技術と理論・
計算科学との協働により自在に設計・合
成するという究極の物質合成で、分子の形
状・構造、電子状態、集合体・複合体、

新物質観をもつイオン性固体の創製と
新機能創出を導く錯体分子技術の開拓

今野 巧

大阪大学大学院理学研究科

教授

輸送・移動を制御し、これによって真に産
業競争力のある諸外国には真似できない物
質・材料の創出が期待できます。本研究
領域では、解決すべき多様な応用課題に
潜む本質的な問題点を分子レベルまで掘り
下げ、所望の機能を持つ分子を設計・合

超高感度化分子技術により実現する巨
視的ケミカルバイオロジー

山東 信介

東京大学大学院工学系研究科

教授

成・操作・制御・集積することで、常識
的な分子ライブラリーに止まっていた従来の
科学技術の延長線上では考えることの出来
ない、革新的かつ精密でオンリー・ワンの
新物質・新材料・新デバイス・新プロセ

マクロ化学現象シミュレーションに向けた計算分子技術の構築
－複合化学反応・立体特異性・集合体構造の分子制御－

長岡 正隆

名古屋大学大学院情報学研究科

教授

スの創出につながる分子技術を構築し、将
来を見据えた社会ニーズと分子技術との間
をシームレスに結びつけることを最終目標と
します。こうした分子技術の研究開発に普

生細胞有機化学を基軸としたタンパク
質その場解析のための分子技術

遍性をもたせるために、従来の化学、物理

浜地 格

学、生物学等の分野単独の知見では解決

京都大学大学院工学研究科

教授

が困難であった応用課題上のボトルネックを
共通・共有課題として捉え、分野融合的
に克服する独自の技術体系の構築に取り
組みます。多岐にわたる応用分野、専門
分野で各々活躍している接点の少ない研究
者が「分子技術」という共通の土台に立

キラリティのスイッチングと増幅を特徴と
する次世代キラル触媒システムの創製

杉野目 道紀

京都大学大学院工学研究科

教授

って互いの研究・技術を見つめ直し、新た
な展開を生み出し、幅広い社会ニーズに応
える物質・材料開発へのブレークスルーを
起こすことを強く意識した分野横断型チーム
による意欲的かつ挑戦的な研究課題を対
象とします。

創薬を目指したエピジェネティクス制御
の分子技術

鈴木 孝禎

大阪大学産業科学研究所

教授
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生命動態の理解と
制御のための基盤
技術の創出
2012-2019

神経系まるごとの観測データに基づく神
経回路の動作特性の解明

ナノ形態解析によるシナプス動態制御
システムの解明

飯野 雄一

岡部 繁男

東京大学大学院理学系研究科

教授

東京大学大学院医学系研究科

細胞増殖と分化における遺伝子発現振
動の動態解明と制御

クロノメタボリズム:時間相の生物学

影山 龍一郎

岡村 均

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

教授

京都大学大学院薬学研究科

特任教授

戦略目標

時間情報コードによる細胞制御システム
の解明

からだの外でかたちを育てる

生命現象の統合的理解や安全で有効性の

黒田 真也

三浦 岳

高い治療の実現等に向けたin silico / in

東京大学大学院理学系研究科

教授

九州大学大学院医学研究院

vitroでの細胞動態の再現化による細胞と細
胞集団を自在に操る技術体系の創出

動的遺伝子ネットワークの多次元構造解析
による高精度な細胞分化制御技術の開発

洪 実

慶應義塾大学医学部

教授

研究総括

山本

雅

沖縄科学技術大学院
大学細胞シグナルユニ
ット 教授

研究領域の概要
生命体は環境刺激に応答する機構とホメ
オスタシス維持機構の動的バランスにたっ
ています。本研究領域では、ゲノムやたん

動物の形態形成の分子メカニズムの探
求と形を操る技術の創出

近藤 滋

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

細胞集団の活動動態解析と回路モデル
に基づいた記憶統合プロセスの解明

井ノ口 馨

富山大学大学院医学薬学研究部

教授

ぱく質・脂質をはじめとする生体高分子が
織り成す生命現象を無細胞系、細胞、細

胞集団のレベルで観察・実験・計測し、 細胞動態の多様性・不均一性に基づく
組織構築原理の解明

この生命体の動的システムを時空間の視点
で統合的に理解することを目指します。同

時に、これらの研究を基盤として、生命現

栗原 裕基

東京大学大学院医学系研究科

教授

象を自在に操る技術の創出を追求します。
具 体 的には、 近 年 急 速に発 展した高
DNA 3次元クロマチン動態の理解と予
速・高分解能の計測・分析技術や数学、 測
物理学、工学、情報・計算科学などを含
む先端科学を生命科学と融合し、従来の

武田 洋幸

東京大学大学院理学系研究科

教授

アプローチでは踏み込めなかった動的かつ
複雑な生命現象の作動原理を解明しようと
する研究を対象とします。生命体の動的シ
ステムを数理科学に基づくモデリングやシミ
ュレーションを活用して理解するなど、新し
い方法論の確立につながる学際的視点を

細胞間接着・骨格の秩序形成メカニズ
ムの解明と上皮バリア操作技術の開発

月田 早智子

大阪大学大学院生命機能研究科／医学系研究科
教授

持つ先導的な研究を推奨します。
流れをつくり流れを感じる繊毛の力学動
態の解明

濱田 博司

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

ネットワーク構造とダイナミクスを結ぶ理
論に基づく生命システムの解明

望月 敦史

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

教授

革新的1分子計測技術によるRNAサイレン
シング機構の可視化:基盤作出と応用展開

上村 想太郎

東京大学大学院理学系研究科
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教授

教授

教授

エネルギー高 効 率
利用のための相界
面科学

実環境計測に基づく高温電極の界面領
域エンジニアリング

海洋メタンハイドレート層のマルチスケール界面
輸送現象の解明と大規模メタン生成への展開

川田 達也

圓山 重直

東北大学大学院環境科学研究科

教授

東北大学流体科学研究所

客員教授

固体酸化物形燃料電池電極の材料・構造
革新のためのマルチスケール連成解析基盤

2011-2018

古山 通久

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

戦略目標

固気液相界面メタフルイディクス

エネルギー利用の飛躍的な高効率化実現

高田 保之

のための相界面現象の解明や高機能界面

九州大学大学院工学研究院

教授

創成等の基盤技術の創出
ナノとマクロの相界面と物質移動ナノサ
イクル

高柳 邦夫

東京工業大学大学院理工学研究科

研究総括

花村

克悟

東京工業大学工学院
教授

特任教授

界面科学に基づく次世代エネルギーへ
のナノポーラス複合材料開発

陳 明偉

東北大学原子分子材料科学高等研究機構
授

客員教

前研究総括

笠木

伸英

科学技術振興機構研究開発戦略センター 上
席フェロー／東京大学 名誉教授

多孔性電極中のイオン輸送現象の解明
と高出入力電池への展開

安部 武志

京都大学大学院工学研究科

教授

前研究総括

橋本

和仁

物質・材料研究機構

酸化物半導体プリカーサーを用いる相互侵入型無機・有機（無
機）バルクヘテロナノ界面の一括構築と太陽電池への応用
理事長

研究領域の概要
本研究領域は、豊かな持続性社会の実現に向け
て、エネルギー利用の飛躍的な高効率化を実現する
ため、エネルギー変換・輸送に関わる相界面現象の
解明や高機能相界面の創成などの基盤的科学技術
の創出を目的とします。

早瀬 修二

九州工業大学大学院生命体工学研究科

教授

革新的アニオン導電性高分子を用いた三相
界面の創製とアルカリ形燃料電池への展開

宮武 健治

山梨大学クリーンエネルギー研究センター 教授

具体的には、様々な相界面現象の基礎学理や制
御・最適化技術を深化させることによって、エネルギ

エネルギー変換計算科学による相界面
ー損失の大幅な減少を可能とする相界面、あるいは、 光誘起素過程の設計
高効率 エネルギー利用のための新たな高機能相界
面を創造することに挑戦します。そのためには、ナノ、

山下 晃一

東京大学大学院工学系研究科

教授

メソ、マクロといった異なるスケールの現象を統合的に
解析・ 設計するための技法、相界面構造を制御・
最適化するための理論的手法などを開拓することなど
が必要です。さらに、これらの先端的な基礎研究の
成果を、実際の機器やシステムの設計に効果的に
適用し、それらの飛躍的性能向上、低炭素化、低

超低摩擦機械システムのためのトライボ
化学反応を制御したナノ界面創成

足立 幸志

東北大学大学院工学研究科

教授

コスト化に繋げることが重要です。
したがって、本研究領域では、エネルギーの高効
率利用に向けた相界面におけるエネルギー変換・輸
送機構の解明、マルチスケールの相界面現象を総
合的に解析・設計するための計測、モデリング、シミ

相界面制御法による極低反射率の達成
と結晶シリコン太陽電池の超高効率化

小林 光

大阪大学産業科学研究所

教授

ュレーション技術の開発、相界面構造を制御・最適
化するための数理科学的な手法などの基盤技術を創
出するとともに、機器やデバイスの理論的最高性能
を実現するための高機能相界面を創成することを最終
目標とします。こうした目標を達成するために、既存
の専門分野を越えた、あるいは異なる分野の科学的

セラミックスヘテロ層における界面電磁
場制御と熱エネルギー利用

長尾 忠昭

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 グループリーダー

知識を融合した、総合的な取り組みを奨励します。
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二酸化炭素資源化
を目 指した植 物の
物質生産力強化と
生産物活用のため
の基盤技術の創出
2011-2018

構造と進化の理解に基づく光合成の環
境適応能力の強化

鹿内 利治

京都大学大学院理学研究科

関 原明

教授

理化学研究所環境資源科学研究センター チームリ
ーダー

葉緑体機能改変によるステイグリーン植
物の創出

田中 歩

北海道大学低温科学研究所

教授

将来の地球環境において最適な光合成・
物質生産システムをもった強化植物の創出

彦坂 幸毅

戦略目標

東北大学大学院生命科学研究科

教授

二酸化炭素の効率的資源化の実現のため
の植物光合成機能やバイオマスの利活用
技術等の基盤技術の創出

電磁波応答性触媒反応を介した植物か
らのリグニン系機能性ポリマーの創成

渡邊 隆司

京都大学生存圏研究所

研究総括

磯貝

彰

奈良先端科学技術大
学院大学 名誉教授

研究領域の概要
本研究領域では、植物の光合成能力の
増強を図るとともに、光合成産物としての
各種のバイオマスを活用することによって、
二酸化炭素を資源として利活用するための
基盤技術の創出を目的とします。
具体的には、植物の物質生産能力の基
本である光合成の制御機構を光合成産物
の代謝や転流、及び窒素同化などとの相

教授

植物ホルモン間クロストークと化学・生物学的制御
技術を利用したバイオマス高生産性植物の開発

浅見 忠男

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

DNA倍加誘導系の確立による高バイオ
マス植物の創出

梅田 正明

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 教授

シンク／ソース同時改良による植物生産
性強化の基盤開発

重岡 成

近畿大学農学部

教授

互作用も含めて統合的に理解し、それに基
づいて光合成能力を向上させる基盤技術に
ついての研究を推進します。また、植物の
多様な環境への適応機構の解明に基づい
た光合成能力向上や炭素貯留能向上、及

植物バイオマス原料を利活用した微生物工場によ
る新規バイオポリマーの創製および高機能部材化

田口 精一

東京農業大学生命科学部

教授

び有用バイオマス産生のための基盤技術の
創出を目指します。さらには、植物の物質
生産能力を最大限に活用するためのバイオ
マス生合成・分解機構の理解とその活用
技術の研究を推進します。これらの研究を
推進するにあたり、二酸化炭素を資源化す

高速ジェノタイピングを利用したエネルギ
ー作物のテーラーメード育種技術の開発

堤 伸浩

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

る革新的技術の開発までを見据えた、植物
科学研究とバイオマス利活用研究の連携
や融合にも取り組みます。

作物の地下茎による栄養繁殖化に向け
た基盤技術の開発

芦苅 基行

名古屋大学生物機能開発利用研究センター 教授

新規セルロース系ナノ素材の表面構造および集
積構造制御による炭素マテリアルストリームの創成

磯貝 明

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

高性能イミダゾール系バイオプラスチッ
クの一貫生産プロセスの開発

大西 康夫

東京大学大学院農学生命科学研究科
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エピゲノム制御ネットワークの理解に基づく環境
ストレス適応力強化および有用バイオマス産生

教授

海洋生物多様性お

海洋生物の遠隔的種判別技術の開発

よび 生 態 系 の 保

環境DNA分析に基づく魚類群集の定量
モニタリングと生態系評価手法の開発

赤松 友成

近藤 倫生

全・再生に資する

水産研究・教育機構中央水産研究所

主任研究員

東北大学大学院生命科学研究科

教授

センチメートル海底地形図と海底モザイク画像を基礎として
生物サンプリングをおこなう自律型海中ロボット部隊の創出

沿岸生態系の多様性機能評価のため
の多元素同位体トレーサー技術の開発

浦 環

陀安 一郎

戦略目標

超高速遺伝子解析時代の海洋生態系
評価手法の創出

極微量長半減期同位体を用いた革新的な
海洋生態系・物質動態トレース技術の創出

海洋資源等の持続可能な利用に必要な海

木暮 一啓

永田 俊

基盤技術の創出

九州工業大学社会ロボット具現化センター センター
長・特別教授

2011-2018

洋生物多様性の保全・再生のための高効

東京大学大気海洋研究所

教授

人間文化研究機構総合地球環境学研究所

東京大学大気海洋研究所

教授

教授

率な海洋生態系の把握やモデルを用いた
海洋生物の変動予測等に向けた基盤技術
の創出

Digital DNA chipによる生物多様性評
価と環境予測法の開発

データ高回収率を実現するバイオロギング・システムの
構築〜魚類の個体群・群集ダイナミクス解明に挑む〜

五條堀 孝

宮下 和士

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
教授

研究総括

小池

東京大学

勲夫

名誉教授

研究領域の概要
本研究領域では、海洋の生物多様性お
よび生態系を把握するための先進的な計測

特任

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 教
授

植物プランクトン群集の多様性に注目し
たナウキャスト技術開発

山中 康裕

北海道大学大学院地球環境科学研究院

教授

海洋生態学と機械学習法の融合による
データ不足下の生態系評価手法の開発

岡村 寛

水産研究・教育機構中央水産研究所 グループ長

技術と将来予測に資するモデルの研究開
発を行い、これらを保全・再生するために
必要な基盤技術を創出することを目的としま
す。
具体的には、海洋の生物多様性および
生態系の研究で現在ボトルネックとなってい

ハイパー・マルチスペクトル空海リモートセン
シングによる藻場3次元マッピング法の開発

小松 輝久

横浜商科大学商学部

特任教授

る、環境を含む生物データの取得技術とそ
の将来予測に注目し、
（1）海洋生物やそ
の周 辺 環 境の広 域 ・ 連 続 的なセンシン
グ・モニタリング技術、生物種の定量把握
や同定の効率化、および生態系ネットワー
クの解明等による基盤的な生物・環境デ

北太平洋域における低次生態系の動的環境
適応に基づいた新しい生態系モデルの開発

Lan Smith Sherwood
海洋研究開発機構地球環境観測研究開発センター
主任研究員

ータの集積に資する先進的な技術等の開
発、
（2）生態系や生物多様性の変動を把
握し、生態系の将来予測に貢献する新規
モデルの開発、研究を対象とします。（1）、
（2）いずれの研究においても対象とする生

シングルセルゲノム情報に基づいた海洋難培養微生物
メタオミックス解析による環境リスク数理モデルの構築

竹山 春子

早稲田大学先進理工学部

教授

物群集や現象等を明確にする必要がありま
す。また開発ターゲットに即した海洋現場で
の調査・モニタリン グによる実証が要求さ
れるため、その分野の研究者との共同研究
を行うことも必要です。ただし、調査観測や
モニタリングのみの研究は対象としません。

海洋生物群集の非線形応答解明のため
のリアルタイム野外実験システムの開発

仲岡 雅裕

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 教
授

従来の海洋研究の壁を乗り越えるため、
工学やライフサイエンス等を専門とする幅広
い分野の研究者と海洋生物・生態研究者

黒潮と内部波が影響する沿岸域における生物多様性および生
物群集のマルチスケール変動に関する評価・予測技術の創出

との共同研究を重視します。

山崎 秀勝

このような研究を通して、生物への影響

東京海洋大学学術研究院海洋環境科学部門

教授

を考慮した海洋資源の持続的な利用や海
洋保護区の設定などの海洋環境保全策の
提示に貢献することが期待されます。

海洋生態系の酸性化応答評価のため
の微量連続炭酸系計測システムの開発

茅根 創

東京大学大学院理学系研究科

教授
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藻類・水圏微生物
の機能解明と制御
によるバイオエネル
ギー創成のための
基盤技術の創出
2011-2017

海洋性アーキアの代謝特性の強化と融
合によるエネルギー生産

合成代謝経路構築によるシアノバクテリ
アのバイオアルコール生産

跡見 晴幸

花井 泰三

京都大学大学院工学研究科

教授

九州大学大学院農学研究院

微細緑藻Botryococcus brauniiの炭
化水素生産・分泌機構の解明と制御

岡田 茂

東京大学大学院農学生命科学研究科

准教授

微細藻類の倍数化と重イオンビーム照射による
バイオ燃料増産株作出に関する新技術開発

河野 重行

戦略目標

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

水生・海洋藻類等による石油代替等のバ
イオエネルギー創成及びエネルギー生産効
率向上のためのゲノム解析技術・機能改
変技術等を用いた成長速度制御や代謝経
路構築等の基盤技術の創出

海洋ハプト藻類のアルケノン合成経路
の解明と基盤技術の開発

白岩 善博
筑波大学

特命教授・名誉教授

シアノファクトリの開発

研究総括

松永

早出 広司

是

東京農工大学工学研究院 特別招聘
教授／早稲田 大学理工学術院総合
研究所 上級研究員・研究院教授

研究領域の概要

東京農工大学大学院工学研究院

教授

藻類完全利用のための生物工学技術
の集約

植田 充美

京都大学大学院農学研究科

教授

本研究領域は、藻類・水圏微生物を利
用したバイオエネルギー生産のための基盤
技術創出を目的とします。藻類・水圏微
生物には、高い脂質・糖類蓄積能力や多
様な炭化水素の産生能力、高い増殖能力
を持つものがあることに着目し、これらのポ

植物栄養細胞をモデルとした藻類脂質
生産系の戦略的構築

太田 啓之

東京工業大学生命理工学院

教授

テンシャルを活かした、バイオエネルギー創
成のための革新的な基盤技術の創出を目
指します。
具体的には、近年急速に発展したゲノミ
クス・プロテオミクス・メタボロミクス・細

ラン藻の硝酸同化系変異株を利用した
遊離脂肪酸の高効率生産系の構築

小俣 達男

名古屋大学大学院生命農学研究科

教授

胞解析技術等を含む先端科学も活用し、
藻類・水圏微生物の持つバイオエネルギー
の生産等に有効な生理機能や代謝機構の
解明を進めるとともに、それらを制御するこ
とによりエネルギー生産効率を向上させるた
めの研究を対象とします。さらに、バイオエ

ハイパーシアノバクテリアの光合成を利
用した含窒素化合物生産技術の開発

久堀 徹

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

ネルギー生産に付随する有用物質生産や
水質浄化等に資する多様な技術の創出に
関する研究も含みます。
将来のバイオエネルギー創成につながる
革新的技術の実現に向けて、生物系、化
学系、工学系などの幅広い分野から新たな

高バイオマス生産に向けた高温・酸性
耐性藻類の創出

宮城島 進也

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

教授

発想で挑戦する研究を対象とします。
形質転換ユーグレナによるバイオ燃料
生産基盤技術の開発

石川 孝博

島根大学生物資源科学部

教授

海洋微生物発酵制御を基盤とした大型
藻類の完全資源化基盤技術の開発

中島田 豊

広島大学大学院先端物質科学研究科
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教授

准教授

元素戦略を基軸と
する物質・材料の
革新的機能の創出
2011-2017

革新的環境改善材料としての導電性ダ
イヤモンドの機能開発

栄長 泰明

慶應義塾大学理工学部

教授

異常原子価および特異配位構造を有す
る新物質の探索と新機能の探求

島川 祐一

京都大学化学研究所

教授

戦略目標

結晶構造制御によるFe基新規磁性化
合物の探索

レアメタルフリー材料の実用化及び超高保

杉本 諭

磁力・超高靱性等の新規目的機能を目指

東北大学大学院工学研究科

教授

した原子配列制御等のナノスケール物質構
造制御技術による物質・材料の革新的機
能の創出

軽元素戦略に基づく鉄鋼材料のマルチ
スケール設計原理の創出

古原 忠

東北大学金属材料研究所

研究総括

玉尾

皓平

理化学研究所 研究
顧問・グローバル研究
クラスタ長

研究領域の概要
本研究領域は、持続可能な社会の構築
のために解決すべき資源・エネルギー・環

教授

有機材料を用いた次世代強誘電物質
科学の創成

堀内 佐智雄

産業技術総合研究所フレキシブルエレクトロニクス研
究センター 研究チーム長

元素間融合を基軸とする新機能性物
質・材料の開発

北川 宏

京都大学大学院理学研究科

教授

境問題に元素戦略を共通概念とする物質
科学・物性科学の観点から取り組み、既
存の延長線上にない物質・材料の革新的
機能の創出を目指します。
具体的には、
「物質の特性・機能を決め
る特定元素の役割を理解し有効活用する」

有機合成用鉄触媒の高機能化

永島 英夫

九州大学先導物質化学研究所

教授

という元素戦略コンセプトの下、物質構造、
界面、電子相関などの様々な機能発現に
共通する問題点を多角的・系統的に解
明・理解し、それらを制御することにより、
物質・材料の革新的な特性や機能の創出

軽元素を活用した機能性電子材料の創
出

長谷川 哲也

東京大学大学院理学系研究科

教授

に向けた研究開発に取り組みます。多様な
元素の特性に着目して「電子状態」
「原子
配列」
「分子構造」等の微視的な観点から
目的機能を如何に発現させるかを検討する
と共に、計測技術や計算科学も活用しつ
つ構造・機能・反応をデザインし、多様な

ネオジム磁石の高保磁力化

宝野 和博

物質・材料研究機構環境・エネルギー材料部門磁
性材料ユニット フェロー

課題解決に向けた物質・材料の革新的機
能の創出を目指します。物理、化学、工
学、材料科学といった分野の垣根にとらわ
れない異分野融合を強く意識した大胆かつ
チャレンジングな研究を推進します。

微生物由来のナノ構造制御鉄酸化物の
革新的機能創出

髙田 潤

岡山大学大学院自然科学研究科

特任教授

相対論的電子論が拓く革新的機能材料
設計

中井 浩巳

早稲田大学理工学術院

教授

安定な有機ラジカルの蓄電および光電
変換材料への応用

森田 靖

愛知工業大学工学部応用化学科

教授
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ポストペタスケール
高性能計算に資す
るシステムソフトウ
ェア技術の創出

ポストペタスケールに対応した階層モデル
による超並列固有値解析エンジンの開発

超大並列計算機による社会現象シミュ
レーションの管理・実行フレームワーク

櫻井 鉄也

野田 五十樹

筑波大学システム情報系

産業技術総合研究所人工知能研究センター 総括
研究主幹

ポストペタスケールデータインテンシブサ
イエンスのためのシステムソフトウェア

ポストペタスケール時代に向けた演算加
速機構・通信機構統合環境の研究開発

建部 修見

朴 泰祐

筑波大学システム情報系

2011-2017

教授

教授

筑波大学システム情報系

戦略目標

自動チューニング機構を有するアプリケ
ーション開発・実行環境

メニーコアをはじめとした超並列計算環境に

中島 研吾

必要となるシステム制御等のための基盤的

東京大学情報基盤センター 教授

ソフトウェア技術の創出
メニーコア混在型並列計算機用基盤ソ
フトウェア

堀 敦史

理化学研究所計算科学研究機構

研究総括

佐藤

三久

理化学研究所計算科
学研究機構 副プロジ
ェクトリーダー

上級研究員

高性能・高生産性アプリケーションフレームワー
クによるポストペタスケール高性能計算の実現

丸山 直也

理化学研究所計算科学研究機構 チームリーダー

前研究総括

米澤

明憲

理化学研究所計算科学研究機構

副機構長

研究領域の概要
本研究領域は、次々世代（次世代スー
パーコンピュータ「京」の次の世代）ある
いはそれ以降のスーパーコンピューティング
に資する、システムソフトウェアやアプリケ
ーション開発環境等の基盤技術の創出を目

ポストペタスケールシミュレーションのため
の階層分割型数値解法ライブラリ開発

塩谷 隆二

東洋大学総合情報学部

教授

進化的アプローチによる超並列複合シ
ステム向け開発環境の創出

滝沢 寛之

東北大学サイバーサイエンスセンター 教授

指すものです。
具体的には、2010年代半ば以降に多
用される、メニーコア化された汎用型プロセ
ッサや専用プロセッサ（現在GPGPUと呼ば
れるものを含む）を用いて構成されるスーパ

ポストペタスケール時代のスーパーコン
ピューティング向けソフトウェア開発環境

千葉 滋

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

ーコンピュータの特徴を生かし、その上で実
行されるアプリケーションを高効率・高信頼
なものにするシステムソフトウェア（プログラ
ミング言語、コンパイラ、ランタイムシステ
ム、オペレーティングシステム、通信ミドル
ウェア、ファイルシステム等）、アプリケー

省メモリ技術と動的最適化技術によるス
ケーラブル通信ライブラリの開発

南里 豪志

九州大学情報基盤研究開発センター 准教授

ション開発支援システム、超大規模データ
処理システムソフトウェア等に関する、実用
性を見据えた研究開発を対象とします。ま
た、実用上の観点からそれらのソフトウェア
レイアをまたがる研究開発が奨励されます。

ポストペタスケールシステムにおける超
大規模グラフ最適化基盤

藤澤 克樹

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

教授

ポストペタスケール時代のメモリ階層の
深化に対応するソフトウェア技術

遠藤 敏夫

東京工業大学学術国際情報センター 准教授

ポストペタスケールシステムのための電
力マネージメントフレームワークの開発

近藤 正章

東京大学大学院情報理工学系研究科
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准教授

教授

太陽光を利用した

高感度な可視光水分解光触媒の創製

独創的クリーンエネ

集光型ヘテロ構造太陽電池における非
輻射再結合損失の評価と制御

入江 寛

金光 義彦

アモルファスシリコンの光劣化抑止プロ
セスの開発

フォトニック・ナノ構造を活用した新しい
光マネジメント技術の開発

岡本 博明

野田 進

ルギー生成技術の
創出

山梨大学クリーンエネルギー研究センター 教授

大阪大学大学院基礎工学研究科

2009-2016

教授

京都大学化学研究所

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

戦略目標

界面局所制御による光・キャリアの完
全利用

固液界面反応設計による新規高純度シ
リコン材料創製プロセスの構築

異分野融合による自然光エネルギー変換

佐藤 真一

本間 敬之

材料及び利用基盤技術の創出

兵庫県立大学大学院工学研究科

特任教授

早稲田大学理工学術院

教授

色素増感太陽電池におけるデバイス物
性に関する研究

韓 礼元

研究総括

山口

真史

豊田工業大学 シニア
研究スカラ

研究領域の概要

物質・材料研究機構環境・エネルギー材料部門太
陽光発電材料ユニット ユニット長

有機太陽電池のためのバンドギャップサ
イエンス

平本 昌宏

自然科学研究機構分子科学研究所分子スケールナ
ノサイエンスセンター 教授

本研究領域は、太陽光エネルギーを電
気エネルギーに直接変換する太陽光発電
技術を対象とし、さらには太陽光エネルギー

励起子吸収による増感を利用した高効
率太陽電池の研究

により水素等を生成する化学燃料生成技

堀越 佳治

術、電気エネルギーと化学燃料を同時に生

総合地球環境学研究所

教授

成する技術等も含め、将来の独創的クリー
ンエネルギー生成に 資する研究開発を行
います。
具体的には、太陽光発電技術として、
シリコン系、化合物薄膜型、色素増感型、
有機薄膜型、新型超高効率系の太陽電

大気圧プラズマ科学に基づく新たなSi材
料創成プロセスの開発

安武 潔

大阪大学大学院工学研究科

教授

池開発、太陽光利用による有用物質・エ
ネルギー生成技術として、水素などの有用
物質生成、有用物質とエネルギーの同時
生成等に関する研究開発を対象とします。
また、本研究領域は、従来技術の延長
線上の単なる高効率化、長寿命化を追う

Next次世代を目指す化合物薄膜太陽
電池の高性能化

片桐 裕則

長岡工業高等専門学校電気電子システム工学科
教授

のではなく、材料探索、基礎物性解析等、
光吸収、電荷分離、材料劣化等の基本
に立ち返り、場合によっては全く新しい原
理により動作する材料、デバイスを目指す
等、独創的かつ将来的な波及効果が大き

シリコン基板上窒化物等異種材料タン
デム太陽電池の研究開発

重川 直輝

大阪市立大学大学院工学研究科

教授

な研究開発を目指すものです。そのため、
対象となる研究分野は、物質科学とデバイ
ス物理が融合した分野であり、この領域で
のブレークスルー技術を創出するため、物
理学、化学、電子工学等の異分野の研
究者の英知を結集し、最先端のナノテクノ

シリサイド半導体pn接合によるSiベース
薄膜結晶太陽電池

末益 崇

筑波大学数理物質系

教授

ロジーも駆使しつつ、異分野融合による研
究開発を促進します。

Cat－CVD など新手法による太陽電池
高効率化

松村 英樹

北陸先端科学技術大学院大学

特任教授

革新的塗布型材料による有機薄膜太陽
電池の構築

山田 容子

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授
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持続可能な水利用
を実現する革新的
な技術とシステム

水循環の基盤となる革新的水処理シス
テムの創出

モデルベースによる水循環系スマート水
質モニタリング網構築技術の開発

岡部 聡

三宅 亮

北海道大学工学研究院環境創生工学部門

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

荒廃人工林の管理により流量増加と河川
環境の改善を図る革新的な技術の開発

迅速・高精度・網羅的な病原微生物
検出による水監視システムの開発

恩田 裕一

大村 達夫

戦略目標

世界の持続可能な水利用の長期ビジョ
ン作成

安全で持続可能な水利用のための放射
性物質移流拡散シミュレータの開発

気候変動等により深刻化する水問題を緩

鼎 信次郎

沖 大幹

2009-2016

筑波大学アイソトープ環境動態研究センター 教授

和し持続可能な水利用を実現する革新的

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授

東京大学生産技術研究所

教授

技術の創出
21世紀型都市水循環系の構築のため
の水再生技術の開発と評価

良質で安全な水の持続的な供給を実現す
るための山体地下水資源開発技術の構築

田中 宏明

小杉 賢一朗

京都大学大学院工学研究科

研究総括

大垣 眞一郎

（公財）水道技術研究
センター 理事長

教授

京都大学大学院農学研究科

地域水資源利用システムを構築するためのIntegrated Intelligent Satellite System（IISS）の適用

多様な水源に対応できるロバストRO／
NF膜の開発

中尾 真一

都留 稔了

工学院大学工学部環境エネルギー化学科

教授

副研究総括

依田

幹雄

（株）日立製作所サービ
ス＆プラットフォームビジ
ネスユニット 技術主管

研究領域の概要
本研究領域は、現在抱えている、あるい
は気候変動などによって将来さらに深刻化
すると予想される国内外の様々な水問題へ
の適応策となる、物理的・社会的な水利
用システムの創出を目指します。革新的な
水処理技術や水資源管理システムによっ
て、水供給、排出、再利用、資源回収に
おける、水の質と量の統合的な最適化を行
い、エネルギー、コスト、環境負荷、健

気候変動を考慮した農業地域の面的水管
理・カスケード型資源循環システムの構築

藤原 拓

高知大学教育研究部自然科学系農学部門

教授

気候変動に適応した調和型都市圏水利
用システムの開発

古米 弘明

東京大学大学院工学系研究科附属水環境制御研究
センター 教授

ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合に
よる革新的な水処理微生物制御技術の開発

池田 宰
宇都宮大学
長

理事（研究・産学連携担当）・副学

康・環境への安全性、地域社会の状況な
どの観点からもっとも合理的で持続可能な

都市地下帯水層を利用した高度リスク
水資源の利用システムを提起する研究で、 管理型水再利用システムの構築
かつ、実社会への適用性を十分に配慮し

た研究を対象とします。

伊藤 禎彦

京都大学大学院工学研究科

教授

具体的には、膜、オゾン、セラミックスな
どによる高度処理に関する基盤要素技術
開発とそれらの利用システム技術、水質評
価手法、成熟度の高い技術と革新的技術
との統合化による上水、下水、工業用水、
農業用水、工場排水などの造水・処理・

地圏熱エネルギー利用を考慮した地下
水管理手法の開発

小松 登志子

埼玉大学大学院理工学研究科

教授

循環・資源回収システム、地下水の利用
も含めた水圏の総合的水資源・水環境管
理、水質管理システム、また、新しい原理
による革新的な浄水・造水・水利用技術
の開発などに関する研究が含まれます。

超節水精密農業技術の開発

澁澤 栄

東京農工大学大学院農学研究院

教授

地域水循環機構を踏まえた地下水持続
利用システムの構築

嶋田 純

熊本大学大学院自然科学研究科

92

教授

教授

広島大学大学院工学研究院

教授

共生社会に向けた

“食”に関わるライフログ共有技術基盤

人間調和型情報技

歩容意図行動モデルに基づいた人物行
動解析と心を写す情報環境の構築

相澤 清晴

八木 康史

術の構築
2009-2016

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

大阪大学産業科学研究所

教授

高速センサー技術に基づく調和型ダイナ
ミック情報環境の構築

コンテンツ共生社会のための類似度を
可知化する情報環境の実現

石川 正俊

後藤 真孝

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

産業技術総合研究所情報技術研究部門
員

首席研究

戦略目標

潜在的インターパーソナル情報の解読と制
御に基づくコミュニケーション環境の構築

ペダゴジカル・マシン:教え教えられる人
工物の発達認知科学的基盤

人間と調和する情報環境を実現する基盤

柏野 牧夫

開 一夫

マルチモーダルな場の認識に基づくセミ
ナー・会議の多層的支援環境

コンテンツ生成の循環系を軸とした次世
代音声技術基盤の確立

河原 達也

徳田 恵一

知覚中心ヒューマンインターフェースの開
発

局所性・指向性制御に基づく多人数調
和型情報提示技術の構築と実践

小池 康晴

苗村 健

技術の創出

研究総括

西田

京都大学学術情報メディアセンター 教授

東京工業大学ソリューション研究機構

前研究総括

洋一

国立情報学研究所

東京大学大学院総合文化研究科

名古屋工業大学大学院工学研究科

教授

教授

豊明

京都大学大学院情報
学研究科 教授

東倉

日本電信電話（株）コミュニケーション科学基礎研
究所 上席特別研究員

副所長・教授

研究領域の概要

教授

東京大学大学院情報学環

教授

日常生活空間における人の注視の推定
と誘導による情報支援基盤の実現

佐藤 洋一

東京大学生産技術研究所

教授

本研究領域は、コンピュータなどの情報
機器、ネットワーク、コンテンツなどで満ち
溢れた情報環境において、実空間コミュニ
ケーション、ヒューマンインターフェース、メ
ディア処理などの要素技術を融合・統合
し、
「人間と情報環境の調和」を実現する

行動モデルに基づく過信の抑止

武田 一哉

名古屋大学大学院情報科学研究科

教授

ための基盤技術の構築を目指します。
具体的には、人間行動・実空間状況の
取得・理解を行うセンサーネットワークやユ
ビキタスコンピューティングによる実空間適
応型認識技術、ロボットやユビキタスネット
ワークによる人間－機械コミュニケーション

さわれる人間調和型情報環境の構築と
活用

舘 すすむ

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
招聘教授

特別

の円滑化技術、および、テキスト、音声、

音楽、画像などの多様なメディアの解析、 人の存在を伝達する携帯型遠隔操作ア
ンドロイドの研究開発
検索、集積、構造化などに関わるコンテン

ツ技術を連携・融合・統合した「人間調
和型情報環境」を構築するための研究を

石黒 浩

（株）国際電気通信基礎技術研究所社会メディア総
合研究所石黒特別研究所 所長（客員）

推進します。さらに、人間とこれを取り巻く
情報環境の調和的な相互作用を行う技術
のブレークスルーを生み出す研究や、人間
と情報環境の調和という視点を意識した認
知プロセスの研究と情報環境構築技術の

音楽を用いた創造・交流活動を支援す
る聴空間共有システムの開発

伊勢 史郎

東京電機大学情報環境学部

教授

研究を、異分野融合課題として推進・発
展させる研究も含みます。
ロボットによる街角の情報環境の構築

神田 崇行

（株）国際電気通信基礎技術研究所知能ロボティクス
研究所ヒューマンロボットインタラクション研究室 室長

文字・文書メディアの新しい利用基盤技術の開
発とそれに基づく人間調和型情報環境の構築

黄瀬 浩一

大阪府立大学大学院工学研究科

教授
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二酸化炭素排出抑
制に資する革新的
技術の創出
2008-2015

低炭素社会のためのs－ブロック金属電
池

高選択的触媒反応によるカーボンニュー
トラルなエネルギー変換サイクルの開発

内本 喜晴

山内 美穂

京都大学大学院人間・環境学研究科

教授

高効率熱電変換材料・システムの開発

革新的全固体型アルカリ燃料電池開発のための高性能OH
－イオン伝導膜の創生と燃料電池システム設計基盤の構築

河本 邦仁

山口 猛央

名古屋大学大学院工学研究科

教授

東京工業大学資源化学研究所

教授

戦略目標

熱帯泥炭の保全と造林による木質バイ
オマス生産

超低損失パワーデバイス実現のための
基盤構築

持続可能な社会に向けた温暖化抑制に関

小島 克己

山崎 聡

する革新的技術の創出

東京大学アジア生物資源環境研究センター 教授

触媒技術を活用する木質系バイオマス
間接液化

冨重 圭一

研究総括

安井

東北大学大学院工学研究科

教授

至

（一財）持続性推進機
構 理事長 ／東京
大学 名誉教授

研究領域の概要

有機薄膜太陽電池の高効率化に関する
研究

吉川 暹

京都大学エネルギー理工学研究所

特任教授

本研究領域は、我が国がハイリゲンダム
サミットにおいて提案した2050年までに世界
の温室効果ガスの排出を半減させるという

オイル産生緑藻類Botryococcus（ボトリ
オコッカス）高アルカリ株の高度利用技術

目標に向け、主に二酸化炭素の排出削減

渡邉 信

について、既存の抑制技術の2倍程度の

筑波大学生物環境系

教授

効率を有する革新的技術の開発を目標とし
ています。例えば、再生可能エネルギーに

おける画期的な性能向上を実現しうる技術、 CO2固定の新規促進機構を活用したバ
イオマテリアルの増産技術開発

さらには、大気中の二酸化炭素の革新的

な処理を可能とする技術、等の直接的、
間接的二酸化炭素排出抑制技術を、新概

小川 健一

岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 グル
ープ長

念、新原理に立脚して創出することで低炭
素社会の実現を目指す研究を対象とするも
のです。
具体的には、原子力を除く非化石資源
の新エネルギー技術全般を対象とするもの

海洋性藻類からのバイオエタノール生産
技術の開発

近藤 昭彦

神戸大学大学院工学研究科

教授

であり、既存製品の効率を抜本的に向上
できるエネルギー生産・貯蔵技術や革新的
低コスト・低エネルギー化を実現しうる技
術、例えば、新概念の太陽電池、二酸化
炭素処理技術、海洋エネルギーやバイオエ
ネルギー等を利用した技術などを対象としま

海洋微細藻類の高層化培養によるバイ
オディーゼル生産

田中 剛

東京農工大学大学院工学研究院

教授

す。また、これらの技術に加え、化石資源
エネルギーの利用を前提としつつも、二酸
化炭素放出量を激減しうる対策技術が含ま
れます。このように、主にエネルギー供給
側の技術全般を対象としていますが、省エ
ネルギーを意図した需要側技術も、ある種

異種接合GaN横型トランジスタのインバ
ータ展開

橋詰 保

北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター
教授

のエネルギー創生技術であるという立場か
ら、革新的であり、かつ社会へのインパクト
の高いものであれば対象とします。
現在の産業構造やエネルギーインフラ構
造の枠組みにイノベーションをもたらす目的

プロトン型大容量電気化学キャパシタの
研究

宮山 勝

東京大学大学院工学系研究科

教授

基礎研究の提案を期待しますが、その提案
にあたっては、その技術が2020～30年程
度までに実用化された際、どの程度の排出
抑制が期待できるか、何億トンの削減が可
能といった定量的なシナリオが描けることを
要件とします。
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九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究
所 准教授

固体界面を制御した全固体二次電池の
創製

辰巳砂 昌弘

大阪府立大学大学院工学研究科

教授

産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門
聘研究員

招

先端光源を駆使し
た光科学・光技術
の融合展開
2008-2015

先端超短パルス光源による光誘起相転
移現象の素過程の解明

アト秒精度の凝縮系コヒーレント制御

岩井 伸一郎

大森 賢治

東北大学大学院理学研究科

教授

自然科学研究機構分子科学研究所
授

研究主幹・教

ベクトルビームの光科学とナノイメージン
グ

トポロジカル光波の全角運動量による
新規ナノ構造・物性の創出

佐藤 俊一

尾松 孝茂

東北大学多元物質科学研究所

教授

千葉大学大学院融合科学研究科

教授

戦略目標

高繰り返しコヒーレント軟X線光源の開
発と光電子科学への新しい応用

高性能レーザーによる細胞光イメージン
グ・光制御と光損傷機構の解明

最先端レーザー等の新しい光を用いた物質

辛 埴

小林 孝嘉

材料科学、生命科学など先端科学のイノ

東京大学物性研究所

教授

電気通信大学先端超高速レーザー研究センター 特
任教授

ベーションへの展開
コヒーレントX線による走査透過X線顕微
鏡システムの構築と分析科学への応用

鈴木 俊法

山内 和人

京都大学大学院理学研究科

研究総括

伊藤

真空紫外・深紫外フィラメンテーション極
短パルス光源による超高速光電子分光

正

大阪大学ナノサイエン
スデザイン教育センタ
ー 特任教授

教授

大阪大学大学院工学研究科

教授

超狭線幅光源を駆使した量子操作・計
測技術の開発

高橋 義朗

京都大学大学院理学研究科

教授

研究領域の概要
本研究領域は、物質・材料、加工・ 光ピンセットによる核内ウイルスRNP輸送と染
計測、情報・通信、環境・エネルギー、 色体操作～ウイルスゲノム除去への挑戦～
ライフサイエンスなどの異なる分野で個別に
行われている光利用研究開発ポテンシャル

本田 文江

法政大学生命科学部

教授

の連携、融合を加速し、
「物質と光の係わ
り」に関する光科学・光技術におけるイノ
ベーション創出基盤の形成を目指します。
具体的には、高度な性能をもつ最先端
レーザーに代表される各種の先端光源をブ
ラックボックス化することなく、光源の特徴

新規超短パルスレーザーを駆使したin vivo光イメ
ージング・光操作のがん研究・がん医療への応用

今村 健志

愛媛大学大学院医学系研究科

教授

を徹底的に駆使した特色ある「物質と光の
係わり」に関する研究を推進します。
光利用科学技術のブレークスルーを生み
出す先導研究や、ライフサイエンス、環
境・エネルギーなどの幅広い分野における

電子線励起微小光源による光ナノイメ
ージング

川田 善正

静岡大学電子工学研究所

教授

目的基礎研究を対象としますが、事象の解
析や原理の解明だけに終わることなく、実
用化も念頭においた、波及効果の大きい
技術シーズ創出に資する研究を対象としま
す。光源開発そのものは対象としませんが、
研究の過程で要求される光源に対する的確

光技術が先導する臨界的非平衡物質
開拓

腰原 伸也

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

で高度なニーズを光源開発にフィードバック
し、光利用科学技術をより実効的に発展さ
せる研究も含みます。

モノサイクル量子もつれ光の実現と量子
非線形光学の創成

竹内 繁樹

京都大学大学院工学研究科

教授

高強度テラヘルツ光による究極的分光
技術開拓と物性物理学への展開

田中 耕一郎

京都大学大学院理学研究科

教授

光制御極短シングル電子パルスによる
原子スケール動的イメージング

細貝 知直

大阪大学光科学センター 准教授
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プロセスインテグレ
ーションによる機能
発 現 ナノシステム
の創製

生体超分子援用フロンティアプロセスに
よる高機能化ナノシステム

スピン流による熱・電気・動力ナノイン
テグレーションの創出

浦岡 行治

齊藤 英治

イオンイメージセンサ技術を利用した医
療生体ナノシステム構築

生体分子1分子デジタル計数デバイスの
開発

澤田 和明

野地 博行

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授

豊橋技術科学大学大学院工学研究科

2008-2015

教授

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

戦略目標

電気化学的な異種材料ナノ集積化技術
の開拓とバイオデバイス応用

エレクトロクロミック型カラー電子ペーパ
ー

プロセスインテグレーションによる次世代ナ

西澤 松彦

樋口 昌芳

ノシステムの創製

研究総括

曽根

純一

科学技術振興機構研
究 開 発 戦 略 センター
上席フェロー

研究領域の概要

東北大学大学院工学研究科

教授

物質・材料研究機構先端的共通技術部門高分子材
料ユニット電子機能材料グループ グループリーダー

自己組織プロセスにより創製された機能性・複
合CNT素子による柔らかいナノMEMSデバイス

新金属ナノ粒子の創成を目指したメタ
ロシステムの確立

畠 賢治

山元 公寿

産業技術総合研究所ナノチューブ実用化研究センタ
ー 研究センター長

自己組織化グラファイトシート上エレクト
ロニクスの開発

藤岡 洋

東京大学生産技術研究所

教授

本研究領域は、フォトリソグラフィ等のトッ
プダウンプロセスと自己組織化に代表され
るボトムアッププロセスの高度化と統合化を

機能化ナノ構造ゲートバイオトランジス
タの創製

進めることによって、革新的な機能を発現

宮原 裕二

する次世代ナノシステムの創製を目指すも

東京医科歯科大学生体材料工学研究所

所長

のです。
具体的には、トップダウンプロセスによっ
て作られた微 細な電 子 回 路 、 M E M S ・
NEMS等のナノ構造デバイスと、ボトムアッ
ププロセスによって生成されたバイオ・有機
材料、自己組織化材料等との融合を図る

光 神 経 電 子 集 積 回 路 開 発と機 能 解
析・応用

宇理須 恒雄

名古屋大学革新ナノバイオデバイス研究センター 特
任教授

ことにより新たな機能を発現させる研究、ま
たは機能を有するボトムアップナノ構造体を
工学的に応用可能なシステムとして構築す
る研究を対象とし、従来にない機能、性能
をもつセンサ、アクチュエータ、バイオチッ

拡張ナノ空間特異性を利用した革新的
機能デバイスの創成

北森 武彦

東京大学大学院工学系研究科

教授

プ、電子・光デバイス、エネルギーデバイ
ス等の基盤構築を目指します。さらに、こ
れらを集積・最適化した次世代ナノシステ
ムの構築まで念頭に置いて研究を推進しま
す。

バイオテンプレート極限加工による3次
元量子構造の制御と新機能発現

寒川 誠二

東北大学流体科学研究所

教授

大面積ナノシステムのインタフェース応
用

染谷 隆夫

東京大学大学院工学系研究科

教授

濃厚ポリマーブラシの階層化による新規
ナノシステムの創製

辻井 敬亘

京都大学化学研究所

教授

マイクロ・ナノ統合アプローチによる細
胞・組織Showcaseの構築

藤井 輝夫

東京大学生産技術研究所
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東北大学金属材料研究所

所長

東京工業大学資源化学研究所

教授

プロセスインテグレ
ーションに向けた高
機能ナノ構造体の
創出

生体分子情報－構造－機能統合ナノシ
ステムの構築

ナノラジカル界面からの電子機能発現

杉山 弘

阿波賀 邦夫

京都大学大学院理学研究科

教授

溶解カーボンナノチューブ高機能ナノシ
ステムのデザイン

磁気化学を基盤とした新機能ナノ構造
物質のボトムアップ創成

中嶋 直敏

大越 慎一

九州大学大学院工学研究院

2008-2015

名古屋大学大学院理学研究科 教授／名古屋大学
物質科学国際研究センター 教授

教授

東京大学大学院理学系研究科

教授

戦略目標

動的応答特性を有するナノ構造体の構
築と精密バイオ機能化

ソフトπマテリアルの創製と機能発現

プロセスインテグレーションによる次世代ナ

浜地 格

山口 茂弘

ノシステムの創製

研究総括

入江

九州大学

京都大学大学院工学研究科

教授

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授

自己組織化超分子ポリマーの動的機能
化

超分子化学的アプローチによる環状π
共役分子の創製とその機能

原田 明

山子 茂

大阪大学大学院理学研究科

特任教授

京都大学化学研究所

教授

正浩

名誉教授

研究領域の概要

階層的3次元構造・粒子形態制御によ
る高機能ナノ構造体の創出

水野 哲孝

東京大学大学院工学系研究科

教授

次世代ナノシステムを効率よく自在に創
りあげるには、トップダウンプロセスとボトム
アッププロセスとの有機的な結合が欠かせ

ナノとマクロをつなぐ動的界面ナノテクノ
ロジー

ません。本研究領域では、分子レベルにお

有賀 克彦

ける精緻なナノ構造、機能をマクロレベル
の材料の構造、機能に繋げる方策を探り、
ボトムアッププロセスでしか達成されない特
異な構造、機能をそなえた自立した高機能
ナノ構造体を創出することをめざしています。
分子、超分子レベルでは、分子機械、
分子モーター、人工筋肉など精緻な構造の

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究
拠点 主任研究者

酸・塩基複合型超分子動的錯体を鍵と
する高機能触媒の創製

石原 一彰

名古屋大学大学院工学研究科

教授

構築、特異な機能の発現も報告されていま
すが、これらのナノ構造体を自己組織化、
自己集積化し、マクロレベルの材料の構
造、機能に繋げることには成功していませ
ん。分子触媒、固体触媒について言えば、

ホウ酸エステルの動的自己組織化に基
づく高次機能の開拓

岩澤 伸治

東京工業大学理学院化学系

教授

精緻な分子・構造設計に加え、自己組織
化、自己構造化により、多段階反応のワ
ンポット合成などこれまでにない高度な機能
をもった触媒の開発が望まれています。分
子材料は、その多様性を活かすことにより
いかようにも姿を変えるポテンシャルを持って

キラルナノ分子ロッドによる機能の階層
的不斉集積と組織化

杉野目 道紀

京都大学大学院工学研究科

教授

います。このポテンシャルを見据えて、分子
レベルにおいて実現している精緻な構造、
機能（化学、物理刺激応答性、触媒機
能、導電性、磁性など）を、ボトムアップ
プロセスにより、マクロなreal worldの材料
に繋げる道筋をつけ、特異な機能をもった

多核金属クラスター分子の構造制御に
よるナノ触媒の創製

真島 和志

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

自立した高機能ナノ構造体を創出すること
を本領域の目的としています。

ナノシートから構築する高機能ナノ構造
体

松本 泰道
熊本大学

理事（副学長）

高速フォトクロミック分子の高性能化と
新機能創成

阿部 二朗

青山学院大学理工学部

教授
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数学と諸分野の協
働によるブレークス
ルーの探索

離散幾何学から提案する新物質創成と
物性発現の解明

生理学と協働した数理科学による皮膚
疾患機構の解明

小谷 元子

長山 雅晴

東北大学大学院理学研究科

教授

北海道大学電子科学研究所

生物ロコモーションに学ぶ大自由度シス
テム制御の新展開

2008-2015

小林 亮

広島大学大学院理学研究科

教授

戦略目標

現代の産業社会とグレブナー基底の調
和

社会的ニーズの高い課題の解決へ向けた

日比 孝之

数学／数理科学研究によるブレークスルー

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

の探索（幅広い科学技術の研究分野との
協働を軸として）

非線形系の精度保証付き数値計算法の基盤
とエラーフリーな計算工学アルゴリズムの探求

大石 進一

早稲田大学理工学術院

教授

研究総括

西浦

廉政

東北大学原子分子材
料科学高等研究機構
教授

研究領域の概要
本研究領域は、数学研究者が社会的ニ

ダイナミクス全構造計算法の発展による
脳神経－身体リズム機構の解明と制御

國府 寛司

京都大学大学院理学研究科

教授

複雑な金融商品の数学的構造と無限次
元解析

ーズの高い課題の解決を目指して、諸分

KOHATSU-HIGA Arturo

野の研究者と協働し、ブレークスルーの探

立命館大学大学院理工学研究科

教授

索を行う研究を対象とするものです。謂わば
21世紀におけるデカルト流の数学的真理と
ベーコン流の経験則の蓄積との統合を目指
すものです。
諸 分 野の例として、 材 料 ・ 生 命 ・ 環
境・情報通信・金融などが想定されます

現代数学解析による流体工学の未解決
問題への挑戦

柴田 良弘

早稲田大学理工学術院

教授

が、社会的ニーズに対応した新しい研究課
題の創出と解決を目指すものであればこの
限りではありません。
諸分野の研究対象である自然現象や社
会現象に対し、数学的手法を応用するだけ

数理医学が拓く腫瘍形成原理解明と医
療技術革新

鈴木 貴

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

ではなく、それらの数学的研究を通じて新し
い数学的概念・方法論の提案を行うなど、
数学と実験科学の融合を促進する双方向
的研究を重視するものです。

デジタル映像数学の構築と表現技術の
革新

安生 健一

（株）オー・エル・エム・デジタル研究開発部門
取締役

渦・境界相互作用が創出するパラダイ
ムシフト

坂上 貴之

京都大学大学院理学研究科

教授

放射線医学と数理科学の協働による高
度臨床診断の実現

水藤 寛

岡山大学大学院環境生命科学研究科

教授

計算錯覚学の構築 － 錯視の数理モ
デリングとその応用

杉原 厚吉

明治大学研究・知財戦略機構
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特任教授

教授

疾患における代謝
産物の解析および
代謝制御に基づく
革新的医療基盤技
術の創出

疾患関連リゾリン脂質の同定と医療応
用

包括的メタボロミクス・ターゲットプロテオミクスによるがん診断・
薬効診断マーカー探索と革新的統合臨床診断ネットワーク構築

青木 淳賢

吉田 優

東北大学大学院薬学研究科

教授

生体膜リン脂質を基軸とした医療基盤
技術の開発

新井 洋由

東京大学大学院薬学系研究科

2013-2014

神戸大学大学院医学研究科内科系講座病因病態解
析学分野 准教授

教授

代謝産物解析拠点の創成とがんの代謝
に立脚した医療基盤技術開発

曽我 朋義

戦略目標

慶應義塾大学先端生命科学研究所

教授

疾患実態を反映する生体内化合物を基軸
とした創薬基盤技術の創出

生理活性代謝物と標的タンパク質同定
のための基盤技術の創出

袖岡 幹子

理化学研究所袖岡有機合成化学研究室
員

主任研究

研究総括

清水

孝雄

国立国際医療研究セン
ター研究所 研究所長

研究領域の概要
本研究領域は創薬・診断・予防といっ
た医療応用を見据え、生体内化合物の動
態解析を出発点とした、疾患を反映する代
謝産物等の探索およびその情報に基づく疾
患制御標的分子の分析を加速する技術の
創出を目的とします。
具体的には、メタボロミクスをはじめとす
るオミクス解析等による疾患関連因子のプ
ロファイリングとその分析・同定に資する技

医歯工連携によるユーザーフレンドリーなメタボロミク
ス技術の開発ならびに生活習慣病研究への応用

福崎 英一郎

大阪大学大学院工学研究科

教授

PLA2メタボロームによる疾患脂質代謝マップ
の創成とその医療展開に向けての基盤構築

村上 誠

（公財）東京都医学総合研究所生体分子先端研究
分野 参事研究員

ケミカルバイオロジーによる脂質内因性
分子の新機能研究

上杉 志成

京都大学物質－細胞統合システム拠点

教授

術を開発します。また、見出された因子に
関係するタンパク質等の分子を同定する技
術を構築します。さらに、これらを基盤として
ヒトの疾患制御の概念実証を行うことにより
成果の医療応用を目指します。

臨床検体を用いた疾患部位特異的な代謝活性の
ライブイメージング探索技法の確立と創薬への応用

浦野 泰照

東京大学大学院薬学系研究科

教授

本研究領域では、複数の研究課題が共
通の技術目標のもとで推進されるべく、そ
の技術の構築に向けて一体的に運営しま
す。さらに、対応するさきがけ研究領域とも
緊密に連携し、相互の技術の向上を図りま
す。なお、成果の迅速な臨床応用に向け

オミクス解析に基づくアレルギー発症機
構の理解と制御基盤の構築

大野 博司

理化学研究所統合生命医科学研究センター グルー
プディレクター

て、必要に応じて他の創薬関連プログラム
等との連携を実施します。

代謝システム制御分子の系統的探索に
よる治療戦略創出と創薬展開

末松 誠

慶應義塾大学医学部

教授

パーキンソン病の代謝産物バイオマーカー創出お
よびその分子標的機構に基づく創薬シーズ同定

服部 信孝

順天堂大学医学部

教授

腸内細菌叢制御による代謝・免疫・脳
異常惹起メカニズムの解明と治療応用

Fagarasan Sidonia
理化学研究所統合生命医科学研究センター チーム
リーダー
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生体恒常性維持・
変容・破綻機構の
ネットワーク的理解
に基づく最適医療
実現のための技術
創出
2012-2014

代謝疾患克服のための臓器間ネットワ
ーク機構の統合的機能解明

環境適応・ストレス応答の生体恒常性
を司る神経幹細胞の制御と破綻

片桐 秀樹

後藤 由季子

東北大学大学院医学系研究科

教授

東京大学大学院薬学系研究科

教授

細胞老化が引き起こす恒常性破綻の病
態解明とその制御

生理活性因子の情報制御システムに基
づく革新的な医薬品の創出

原 英二

新藤 隆行

（公財）がん研究会がん研究所がん生物部

部長

信州大学大学院医学系研究科

教授

腸内常在細菌特性理解に基づく難治性
疾患新規治療法の開発

脳・腸連関を支える自律神経系の理解
から恒常性維持機構の解明へ

本田 賢也

高橋 淑子

個体における組織細胞定足数制御によ
る恒常性維持機構の解明

自律神経・ペプチド連関を基軸とするエ
ネルギー代謝と免疫制御機構の解明

三浦 正幸

中里 雅光

理化学研究所統合生命医科学研究センター チーム
リーダー

京都大学大学院理学研究科

教授

戦略目標
先制医療や個々人にとって最適な診断・
治療法の実現に向けた生体における動的
恒常性の維持・変容機構の統合的解明と

東京大学大学院薬学系研究科

教授

宮崎大学医学部

教授

複雑な生体反応を理解・制御するための
技術の創出
恒常性維持機構オートファジーに着目した栄養素過
剰摂取に起因する疾患の原因解明と治療法確立

組織・個体・次世代の恒常性を制御
するシグナル伝達システムの解明

吉森 保

西田 栄介

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

京都大学大学院生命科学研究科

研究総括

永井

良三

自治医科大学

学長

睡眠･覚醒リズムをモデルとした生体の
一日の動的恒常性の解明

上田 泰己

東京大学大学院医学系研究科

教授

研究領域の概要
本研究領域の目的は、個体の生から死に至る過程
を、神経、免疫、内分泌、循環等の高次ネットワークに
よる動的な恒常性維持機構からとらえ、内的・外的ストレ
スに対する生体の適応と変容のメカニズムを時空間横断
的に解明すること、さらに生活習慣病をはじめとする多くの
疾患を「動的恒常性からの逸脱あるいは破綻」として理
解し、これを未然に察知し予測的に制御する技術の開発
を追求することにあります。
とくに近年、細胞特異的な遺伝子改変動物の作出や
細胞分離技術などが大きく進歩したため、生命科学や医
学のあり方が大きく変わろうとしています。そこで、これまで
知られていなかった異なる細胞間、システム間、臓器間
の連携による恒常性維持や負荷適応の機構を明らかに
し、これを制御する生命科学と臨床医学の展開が求めら
れています。
具体的には、
（1）内的・外的負荷に対する個体の恒常性維持の
ために、実質・間質細胞間、臓器間、さらに神経、免
疫、内分泌、循環等の多岐にわたるシステム間で、相
互依存的に作用する複雑系機能ネットワークの動作様式
を明らかにします。とくに恒常性の維持と破綻に関わる液
性因子、神経伝達、免疫細胞、間質細胞などを同定
し、これによって恒常性維持を制御する技術を開発しま
す。
（2）誕生から発達、成長、老化というライフステージ
に応じた個体の恒常性変容機構の時系列的動的変化
の様相を解明し、その微細な徴候を早期に検出し、これ
らを制御する技術を創出します。
（3）内的・外的因子によって生ずる臓器障害の発
症・進展機構、ストレスや傷害に対する生体防御機構
や治癒機構を解明し、ヒト疾患の診断や治療に結びつく
技術を創出します。基礎研究の成果はできるだけ臨床例
でも検討し、新たな病態概念のもとに多科連携医療の可
能性を探索します。
（4）これらの複雑系ネットワークの相互作用の動作様
式を多面的に理解し、これを制御する信頼性の高い手法
の確立をめざします。そのためにシミュレーション技術やこれ
を実現する計算科学的な論理的研究も推進します。
こうした研究を通じて、生体の恒常性機構を制御する
未知の分子・細胞・ネットワーク機構を解明し、その知
見に基づいて新しい医療技術の開発を行います。
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組織修復に基づく恒常性維持機構の変
容による生活習慣病の病態解明と制御

尾池 雄一

熊本大学大学院生命科学研究部

教授

骨を基軸とする代謝ネットワークの解明

竹田 秀

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

生体内の異物･不要物排除機構の解明
とその制御による疾患治療

宮崎 徹

東京大学大学院医学系研究科

教授

心臓･骨･腎臓ネットワーク機構とこれを
支える血管恒常性メカニズムの解明

望月 直樹

国立循環器病研究センター研究所細胞生物学部
教授

細胞間相互作用と臓器代謝ネットワークの破綻に
よる組織線維化の制御機構の解明と医学応用

小川 佳宏

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

リン恒常性を維持する臓器間ネットワー
クとその破綻がもたらす病態の解明

黒尾 誠

自治医科大学分子病態治療研究センター 教授

教授

エピゲノム研 究に
基づく診断・治療
へ向けた新技術の

定量的エピゲノム解析法の開発と細胞
分化機構の解明

エピゲノム成立の分子メカニズム解明と
制御

五十嵐 和彦

仲野 徹

東北大学大学院医学系研究科

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

精神疾患のエピゲノム病態の解明に向
けた新技術創出

ダウン症に合併するTAMをモデルとしたがんの
発症と退縮に関わるエピジェネティクスの解析

加藤 忠史

中畑 龍俊

戦略目標

ヒト消化器上皮細胞の標準エピゲノム
解析と解析技術開発

環境要因によるエピゲノム変化と疾患

疾患の予防・診断・治療や再生医療の

金井 弥栄

石井 俊輔

創出

理化学研究所脳科学総合研究センター チームリー
ダー

2011-2014

実現等に向けたエピゲノム比較による疾患

国立がん研究センター研究所分子病理分野

分野長

京都大学ｉＰＳ細胞研究所

特定拠点教授

理化学研究所石井分子遺伝学研究室

上席研究員

解析や幹細胞の分化機構の解明等の基盤
技術の創出

幹細胞における多分化能性維持の分子
機構とエピゲノム構造の三次元的解析

白川 昌宏

京都大学大学院工学研究科

エピジェネティクスによるエンハンサー動態制御
メカニズムの解明と細胞機能制御への応用

古関 明彦

教授

理化学研究所統合生命医科学研究センター グルー
プディレクター

研究総括

山本

雅之

東北大学大学院医学
系研究科 教授

副研究総括

牛島

俊和

国立がん研究センター
研究所 上席副所
長・分野長

研究領域の概要
本研究領域は、細胞のエピゲノム状態を
解析し、これと生命現象との関連性を明ら

エピゲノム解析の国際標準化に向けた
新技術の創出

世代継承を担うエピゲノム制御の解明

白髭 克彦

松居 靖久

東京大学分子細胞生物学研究所

教授

東北大学加齢医学研究所

教授

肝細胞誘導におけるダイレクトリプログ
ラミング機構の解明とその応用

2型糖尿病･肥満における代謝制御機
構とその破綻のエピゲノム解析

鈴木 淳史

山内 敏正

九州大学生体防御医学研究所

教授

東京大学医学部附属病院

准教授

高次エピゲノム機構の作動原理と医学
的意義の解明

T細胞のエピジェネティク改変による免疫
疾患制御

中尾 光善

吉村 昭彦

熊本大学発生医学研究所

教授

慶應義塾大学医学部

教授

かにすることにより、健康状態の維持・向
上や疾患の予防・診断・治療法に資す
る、エピゲノム解析に基づく新原理の発見
と医療基盤技術の構築を目指します。
具体的には、がんや慢性疾患（例えば、
動脈硬化、糖尿病、神経疾患、自己免

エピゲノム創薬による広汎性発達障害
の克服

萩原 正敏

京都大学大学院医学研究科

教授

疫疾患など）において適切な細胞のエピゲ
ノム解析を行い、病因または病態進行 の
要因となるエピゲノム異常を見いだすこと
で、エピゲノムの変動と維持に関する新原
理の発見や画期的な予防・診断・治療法

生活習慣病による進行性腎障害に関わるエピジ
ェネティック異常の解明と診断・治療への応用

藤田 敏郎

東京大学先端科学技術研究センター 名誉教授

に資する基盤技術の創出を目指す 研究を
対象とします。また、幹細胞の分化過程の
各段階におけるエピゲノムプロファイルの比
較を行うことにより細胞分化のメカニズム解
明に挑む研究や、それ を通して組織指向
的に細胞を分化誘導するための基盤技術も

エピゲノム変 異 誘 導に対する調 整 因
子・抵抗因子の同定

金田 篤志

千葉大学大学院医学研究院

教授

対象とします。さらに、メチロームやヒストン
修飾プロファイルなどのエピゲノムの効率的
な解析・ 解読法等の要素技術、エピゲノ
ム制御のための要素技術の開発を目指す
研究なども含みます。
本研究領域では、一部の課題において

生殖発生にかかわる細胞のエピゲノム
解析基盤研究

佐々木 裕之

九州大学生体防御医学研究所

教授

国際ヒトエピゲノムコンソーシアム（International Human Epigenome Consortium,
IHEC）との連携を進めます。

ヒストンリジンメチル化制御系に基づく
脳機能の理解と治療戦略への展開

眞貝 洋一

理化学研究所眞貝細胞記憶研究室

主任研究員
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炎症の慢性化機構
の解明と制御に向
けた基盤技術の創

RNA階層における炎症の時間軸制御
機構の解明

環境応答破綻がもたらす炎症の慢性化
機構と治療戦略

淺原 弘嗣

山本 雅之

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

東北大学大学院医学系研究科

教授

次世代の生体イメージングによる慢性炎
症マクロファージの機能的解明

消化器がんの発生・進展過程における
慢性炎症の誘導と役割の解明

石井 優

大島 正伸

戦略目標

脳内免疫担当細胞ミクログリアを主軸とす
る慢性難治性疼痛発症メカニズムの解明

慢性炎症におけるガイダンス因子の病
的意義の解明とその制御

炎症の慢性化機構の解明に基づく、が

井上 和秀

熊ノ郷 淳

出

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教
授

2011-2014

ん・動脈硬化性疾患・自己免疫疾患等

九州大学大学院薬学研究院

教授

金沢大学がん進展制御研究所

大阪大学大学院医学系研究科

教授

教授

の予防・診断・治療等の医療基盤技術
の創出

炎症性腸疾患の慢性化制御機構の解
明と治療戦略の基盤構築

制御性T細胞による慢性炎症制御技術
の開発

清野 宏

坂口 志文

東京大学医科学研究所

教授

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 教授

研究総括

宮坂

昌之

大阪大学未来戦略機
構 特任教授

研究領域の概要
本研究領域では、炎症が慢性化する機
構を明らかにし、慢性炎症を早期に検出し、
制御し、消退させ、修復する基盤技術の

炎症の慢性化における造血幹細胞・前
駆細胞ニッチの役割とその制御

自然免疫における転写後調節を介した
慢性炎症抑制メカニズムの解析

長澤 丘司

竹内 理

京都大学再生医科学研究所

教授

京都大学ウイルス研究所

プロスタグランジンを引き金とする炎症
慢性化機構の解明

成宮 周

京都大学大学院医学研究科

教授

創出を目的とします。
具体的には、
（1）炎症制御の破綻機構
を明らかにすることにより、炎症の慢性化を
誘導、維持する因子を同定する、
（2）炎
症の慢性化によりどのようにして特定の疾
患（がん、神経変性疾患、動脈硬化性疾

慢性炎症に伴う臓器線維化の分子・細
胞基盤

松島 綱治

東京大学大学院医学系研究科

教授

患などを含む）が発症するのか、その機序
を明らかにし、制御する基盤技術を創出す
る、
（3）炎症の慢性化の早期発見および
定量的な評価を可能にする基盤技術を創
出する、などを目指した研究を対象としま

老化関連疾患における慢性炎症の病態
生理学的意義の解明

小室 一成

東京大学大学院医学系研究科

教授

す。なかでも、従来の基礎のみ、あるいは
臨床のみの研究ではなく、十分なエビデン
スに基づいた知見を高次炎症調節機構の
理解にまで昇華させ、新たな先制医療基盤
技術の開発につなげられるような視点をもつ
研究を重視します。

気道炎症の慢性化機構の解明と病態
制御治療戦略の基盤構築

中山 俊憲

千葉大学大学院医学研究院

教授

慢性炎症による疾患発症機構の構造基
盤

濡木 理

東京大学大学院理学系研究科

教授

臓器特異的自己免疫疾患の病態解明
による慢性炎症制御法の開発

松本 満

徳島大学疾患酵素学研究センター 教授

稀少遺伝性炎症疾患の原因遺伝子同
定に基づく炎症制御法の開発

安友 康二

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
授
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教

教授

脳神経回路の形
成・動作原理の解
明と制御技術の創
出

手綱核による行動・学習の選択機構の
解明

海馬神経回路形成における細胞接着分
子と関連分子の機能と作用機構

岡本 仁

高井 義美

大脳領域間結合と局所回路網の統合
的解析

可塑的神経回路を支えるシグナル伝達
の分子基盤解明と制御

川口 泰雄

尾藤 晴彦

理化学研究所脳科学総合研究センター 副センター
長

自然科学研究機構生理学研究所

2009-2014

教授

神戸大学大学院医学研究科

特命教授

東京大学大学院医学系研究科

教授

戦略目標

神経幹細胞の分化ポテンシャル制御によ
る神経回路構成素子の形成メカニズム

中枢神経障害後の神経回路再編成と
機能回復のメカニズムの解明

神経細胞ネットワークの形成・動作の制御

後藤 由季子

山下 俊英

機構の解明

研究総括

小澤

東京大学大学院薬学系研究科

教授

大阪大学大学院医学系研究科

教授

シナプス前性神経回路制御メカニズム
の生後発達

生体内シナプス長期再編におけるグリ
アーシナプス機能連関

高橋 智幸

鍋倉 淳一

同志社大学生命医科学部

教授

自然科学研究機構生理学研究所

教授

瀞司

高崎健康福祉大学健
康福祉学部 教授

研究領域の概要

網膜神経回路のシナプス形成と生理機
能発現の解析

古川 貴久

大阪大学蛋白質研究所

霊長類の大脳—小脳—基底核ネットワー
クにおける運動情報処理の分散と統合

星 英司

教授

（公財）東京都医学総合研究所認知症・高次脳機
能研究分野 副参事研究員

本研究領域は、脳神経回路の発生・
発達・再生の分子・細胞メカニズムを解
明し、さらに個々の脳領域で多様な構成要

最先鋭技術で探る運動皮質回路の時
空間表現と光制御

サル大脳認知記憶神経回路の電気生
理学的研究

素により組み立てられた神経回路がどのよう

松崎 政紀

宮下 保司

に動作してそれぞれに特有な機能を発現す

自然科学研究機構基礎生物学研究所

教授

東京大学大学院医学系研究科

教授

るのか、それらの局所神経回路の活動の
統合により、脳が極めて全体性の高いシス
テムをどのようにして実現するのかを追求し
ます。また同時に、これらの研究を基盤とし
て、脳神経回路の形成過程と動作を制御
する技術の創出を目指します。

中枢神経系局所回路の状態遷移として
の動的情報変換の解明

神経細胞の個性がつくる神経回路とセ
ルアセンブリ

虫明 元

八木 健

東北大学大学院医学系研究科

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

具体的には、神経回路の構成素子であ
る神経細胞及び神経回路の形成・動作に
大きな影響を与えるグリア細胞の発生・分
化・再生・標的認識・移動に関する分子
機構の解明、特異的発現分子や蛍光タン

匂いで誘起される意欲・情動行動の神
経回路機構

森 憲作

東京大学大学院医学系研究科

教授

パク質を用いた特定神経細胞の可視化／
多数の神経細胞の活動の同時記録／ケー
ジド化合物による局所刺激法等の新技術
の結集による神経回路の動作様式の解
明、モデル動物を用いたネットワークレベル
／システムレベルの研究と分子・細胞レベ

成熟脳におけるシナプス形成機構の解
明と制御

柚﨑 通介

慶應義塾大学医学部

教授

ルでのシナプス伝達の調節機構との研究の
組み合わせにより脳の高次機能とシナプス
の機能変化との関連を明確にする研究、
臨界期や障害後の神経回路再編成のメカ
ニズムの解明とそれらの制御法に関する研
究、などが含まれます。

感覚情報を統合する高次神経の回路構
造と機能のシステム解析

伊藤 啓

東京大学分子細胞生物学研究所

准教授

大脳皮質の機能的神経回路の構築原
理の解明

大木 研一

九州大学大学院医学研究院

教授

言語の脳機能に基づく神経回路の動作
原理の解明

酒井 邦嘉

東京大学大学院総合文化研究科

教授
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人工多能性幹細胞
（iPS細胞）作製・
制御等の医療基盤
技術

胚細胞ヒストンによるリプログラミング機
構

生殖系列におけるゲノムリプログラミン
グ機構の統合的解明とその応用

石井 俊輔

斎藤 通紀

理化学研究所石井分子遺伝学研究室

京都大学大学院医学研究科

教授

造血幹細胞のエピジェネティクスとその
制御法の創出

生理的細胞リプログラミング機構の解明
とその応用

岩間 厚志

高倉 伸幸

千葉大学大学院医学研究院

2008-2014

上席研究員

教授

大阪大学微生物病研究所

教授

戦略目標

iPS細胞誘導の為の分子基盤の解明に
よる安全性の確保

神経堤細胞をモデルとした生体内での
細胞リプログラミング法の開発

細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作

奥田 晶彦

高橋 淑子

ヒト人工染色体を用いたiPS細胞の作
製と遺伝子・再生医療

組織幹細胞／前駆細胞を誘導するディ
レクテッドリプログラミング技術の開発

押村 光雄

妻木 範行

ヒトiPS細胞の分化能と腫瘍化傾向を反
映するマーカー遺伝子群の探索

細胞リプログラミングと分化における転
写調節機構

古関 明彦

西田 栄介

れる、iPS細胞を基軸とした細胞リプログラ

人工癌幹細胞を用いた分化制御異常
解析と癌創薬研究

直接リプログラミングによる心筋細胞誘
導の確立と臨床への応用

ミング技術の開発に基づき、当該技術の高

佐谷 秀行

家田 真樹

製・制御による革新的医療基盤技術の創

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 教授

京都大学大学院理学研究科

教授

出

鳥取大学染色体工学研究センター 教授

研究総括

須田

年生

慶應義塾大学医学部
教授

研究領域の概要
本研究領域は、近年著しい進歩の見ら

度化・簡便化を始めとして、モデル細胞の

理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センタ
ー グループディレクター

慶應義塾大学医学部

教授

京都大学iPS細胞研究所

教授

京都大学大学院生命科学研究科

慶應義塾大学医学部

教授

特任講師

構築による疾患発症機構の解明、新規治
療戦略、疾患の早期発見などの革新的医
療に資する基盤技術の構築を目指す研究
を対象とするものです。
具体的には、ゲノミクス・染色体構造・
エピジェネティクス解析を通じたリプログラム

精子幹細胞のリプログラミング機構の解
明と医学応用の可能性の検討

iPS細胞を用いた造血器腫瘍の病態解
明と治療法の探索

篠原 隆司

黒川 峰夫

京都大学大学院医学研究科

教授

東京大学大学院医学系研究科

教授

および細胞分化機構の研究、遺伝子導入
の制御などの研究、リプログラムを誘導す
る化合物のハイスループットスクリーニングを
行う研究、先天性疾患の患者細胞から作
製された多能性幹細胞を用い疾患発症機

iPS細胞由来の樹状細胞とマクロファー
ジを用いた医療技術の開発

ヒトiPS細胞の高品質化とその検証・応
用

千住 覚

花園 豊

熊本大学大学院生命科学研究部

准教授

自治医科大学分子病態治療研究センター 教授

構の解明を目指す研究などが含まれます。
さらには、こうした幹細胞研究と病態研
究等の統合による、これまでにない新規治
療法や予防医療の開発に繋がる研究も対
象とします。

分化細胞に多能性を誘導する転写因子
ネットワークの構造解析

肝分化指向性iPS細胞からの高機能性
肝組織の構築

丹羽 仁史

宮島 篤

人工染色体を用いた新たな細胞リプロ
グラミング技術開発

iPS細胞による肝臓ヒト化モデルの構築
と治療実験

米田 悦啓

山村 研一

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
プロジェクトリーダー

医薬基盤研究所

研究所長

教授

熊本大学生命資源研究・支援センター 教授

iPS細胞を駆使した神経変性疾患病因
機構の解明と個別化予防医療開発

核エピゲノムとミトコンドリアゲノムの化
学的制御とその応用

井上 治久

吉田 稔

京都大学iPS細胞研究所

教授

iPS細胞を用いた組織幹細胞誘導の確
立と分子基盤の解明

江良 択実

熊本大学発生医学研究所
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東京大学分子細胞生物学研究所

教授

理化学研究所吉田化学遺伝学研究室

主任研究員

アレルギー疾患・
自己免疫疾患など
の発症機構と治療
技術

IL－17ファミリー分子、C型レクチンを標的とした自己免
疫・アレルギー疾患の発症機構の解明と治療薬の開発

核酸を主体とした免疫応答制御機構の
解明とその制御法の開発

岩倉 洋一郎

谷口 維紹

東京理科大学生命医科学研究所

教授

特任教授

樹状細胞制御に基づく粘膜免疫疾患の
克服

ヒト肥満細胞活性化制御技術の開発に
よるアレルギー疾患の克服

樗木 俊聡

渋谷 彰

東京医科歯科大学難治疾患研究所

2008-2014

東京大学生産技術研究所

教授

筑波大学医学医療系

教授

戦略目標

受容体制御による新しい免疫療法の構
築

自然免疫系を標的とした腸管免疫疾患
の制御技術の開発

花粉症をはじめとするアレルギー性疾患・

高井 俊行

竹田 潔

自己免疫疾患等を克服する免疫制御療法

東北大学加齢医学研究所

教授

大阪大学大学院医学系研究科

教授

の開発
アポトーシス細胞の貪食・分解とその異
常

長田 重一

京都大学大学院医学研究科

研究総括

菅村

和夫

宮城県立病院機構
理事長

教授

臓器特異的自己免疫疾患・炎症疾患
の制御機構の理解とその人為的制御

平野 俊夫
大阪大学

総長

研究領域の概要
本研究領域は、アレルギー疾患や自己
免疫疾患を中心とするヒトの免疫疾患を予

細胞骨格制御シグナルを標的とした免
疫難病治療の新戦略

防・診断・治療することを目的に、免疫シ

福井 宣規

ステムを適正に機能させる基盤技術の構築

九州大学生体防御医学研究所

教授

を目指す研究を対象としています。
アレルギー疾患や自己免疫疾患を中心と
する疾患には国民のQOLを低下させるとさ
れるものから重篤な場合は死に至るものまで
あります。このような疾患についてこれまで
に深められてきた分子、細胞、器官・組

細胞内シグナル制御による免疫リプログ
ラミング

吉村 昭彦

慶應義塾大学医学部

教授

織といったレベルにおける免疫機構や制御
に関する理解を個体レベルの高次調節免

ペア型レセプターを標的とした免疫・感
疫ネットワークシステムの理解へと発展させ、 染制御技術の開発
臨床応用へとつないでいきます。
具体的な研究課題としては、制御性細

荒瀬 尚

大阪大学微生物病研究所

教授

胞による免疫調節機構、粘膜免疫系・自
己免疫系・獲得免疫系・自然免疫系の
構築機構とその制御、自己免疫疾患・ア
レルギー疾患の発症機構、免疫と感染制
御機構、疾患に対する薬剤・ワクチンなど
の開発と効果測定、疾患の診断・治療法

自己免疫疾患制御分子の同定による新
規治療法の開発

岡崎 拓

徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター 教授

の確立、などが含まれます。
新たなアレルギー発症機構の解明とその
制御

烏山 一

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

接着制御シグナルの破綻と自己免疫疾
患

木梨 達雄

関西医科大学附属生命医学研究所

教授

液性免疫制御による新しい治療法の開
発

黒崎 知博

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教
授
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精神・神経疾患の
分子病態理解に基
づく診断・治療へ
向けた新技術の創
出

恐怖記憶制御の分子機構の理解に基づい
たPTSDの根本的予防法・治療法の創出

ポリグルタミン病の包括的治療法の開発

井ノ口 馨

貫名 信行

富山大学大学院医学薬学研究部

教授

アルツハイマー病根本治療薬創出のた
めの統合的研究

プルキンエ細胞変性の分子病態に基づ
く診断・治療の開発

岩坪 威

水澤 英洋

東京大学大学院医学系研究科

2007-2014

理化学研究所視床発生研究チーム 客員主管研究
員／順天堂大学大学院医学研究科 客員教授

教授

国立精神・神経医療研究センター病院 院長／東
京医科歯科大学脳神経病態学 特任教授

神経発達関連因子を標的とした統合失
調症の分子病態解明

貝淵 弘三

戦略目標

名古屋大学大学院医学系研究科

教授

精神・神経疾患の診断・治療法開発に
向けた高次脳機能解明によるイノベーショ
ン創出

パーキンソン病遺伝子ネットワーク解明
と新規治療戦略

髙橋 良輔

京都大学大学院医学研究科

研究総括

樋口

輝彦

国立精神・神経医療
研究センター 理事長

研究領域の概要
本研究領域は、少子化・高齢化・スト
レス社会を迎えたわが国において社会的要

教授

マウスを活用した精神疾患の中間表現
型の解明

宮川 剛

藤田保健衛生大学総合医科学研究所

教授

脊髄外傷および障害脳における神経回路構築による治療法の開
発～インテリジェント・ナノ構造物と高磁場による神経機能再生～

小野寺 宏

国立病院機構仙台医療センター 特任上席研究員

請の強い認知・情動などをはじめとする高
次脳機能の障害による精神・神経疾患に
対して、脳科学の基礎的な知見を活用し予
防・診断・治療法等における新技術の創
出を目指すものです。
具体的には、高次脳機能障害を呈する

社会行動関連分子機構の解明に基づく
自閉症の根本的治療法創出

加藤 進昌
昭和大学医学部

教授

精神・神経疾患の分子病態理解を基盤と
して、その知見に基づく客観的な診断及び
根本治療に向けた研究を対象とします。例
えば、生化学的もしくは分子遺伝学的観点
から客観的な指標として利用可能な分子マ

BDNF機能障害仮説に基づいた難治性
うつ病の診断・治療法の創出

小島 正己

産業技術総合研究所

研究グループ長

ーカーあるいは非侵襲的イメージング技術な
ど機能マーカーを用いた診断法の開発、遺
伝子変異や環境変化などを再現した疾患モ
デル動物の解析、根本治療を実現するた
めの創薬に向けた標的分子の探索・同定
などが研究対象となります。

孤発性ALSのモデル動物作成を通じた
分子標的治療開発

祖父江 元

名古屋大学医学系研究科

教授

なおこれらの研究を進めていく上では、疾
患を対象とした臨床研究と脳科学などの基
礎研究、精神疾患研究と神経疾患研究、
脳画像などの中間表現型解析研究と遺伝
子解析研究など、異なる研究分野や研究
手法の有機的な融合をはかる研究を重視す

分子的理解に基づく抗アミロイドおよび
抗タウ療法の開発

井原 康夫

同志社大学生命医科学部

教授

るものです。
精神の表出系としての行動異常の統合
的研究

内匠 透

理化学研究所脳科学総合研究センター シニアチー
ムリーダー

統合失調症のシナプスーグリア系病態
の評価・修復法創出

西川 徹

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
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教授

次世代エレクトロニ
クスデ バイスの創
出に資する革新材
料・プロセス研究

機能性酸化物を用いた界面相転移スイ
ッチングデバイスの開発

計算科学によるグラファイト系材料の基礎物性解
明とそのデバイス応用における設計指針の開発

秋永 広幸

岡田 晋

グラフェン・オン・シリコン材料・デバ
イス技術の開発

高密度多層配線・三次元積層構造にお
ける局所的機械強度の計測手法の開発

尾辻 泰一

神谷 庄司

産業技術総合研究所ナノ電子デバイス研究センター
研究センター長

東北大学電気通信研究所

2007-2014

教授

筑波大学数理物質系

准教授

名古屋工業大学大学院工学研究科

教授

戦略目標

真空紫外レーザー光発生用非線形光学
結晶の開発

電荷レス・スピン流の三次元注入技術
を用いた超高速スピンデバイスの開発

新原理・新機能・新構造デバイス実現の

佐々木 孝友

木村 崇

ための材料開拓とナノプロセス開発

大阪大学光科学センター 特任教授

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

ハーフメタル強磁性体を用いたスピン機
能MOSFETの開発

菅原 聡

研究総括

渡辺

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

久恒

（株）EUVL基盤開発
センター 相談役

研究領域の概要

3端子型原子移動不揮発性デバイス
「アトムトランジスター」の開発

長谷川 剛

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究
拠点 主任研究者

極微細加工用レジスト研究とプロセスシ
ミュレーターの開発

原子論から始まる統合シミュレータの開
発

田川 精一

森 伸也

大阪大学産業科学研究所

特任教授

大阪大学大学院工学研究科

准教授

この研究領域は、半導体ロードマップ戦
略に基づく技術進化の飽和を超越すること
を目的として、微細化パラダイムのみでは

LSI用3次元カーボン・アクティブ配線
の開発

実現できない機能・性能を持つ、革新的

二瓶 瑞久

且つ実用化可能なエレクトロニクスデバイス
を 創製するための材料・構造の開発及び
プロセス開発を行う研究を対象とします。
具体的には、新しい原理により消費電
力の増大、製造コストの巨額化といった実
用上の問題を解決するための高集積情報
処理デバイス、有機物を含め異種材料や

富士通（株）知的財産権本部情報部先端技術研究
室 室長付

革新的プロセスによる金属／機能性酸
化物複合デバイスの開発

湯浅 新治

産業技術総合研究所ナノスピントロニクス研究センタ
ー 研究センター長

縦型ボディーチャネルMOSFETとその集
積プロセスの開発

遠藤 哲郎

東北大学学際科学国際高等研究センター 教授

技術の融合により新機能・高性能を発揮
するデバイス、及びそれらを可能にするプロ
セス研究、また従来にない斬新なアプリケ
ーションを切り拓く研究等が含まれます。
本研究領域では、材料・プロセスの特

コヒーレントEUV光を用いた極微パタン
構造計測技術の開発

木下 博雄

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所

教授

性・機構解明に留まらず、実用技術に発
展することが十分見込まれる研究を推進しま
す。

Ge High－k CMOSに向けた固相界面
の理解と制御技術の開発

鳥海 明

東京大学大学院工学系研究科

教授

数値シミュレーションによる新材料・新
機能の開発

前川 禎通

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター
センター長

超高速ナノインプリントリソグラフィ技術
のプロセス科学と制御技術の開発

松井 真二

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所

教授

ナノデバイスのピコ秒物理の解析による
揺らぎ最小化設計指針の開発

大毛利 健治

筑波大学数理物質系

准教授
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デ ィペ ンダ ブ ル
VLSIシステムの基
盤技術
2007-2014

ロバストファブリックを用いたディペンダ
ブルVLSIプラットフォーム

小野寺 秀俊

京都大学大学院情報学研究科

教授

アーキテクチャと形式的検証の協調によ
る超ディペンダブルVLSI

坂井 修一

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

戦略目標

ディペンダブルワイヤレスシステム・デ
バイスの開発

高信頼・高安全を保証する大規模集積シ

坪内 和夫

ステムの基盤技術の構築

東北大学

名誉教授

統合的高信頼化設計のためのモデル化
と検出・訂正・回復技術

研究総括

浅井 彰二郎

（ 株 ）リガク 取 締 役
副社長

研究領域の概要

安浦 寛人

九州大学大学院システム情報科学研究院
（副学長）

理事

フィールド高信頼化のための回路・シス
テム機構

梶原 誠司

九州工業大学大学院情報工学研究院

教授

本研究領域は、VLSIシステムの高信
頼・高安全性を保証するための基盤技術
の研究開発を対象とします。人類の諸活動

超高信頼性VLSIシステムのためのディ
ペンダブルメモリ技術

が情報システムに依存する度合いは増す一

吉本 雅彦

方であり、その信頼性・安全性の確保はき

神戸大学大学院工学研究科

教授

わめて重要な社会的課題です。そのエンジ
ンであるVLSIも、それ自身が膨大な数の回
路素子を含む巨大システムであり、その信
頼性・安全性は情報システムの信頼性・
安全性のコアとなるものです。VLSIシステ
ムを、信頼性・安全性に配慮しつつさらに

ディペンダブルネットワークオンチッププ
ラットフォームの構築

米田 友洋

国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系

教授

大規模化するため、横たわる多くの課題を
解決することが本研究領域の目的です。
具体的には次のような研究課題が含まれ
ます。まず素子寸法の極限的な微細化にと
もなう物理的な揺らぎ、一過性雑音事象、

自己修復機能を有する3次元VLSIシス
テムの創製

小柳 光正

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授

使用にともなう劣化などが問題です。こうし
た不安定要因は、直接誤動作の原因とな
るのみならず、VLSIの大規模化にとっての
阻害要因であり、その影響を緩和する素子
レベル、回路レベル、システムレベルの新
技術の研究開発が必要です。一方、微細

ディペンダブル ワイヤレス ソリッド・ス
テート・ドライブ（SSD）

竹内 健

中央大学理工学部

教授

化による大規模化が限界に近づいているた
め、多数のチップを3次元的に実装すること
による大 規 模 化と、それにともなう信 頼
性・安心性の確保も大きな課題であり、研
究開発が必要です。規模の拡大と複雑化
にともなう設計上のミスを排除し、設計・検

耐タンパディペンダブルVLSIシステムの
開発・評価

藤野 毅

立命館大学理工学部

教授

証・製造・検査を容易化する設計の方法
も研究開発課題です。信頼性・安全性へ
のVLSIシステム内外からの脅威を動作中に

組込みリアルタイムシステム用ディペンダブ
ルSoC及びSiPに関する基盤技術の研究

検出し、封じ込め、緩和するアーキテクチ

山崎 信行

ャー、回路の研究開発も必要となります。
VLSIシステムへの要求事項は、用いられる
情報システムの特性から決まりますが、新し
く信頼性・安全性の仕様規定、評価尺度
を作り上げて行くことも本研究領域の研究
開発課題です。
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慶應義塾大学理工学部

教授

ナノ界面技術の基
盤構築

有機シリカハイブリッド材料のナノ構造
制御と機能創出

表面力測定によるナノ界面技術の基盤
構築

稲垣 伸二

栗原 和枝

（株）豊田中央研究所稲垣特別研究室
ニアフェロー

2006-2013

室長・シ

東北大学原子分子材料科学高等研究機構

教授

超高輝度放射光機能界面解析・制御
ステーション

DDS粒子のナノ界面と鳥インフルエンザ
ワクチン等への応用

尾嶋 正治

櫻井 和朗

東京大学大学院工学系研究科

教授

北九州市立大学国際環境工学部

教授

戦略目標

酸化物・有機分子の界面科学とデバイ
ス学理の構築

量子界面制御による量子ナノデバイス
の実現

異種材料・異種物質状態間の高機能接

川﨑 雅司

松本 和彦

合界面を実現する革新的ナノ界面技術の

東京大学大学院工学系研究科

教授

大阪大学産業科学研究所

教授

創出とその応用
錯体プロトニクスの創成と集積機能ナノ
界面システムの開発

北川 宏

京都大学大学院理学研究科

研究総括

新海

征治

崇城大学工学部ナノサ
イエンス学科 教授／
九州大学 名誉教授

研究領域の概要
本研究領域は、異種材料・異種物質
状態間の界面をナノスケールの視点で扱う
研究分野が集結することによりナノ界面機
能に関する横断的な知識を獲得するととも

教授

異種物質との接合を利用した金クラスタ
ー触媒の機能設計

春田 正毅

首都大学東京大学院都市環境科学研究科
授

特任教

巨大Rashba効果によるスピン偏極電流

有賀 哲也

京都大学大学院理学研究科

教授

に、これを基盤としたナノレベルでの理論解
析や構造制御により飛躍的な高機能を有
する革新的材料、デバイス、技術の創出
を目指すものです。具体的な研究対象とし
ては、エレクトロニクス、エネルギー変換用
デバイスにおける有機材料と金属・半導体

自己組織化に基づくナノインターフェー
スの統合構築技術

君塚 信夫

九州大学大学院工学研究院

教授

などとの界面、環境浄化触媒や機能制御
膜などにおける表面・界面、ナノバイオ医
療用の生体材料と人工物との界面などが
対象となります。さらには、物質・材料の
生成プロセスを利用した、または、ソフト構

ナノギャップ電極／ナノ量子系接合によ
る新機能の創出

平川 一彦

東京大学生産技術研究所

教授

造体を鋳型とした無機系物質のナノ構造体
の創製なども機能界面の利用という視点で
研究対象に含まれます。また、ナノスケー
ル材料の生体安全性に関する知見の蓄
積、例えば、ナノ粒子の細胞膜上での挙
動なども主要な研究の方向性の一つです。

自己組織化有限ナノ界面の化学

藤田 誠

東京大学大学院工学系研究科

教授

分子運動操作を基盤とした多次元的バ
イオ界面

由井 伸彦

東京医科歯科大学生体材料工学研究所

教授

界面ナノ細孔での液体の巨視的物性の
解明

一ノ瀬 泉

物質・材料研究機構先端的共通技術部門高分子材
料ユニット ユニット長

水素活性化アクア触媒界面による常
温・常圧エネルギー変換

小江 誠司

九州大学大学院工学研究院

教授
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ナノ科学を基盤とし
た革新的製造技術
の創成
2006-2013

遺伝子治療実用化のための超分子ナノ
デバイス製造技術の創成

ナノバイオチップ技術を利用する高速酵
素分子進化システム創製

片岡 一則

一木 隆範

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科
授

教

東京大学大学院工学系研究科

准教授

再生医療に向けたバイオ／ナノハイブリ
ッドプラットホーム技術の構築

無機ナノシートを用いた次世代エレクトロ
ニクス用ナノ材料／製造プロセスの開発

小寺 秀俊

佐々木 高義

京都大学大学院工学研究科

教授

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 フェロー

戦略目標

ソリューションプラズマ反応場の自律制
御化とナノ合成・加工への応用

階層的に構造化されたバイオミメティッ
ク・ナノ表面創製技術の開発

ナノデバイスやナノ材料の高効率製造及び

高井 治

下村 政嗣

ナノスケール科学による製造技術の革新に

名古屋大学エコトピア科学研究所

教授

東北大学原子分子材料科学高等研究機構

教授

関する基盤の構築
高精度にサイズ制御した単電子デバイ
スの開発

塚越 一仁

真島 豊

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究
拠点 主任研究者

研究総括

堀池

ナノ界面・電子状態制御による高速動
作有機トランジスタ

靖浩

筑波大学 客員教授
／物質・材料研究機
構 名誉フェロー

液晶性有機半導体材料の開発

半那 純一

東京工業大学像情報工学研究所

教授

研究領域の概要
本研究領域では、ナノデバイスやナノ材 マイクロ空間場によるナノ粒子の超精
料を高効率に製造する技術群の基盤構築、 密合成
およびこれらの応用による具体的応用実施
例の提示、ならびに製造プロセスに係る現
象のナノスケール科学による革新を目指し
た研究を推進し、これらを「ナノ製造技術」
の基盤として構築することを通して将来のナ
ノテクノロジーの本格的実用化を目指すも
のです。具体的には、様々なナノ材料やそ
れらの複合体により格段に優れた機能を発

前田 英明

産業技術総合研究所生産計測技術研究センタ－マイ
クロ空間化学ソリューションチーム チーム長

免疫制御能を有する高分子ナノ粒子ワ
クチンの製造

明石 満

大阪大学大学院工学研究科

教授

現する実用化可能な新材料や、これらの材
料およびナノ構造に由来して発揮される高
性能デバイスの創製、及びその高効率生
産技術、ナノレベルでの加工技術、ナノ自
己組織化を活用した製造技術、製造に使

高機能分子「スーパー抗体酵素」の自
動合成装置と大量合成

宇田 泰三

大分大学工学部応用化学科

教授

用できるナノ計測・検査技術等を対象とし
ます。更に製造技術を革新的に変えるナノ
科学の研究も対象としますが、研究終了時
点で実用化に関しそのシナリオが確実に描
けていることが期待されます。

第二世代カーボンナノチューブ創製によ
る不代替デバイス開発

片浦 弘道

産業技術総合研究所ナノシステム研究部門
究員

上席研

イオン液体と真空技術による革新的ナノ
材料創成法の開発

桑畑 進

大阪大学大学院工学研究科

教授

プラズマナノ科学創成によるプロセスナ
ビゲーション構築とソフト材料加工

堀 勝

名古屋大学大学院工学研究科

教授

ソフトナノマテリアル3D分子イメージング
法の開発

松尾 二郎

京都大学大学院工学研究科
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准教授

東京工業大学応用セラミックス研究所

教授

実用化を目指した
組込みシステム用
ディペンダブル・オ
ペレーティングシス
テム

並列・分散型組込みシステムのためのデ
ィペンダブルシングルシステムイメージOS

石川 裕

東京大学情報基盤センター 教授

省電力でディペンダブルな組込み並列シ
ステム向け計算プラットフォーム

佐藤 三久

筑波大学計算科学研究センター 教授

2006-2013

マイクロユビキタスノード用ディペンダブ
ルOS

徳田 英幸

戦略目標

慶應義塾大学環境情報学部

教授

高セキュリティ・高信頼性・高性能を実現
する組込みシステム用の次世代基盤技術
の創出

高機能情報家電のためのディペンダブ
ルオペレーティングシステム

中島 達夫

早稲田大学理工学術院

研究総括

所

眞理雄

（株）ソニーコンピュー
タサイエンス 研 究 所
会長・ファウンダー

副研究総括

村岡

洋一

早稲田大学理工学術
院 教授

教授

ディペンダブルシステムソフトウェア構築
技術に関する研究

前田 俊行

東京大学大学院情報理工学系研究科

助教授

実時間並列ディペンダブルOSとその分
散ネットワークの研究

加賀美 聡

産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター
研究チーム長

利用者指向ディペンダビリティの研究
研究領域の概要
コンピュータ技術の進展に伴い、基幹業
務系や汎用PCのみならず、ホームサーバ、
デジタルTV、組み込み型高性能サーバ、
車載制御装置、生産制御装置、通信制
御装置、ロボット、携帯機器、モバイル・
ウェラブルコンピュータ、センサー・アクチュ
エータなど、多数の情報機器・システムが
ネットワークに接続されるようになってきてお
り、近い将来にいわゆるユビキタス情報社
会を構成するであろうと見込まれます。この
時、これらの要素システムの多くは目的別
の組込みシステムとして構築され、高い信
頼性、応答性を確保しつつ、小さく、軽く
実現することを要求されます。加えて、それ
らを接続した情報システムの信頼性、安全
性、セキュリティ、性能などの要求を満足
でき、さらには将来の拡張性や変更に動的
に対応できなければなりません。このような
ディペンダブルなシステムを構築するために
は、オペレーティング・システム（OS）の
レベルからイノベーティブな研究開発を行う
必要があると考えられます。本研究領域は、
ディペンダブルな情報システムを構築するた
めの組込みシステム向けのOSの研究開発
を行うものです。
本研究領域では、将来、社会で実際に
広範に使用されうるOS技術を創出するため
に、実用化を目指し、個別の研究成果を
統合して実用システムとして実現が可能で
あることを実証し、オープンソースの形で将
来の更なる研究開発の基盤を提供すること
を目指します。このため、本研究領域にお
いては、研究総括の強い統率の下で、必
要に応じて研究体制の再編や研究の進め
方の調整を行うことにより、研究領域内の
研究を横断・統合した推進体制をとり、適
切な研究領域運営を行うこととします。

木下 佳樹

産業技術総合研究所セキュアシステム研究部門
幹研究員

主

Security Weaver とPスクリプトによる実
行中の継続的な安全確保に関する研究

倉光 君郎

横浜国立大学大学院工学研究院

准教授

耐攻撃性を強化した高度にセキュアな
OSの創出

河野 健二

慶應義塾大学理工学部

准教授
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生命システムの動
作原理と基盤技術
2006-2012

器官のグローバルな非対称性と一細胞
の極性をつなぐ機構の解明

上村 匡

京都大学大学院生命科学研究科

教授

短周期遺伝子発現リズムの動作原理

影山 龍一郎

京都大学ウイルス研究所

教授

戦略目標

シグナル伝達機構の情報コーディング

生命システムの動作原理の解明と活用の

黒田 真也

ための基盤技術の創出

東京大学大学院理学系研究科

教授

生物の極性が生じる機構

濱田 博司

研究総括

中西

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

重忠

（財）大阪バイオサイエ
ンス研究所 所長

研究領域の概要

行動を規定する神経回路システム動態
の研究

森 郁恵

名古屋大学大学院理学研究科

教授

本研究領域は、生命システムの動作原
理の解明を目指して、新しい視点に立った
解析基盤技術を創出し、生体の多様な機

細胞における確率的分子情報処理のゆ
らぎ解析

能分子の相互作用と作用機序を統合的に

上田 昌宏

解析して、動的な生体情報の発現における

大阪大学大学院理学研究科

教授

基本原理の理解を目指す研究を対象としま
す。
具体的には、近年の飛躍的に解析が進
んだ遺伝情報や機能分子の集合体の理解
をもとに、細胞内、細胞間、個体レベルの
情報ネットワークの機能発現の機構、例え

シアノバクテリアの概日システム

近藤 孝男

名古屋大学大学院理学研究科

教授

ば生体情報に特徴的な非線形で動的な反
応機構などを、新しい視点に立って解析を
進めることによって生命システムの統合的な
理解をはかる研究を対象とします。
さらには、生体情報の発現の数理モデル

RNAサイレンシングが司る遺伝子情報
制御

塩見 美喜子

東京大学大学院理学系研究科

教授

化や新しい解析技術の開発など基盤技術
の創成を目指した研究も対象としますが、
生命現象の実験的解析と融合した研究を
重視するものです。

ユビキチンシステムの網羅的解析基盤
の創出

中山 敬一

九州大学生体防御医学研究所
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教授

代謝調節機構解析
に基づく細胞機能
制御基盤技術
2005-2012

定量的メタボロミクスとプロテオミクスの
融合

糖代謝恒常性を維持する細胞機能の制
御機構

小田 吉哉

清野 進

脂質メタボロームのための基盤技術の
構築とその適用

植物アミノ酸代謝のオミクス統合解析に
よる解明

エーザイ（株）バイオマーカー＆パーソナライズドメデ
ィスン機能ユニット プレジデント

田口 良

中部大学生命健康科学部

神戸大学大学院医学系研究科

教授

平井 優美

教授

理化学研究所植物科学研究センター ユニットリーダ
ー

戦略目標

代謝解析による幹細胞制御機構の解明

個体における細胞ストレス応答代謝産
物の遺伝生化学的解明

代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御

平尾 敦

三浦 正幸

に関する基盤技術の創出

金沢大学がん研究所

教授

東京大学大学院薬学系研究科

教授

栄養シグナルによる植物代謝制御の分
子基盤

柳澤 修一

研究総括

西島

東京大学大学院農学生命科学研究科

正弘

昭和薬科大学

学長

染色体分配メタボリズムを支える分子ネ
ットワークの解析

柳田 充弘

京都大学大学院生命科学研究科

前研究総括

鈴木

紘一

東レ株式会社
所長

准教授

専任理事/先端融合研究所

研究領域の概要

特任教授

タンパク質修飾の動態とネットワークの
網羅的解析

吉田 稔

理化学研究所基幹研究所

主任研究員

本研究領域は、細胞内の代謝変化を統
合的あるいは網羅的に解析し、細胞の恒
常性維持のメカニズムを解明することによ
り、細胞機能の向上・改変・付与や恒常
性の乱れを回復するための、細胞を制御す

生体膜リン脂質多様性の構築機構の解明
と高度不飽和脂肪酸要求性蛋白質の同定

新井 洋由

東京大学大学院薬学系研究科

教授

る基盤的な新技術の創出を目指す研究を
対象とします。具体的には、代謝産物群の
パターンによる外部刺激に応じた正常細胞
の細胞内状態の変化や病態、発生過程
等における細胞状態の評価・分類、既存
あるいは個 別測定データに基づく細胞モデ

RNA代謝解析のための質量分析プラッ
トフォームの開発

礒辺 俊明

首都大学東京大学院理工学研究科

教授

リングと機能変化予測、それらの研究に基
づく代謝経路を特異的に制御する化合物
の予測と制御物質設計に関する研究、お

代謝応答を統御する新たな分子機構の
研究

よびこれらの研究に基づいた新機能を付与

鍋島 陽一

した細胞の作製技術などが含まれます。

先端医療振興財団先端医療センター センター長

オルガネラ － ホメオスタシスと代謝調
節・高次細胞機能制御

藤木 幸夫

九州大学大学院理学研究院

教授

液胞膜エンジニアリングによる植物代謝
システム制御

三村 徹郎

神戸大学大学院理学研究科

教授

鉄および鉄補欠分子族の動態調節とそ
の破綻による病態の解明

岩井 一宏

京都大学大学院医学研究科

教授
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新機能創成に向け
た光・光量子科学
技術
2005-2012

ナノコラム結晶による窒化物半導体レー
ザの新展開

超伝導による連続THz波の発振と応用

岸野 克巳

門脇 和男

上智大学理工学部

教授

筑波大学大学院数理物質科学研究科

超伝導フォトニクスの創成とその応用

光合成初期反応のナノ空間光機能制
御

末宗 幾夫

橋本 秀樹

北海道大学電子科学研究所

教授

大阪市立大学複合先端研究機構

教授

戦略目標

フォトニック結晶を用いた究極的な光の
発生技術の開発

230－350nm帯InAlGaN系深紫外高効
率発光デバイスの研究

光の究極的及び局所的制御とその応用

野田 進

平山 秀樹

ナノ光電子機能の創生と局所光シミュレ
ーション

アダプティブパワーフォトニクスの基盤技
術

堀 裕和

宮永 憲明

京都大学大学院工学研究科 教授／光・電子理工
学教育研究センター センター長

研究総括

伊澤

達夫

東京工業大学
事・副学長

山梨大学大学院医学工学総合研究部

教授

理

極限光電場波形制御による新光量子技
術の創出
研究領域の概要
本研究領域は、情報処理・通信、材

山下 幹雄

北海道大学大学院工学研究科

特任教授

料、ライフサイエンスなど、基礎科学から産
業技術にわたる広範な科学技術の基盤で
ある光学および量子光学に関して、光の発
生、検知、制御および利用に関する革新
的な技術の創出を目指す研究を対象とする

高エネルギー密度プラズマフォトニクス

兒玉 了祐

大阪大学大学院工学研究科

教授

ものです。
具体的には、情報処理・通信技術や計
測技術などの飛躍を目的とした量子ドット、 時空間モルフォロジーの制御による能動
メゾ光学
フォトニック結晶、非線形光学の応用など
による新しい光機能素子などの原理や技
術、分子・原子や化学反応の制御、生

五神 真

東京大学大学院理学系研究科

教授

体観察・計測、産業・医療などへの利用
を目的とした未開拓の波長域発生などの新
しい光源・検出手法の開発・高度化と利
用技術、近接場光などを利用した光と物質
の局所的相互作用の解明と超微細加工や

フォトニックナノ構造アクティブ光機能デ
バイスと集積技術

馬場 俊彦

横浜国立大学大学院工学研究院

教授

超大容量メモリなどの利用技術、光による
原子の量子的制御技術や光の本質に基づ
く新たな物質科学などの創出を目指す研究
を対象とします。また、以上の研究にブレー
クスルーをもたらす、新材料に関する研究も
対象とします。

温度安定性に優れた光通信用InN半導
体レーザの研究

松岡 隆志

東北大学金属材料研究所

教授

電子相関による光と電子の双方向制御
の実現

宮野 健次郎

東京大学先端科学技術研究センター 教授

高強度光電界による電子操作技術の開
拓

渡部 俊太郎

東京理科大学総合研究機構

教授

バイオメディカルフォトニックLSIの創成

太田 淳

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授
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教授

理化学研究所平山量子素子研究室

主任研究員

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 教授

先進的統合センシ
ング技術

社会の安全・安心に貢献するユビキタ
ス集積化マイクロセンサの開発

脳に安全な情報環境をつくるウェアラブ
ル基幹脳機能統合センシングシステム

石田 誠

本田 学

豊橋技術科学大学工学部

2005-2012

教授

国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病
研究第七部 部長

安全と利便性を両立した空間見守りシ
ステム

パラサイトヒューマンネットによる五感情
報通信と環境センシング・行動誘導

車谷 浩一

前田 太郎

産業技術総合研究所情報技術研究部門
ループ長

教授・グ

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

戦略目標

安全・安心のための移動体センシング
技術

生体・環境情報処理基盤の開発とメタ
ボリック症候群対策への応用

安全・安心な社会を実現するための先進

佐藤 知正

山田 一郎

的統合センシング技術の創出

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

セキュリティ用途向け超高感度匂いセン
サシステムの開発

都甲 潔

研究総括

板生

清

東京理科大学専門職
大 学 院イノベーション
研究科 教授

研究領域の概要

九州大学大学院システム情報科学研究院
授

主幹教

事故予防のための日常行動センシング
および計算論の基盤技術

西田 佳史

産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究セ
ンター チーム長

本研究領域は、自然災害や人為的作用
など社会の安全・安心を脅かす危険や脅
威を早期かつ的確に検知し、その情報を迅

全自動モバイル型生物剤センシングシス
テム

速に伝達する統合センシング技術を創出す

安田 二朗

ることを目指す研究を対象とするものです。

科学警察研究所法科学第一部

室長

具体的には、危険物・有害物質や、ビ
ル・橋などの人工物・建造物の劣化・異
常の検知や人間のバイタルサインの検知な
ど、人間環境や人工環境、または自然環
境の状態を検知する高感度・ワイヤレス・
超小型の革新的なセンサ技術、ネットワー

安全・安心のためのアニマルウォッチセ
ンサの開発

伊藤 寿浩

産業技術総合研究所集積マイクロシステム研究センタ
ー 副センター長

ク異常発生時や災害時などにもデータ伝送
を保証するネットワーク技術、センサからの
多様なデータを解釈し、異常検知・迅速な
対応・処置を提示する情報処理技術に関
する研究などを対象とします。
さらに、個別要素技術の組み合わせによ

応力発光体を用いた安全管理ネットワー
クシステムの創出

徐 超男

産業技術総合研究所生産計測技術研究センター応
力発光技術チーム 研究チーム長

り、検知の感度・精度・選択性の飛躍的
な向上を実現する技術、情報処理・ネット
ワーク技術にブレークスルーをもたらすセン
サ・ネットワーク・システム技術、一体的な
システムを実現する技術などを目指した研究

実世界検索に向けたネットワークセンシ
ング基盤ソフトウェアOSOITE

戸辺 義人

東京電機大学未来科学部

教授

などが含まれます。
都市基盤の災害事故リスクの監視とマ
ネジメント

藤野 陽三

東京大学大学院工学系研究科

教授

多種類の危険・有害ガスに対する携帯
型高感度ガスセンサシステム

山中 一司

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授

災害時救命救急支援を目指した人間情
報センシングシステム

東野 輝夫

大阪大学大学院情報科学研究科

教授
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情報システムの超
低消費電力化を目
指した技 術 革新と
統合化技術

高性能・超低電力短距離ワイヤレス可
動情報システムの創出

黒田 忠広

慶應義塾大学理工学部

教授

極限ゲート構造によるシステムディスプ
レイの超低消費電力化

小林 光

大阪大学産業科学研究所

2005-2012

教授

戦略目標

超低消費電力光ルーティングネットワー
ク構成技術

通信・演算情報量の爆発的増大に備える

佐藤 健一

超低消費電力技術の創出

名古屋大学大学院工学研究科

教授

ソフトウェアとハードウェアの協調による
組込みシステムの消費エネルギー最適化

高田 広章

研究総括

南谷

名古屋大学大学院情報科学研究科

教授

崇

キヤノン（株） 顧問

研究領域の概要

しきい値電圧をプログラム可能な超低消
費電力FPGAの開発

小池 帆平

産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門
研究グループ長

本研究領域は、情報通信システム・ネッ
トワークにおいて、回路・デバイス、アーキ
テクチャ、システム・ソフトウェア、アルゴリ
ズム・プロトコル、応用・サービスにおける
革新的要素技術の階層統合的な管理、制

超低消費電力メディア処理SoCの研究

後藤 敏

早稲田大学大学院情報生産システム研究科

教授

御によって既存技術による低消費電力化
の限界を打破する研究を対象とするもので
す。
具体的には、動的電圧制御技術、適応
的エネルギー管理技術、動的再構成アー
キテクチャ、省電力ネットワークアーキテク

単一磁束量子回路による再構成可能な
低電力高性能プロセッサ

高木 直史

京都大学大学院情報学研究科

教授

チャ、省電力アルゴリズム、並列処理言
語・コンパイラ技術等の個別要素技術に
おいて飛躍的な高性能化・高信頼化と低
消費電力化を実現する研究、各階層の要
素技術の統合的管理によってシステ ムの

革新的電源制御による次世代超低電力
高性能システムLSIの研究

中村 宏

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

超低消費電力化にブレークスルーをもたらす
研究、さらには抜本的な超低消費電力化を
可能にする新しい原理に基づくハードウェア
およびソフトウェア基盤技術の創出を目指
す研究が含まれます。

環境知能実現を目指す超低消費電力
化統合システムの研究開発

市川 晴久

電気通信大学大学院情報理工学研究科

教授

超低消費電力化データ駆動ネットワーキ
ングシステム

西川 博昭

筑波大学システム情報系

教授

ULPユビキタスセンサのITシステム電力
最適化制御への応用

前田 龍太郎

産業技術総合研究所集積マイクロシステム研究センタ
ー 研究センター長

ULP－HPC:次世代テクノロジのモデル化・最適化に
よる超低消費電力ハイパフォーマンスコンピューティング

松岡 聡

東京工業大学学術国際情報センター 教授
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マルチスケール・
マルチフィジックス
現象の統合シミュレ
ーション

ナノ・メゾ・マイクロの複雑固液界面
の大規模数値解析

尾形 修司

名古屋工業大学大学院工学研究科

諸熊 奎治

教授

京都大学福井謙一記念研究センター リサーチリーダ
ー

計算量子科学によるナノアーキテクチャ
構築

海洋生態系将来予測のための海洋環
境シミュレーション研究

押山 淳

山中 康裕

東京大学大学院工学系研究科

2005-2012

複雑分子系の複合分子理論シミュレー
ション

教授

北海道大学大学院地球環境科学研究院

教授

全球雲解像大気モデルの熱帯気象予
測への実利用化に関する研究

ソフトマターの多階層／相互接続シミュ
レーション

佐藤 正樹

山本 量一

QM（MRSCI+DFT）／MM法による
生体電子伝達メカニズムの理論的研究

大規模系への超高精度O（N）演算法
とナノ・バイオ材料設計

高田 俊和

青木 百合子

災害予測シミュレーションの高度化

高精度多体多階層物質シミュレーション

高橋 桂子

今田 正俊

化・統合化によって、複数の現象が相互

生体系の高精度計算に適した階層的量
子化学計算システムの構築

惑星間航行システム開発に向けたマル
チスケール粒子シミュレーション

に影響しあうようなマルチスケール・マルチ

天能 精一郎

臼井 英之

戦略目標
次世代高精度・高分解能シミュレーション
技術の開発

研究総括

矢川

東洋大学

元基
教授

研究領域の概要

海洋研究開発機構地球環境変動領域 チームリーダ
ー

理化学研究所次世代計算科学研究開発 プログラ
ムコーディネーター

海洋研究開発機構地球シミュレータセンター プログ
ラムディレクター

京都大学大学院工学研究科

教授

九州大学大学院総合理工学研究院エネルギー物質
科学部門 教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

本研究領域は、世界最先端レベルの超
高速・大容量計算機環境と精緻なモデル

フィジックス現象の高精度且つ高分解能の

神戸大学大学院システム情報学研究科

教授

神戸大学大学院システム情報学研究科

教授

解を求めることを研究の対象とします。
具体的には、地球環境変動、異常気
象、およびそれに起因する災害予測、人
工物の安全性・健全性の評価、複雑な工
業製品の設計・試作、ナノレベルの材料
挙動、生体内たんぱく質構造と生体内薬

ナノバイオ系のシミュレーションとダイナ
ミクス

バイオ分子間相互作用形態の階層的モ
デリング

平尾 公彦

北尾 彰朗

観測・計算を融合した階層連結地震・
津波災害予測システム

超精密予測と巨大分子設計を実現する革
新的量子化学と計算科学基盤技術の構築

松浦 充宏

中辻 博

凝集反応系マルチスケールシミュレーションの研究開発－大規
模原子情報の疎視化・再構成技法・疎視的理論の開発－

原子力発電プラントの地震耐力予測シミ
ュレーション

長岡 正隆

吉村 忍

理化学研究所基幹研究所次世代分子理論特別研究
ユニット 特任顧問

東京大学分子細胞生物学研究所

准教授

物動態など、支配因子が未知あるいは不
確定性を含む現象やスケールが極度に異な
る現象等のモデル化の研究、そのような
モデルの統合数値解析手法の研究、モデ
ルや入力データの妥当性・結果の信頼性
の評価方法の研究などが含まれます。

統計数理研究所予測発見戦略研究センター 特任
教授

名古屋大学大学院情報科学研究科

教授

量子化学研究協会

理事長

東京大学大学院工学系研究科

教授

海洋循環のスケール間相互作用と大規
模変動

羽角 博康

東京大学大気海洋研究所

准教授

超伝導新奇応用のためのマルチスケール・
マルチフィジックスシミュレーションの基盤構築

町田 昌彦

日本原子力研究開発機構システム計算科学センター
研究主幹

DDSシミュレータの研究開発

三上 益弘

産業技術総合研究所ナノシステム研究部門
究員

主任研
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物質現象の解明と
応用に資する新し
い計測・分析基盤
技術

低次元ナノマテリアルと単一分子の振
動分光・ESR検出装置開発

半導体量子構造の探索とテラヘルツ波
計測技術開拓

米田 忠弘

小宮山 進

東北大学多元物質科学研究所

教授

東京大学大学院総合文化研究科

フェムト秒時間分解走査プローブ顕微鏡
技術の開拓と極限計測

ソフトマターの分子・原子レベルでの観察を
可能にする低加速高感度電子顕微鏡開発

重川 秀実

末永 和知

筑波大学大学院数理物質科学研究科

2004-2011

教授

教授

産業技術総合研究所ナノカーボン研究センター 上
席研究員

戦略目標

多量子遷移ESRによる巨大分子の構造
解析

レーザー補助広角3次元アトムプローブ
の開発とデバイス解析への応用

新たな手法の開発等を通じた先端的な計

下山 雄平

宝野 和博

測・分析機器の実現に向けた基盤技術の

室蘭工業大学教育研究支援機構

教授

物質・材料研究機構磁性材料センター フェロー

創出

東北大学

高機能光和周波顕微鏡の開発

高田 昌樹

水谷 五郎

理化学研究所播磨研究所

研究総括

田中

反応現象のX線ピンポイント構造計測

通義

名誉教授

主任研究員

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス
研究科 教授

0.5Å分解能物質解析電子顕微鏡基盤
技術の研究

高柳 邦夫

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

研究領域の概要
本研究領域は、物質や材料に関する科
学技術の発展の原動力である新原理の探

高いコヒーレンスをもつ軟X線レーザーを
利用した新固体分光法の構築

索、新現象の発見と解明に資する新たな

並河 一道

計測・分析に関する基盤的な技術の創出

東京学芸大学教育学部

教授

を目指す研究を対象とするものです。
具体的には、新材料や新規なデバイス
の創出、新規な微細加工技術の創出等に
資する計測・分析技術、環境中等に含ま
れる極微量物質の化学的存在形態に関す
る新規な計測・分析技術等を対象としま

物質科学のための放射光核共鳴散乱
法の研究

瀬戸 誠

京都大学原子炉実験所

教授

す。また、ナノスケールでの物質の形態に
応じた物性や、表面、界面の化学組成や
物性に関する新規な計測・分析技術も対
象とします。
さらに、既存の基本原理に基づく技術で

バルク敏感スピン分解超高分解能光電
子分光装置の開発

高橋 隆

東北大学大学院理学研究科

教授

あっても、計測・分析の速度、感度、精
度を飛躍的に向上させる技術あるいはその
限界に挑む技術等、新原理の探索や新現
象の発見と解明に資する研究や物質科学
技術にブレークスルーをもたらすことが期待
できる研究を含めます。

材 料 開 発 に 資する高 感 度 多 核 固 体
NMR法の開発

竹腰 清乃理

京都大学大学院理学研究科

教授

超高分解能高速イメージング質量分析
技術（質量顕微鏡）の構築

内藤 康秀

光産業創成大学院大学光医療・健康分野

水素のナノスケール顕微鏡

福谷 克之

東京大学生産技術研究所

教授

プラズモニック走査分析顕微鏡

河田 聡

大阪大学大学院工学研究科
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教授

准教授

生命現象の解明と
応用に資する新し
い計測・分析基盤
技術

タンパク質のナノダイナミクス高速撮影
装置の開発

in vivoナノイメージング技術の開発と生
体運動機構の解明

安藤 敏夫

樋口 秀男

金沢大学大学院自然科学研究科

東京大学大学院理学系研究科

細胞内標識による生物分子トモグラフィ
ー

生田 幸士

宮澤 淳夫

教授

兵庫県立大学大学院生命理学研究科

戦略目標

磁気共鳴法による生体内分子動態の非
侵襲計測

新たな手法の開発等を通じた先端的な計

白川 昌宏

測・分析機器の実現に向けた基盤技術の

教授

光駆動ナノマシンを用いた新原理バイオ
計測ツールの研究
名古屋大学大学院工学研究科

2004-2011

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

教授

創出
蛋白質の折り畳み運動解明を目指した
一分子観測法の確立

髙橋 聡

東北大学多元物質科学研究所

研究総括

柳田

敏雄

大阪大学大学院生命
機能研究科 特任教
授

教授

ハイブリッド局在SPRを用いた生体分子
の環境応答性計測

青山 茂

オムロン（株）技術本部

参与

研究領域の概要
本研究領域は、生命系科学技術の発
展の原動力である未解明の生命現象の解

生体分子の動的可視化プローブの開発
と応用

析に資する新たな計測・分析に関する基

長野 哲雄

盤的な技術の創出を目指す研究を対象とす

東京大学大学院薬学系研究科

教授

るものです。
具体的には、生命現象を司る生体分子
の作用機構の本質に迫る解析技術や、生
体または細胞中での生体分子のその場観
察技術、単一細胞レベルでの分析技術、
個体から生態系にわたる多様なスケールで

多目的RNAナノセンサー・モジュレータ
ーの開発

中村 義一

東京大学医科学研究所

教授

の新規な計測・観測技術などを対象としま
す。また、環境試料中に含まれる極微量
物質が生体に与える影響を計測・分析す
るための新規な技術も対象とします。
さらに、既存の基本原理に基づく技術で

タンパク質完全結晶創成

森 勇介

大阪大学大学院工学研究科

教授

あっても、計測・分析の速度、感度、精
度を飛躍的に向上させる技術あるいはその
限界に挑む技術等、新原理の探索や新現
象の発見と解明に資する研究や生命系科
学技術にブレークスルーをもたらすことが期
待できる研究を含みます。

次世代無侵襲・定量的脳機能イメージ
ング法の開発

吉岡 芳親

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教
授

高精度1分子内動画計測から見える生
体分子構造認識プロセス

佐々木 裕次

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

カーボンナノチューブを用いた単一生体
分子ダイナミクスの計測

中山 喜萬

大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻

教授

ns－nm分解能の光子・電子ハイブリ
ッド顕微鏡の開発

永山 國昭

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
教授
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デジタルメディア作
品の制作を支援す
る基盤技術

ユビキタス・コンテンツ製作支援システ
ムの研究

稲蔭 正彦

慶應義塾大学環境情報学部

教授

デジタルパブリックアートを創出する技
術

2004-2011

廣瀬 通孝

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

戦略目標

デジタルメディアを基盤とした21世紀の
芸術創造

メディア芸術の創造の高度化を支える先進

藤幡 正樹

的科学技術の創出

東京芸術大学大学院映像研究科

教授

コンテンツ制作の高能率化のための要
素技術研究

森島 繁生

研究総括

原島

東京大学

早稲田大学理工学術院

教授

博

名誉教授

研究領域の概要

デバイスアートにおける表現系科学技
術の創成

岩田 洋夫

筑波大学大学院システム情報工学研究科

教授

本研究領域は、情報科学技術の発展に
より急速な進歩を遂げたメディア芸術という
新しい文化に係る作品の制作を支える先進

時系列メディアのデザイン転写技術の
開発

的・革新的な表現手法、これを実現するた

片寄 晴弘

めの新しい基盤技術を創出する研究を対象

関西学院大学理工学部

教授

とします。
具体的には、コンピュータ等の電子技術
を駆使した映画、アニメーション、ゲームソ
フト、さらにはその基礎となるCGアート、ネ
ットワークアート作品等の高品質化（多次
元化も含む）を目的とした映像や画像の入

映画制作を支援する複合現実型可視化
技術

田村 秀行

立命館大学情報理工学部

教授

力・処理・編集・表示技術、インターフェ
イス技術、ネットワーク技術等に関する研究
を行います。視覚や聴覚以外の感覚の表
現をも可能とする人工現実感技術、現実
空間と人工空間を重畳させる複合現実感

オンラインゲームの制作支援と評価

松原 仁

公立はこだて未来大学システム情報科学部

教授

技術等も含みます。また、デジタルメディア
としての特徴を生かした斬新な表現手法の
研究、快適性や安全性の観点から人間の
感性を踏まえた表現手法の研究、物語性
に優れた作品の制作を可能にする高度なコ
ンテンツ制作手法の研究、誰もが自由にデ

超高精細映像と生命的立体造形が反
応する新伝統芸能空間の創出技術

河口 洋一郎

東京大学大学院情報学環

教授

ジタルメディア作品の制作を効率的に行うこ
とが出来るソフトウェア・ハードウェアに関す
る研究なども対象とします。

自由空間に3次元コンテンツを描き出す
技術

斎藤 英雄

慶應義塾大学理工学部情報工学科

教授

情報デザインによる市民芸術創出プラッ
トフォームの構築

須永 剛司

多摩美術大学美術学部

教授

人を引き込む身 体 性メディア 場の生
成・制御技術

渡辺 富夫

岡山県立大学情報工学部
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教授

量子情報処理シス
テムの実現を目指
した新技術の創出
2003-2010

光子を用いた量子演算処理新機能の開
拓

井元 信之

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

中性原子を使った量子演算システムの
開発

清水 富士夫

日本電信電話（株）物性科学基礎研究所
授／電気通信大学 共同研究員

客員教

戦略目標

原子アンサンブルを用いた量子情報処
理の基盤技術開発

情報通信技術に革新をもたらす量子情報

高橋 義朗

処理の実現に向けた技術基盤の構築

京都大学大学院理学研究科

教授

超伝導量子ビットシステムの研究開発

蔡 兆申

研究総括

山本

喜久

国立情報学研究所
学 教授

日本電気（株）ナノエレクトロニクス研究所 主席研究員／理
化学研究所フロンティア研究システム 非常勤チームリーダー

教授／スタンフォード大

研究領域の概要

量子ネットワークへ向けた量子エンタング
ルメント制御

古澤 明

東京大学大学院工学系研究科

教授

本研究領域は、ミクロの世界で観測され
る量子力学的現象を制御し、記憶、演算
などの情報処理を行うシステムへ展開してい
くための基盤となる新しい技術の創出を目
指す研究を対象とするものです。
具体的には、光・電子・原子・原子核

冷却イオンを用いた量子情報処理基礎
技術

占部 伸二

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

など様々な系を対象として、量子効果に基
づく基本的なデバイスや多量子ビット化の技
術、量子情報の伝送技術や中継技術、さ
らにそれらの基盤となる要素研究、例えば
量子もつれ現象の制御・観測に関する研
究等に関して、シミュレーションを含めた実

単一光子から単一電子スピンへの量子
メディア変換

小坂 英男

東北大学電気通信研究所

准教授

証的な研究を対象とします。
分子の電子・振動・回転状態を用いた
量子演算基盤技術の開発

百瀬 孝昌

情報通信研究機構
ンビア大学 教授

客員研究員／ブリティッシュコロ

通信波長帯量子もつれ光子とその応用
システム

井上 恭

大阪大学大学院工学研究科

教授

極低温原子を用いる量子計測法の開拓

香取 秀俊

東京大学大学院工学系研究科

准教授

分子スピン量子コンピュータ

北川 勝浩

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

量子多体協力現象の解明と制御

宮下 精二

東京大学大学院理学系研究科

教授
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脳の機能発達と学
習メカニズムの解
明
2003-2010

言語の脳機能に基づく獲得メカニズム
の解明

ドーパミンによる行動の発達と発現の制
御機構

酒井 邦嘉

小林 和人

東京大学大学院総合文化研究科

教育における課題を踏まえた、人の生涯に
亘る学習メカニズムの脳科学等による解明

大脳皮質視覚連合野の機能構築とその
生後発達

櫻井 芳雄

藤田 一郎

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

津本

脳発達を支える母子間バイオコミュニケ
ーション

杉田 陽一

和田 圭司

産業技術総合研究所脳神経情報研究部門 グルー
プリーダー

多賀 厳太郎

東京大学大学院教育学研究科

准教授

忠治

理化学研究所脳科学総合研究センター シニ
アチームリーダー

研究領域の概要

コミュニケーション機能の発達における
「身体性」の役割

中村 克樹

国立精神・神経センター神経研究所

部長

本研究領域は、脳を育み、ヒトの一生を
通しての学習を促進するという視点に、社
会的な観点も融合した新たな視点から、健

小脳による学習機構についての包括的
康で活力にあふれた脳を発達、成長させ、 研究
さらに維持するメカニズムの解明をめざす研
究を対象とするものです。

平野 丈夫

京都大学大学院理学研究科

教授

具体的には、感覚・運動・認知・行動
系を含めた学習に関与する脳機能や言語
などヒトに特有な高次脳機能の発達メカニ
ズムの解明、及びそれらの臨界期（感受
性期）の有無や時期の解明、発達脳にお
ける神経回路網可塑性に関する研究、高

神経回路網における損傷後の機能代償
機構

伊佐 正

自然科学研究機構生理学研究所

教授

次脳機能発達における遺伝因子と環境因
子の相互作用の解明、健やかな脳機能
の保持を目指した研究、精神・神経の障

ニューロン新生の分子基盤と精神機能
への影響の解明

害の機序解明と機能回復方法の研究、社

大隅 典子

会的な環境の変化が脳機能に及ぼす影響

東北大学大学院医学系研究科

教授

に関する研究等が含まれます。
発達期および障害回復期における神経
回路の再編成機構

鍋倉 淳一

自然科学研究機構生理学研究所

教授

情動発達とその障害発症機構の解明

西条 寿夫

富山大学大学院医学薬学研究部システム情動科学
教授

臨界期機構の脳内イメージングによる解
析と統合的解明

Hensch Takao Kurt
理化学研究所脳科学総合研究センター グループデ
ィレクター

応用行動分析による発達促進のメカニ
ズムの解明

北澤 茂

順天堂大学医学部
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教授

幼児脳の発達過程における学習の性質
とその重要性の解明

乳児における発達脳科学研究

研究総括

福島県立医科大学医学部附属生体情報伝達研究所
教授

高齢脳の学習能力と可塑性のBMI法に
よる解明
京都大学大学院文学研究科

戦略目標

准教授

教授

国立精神・神経センター神経研究所

部長

糖鎖の生物機能の
解明と利用技術
2002-2009

糖タンパク質の品質管理における糖鎖
機能の解明

伊藤 幸成

理化学研究所伊藤細胞制御化学研究室
員

木下 タロウ

主任研究

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 副センタ
ー長／大阪大学微生物病研究所 教授

癌の進展における細胞接着性機能糖鎖
の解明

糖鎖シグナルによる獲得免疫応答制御
の解明と疾患制御への応用

神奈木 玲児

鍔田 武志

愛知県がんセンター研究所分子病態学部

部長

東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部
授

戦略目標

感染と共生を制御する糖鎖医薬品の基
盤研究

がんやウイルス感染症に対して有効な革新

木曽 真

的医薬品開発の実現のための糖鎖機能の

糖鎖の動態－機能相関への統合的ア
プローチ

岐阜大学応用生物科学部

教

糖 修 飾システムによる神 経 機 能の発
現・制御

平林 義雄

教授

理化学研究所脳科学総合研究センター ユニットリー
ダー

解明と利用技術の確立
病態における膜マイクロドメイン糖鎖機
能の解明

小山 信人

本家 孝一

タカラバイオ（株）臨床開発部

研究総括

谷口

糖鎖構造の制御によるがん及びウイル
ス疾患の予防法及び治療法の開発

直之

大阪大学産業科学研究所 教授／理化学研
究所糖鎖生物学研究グループ グループデイ
レクター

部長

高知大学医学部

副学長

ウイルス感染における糖鎖機能の解明
と創薬への応用

鈴木 康夫

中部大学生命健康科学部

教授

研究領域の概要
本研究領域は、糖タンパク質、糖脂質、
プロテオグリカンといった生体分子群の有す
る糖鎖の新たな生物機能を解明し、その利
用技術を探索するための研究を対象とする

RNAi法による糖鎖機能解明と利用技
術の開発

西原 祥子
創価大学工学部

教授

ものです。
具体的には、脳神経機能、形態形成、
分化における糖鎖の役割と制御のメカニズ
ム等の新しい機能の解明や応用の可能性
を開拓する研究、糖鎖の改変によるガンの
浸潤転移の制御や感染防止、免疫機能
制御の手法探索等の診断、治療、予防
への応用を指向する研究、あるいは、糖鎖
研究に広く用いられることが期待される糖鎖
の超微量解析技術、情報伝達のダイナミッ
クな状況を可視化する技術の実現を目指す
研究等が含まれます。

糖鎖機能を利用した組換えリソソーム酵
素の脳内補充療法の開発

伊藤 孝司

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
授

教

マイクロドメイン機能異常にもとづく2型
糖尿病の病態解明

井ノ口 仁一

東北薬科大学分子生体膜研究所

教授

担癌状態におけるムチンを介した免疫能
の変化の解析と応用

中田 博

京都産業大学工学部

大学院長

遺伝子破壊による糖鎖機能の戦略的解
明

野村 一也

九州大学大学院理学研究院生物科学部門

准教授

がんや糖尿病等におけるシアリダーゼ異
常の機構解明と制御

宮城 妙子

宮城県立がんセンター研究所

所長・生化学部長

糖鎖構造特異的単鎖抗体ライブラリー
の構築

山口 陽子

東海大学工学部（糖鎖工学研究施設） 教授
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テーラーメイド医療
を目指したゲノム情
報活用基盤技術
2002-2009

高精度ゲノムアレイの開発と疾患遺伝
子の探索

大腸癌の発生、進展および治療感受
性に関わる因子の解析

稲澤 譲治

森 正樹

東京医科歯科大学難治疾患研究所

教授

高血圧関連疾患に関する多面的なゲノ
ム疫学研究

加藤 規弘

国立国際医療センター研究所遺伝子診断治療開発
研究部 部長

戦略目標

転写調節系の分子解剖による糖尿病素
因の探索

個人の遺伝情報に基づく副作用のないテ

武田 純

ーラーメイド医療実現のためのゲノム情報活

岐阜大学大学院医学系研究科

教授

用基盤技術の確立
ゲノム解析によるパーキンソン病遺伝子
同定と創薬

戸田 達史

大阪大学大学院医学系研究科

研究総括

笹月

健彦

国立国際医療センター 名誉総長

研究領域の概要

教授

遺伝子発現調節機構の包括的解析に
よる疾病の個性診断

間野 博行

自治医科大学分子病態治療研究センター 教授

本研究領域は、ゲノム情報を活用した創
薬、個々人の体質に合った疾病の予防と
治療－テーラーメイド医療－の実現に向け
て、新たなゲノム情報解析システム の創
製を目指した研究や多因子疾患の解明と
創薬をはじめとした革新的な治療・予防法

大規模共同研究による統合失調症遺伝
子の探索

有波 忠雄

筑波大学大学院人間総合科学研究科

教授

の基盤となる技術等を対象とします。
具体的には、遺伝力の強い疾病や感染
症に対する感受性や抵抗性のゲノム情報

sub－common diseaseの感受性遺伝
子同定と個人型易罹患性診断への応用

からの解明と創薬、我が国に特徴的な生

井ノ上 逸朗

活習慣病の遺伝・環境要因の探索とゲノ

東海大学医学部

教授

ム情報に基づいた予防法の開発、さらにゲ
ノム情報に基づく薬剤感受性（有効性と副
作用）の個人差を迅速かつ確実に解明す
ることを目指す技術に関する研究、および
それらの基盤となる新たな高効率ゲノム情
報（SNPs）解析技術の実現を目指した研

生体分子の高次構造形成に基づく遺伝
子診断法

寺前 紀夫

東北大学大学院理学研究科

教授

究等が含まれます。
日仏共同体制による人種間ゲノム多型
の比較解析

松田 文彦

京都大学大学院医学研究科

教授

染色体およびRNAの機能変化からの疾
患の系統的解析

油谷 浩幸

東京大学先端科学技術研究センター 教授

Whole Genome Association解析によ
るGVHDの原因遺伝子の探索

小川 誠司

東京大学大学院医学系研究科

特任准教授

分子シャペロン工学に基づく遺伝子解
析

丸山 厚

九州大学先導物質化学研究所
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教授

大阪大学大学院医学系研究科

教授

シミュレーション技
術の革新と実用化
基盤の構築

粒子法によるマルチフィジクスシミュレー
タ

フラグメント分子軌道法による生体分子
計算システムの開発

越塚 誠一

田中 成典

東京大学大学院工学系研究科

教授

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

教授

放射線治療の高度化のための超並列シ
ミュレーションシステムの開発

リアルタイム宇宙天気シミュレーションの
研究

斎藤 公明

田中 高史

戦略目標

多階層的バイオレオシミュレータの研究
開発

システムバイオロジーのためのモデリン
グ・シミュレーション環境の構築

医療・情報産業における原子・分子レベ

土井 正男

冨田 勝

2002-2009

日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門
研究主席

ルの現象に基づく精密製品設計・高度治

東京大学大学院工学系研究科

教授

九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門
授

慶應義塾大学先端生命科学研究所
報学部 教授

教

所長／環境情

療実現のための次世代統合シミュレーション
技術の確立

大規模シミュレーション向け基盤ソフトウ
ェアの開発

先端的データ同化手法と適応型シミュレ
ーションの研究

西田 晃

樋口 知之

中央大学理工学研究所

客員研究員

情報・システム研究機構統計数理研究所
長・教授

副所

研究総括

土居

範久

中央大学理工学部情報工学科

教授

研究領域の概要
この研究領域は、計算機科学と計算科
学が連携することにより、シミュレーション技
術を革新し、信頼性や使い易さも視野に入
れて、実用化の基盤を築く研究を対象とす
るものです。

ナノ物性計測シミュレータの開発

複合手法を用いた電子構造計算技術の
開発

渡邉 聡

藤原 毅夫

東京大学大学院工学系研究科

教授

東京大学大学総合教育研究センター 教授

数値／数式ハイブリッド計算に基づくロ
バスト最適化プラットフォームの構築

穴井 宏和

富士通（株）科学ソリューション事業本部計算科学
ソリューションセンター センター長付

具体的には、物質、材料、生体などの
ミクロからマクロに至るさまざまな現象をシー

材料の組織・特性設計統合化システム
ムレスに扱える新たなシミュレーション技術、 の開発
分散したデータベースやソ フトウェアをシス

テム化する技術、また、計算手法の飛躍

石田 清仁

東北大学大学院工学研究科

教授

的な発展の源となる革新的なアルゴリズム
の研究や、基本ソフト、情報資源を取り扱
いやすくするため のプラットフォームあるいは
分野を越えて共通に利用できる標準パッケ
ージの開発などが含まれます。

高度放射線医療のためのシミュレーショ
ン基盤の開発

佐々木 節

高エネルギー加速器研究機構計算科学センター 教
授

生体骨医療を目指したマルチプロフェッ
ショナル・シミュレータ

高野 直樹

立命館大学理工学部

教授

グリッド技術を用いた大規模分子シミュ
レーションプログラムの開発

長嶋 雲兵

産業技術総合研究所計算科学研究部門
員

主幹研究

医療・創薬のためのマルチスケール・マ
ルチフィジックス心臓シミュレータの開発

久田 俊明

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

数値線形シミュレーションの精度保証に
関する研究

大石 進一

早稲田大学理工学術院

教授
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た ん ぱ く質 の 構
造・機能と発現メ
カニズム－たんぱく
質の機能発現メカ
ニズムに 基 づく革
新的な新薬、診断
技術及び物質生産
技術の創製を目指
して－

細胞成長を司るたんぱく質群の同定と
機能解析

岩井 一宏

米澤 一仁

大阪市立大学大学院医学研究科

遺伝子情報に基づくたんぱく質解析を通し
た技術革新

神戸大学バイオシグナル研究センター 教授

核酸合成に関わるたんぱく質複合体の
構造と機能解析

甲斐荘 正恒

荒木 弘之

X線1分子計測からのin－vivo蛋白質動
的構造／機能解析

細胞周期／チェックポイント制御たんぱ
く質の構造と機能の解析

佐々木 裕次

佐方 功幸

首都大学東京

客員教授

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

（財）高輝度光科学研究センター利用促進部門
幹研究員

主

ロドプシンをモデルとしたG蛋白質共役
型受容体の構造・機能解析
京都大学大学院理学研究科

戦略目標

教授

ゲノム蛋白質の高効率・高精度NMR
解析法の開発

七田 芳則

2001-2008

生体防御におけるたんぱく質間相互作
用と機能発現機構の解析

永田 和宏

藤田 禎三

教授

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
授

福島県立医科大学医学部

教

所長

研究領域の概要
この研究領域は、生命活動の中心的役

ストレスの受容・認識とシグナル変換の
分子機構

一條 秀憲

東京大学大学院薬学系研究科

教授

割を担うたんぱく質の構造及び機能を明ら
かにしつつ、応用の可能性を探索する研究
を対象とするものです。
具体的には、たんぱく質の構造解析の
高度化並びにたんぱく質の動的な構造変
化に立脚する触媒活性や代謝調節、情報

タンパク質の細胞内ダイナミズムの原理
と制御装置

伊藤 維昭

京都大学ウイルス研究所

招聘教授

伝達等の生体反応、発生、免疫、神経
系、環境適応等の高次の生命現象のメカ
ニズムの解明とその医薬、診断技術、物
質生産への応用、変性・再生等の動的な
構造と物性の変化の解析とその制御や改
良技術の展開、これら研究に資する新たな

アミロイドーシス発症の分子機構解明

後藤 祐児

大阪大学蛋白質研究所

教授

測定技術や研究手法の開拓を目指す研究
等が含まれます。

細胞内モジュレータプロテアーゼの生理
機能の解析

反町 洋之

（財）東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研
究所 プロジェクトリーダー

異物排出トランスポーターの構造機能解
析

山口 明人

大阪大学産業科学研究所

教授

たんぱく質と膜が造る細胞内物流システ
ム

吉森 保

大阪大学微生物病研究所
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FFRPたんぱく質群によるDNA・リガン
ド識別機構の解明

小胞体におけるタンパク質の品質管理
機構

箱嶋 敏雄

共和化工（株）環境微生物学研究所

教授

産業技術総合研究所脳神経情報研究部門 グルー
プリーダー

タンパク質の動的複合体形成による機
能制御の構造的基盤

泰郎

九州大学大学院理学研究院

教授

鈴木 理

教授

京都大学再生医科学研究所

研究総括

大島

ユビキチン修飾による蛋白質機能変換
機構の解析

教授

教授

免疫難病・感染症
等の先進医療技術
－遺伝子レベルで
の発症機構の解明
を 通じた 免 疫 難
病・感染症の新た
な治療技術の創製
を目指して－

インフルエンザウイルス感染過程の解明
とその応用

病原細菌の粘膜感染と宿主免疫反応
抑制機構の解明とその応用

河岡 義裕

笹川 千尋

東京大学医科学研究所

教授

自然免疫とヒト難治性免疫疾患

瀬谷 司

北海道大学大学院先端生命科学研究院

教授

山中 伸弥

京都大学物質-細胞統合システム拠点
大学再生医科学研究所 教授

教授／京都

IgL受容体の理解に基づく免疫難病の
克服

高井 俊行

東北大学加齢医学研究所

兵庫医科大学

先進医療の実現を目指した先端的基盤技
術の探索・創出

教授

教授

病原体糖脂質認識シグナル伝達機構の
解明

三宅 健介

東京大学医科学研究所

研究総括

忠三

真に臨床応用できる多能性幹細胞の樹
立

中西 憲司

戦略目標

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

IL－18を標的とした自然型アトピー症の
治療戦略

2001-2008

岸本

東京大学医科学研究所

教授

M細胞の免疫生物学的解明とそれを標
的とする粘膜ワクチンの開発
教授

清野 宏

東京大学医科学研究所

教授

研究領域の概要
この研究領域は、再生医療や抗体工学
等を含む先進医療のうち、免疫が関わる各
種疾患（例えば免疫由来各種難病や各種
感染症）に対する先進医療技術を中心と

病原微生物の宿主免疫系との共生戦
略の解明による治療・制御法の開発

小安 重夫

慶應義塾大学医学部

教授

し、その他関連する先進医療技術も含め、
次世代の医療技術の基礎と応用に関する
研究を対象とするものです。
具体的には、免疫難病（自己免疫疾患
やアレルギー等）の発症機構の遺伝子レ

獲得免疫における高親和性抗体の産生
機構と感染症防御への応用

阪口 薫雄

熊本大学大学院医学薬学研究部

教授

ベルでの解明とそれに基づいた新しい治療
法、例えば抗体療法、遺伝子治療、DNA
ワクチン、幹細胞治療等の開発および結
核、マラリア、エイズ等の細菌、原虫、ウ
イルス感染症に対する新しいワクチンや創
薬の開発につながる基礎的研究等が対象

マラリア感染成立の分子基盤の解明と
新たな感染阻止法の創出

鎮西 康雄

三重大学大学院医学系研究科

客員教授

となります。
肝臓における造血・免疫機構の解明と
肝疾患治療への応用

宮島 篤

東京大学分子細胞生物学研究所

教授

セマフォリンによる免疫調整機構の解明
と免疫制御への応用

菊谷 仁

大阪大学微生物病研究所

教授

制御性T細胞による新しい免疫制御法
の開発

坂口 志文

京都大学再生医科学研究所

教授
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情報社会を支える

全シリコン量子コンピュータの実現

新しい高性能情報

伊藤 公平

処理技術－量子効
果、分子機能、並
列処理等に基づく
新たな高速大容量
コンピューティング
技術の創製を目指
して－
2001-2008
戦略目標
新しい原理による高速大容量情報処理技
術の構築

慶應義塾大学理工学部

助教授

超高速ペタバイト情報ストレージ

井上 光輝

豊橋技術科学大学

研究専任教授

超低電力化技術によるディペンダブルメ
ガスケールコンピューティング

中島 浩

京都大学学術情報メディアセンター 教授

多相的分子インタラクションに基づく大
容量メモリの構築

萩谷 昌己

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

検証における記述量爆発問題の構造変
換による解決

木下 佳樹

産業技術総合研究所システム検証研究センター 研
究センター長

ディペンダブル情報処理基盤

研究総括

田中

坂井 修一

英彦

情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ
研究科 科長

研究領域の概要
この研究領域は、高速大容量情報処理

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

フルーエンシ情報理論にもとづくマルチ
メディアコンテンツ記述形式

寅市 和男

筑波大学先端学際領域研究センター 特任教授

に不可欠な新しい情報処理システムの実現
に向け、その技術についてのハードウエア、
ソフトウエアの研究を対象とするものです。
具体的には、量子コンピュータや分子コ
ンピュータ等を含む新しい原理に基づく情報

量子情報処理ネットワーク要素技術

武藤 俊一

北海道大学大学院工学研究科

教授

処理システム、従来型のコンピュータの性
能を新しい時代に合わせて飛躍的に向上さ
せる要素技術、従来システムの安全性や
信頼性向上のための技術、大負荷に耐え
られる大容量システム技術等に関する研究
が含まれます。

自律連合型基盤システムの構築

加藤 和彦

筑波大学大学院システム情報工学研究科

教授

ヒューマノイドのための実時間分散情報
処理

松井 俊浩

産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター
副センター長

ディペンダブルで高性能な先進ストレー
ジシステム

横田 治夫

東京工業大学学術国際情報センター 教授
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水の循環系モデリ
ングと利用システム
－ 水 資 源と気 候 、
人間活動との関連
を踏まえた水 資 源
の循環予測・維
持・利用のシステ
ム技術の創製を目

人間活動を考慮した世界水循環・水資
源モデル

森林荒廃が洪水・河川環境に及ぼす
影響の解明とモデル化

沖 大幹

恩田 裕一

東京大学生産技術研究所

助教授

筑波大学大学院生命環境科学研究科

准教授

階層的モデリングによる広域水循環予
測

水循環系の物理的ダウンスケーリング手
法の開発

木本 昌秀

小池 俊雄

黄河流域の水利用・管理の高持続性
化

熱帯モンスーンアジアにおける降水変動が
熱帯林の水循環・生態系に与える影響

楠田 哲也

鈴木 雅一

東京大学気候システム研究センター 教授

九州大学大学院工学研究院

特任教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

指して－

北東アジア植生変遷域の水循環と生
物・大気圏の相互作用の解明

人口急増地域の持続的な流域水政策シナリオ－モンスーン・
アジア地域等における地球規模水循環変動への対応戦略－

杉田 倫明

砂田 憲吾

2001-2008

筑波大学大学院生命環境科学研究科

戦略目標
水の循環予測及び利用システムの構築

山梨大学大学院医学工学総合研究部

教授

社会変動と水循環の相互作用評価モデ
ルの構築

各種安定同位体比に基づく流域生態系
の健全性／持続可能性指標の構築

寶 馨

永田 俊

京都大学防災研究所

教授

京都大学生態学研究センター 教授

湿潤・乾燥大気境界層の降水システムに
与える影響の解明と降水予測精度の向上

研究総括

虫明

助教授

功臣

中村 健治

名古屋大学地球水循環研究センター 教授

福 島 大 学 理 工 学 群 共 生システム理 工 学 類
教授

研究領域の概要
この研究領域は、グローバルスケールあ
るいはリージョナルスケールにおいて、大

北方林地帯における水循環特性と植物
生態生理のパラメータ化

太田 岳史

名古屋大学大学院生命農学研究科

教授

気・陸域・海域における水の循環の諸過
程を明らかにし、水循環モデルの構築を目
指すとともに、社会における持続可能で効
率的な水利用システムに関する研究を対象
とするものです。

衛星による高精度高分解能全球降水マ
ップの作成

岡本 謙一

大阪府立大学大学院工学研究科

教授

具体的には、気候変動にともなう水資源
分布の変化、人間活動が水循環に及ぼす
影響に関する研究に加え、水資源の維
持・利用、水循環の変化が社会システム
に及ぼす影響の予測、生態系環境を維
持・保全・回復する水の機能等に関する

都市生態圏－大気圏－水圏における
水・エネルギー交換過程の解明

神田 学

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

研究等が含まれます。
国際河川メコン川の水利用・管理シス
テム

丹治 肇

農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所
チーム長

持続可能なサニテーションシステムの開
発と水循環系への導入

船水 尚行

北海道大学大学院工学研究科

教授

リスク管理型都市水循環系の構造と機
能の定量化

古米 弘明

東京大学大学院工学系研究科

教授
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超高速・超省電力
高性能ナノデバイ
ス・システムの創
製

量子細線レーザーの作製とデバイス特
性の解明

秋山 英文

東京大学物性研究所

准教授

有機半導体レーザーの構築とデバイス
物理の解明

安達 千波矢

2002-2007

九州大学未来化学創造センター 教授

戦略目標

低次元量子構造を用いる機能光デバイ
スの創製

情報処理・通信における集積・機能限界

荒井 滋久

の克服実現のためのナノデバイス・材料・

東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター
教授

システムの創製
多価イオンプロセスによるナノデバイス
創製

大谷 俊介

電気通信大学レーザー新世代研究センター 教授

研究総括

榊

裕之

豊田工業大学

副学長

研究領域の概要

シフトレジスタ機能付超高速光メモリの
創製

河口 仁司

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授

この研究領域は、従来のデバイス・シス
テムに対して、ナノスケールの超微細構造
形成技術や革新的ナノプロセス、および超
集積化技術を活用することによ り、これま
での情報処理や通信システムの性能を飛
躍的に高めるデバイス・システムの創製に

共鳴磁気トンネル・ナノドット不揮発性
メモリの創製

小柳 光正

東北大学大学院工学研究科

教授

係わる研究を対象とするものです。
具体的には、情報伝達の超高速化や広
帯域化と超省電力化に向けた新規デバイス
の構造・材料に係わる研究、極微デバイ
スが直面する限界に挑戦する革新的なナノ

半導体スピンエンジニアリング

新田 淳作

東北大学大学院工学研究科

教授

素材やナノプロセスの研究、極微デバイス
における物理機構の解明と制御に係わる研
究、超微細構造の活用により従来の光デ
バイスの性能を凌駕する新しいナノ構造フォ
トニクスデバイスの創製に係わる研究、およ
び、これらの関連研究等が含まれます。

単一磁束量子テラヘルツエレクトロニク
スの創製

藤巻 朗

名古屋大学大学院工学研究科

教授

超ヘテロナノ構造によるバリスティック
電子デバイスの創製

古屋 一仁

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

InN系窒化物ナノデバイス／ナノプロセ
スの分子線エピタキシ法による新展開

吉川 明彦
千葉大学工学部
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教授

高度情報処理・通
信の実現に向けた
ナノファクトリーとプ
ロセス観測
2002-2007

カーボンナノ材料を用いた量子ナノデバ
イスプロセスの開発

石橋 幸治

理化学研究所石橋極微デバイス工学研究室
研究員

主任

超高密度・超微細ナノドット形成とナノ
物性評価技術

市川 昌和

東京大学大学院工学系研究科

教授

戦略目標

高信頼性ナノ相分離構造テンプレートの
創製

情報処理・通信における集積・機能限界

彌田 智一

の克服実現のためのナノデバイス・材料・

東京工業大学資源化学研究所

教授

システムの創製
超高速・超並列ナノメカニクス

川勝 英樹

東京大学生産技術研究所

研究総括

蒲生

健次

大阪大学 名誉教授／情報通信研究機構未
来ICT研究センター 専攻研究員

研究領域の概要

教授

位相差極端紫外光顕微鏡による機能性
材料表面観察・計測技術

木下 博雄

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所

教授

この研究領域は、高度情報処理・通信
に資するナノデバイス等の実現に向けた新
しいプロセシング技術、ナノ構造体の機能
を観察・計測・評価する新しい計測評価
技術等に係わる研究を対象とするものです。

ナノ構造解析のための立体原子顕微鏡
の開発

大門 寛

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授

具体的には、新たなプロセシング技術の
確立に向けた、ナノ構造を作り出す光・X
線・電子ビーム・イオンビーム等の新たな
活用に係わる研究、分子・原子を制御す
ることにより結晶・組織等をナノレベルで形
成する技術に係わる研究、および、構築さ

高機能ナノ立体構造デバイス・プロセ
ス

松井 真二

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所

教授

れたナノ構造体の機能を計測・評価、検
証する技術に係わる研究等 が含まれます。 カーボンナノチューブ形成過程その場観
察と物性制御への展開

なお、本研究領域は戦略目標「非侵襲性

医療システムの実現のためのナノバイオテ
クノロジーを活用した機能性材料・システム

本間 芳和

東京理科大学理学部

教授

の創製」および「環境負荷を最大限に低
減する環境保全・エネルギー高度利用の
実現のためのナノ材料・システムの創製」
にも資するものとなります。
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高度情報処理・通
信の実現に向けた
ナノ構造体材料の
制御と利用
2002-2007

超伝導ナノファブリケーションによる新
奇物性と応用

石田 武和

大阪府立大学大学院工学研究科

教授

新規な電子機能を持つ分子ナノ構造体
の構築

小林 速男

日本大学文理学部自然科学研究所

客員教授

戦略目標

新世代カーボンナノチューブの創製、評
価と応用

情報処理・通信における集積・機能限界

篠原 久典

の克服実現のためのナノデバイス・材料・

名古屋大学大学院理学研究科

教授

システムの創製
精密分子設計に基づくナノ電子デバイ
ス構築

田中 一義

京都大学大学院工学研究科

研究総括

福山

秀敏

東京理科大学理学部

教授

研究領域の概要

教授

相関電子コヒーレンス制御

永長 直人

東京大学大学院工学系研究科

教授

この研究領域は、バルクとは異なるナノ
構造体において、微細な構造・組織等を
制御することにより、高度情報処理・通信
の実現に向けたこれまでにない特徴的な物
性・高機能・新機能を有する材料等の創
製や、その利用を図る研究を対象とするも

次世代光磁気材料を指向したナノデザ
イン制御

中嶋 敦

慶應義塾大学理工学部

教授

のです。
具体的には、既にバルクとして存在して
いる物質の「ナノ化」、すなわち薄膜・微
粒子等の極微細構造はもちろん、ナノ粒子
やクラスター原子・分子、分子性 物質

量子スピン系ナノ分子磁石の創製

山下 正廣

東北大学大学院理学研究科

教授

等、無機物質・有機物質さらにそのハイブ
リッド系を制御し、これまでにない機能・物
性等を有する革新的新材料の創製を目指
す研究、フラーレン・カーボ ンナノチュー
ブ等の新機能性材料の創製やナノデバイ
ス・システムへの利用を目指す研究等が対

単一分子伝導・接合シミュレーション

浅井 美博

産業技術総合研究所計算科学研究部門 グループ
長

象となります。なお、本研究領域は戦略目
標「非侵襲性医療システムの実現のため
のナノバイオテクノロジーを活用した機能性
材料・システムの創製」および「環境負
荷を最大限に低減する環境保全・エネル
ギー高度利用の実現のためのナノ材料・シ
ステムの創製」にも資するものとなります。
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電子内部自由度制御型ナノデバイス創
製原理の構築

前川 禎通

東北大学金属材料研究所

教授

ソフトナノマシン等
の高次機能構造体
の構築と利用
2002-2007

生物ナノマシーン回転運動の一般化作
動機構

相沢 慎一

県立広島大学生命環境学部

教授

タンパク質分子モーターのナノメカニカ
ルケミストリー

伊藤 博康

浜松ホトニクス（株）筑波研究所

主任部員

戦略目標

タンパク質トランスロケータの作動原理

非侵襲性医療システムの実現のためのナノ

遠藤 斗志也

バイオテクノロジーを活用した機能性材料・

名古屋大学大学院理学研究科

教授

システムの創製
振動するバイオナノマシンの原理と構築

神谷 律

東京大学大学院理学系研究科

研究総括

寳谷

紘一

名古屋大学

名誉教授

研究領域の概要
この研究領域は、ナノレベルでの分子構
造や分子間相互作用の変化等を利用して
働くソフトナノマシン等の高次機能構造体の
構築と利用に係わる研究等を対象とするも
のです。
具体的には、生体に学ぶソフトナノマシ

教授

遺伝子デリバリーシステムとしての人工
細胞核の創製

原口 徳子

情報通信研究機構未来ICT研究センター 主任研究
員

DNA分子モーターの動作原理の解明

原田 慶恵

京都大学物質－細胞統合システム拠点

教授

ンの動作機構の解析・制御およびその原
理を活用したソフトナノマシンの構築、利用
に関する研究、タンパク質や合成 分子等

高次細胞機能構造体観察・制御技術
の開発

の高次機能構造体によるソフトナノマシンの

藤吉 好則

高効率エネルギー変換、エネルギー供給、

京都大学大学院理学研究科

教授

情報の変換、伝達に係わる研究等も含ま
れます。なお、本研究領域 は戦略目標
「情報処理・通信における集積・機能限
界の克服実現のためのナノデバイス・材
料・システムの創製」および「環境負荷を
最大限に低減する環境保 全・エネルギー

ゆらぎと生体システムのやわらかさ

柳田 敏雄

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

高度利用の実現のためのナノ材料・システ
ムの創製」にも資するものとなります。

高効率ナノモーターとしてのプロトンポン
プの分子機構解明

二井 將光

岩手医科大学薬学部

教授

バイオナノマシンの動的構造から機能発
現への階層的理論モデリング

高田 彰二

京都大学大学院理学研究科

准教授

133

医療に向けた自己
組織化等の分子配
列制御による機能
性材料・システム
の創製

トポロジカルゲルを利用した医療用生体
機能材料の創製

伊藤 耕三

東京大学大学院新領域創成科学研究科

プログラム自己組織化による人工生体
情報材料創製

川合 知二

大阪大学産業科学研究所

2002-2007

教授

所長

固－液界面の液体のナノ構造形成評価
と制御

栗原 和枝

戦略目標

東北大学多元物質科学研究所

教授

非侵襲性医療システムの実現のためのナノ
バイオテクノロジーを活用した機能性材料・
システムの創製

プログラマブル人工蛋白質からの組織
体構築

芝 清隆

（財）癌研究会癌研究所蛋白創製研究部

研究総括

茅

幸二

理化学研究所和光研究所
所 所長

部長

高分子の階層的自己組織化による再生
医療用ナノ構造材料の創製
所長／中央研究

研究領域の概要
この研究領域は、将来の高度医療を率
引する革新的な機能特性をもつ材料・シス
テムの創製を目指し、自己組織化などの分

下村 政嗣

東北大学多元物質科学研究所

教授

分子配列による蛋白モジュールの開発と
展開

徳永 史生

大阪大学大学院理学研究科

教授

子の秩序配列を利用したナノレベルでの構
造制御により、ナノ構造体を構築する技術
を開発する研究を対象とするものです。
具体的には、生体適合材料等の機能性
材料・システムの創製を目指し、自己組織
化等を利用した超微細構造の形成・制御

ナノスケールにおける反応制御の基本
原理の構築

富永 圭介

神戸大学分子フォトサイエンス研究センター 教授

技術・プロセス技術や評価技術に係わる
研究、分子認識機構および情報伝達機構
の解明と構造設計技術に係わる研究、自

ゲノムレベルの生体分子相互作用探索
と医療に向けたナノレゴ開発

己組織性を有する無機・有機ナノ組織体

林崎 良英

の設計と高性能材料等の創製に係わる研
究、生体機能発現の場である溶液あるい
は界面での構造制御と機能発現機構の研
究等が対象になります。なお、本研究領域
は戦略目標「情報処理・通信における集
積・機能限界の克服実現のためのナノデ
バイス・材料・システムの創製」および

理化学研究所林崎生体分子機能研究室
員

主任研究

自己組織化分子システムの創出と生体
機能の化学翻訳

藤田 誠

東京大学大学院工学系研究科

教授

「 環 境 負 荷を最 大 限に低 減する環 境 保
全・エネルギー高度利用の実現のためのナ
ノ材料・システムの創製」にも資するもの
となります。

バイオのナノテクノロジーを用いたナノ
集積プロセス

山下 一郎

松下電器産業（株）先端技術研究所
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主幹研究員

環境保全のための
ナノ構造制御触媒
と新材料の創製
2002-2007

水中での精密分子変換を実現するナノ
遷移金属触媒創製

魚住 泰広

自然科学研究機構分子科学研究所 教授／理化学
研究所フロンティア研究システム 研究チームリーダー

グリーン化学合成のための酸化物クラス
タ高機能触媒の開拓

奥原 敏夫

北海道大学大学院地球環境科学研究院

教授

戦略目標

高度に制御されたナノ空間材料の創製

環境負荷を最大限に低減する環境保全・

黒田 一幸

エネルギー高度利用の実現のためのナノ材

早稲田大学理工学術院

教授

料・システムの創製
有機無機複合相の自在変換によるグリ
ーン触媒の創製

辰巳 敬

東京工業大学資源化学研究所

研究総括

御園生

誠

製品評価技術基盤機構

理事長

研究領域の概要

教授

高機能規整酸化物表面創生

田 旺帝

国際基督教大学理学科

上級准教授

この研究領域は、ナノオーダーで構造・
組織等を制御することにより、これまでにな
く高効率・高選択的にかつ環境負荷を低く
化学物質等を合成あるいは処理することが
可能な新触媒・新材料・システム、環境
負荷の低い新材料等を創製し、環境改

ナノ制御空間を有する均一系分子触媒
の創製

辻 康之

京都大学大学院工学研究科

教授

善・環境保全に資する研究を対象としま
す。
具体的には、環境負荷の高い合成プロ
セスをナノ構造制御触媒等により低環境負
荷型に代替する技術に係わる研究、高効

ナノ構造制御ペロブスカイト触媒システ
ムの構築

寺岡 靖剛

九州大学大学院総合理工学研究院

教授

率分離・吸着機能・高立体選択的表
面・触媒等の高機能・新機能を有するナ
ノ構造材料等の創製に係わる研究、すな
わちグリーンナノケミストリーに加え、排ガ
ス・排水中に含まれる化学物質、環 境中
に存在する化学物質等を高効率・高選択

表面最適化炭素ナノ繊維の新規環境
触媒機能

持田 勲

九州大学産学連携センター 特任教授

的に分離・除去、分解、無害化するナノ
構造制御触媒の開発に係わる研究、これ
らを組み込んだシステムの創製に係 わる研
究、ナノ空間機能を反応場として活用した
ナノリアクター等の創製を目指す研究、環

ナノ制御置換型金属酸化物触媒による
選択酸化反応の制御と応用

八嶋 建明

宮崎大学産学連携支援センター 特任客員研究員

境負荷の低いナノ制御構造材料に係わる
研究等が含まれます。
精密自在制御型ナノ触媒の創製

山元 公寿

慶應義塾大学理工学部

教授

分子の特性を最大に引き出すナノサイ
ズ構造体がつくる場の研究

中村 振一郎

（株）三菱化学科学技術研究センター計算技術研究
所 計算科学技術室長

135

エネルギーの高 度
利用に向けたナノ
構造材料・システ
ムの創製
2002-2007

高次規則配列複合構造体を用いたエネ
ルギー変換デバイスの創製

金村 聖志

首都大学東京大学院都市環境科学研究科

教授

高機能ナノチューブ材料の創製とエネル
ギー変換技術への応用

木島 剛

宮崎大学工学部

教授

戦略目標

可視光水分解を目指したナノ構造体光
触媒の創製

環境負荷を最大限に低減する環境保全・

工藤 昭彦

エネルギー高度利用の実現のためのナノ材

東京理科大学理学部

教授

料・システムの創製
電界効果型ナノ構造光機能素子の集
積化技術開発

鯉沼 秀臣

東京大学大学院新領域創成科学研究科

研究総括

藤嶋

昭

（財）神奈川科学技術アカデミー 理事長／
東京大学 名誉教授

研究領域の概要

客員教授

ナノブロックインテグレーションによる層
状酸化物熱電材料の創製

河本 邦仁

名古屋大学大学院工学研究科

教授

この研究領域は、ナノテクノロジーを活
用した高効率のエネルギー変換・貯蔵技
術、環境調和型の省エネルギー・新エネ
ルギー技術を創製し、環境改善・環境保
全に資する研究、および、ナノオーダーで

光機能自己組織化ナノ構造材料の創
製

佐々木 高義

物質・材料研究機構ナノスケール物質センター セ
ンター長

構造・組織等を制御することにより、省エ
ネルギーを達成し、エネルギーの高度利用
に資するこれまでにない高度な物性を有する
機能材料・構造材料・システム等を創製
する研究等を対象とするものです。
具体的には、エネルギー効率の極めて高

界面ナノ制御による高効率な太陽光水
分解システムの創製

中戸 義禮

関西学院大学大学院理工学研究科
阪大学 名誉教授

客員教授／大

い、高効率・高選択的物質変換プロセス
や循環型エネルギーシステムを実現するた
めのナノ機能材料・システム、熱電変換

ナノ組織制御による高臨界電流超伝導
材料の開発

素子等の創製を目指す研究、新しい太陽

松本 要

電池・燃料電池あるいは熱線反射材料・

九州工業大学工学部

教授

セルフクリーニング材料等の環境調和型の
新エネルギー・省エネルギーに係わるナノ
機能材料・システム等の創製を目指す研
究、エネルギーの高度利用に資するナノオ
ーダーで材料組成・組織構造・表面界面
等を制御した高機能ナノ構造材料の創製に

ナノ構造単位材料から構成される電力
貯蔵デバイスの構築

山木 準一

九州大学先導物質化学研究所

教授

係わる研究、および、これらの構築に必要
となるプロセス技術や評価技術に係わる研
究等が含まれます。なお、本研究領域は
戦略目標「情報処理・通信における集
積・機能限界の克服実現のためのナノデ
バイス・材料・システムの創製」および
「非侵襲性医療システムの実現のためのナ
ノバイオテクノロジーを活用した機能性材
料・システムの創製」にも資するものとなり
ます。
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電極二相界面のナノ領域シミュレーショ
ン

池庄司 民夫

産業技術総合研究所計算科学研究部門
長

研究部門

新しい物理現象や
動作原理に基づく
ナノデバイス・シス
テムの創製
2001-2007

スピン量子ドットメモリ創製のための要
素技術開発

猪俣 浩一郎

物質・材料研究機構 フェロー

ナノクラスターの配列・配向制御による
新しいデバイスと量子状態の創出

岩佐 義宏

東北大学金属材料研究所

教授

戦略目標

高密度励起子状態を利用したダイヤモ
ンド紫外線ナノデバイスの開発

情報処理・通信における集積・機能限界

大串 秀世

の克服実現のためのナノデバイス・材料・

産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門
聘研究員

招

システムの創製
非線形ナノフォトニクス

河田 聡

大阪大学大学院工学研究科

研究総括

梶村

皓二

（財）機械振興協会
所長

副会長／技術研究所

研究領域の概要

教授

光量子位相制御・演算技術

小森 和弘

産業技術総合研究所光技術研究部門 グループリー
ダー

この研究領域は、量子系の新しい物理
現象や動作原理、および、それを用いて新
しいデバイス・システム等を実現するための
研究を対象とするものです。
具体的には、ナノスケールにおいてはじ

量子相関光子ビームナノ加工

三澤 弘明

北海道大学電子科学研究所

教授

めて現われる電子系やスピン系の物理的特
性を応用して演算、記憶等のアクティブな
情報処理機能をもつ新しいデバイスの実
現、ナノスケールの局所的特性を対象とし
て電気、機械、光等の物理的手法や動作
原理を用いてセンシング、操作、制御等を

光電場のナノ空間構造による新機能デ
バイスの創製

石原 一

大阪府立大学大学院工学研究科

教授

行うデバイスや新たな情報処理システムの
創製を目指す研究等が含まれます。また、 固液界面反応のアトムプロセスの解明
既存技術の限界を打破する新しい技術領 とその応用
域の創出に発展する新しい物理現象の発
現のためのナノデバイスに係わる構造研究、

板谷 謹悟

東北大学大学院工学研究科

教授

現在まだ対象とするものの性質の研究にと
どまっている現象をデバイスに結びつける研
究等も含まれます。

超伝導磁束量子ビットによる量子もつれ
の実現

高柳 英明

東京理科大学総合研究機構

教授

カーボンナノチューブ単一電子・スピン
計測システムの確立

松本 和彦

大阪大学産業科学研究所

教授

強相関界面エンジニアリングによるスピ
ントンネル機能の巨大化

赤穗 博司

産業技術総合研究所強相関電子技術研究センター
副研究センター長
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医 療 に 向 けた 化
学・生物系分子を
利 用したバイオ素
子・システムの創
製

健康・福祉のためのナノバイオ材料およびバ
イオ素子としての「スーパー抗体酵素」の創製

金属錯体プローブを用いる遅延蛍光バ
イオイメージング

宇田 泰三

松本 和子

県立広島大学生命環境学部

教授

戦略目標

細胞対話型分子システムを用いる革新
的遺伝子送達概念の創製

大須賀 篤弘

片山 佳樹

教授

九州大学大学院工学研究院

低分解能生体超分子像からの原子構
造構築技法

岡野 光夫

由良 敬

所長

非侵襲性医療システムの実現のためのナノ
システムの創製

生体分子間相互作用を連続的に検出するための
多機能型水晶発振子マルチセンサの設計と開発

岡畑 惠雄

東京工業大学フロンティア創造共同研究センター
教授

研究総括

雀部

博之

公立千歳科学技術大学

遺伝子ベクターとして機能するナノ構造
デバイスの創製
学長

前研究総括

相澤

益男

東京工業大学

学長（～平成18年12月）

片岡 一則

東京大学大学院工学系研究科
科 教授

教授／医学系研究

ナノクラスターポリ酸を用いた分子機械
の構築

山瀬 利博

東京工業大学資源化学研究所

教授

研究領域の概要
この研究領域は、医療への応用に向け、 ナノ粒子を応用した抗レトロウイルスワ
クチンの開発

ナノスケールでの生体反応・情報制御技

術、バイオ素子・システム等の創製、およ
び、それに用いる化学・生物系ナノ構造

明石 満

大阪大学大学院工学研究科

教授

体に係わる研究を対象とするものです。
具体的には、超高感度に物質濃度や温
度・圧力等を測定するバイオ素子・システ
ムや、生体情報や生体反応を計測・制御
するバイオ素子・システム等の創製に係わ
る研究、バイオ素子・システム等の創製に

ナノ生物物理化学アーキテクチュアの構
築と応用

北森 武彦

東京大学大学院工学系研究科

教授

必要となる化学・生物系ナノ構造体や材
料に係わる研究、バイオ素子・システムを
診断・治療等医療に応用する研究やドラッ
グデリバリーシステム等が含まれます。

電子細胞を目指した極微小バイオセン
サーによる分子認識システムの構築

清水 正昭

富士ゼロックス（株）中央研究所

室長

ナノケミカルプローブの創製とバイオ・
医療計測

鈴木 孝治

慶應義塾大学理工学部

教授

ゲノム制御・検出能をもつ革新的人工核酸の創
製－世界最高峰の核酸合成技術を基盤にして－

関根 光雄

東京工業大学大学院生命理工学研究科

教授

疾患モデル細胞の高効率創製と機能解
析

松岡 英明

東京大学大学院農学生命科学研究科
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教授

新規組織再構成技術の開発と次世代
バイオセンサーの創製
東京女子医科大学先端生命医科学研究所

バイオテクノロジーを活用した機能性材料・

教授

巨大ポルフィリンアレーのメゾスコピック
構造デバイス
京都大学大学院理学研究科

2001-2007

早稲田大学理工学部

教授

日本原子力研究開発機構システム計算科学センター
研究副主幹

生物の発生・分
化・再生

単一細胞レベルのパターン形成:細胞極
性の制御機構の解明

細胞内パターニングによる組織構築

上村 匡

広海 健

京都大学大学院生命科学研究科

2000-2007

教授

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

幹細胞システムに基づく中枢神経系の
発生・再生研究

岡野 栄之

慶應義塾大学医学部

教授

脳構築の遺伝的プログラム

松崎 文雄

教授

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター グ
ループディレクター

Genetic dissectionによる神経回路網
形成機構の解析

戦略目標
技術革新による活力に満ちた高齢化社会
の実現

岡本 仁

理化学研究所脳科学総合研究センター グループデ
ィレクター

生殖細胞形成機構の解明とその哺乳動
物への応用

小林 悟

研究総括

堀田

凱樹

情報・システム研究機構

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
教授

機構長

研究領域の概要
生物の発生・分化の過程をとおして分

器官形成における細胞遊走の役割及び
そのシグナリングと再生への応用

竹縄 忠臣

東京大学医科学研究所

教授

子・細胞・器官等さまざまなレベルでみら
れる分子機構、生物の巨視的な姿・形の
形成を支配する法則、及び失われた組織
や細胞の復元・再生過程にみられる生物
自身が示す調整性やその分子生物学的メ
カニズムに関する研究、さらには器官形成

形態の非対称性が生じる機構

濱田 博司

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

の研究等を対象とするものです。
具体的には、発生・分化・再生過程に
おける形質発現プログラムの解析、細胞の

発生における器官・形態形成と細胞分
化の分子機構

個性と多様性の分子機構の解明、幹細胞

松本 邦弘

の増殖・分化に関わるプロセスの解析、

名古屋大学大学院理学研究科

教授

器官形成・組織形成やそのメカニズムの解
明等のテーマについて、遺伝学・分子細
胞生物学や遺伝子工学等のさまざまなアプ
ローチによる研究を取り上げます。

脂肪細胞の分化・形質転換とその制御

門脇 孝

東京大学大学院医学系研究科

教授

嗅覚系における神経回路形成と再生の
分子機構

坂野 仁

東京大学大学院理学系研究科

教授

特異的・新規発生遺伝子の機能の網
羅的解析

佐藤 矩行

京都大学大学院理学研究科

教授

網膜内領域特異化と視神経の発生・
再生機構

野田 昌晴

自然科学研究機構基礎生物学研究所

教授

細胞周期の再活性化による再生能力の
賦活化

中山 敬一

九州大学生体防御医学研究所

教授
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植物の機能と制御
2000-2007

植物の重力感知の分子機構

飯田 秀利

東京学芸大学教育学部

タバコモザイクウイルスの増殖機構

石川 雅之

教授

農業生物資源研究所植物・微生物間相互作用研究
ユニット 上級研究員

植物生殖成長のキープロセスを統御す
る分子機構の解明

共生ネットワークの分子基盤

経塚 淳子

川口 正代司

東京大学大学院農学生命科学研究科

助教授

准教授

戦略目標

光合成生物の生物時計:その分子機構
と環境適応

植物特異的な転写因子機能ネットワーク

技術革新による活力に満ちた高齢化社会

近藤 孝男

高木 優

の実現

研究総括

鈴木

東京大学

名古屋大学大学院理学研究科

教授

産業技術総合研究所ゲノムファクトリー研究部門遺伝
子転写制御研究グループ グループ長

ポストゲノム科学を基盤とする植物同化
代謝機能のダイナミクス解明

種子蛋白質の量的・質的向上を目指し
た分子育種

斉藤 和季

西村 いくこ

千葉大学大学院薬学研究院

教授

京都大学大学院理学研究科

教授

昭憲

名誉教授

研究領域の概要
植物の持つ多様な機能を解明するととも

オオムギゲノム機能の開発と制御

寒冷圏における光ストレスと北方林の再
生・維持機構

武田 和義

原 登志彦

岡山大学資源生物科学研究所

教授

北海道大学低温科学研究所

に、その機能を制御し、利用することをめざ
す研究を対象とするものです。
具体的には、植物ゲノムの解析並びに
遺伝情報の解明、植物と環境との相互作
用や環境ストレス下での植物遺伝情報の発
現、さらには分子育種や生理機能の制御

デンプンメタボリックエンジニアリングの
開発

中村 保典

秋田県立大学生物資源科学部

教授

等を通じて、食料生産の増大及び質の向
上、創薬への応用、パルプや建築材、繊
維等の工業製品、その他未利用植物資源

植物における染色体機能要素の分子的
解析と人工染色体の構築

の利用、地球環境の保全や災害防止など

村田 稔

に至る様々な植物の利活用をめざす研究等

岡山大学資源生物科学研究所

教授

が含まれます。
植物発生における細胞間シグナリング

岡田 清孝

京都大学大学院理学研究科

教授

植物の害虫に対する誘導防衛の制御機
構

高林 純示

京都大学生態学研究センター 教授

植物の鉄栄養制御

西澤 直子

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

植物が作る未解明窒素化合物の構造と
作用

森川 弘道

広島大学大学院理学研究科

教授

トリプトファン生合成系における一次・
二次代謝の制御と利用

若狭 暁

東京農業大学農学部
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東京大学大学院理学系研究科

教授

教授

高 度メディア社 会
の生活情報技術
1999-2006

文化遺産の高度メディアコンテンツ化の
ための自動化手法

池内 克史

東京大学大学院情報学環

教授

デジタルシティのユニバーサルデザイン

石田 亨

京都大学大学院情報学研究科

表現豊かな発話音声のコンピュータ処理システム
（EXPRESSIVE SPEECH PROCESSING）

戦略目標
大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦

Campbell Nick
（株）国際電気通信基礎技術研究所

主幹研究員

高度メディア社会のための協調的学習
支援システム

研究総括

長尾

教授

眞

情報通信研究機構

三宅 なほみ

中京大学情報科学部

教授

理事長

研究領域の概要
日常生活に深く関連する様々な情報技
術を、
「あらゆる人々が自由に使いこなせる」

心が通う身体的コミュニケーションシステ
ム E－COSMIC

渡辺 富夫

岡山県立大学情報工学部

教授

という観点からとらえて研究するとともに、社
会科学的な側面からの研究についても対象
とし、質が高く安心できる暮らし、活力ある
社会の構築をめざします。
具体的には、バリアフリー情報システム
技術、人間重視ヒューマンインターフェイス

日常生活を拡張する着用型情報パート
ナーの開発

木戸出 正繼

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
授

教

技術、調和のとれた社会の構築のための
情報システム技術などの研究を行います。 テレイグジスタンスを用いる相互コミュニ
ケーションシステム

また、これらを支えるソフトウェアの開発研

究、情報コンテンツ構築とその構築技術の
研究、教育情報コンテンツ構築とその活用

舘 すすむ

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

システムの研究、煩雑化する情報社会の
有るべき姿の多角的な探索および次世代
情報社会へ向けた基盤技術などの研究を
行います。

情報のモビリティを高めるための基盤技
術

辻井 潤一

東京大学大学院情報学環

教授

人間中心の知的情報アクセス技術

橋田 浩一

産業技術総合研究所情報技術研究部門
門長

副研究部

セマンティック・タイポロジーによる言語
の等価変換と生成技術

池原 悟

鳥取大学工学部

教授

デジタルヒューマン基盤技術

金出 武雄

産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター
研究センター長

連想に基づく情報空間との対話技術

高野 明彦

情報・システム研究機構国立情報学研究所連想情
報学研究開発センター センター長・教授
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電子・光子等の機

量子相関機能のダイナミクス制御

能制御

フォトニック結晶による究極の光制御と
新機能デバイス

青柳 克信

野田 進

1998-2005

東京工業大学大学院総合理工学研究科

教授

強相関電子系ペロブスカイト遷移金属
酸化物による光エレクトロニクス

伊原 英雄

花村 榮一

戦略目標

表面吸着原子制御による極微細ダイヤ
モンドデバイス

分子レベルの新機能発現を通じた技術革

川原田 洋

早稲田大学理工学部

教授

相関エレクトロニクス

平山 祥郎

研究総括

菅野

東洋大学

日本電信電話（株）物性科学基礎研究所

部長

卓雄
理事長

研究領域の概要
電子や光子等の静的、動的特性を制御

量子スケールデバイスのシステムインテ
グレーション

鳳 紘一郎

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

することで、新しい機能を発現しうる技術の
可能性を探索する研究を対象とするもので
す。
具体的には、信号の発生、増幅、処
理、変換等の機能を発現させるための物理
的、化学的メカニズムや、その実現に向け

ネオシリコン創製に向けた構造制御と機
能探索

小田 俊理

東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター
教授

た技術的可能性の探索を行う研究等が含
まれます。特に、界面を含む物質内部、表
面における電子や光子等に関わる量子力
学的現象の発見、解明、利用およびその
具体化のための材料、構造作成技術の研

核スピンネットワーク量子コンピュータ

北川 勝浩

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

究等が含まれます。
人工光物性に基づく新しい光子制御デ
バイス

中野 義昭

東京大学先端科学技術研究センター 教授

ナノサイズ構造制御金属・半金属材料
の超高速光機能

中村 新男

名古屋大学大学院工学研究科

教授

光・電子波束制御エンジニアリング

覧具 博義

東京農工大学工学部物理システム工学科

教授

固体中へのスピン注入による新機能創
製

鈴木 義茂

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

量子暗号の実用化を可能にする光子状
態制御技術

中村 和夫

物質・材料研究機構若手国際研究拠点
ー長
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教授

最高性能高温超伝導材料の創製

産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門 グル
ープリーダー

新

京都大学大学院工学研究科

副センタ

公立千歳科学技術大学光科学部

教授

分子複合系の構築

生体のエネルギー変換・信号伝達機能
の全構築

化学エネルギー変換素子の構築

小夫家 芳明

田中 晃二

次世代物質変換プロセスの開拓

混合混成型巨大炭素パイ電子系の創
出

高橋 保

戸部 義人

戦略目標

複合体形成に基づく膜タンパク質の機
能制御

有機ナノ結晶の作製・物性評価と多元
ナノ構造への展開

分子レベルの新機能発現を通じた技術革

橘 和夫

中西 八郎

と機能
1998-2005

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授

北海道大学触媒化学研究センター 教授

新

東京大学大学院理学系研究科

教授

自然科学研究機構分子科学研究所

大阪大学大学院基礎工学研究科

東北大学多元物質科学研究所

教授

教授

教授

エネルギー変換機能を有する無機超分
子系の構築

堂免 一成

研究総括

櫻井

東北大学

東京工業大学資源化学研究所

教授

英樹

名誉教授

研究領域の概要
有機分子や無機分子等から成る分子複

らせん協調ハイパー高分子の創製と構
造・物性・機能の相関

藤木 道也

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授

合系の構築ならびにそれに基づく新しい物
性や機能の発現を目指す研究を対象とする
ものです。
具体的には、有機分子や無機分子等が
分子内あるいは分子間でさまざまな相互作
用を行い、新規の物性を発現することに着

高次構造天然物の全合成:制癌活性物
質の探索と創製

桑嶋 功

北里大学生命科学研究所

教授

目し、これら分子の設計、分子複合系の
構築、静的および動的な相互作用の解
明、さらにはこれらの知見に基づく新しい機

ハイブリッド型生理活性分子の高効率
構築法の開発

能材料の創出に関する研究が含まれます。

鈴木 啓介

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

無機ナノ結晶・高分子系の自己組織
化と生体組織誘導材料の創出

田中 順三

物質・材料研究機構生体材料研究センター センタ
ー長

有機・無機複合光電子移動触媒系の
開発

福住 俊一

大阪大学大学院工学研究科

教授

自己生成する高分子ナノ秩序体:高次
構造制御と機能発現

吉川 研一

京都大学大学院理学研究科

教授

次世代合成のための多機能集約型触
媒の構築

香月 勗

九州大学大学院理学研究院

教授

一次元孤立微小空間構造の組織化と
機能発現

清水 敏美

産業技術総合研究所界面ナノアーキテクトニクス研究
センター センター長
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ゲノムの構 造と機

哺乳類特異的ゲノム機能

能

石野 史敏

染色体転座・微細欠失からの疾病遺
伝子の単離と解析

東京医科歯科大学難治疾患研究所

1998-2005

教授

柴田 武彦

八木 健

主任研究員

アポトーシスにおけるゲノム構造変化の
分子機構

分子レベルの新機能発現を通じた技術革

長田 重一

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

器官形成に関わるゲノム情報の解読

松原 謙一

大石

（財）国際高等研究所

道夫

（公財）かずさDNA研究所

所長

研究領域の概要
現在急速に発展しつつある各種生物の

学術参与

大腸菌におけるゲノム機能の体系的解
析

森 浩禎

奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究セン
ター 教授

ゲノムの構造とその機能に関する研究を対
象とするものです。
具体的には、種々のゲノムの構造解析、
ゲノム解析技術、ゲノム機能の分子生物
学的研究、ゲノム研究に関連した遺伝子
やタンパク質の研究、それらの研究成果に

p53によるゲノム防御機構

田矢 洋一

国立がんセンター研究所放射線研究部

部長

基づく細胞の機能発現に関する研究等が
含まれます。

ゲノム情報維持の分子メカニズム

花岡 文雄

理化学研究所細胞生理学研究室

主任研究員

ナノチップテクノロジーの創製とゲノム解
析への応用

馬場 嘉信

名古屋大学大学院工学研究科

教授

ゲノムの安定保持を保証する細胞核構
造の解明

平岡 泰

情報通信研究機構関西先端研究センター グループ
リーダー

核内因子の局在と修飾に関する化学遺
伝学的研究

吉田 稔

理化学研究所化学遺伝学研究室

主任研究員

高等真核細胞で標的組み換えの効率を
上昇させる方法の開発

武田 俊一

京都大学大学院医学研究科

教授

klothoマウスをモデルとしたゲノム機能
の体系的研究

鍋島 陽一

京都大学大学院医学研究科
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教授

クラスター型カドヘリンのゲノム構造・
機能の解析

戦略目標

研究総括

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

組換えを介したゲノム動態制御

理化学研究所遺伝子生化学研究室

新

新川 詔夫

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

内分泌かく乱物質
1998-2005

内分泌かく乱化学物質の細胞内標的分
子の同定と新しいバイオモニタリング

高感度質量分析計の開発と内分泌かく
乱物質の分析

梅澤 喜夫

交久瀬 五雄

東京大学大学院理学系研究科

教授

大阪大学

名誉教授

植物由来および人工の内分泌かく乱物
質の相互作用

脳ニューロステロイド作用を撹乱する環
境ホルモン

香山 不二雄

川戸 佳

自治医科大学保健科学講座

教授

東京大学大学院総合文化研究科

教授

戦略目標

ヒトを含む哺乳類の生殖機能への内分
泌かく乱物質の影響

大気中に存在する新しいタイプの内分
泌撹乱物質

環境にやさしい社会の実現

堤 治

武田 健

研究総括

鈴木

東京大学

継美

東京大学大学院医学系研究科

教授

東京理科大学薬学部

教授

リスク評価のためのダイオキシンによる
内分泌かく乱作用の解明

魚類生殖内分泌系に及ぼす内分泌かく
乱物質の影響の分子メカニズム

遠山 千春

長濱 嘉孝

国立環境研究所環境健康研究領域

領域長

自然科学研究機構基礎生物学研究所

教授

名誉教授

研究領域の概要
内分泌かく乱物質問題の本質的な理解
と解決をめざした研究を対象とするものです。

核内受容体・共役因子複合体と内分
泌かく乱物質

生殖系での低濃度内分泌撹乱物質関
連遺伝子データベースの構築

名和田 新

宮本 薫

九州大学大学院医学研究院

教授

福井大学医学部

教授

具体的には、ヒトや野生動物を対象とし
た内分泌系への作用メカニズムの解明、こ
れを発端とする生殖、神経／行動、発達、
免疫等への影響のメカニズムの解明、ヒト
および生態系に対する個別さらには複数の
内分泌かく乱物質に関する量と影響、量と

内分泌かく乱物質の生体毒発現の分子
メカニズムとモニター系の開発

藤井 義明

筑波大学先端学際領域研究センター 客員教授

反応の関係の評価、それらをもとにした対
策技術に関する研究等を対象とします。

性分化機構の解明

諸橋 憲一郎

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

教授

内分泌かく乱物質による精子形成異常に
関与する癌遺伝子産物DJ－1とAMY－1

有賀 寛芳

北海道大学大学院薬学研究科

教授

内分泌かく乱物質の動物への発生内分
泌学的影響

井口 泰泉

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
教授

内分泌かく乱物質のヒト生殖機能への
影響

岩本 晃明

聖マリアンナ医科大学泌尿器科

教授

内分泌かく乱物質が減数分裂、相同組
換えに与える影響

黒田 雅彦

東京医科大学病理学講座

講師

内分泌かく乱物質の脳神経系機能発達
への影響と毒性メカニズム

黒田 洋一郎

（財）東京都神経科学総合研究所

客員研究員
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資源循環・エネル
ギーミニマム型シス
テム技術
1998-2005

エネルギーの効率的変換をめざした界面
イオン移動の解明

新規化学結合を用いるシリコン薄膜太
陽電池

小久見 善八

小林 光

京都大学大学院工学研究科

教授

大阪大学産業科学研究所

高リサイクル性を有する森林資源の開
発

家庭用燃料電池実現のための新たな高
効率天然ガス改質システムの構築

小名 俊博

高村 仁

九州大学大学院農学研究院

助教授

東北大学大学院工学研究科

助教授

戦略目標

温暖化ガスにかかわる永久凍土攪乱の
抑制技術

コプロダクションによるCO 2フリーなエネ
ルギー・物質生産システムの構築

資源循環・エネルギーミニマム型社会シス

福田 正巳

堤 敦司

テムの構築

研究総括

平田

北海道大学低温科学研究所

賢

学長

研究領域の概要
大量資源消費型文明社会を是正し、持

教授

東京大学大学院工学系研究科

資源回収型の都市廃水・廃棄物処理
システム技術の開発

馬越 淳

津野 洋

特待研究員

京都大学大学院工学研究科

乾燥地植林による炭素固定システムの
構築

山田 興一

信州大学繊維学部

教授

続的発展を可能とする社会を構築するため、
地球温暖化等の環境問題を克服し、資源
循環・エネルギーミニマム型システムの構
築を目指す研究を対象とするものです。
具体的には、長期的な観点から、産業
から民生に至る地球温暖化ガス放出を抑制

機能環境流体を利用した資源循環・低
エミッション型物質製造プロセスの創製

生島 豊

産業技術総合研究所超臨界流体研究センター 副
センター長

する新たな技術の探索、生物機能を利用し
た水素等エネルギー源創 生、温暖化ガス
の固定・分解等に関する研究、また、資

超小型ガスタービン・高度分散エネルギ
ーシステム

源循環・エネルギーミニマム型システム構

鈴木 健二郎

築のために必要となる製品設計技術や製
造技術等に関する革新 的な研究等が含ま
れます。また、環境問題は社会システムと
も密接な関係があるため、総合システム技
術に関する研究も含まれます。

助教授

エネルギーミニマム型高分子形成システ
ム技術の開発
農業生物資源研究所

芝浦工業大学

芝浦工業大学エネルギーフロー研究センター センタ
ー長

植物系分子素材の高度循環活用システ
ムの構築

舩岡 正光

三重大学生物資源学部

教授

社会的受容性獲得のための情報伝達
技術の開発

安井 至

国際連合大学

副学長

高温運転メタノール直接型燃料電池の
開発

渡辺 政廣

山梨大学クリーンエネルギー研究センター センター長

水を電子源とする人工光合成システム
の構築

井上 晴夫

首都大学東京都市環境学部

学部長

電気化学エネルギー変換の擬似三次元
界面設計

太田 健一郎

横浜国立大学大学院工学研究院
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教授

教授

教授

脳を知る
1998-2004

抑制性シナプス可塑性の分子機構の解
明とその応用

小西 史朗

三菱化学生命科学研究所

室長

脂質メディエーターのdual receptor系と
神経機能

清水 孝雄

東京大学大学院医学系研究科

教授

戦略目標

脳の初期発生制御遺伝子群の体系的
収集と機能解析

脳機能の解明

平良 眞規

京都大学
名誉教授

助教授

回路網形成における神経活動の関与メ
カニズム

研究総括

久野

東京大学大学院理学系研究科

宗

津本 忠治

大阪大学大学院医学系研究科

教授

名誉教授／自然科学研究機構

研究領域の概要
脳機能の解明のうち、人間たる所以の

細胞膜上機能分子の動態と神経伝達
調節メカニズム

重本 隆一

自然科学研究機構生理学研究所

教授

根元である脳の働きの理解を目標とする研
究を対象とするものです。具体的には、
「脳
の発生分化機構」
「神経回路網の構造、 行動制御系としての前頭前野機能の解
機能と形成機構」
「脳の高次機能（記憶、 明
学習、意識、情動、認識と生体リズムな
ど）」
「コミュニケーションの脳機能」の解明

丹治 順

東北大学大学院医学系研究科

教授

を目標とします。
学習・記憶のシナプス前性メカニズム
の解明

八尾 寛

東北大学大学院生命科学研究科

教授
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脳を守る
1997-2004

遅発性神経細胞死の分子機構

プリオン複製に関与する新しい因子の同
定とプリオン病治療法開発への応用

桐野 高明

金子 清俊

東京大学大学院医学系研究科

教授

国立精神・神経センター 部長

精神分裂病における神経伝達の異常

須原 哲也

放射線医学総合研究所

特別上席研究員

戦略目標

Caチャネル遺伝子の変異と神経疾患

脳機能の解明

田邊 勉

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

脊髄性筋萎縮症発症メカニズムの解析

研究総括

杉田

秀夫

辻本 賀英

大阪大学大学院医学系研究科

教授

国立精神・神経センター 名誉総長

研究領域の概要
脳機能の解明のうち、脳の老化、疾病
のメカニズムの理解と制御を目標とする研

神経細胞における増殖制御機構の解明

中山 敬一

九州大学生体防御医学研究所

教授

究を対象とするものです。
具体的には、
「脳の発達障害の制御」
「脳の老化の制御」
「神経・精神障害の機
構の解明」、
「神経・精神障害の修復法
の開発」を目標とします。

老化脳における神経の可塑性制御の分
子基盤

森 望

国立療養所中部病院長寿医療研究センター 部長

脳関門排出輸送に基づく中枢解毒

寺崎 哲也

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授

脳虚血により引き起こされる神経細胞死
防御法の開発

遠山 正彌

大阪大学大学院医学系研究科

教授

ウイルス性脳障害の発症機構の解明と
治療法の開発

長嶋 和郎

北海道大学大学院医学研究科

教授

活性酸素による脳・神経細胞の障害と
その防御機構

中別府 雄作

九州大学生体防御医学研究所

教授

DNAチップによる遺伝性筋疾患の分子
病態解明

荒畑 喜一

国立精神・神経センター 部長

神経変性の分子機構解析に基づく新し
い治療戦略の開発

垣塚 彰

京都大学大学院生命科学研究科
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教授

脳を創る
1997-2004

脳の動的時空間計算モデルの構築とそ
の実装

合原 一幸

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

聴覚の情景分析に基づく音声・音響処
理システム

河原 英紀

和歌山大学システム工学部

教授

戦略目標

脳型情報処理システムのための視覚情
報処理プロセッサの開発

脳機能の解明

小柳 光正

教授

言語の脳機能に基づく言語獲得装置の
構築

研究総括

甘利

東北大学大学院工学研究科

俊一

酒井 邦嘉

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

理化学研究所脳科学総合研究センター セン
ター長

MEGによる人間の高次脳機能の解明
研究領域の概要
脳機能の解明のうち、脳型情報処理シ

武田 常広

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

ステムの構築を目標とする研究を対象とす
るものです。
具体的には、
「脳型デバイス・アーキテ
クチャ（学習、連想記憶など）」
「情報生成
処理（認知認識、運動計画、思考、言
語、評価、記憶など）システム」の構築を

運動の学習制御における小脳機能の解
明

永雄 総一

自治医科大学医学部

助教授

目標とします。
自律行動単位の力学的結合による脳型
情報処理機械の開発

中村 仁彦

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

時間的情報処理の神経基盤のモデル
化

深井 朋樹
玉川大学工学部

教授

発声力学に基づくタスクプラニング機構
の構築

誉田 雅彰

早稲田大学スポーツ科学部

教授

感覚運動統合理論に基づく「手と脳」
の工学的実現

石川 正俊

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

行動系のメタ学習と情動コミュニケーシ
ョン機構の解明

銅谷 賢治

（株）国際電気通信基礎技術研究所脳情報研究所
室長

海馬の動的神経機構を基礎とする状況
依存的知能の設計原理

山口 陽子

理化学研究所脳科学総合研究センター チームリー
ダー

149

地球変動のメカニ

黒潮変動予測実験

ズム

今脇 資郎

太陽輻射と磁気変動の地球変動への影
響

九州大学応用力学研究所

1997-2004

吉村 宏和

教授

東京大学大学院理学系研究科

北西太平洋の海洋生物化学過程の時
系列観測

野尻 幸宏
国立環境研究所

総合研究官

戦略目標

超伝導受信器を用いたオゾン等の大気
微量分子の高度分布測定装置の開発

環境にやさしい社会の実現

福井 康雄

東京大学

教授

衛星観測による植物生産量推定手法の
開発

研究総括

浅井

名古屋大学大学院理学研究科

富雄

本多 嘉明

千葉大学環境リモートセンシング研究センター 助教
授

名誉教授

研究領域の概要
地球環境に関して、地球規模の諸現象
の解明とその予測に必要となる研究を対象

オホーツク海氷の実態と気候システムに
おける役割の解明

若土 正曉

北海道大学低温科学研究所

教授

とするものです。
具体的には、地球規模での気候変動、
水循環、地球温暖化、大気組成の変動、
生態系の変動および地球内部変動につい
てのメカニズムに関し、これらを明らかにす
るためのプロセスの研究およびそのモデル

熱帯林の林冠における生態圏－気圏相
互作用のメカニズムの解明

浅野 透

総合地球環境学研究所

教授

の研究などが対象となります。
海洋大気エアロゾル組成の変動と影響
予測

植松 光夫

東京大学海洋研究所

助教授

大気－陸域相互作用のモデル化と衛星
観測手法の開発

小池 俊雄

東京大学大学院工学系研究科

教授

メソ対流系の構造と発生・発達のメカ
ニズムの解明

吉崎 正憲

気象研究所予報研究部

室長

化学的摂動法による大気反応機構解明

梶井 克純

東京都立大学大学院工学研究科

教授

衛星利用のための実時間海洋基礎生
産計測システム

才野 敏郎

名古屋大学地球水循環研究センター 教授

アジア域の広域大気汚染による大気粒
子環境の変調

中島 映至

東京大学気候システム研究センター 教授
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助教授

生命活動のプログ
ラム

細胞増殖における染色体複製の型の多
様性と複製装置の活性化の分子機構

一方向性反応のプログラミング基盤

新井 賢一

木下 一彦

東京大学医科学研究所

1995-2002

所長・教授

岡崎国立共同研究機構

細胞増殖の制御機構

教授

超好熱性古細菌転写因子ネットワーク
の構造生物学的解析

岸本 健雄

東京工業大学大学院生命理工学研究科

鈴木 理

教授

産業技術総合研究所ＤＮＡ情報科学研究グループ
グループリーダー

戦略目標

線虫全発生過程の遺伝子発現プログラ
ム

変異マウスを用いた発癌制御遺伝子の
単離・同定

大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦

小原 雄治

野田 哲生

研究総括

村松

正實

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

教授

東北大学大学院医学系研究科
究会癌研究所 部長

教授／（財）癌研

個体老化の分子機構の解明

細胞周期における染色体制御に必須な
高次複合体の解明

鍋島 陽一

柳田 充弘

京都大学大学院医学研究科

教授

京都大学大学院生命科学研究科

研究科長

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 所長

研究領域の概要
生物に特徴的な生命現象の基礎にある
生命活動の本態を、主として分子レベルで

左右軸の位置情報の伝達・確立の分
子機構

タンパク質の膜を越えたダイナミズムを
支える細胞機能の解明

濱田 博司

伊藤 維昭

汎生物高速遺伝子同定法の開発と遺
伝的背景を支配する遺伝子群への応用

構造生物学に基づくシグナル伝達系の
解明とその制御

林崎 良英

稲垣 冬彦

オルガネラ構築と細胞機能発現制御の
分子機構

哺乳類人工染色体の開発と個体の形
質転換への利用

藤木 幸夫

岡崎 恒子

大阪大学細胞生体工学センター 教授

京都大学ウイルス研究所

教授

解明する研究を対象とするものです。具体
的には、高等生物の発生・分化・老化な
どを含む生命活動の基本にあるメカニズム
やそれを遂行するプログラムについてさまざ
まな方向から追求するものであり、分子レベ
ルの解明を必要とする種々の研究の基礎と

理化学研究所ゲノム科学総合研究センター プロジェ
クトディレクター

北海道大学大学院薬学研究科

教授

なるものです。

九州大学大学院理学研究院

教授

藤田保健衛生大学総合医科学研究所

教授

発生・分化を規定する新規シグナル伝
達ネットワーク

遺伝情報制御分子としてのステロイドレ
セプター

松本 邦弘

加藤 茂明

名古屋大学大学院理学研究科

教授

東京大学分子細胞生物学研究所

器官形成の分子機構

浅島 誠

東京大学大学院総合文化研究科

教授

核内因子による遺伝情報発現制御機構
の解明

田村 隆明

教授

千葉大学大学院自然科学研究科

教授

ゲノム全遺伝子の発現ヒエラルキー決
定機構の解明

酸性オルガネラの形成と機能の解明

石浜 明

二井 將光

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
長・教授

副所

大阪大学産業科学研究所

所長

ゲノムインプリンティング制御の分子機
構

水素イオン能動輸送機構の構造生物学
的解析

押村 光雄

吉川 信也

鳥取大学医学部

教授

姫路工業大学大学院理学研究科

教授

安定同位体利用NMR法の高度化と構
造生物学への応用

甲斐荘 正恒

東京都立大学大学院理学研究科

教授
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生体防御のメカニ
ズム

遺伝子改変に基づく生体防御システム
の解明

昆虫ウイルスと宿主との分子応答機構
とその応用

審良 静男

前田 進

大阪大学微生物病研究所

1995-2002

教授

理化学研究所

主任研究員

カルシウムシグナル研究の先端的手法
による展開

炎症反応分子機構のIL8、接着因子を
中心とした解析

飯野 正光

松島 綱治

東京大学大学院医学系研究科

教授

東京大学大学院医学系研究科

教授

戦略目標

植物の感染防御機構の生物有機化学
的解明

仲介因子を介した遺伝子発現制御の解
明

大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦

岩村 俶

石井 俊輔

研究総括

橋本

嘉幸

共立薬科大学

京都大学大学院農学研究科

教授

理化学研究所

主任研究員

免疫系と神経・内分泌系の立体的分
子機構の解明

遺伝子の不活化・活性化を通した植物
の生体制御

奥村 康

大橋 祐子

順天堂大学医学部

教授

農業生物資源研究所

特待研究員

理事長

研究領域の概要
生物が自らを守るために備えている生体
防御のメカニズムについての研究を対象と

ウイルス持続感染による免疫均衡の破
綻機序とその免疫治療法の開発

細胞容積調節の分子メカニズムとその
破綻防御

神奈木 真理

岡田 泰伸

東京医科歯科大学医歯学総合研究科

教授

岡崎国立共同研究機構生理学研究所

教授

するものです。
具体的には、動物から植物に至る種々
の生物の備えている免疫機能や外敵防御
の機構を、個体、組織、細胞、分子・遺
伝子などの観点から追友します。さらに生体
防御の破綻を引き起こす種々の疾病（免

Fc受容体を介する生体防御システムの
解析

糖鎖シグナルを介する生体防御システム
の解析

高井 俊行

川嵜 敏祐

東北大学加齢医学研究所

教授

京都大学大学院薬学研究科

教授

疫関連疾患、ウイルス性疾患、癌など）
の誘因や、その診断・治療および予防に
関する基礎生物科学的な研究も対象としま

普遍的な生体防御機構としてのストレス
応答

免疫系のフレームワーク決定及び免疫
制御の分子機構

す。

永田 和宏

笹月 健彦

京都大学再生医科学研究所

教授

国立国際医療センター 名誉総長

昆虫の生体防御分子機構とその応用

異物排除システムの分子基盤

名取 俊二

杉山 雄一

サイトカイン機能不全の分子機構と遺
伝子治療

造血幹細胞の分化と自己複製の制御
機構

菅村 和夫

中内 啓光

理化学研究所

特別招聘研究員

東北大学大学院医学研究科

東京大学大学院薬学系研究科

教授

東京大学医科学研究所

超分子システムによる免疫識別の分子
機構解明

田中 啓二

（財）東京都臨床医学総合研究所

部長

自己免疫制御の分子基盤

谷口 克

千葉大学大学院医学研究院

教授

環境発がん物質の低濃度発がんリスク
の解明

福島 昭治

大阪市立大学大学院医学研究科
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教授

教授

教授

量子効果等の物理

人工ナノ構造の機能探索

現象

ナノ物質空間の創製と物理・化学修飾
による物性制御

青野 正和

山中 昭司

大阪大学大学院工学研究科
主任研究員

1995-2002

教授／理化学研究所

広島大学大学院工学研究科

教授

STM発光分光法による表面極微細構
造の電子物性の研究

有機／金属界面の分子レベル極微細
構造制御と増幅型光センサー

潮田 資勝

横山 正明

東北大学電気通信研究所

教授

大阪大学大学院工学研究科

教授

戦略目標

超構造分子の創製と有機量子デバイス
への応用

異方的超伝導体の量子効果と新電磁
波機能発現の研究

大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦

雀部 博之

井口 家成

研究総括

川路

紳治

学習院大学

千歳科学技術大学光科学部
客員主幹研究員

教授／理化学研究所

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

量子場操作－量子場工学への道

原子層制御量子ナノ構造のコヒーレント
量子効果

清水 明

小倉 睦郎

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

産業技術総合研究所光技術研究部門

主任研究官

名誉教授

研究領域の概要
原子レベルで制御された極微細構造に
特異的に現れる、量子効果などの物理現

自己組織性分子を用いた新規発光機
能材料の設計

自己組織化量子閉じ込め構造に関する
研究

筒井 哲夫

讃井 浩平

九州大学総合理工学研究院

教授

上智大学理工学部

教授

象についての研究を対象とするものです。
具体的には、半導体、金属などに形成さ
れる人工ナノ構造、自己組織性分子、な
どに現れる電子と光子が量子性を示す現
象、スピン自由度に関連する新奇な現象、
極微細領域に現れる量子効果以外の先端

配列したミクロ空間での新物質系の創
製と物性

量子固体と非線形光学:新しい光学過
程の開拓

寺崎 治

白田 耕蔵

東北大学大学院理学研究科

助教授

電気通信大学電気通信学部

教授

的研究などを対象とします。将来的には、
量子効果を応用した新しいデバイスへの発
展が期待されます。

3次元集積量子構造の形成と知能情報
処理への応用に関する研究

超広帯域（～550THz）フェムト秒光波の2次元合成多
波長ビームによる単一原子分子量子現象素過程の研究

廣瀬 全孝

山下 幹雄

広島大学工学部

教授

北海道大学大学院工学研究科

教授

スピン計測 －スピンSPMの開発とスピ
ン制御－

武笠 幸一

北海道大学大学院工学研究科

教授

微細構造におけるスピン量子物性の開
拓

家 泰弘

東京大学物性研究所

教授

金属微細トンネル接合システムの物理と
素子応用の研究

大塚 洋一

筑波大学物理学系

教授

ナノ構造磁性半導体の巨大磁気光学
機能の創出

岡 泰夫

東北大学多元物質科学研究所

教授

量子構造を用いた遠赤外光技術の開拓
と量子物性研究

小宮山 進

東京大学大学院総合文化研究科

教授
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単一分子・原子レ

新規“有機ゼオライト"触媒の開発

大分子糖蛋白質の極微細構造制御

ベルの反応制御

青山 安宏

中原 義昭

極微細構造の化学設計と表面反応制
御

完全フォトクロミック反応系の構築

岩澤 康裕

入江 正浩

1995-2002

九州大学有機化学基礎研究センター 教授

東京大学大学院理学系研究科

教授

東海大学工学部

教授

九州大学大学院工学研究科

教授

戦略目標

X線解析による分子の励起構造の解明

超臨界流体溶媒を用いた反応の制御と
新反応の開拓

大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦

大橋 裕二

梶本 興亜

研究総括

山本

明夫

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

京都大学大学院理学研究科

教授

オキシジェニクス（高分子錯体）

金属クラスター反応場の構築とクラスタ
ー触媒反応の開発

土田 英俊

鈴木 寛治

早稲田大学大学院理工学研究科

教授

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

早稲田大学理工学総合研究センター 顧問研
究員

研究領域の概要
単一分子・原子レベルの反応に注目し、

高次構造を有する有機分子の極微細触
媒構造を機軸とする立体選択的構築

超天然物の反応制御と分子設計

福山 透

平間 正博

東京大学大学院薬学系研究科

教授

東北大学大学院理学研究科

教授

新規な物質やねらった物質を得る各種の化
学反応の研究を対象とするものです。
具体的には、反応場での分子・原子レ
ベルの反応を理解し、それを制御する反応
などを物理・化学・生物的観点から追及す
ることなどが含まれます。特に、各種の化

フェムト秒領域の光反応コントロール

遷移金属を活用した自己組織性精密分
子システム

山内 薫

藤田 誠

東京大学大学院理学系研究科

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

学反応を究極的に制御し、伝統的化学の
方法論のブレークスルーにつながるような先
端的研究も対象とします。
極限環境下における物質についての研
究を対象とするものです。
具体的には、超高温、極低温、超高

次世代精密分子制御法の開発

生体分子解析用金属錯体プローブの開
発

山本 尚

松本 和子

名古屋大学大学院工学研究科

教授

圧、超高磁場、極高真空、微小動力場
などの極限状態において特異な物理・化
学的現象を示す物質を分子・原子・電子

ダイヤモンド－有機分子の化学結合形
成機構と制御

のレベルで解明することなどが含まれます。

安藤 寿浩

また、新物質の創製、極限環境の創出技

物質・材料研究機構物質研究所

主幹研究員

術、実用材料の開発へ道を拓くような先端
的研究や特殊環境下における生物の機能
についての先端的研究も対象をします。

低次元超構造のコンビナトリアル分子
層エピタキシー

鯉沼 秀臣

東京工業大学フロンティア創造共同研究センター
教授

多種類化合物群の効率的合成を指向し
た分子レベルでの反応開発

小林 修

東京大学大学院薬学系研究科

教授

生体機能分子の設計と精密分子認識
に基づく反応制御

齋藤 烈

京都大学大学院工学研究科

教授

ヘテロ原子間結合活性化による新物
質・新反応の開拓

田中 正人

産業技術総合研究所グリーンプロセス研究 ラボ長
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早稲田大学理工学部

教授

極限環境状態にお
ける現象

超高圧下における水素結合の量子力学
現象の創出と発現

準結晶の創製とその物性

青木 勝敏

蔡 安邦

物質工学工業技術研究所

1995-2002

首席研究官

物質・材料研究機構材料研究所 チームリーダー

超高純度ベースメタルの科学

銅酸化物超伝導体単結晶を用いる超高
速集積デバイス

安彦 兼次

山下 努

東北大学金属材料研究所

助教授

東北大学未来科学技術共同研究センター 教授

戦略目標

極限環境を用いた超伝導体の臨界状態
の解明

大きな可能性を秘めた未知領域への挑戦

門脇 和男

筑波大学物質工学系

赤石 實

教授

物質・材料研究機構物質研究所超高圧グループ
ディレクター

電子波の位相と振幅の微細空間解像

研究総括

立木

昌

物質・材料研究機構

超高圧プロセスによる天然ダイヤモンド
単結晶・多結晶体の成因解明

北澤 宏一

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

磁気力を利用した仮想的可変重力場に
おけるタンパク質結晶成長

安宅 光雄

産業技術総合研究所人間系特別研究体 グループ
リーダー

特別研究員

研究領域の概要
極限環境下における物質についての研
究を対象とするものです。

衝撃波面形成過程と新化学反応プロセ
ス

深度地下極限環境微生物の探索と利
用

近藤 建一

今中 忠行

東京工業大学応⽤セラミックス研究所

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

具体的には、超高温、極低温、超高
圧、超高磁場、極高真空、微小重力場
などの極限状態において特異な物理・化
学的現象を示す物質を分子・原子・電子
のレベルで解明することなどが含まれます。
また、新物質の創製、極限環境の創出技

反強磁性量子スピン梯子化合物の合成
と新奇な物性

新しい量子自由度・軌道の動的構造の
解明

高野 幹夫

遠藤 康夫

京都大学化学研究所

教授

東北大学金属材料研究所

教授

術、実用材料の開発へ道を拓くような先端
的研究や特殊環境下における生物の機能
についての先端的研究も対象とします。

画素の小さいX線検出用CCDの開発

超過冷却状態の実現と新機能材料創
製

常深 博

戸叶 一正

大阪大学大学院理学研究科

教授

物質・材料研究機構超伝導センター 技術参事

極限ストレス土壌における植物の耐性
戦略

局所高電界場における極限物理現象の
可視化観測と制御

森 敏

藤田 博之

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

東京大学生産技術研究所

教授

低次元金属・超伝導の超異方性強磁
場効果

強磁場における物質の挙動と新素材の
創製

石黒 武彦

本河 光博

京都大学大学院理学研究科

教授

東北大学

名誉教授

複合極限の生成と新現象の探索（超
高圧・超強磁場・極低温）

遠藤 将一

大阪大学極限科学研究センター 教授

低次元異常金属の開発

佐藤 正俊

名古屋大学大学院理学研究科

教授

合金クラスター集合体の極限構造・磁
性制御

隅山 兼治

名古屋工業大学工学部

教授
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脳を知る（脳の機
能）

脳神経系を構成する細胞の多様性の形
成機構

脳形成遺伝子と脳高次機能

岡野 栄之

三品 昌美

大阪大学大学院医学系研究科

1995-2002

教授

東京大学大学院医学系研究科

遺伝子変換マウスによる脳機能の解明

勝木 元也

東京大学医科学研究所

（財）東京都神経科学総合研究所解剖発生学研究
部門 主任研究員

ヒト脳の単一神経細胞の発現遺伝子

脳機能の解明

金澤 一郎

大塚

正徳

フェロモンの記憶に関わるシナプスメカ
ニズムの解析

市川 眞澄

教授

戦略目標

研究総括

教授

東京大学大学院医学系研究科

脳膜神経相関の分子機構

裏出 良博

教授

（財）大阪バイオサイエンス研究所

部長

感覚から運動への情報変換の分散階層
処理神経機構

シナプス可塑性の分子機構と脳の制御
機能

篠田 義一

小澤 瀞司

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

群馬大学医学部

教授

日本臓器製薬（株）生物活性科学研究所
顧問

研究領域の概要
脳機能の解明のうち、人間たる所以の

脳内光受容とサーカディアンリズム

G蛋白質共役受容体の高次構造

深田 吉孝

芳賀 達也

東京大学大学院理学系研究科

教授

学習院大学生命分子科学研究所

所長・教授

根元である脳の働きの理解を目標とする研
究を対象とするものです。
具体的には、
「脳の発生分化機構」
「神
経回路網の構造、機能と形成機構」
「脳
の高次機能（記憶、学習、意識、情動、
認識と生体リズムなど）」
「コミュニケーション

視覚認識の脳内過程

藤田 一郎

大阪大学大学院基礎工学研究科

神経系の遺伝的プログラムと可塑的メ
カニズム

松崎 文雄

教授

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター グ
ループディレクター

の脳機能」の解明を目標とします。
神経系形成における Glial cells missing 遺伝子の機能

脳の神経回路形成と可塑性の分子機
構

堀田 凱樹

村上 富士夫

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
長・教授

所

アルツハイマー病における神経細胞死
の解明

井原 康夫

東京大学大学院医学系研究科

教授

運動指令構築の脳内メカニズム

河野 憲二

産業技術総合研究所脳神経情報研究部門

部門長

人間の高次精神過程に関わるコラム構
造・配列

田中 啓治

理化学研究所脳科学総合研究センター グループデ
ィレクター

神経ネットワーク形成の遺伝子プログラ
ム

野田 昌晴

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

教授

神経結合の形成、維持、再編成を制
御する分子機構の解明

藤澤 肇

名古屋大学大学院理学研究科
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教授

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

環境低負荷型の社
会システム
1995-2002

東アジアにおける酸性物質及びオゾンの
生成と沈着に関する観測と環境影響評価

微生物を活用する汚染土壌修復の基盤
研究

秋元 肇

矢木 修身

自立都市をめざした都市代謝システムの
開発

アイソトポマーの計測による環境物質の
起源推定

柏木 孝夫

吉田 尚弘

海洋科学技術センター地球フロンティア研究システム
領域長

東京農工大学大学院工学研究科

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

東京工業大学大学院総合理工学研究科

教授

戦略目標

都市ヒートアイランドの計測制御システ
ム

質の利用を中心にすえた新しい都市水
代謝システムの構築

環境にやさしい社会の実現

久保 幸夫

渡辺 義公

研究総括

茅

陽一

慶應義塾大学大学院

教授

北海道大学大学院工学研究科

教授

CO 2 倍増時の生態系のFACE実験とモ
デリング

都市交通の環境負荷制御システムの開
発

小林 和彦

岩田 規久男

農業環境技術研究所

室長

学習院大学経済学部

教授

慶應義塾大学 客員教授／（財）地球環境
産業技術研究機構 副理事長・研究所長

研究領域の概要
ひっ迫した環境問題に対して、地球との

森林衰退に係わる大気汚染物質の計
測、動態、制御

農山村地域社会の低負荷型生活・生
産システムの構築

佐久川 弘

合田 素行

広島大学総合科学部

教授

農林水産政策研究所国際政策部

部長

共生と持続的な発展をめざしたクリーンな社
会システムの実現に関する研究を対象とす
るものです。
具体的には、資源のリサイクル、有効利
用を概念とするLCA評価の高い生産システ
ム、低エネルギ一・資源消費、効率的な

環境低負荷型の高分子物質生産システ
ムの開発

低環境負荷エネルギー用複合機能構造
材料の開発

土肥 義治

香山 晃

環境影響と効用の比較評価に基づいた
化学物質の管理原則

途上国に適合する連鎖反応を利用した
乾式脱硫プロセスの開発

中西 準子

定方 正毅

微生物の機能強化による水環境修復技
術の確立

セラピューティック煉瓦造住宅の住環境
効果

前川 孝昭

松藤 泰典

理化学研究所

主任研究員

京都大学エネルギー理工学研究所

教授

エネルギー・資源の利用を基盤とする環境
低負荷型の社会／生活／都市／住宅実
現のための実証的・システム的研究を中心
に、環境汚染の計測／評価／制御のため
の革新的な技術開発なども対象とします。

横浜国立大学環境科学研究センター 教授

筑波大学農林工学系

教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

九州大学大学院人間環境学研究院

教授

サンゴ礁によるCO 2 固定バイオリアクタ
ー構築技術の開発

高温空気燃焼技術を用いた廃棄物・
石炭高効率発電

茅根 創

吉川 邦夫

東京大学大学院理学系研究科

助教授

東京工業大学大学院総合理工学研究科

教授

地球環境保全のための国際的枠組みの
あり方

佐和 隆光

京都大学経済研究所

所長

新世代型低負荷環境保全技術による廃
棄物のエネルギー化・再資源化

野池 達也

東北大学大学院工学研究科

教授

社会実験地での循環複合体のシステム
構築と環境調和技術の開発

盛岡 通

大阪大学大学院工学研究科

教授
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