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さきがけとは
科学技術イノベーションの源泉を生み出す
ネットワーク型研究（個人型）

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・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込まれる先駆的な目的基礎研究

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の源泉となる、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術の
シーズ（新技術シーズ）を世界に先駆けて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、研究総括が選んだ若手研究者が、研究領域内および研究領域間で異分野の研究者ネットワークを形成しながら、若手なら
ではのチャレンジングな個人型研究を推進します。

概要

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 研究期間

■ 研究実施場所

3.5年以内

原則として、既存の施設を活用していただきます。研究契約を締結することにより、
所属機関において研究することが可能です。

■ 研究費

総額3,000万～4,000万円程度（研究補助者の人件費含む）／課題

■ 参加形態

兼任や専任等の形態で参加頂き、研究期間を通してJSTに所属していただきます。

① 兼任として想定される方

② 専任として想定される方

■ 研究契約

JSTは、個人研究者が研究を実施する研究機関と委託、共同等の研究契約を締結します。

■ 知的財産権

・大学に籍を持つ方

・国立研究開発法人研究機関に籍を持つ方
・国公立試験研究機関に籍を持つ方
・財団法人研究機関に籍を持つ方

委託研究契約に基づいた研究により生じた知的財産権は、原則として、研究機関
に帰属します。

■ 研究成果の発表および評価

・ポストドクトラルフェロー

・現在の所属機関を退職される方

研究期間中、国内外にて積極的に研究成果の発表を行っていただきます。研究期間
終了時には、一般公開である研究報告会において、研究成果の報告を行っていただき
ます。また、研究終了時には事後評価を行い、研究終了後追跡評価を行います。
なお、これらの研究成果および評価は一般公開し、社会還元を図ります。

特徴

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さきがけは、若手研究者の柔軟な発想力から生まれる新興・融合分野へのチャレンジや、若手研究者の研究者としての成長に期待しながら、戦略
目標の達成を目指すプログラムであり、そのために、以下のような特徴を持っています。
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30～40件程度の研究課題を採択します。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、多様な研究者を採択してポートフォリオを組み立
てていくことで、研究領域内および研究領域間で、多様な視点を持った研究者ネットワークを形成します。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。

若手研究者が個人で独立した研究を行う規模として、1研究課題あたり総額4千万円程度の研究費を支援しています。さら
に、若手研究者の自立やそのための研究環境整備の支援も行います。

若手研究者が研究成果を出すことのみならず、研究者として成長することを期待します。そのために、さきがけでは年に

1、2回開催する領域会議やさきがけ研究者の研究室を訪問するサイトビジット等を通じて、研究総括・領域アドバイザーが

助言・指導を行います。さらに、必要に応じて、海外研究者交流や社会の中の科学という観点から自らの研究を振り返る機会
を与えるといった、様々な研究推進サポートメニューを提供しています。

研究総括は、成果を最大化するために、さきがけ研究者に対し進捗に応じて研究の変更・加速・中止を指示する等、柔軟な

マネジメントを行います。研究領域運営を支える領域アドバイザーを10名程度配置し、科学技術面のアドバイスや評価を行う
有識者はもちろんのこと、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。

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。

さきがけホームページ

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

さきがけ領域一覧

研究進行領域

27領域683課題

ページ キーワード
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複雑流動

複雑な流動・輸送現象の解明・予測・制御に向けた新しい流体科学

6

反応制御

電子やイオン等の能動的制御と反応

10

パンデミック社会基盤

パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤の構築

12

多感覚システム

生体多感覚システム

14

植物分子

植物分子の機能と制御

16

高次構造体

細胞の動的高次構造体

19

多細胞

多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス

22

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

25

量子生体

量子技術を適用した生命科学基盤の創出

28

微粒子

生体における微粒子の機能と制御

31

光操作

生命機能メカニズム解明のための光操作技術

34

サステイナブル材料

持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解

36

未来材料

物質探索空間の拡大による未来材料の創製

38

自在配列

原子・分子の自在配列と特性・機能

41

情報担体

情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム

43

革新光

革新的光科学技術を駆使した最先端科学の創出

46

ナノ力学

力学機能のナノエンジニアリング

49

量子情報処理

革新的な量子情報処理技術基盤の創出

52

トポロジー

トポロジカル材料科学と革新的機能創出

55

熱制御

熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御

58

量子機能

量子の状態制御と機能化

62

ICT基盤強化

社会変革に向けたICT基盤強化

64

信頼されるAI

信頼されるAIの基盤技術

66

数理構造活用

数学と情報科学で解き明かす多様な対象の数理構造と活用

69

IoT

IoTが拓く未来

72

革新的コンピューティング

革新的コンピューティング技術の開拓

75

人とインタラクション

人とインタラクションの未来

※2021年12月時点の情報です。
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研究領域名

PRECURSORY RESEARCH
FOR EMBRYONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY

研究総括・副研究総括

発足年度

課題数

後藤 晋

2021年

11

関根 泰

2018年

31

押谷 仁

2021年

11

永井 良三・神崎 亮平（※）

2021年

10

西谷 和彦

2020年

20

野地 博行

2020年

31

高橋 淑子

2019年

36

塩見 春彦

2018年

31

瀬藤 光利

2017年

36

中野 明彦

2017年

33

七田 芳則

2016年

36

岩田 忠久

2021年

10

陰山 洋

2021年

10

西原 寛

2020年

30

若林 整

2020年

20

田中 耕一郎

2019年

32

北村 隆行

2019年

31

富田 章久

2019年

30

村上 修一

2018年

32

花村 克悟

2017年

26

伊藤 公平

2016年

28

東野 輝夫

2021年

10

有村 博紀

2020年

20

坂上 貴之

2019年

31

徳田 英幸

2019年

27

井上 弘士

2018年

30

暦本 純一

2017年

30

（※研究領域統括・研究総括）

'16

'17

'18

'19

'20

'21

'22

'23

'24

'25

'26

※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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複雑な流動・輸送現象の解明・予測・制御に向け
た新しい流体科学

戦略目標

複雑な輸送・移動現象の統合的理解と予測・制御の高度化

研究領域概要
本研究領域では、近年その発展が目覚ましい、流れの数値シミュレーションのための環境や手法、流れの計測技
術、そして、これらにより得られた膨大なデータを解析する応用数学的手法を駆使し、これまで困難であった複雑な流
動・輸送現象の抜本的な解明や、より正確な予測および高度な制御法の確立に向けた、新しい流体科学の基盤を
構築することを目的とします。
具体的には、乱流による運動量・熱・物質輸送、燃焼などの化学反応を伴う流れ、環境流体の諸現象、生体
内の流れと輸送現象、種々の複雑流体の輸送・移動現象、電磁場を伴う流れにおける輸送現象など、あらゆる流動
およびそれによる輸送現象を研究対象とします。これらの現象に対して、伝統的な流体力学の解析手法はもちろん、
応用数学解析、データ科学、数値シミュレーション、新しい実験・計測手法などを適用し、それぞれの研究を深化さ

研究総括

後藤

せつつ得られた知見を相互に活用することで、複雑な流動・輸送現象の解明の糸口を見出すとともに、各分野の強
みを活かした新しい分野の開拓に貢献します。

晋

大阪大学大学院基礎工学研究科

複雑な流動と輸送をキーワードとし、広い意味での流体力学が関わる種々の分野を俯瞰する視点を導入し、若手研

教授

究者どうしの積極的な分野横断交流を推進します。

領域アドバイザー

河合
河原
坂上
店橋
長田
服部
深潟
松林
渡邉

4

宗司
吉伸
貴之
護
孝二
裕司
康二
伸幸
智彦

東北大学大学院工学研究科

教授

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授
京都大学大学院理学研究科
東京工業大学工学院

教授

教授

名古屋大学大学院工学研究科
東北大学流体科学研究所
慶應義塾大学理工学部

教授

教授
教授

大阪大学大学院基礎工学研究科
名古屋大学大学院理学研究科

教授
教授

混相／複雑流体のレオロジー物性計測を
基軸とした流体科学の創成

データ指向型アプローチによるクリーン燃
焼技術の確立

岩田 夏弥

田坂 裕司

源 勇気

大阪大学高等共創研究院
同上

准教授

物質に高強度光を照射すると高エネルギー

北海道大学大学院工学研究院
同上

准教授

ザーを使えば星内部相当のエネルギー密度
を実現でき、ミクロな粒子加速やマクロな
高温プラズマ流動が同時進行する非平衡
物理を探究できます。ミクロとマクロが絡み
合う輸送現象の理解は流体科学として重要です。本研究は
プラズマ中のミクロ過程の統計的モデル化と流体的記述へ
の展開に挑戦し、高エネルギー密度の流動・輸送現象の
解明を目指します。

本研究は、混相・複雑流体の諸現象を理
解・制御するためのレオロジー物性評価基
盤技術確立を目指します。複雑流体の過
渡的レオロジー物性評価が可能な、超音
波スピニングレオメトリの技術を発展・応用
し、流れの遷移問題の混相流体への拡張
を行います。またレオロジー物性が関わる流体力学、材料科
学、化学工学、医学の諸問題を通してUSRによる物性評
価プロトコルを確立し、
「評価」から「予測・制御」へレオ
ロジーの理工学を転換させます。

マイクロ・ナノ界面系でのイオン流体科
学の創出

数理融合で拓く乱流場中の自発的秩序
構造形成の活性化と輸送制御

植松 祐輝

仲田 資季

1 密度プラズマが生成されます。大出力レー

九州大学大学院理学研究院
同上

助教

近年の社会変容と科学技術の進展を踏ま
え、多孔質膜系、気泡・水滴系の流体
力学の計測実験に取り組むとともにモデル
の理論解析を実施し、マイクロ・ナノ界面
系でのイオンの関与する複雑流れの原理
解明と予測理論を構築します。また、界面
でのイオンの効果を切り口に、これらの系での未解決問題を
解明し、関係する有望な分析/産業/エネルギー技術のさらな
る理解と革新をするための知識基盤を整えます。

間の分子流体力学

小林 一道

准教授

「間の分子流体力学」の創生の中心とな
るEnskog-Vlasov方程式は未だ不完全で
あるため，本提案ではEnskog-Vlasov 方
程式の多成分・多原子分子への拡張を
行い、この方程式に対する高速計算手法
の構築を目指します。また，拡張した方程
式から流体力学方程式系の導出を試み、非平衡気液界面
流れに対する力学の確立を目指します。更に、本研究結果
の有用性を確認し、様々な分野へ本成果を展開します。

アポステリオリ流体幾何学の創出

自然科学研究機構核融合科学研究所 准教授
同上

乱流物理に数理・情報科学的手法を組
み込んだ数理融合アプローチによって、幾
何学的自由度を持つ外場や構造のなかに
置かれた乱流場から自発形成する秩序的
流れ場や渦構造、そして、それらに付随す
るエネルギー・物質輸送などの機能を自在
に活性化するための理論・計算的手法の構築とメカニズム
の解明を目指します。プラズマ乱流における渦・流れ・磁
場の非線形相互作用の問題を通して、新たな学際的展開を
開拓します。

東北大学大学院工学研究科
同上

助教

流れ場の大規模データを基礎として、流動
現象の本質を幾何学的な観点から帰納的
に理解することを目指します。これまで具体
的な条件の解析に特化していた実験・数
値流体力学に、抽象化を得意とする現代
数学、数理流体力学およびデータ駆動科学の知見を融合さ
せることで、複雑な流動現象の幾何学的な理解およびそれ
に基づく流体の革新的な予測・制御技術を確立します。

“力”を既知とする新しい流体科学
東京農工大学大学院工学研究院
同上

西口 大貴

東京大学大学院理学系研究科
同上

助教

バクテリア系を題材とし、３次元アクティブ
乱流の時空間構造を高速共焦点顕微鏡で
直接観察します。統計則を実験的に解明
するとともに、アクティブ流体のマクロな境
界条件までミクロから包括的に理解する統
計力学的な方法論を構築します。履歴依
存する負粘性を活用したデバイスの創出へ向け、微小流路
内にアクティブ乱流を流したときの粘性応答と集団運動を同
時観察し、平均流下でのアクティブ乱流の挙動の解明にも
挑みます。

機械学習と数値解析を融合した流動モデ
リング

実験・数値流体力学から得られる複雑な

田川 義之

本研究では、水素燃焼等に代表されるクリ
ーン燃焼技術の確立と実用化のための高
精度数値熱流体解析の実現に必要な、
大規模データに基づく、実用性をも考慮し
た高精度データ指向型物理モデルの開発
を目的とします。また、データ指向型モデ
ルの従来モデル同様の再最適化のための、熱流体解析エ
ンジニア自身がモデル学習実施可能な機械学習プラットフォ
ームの開発を実施し、高精度なデータ指向型モデルの持続
的な普及に貢献します。

アクティブ乱流の３次元構造と制御方法
の開拓

北海道大学大学院工学研究院
同上

佐藤 慎太郎

東京工業大学工学院 テニュアトラック助教
同上

複雑流動

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

非平衡高エネルギー密度プラズマにおけ
る流動・輸送現象の解明

堀江 正信

（株）科学計算総合研究所基盤研究部
同上

部長

複雑な流動・輸送現象の数値解析には
時間がかかることが多く、機械学習による
代替が期待されています。本研究では、
柔軟な機械学習モデルであるグラフニュー
ラルネットワークと流動・輸送現象に適した
数値解析手法である不連続ガラーキン法と
組み合わせることで、物理現象の要請である座標変換に対
する同変性と流動・輸送現象において重要な保存則を満た
し、高精度かつ高速に予測ができる機械学習・数値解析
手法を開発します。

実験と数理の融合による細胞内流体構
造連成の解明
教授

流体応力場を出発点とした新しい流体科
学の創出を目指し、流体応力場の新しい
計測システムを提案します。これにより複
雑な流動・輸送現象の抜本的な解明と制
御への道筋をつけ、他分野との新たな融
合基盤を構築します。具体的な対象とし
て、動脈瘤の現象を取り上げます。本研究期間内には、独
自の光弾性応力計測システムの自動化と理論・数値計算
を援用した機械学習により、応力計測の非線形性の克服を
目指します。

松永 大樹

大阪大学大学院基礎工学研究科
大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授
助教

細胞収縮力はミオシン・キネシンといったモ
ータータンパク質の役割に起因しますが、
細胞グローバルスケールで生じる流動現象
はモーターの活動に起因する流体構造連
成問題とも捉えることができます。モーター
タンパク質のローカルの拡散動態がどのよ
うに収縮力と関連しているか、引いては細胞グローバルスケ
ールの流動を生み出すのか、広い時空間の階層を跨る力学
現象の一端の解明を本研究課題では目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属

5

的制御と反応
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah30-2.html
戦略目標

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

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

電子やイオン等の能動

電解還元法による酸素酸化反応プロセ
スの構築

ヒドリドイオンの光励起により駆動するア
ンモニア合成触媒の開発

天野 史章

北野 政明

北九州市立大学国際環境工学部
同上

准教授

省エネルギーと高い反応選択性を両立した

本研究では、活性化が困難な窒素分子

1 新しい化学品製造法の創出を目的として、

しています。結晶骨格中に高密度にH‒イ

電界による能動的軌道変形を利用した化
学反応技術の創出

金属酸化物クラスターによる多電子・プ
ロトン移動触媒の創製

アルブレヒト 建

鈴木 康介

九州大学先導物質化学研究所 准教授
東京工業大学科学技術創成研究院 助教

界印加によって分子軌道が能動的に変形
することを見出したことを端緒として①単分

関根

子の電界印加による反応性の変化を明ら
かとし②ナノギャップ電極や光誘起電子移

泰

早稲田大学理工学術院

動を用いてこれをバルクスケールの反応へと適用する手法を

教授

開発します。

本研究領域では、電気や光などを用いて電子やイオンの能動的な
制御を狙い、革新的な化学反応技術を創出することを目的とします。
これによって、従来にない物質生産プロセスを実現させ、既存技術に
おける反応制御の難しさ、収率や選択性の低さ、高い反応温度、平
衡制約などから脱却できる新たな化学反応の体系を確立することを狙い
ます。具体的には、電気化学や光化学、非在来型プロセスなどを単
独あるいは組み合わせることにより、電子やイオンを能動的に制御し、
これによって化学反応の選択性向上、平衡制約からの脱却といった
次世代反応場の開拓を狙います。高効率な物質合成に資する化学
反応プロセスのみならず、反応プロセスを構築するための新規材料開
発、例えば従来にない中温域で作動しうる新規イオン伝導材料の開
発やこれら反応・材料の新規評価方法の確立、そのために必要とな
る理論化学の援用によるモデル化と実験系へのフィードバックなども研
究対象に含めます。化学(電気や光など)、反応プロセス(フローリアク
ターなど)、材料(電極材料、固体イオニクス材料、触媒など)、計測、
理論の融合からなる次世代反応プロセスの創出により、持続可能な
社会の実現を目指します。

領域アドバイザー

雨澤

浩史

佐藤
佐藤

康司
縁

里川
杉本
堂坂

重夫
渉
健児

成蹊大学理工学部

中井
中林

浩巳
亮

早稲田大学理工学術院

濱川
山下
吉田

聡
弘巳
朋子

五十嵐

東北大学多元物質科学研究所

教授

達也 富士フイルムホールディングス（株）CTO

柳 日馨
和田 雄二

室

統括マネージャー

ＥＮＥＯＳ（株）先進技術研究所

所長

産業技術総合研究所省エネルギー研究部門
総括研究主幹
教授

信州大学先鋭材料研究所／繊維学部 卓越教授
本田技研工業株式会社日本本部地域事業企画
部環境推進課 課長
旭化成株式会社
センター長
産業技術総合研究所

教授

繊維技術開発センター
材料・化学領域 領域長

大阪大学大学院工学研究科

教授

大阪市立大学人工光合成研究センター
授・副センター長
大阪府立大学研究推進機構

教

特認教授

東京工業大学科学技術創成研究院

特任教授

を、H‒イオンの光励起作用を利用すること

電解還元法による選択的な酸素酸化プロ
セスを開発します。水素ではなく水を電子
源として、酸素原子供与が可能な活性酸
素種を能動的に形成し、これまで難しかっ
た炭化水素の酸素酸化反応を制御します。電気化学と触媒
化学のアプローチに、反応場の分離と物質移動を制御する
化学工学的アプローチを融合させた革新的な反応技術の構
築を目指します。

本研究では、単分子接合中の分子への電

研究総括

東京工業大学元素戦略研究センター 准教授
同上

で活性化し、従来の固体触媒では実現で
きなかった温和な条件下でのアンモニア合
成を行う新規触媒プロセスの構築を目的と
オンを含む材料と金属ナノ粒子触媒と組み合わせた触媒を用
い、従来高温・高圧で行われてきたアンモニア合成プロセ
スの低温・低圧化を目指します。

東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院工学系研究科

准教授
講師

本研究では、可視光や電気を利用して、
貯蔵可能な化学エネルギーや有用炭素資
源の生産を実現するために、多電子・プ
ロトン移動反応を自在に制御することので
きる革新的金属酸化物クラスター触媒を創
製します。反応に合わせた活性点構造の
設計に加えて、電子状態やプロトン化状態の制御による酸
化還元特性、反応電子数、酸塩基性の設計により、新た
な反応性や選択性を示す触媒材料を開発し、高難度酸化
還元反応の実現を目指します。

外部電場により駆動するワイヤレス電解
反応システムの構築

ナノスケールの電気化学イメージング技
術の創成

稲木 信介

髙橋 康史

東京工業大学物質理工学院
同上

准教授

金沢大学ナノ生命科学研究所 教授
金沢大学新学術創成研究機構 准教授

本研究では、外部電場により駆動するワイ

電気化学計測やナノ計測に特化した４種

ヤレス電極（バイポーラ電極）の概念を発

類のプローブ顕微鏡を駆使して、局所触

展させ、電解質使用量の削減かつ電気量

媒活性の電気化学イメージングと制御、イ

をモニター可能な分割バイポーラ電極を用

オン・ホール伝導が関与する化学反応の

いた実用的電解合成系を設計します。各

理解、溶液中でのイオン濃度プロファイル

種計測技術やシミュレーションを駆使しながら、種々の電解

イメージング、局所計測のための要素技術開発の4つのテー

反応への応用を検討し、低環境負荷の有機電解合成シス

マをもとに研究を進めていきます。

テムとして確立することを目標とします。

分子‐金属界面の構造制御に基づくプ
ラズモン誘起化学反応の制御

光照射波長によって電子移動・化学選択性が変
化するプラズモニック光触媒の創製と物質変換反応

数間 恵弥子

田中 淳皓

理化学研究所開拓研究本部
同上

研究員

金属ナノ構造に光照射することで励起でき
る局在表面プラズモン（近接場光）は、
太陽光エネルギーを化学反応のエネルギー
に高効率に変換する手段として期待されて
います。本研究は、プラズモニック触媒の
実用化に向け、高効率な反応経路を提供
する触媒の設計指針の獲得を目指します。分子と金属の間
に触媒層を導入することでプラズモン誘起化学反応の経路
を制御し、単分子レベルで反応素過程を解明、能動的な反
応制御を実現します。

近畿大学理工学部
近畿大学理工学部

講師
助教

金属ナノ粒子の表面プラズモン共鳴に誘
起される光触媒は，それぞれ異なる光吸収
ピークをもち，その分布が可視光全域に広
がっていることから注目されています．本研
究では，化学反応の高度な選択性を達成
する手法として，光照射波長および光触
媒材料設計を駆使した電子移動方向の能動的な制御を試
みます．さらに，電子移動の制御を行うことで，基質選択性
や官能基選択性を自由に変化させることを目指します．

量子分割によるヘテロ接合ナノ粒子光触
媒の超高効率化

ラビ分裂による化学反応操作法の確立

亀山 達矢

平井 健二

名古屋大学大学院工学研究科
名古屋大学大学院工学研究科

准教授
助教

光エネルギーを直接燃料に変換できる、光触媒反応
が注目され、その高効率化が広く検討されています。
本研究では量子ドットに特有の、量子分割過程（多
重励起子生成）を利用した光触媒反応を開拓しま
す。これにより、光電気化学セルを用いて、高エネ
ルギー光照射時の外部量子効率が100％を超える超
高効率反応を達成し、光エネルギー利用の限界に迫ります。申請者がこれ
までに取り組んできた、環境適合性の高い低毒性多元系量子ドット開発と、
ナノ構造制御技術により、量子ドット内にヘテロ接合界面を形成し、オージ
ェ再結合するよりも早く、多励起子を電荷分離することでこれを達成します。

北海道大学電子科学研究所
同上

准教授

化学反応の制御は分子設計を基盤として
発展してきました。本研究では、共鳴する
光子と分子のコヒーレントな相互作用を用
いて、分子の反応性を変化させる方法を
開発します。これにより反応の進行や生成
物の制御を実現します。

扉絵は電気や光などを用いて電子やイオンを能動的に制御して、革新的な化学反応技術がスパイラルに生成していく様子をデザイン化したものです。
基調色のグリーンは持続可能な社会の実現を目指していることを意味しています。
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スピン角運動量の能動的制御による革新
的電気化学反応の創出

イオン伝導性原子膜の能動的制御と中
低温イオニクス材料の創製

古山 渓行

須田 理行

山本 瑛祐

金沢大学理工研究域
同上

准教授

京都大学大学院工学研究科 准教授
自然科学研究機構分子科学研究所 助教

近赤外光により選択的に活性化される触

キラル分子による金属ナノ粒子ネットワーク

媒を開発し、可視光材料をはじめとした高

を基板表面に固定化し、ここに流れる電流

ZrO2)を、ナノシート化技術と第一原理計算
に基づく精密設計によって中低温領域で

スピン偏極電流の生成が可能な電極材料

す。近赤外光と強く相互作用することが知

巨大イオン伝導度を有する原子膜材料に

を創製する。この電極を電気化学反応に

られるアザポルフィリンを利用し、置換基効
果・中心元素の調整により吸収波長・光励起状態を能動
的に制御できる設計指針を産み出し、600〜1000 nmの光
で駆動する触媒の開発を目指します。

生まれ変わらせます。さらに、ナノシートの

用いることで、通常の電流では実現不可
能な、スピン偏極電流を用いることによる革新的な電気化学
反応、すなわち電気化学的不斉合成反応や反応過程にお
けるスピン多重度選択的な反応を実現する。

電磁波駆動触媒反応によるリグノセルロ
ースの熱化学変換

飯村 壮史

椿 俊太郎

中温域で電気化学反応と触媒反応を適切

本課題では電磁波の精密制御によって触

2 に融合することで、高効率で選択的に化

学反応を進めようという試みが近年注目を
集めています。本研究は、イオンの多体運
動の一つである準格子間拡散に着目し、
電解水素化還元反応に資する中温域高
速ヒドリドイオン伝導体の創出を目指します。また、非干渉
性中性子準弾性散乱を用いてヒドリドイオンの拡散機構を明
らかし、高速アニオン伝導体の多体ダイナミクスという新たな
学理を確立します。

電子制御型有機触媒の創製

大宮 寛久

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京工業大学物質理工学院 助教

金沢大学医薬保健研究域
同上

教授

本研究では、金属元素を含まず、有機化

有する電界変調特性を活用し、電場によるイオン伝導性の
能動的制御を実現することで、革新的ナノイオニクス材料の
基盤構築に繋げます。

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

準格子間拡散を利用した中温域高速ヒドリ
ドイオン伝導体の創製と拡散機構の解明
物質材料研究機構機能性材料研究拠点 主任研究員
東京工業大学元素戦略研究センター 助教

助教

ありふれた酸化物イオニクス材料(CeO 2 ,

に多重スピン偏極効果を与えることで、高

付加価値材料の新しい合成法を開発しま

名古屋大学未来材料システム研究所
同上

近接場光による励起状態制御の理論

岩佐 豪

北海道大学大学院理学研究院
同上

助教

量子力学では、基底状態の波動関数に

3 外場を作用させて励起状態を重ね合わせる

媒反応を能動的に操る手法を確立し、リグ
ノセルロースの温和な熱化学変換を実現す
る。具体的には以下の３項目に取り組む。
(1) 触媒材料の誘電特性に基づく電磁波
駆動触媒の開発、(2) 精密制御型電磁波反応装置の開
発、(3)「その場観察」による電磁波駆動反応の促進機構
の理解と触媒反応制御手法の確立。

ことができます。本研究では、
「物質近傍
に局在する近接場光を用いて励起状態を
どのように制御できるか」に理論的に挑戦
します。具体的には、近接場光と分子の
相互作用を記述するための双極子近似を超えた第一原理計
算手法を開発し、電磁場の空間構造を設計して、狙いの電
子励起状態へと励起し、分子の反応性を能動的に制御する
仕組みを打ち立てます。

インターメタリック反応場でのプロトニクス
を利用した高効率触媒系の開発

複合アニオン固体電解質を用いたヒドリ
ドインターカレーション反応の開拓

古川 森也

竹入 史隆

北海道大学触媒科学研究所
同上

准教授

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

助教

本研究では、電場印加下でのプロトン伝
搬によって平衡制約からの脱却を可能とす
る「表面プロトニクス」の現象論を、触媒
反応における反応性を劇的に変化させる
「インターメタリック反応場」上で起こさせる
ことで、既存技術では困難な高効率触媒
反応系の構築を実現します。具体的には、CO2からのメタノ
ール合成およびプロパン脱水素の反応系において、平衡制
約からの脱却による劇的な低圧化および低温化をそれぞれ
達成します。

ヒドリドイオン導電体は中低温で作動可能
な電気化学デバイスへの応用が期待されま
すが、その電極反応、すなわちヒドリドイオ
ンの脱挿入反応は未開拓です。本研究で
は、優れたイオン導電特性を示す複合アニ
オン化合物を固体電解質として用いた新奇
電極反応に挑戦します。将来的な物質変換デバイスへの展
開を可能とする基盤技術を構築するとともに、水素量を電気
化学的に制御した準安定相における物性開拓にも取り組み
ます。

酸素欠損型モリブデン酸化物のプラズモン光
反応場を利用した革新的CO2変換反応の開発

固体表面イオン配列の能動的制御を利
用した高選択的触媒化学反応の開発

異方歪みの能動的制御による二酸化炭
素の高効率・高選択変換

桑原 泰隆

細見 拓郎

轟 直人

合物のみで構成される有機触媒と光エネル
ギーを組み合わせることにより、電子を能
動的に制御可能な触媒システムを創製しま
す。この触媒システムを用いて、これまで
実現困難であった反応プロセスを開発し、入手容易な化学
原料から高付加価値の有機分子を合成します。

大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科

准教授
講師

東京大学大学院工学研究科 助教
九州大学先導物質化学研究所 特任助教

東北大学大学院環境科学研究科
同上

准教授

本研究では、酸素欠損型モリブデン酸化
物の表面プラズモン共鳴と酸素欠陥を利
用することで化学的に安定なCO2を活性化
し、選択的にメタノールへと変換可能なプ
ラズモン触媒技術の開発を行います。モリ
ブデン酸化物結晶中の電子密度・酸素欠
陥密度を制御することでCO2活性化に最適なプラズモン光反
応場を構築し、光エネルギーを効率的に化学エネルギーに変
換することで、CO2メタノール変換プロセスの低温化を目指し
ます。

本研究では、単一の結晶面が露出した金
属酸化物ナノワイヤが、有機分子鎖中の
僅かな官能基位置の違いを識別して特定
の分子のみを選択的に転換させることを見
出したことに着想の端を得て、結晶面上に
おける分子選択性の起源を明らかとします。
さらに、固体表面上のイオンの配列・距離の能動的制御に
よって反応性・選択性を自在に制御する手法を開発するこ
とで、高耐久性と高選択性とを両立した新しい触媒系を創
出します。

Mie共鳴による磁場増強を利用した光化
学反応プラットフォームの構築

振動エネルギーで駆動する新しい触媒反
応系の開拓

担体の電子状態制御による金属ナノ粒
子触媒活性化の機構解明と設計

杉本 泰

山添 誠司

中田 彩子

神戸大学大学院工学研究科
同上

助教

本研究では、スピン禁制遷移を光により直
接励起する技術を開発することで、従来の
物質の光励起の制約から脱却し、新たな
光化学反応ルートを提案します。光励起過
程における磁場の効果に着目し、誘電体
ナノ構造のMie共鳴に起因する磁場増強
効果を利用して、一重項-三重項間の直接的な光学遷移を
実現します。材料、構造形成、新規反応ルートに開拓に関
する実験的検討を行い、これまで不可能であった光化学反
応を実現します。

反応制御

光触媒の能動的制御による近赤外光合
成プロセスの開発

東京都立大学大学院理学研究科
首都大学東京大学院理学研究科

教授
教授

本研究では低周波の振動をエネルギー源と
した振動触媒反応システムを開発するた
め，振動エネルギーで分子活性化を可能
にする振動触媒および振動触媒反応装置
の設計・開発を行う．触媒の構造因子が
触媒作用に及ぼす効果や放射光を用いたオペランド分光に
よる振動触媒反応機構を解明し，振動触媒反応系の基盤
技術の構築と高活性な振動触媒の開発を行う．

本研究では、触媒結晶格子中に加わる異
方歪みを能動的に制御し、電気化学的二
酸化炭素還元反応を高効率かつ高選択
化する手法を開発します。具体的には、
触媒層に異方歪みを印加し制御するため
のデバイスを作製し、異方歪みを印加した
状態で触媒の特性と構造を評価できるその場測定システムを
開発します。新規開発するデバイスと測定手法を駆使し、
従来理論に束縛されない新たな反応系を実現します。

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 主任研究員
同上

大規模第一原理計算により、担体の電子
状態の制御による触媒活性のコントロール
に関する指針を得ることを目指します。数
nmサイズの金属ナノ粒子を様々な担体上
に担持させ、その構造や電子状態のサイト
依存性や反応性を計算することで、実在
系で担体が金属ナノ粒子触媒に与える影響を詳細に解析し
ます。また、原子や欠陥の導入により担体の電子状態を変
化させた場合に、金属ナノ粒子の性質・反応性に与える影
響を解析します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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光励起キャリアを触媒サイトに誘導する
高分子光触媒の創製

2層の反応溶液と分子の自発的な動きを
利用した高耐久な光触媒反応

中田 明伸

山崎 康臣

中央大学理工学部
同上

助教

本研究では、光励起キャリア分布に合わ
せ適切な分子性触媒を内包した高分子光
触媒を、精密設計した分子骨格を用いて
“一から”組み上げる手法を確立します。本
手法により、分子性光触媒と半導体光触
媒の長所を創発的に融合した「光励起キャリアを触媒サイト
に誘導する高分子光触媒」を創製し、電極化などのアシス
ト無しに高効率な“水を電子源”としたCO2還元を実証します。

化学ポテンシャル制御による特殊反応場
形成技術の創出

中村 崇司

東北大学多元物質科学研究所
同上

准教授

固体電解質に電圧を印加すると、キャリア
イオンに対応した化学ポテンシャルの変調
が起こります。この固体電解質上で起こる
現象を利用し、本研究では化学ポテンシャ
ルの能動制御が可能な特殊反応場を形成
する技術を創出します。本技術を活用し、
反応駆動力（化学ポテンシャル）を能動的に制御すること
で対象材料のアニオン欠陥を自在に制御し、従来に無かっ
た革新的な材料合成技術への展開を目指します。

電位制御マルチプローブと顕微分光による微
小領域化学反応オペランド可視化技術の開発

永村 直佳

物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点 主任研究員
同上

革新的化学反応をデバイス実装する際、
界面や欠陥で局所的に起こる反応が特性
の鍵を握ります。本研究では、元素選択
的な情報が非破壊で得られる顕微分光に、
電子・イオンを注入できるマルチプローブを
組み合わせることで能動的反応制御を行
う、新たなオペランド計測の要素技術開発を行います。これ
を活用し、電池や触媒のデバイス構造内の微小領域で局所
的に起こる化学反応の機構や空間不均一性の要因の系統
的評価を目指します。

原子層ホットエレクトロントランジスタによ
る低温高効率反応誘起

野内 亮

大阪府立大学大学院工学研究科
同上

准教授

窒素固定化といった元来高温を必要とする
反応に対しては、高エネルギー電子を用い
る低温化が有効です。そういった電子はト
ンネル接合への電圧印加で形成できること
が古くから知られていますが、電極近傍の
局所的な反応誘起にとどまっていました。
本研究では、原子層ホットエレクトロントランジスタ構造を用
いることで、有効面積最大化やエネルギー減衰最小化によ
る高効率化を図り、低温化と高効率化を両立する反応系を
実現します。

電荷移動が制御された高効率可視光応
答型光触媒の開発

久富 隆史

信州大学先鋭領域融合研究群 准教授（特定雇用）
同上

フラックス中での粒子形成、構造や組成を
考慮した前駆体酸化物の利用、低価数金
属カチオンドーピング等の手法により、サイ
ト選択的助触媒共担持の検討に適する結
晶面の発達した高結晶性の酸窒化物光触
媒微粒子を調製します。調製した光触媒を
用いて、水素生成助触媒と酸素生成助触媒をサイト選択的
に共担持する技術を開発し、電荷の輸送特性や反応性へ
の効果をモデル反応の解析により評価します。
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成蹊大学理工学部
同上

助教

本研究では、混和しない２層の溶液を用
いて、光触媒反応の反応場を、光化学的
に光増感錯体が電子を獲得する「明反応
場」と獲得した電子を用いて触媒がCO2還
元反応を行う「暗反応場」の２つに分離
することを目指します。光増感錯体が光還
元された際に明反応場から暗反応場へと自発的に移動する
光増感サイクルを構築し、光増感錯体及び触媒の還元種が
照射光によって分解されない、高い耐久性を有する光触媒
系を構築します。

反応制御

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤
の構築

戦略目標

「総合知」で築くポストコロナ社会の技術基盤

研究領域概要
本研究領域は、幅広い分野の研究者の結集により、パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤を構築す
るとともに、緊急時の分野横断的対応を可能とする研究者ネットワークを形成することを目的とします。
COVID-19感染拡大は、経済社会活動全体だけでなく個々人の日常生活へ長期的かつ甚大な影響を与えていま
す。このパンデミックにあたっては、臨床医学・ウイルス学・公衆衛生学のみならず、情報科学や計算科学、材
料・デバイス工学、環境科学など多様な分野における研究が実施されていますが、同時に、各分野において不足し
ている技術や課題が明らかとなりました。また、複雑化した社会において人々の活動がどのように感染を拡大させるの
かを正しく把握し、社会・経済活動とのバランスを保ちつつ柔軟かつ適確な感染症対策をとるためには、それぞれの自
然科学分野における研究だけでは限界があり、人文学・社会科学を含めた積極的な異分野連携による「総合知」

研究総括

押谷

の活用が不可欠であるとの認識が高まっています。
そこで本領域では、繰り返される感染症の脅威に人類がどのように対応してきたのか長い歴史を振り返るとともに、

仁

東北大学大学院医学系研究科

COVID-19対応により見えてきた社会的・技術的課題の本質を見極め、様々な専門性を持った研究者が結集しネット

教授

ワークを形成しながら、あらゆる立場の人々が共生しつつ感染状況に応じた適切な対策を取ることを可能とする持続可
能な社会を作り出すための社会・技術基盤の構築を目指します。

領域アドバイザー

有吉
岩本
小坂
北野

紅也
康志
健
宏明

長崎大学熱帯医学研究所

香西

豊子

佛教大学社会学部

城山
三浦

英明
麻子

東京大学大学院法学政治学研究科

武藤

香織

東京大学医科学研究所
ター公共政策研究分野

渡辺

登喜子 大阪大学微生物病研究所 教授

菖蒲川
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教授

東京大学大学院経済学研究科
東北大学大学院歯学研究科

教授
教授

（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所
代表取締役社長
教授

由郷 新潟大学十日町いきいきエイジング講座 特任教授
教授

大阪大学大学院人間科学研究科／感染症総合
教育研究拠点 教授
ヒトゲノム解析セン
教授

感染症対応における国際・国内ガバナンス向上に関わる研究―情
報共有における異分野間連携と医薬品開発投資戦略に着目して―

パンデミック下におけるデータ駆動型政策のための疫
学・統計・機械学習的方法論およびその社会還元

池田 真利子

武見 綾子

米岡 大輔

筑波大学芸術系
同上

助教

本研究はポスト・コロナのグローバル社会

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学未来ビジョン研究センター 特任研究員

対面接触社会経済のレジリエントかつ創造
的融合のため、現在危機的状況にある夜
の民間公益文化芸術セクターの経済創造
活動に焦点を当て、科学的エビデンスに
基づき現状を調査・公開し、コロナを機に露となった日本の
文化政策から零れる文化芸術を理解し、真に持続可能な文
化行政と夜の社会・経済構築の総合知を形成することを目
的とします。

新型コロナウイルスの脅威によってその課
題があらためて突き付けられた、感染症対
応における国際・国内のガバナンスについ
て研究します。具体的には、
（１）感染症
早期探知・対応に関わる異分野間情報
共有の促進（２）柔軟な契約形態による
医薬品投資の促進等を取り扱います。また国際社会におけ
る情報共有枠組み確保の観点から、新しい感染症にかかわ
る条約がどのように担保されるか、他の条約との比較も踏ま
え検討します。

網羅的ミクロデータに基づく経済シミュレ
ーション

パンデミックに対してレジリエントな研究
体制構築のための基盤研究

井上 寛康

南宮 湖

1 の文化慣習の変化を見据え、オンライン・

兵庫県立大学大学院情報科学研究科 准教授
同上

感染症対策等の施策が経済にどのような

慶應義塾大学医学部
同上

跡や日次ベースでの推計精度の向上を目指します。

数理科学が推進するパンデミックナレッジ
基盤の構築

屋内空気の遠隔制御による感染症対応
型情報環境の構築

岩波 翔也

長谷川 圭介

は、サプライチェーン・消費・企業活動の
多面的・大規模・ミクロなデータを取り入
れ、多くの活動主体が相互作用する複雑
ネットワークを考慮したモデルを用いて、大
型並列計算機を用いたシミュレーションを実施します。その
際、従来研究では分析が困難なサービス産業の需給の追

名古屋大学大学院理学研究科
同上

助教

人 々 は 、 新 型コロナウイルス感 染 症
（COVID-19）を経験する過程で、パンデミ
ックに伴う医療や経済の課題に直面しまし
た。本研究課題では、パンデミックの発生
に際した迅速な対応を可能にするために、
数理科学を駆使して、ウイルスとしての特
性と感染症としての特性を結びつけ、政策など社会的影響
を検討します。パンデミックを包括的に理解することで「将来
の感染症を知り備えるための社会・技術基盤」の構築を目
指します。

タスコミュニケーション技術の開発を目指す
ものです。対面とオンラインの両場面での
独自技術の進展により、対人交流におい
て本質的に重要な要素が明確になるとともに、COVID-19下
でのフィジカルディスタンス対策の問題点を補完してパンデミ
ック下での対人交流の質を維持できると期待されます。

東北大学大学院情報科学研究科
同上

准教授

感染症対策となる科学技術には不確実性
が伴うために、自発的協力者が少ない・
政策ターゲットの協力が得られない等の課
題が生じます。本研究では、不確実性に
関する特徴を整理した上で、自発参加に
委ねる「オプトイン方式」での協力者を量
的把握し、行動経済学の情報提供ナッジが協力者を増やす
効果を検証します。また、参加を初期設定にする「オプトア
ウト方式」について人々の自由意志と厚生に配慮できる導
入方法を探究します。

本研究では接触調査を行うことで都市にお
ける人々の接触の性質を明らかにし、GPS
などの大規模人流データによって推定され
た接触との比較を行います。接触調査の
結果を利用して感染拡大の数理モデルを
構築し、さまざまな地理的スケールにおける
感染拡大のシミュレーションを行います。また、疫学データ等
の実証分析を行い、モデルと実際の感染拡大を比較するほ
か、シミュレーション結果を理論的に理解することを目指しま
す。

パンデミックに備える社会的データ収集枠組みの構
築と数理モデルによるネットワーク介入の有効性評価

感染症拡大抑止を支援するセンシング・
ハブ基盤の構築

瀧川 裕貴

南木 創

パンデミックガバナンスのための社会的デ
ータ基盤の構築に向けて、計算社会科学
に基づきながら、社会的属性・健康アウト
カム付きのネットワークデータ収集方法論を
開発します。その上で、それらのリアルデ
ータを用いたネットワーク介入の数理シミュ
レーション解析を行います。それにより、感染拡大防止およ
び経済・社会活動との両立および社会的公正さの観点か
ら、ネットワーク介入政策の有効性を評価します。

の結果の解釈まで一覧できるプラットフォームも構築します。

ク越しに触覚・聴覚刺激を伝達するユビキ

藤原 直哉

准教授

論を提案します。また、複数分野に分散さ
れた情報や数理手法、データやプログラムなどを整理し、そ

本計画は、空中超音波が生成する音響流

佐々木 周作

東北大学大学院文学研究科
同上

正ならびに感染状況のフェーズ毎のニーズ
に見合った疫学・統計・機械学習的方法

を用いた飛沫制御技術および、ネットワー

マルチスケール地理的感染拡大モデルの
構築と展開

准教授

本研究では、パンデミック下における種々
の調査法のバイアスの検討およびその補

東京大学大学院情報理工学系研究科 講師
同上

不確実な感染症政策に対する協力基盤
の構築
東北学院大学経済学部
同上

准教授

専任講師

COVID-19の臨床・研究に従事した医療
従事者と研究者との双方向の議論やアン
ケート調査等から課題を抽出し、次の新
興・再興感染症のパンデミック時に直ちに
運用可能な研究体制を提案します。医療
従事者の負担を最小限にする効率的な医
療情報収集システムを模索し、研究参加が診療支援及び
診療の質の向上につながるシステムを構築します。ELSIも検
討し、パンデミックにレジリエントな社会・技術基盤の創出に
寄与します。

影響を与えるのかを推計します。具体的に

聖路加国際大学公衆衛生大学院
同上

パンデミック社会基盤

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

夜の文化芸術の社会経済的機能に関す
る研究

産業技術総合研究所健康医工学研究部門 研究員
同上

感染症の発生・拡大を抑制するには、一
人一人の健康状態を正確に把握すること
が重要です。そこで本研究では，各種バイ
オマーカーの質的・量的変化を簡易に計
測するためのマルチセンシングデバイスを開
発し、健康診断の「日常化」を実現する
分析システムの構築に取り組みます。既存サーベイランスの
補完や在宅での健康管理を指向したデバイス開発を通じて、
将来のパンデミックを効果的に抑止する基盤技術の創出に
挑みます。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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生体多感覚システム

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

良三

自治医科大学

学長

研究領域概要
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、AMEDCREST、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 Officer: 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。

研究総括

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

神崎亮平
東京大学先端科学技術研究センター 所長・教授

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

領域アドバイザー

稲見
尾仲
風間
上川内
熊谷

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
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。

昌彦 東京大学先端科学技術研究センター 教授
達史 自治医科大学生理学講座 教授
北斗 理化学研究所脳神経科学研究センター チームリーダー
あづさ 名古屋大学大学院理学研究科 教授

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

晋一郎 東京大学先端科学技術研究センター 准教授

関 和彦
富永 真琴
西本 伸志
古川 茂人

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

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 部長

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

生理学研究所細胞生理研究部門

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

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

渡邊
渡部

早稲田大学理工学術院

克巳
文子

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
教授

東京慈恵会医科大学総合医科学研究センタ
ー・臨床医学研究所 教授

領域運営アドバイザー

近藤
長谷川

薫
豊

東京大学先端科学技術研究センター 特任教授／東
京フィルハーモニー交響楽団 コンサートマスター
ソニーデザインコンサルティング（株） 代
表取締役社長

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＞
生体内では、インプットされた外的・内的な刺激はさまざまな感覚受容器で特殊感覚・内臓感覚・体性感覚などの
感覚情報として符号化され、電気信号に変換されたのち、末梢神経を経て中枢神経に伝達されます。本研究領域
は、そのような多様な生体感覚と末梢神経のネットワークを統合した生体多感覚システムの包括的な解明を目指しま
す。

生体における感覚研究は、特に視覚や聴覚の解析が他の感覚解析に先立つ形で研究が進展しました。近年、

シングルセルオミクス解析技術やタンパク質の機能・構造解析の進展により、味覚や嗅覚に関する新規受容体が同
定され、その作動原理が明らかになるなど、他の感覚についても徐々に新しい知見が得られはじめています。一方で、
これまでの感覚研究はそれぞれの感覚に特化する形で進められてきており、異なる感覚間の協調など、感覚システムを
統合したメカニズムといった観点からは十分に解析されていません。また近年、情報科学や工学デバイスなどの発展に
伴い、それらを生体に対して適用することで、新たな生体センシング機能も解明されつつあります。このような生体多感
覚システムの解明に加えて、仮想現実や拡張現実に代表されるICT技術の飛躍的な進展に伴い、生体感覚の研究で
これまで得られた知見をICT技術などと融合し、ヒトの持つセンシング機能の拡張や感性の向上に資する技術について
も、学術的・産業的重要性が高まってきています。
以上を踏まえ、本研究領域では生命活動における生体多感覚システムの機能解明とその機能や作動原理を応用し
た技術開発を推進します。
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柔軟な行動戦略を導く多感覚時空間統
合の脳回路機構

安 琪

佐々木 亮

九州大学大学院システム情報科学研究院
同上

准教授

脳性麻痺児は感覚器と筋活動の関係性を

京都大学大学院医学研究科
同上

助教

傷患者の運動機能をも改善することが期待される。

自他の行動戦略から柔軟に一連の認知行
動（感覚－意思決定－運動）を決定する
脳神経基盤を解明します。まず脳の時空
間的統合・切り替え処理をマルチスケール
に定量化する評価法を開発します。次に
行動中の動物の多脳領野大規模神経活
動から多因子を柔軟に統合・切り替え可能な多階層デコー
ダーを構築し、リアルタイムで意思決定を予測推定します。
更に光遺伝学を用いた広汎脳回路操作により、認知行動
の健全な制御を可能にします。

小さな脳による多感覚システムを用いた
標的認識の制御機構

養育行動を引き起こす多感覚統合機構
の解明

石川 由希

田坂 元一

1 示す「脳内身体表現」を形成できず、運

動が障害される。これに対して、本研究で

は理学療法士が脳性麻痺児の感覚器に
行っている介入技能および乳幼児の運動
に与える影響を解明し、脳内身体表現の
形成を促進する装具を開発する。この脳内身体表現を改善
する装具や方法論は脳性麻痺児のみならず高齢者や脳損

名古屋大学大学院理学研究科
同上

講師

理化学研究所生命機能科学研究センター 上級研究員
理化学研究所生命機能科学研究センター 研究員

動物は複雑な環境の中で特定の標的を認
識する能力を持っています。本研究は、そ
の一つである昆虫の訪花行動に焦点を当
て、彼らが小さな脳でどのように花を認識し
ているのかを明らかにします。訪花性ショウ
ジョウバエに遺伝学的なツールを導入し、
花への標的認識に用いる感覚やシグナル、シグナル検出に
寄与する神経機構を特定します。また、感覚入力を再現す
ることで、複数の感覚を統合する神経機構を理解することを
目指します。

動物は常に多様な感覚刺激に晒されてお
り、脳は感覚情報を元に意思行動決定を
行います。一方で、中枢において複数の
感覚刺激がどのように意思決定プロセスに
影響を与えるのかはよくわかっていません。
本研究では、仔から発せられる複数の感覚
刺激によって引き起こされる養育行動をモデルとして、脳深
部を含む多領域からの大規模なニューロン群の活動記録に
より、中枢における多感覚モダリティの統合メカニズムの解
明を目指します。

情動が制御する側頭葉の感覚ゲーティン
グ機構を探る

後天的食嗜好の形成を担う新規腸脳軸
の解明

大原 慎也

中島 健一朗

東北大学大学院生命科学研究科
同上

助教

我々の脳は、感覚器を通して受け取った
外界の情報を側頭葉で連合し、記憶として
保存します。しかし、膨大な感覚入力情報
のうち、記憶として残るのは生存に必要な
ごく一部の情報に限られます。本研究の目
的は、この情報の取捨選択に関わる、側
頭葉の感覚ゲーティング機構を明らかにすることです。また、
気分や情動に関わるモノアミン神経伝達物質に着目すること
で、情動による感覚ゲーティングの制御メカニズムの解明を
目指します。

自然科学研究機構生理学研究所
同上

准教授

味や食物の好みは、先天的に決まってい
るのではなく変化します。しかし、元々好き
でないものを後に好きになる仕組みは未だ
よくわかっていません。本研究では、全て
の動物のエネルギー産生において必須なビ
タミンB1の感知を担う新規腸脳軸（腸→
求心性迷走神経→脳幹→高次中枢）に注目し、その実態
を明らかにします。また、それを基に、後天的食嗜好形成の
トリガーとして働く神経細胞やメカニズムの特定を目指します。

呼吸による情報処理の揺らぎが与える多
感覚認知への効果

嗅皮質情報統合地図の構築とその応用

國松 淳

眞部 寛之

筑波大学医学医療系
同上

助教

同志社大学研究開発推進機構
同上

准教授

スポーツ選手が大切な場面で「息を整え
る」ように、私たちは呼吸を操作することで
無意識に感覚を研ぎ澄ましているのかもし
れません。本研究では、呼吸リズムが多感
覚認知にもたらす影響を詳細に明らかにす
るとともに、その脳内メカニズムを神経回
路レベルで解明することを目的とします。これによって、感覚
情報処理のアルゴリズムに呼吸という新しい概念を付加し、
感覚の敏感さを人為的に操作する新しい技術の創出を目指
します。

感覚入力を行動出力に変換する機構の詳
細は不明です。本研究は嗅覚系に着目
し、個々の嗅皮質亜領域が、それぞれ特
異的様式で匂い入力とトップダウン入力を
連合するという仮説をすべての嗅皮質亜領
域で検証し、嗅皮質情報統合地図を構築
します。次に、情報統合地図内の回路動作と行動出力の
因果関係を明らかにします。そして、匂いを行動に変換する
嗅皮質機能の解明から、多感覚ネットワーク機構の共通原
理の解明をめざします。

感覚器ー末梢組織間の革新的神経回路
解析法の開発

自発的な低代謝状態torporを生み出す
多感覚システム

近藤 邦生

山口 裕嗣

自然科学研究機構生理学研究所
同上

助教

私たちの体は、外界の変化に対して体内
の生理状態を安定に保つ「恒常性」を持
ちます。恒常性では、脳が感覚器からの
情報を用いて末梢組織の機能が調節しま
すが、感覚器から末梢組織まで情報が伝
えられるメカニズムはよくわかっていません。
本研究では、感覚器・脳・末梢組織の間の情報のやり取
りを担う神経回路の解析を可能にする新しい研究手法を開
発し、エネルギーの恒常性が制御される仕組みを明らかにし
ます。

多感覚システム

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

感覚介入リハビリ技能の解明と支援装具
への応用

名古屋大学環境医学研究所
同上

特任助教

本研究では、寒冷環境で絶食させたマウス
が一時的に体温を大きく下げてtorporに入
ることをモデルとして、ウイルストレーシング
技術、インビボ遺伝子編集技術、光遺伝
学などの最新の神経科学的ツールを用い
て、torporを制御する生体多感覚システムの作動原理の解
明を試みます。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2020-2.html
戦略目標

西谷

根冠の組織形成が創発する根の防御応
答の時空間制御とその動態

赤木 剛士

宮島 俊介

岡山大学学術研究院環境生命科学学域 研究教授
岡山大学大学院環境生命科学研究科 准教授

植物は進化の中で系統特異的なゲノム・

和彦

神奈川大学理学部

教授

本研究領域は植物分子（植物由来化合物及びそ
の関連遺伝子）を軸として、生体内及び生態系内の
生命現象の解明と、その有効利用に資する基礎的知
見の創出と革新技術の構築に向けた研究を推進しま
す。この目的のために「生体内における植物分子の
機能と制御」、
「生態系内における植物分子の機能と
制御」、
「植物分子の探索と設計・制御技術の開発」
の３つを領域の柱とし、異分野の連携・融合を積極
的に進めます。具体的には、分子生物学や細胞生物
学、生態学、植物病理学などで用いられてきた従来の
手法に加えて、近年特に発展を遂げた計測・分析技
術、比較ゲノム解析やオミクス解析等を含むバイオイン
フォマティクス、合成生物学、天然物有機化学や有
機合成化学などの化学的手法を駆使しながら、モデル
植物のみならず、農業用作物や薬用植物、それ以外
の多様な植物を対象にして、植物分子の機能と制御
に関する新しい概念を創出し、その活用に向けた基盤
技術の創出を目指します。
領域アドバイザー

有田
遠藤

正規
求

小埜

栄一郎 サントリーグローバルイノベーションセンタ

高野
高林
萩原

義孝
純示
伸也

松井 健二
村中 俊哉
森田(寺尾) 美代
山崎 真巳

ゲノム・遺伝子倍化が駆動する植物分
子の新機能の探索とデザイン

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 教授
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエン
ス領域 教授
ー（株）研究部

主任研究員

京都大学大学院農学研究科

教授

京都大学生態学研究センター

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
山口大学大学院創成科学研究科
大阪大学大学院工学研究科

教授

の「 各 植 物 種を代 表する独 自の形 質 」
は、この系統特異的な倍化に由来します。
しかし、植物倍化遺伝子群の潜在的新機
能の大部分は未開拓であり、本研究では、
ツツジ目果樹作物・トマトのゲノム進化に着目し、系統特異
的ゲノム・遺伝子倍化に駆動され適応進化の中で種独自
に形成された新規機能分子の網羅的探索を行い、作物へ
の実装を目指します。

低分子化合物から読み解く植物細胞の
分化全能性

収斂進化の理解に基づく植物特化代謝
のデザイン

岩瀬 哲

棟方 涼介

教授

理化学研究所環境資源科学研究センター 上級研究員
理化学研究所環境資源科学研究センター 研究員

細胞壁－クチクラ連続体の理解とその応
用

ポリアミンの新合成反応開発と気孔活性
植物分子の創出

大島 良美

村上 慧

産業技術総合研究所生物プロセス研究部門 主任研究員
同上

関西学院大学理学部 准教授
名古屋大学トランスフォーティブ生命分子研究所 特任准教授

植物を環境や外敵から保護するクチクラは
細胞壁の外側の脂質層と考えられてきまし
た。本研究では、クチクラを細胞壁との境
目がない「細胞壁－クチクラ連続体」とし
てとらえ、新たに、物理化学的手法による
生きたままの構造解析、表皮細胞壁の分
析を試みます。クチクラ解析手法も駆使して、クチクラ及び
細胞壁成分が変化した遺伝資源を解析し、細胞壁－クチク
ラ連続体形成の分子機構の解明、植物表面改変技術の開
発を目指します。

し、シームレスにケミカルバイオロジー研究へと展開します。

新規植物分子によるAM菌培養技術の開
発と共生制御の解明

花粉を用いた「細胞間移行RNA分子」
の解析とそれを利用した遺伝子改変

亀岡 啓

元村 一基

東北大学大学院生命科学研究科
同上

助教

本研究では、生物活性分子としてのポリア
ミンに着目し、有機化学を基盤として植物
の気孔に作用する分子開発を行います。
有機合成化学の手法を駆使することによ
り、新たな遷移金属触媒と光触媒反応の
開発を進め、従来の手法では合成が困難
な骨格をもつポリアミン誘導体を簡単にそして大量に合成しま
す。合成した分子については気孔に対する生物活性を調査

科学技術振興機構 さきがけ研究者
立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 助教

の植物分子の共生における機能の解明を目指します。

本研究では、花粉を材料として用い、細
胞間を移行するRNA分子とその移行を制
御するタンパク質分子に着目して研究を進
めます。そしてこのタンパク質が既 知の
RNA細胞間移行にも関与するのかを解析
します。加えて本研究で得られた知見から、
植物の遺伝子改変技術に資する人工精細胞移行性RNA分
子を設計して、作物を含む多くの種子植物に適用可能な、
精細胞を利用した高効率な遺伝子改変技術の実現を目指し
ます。

植物と昆虫の共生・寄生の分子メカニ
ズムを解く

植物生合成酵素の機能改変と物質生産
系の確立

平野 朋子

森 貴裕

の活用が期待されています。しかし、AM
菌の培養効率が悪いことが農業利用拡大
の障害になっています。未知の植物分子
がAM菌の増殖を促進する可能性を見出し
たことから、本研究では、この植物分子を単離して、植物
分子を用いた高効率なAM菌培養系を確立するとともに、こ

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授
京都府立大学大学院生命環境科学研究科 特任助教

本研究では、
「共生・寄生は、互いが持
つ共通分子によって成立する」という新規
に提唱した仮説を検証します。異種高等
生物間相互作用において、最も高度な寄
生・共生の例である「虫こぶ」形成を題
材に、虫こぶ誘導昆虫が分泌するエフェクターを探索し、こ
れらが、どのように植物の虫こぶ遺伝子発現プログラムを操
作しているかを解明します。

14

助教

植物が作る多様な特化代謝産物は、未来
の持続可能な社会を支える天然資源として
期待され、更なる活用に向けた生産技術
開発が求められています。本研究では、遠
縁な植物系統が同一の特化代謝産物を生
産する点に着目し、遺伝的に多様な生合
成・分泌・蓄積能の獲得に繋がる収斂進化を検証します。
その知見を基に、収斂進化で生じた遺伝的多様性を異種生
物に集約して植物特化代謝産物の生産系を構築する、革
新的代謝設計に挑戦します。

無機栄養を供給するため、生物肥料として
教授

京都大学生存圏研究所
同上

私たちヒトは植物の高い再生能力を利用し
て生活を豊かにしていますが、どのような分
子機構が再生現象で働いているのか、理
解の途中にいます。本研究では、植物細
胞の分化全能性や多能性発揮に関わる低
分子化合物をメタボローム解析やスクリー
ニング手法によって単離し、植物の組織や胚の再生におけ
る役割を明らかにします。得られる知見を応用し、再生が困
難な有用植物の組織培養効率を上げる手法の開発を目指し
ます。

アーバスキュラー菌根菌(AM菌)は植物に

教授

自然科学研究機構基礎生物学研究所
千葉大学大学院薬学研究院

チ

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

本研究では、根の先端部にある根冠にお
いて、そのユニークな組織形成と、防御二
次代謝産物の代謝という細胞機能を統御
する分子機構を解明し、根冠が発動する
根の病害抵抗反応の実体を暴きます。特
に、蛍光寿命イメージングにより、根冠細
胞内での防御二次代謝産物を産生する酵素複合体「メタボ
ロン」の形成動態とその制御系に焦点を当て、植物の病害
抵抗反応の時空間動態を読解く先駆的な研究目標を達成し
ます。

1 遺伝子倍化を頻繁に繰り返しており、多く

革新的植物分子デザイン

研究総括

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

植物分子の機能と制御

東京大学大学院薬学系研究科
同上

助教

植物分子生合成の「解析・改変・利用」
を目的とし、生合成鍵酵素やその複合体
の立体構造解析、酵素反応の人為的制
御、高効率有用物質生産系の構築を行
います。具体的には、生合成酵素群の立
体構造を基盤とした変異導入により酵素の
機能を改変し、設計した合成基質などと組み合わせることで
非天然型新規化合物群を創出します。また、微生物、植
物において酵素群をコンパートメント化した、効率的物質生
産系を確立します。

情報分子が拓く植物による菌根菌への寄
生能力獲得と制御

安達 広明

末次 健司

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

植物は多様化した免疫受容体がつくる分

神戸大学大学院理学研究科
同上

准教授

術の開発に繋げます。

これまで菌根共生の進化生態学的研究で
は、植物と菌根菌が互いに良いパートナー
を選別できることが前提とされており、菌根
菌に寄生する植物がどのように出現したの
かは、大きな謎でした。本研究では、同一
植物種において独立栄養性と菌従属栄養
性の個体を自在に作出できる培養系と野外サンプルを用い
た収斂解析で得られる知見を統合し、分野横断型のアプロ
ーチで、植物が菌根菌を騙すことを可能にしたメカニズムに
迫ります。

植物寄生性線虫の感染をモデルとして植
物の細胞融合の謎に迫る

生態系内における多成分揮発性植物分
子の時空間イメージング

大津 美奈

関本 奏子

2 子ネットワークを利用することで、多種多様

な病原体を認識し、免疫応答を誘導しま
す。本研究では、病害抵抗性を示す植物
種のゲノム情報から有用な免疫受容体遺
伝子を発掘し、機能予測及び機能評価を
進め、免疫受容体ネットワークの全容を解明します。そして、

その成果を免疫受容体ネットワーク活用型の新規抵抗性技

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
John Innes CentreCrop Genetics Depertment Postdoctoral fellow (JSPS海外特別研究員)

横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科 准教授
同上

細胞壁のある植物細胞では、細胞融合は
殆ど起こりません。しかし、驚くべきことに
植物に寄生する線虫の一種であるシストセ
ンチュウは、植物細胞に細胞融合を誘導
し、巨大な多核の栄養貯蔵細胞「シンシ
チウム」を作らせます。本研究では、シロ
イヌナズナとテンサイシストセンチュウをモデルに、細胞融合
過程のライブセル解析や感染細胞の単一細胞多元オミクス
解析を組み合わせて、植物の細胞融合メカニズムの解明に
挑戦します。

アレロパシーは、植物が体内で生産した代
謝物を大気中や土壌中に放散させ、周囲
の生物に影響を及ぼす現象です。その代
謝化合物は多数あり、我々にとって有用な
ものも多いと期待されますが、極微量かつ
多様な揮発性物質の捕捉や効果検証は
難しく、ほとんど未発掘です。そこで本研究では、揮発性植
物分子の放出特性や生態系内での時空間的動態を網羅的
に分析・可視化する技術を開発し、新規アレロパシー探索
の基盤を確立します。

「擬態する花」に着目した昆虫操作の物
質・遺伝基盤解明

二酸化炭素濃度を感知する植物細胞内
装置と作用分子

奥山 雄大

国立科学博物館植物研究部
同上

高橋 洋平

研究主幹

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 特任准教授
University of California, San DiegoDivision of Biological Sciences Assistant Project Scientist

本研究では花ではないものに擬態する「擬
態花」をつける「カンアオイ属」と「テン
ナンショウ属」計１００種以上の栽培個
体コレクションを用い、花の香り、誘引さ
れる昆虫、トランスクリプトームの網羅的デ
ータセットを作成します。これらのデータ間
の相関関係を解析した上で実証実験を行い、物質・遺伝
子・生態をつなぎます。これにより強力な昆虫操作のメカニ
ズムや、植物の潜在的な物質生産能力に関する理解の変
革を目指します。

本研究では、植物がどのように二酸化炭
素の濃度変化を感知するのかを解明するた
め、植物・大気間のガス交換の９０％以
上を担う気孔に焦点をあて、二酸化炭素を
感知して気孔閉鎖を引き起こす未知の細
胞内情報伝達装置に生化学・分子遺伝
学・ケミカルバイオロジーを駆使した複合的アプローチで迫り
ます。さらに、植物の二酸化炭素取り込みの促進や水利用
効率の改善に繋がる革新的新規化合物の単離と活用を目
指します。

生殖障壁としてのクチクラ層の分子機能
の解明

「発芽スイッチ」の構築：厳密な種子休
眠維持機構の解明と応用

加藤 義宣

東京大学大学院農学生命科学研究科
同上

助教

福井 康祐

岡山理科大学理学部
同上

講師

被子植物は花粉をやり取りして種の遺伝的
多様性を維持しています。花粉が雌蕊の
先端（柱頭）に付着すると花粉の認証が
行われ、適合しない花粉は花粉管を伸ば
すことができません。本研究では、柱頭の
外側を覆うクチクラと呼ばれる脂質成分の
層が関わる花粉認証の仕組みを明らかにします。さらにこの
認証機構を人為的にコントロールする手法の確立を通じて、
園芸・育種開発の拡張に繋がる基盤技術の創生を目指し
ます。

雑草など野外で生きる植物は、不利な環
境下での発芽を回避する休眠維持機構を
備えています。本研究では、この休眠の
維持に関わる遺伝子を明らかにするととも
に、どのような化学的刺激で休眠が打破さ
れ発芽へと向かうのかを解明します。これら
を応用し、休眠の維持を可能にする遺伝子の利用と、休眠
を打破する化合物の創製を通じて、厳密な種子の休眠から
発芽へと切り替え可能な「発芽スイッチ」の構築を目指しま
す。

計算化学を用いたテルペン環化酵素と酸
化酵素の反応機構解析と機能改変

発現制御機構の多様性に基づく植物特
化代謝の生産制御

佐藤 玄

山田 泰之

山梨大学大学院総合研究部
同上

特任助教

二次代謝産物の構造多様性は、骨格構
築酵素と修飾化酵素の組み合わせによっ
て産み出されます。本研究では、テルペン
環化酵素と鉄依存性酸化酵素をそれぞれ
のモデルとして取り上げ、量子化学計算と
実験化学の両輪を駆使して詳細な反応機
構解析を行い、構造多様性創出メカニズムを明らかにするこ
とを目的とします。さらに、計算結果に基づいた酵素の機能
改変により、新規骨格を有する新たな植物分子の創出を目
指します。

植物分子

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

比較ゲノミクスを基盤とする免疫受容体
ネットワークの解明とデザイン

神戸薬科大学薬学部
同上

助教

植物は様々な特化代謝産物を作り、その
一部は医薬品などに利用されています。し
かし、資源の枯渇なども懸念されており、
持続的な天然資源の管理・供給方法の
確立が求められます。本研究では、植物
が獲得した多様な特化代謝生合成系と、
それらを制御する転写因子の機能獲得と多様化に着目し、
その関連性の解明に取り組みます。それら知見を基に、代
謝フローの選択的増強といった革新的な物質生産制御系の
構築を目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2020-1.html
戦略目標

野地

タンパク質複合体を合理的に改造し、細
胞内機能を理解・制御する

市川 宗厳

小杉 貴洋

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

本研究では、クライオ電子顕微鏡法による

教授

細胞が示す多彩な機能は、分子複合体からオルガネラに至る動的な
高次構造体によって支えられています。本研究領域は、そのような動的
高次構造体の性質を分子の視点に基づいて解析し、機能発現の普遍
的メカニズムの解明を目指します。
近年、ライフサイエンス分野では、分子から分子複合体、オルガネ
ラ、細胞にわたる階層間での生命現象の理解が飛躍的に進展しようとし
ています。例えば、オルガネラの内外を区別する境界は脂質二重膜によ
って定義されることが一般的であると考えられてきましたが、細胞内相分
離現象によって生体分子が自己集合した膜のない構造体やオルガネラ
を形成する例が多数報告されています。技術においても、超解像顕微
鏡や分子特異的プローブの発展により高時空間分解能の画像が得られ
るようになり、動的高次構造体の微細構造が観察できるようになりました。
このような新たな知見は、生物学のみならず物理学や化学などの概念が
契機となって生み出されていることが多いことから、今後も異分野融合研
究の推進により新概念の提唱や新技術の創出が期待されています。
以上を踏まえ、本研究領域は、高い時空間分解能で細胞内の動的
高次構造体を計測する手法を開発するとともに、数理的解析や理論的
考察も加え、生命機能の発現・制御のメカニズム解明を目指します。

領域アドバイザー
伊藤

秀一郎 第一三共RDノバーレ（株）生物評価研究部

内橋
岡田

貴之
康志

名古屋大学大学院理学研究科

加藤
神谷

貴之
真子

大阪大学蛋白質研究所

蛋白質発現グループ

グループ長

チ

教授

東京大学大学院医学系研究科

准教授

白木

賢太郎 筑波大学数理物質系 教授

南後

恵理子 東北大学多元物質科学研究所 教授

理化学研究所開拓研究本部

林 重彦
前多 裕介
村田 武士
望月 敦史

京都大学大学院理学研究科

主任研究員
教授

九州大学理学研究院物理学部門
千葉大学大学院理学研究院

要な働きをしています。本研究では、機能
を合理的に制御した様々な改造タンパク質
複合体を創り出し、それらを細胞内に戻す
ことで起こる変化を観察することで、細胞
内でのタンパク質複合体の機能を理解することを目指します。
さらに、そこで得られた理解を基にして、改造タンパク質複
合体を用いた細胞制御技術の開発も行います。

ヘテロクロマチン形成高次構造体の解明
と制御

RISCの機能発現を1分子mRNAレベル
で「見る・操る」

岩崎 由香

小林 穂高

慶應義塾大学医学部
同上

准教授

ヘテロクロマチンは、ゲノムの安定性維持
や機能発現に重要な役割を果たし、その
形成不全が様々な疾患の原因となります。
本研究は、小分子RNAを介したヘテロクロ
マチン形成に着目し、これがゲノム三次元
構造や核内配置、LLPSによる空間的な
構造体を形成する可能性を検討すると同時に、形成過程を
時系列での理解に取り組みます。さらに、人工的な小分子
RNAの発現を介したヘテロクロマチン形成の制御を目指しま
す。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
アルバート・アインスタイン医科大学 リサーチフェロー

N o n - c o d i n g R N A の 代 表 格 である
microRNAは、動的高次構造体「RISC」
を形成することで、膨大な種類のmRNAの
発現を制御します。本研究では、RISCの
機能発現を1分子mRNAレベルで「見る・
操る」ための独自技術を開発することで、
RISCが「いつ・どこで」機能するのか突き止めます。これ
により、多彩な生命現象を司るRISCについて、機能発現の
普遍的メカニズムに迫ります。

高速AFMを用いたSMC複合体の力学機
構の解明

ミトコンドリア形態の包括的数理モデリン
グ

梅田 健一

立川 正志

金沢大学ナノ生命科学研究所
同上

特任助教

京都大学ウイルス・再生医科学研究所 准教授
同上

近年、DNA凝縮や姉妹染色分体の接着
過程において、染色体構造維持（SMC）
タンパク質の液－液相分離現象が重要な
役目を担うことが明らかになりつつあります
が、そのサブ分子レベルでの形成・破壊
原理は未知の領域となっています。本研
究では、高速原子間力顕微鏡（AFM）に光ピンセットを組
み合わせた新規手法を用いて、SMCのトポロジカル結合や
液－液相分離の形成・破壊ダイナミクス可視化・原理解
明を行います。

ミトコンドリアは内外二層の膜からなり複雑

ピコ流体質量分析イメージングによる生細
胞のがん化の理解

細胞内構造の実験力学

大塚 洋一

谷本 博一

准教授

教授

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

教授

大阪大学大学院理学研究科
大阪大学大学院理学研究科

准教授
助教

な形態を持つ細胞内小器官で、エネルギ
ー変換やアポトーシスなど重要な細胞機能
を担っています。ミトコンドリアの形態はそ
の機能と強く関わっていると考えられていま
すが、その原理は解明されていません。本
研究では、内外膜にかかる力のバランスと機能分子の運動
に基づいて、形態を制御する方程式を構成し、解くことで、
ミ
トコンドリア形態の制御原理の解明を目指します。

横浜市立大学理学部
同上

准教授

細胞の生命活動の本質を理解するために
は、生細胞まるごとに含まれる化学種を多
次元情報として計測・解析し、そこから生
化学的意義を理解するというアプローチが
重要となります。本研究ではピコ液体を活
用する質量分析イメージング技術を開発し、
生細胞中の分子環境を、具体的な化学成分の量や種類の
変化に基づいて調べます。がん細胞の脂質や代謝物、タン
パク質などの変化を探り、細胞の不均一化との関連性を解
明していきます。

本研究は、代表的な細胞骨格である微小

細胞内の水を用いた細胞内微小環境の
定量評価法の確立と応用

ゲノムレベルで細胞内脂質ダイナミクスを
解明するラベル化戦略

梶本 真司

土谷 正樹

東北大学大学院薬学研究科
東北大学大学院薬学研究科

准教授
講師

細胞内に豊富に存在する水分子を用いて、
細胞内の様々な物理量をラベルフリーで同
時に定量評価する手法を確立し、細胞内
で起こる生理現象を解明します。特に、液
液相分離など細胞内環境の局所的な変化
を伴う生理現象について、分子間相互作
用や分子構造といった分子レベルの変化から、局所的な密
度や構造の変化、さらには温度や固さといったマクロな物理
量の変化を同時に定量的に可視化することで、階層網羅的
に明らかにします。
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助教

教授

理化学研究所生命機能科学研究センター
ームリーダー

有治

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

細胞内では様々なタンパク質複合体が重

オーム解析や構造モデリングなどの手法と
組み合わせることで、繊毛の軸糸9+2構造
全体の原子モデルを得ます。得られた原子
モデルを用いて分子動力学シミュレーション
を行うことで、繊毛構造の安定化機構を解明します。さらに、
繊毛内部構造の構造変化をリアルタイムで可視化し、繊毛
の運動制御機構を原子レベルで明らかにすることを目指しま
す。

博行

東京大学大学院工学系研究科

杉田

繊毛の運動機構の原子レベルでの解明

1 高空間分解能の構造解析手法を、プロテ

細胞内構成因子の動態と機能

研究総括

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

細胞の動的高次構造体

管とアクチンが細胞内で示す力学特性を精
密に測定することで、細胞内の空間秩序
生成および細胞の動的な形状決定という
細胞生物学の中心的な現象の物理的設
計原理を明らかにすることを目指します。

京都大学大学院工学研究科 助教（青藍プログラム）
同上

細胞の膜は脂質分子が動き回り集まって
出来た構造体です。細胞内での脂質の挙
動はタンパク質により制御されます。しか
し、生細胞の活動のなかで脂質を高時空
間分解能で計測する事、また脂質の制御
因子を同定する事は困難です。そこで本研
究では細胞内局所的な分子ラベル化法を用いて脂質動態を
定量的に捉える細胞測定技術を構築します。さらに網羅的
な遺伝子探索法と融合させ、脂質動態の遺伝子基盤を解
明する新技術を創出します。

リボソームの動的分子構造と細胞内分布
の統合的理解

Ⅲ型分泌系の細胞内機能構造の高分解
能構造解析

西原 諒

横山 武司

川本 晃大

産業技術総合研究所生命工学領域
同上

研究員

東北大学大学院生命科学研究科
同上

本研究は、生物発光反応に関与する非発

生命を維持する細胞内のシステムは、多

光生物由来タンパク質のアミノ酸配列を基

彩な分子機械が協調的に働くことで維持さ
れています。本研究課題では、タンパク質

に、ルシフェラーゼ機能を持つペプチドプロ

合成を司る翻訳マシナリーに着目し、細胞

ーブを開発します。更に、合理的に設計

内での分布と動的な構造を同時に捉えるこ

合成したルシフェリンと組み合わせることで、
発光強度と発光色を調節し、細胞内タンパク質の動的構造
変化をも捉える新規生物発光イメージングの基礎基盤技術を
開発します。

とで、その統合的理解を目指します。RNA
エンジニアリング技術を駆使して、特定の遺伝子を翻訳する
リボソームの細胞内の座標を特定する新技術を開発し、
「翻
訳の現場」を高分解能で可視化します。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
フランシス・クリック研究所オートファジー研究室 ポスドク

オルガネラコンタクトサイト研究のボトルネッ

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

動的なオルガネラコンタクトネットワーク制
御機構の解明

西村 多喜

助教

大阪大学蛋白質研究所
同上

助教

細胞内での蛋白質間相互作用や過渡的
に形成される複合体については構造解析
が難しく構造-機能相関研究は遅れていま
す。本研究ではミニセル化技術とクライオ
電子顕微鏡による構造解析を組み合わせ、
細胞内機能構造の高分解能解析技術を
開発します。そして、蛋白質の輸送過程におけるⅢ型ニード
ル複合体構造や輸送装置の構造変化を明らかにし、効率
の良い蛋白質輸送を可能にしているⅢ型分泌系の蛋白質
分泌機構の解明を目指します。

刺激依存的な細胞骨格・オルガネラ複
合体の局在変化による生理機能発現

タンデムクラスタ配列を基盤とした新規動
的高次構造体の解析

上田（石原）奈津実

栗原 美寿々

名古屋大学大学院理学研究科 講師
同上

古くからオルガネラの局在変化は観察され

北海道大学大学院薬学研究院
同上

助教

コンタクトサイトの検出プローブを作製すると共に、膜脂質を

固定化の機能相関と因果関係を解明することで、
「刺激に応

特異的に認識するツールのオンデマンド作製実現に向けた、

じたオルガネラの局在変化が生命現象の基盤」というCon-

脂質プローブ作製のストラテジー確立を目指します。

ceptual Advanceを提唱することを目指します。

近年、タンパク質やRNAを介した相分離に
よって核内空間が区画化され、複数の生
体反応が混線せず進行するという考えが提
唱されていますが、そこにゲノムDNAがどの
ようにして関わるのかはほとんど明らかにな
っていません。本研究では巨大タンデムク
ラスタ配列に注目し、近位ビオチンラベル法によって相互作
用する分子を網羅的に同定します。これにより、核内空間
構築における巨大タンデムクラスタ配列の役割を明らかにし
ます。

アクチン細胞骨格動態の構成的理解と
制御

細胞内1分子力学操作による非熱的ゆら
ぎの影響解析

神経伝達物質の放出確率を制御する超
分子集合体の再構成

宮﨑 牧人

有賀 隆行

坂本 寛和

クは解析ツールが限られていることにありま

2 ていましたが、刺激依存的な局在変化の

す。そこで本研究ではコンタクトサイト可視

生理的意義は不明です。本研究では、神

化と細胞内脂質可視化に有用なツールの

経細胞の情報受容素子(スパイン)への細

開発に取り組みます。可逆的なsplit蛍光

胞骨格・モータータンパク質複合体を介し

プローブを利用し、生理的条件下における

た刺激依存的なオルガネラの移動と記憶

京都大学白眉センター 特定准教授
同上

山口大学大学院医学系研究科 准教授（特命）
同上

東京大学大学院医学系研究科
同上

助教

アクチン細胞骨格は動物細胞に普遍的に
存在する動的高次構造体であり、細胞骨
格の構造転移が細胞の形態転移を引き起
こし、細胞運動や分裂、極性形成など生
命に本質的な機能を生み出しています。本
研究ではアクチン細胞骨格が多様な細胞
機能を駆動する仕組みを、独自の再構成システムを用いて
体系的に理解することを目指します。本研究を通じて、アク
チン細胞骨格が司る細胞機能を自在に操る基盤技術が確
立できると期待されます。

生体分子モーターは、環境の熱ゆらぎを利
用して効率よく働くと言われてきましたが、
実際に働く環境である細胞の中での効率
計測はできていませんでした。一方、生き
た細胞の内部では、熱ゆらぎだけでなく非
熱的なゆらぎも自発的に生みだされていま
す。本研究では、細胞内で単一分子を力学的に操作する
手法を開発し、力学応答とゆらぎの計測を通じて、細胞内
の非熱的なゆらぎが個々の分子の効率に及ぼす影響を解析
します。

オルガネラ分裂リングの分子動作機序の
解明

ゼブラフィッシュから解く組換え開始の動
的制御

細胞内非膜型分子集合体の不均一核生
成：定量的理解と光制御

吉田 大和

今井 裕紀子

下林 俊典

東京大学大学院理学系研究科
同上

准教授

科学技術振興機構 さきがけ研究者
情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 特任研究員

神経伝達物質の放出確率は神経細胞・
シナプスの種類によって大きく異なります。
このような機能的多様性は複雑な脳神経
回路を成り立たせる本質であると考えられま
す。本研究では、放出確率を制御する動
的高次構造体として、四種の構成因子
（Munc13、RIM、RIM-BP、CAST）から成る超分子集合
体を想定し、in vitro再構成技術およびナノレベルの分子計
測技術を構築することで、その動作原理を解明します。

プリンストン大学化学工学・生物工学科 JSPS海外特別研究員
同上

ミトコンドリアや葉緑体といった膜型オルガ

減数分裂期に起こる相同染色体の組換え

非膜型の分子集合体はいつどこで形成し

ネラは、“オルガネラ分裂リング”と呼ばれる

は、次世代への遺伝情報の伝達を担い、

細胞内の動的高次構造体によって分断さ

生物に多様性をもたらす重要な過程です。

生物学的機能を発揮するのだろうか？本

れることで数を増やすことが出来ます。
「オ

本研究では、この組換えがどのようにして

ルガネラ分裂リングの分子動作機序」を明

始まるのか、ヒトと類似した特徴をもつゼブ

らかにし、また「オルガネラの分裂増殖に

ラフィッシュをモデルにアプローチします。

機能する全遺伝子」の機能を理解することによって、真核

生殖細胞培養系を用いたライブイメージングと遺伝学・生化

生物が永続的なオルガネラの維持を可能とした普遍的なオル

学的解析を組み合わせ、染色体構造や組換え因子といった

ガネラ創成原理の解明を目指します。

高次構造体による組換え開始の動的制御を明らかにします。

多色1分子計測によるGPCRシグナロソ
ームの動態解明

ベイズ的一細胞FRET計測で探る細胞シ
グナリングの適応原理

人工タンパク質による、高次構造体の自
由自在な解体・分解

柳川 正隆

神野 圭太

坪山 幸太郎

科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所開拓研究本部 研究員

GPCRは細胞内で様々な分子と高次構造
体(シグナロソーム)を形成し、複数のシグナ
ル伝達経路を制御する薬の受容体です。
近年、薬に応じてGPCRが経路選択的活
性を生むことを利用し、副作用の低い薬が
開発されています。しかし、経路選択が生
じるメカニズムは明らかではありません。本研究では、多色同
時1分子蛍光顕微鏡を開発し、薬刺激に伴うGPCRシグナ
ロソームの動態変化を観察、経路選択の分子機序を解明し
ます。

Yale University Department of MCDB Associate Research Scientist
同上

細胞はシグナリング系と呼ばれる化学反応
系を用いて動的に環境情報を処理する。
この系は主に細胞集団の平均値を通して
特徴付けられてきた。しかし近年の一細胞
レベルの解析は、この系の挙動の細胞間
のばらつきや時間的な揺らぎまでもが進化
的に選択された性質であることを示唆している。そこで私は
FRETと呼ばれる蛍光観察技術とベイズ推定の考え方を結合
し、この系の動的な性質を一細胞レベルで特徴付け、その
機能を考察する。

高次構造体

発光反応場を構成するペプチドプローブ
開発

研究では、光技術、細胞工学、物理理
論を融合し、非膜型分子集合体が形成さ
れる過程を分子レベルから定量的物理的
に解明する。その理解をもとに非膜型分子集合体の生成を
時空間的に厳密に制御する新たな技術を開発し非膜型分子
集合体の機能に迫る。

ノースウエスタン大学ファインバーグ医学校 ポストドクトラルスカラー
同上

細胞内の非膜型オルガネラは、転写や翻
訳の制御などの機能を持つことが示されて
います。しかし、内在性の非膜型オルガネ
ラを特異的に解体・分解し、その機能を
解明することは困難です。そこで、生体分
子の相互作用を操作可能な人工タンパク
質を創造し、その特徴の理解を目指します。そのような理解
に基づき、多彩な非膜型オルガネラを自由自在に解体、分
解する技術を確立し、非膜型オルガネラの生物学的意義を
明らかにします。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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相分離進化工学による人工オルガネラの
創成

物質吸収を担う刷子縁膜の高次構造動
態とその破綻メカニズムの解明

寺坂 尚紘

李 勇燦

東京大学大学院理学系研究科
同上

特任助教

相分離タンパク質・RNAを用いた人工非

腸や腎臓の上皮細胞では、刷子縁膜と呼

膜型オルガネラ研究が近年報告されていま

ばれる高度に発達した膜構造が効率的な

すが、天然を超えるような機能を創出する

物質吸収を実現しています。本研究では、

ことは未だ困難です。本研究では、一億

この刷子縁膜を電子顕微鏡グリッド上に形

助教

種類という高多様性ライブラリーを用いた、

成する細胞培養技術を確立し、電子線ト

相分離タンパク質・非膜型オルガネラの

モグラフィーによってその内部構造体と空

分子進化系を構築し、コンパクトなde novo相分離タンパク

間分布を直接観察します。さらにサブトモグラム平均化法を

質タグの開発や高効率カスケード反応を可能にする人工オル

用いることで、主な構造体に関してはナノメートル以下の分

ガネラの創成を目指します。

解能で構造を解明することを目指します。

解糖系高次構造体の時空間操作技術に
よるグルコース代謝制御の解明

中村 秀樹

京都大学大学院工学研究科
同上

特定助教

合成生物学分野の技術を解糖系酵素高
次構造体に応用し、生きた細胞内で構造
体の集合・離散を、小分子化合物や光
刺激により高い時空間分解能で「操る」
技術を確立します。この技術による高次構
造体の集合・離散操作による影響を、蛍
光イメージングで「見る」・近接ラベリングを用いたプロテオミ
クス解析で網羅的に「知る」という多角アプローチで解析
し、動的高次構造体の理解を通してグルコース代謝の制御
機構に迫ります。

“可逆的な液・固相転移”による細胞内
構造体の構築解体機構の解明

畠 星治

東京大学大学院薬学系研究科
同上

特任講師

これまで、細胞内の構造体は、様々な構
成分子が確率論的に出会い会合していく
ことにより、レゴブロックが積み重なるかの
如く組み立てられると考えられてきました。し
かし、細胞内には“短時間”で構築・解体
される巨大な構造体も存在します。本研究
では、既存モデルでは説明の難しい巨大な構造体の迅速な
構築・解体機構について、“液・液相分離”と“可逆的な
液・固相転移”に基づく革新的な理論の構築を目指します。

超解像・1分子計測によるヒト染色体凝
縮機構の解明

日比野 佳代

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 助教
同上

染色体凝縮は、長大なヒトゲノムDNAを1
万分の１の長さの棒状構造に変換する驚
異的な自己組織化過程です。凝縮には染
色体関連タンパク質、特にコンデンシン
DNAモーターが必須ですが、モーター活性
がどのように凝縮に寄与しているかは分って
いません。そこで、染色体凝縮中のヌクレオソームの動態や
構造とコンデンシンなど凝縮関連タンパク質の動態を超解
像・1分子イメージングし、染色体の構築原理を明らかにしま
す。

リボソームの交通渋滞を解消するしくみと
生理的意義の解明

松尾 芳隆

東京大学医科学研究所
同上

准教授

翻訳の伸長反応は、緩急を伴ったダイナミ
ックな反応であり、速度調節によって遺伝
子発現を制御しています。ストレスなどによ
ってこの速度調節に異常が生じると、リボ
ソームの交通渋滞が形成され、その蓄積
が引き金となりアポトーシスや自然免疫応
答が誘導されます。本研究では、異常翻訳の実体であるリ
ボソームの交通渋滞の形成と解消を試験管内で再現し、そ
の動態を1分子レベルで可視化します。
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横浜市立大学大学院生命医科学研究科
同上

接着の偏在によるモザイク形成メカニズ
ム

岡部 泰賢

富樫 英

大阪大学免疫フロンティア研究センター 特任准教授
京都大学ウイルス・再生医科学研究所 特定准教授

組織とはいわば区画化された空間であり、

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2019-1.html
戦略目標

多細胞間での時空間的な相互作用
の理解を目指した技術・解析基盤
の創出

培養細胞と嗅上皮組織をモデルに、モザ
イクパターンが作られる際のライブイメージン

ことが独立した多細胞システムとして機能

グとドメイン解析により、細胞の割込みにお

するために必要不可欠です。一方、境界

いてネクチンが細胞辺ごとに接着力と収縮

は物質や細胞を選択的に通過させることで

力の偏った分布を作る分子メカニズムを明

外界や組織間とのコミュニケーションを制御

らかにします。さらに、接着力や収縮力の

する動的な場でもあります。本研究では内臓表面で境界を形

計測を行い、新たに創出した組織形成の数理モデルに導入

成する中皮層に着目し、組織境界層を起点とした細胞間相

することで、力の偏りが細胞の割込みを制御しモザイクパタ

互作用の新たな様式を提唱します。

ーンを作る力学原理の解明を行います。

位置情報レコーディングによる多細胞シス
テム解析

線虫全神経の１細胞遺伝子発現解析と
活動計測

沖 真弥

豊島 有

京都大学大学院医学研究科
九州大学医学研究院 講師

特定准教授

臓器、器官や個体などの多細胞システム

線虫を自動追尾するステージを顕微鏡に統
合し、画像中の神経細胞の追跡手法を改
察する系を確立します。個々の神経細胞
における遺伝子発現パターンを解析して神

易ではありません。そのような限界に挑戦
すべく、本研究では光学と分子生物学を融合した「位置情

京都大学大学院理学研究科

報レコーディング技術」により、光照射領域に限定可能な
オミクス解析法を開発します。

教授

本研究領域では、組織・器官・個体等を構成する
細胞集団を時空間的に解析することによって生命現象
を１つのシステムとして理解することを目指します。この
ため、多種細胞を時空間的に識別し、その動態や相
互作用を解析する技術の開発やデータサイエンス・数
理科学による生命モデルの開発、また、それらの技術
を活用した生命システムの解明を目的とする若手研究
者を結集し、研究開発を推進します。
近年、１細胞レベルでの各種オミクス解析技術やイ
メージング技術などの発展に伴い、細胞や生体分子の
網羅的かつ定量的な解析が可能になってきています。
また、ヘテロジニアスな細胞からなる細胞集団が相互
作用しながら変化してゆくダイナミズムを通して、生命を
理解することが可能になりつつあります。このような動
的な現象を対象とした研究開発では、特に空間情報
や時間情報に着目しながら、生命科学と工学、化学、
光科学、情報科学、数理科学などとが連携することが
有効です。多様な技術を糾合することでこれまで困難と
されていた分子や細胞の生命現象における理解が深ま
ることが期待されます。
以上を踏まえ、本研究領域では、多細胞システムの
解明に向けて異分野の研究者が切磋琢磨し、オープ
ンに議論する場を提供します。これにより各々の課題を
洗練させるとともに、課題間のシナジー効果により新た
な研究潮流の萌芽を形成し、創造性豊かな研究を通し
て、生命機能の本質に迫まることを目指します。
領域アドバイザー

井上
入江
永樂
大川
小石

康博
直樹
元次
恭行
龍太

京都大学大学院工学研究科

近藤
清田

寿人
純

生命誌研究館

永井 健治
藤森 俊彦
谷内江 望
吉田 松生
渡邉 力也

教授

東京大学大学院理学系研究科

准教授

京都大学ウイルス・再生医科学研究所
九州大学生体防御医学研究所

教授

教授

第一三共RDノバーレ（株）トランスレーシ
ョナル研究部 主席
顧問

大阪大学名誉教授

理化学研究所医科学イノベーションハブ推進
プログラム チームリーダー
大阪大学産業科学研究所

教授

自然科学研究機構基礎生物学研究所
ブリティッシュコロンビア大学

自然科学研究機構基礎生物学研究所
理化学研究所開拓研究本部

教授

准教授
教授

主任研究員

准教授
助教

良して、行動中の線虫の全神経活動を観

の細胞集団を非侵襲的に取り出すのは容

淑子

東京大学大学院理学系研究科
東京大学大学院理学系研究科

を対象とした解析では、目的の細胞集団を
が、既存の方法ではミクロンレベルで特定

高橋

助教

1 物理的な境界により細胞社会が隔離される

高い純度で「分取」しなければなりません

研究総括

神戸大学大学院医学研究科
同上

経細胞の同定（アノテーション）に適した線虫株を作出しま
す。測定した神経活動をアノテーション技術によって神経回
路にマッピングし、回路レベルで解析します。

細胞間相互作用の理解に資するゲノムワ
イド１分子遺伝子空間分布解析

多能性不均質さ解消機構の理解と再生
医療への応用

小口 祐伴

橋本 昌和

科学技術振興機構 さきがけ研究者
理化学研究所開拓研究本部 研究員

大阪大学大学院生命機能研究科
大阪大学大学院生命機能研究科

准教授
助教

最近では空間分布情報を伴う遺伝子発現
解析技術か?急速に発達を見せている（ｓ
ｅｑＦＩＳH＋やＳｌｉｄｅ ‐ｓｅｑ
を代表として)。究極的な空間遺伝子発現
解析のためには，検出遺伝子の網羅性と
１分子単位の空間解像度が求められる。
しかしこの2つの要素はトレードオフの関係にあり，現状両立
する技術はない。そこで本研究ではこれを両立する技術を確
立し，細胞間相互作用に伴う遺伝子の空間発展を詳細に
捉えることを目指す。

本研究では「細胞はどのようにして隣の細
胞の状態を知り、どう付き合うのか？」に
ついて理解することに挑戦します。具体的
には多能性組織であるマウス着床前胚エピ
ブラストの細胞社会において、ある細胞
が、隣接する細胞の多能性の状態をいか
に認識し、組織内での均質性構築のために生かすか殺すか
の判断をするメカニズムの解明を目指します。さらにそこから
得られた知見を活かし、再生医療分野への貢献も目指しま
す。

高次血管網の形成を制御する微小環境
ダイナミクス

曲率に対する力学応答システムによる分
岐形態形成

木戸屋 浩康

平島 剛志

福井大学学術研究院医学系部門
大阪大学微生物病研究所 助教

多細胞

ダイナミクス

Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓな組織境界
層を起点とした時空間的な細胞間相互作用

高次構造体

細胞間相互作用とその

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

多細胞システムにおける

教授

京都大学白眉研究センター 特定准教授
京都大学大学院医学研究科 講師

血管構造パターンの多様性は、これまで知
られている遺伝子発現によるプログラムに
加え、未知の環境因子によるゆらぎによっ
て生じると考えられます。実際に、生体内
イメージングによる解析では、新しい血管が
ランダムに発芽して、蠢くように支配領域を
拡大する過程が観察されています。本研究では、血管と微
小環境における複雑な相互作用を時間空間的に解析するこ
とで、血管構造の多様性を生みだす複合的システムを明らか
にします。

微細加工技術やイメージング、力計測-推
定技術を用いた分野横断的手法により、
細胞集団が有する環境応答能「場の曲率
の感知と力生成」を検証します。さらに、
得られたデータを基に数理モデル化を進め、
シミュレーション解析を通じて、再現性の高
いロバストな分岐形態形成を実現する多細胞動態システムを
明らかにします。国内外を問わず異分野研究者間での交流
を深め、積極的に協働しながら本研究課題を進めていきま
す。

テンソル分解を利用した細胞間相互作用
の時空間解析

オジギソウの運動を支える植物独自の細
胞間情報伝達

露崎 弘毅

真野 弘明

理化学研究所生命機能科学研究センター 基礎科学特別研究員
理化学研究所生命機能科学研究センター 特別研究員

本研究では「どの細胞同士が、いつ、ど
こで、どの分子ネットワークによって細胞間
相互作用（ＣＣＩ）をしたのか」という情
報を、テンソルというデータ構造で表現し、
テンソル分解アルゴリズムを適用すること
で、データに含まれる顕著な時空間ＣＣ
Ｉパターンを抽出します。また、テンソルの柔軟性を活用し、
各種１細胞オミックスとの同時解析や、他の研究者のデー
タに、関連情報を割り当てる、推薦システムの開発にも取り
組みます。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
自然科学研究機構基礎生物学研究所 特別協力研究員

オジギソウは植物ですが、葉をさわるとまる
で動物のようにすばやく動きます。オジギソ
ウには運動のための特別な細胞があり、運
動の際にはそのひとつひとつが水を出し、
すばやく縮みます。しかし、葉の全体をす
ばやく動かすにはそれだけでは足りません。
たくさんの細胞が同時に縮むための、なんらかの仕組みが必
要です。その仕組みを明らかにし、植物の細胞が使っている
コミュニケーション方法を知ることがこの研究の目的です。

扉絵は、多数の細胞が協奏して生体を作り上げる様子をイメージしたものです。
研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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Ｗｎｔによる平面細胞極性の動的形成
機構の解明

動的シグナル勾配と生物時計による組織
構築原理の解明

睡眠・冬眠を生み出す細胞間相互作用

三井 優輔

磯村 彰宏

乘本 裕明

自然科学研究機構基礎生物学研究所
同上

助教

平面細胞極性は多くの動物に共通してみら
れる普遍的な細胞の方向性です。平面細
胞極性を方向付けることが知られている分
泌性シグナル蛋白質Ｗｎｔの可視化を基
盤として、どのようにＷｎｔが平面細胞極
性を方向づけるかを、独自のライブイメージ
ングを中心に解析し、分子レベル・細胞レベルでの相互作
用として理解します。更にそれをもとに平面細胞極性を培養
系で再構成することを目指します。

多細胞組織の構築は、シグナル勾配や生
物時計などの時空間的な情報を統合する
ことで実現されていると考えられています。
しかし、それらがどのような情報を包含して
いて、どのようなルールで相互に変換･解
読されているのかは十分に明らかでありませ
ん。本研究では、マウスES細胞由来の未分節中胚葉細胞
をモデルに、培養技術および蛍光イメージング・光制御技
術を新開発・活用することでこの問いに答えることを目指し
ます。

北海道大学大学院医学研究院 准教授
名古屋市立大学大学院薬学研究科 日本学術振興会特別研究員SPD

レム・ノンレム睡眠状態を再現する爬虫類
ex vivo実験系を開発します。その後、これ
らの状態を誘導するために必要な細胞群を
同定し、それらがどのように相互作用するこ
とによって睡眠が形作られるのかを明らかに
します。これに加え、まだ神経科学の俎上に載っていない冬
眠という現象にも生理学的手法を用いてアプローチしていき
ます。

光による消化管形成制御機構の解明

接着と張力の操作で明らかにする上皮ダ
イナミクス

タンパク質合成の時空間制御から見た多
細胞システムの理解

谷口 俊介

大谷 哲久

藤井 耕太郎

筑波大学生命環境系
同上

准教授

動物が正常な機能を持った体を形づくる過

自然科学研究機構生理学研究所
同上

助教

フロリダ大学医学部 アシスタントプロフェッサー
スタンフォード大学医学部 リサーチアソシエイト

上皮は体外と体内を区画化するバリアとし
て働くと共に、器官の働きに応じて多様な
形をとります。上皮組織の形は細胞同士
の接着と細胞の張力のつり合いによって決
まると考えられますが、接着と張力には相
互依存性があるため、その両者を独立に
操作することは困難です。本研究では細胞間接着を自在に
制御できる人工細胞間接着技術を開発し、接着と張力を独
立に操作することにより、上皮ダイナミクスの原理を解明しま
す。

多細胞生物では発生、疾患、時には行動
までも遺伝子発現によって制御されます。
それら生命現象を理解する為、本研究では
遺伝子発現の最終段階であるタンパク質
合成が時空間でどのように制御されている
か、
『質』と『量』の両方を統合的に理解
することを目標としています。特に本提案ではタンパク質合
成の『質』の時空間的制御と分子機構の解明を目指し、
タンパク質の凝集病として知られる神経変性疾患への応用を
考えています。

異種植物間ネットワーク解析による植物
間相互作用の理解

細胞間相互作用の可視化と操作のため
の技術開発

植物の自家不和合性における細胞間相
互作用のダイナミクス

吉田 聡子

京 卓志

村瀬 浩司

程において、光や温度などの外的刺激が
いかにして初期発生に影響を与えうるのか
に関しては不明な点が多く残されています。
本研究では、発生生物学のモデル動物で
あるウニの幼生を用いて、不安定な海洋環境で変化する外
的刺激依存的に、消化管形成を制御する仕組みの発見と
その分子機構の解明を目指します。

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授
奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構 特任准教授

寄生植物は異種植物である宿主植物の組
織に侵入し、宿主植物細胞の影響を受け
ながら自身の細胞運命を変化させ寄生を成
立させます。本研究では、モデル寄生植
物コシオガマを用いたトランスクリプトーム解
析により、寄生器官内の細胞群の時空間
的なアイデンティティーの変化を追うとともに宿主植物遺伝子
と合わせて遺伝子共発現ネットワーク解析を行い寄生を司る
遺伝子モジュールとそれを制御する宿主因子を明らかにしま
す。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学産業科学研究所 特任研究員

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学大学院農学生命科学研究科 特任准教授

本研究では、細胞間相互作用が織りなす

SRKとSP11のモデル構造を作製して、MD

多様な生命現象と、それを取り巻く様々な

シミュレーションにより網羅的なドッキング実

シグナル伝達経路間の相関関係・因果関

験を行い、各ハプロタイプで認識に重要な

係を高い時間的・空間的分解能で解明す

アミノ酸を同定します。また、多数のハプ

ることを目指します。そのために、細胞接

ロタイプをパターン解析することによりSRKSP11相互作用に関わるアミノ酸の法則性

時間的・空間的分解能で、かつ様々なシグナル伝達経路

を抽出します。これらの結果より導き出される自家不和合性

の活性と同時に観察可能なイメージングツール及び、細胞

モデルについて分子生物学的・生化学的実験によって検

間相互作用を自在に改変できる光操作ツールを開発します。

証して、その妥当性を証明します。

縞パターン形成の多様性を生み出すネッ
トワーク

継続的成長を支える形成層幹細胞の動
態と細胞間相互作用

細胞の個性と共同性を統制する電気化
学ポテンシャル

秋山（小田）康子

石 東博

森本 雄祐

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

着タンパク質が担う細胞間相互作用を高い

科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪医科大学医学部 非常勤講師

オオヒメグモでは、体節形成の基盤となる

科学技術振興機構 さきがけ研究者
ハイデルベルグ大学生物研究センター 日本学術振興会海外特別研究員

九州工業大学大学院情報工学研究院 准教授
同上

状の遺伝子発現が関わる現象で、からだ
の領域により多様性が見られます。本研究
では、極性の形成から波の出現と進行、
縞パターンへの展開までを単一細胞レベル
で解析します。発現の空間情報や遺伝子機能の情報も取
得し、多様なパターンの形成を実現する分子ネットワークを明
らかにします。パターン形成のライブ観察や培養細胞への再
現も目指します。

植物体の継続的な成長は、二次（肥大）
成長によって物理的、物流的に支えられて
います。二次成長中の形成層では、幹細
胞が絶えず木部、師部を、内側、外側そ
れぞれに作り出しますが、その細胞動態や
制御機構には多くの謎が残されています。
本研究では、形成層幹細胞の動態や、分化過程中の遺伝
子発現変遷を明らかにし、局所的遺伝子操作を通じて、継
続的成長を支える細胞間相互作用の実体を細胞レベルで解
明することを目指します。

膜電位を介した細胞間相互作用による形
態形成機構の解明

葉から始まる植物概日時計の長距離相
互作用

細胞集団移動が駆動する体毛のコーミン
グ機構の解明

荒巻 敏寛

高橋 望

山崎 正和

2 周期的縞パターン形成はダイナミックな波

大阪大学大学院生命機能研究科
同上

助教

細胞膜電位の「変動」が、細胞集団内
で「伝播」することによって、モルフォゲン
様に形態形成因子として機能しうることが
示唆されています。本研究ではゼブラフィッ
シュをモデルに、光遺伝学を用いて膜電位
を人為的に操作することで、形態形成因
子としての膜電位の作用機序を分子レベルで解明します。さ
らに、膜電位を介した情報伝達が多細胞生物において普遍
的な細胞間相互作用である可能性についても検証します。
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科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学高等研究院 特定助教

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
－

植物では、各部に備わった概日時計同士
のコミュニケーションにおいて、多くの謎に
満ちています。本研究はシロイヌナズナの
葉と植物体本体の間での接ぎ木を行い、
その概日リズムを解析する手法を開発し、
植物の葉と他器官のあいだでの概日時計
の相互作用を明らかにすることを目指します。また、師管液
成分のオミクス解析等を通じて時間情報伝達物質の同定を
試み、更にその物質が離れた場所の概日時計に作用する
仕組みを探ります。

細胞機能に必須の要素である電気化学ポ
テンシャルの多細胞システムにおける役割
を１細胞レベルで理解するために、高感
度イメージングによる細胞内イオン濃度の
網羅的な定量を行います。また、光遺伝
学的手法を応用することにより、細胞内イ
オン濃度を人為的に制御する手法を確立します。これらの実
験手法を用いることで、多細胞システムにおける１細胞ごと
のイオン透過特性と生命機能の関係を明らかにします。

秋田大学大学院医学系研究科
同上

准教授

平面内細胞極性（PCP）は、組織にお
いて体毛等の向きが特定の方向に揃う現
象です。膜貫通分子Frizzled等から構成さ
れるコアグループはPCP制御の中核である
と認知されていますが、分子実体は不明な
がら、コアグループに依存しないPCP調節
機構の存在が示唆されています。本研究では、独自に見出
した新たな現象「細胞集団移動を介した体毛のコーミング」
に着目し、この未知なるPCP制御機構の解明を目指します。

哺乳類胚における発生休止の多細胞ダ
イナミクス

多核細胞が創り出す１細胞内転写マシ
ナリーの解明

米原 圭祐

高岡 勝吉

箭原 康人

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 教授
オーフス大学医学部 准教授

本研究では細菌由来のペプチド転移酵素
とウイルス感染制御技術を組み合わせるこ
とで、細胞間接触の総和「コンタクトーム」
を解析するための基盤技術を開発します。
これにより、従来不可能であった順行性ト
ランスシナプス標識や一過性に相互作用し
た細胞の網羅的同定などが可能となります。これらの技術を
利用して哺乳類中枢神経系における細胞間の機能ドメインを
介したダイナミックな時空間相互作用を網羅的に明らかにしま
す。

徳島大学先端酵素学研究所
同上

准教授

本研究では「哺乳類胚の胚発生はどのよ
うに休み、再活動するのか？」という課題
に取り組みます。具体的には、
「発生休止
はプログラムされた多細胞システムにより制
御されている」という提案者独自のアイデ
アをもとに、独自に開発した「細胞-組織特異的大規模KO
技術」や、オミクス、イメージング技術を駆使した研究を展
開します。

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

組織修復を駆動する組織微小環境ネット
ワーク

時空間的コネクトプロテオミクス技術の創
出

榎本 将人

高野 哲也

京都大学大学院生命科学研究科
同上

助教

慶應義塾大学医学部
同上

損傷組織の修復・再生は多様な細胞同

脳組織は多くの細胞集団によって構成され
ています。従来の手法では、脳組織中か

の制御機構については不明な点が残され

ら個々の細胞種間の構成分子を解析する

ています。本研究はショウジョウバエ上皮を

ことは出来ませんでした。本研究では、組

モデルとして、組織損傷によって生体内に

織内で特定の細胞種間を繋ぐ分子を網羅

形成される細胞間ネットワークの時空間制

的に探索する為の時空間的コネクトプロテ

御機構を遺伝学的解析と器官ライブイメージング解析により

オミクス 技術を開発します。これにより、脳組織内の個々

明らかにすることで、組織が損傷を修復し再び元通りの機

の神経回路網やグリア細胞間の生理的意義 を解明し、全

能・形態を回復していく仕組みの解明を目指します。

く新しい観点からの脳の動作原理及び脳機能を解明します。

体の左右非対称を形成する力学的な機
構の解明

細胞間相互作用の設計による多細胞パ
ターン形成

大森 俊宏

戸田 聡

助教

金沢大学ナノ生命科学研究所
同上

動物の発生過程では、細胞どうしが相互
作用して複雑な多細胞パターンを形成しま
す。本研究では、培養細胞を用いたモデ
ルシステムに細胞間シグナル回路を作りこ
むことで、自発的なスポット形成や精密な
勾配形成を実現するのに十分な細胞間相
互作用を明らかにし、細胞がパターンを正確かつ自発的に
制御する原理に迫ります。さらに本技術をオルガノイド培養
系に導入し、組織構造をねらい通りに操作する技術開発を
行います。

ルミクリンによる上皮組織の高次階層制
御

遺伝子改変マウスを用いた配偶子相互
作用とそのダイナミクスの解明

淨住 大慈

野田 大地

助教

上皮組織は自己の構造を組織化するにつ
れ、細胞→上皮シート組織→上皮性管腔
と構造の組織化レベルを階層的に発展さ
せます。このとき各階層では固有の組織制
御システムが機能していますが、管腔構造
を完成させたのち作動する組織制御システ
ムがあるのかは十分に検討されていません。そこで哺乳動物
の生殖路で機能するルミクリンをモデル系としてin vivo解析す
ることで、上皮組織の高次階層での制御機構を明らかにしま
す。

熊本大学大学院先導機構
同上

准教授

精子は卵細胞膜と接着・融合して、卵へ
と取り込まれると、父性染色体を卵に送り
込むと同時に、卵を活性化して受精が成
立します。最近、私は融合に関連する精
子タンパク質を見出しました。本研究では、
遺伝子改変マウスを用いて、これらの融合
関連因子がどのようにして融合メカニズムを制御するのか、
その分子メカニズムの解明とともに、融合により取り込まれる
精子タンパク質の卵活性化における役割を明らかにします。

個々の細胞動態の集積による植物の成
長運動の制御

胚の幾何情報感知システムと時空間制
御機構

郷 達明

守山 裕大

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

多核細胞では複数の核が協調し合うこと
で、その働きが制御されています。本研究
では多核破骨細胞にフォーカスします。異
なる核を持つ前駆細胞が互いに融合する
過程を詳細に観察するとともに、１細胞内
に存在する複数の核による転写状態を独
立して解析可能な新技術の創出を目指します。複数の核に
よって制御される1細胞内のダイナミクスを解明することによ
り、破骨細胞の活性化や機能低下に潜む新たな原理を探
求します。

助教

体の左右非対称は初期胚に見られるノード
と呼ばれる組織において決定されます。ノ
ード内には水流が存在し、ノード左の不動
繊毛が水流による機械刺激を感知すること
で左右非対称が形成されることが分かって
きました。しかし、
「なぜ左の繊毛だけが機
械刺激を感知するのか？」という謎が残されたままとなってい
ます。本研究では、工学的な数値流体解析、構造解析か
ら、左の繊毛が機械刺激を感知する力学的な機構の解明を
目指します。

大阪大学微生物病研究所
同上

助教

特任助教

3 士の相互作用によって達成されますが、そ

東北大学大学院工学研究科
同上

富山大学学術研究部医学系
同上

多細胞

コンタクトーム解析の基盤技術の確立

青山学院大学理工学部
同上

助教

植物の成長に伴った運動は、植物ホルモ

胚発生において、時空間的に統制の取れ

ンであるオーキシンの偏差分布が引き起こ

た遺伝子発現や細胞の挙動は個体の体制

す不均一な成長 (偏差成長)により制御さ

を作り上げていく上で重要です。本研究課

れるという説 (コロドニー／ウェント説)が提

題では原腸形成過程を通した体軸パターニ

唱されています。しかし、偏差成長する細

ングに焦点を当て、胚の幾何情報に沿っ

胞群の位置やタイミングは明らかになってい

た遺伝子発現がどのように達成されるか、

ません。本研究では重力に応答した個々の細胞動態の精密

またそれに伴う細胞/細胞集団の挙動がどのように時空間的

計測により偏差成長の場を特定し、オーキシンの偏差分布

に制御され胚の体制を作り上げていくかを解析し、ミクロから

から局所的な細胞伸長の制御に至る機構を明らかにします。

マクロを貫く、胚発生の包括的な理解を目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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設計・合成による細胞
制御技術の創出

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

ゲノムスケールのDNA

大規模ゲノム改変を可能にするRNAサイ
レンシング回避技術の確立

レプリケーター領域の構成的理解を介し
たゲノム複製の制御技術の確立

岩川 弘宙

大学 保一

東京大学定量生命科学研究所
東京大学定量生命科学研究所

植物のRNAサイレンシングは人為的に導入

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah30-1.html
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

塩見

慶應義塾大学医学部

教授

メガベースサイズの人工DNAを用いたヒ
ト人工染色体の設計・構築と汎用化

細胞融合・分離が可能にする標的細胞
の形質転換

（公財）かずさDNA研究所先端研究開発部 研究員
同上

坪内 知美

自然科学研究機構基礎生物学研究所 准教授
同上

効率のよい細胞融合・切離しシステムを構
築し、染色体レベルでの長鎖DNAの導
入、削除の手法を確立します。このこと
で、染色体の追加だけでなくそこから発現
する一連の因子を一過的にのみ作用させる
ことを可能にします。さらに、このシステムを利用して標的細
胞の遺伝情報を維持したまま、分化細胞に高効率かつ迅速
に多能性を誘導することを試みます。

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。

ミニマルゲノムから成る人工細胞の構築

DNAのクラスター形成による転写制御の
物理

領域アドバイザー

車 兪澈

山本 哲也

朝倉

陽子

味の素（株）R&B企画部 シニアマネージャー

石井
今井

浩二郎 高知工科大学環境理工学群 教授
由美子 医薬基盤・健康・栄養研究所感染病態制御ワ

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

クチンプロジェクト

美紀
寛

北島

智也

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

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

遺伝子を活性化するDNAルーピング機構
の構造基盤の解明

栗原 大輔

野澤 佳世

科学技術振興機構 さきがけ研究者
名古屋大学大学院理学研究科 特任講師

東京大学定量生命科学研究所
同上

長鎖DNAを植物細胞に導入する技術とし

長鎖DNAを介した遺伝子制御機構（DNA

て、in vitro受精卵または胚へ直接DNAを

ルーピング）を理解するために、エンハン

助教

サー・プロモーター間相互作用の中核を担

導入する技術の開発を行います。さらに、

うメディエーター複合体の構造を解明しま

導入した受精卵・胚から培養変異なく植

す。また、未だ明らかとなっていないエンハ

物個体を作出することを目的とします。本
研究により植物受精卵や胚への長鎖DNA導入技術が確立
されれば、有用植物個体の迅速な作出が期待されます。

ンサー領域のクロマチン状態を可視化する
ために、ヒストン修飾やエンハンサーDNA配列を含むヌクレオ
ソーム、アクチベーター・タンパク質群を調製し、Ｘ線結晶
構造解析とクライオ電子顕微鏡解析を行います。

海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門 副主任研究員
東京工業大学地球生命研究所 特任准教授

ゲノム複製、遺伝子発現、膜合成、エネ

北海道大学創成研究機構化学反応創成研究拠点 特任准教授
名古屋大学大学院工学研究科 助教

DNAのクラスター形成は、高分子のミセル

ルギー生産など、細胞の生体維持に必須

化と類似しています。本研究では、１）コ

な代謝を担う遺伝子から最小限のゲノム、

ヒーシンがアクティブにDNAの形状を縮める

ミニマルゲノムを構築し、無細胞転写翻訳

ことと、２）その過程でスーパーエンハン

系とともに膜小胞に内封して、人工細胞の

サの間の結合が解離することを考慮に入れ

構築を目指します。また、人工細胞技術を

て、高分子のミセル化の理論を拡張し、

応用して、デザインしたゲノムの機能発現を詳細に解析する

定常状態でのDNAクラスターの大きさと転写レートの理論解

純化されたin vitro系を構築し、次世代のゲノム編集技術の

析を行います。その成果に基づき、スーパーエンハンサによ

基盤構築を目指します。

る転写制御のメカニズムを明らかにすることを目的とします。

ショウジョウバエ染色体工学による超巨
大DNAや大規模遺伝子回路の構築法

近藤 周

東京理科大学先進工学部 准教授
情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

助教

100メガベース級の超巨大DNAや、100個

ゲノム配列から自動で全細胞モデリング
する技術の開発

海津 一成

理化学研究所生命機能科学研究センター 上級研究員
同上

ゲノムスケールのDNA配列を一から設計す

以上の遺伝子からなる大規模遺伝子回路

2 るためには、遺伝情報からマルチオミクス

を動物細胞内で構築することは、現状では

や増殖速度など細胞の表現型を予測する

大きな困難を伴います。本研究はショウジ

期生］

黒川 顕
菅野 純夫
鈴木 勉
二階堂 愛
横川 隆司

EMBL Barcelona

プロジェクトリーダー

膜融合による植物への長鎖DNA導入技
術の開発

年度採択研究者 ［
2019

小比賀 聡
角谷 徹仁

22

助教

のため、大規模ゲノム改変など、将来的
に高機能物質生産が期待できる技術の導
入を妨げると予想されます。本研究は新規
試験管内系を用いた生化学に情報科学的
アプローチを加えることによって、RNAサイレンシングを引き
起こす隠れた法則や特徴を発見します。これを基盤として、
高効率で外来DNAの発現を可能にする技術開発を目指しま
す。

ヒト人工染色体は、メガベース（百万塩基
対）スケールのDNA配列を搭載可能な染
色体ベクターで、物質生産や細胞機能を
制御するための遺伝子群・人工合成した
ゲノム配列などの搭載と活用が期待されま
す。本研究では、ヒト人工染色体の動作
原理を解明するとともに、メガベーススケールまで人工合成
DNAを繋ぎ合わせる技術を創出することで、ゲノムスケール
のDNAをヒト人工染色体に搭載・活用するための基盤技術
を確立します。

春彦

東北大学学際科学フロンティア研究所
同上

ヒト培養細胞において、リーディング鎖・ラ
ギング鎖それぞれを合成するＤＮＡポリメラ
ーゼの使用度を全ゲノム領域に渡り算出す
る実験系を開発し、これらの使用度の変化
から個々のレプリケーター領域（複製開始
領域）の位置、活動を定量的に評価する
方法を確立します。この解析から得られるデータを利用して、
様々なゲノム上の要因がレプリケーター形成に寄与する仕組
みを解明し、レプリケーターをデザインする技術基盤を構築し
ます。

1 した外来DNAの機能発現を阻害します。そ

大関 淳一郎

研究総括

講師
助教

全細胞シミュレーション技術が必要不可欠

ョウバエの染色体工学技術を活用して、不

です。本研究では、データベース上の膨

等交差を繰り返し誘導することにより、無

大なデータを統合することでゲノム配列から

数のDNA断片を個体内で階層的に組み合わせる新たなDNA

自動で大腸菌のモデリングを行う新たなプラットフォームを開

構築法を開発します。これにより作業工程が指数関数的に

発します。また本技術を用いてゲノム配列構造がいかに最適

高速化され、超巨大DNAの構築が可能になります。

化され、どのような設計原理を持つのかを解明していきます。

京都大学白眉センター 特定准教授
同上

原田 哲仁

九州大学生体防御医学研究所
九州大学生体防御医学研究所

ゲノムDNAは微小な細胞内にきちんと収納

組織特異的な細胞機能の獲得は、ゲノム

され、高度に折り畳まれています。そのプ

から必要な遺伝子を発現させるために最適

ロセスを理解することは細胞内で機能する

准教授
助教

私はDNAのねじれを解消する酵素であるト
ポイソメラーゼ２（TOP2）が、DNAの折
り畳みに重要なコヒーシンの結合部位で機能することを見出
しました。DNAのねじれストレスの原因とTOP2の役割を解明
し、ゲノムの核内配置機構の理解を目指します。

安藤 俊哉

自然科学研究機構基礎生物学研究所
同上

助教

本研究では、多細胞生物が進化の末に獲

3 得した機能的な器官の特徴付けを行う鍵

なクロマチン構造を形成する必要がありま

合成DNAの適切なデザインに重要です。

多細胞生物の進化に倣った染色体操作
及び器官再構成法の開発

遺伝子座に着目します。鍵遺伝子座を別

すが、その実態は明らかとなっていません。

種生物の染色体上に大規模に移植するこ

本研究では、組織特異的ゲノム構造に焦

とで、人為的に器官の特徴を再構成する

点を当て、ゲノム作動領域の決定とそれを実行する因子の

ことを目指します。その実現に必要な、鍵遺伝子の転写制

同定を行います。これにより、組織特異的遺伝子発現を操

御機構の解明と染色体操作技術の開発を進めます。

作する技術基盤の構築を目指します。

DNAカーテンによるエピゲノム修飾継承
の一分子計測

人工エクソソームによる長鎖DNAの細胞
導入法の開発

リピート配列の相同組換えを保護する細
菌ゲノムの分子基盤

寺川 剛

真栄城 正寿

石川 聖人

京都大学大学院理学研究科
同上

助教

北海道大学大学院工学研究院
北海道大学大学院工学研究院

准教授
助教

名古屋大学大学院工学研究科
同上

ブリッドエクソソームによる長鎖DNAの導入技術を開発する。

ゲノム三次元構造とゲノム機能をつなぐ
ハブ構造構築

副反応を起こさない核酸等価体による長
鎖DNA合成

エピゲノム確立の再構成による動作原理
解明

西山 朋子

正木 慶昭

越阪部 晃永

准教授

脂質ナノ粒子やエクソソームは、標的化や

タンデムリピート配列は、相同組換えによっ

高い細胞導入効率を示す。一方で、エク

て機能喪失するリスクがあるにも関わらず、

助教

ゲノムの動作原理に基づいてゲノムを設計
して人工細胞を構築するためには、生体分
子への後天的な化学修飾（エピゲノム修
飾）による遺伝子発現の制御について理
解する必要があります。人工細胞が細胞
分裂で増殖することを考えると、分裂前後
でエピゲノム修飾が継承される機構を理解することが重要で
す。本研究では、エピゲノム修飾が継承される分子機構を
DNAカーテン法を用いた一分子蛍光顕微鏡観察によって明
らかにします。

名古屋大学大学院理学研究科
同上

ソソーム間の細胞への遺伝子導入効率の

細菌ゲノム中では安定に維持されていま

違いなどは未解明であり、エクソソームの

す。このことは相同組換えの保護システム

遺伝子導入性能に関わる重要な因子を解

の存在を示唆します。本提案では、複数

明できれば、細胞への長鎖DNAの導入技
術を確立できる。そこで本研究は、エクソソームによる遺伝
子導入に関する重要因子を特定し、人工的に改変したハイ

東京工業大学生命理工学院
同上

助教

のタンデムリピート配列を含むataA遺伝子を相同組換えから
保護するための分子基盤を明らかにし、新たなゲノム操作技
術の開発に繋げます。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
グレゴール・メンデル研究所 博士研究員

In cisクロマチン高次構造形成に必要であ

DNA化学合成ではさまざまな副生成物が生

本研究では、反復配列上で観察されるク

るコヒーシンがループ様構造を形成する過

成することが知られています。これらの副生

ロマチン構成因子ヒストンのバリアントとエ

程を一分子リアルタイム観察系で明らかに

成物は、合成した遺伝子やゲノムの配列

ピゲノム修飾間のクロストークによる遺伝子

し、このDNA構造変化を定量できるハイス

の正確性に大きな影響を及ぼします。本プ

発現制御機構の解明を目指します。具体

ループット解析系を開発する。この系を用

ロジェクトでは、ゲノム合成において問題と

的には、生化学および分子遺伝学的手法

いて転写活性とDNA構造変化の関連を調

なる副反応を起こさないよう設計した核酸

によってエピゲノムの試験管内・植物内再

べ、精製タンパク質を用いた再構成系の構築を試みる。最

等価体を用い、ホスホロアミダイト法をゲノム合成に特化させ

構成を行い、特異的なヒストンバリアント導入によるエピゲノ

後にこの系をDNA複製系と組み合わせることで、DNA複

ることで、現在のゲノム合成の達成している水準を超える新

ムの確立とその制御システムを解析します。さらに、エピゲノ

製・転写・接着機構が競合しないシステムを構築する。

たな基盤技術を開発します。

ム確立およびその動作原理の普遍性の理解を深めます。

ボトルシップ法による人工細菌の創出

原始生命の進化に学ぶゲノム拡張基盤
の構築

顕微操作技術による初期胚の不安定な
ゲノムの分配システムの解明

野崎 晋五

水内 良

京極 博久

科学技術振興機構 さきがけ研究者
情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 特任研究員

本研究では、空き瓶の中で帆船模型を組
み上げるボトルシップのように、大きな人工
ゲノムを分断化した状態で細菌細胞に導
入し、細胞内で完全なゲノムへと組み上げ
ることで人工細菌を生み出すことを目指しま
す。自在にゲノムがデザインされた人工細
菌の創出技術は物質生産等への応用だけでなく、生命の必
須因子を決定していく上でも重要となり、
「生命とは何か？」
という根源的な問いに対する解答に大きく近づくことが期待さ
れます。

東京大学大学院総合文化研究科
同上

特任助教

私がこれまでに携わってきた原始生命の進

神戸大学大学院農学研究科 助教
理化学研究所生命機能科学センター 研究員

哺乳類の初期胚発生過程において、染色

化に関する研究の知見を基に、人工細胞

体分配異常の頻度が非常に高いことが知

内で異なる遺伝子の断片を集積し、効率

られていますが、その詳細な実態は明らか

良く複製・機能する長鎖ゲノムを自発的に

となっていません。本研究では、顕微操作

進化させる新しい技術を開発します。これ

技術を用いて、胚を人工的に操作し、特

により、任意の遺伝子をコードした長鎖ゲノムを迅速に取得

性の異なる胚を作り出すことや特殊なサンプリングをすること

し、また人工細胞を用いてそれら遺伝子を自律的に進化させ

で、新たな解析技術を構築し、胚の染色体分配異常の解

られるようになります。

明を行い、安定なゲノム分配システムの理解を目指します。

有機化学を基盤としたエピゲノム修飾ヌ
クレオソーム再構成技術の確立

ゲノム複製・組換えにおけるDNA高次構
造制御機構の解明

ヘテロクロマチンの構築とその分子基盤

林 剛介

村山 泰斗

白井 温子

名古屋大学大学院工学研究科
同上

准教授

本研究では、有機化学分野で培われた分
子技術を駆使し、DNA配列上の任意の位
置で任意の修飾を有するヌクレオソームを
再構成させることのできる技術を開発しま
す。具体的には、ヒストンタンパク質およ
びDNAを化学合成し、翻訳後修飾やDNA
メチル化などの「エピゲノム修飾」を有する細胞内環境に極
めて近いヌクレオソーム（アレイ）を再構成させる技術の構
築を行い、クロマチン分子生物学および合成生物学研究に
貢献します。

ゲノム合成

Canela Andres

組織特異的ゲノム構造の再構築技術の
開発

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

ゲノム構築におけるDNAトポロジーの役
割

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所 テニュアトラック准教授
同上

ゲノム複製は、様々な要因で生じる DNA
の絡まり（DNA高次構造）によって阻害さ
れます。本研究は、SMC型染色体構造タ
ンパク質に着目し、DNA高次構造を解消
して複製を効率的に行うメカニズムについ
て、精製タンパク質を用いた試験管内再
構成解析を軸に解明します。DNA高次構造制御機構を搭
載することによって、試験管内で染色体を効率的に複製・
保全する技術基盤の構築を目指します。

理化学研究所開拓研究本部
同上

研究員

染色体が安定に複製し、正常に分裂する
のに数Mbにわたるセントロメア周辺（ペリ
セントロメア）のヘテロクロマチン構造が重
要な役割を果たしていることが知られていま
すが、その配列自体の意味や機能につい
ては不明な点が多くあります。本研究では、
反復配列からの鎖特異的なncRNAがヘテロクロマチン形成
に果たす役割や反復配列が抑制される仕組みの解明を行う
ことで、安定に複製・分裂する人工染色体の構築を目指し
ます。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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シミュレーションによる染色体の動態解明
と実測との比較

有用物質生産を志向した機械学習支援
ゲノムデザイン

炭竈 享司

山田 亮祐

科学技術振興機構 さきがけ研究者
金沢大学ナノ生命科学研究所 特任助教

染色体は遺伝情報を担う生命に欠かせな

微生物を用い、再生可能資源から様々な

い物質であり、細胞分裂期においては誰も

有用物質を生産することで、持続可能な

が知る特徴的なX字の形をしています。しか

本研究では、機械学習の技術を用い、有

てX字を形成しているのか、分子レベルの

用物質の生産に適した生命の設計図（ゲ

構造は実は分かっていません。本研究は、
染色体の構造や動きをシミュレーションによって解明します。
また、種々の実験と比較することで正確な染色体のシミュレ
ーションを可能にし、実験に役立つ情報に還元します。

アーキアゲノムの分配機構と染色体工学
への応用

竹俣 直道

京都大学大学院工学研究科 助教
インディアナ大学分子細胞生化学部門 博士研究員

アーキアは真核生物の起源となった原核
生物ドメインであり、われわれ真核生物がど
のように誕生したかを解明する鍵を握ってい
ます。また、アーキアがもつ高い極限環境
耐性や特殊な代謝系は応用面でも高いポ
テンシャルを秘めています。本研究は、ア
ーキアで未だ同定されていないセントロメアの探索と、それを
活用したアーキア人工染色体の開発を通じて、アーキアゲノ
ムの動作原理解明と染色体工学的応用を目指します。

DNA配列のボトムアップ型自動設計技
術の開発

前田 和勲

九州工業大学大学院情報工学研究院
同上

助教

アミノ酸などの有用物質は遺伝子組換え細
胞で生産されています。今後は長鎖DNA
合成技術によってDNA配列設計の自由度
が大幅に広がります。しかし、求める生物
機能を実現するDNA配列を生物実験によ
る試行錯誤で見つけ出すことは困難です。
そこで、本研究では、DNAパーツを組み合わせることで、期
待する生物機能を実現する遺伝子回路とそのDNA配列を自
動設計することを目指します。

生物種間で異なる時間スケールの原因解
明と操作

松田 充弘

EMBL（European Molecular Biology Laboratory）Barcelona 研究員
同上

妊娠期間が２０日と９か月で異なるよう
に、マウスとヒトは発生の時間スケールが
異なります。これはマウスとヒトのゲノムの
違いが原因ですが、ゲノムのどの部分が原
因なのか、ゲノムの違いがどのようなメカニ
ズムで種に特異的な発生時間スケールを
与えるのかは全く分かっていません。本研究は、マウスとヒト
の体節時計をモデルにして発生時間スケールの違いを生み
出す原理を解明し、時間スケールを改変・操作することを目
指します。

潜在する生命のゲノムが創出する原始細
胞骨格機能の具現化

松林 英明

准教授

社会を形成することが期待されています。

し、どのような分子がどのような配置を取っ

ジョンズホプキンス大学医学系研究科 博士研究員
同上

ゲノム解析などの進展により、原始のアク
チン細胞骨格の姿がわかってきました。し
かし、メタゲノムや非モデル生物の機能は、
解析が難しいことが課題になっています。
本研究では、これらのゲノム機能を直接解
析することを可能にするため、人工細胞内
でのタンパク質光操作を実現し、細胞骨格による動的な膜
変形や運動を具現化できる技術基盤を構築します。それらの
技術を用い、細胞骨格や膜変形機能の起源に迫ることを目
指します。
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大阪府立大学大学院工学研究科
同上

ノム）のデザインを明らかにします。更に、デザインしたゲノ
ムを酵母細胞内で再現し、種々の有用物質を高効率に生
産することを目指します。

戦略目標

量子技術の適用による生体センシン
グの革新と生体分子の動態及び相
互作用の解明

研究総括

瀬藤

光利

国際マスイメージングセンター センター長

本研究領域では、量子科学・量子技術を生体や生
体分子の計測に応用することで、量子と生体の研究
の交流と融合を促進し、生命科学を革新的に発展させ
ることを目的とします。近年、量子科学の発展により、
量子科学を基盤にした量子ビーム、量子スピン、光量
子センサー、量子エレクトロニクス等の技術は、例えば
量子コンピューティングやtime crystal（時間結晶）の
実現に至るような著しい進展をみせており、我が国でも
世界をリードする技術シーズが創出されています。こうし
た量子技術は、生体分子の動態や相互作用を検出す
る新規生体計測技術の開発等のテクノロジーの創出
や、生命現象の中に真に量子的な現象を見出す等の
革新的なサイエンスへの展開が期待されているにもかか
わらず、十分に進んでいるとは未だ言い難いのが現状
です。そこで本領域では、量子技術のライフテクノロジ
ー分野での積極的な応用を促すことで生命科学分野
の一層の発展を目指します。
領域アドバイザー

石川
井上
岡田

顕一
卓
康志

東京大学大学院工学系研究科

小澤
菊地
笹木
城石
竹内
田中
原田
平野
三木
水落
宮脇

岳昌
和也
敬司
芳博
繁樹
成典
慶恵
俊夫
邦夫
憲和
敦史

東京大学大学院理学系研究科

教授

浜松ホトニクス（株）中央研究所

室長

理化学研究所生命機能科学研究センター
ームリーダー

チ

多光子現象を駆使した脳内化学情報伝
達の可視化解析

石綿 整

塗谷 睦生

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京工業大学環境エネルギー協創教育院 特任助教

NVセンタはスピン依存発光を持つ原子サイ

慶應義塾大学医学部
同上

准教授

ルの領域まで近づけることができる量子計
測材料として注目されています。しかし、分
子状態解析等NVセンタを用いた生体計測
応用には感度の向上が最大の課題となっ
ています。本研究ではNVセンタの形成技術と生体計測技術
の開発を並行して行うことでNVセンタの感度を上昇させ、微
小領域におけるNMR計測による分子状態解析を実現しま
す。

本研究では多光子顕微鏡技術を駆使し、
精神機能の鍵を握りながらこれまで観ること
ができなかった化学情報伝達物質を、生き
た脳組織の中で可視化する技術の開発と
応用を試みます。本研究の成果は脳や精
神の働きや病気の理解に大きく貢献すると
共に、これまで観ることができなかった分子を生体内で可視
化する技術の創成により、生命科学領域における量子技術
の飛躍的な展開とかつてない知見の獲得へと繋がるものと
期待されます。

超高感度ラベルフリーイメージング法の開
発

高分解能立体構造解析によるタンパク質
における量子現象の解析

井手口 拓郎

平野 優

1 ズのセンサーとして、観測対象にナノメート

東京大学大学院理学系研究科
東京大学大学院理学系研究科

准教授
講師

量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学研究部門 主幹研究員
同上 主任研究員

蛍光顕微鏡は生体試料の構成成分を色分
けして可視化することができますが、試料
にとって擾乱となる蛍光標識を用いるため、
試料の真の状態を観測することはできませ
ん。一方で、蛍光標識を用いないラベル
フリー顕微鏡は感度が悪いため、高濃度
に凝集する成分しか観測できません。本研究では、高感度
のラベルフリー顕微鏡を開発し、生体内に低濃度で存在す
る成分を、試料の真の状態を保ったまま観測することを可能
にします。

タンパク質において水素原子や外殻電子
は様々な化学反応に直接関与しており、
そのふるまいからタンパク質の分子機能に
は量子トンネル効果が寄与していると考えら
れています。本研究では、中性子回折とX
線回折の2種類の量子ビーム技術を相補
的に利用した高分解能立体構造解析を行い、水素原子と
外殻電子の情報を高精度で決定し、タンパク質が関与する
化学反応における量子トンネル効果の構造基盤の解明を目
指します。

広帯域スクイーズド光源による低侵襲深
部多光子分光

反応性量子ビームによる細胞内生命現
象の可視化

衞藤 雄二郎

藤井 麻樹子

京都大学大学院工学研究科 准教授
産業技術総合研究所計量標準総合センター 主任研究員

横浜国立大学大学院環境情報研究院 講師
横浜国立大学大学院環境情報研究院 特任教員（講師）

本研究では、量子レベルで制御された光を

反応性の高い化学物質をビーム源とするこ

用いる事によって、既存の顕微鏡の性能

とで、試料表面で起こる化学反応により試

限界を打破する生体イメージング手法の開

料分子のイオン化を補助する、新しい量子

発を目指します。具体的には、量子光源

ビームを開発します。この反応性量子ビー

の一種であるスクイーズド光と非線型光学

ムを分析プローブとして、高感度と高分解

顕微鏡の技術を融合することによって、低

能を両立するイメージング質量分析装置を

侵襲深部多光子顕微鏡を実現します。さらに、量子光源に

実装します。この反応性量子ビームを用いて、細胞内部で

よる多光子相互作用を利用した生体内のコヒーレントな量子

起こる代謝機構を始めとした一細胞内の生命現象を可視化

現象の観測も視野に入れながら研究を進めます。

することを目指します。

量子シミュレーション技術による未知の生
体電子移動／機能発現の探索

生命と認知の量子情報理論:圏論的定式
化とその応用

鬼頭 宏任

丸山 善宏

科学技術振興機構 さきがけ研究者
筑波大学計算科学研究センター 研究員

オーストラリア国立大学コンピューターサイエンス学科 講師
京都大学白眉センター 助教

教授

応を探索・発見することで、まだ解明されていない生体機能
発現メカニズムを量子科学的に理解することを目指します。

本研究は圏論的基礎論を媒介とすることで
量子物理・情報の論理と生命・認知の
論理の邂逅を可能にし（デカルト的二元論
で分離された）物理学（物質世界）と生
命・認知科学（生命・心の世界）が共
有する高次の構造的法則性を明らかにする
ものです。その原理的繋がりを利用して量子の知を生命・
認知の世界へとトランスポートすることで生命・認知の根源
的理解に資する洞察を得ると共に量子情報の生命・認知
科学的な応用を考案します。

脳神経科学研究センター/光量子工学研究センター

多光子時間空間相関イメージング手法の
開拓

磁場応答光プローブを用いた磁場による
断層選択光イメージング

島添 健次

萬井 知康

大阪大学大学院工学研究科

教授

北海道大学電子科学研究所

教授

質識別能力などの生体機能では、蛋白質
中でおこる未知の生体電子移動反応が、

（株）日立製作所研究開発グループ 技術顧問
京都大学大学院工学研究科
大阪大学蛋白質研究所

教授

量子科学技術研究開発機構
京都大学

考えられています。この研究では、最新の

理事長

名誉教授

京都大学化学研究所

その微視的メカニズムに深く関わっていると
量子シミュレーション技術を用いて、未知の生体電子移動反

教授

神戸大学大学院システム情報学研究科

酵素の酸化ストレス防御、渡り鳥の弱い地
球磁場感知能力、嗅覚受容体の匂い物

教授

量子生体

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah29-1.html

NVセンタデルタドープ薄膜による生体分
子の機能・相互作用解析

ゲノム合成

命科学基盤の創出

年度採択研究者 ［ 期生］
2017

量子技術を適用した生

教授

東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院工学系研究科

特任准教授
助教

コネチカット大学化学科 アシスタント・プロフェッサー
コネチカット大学化学科 アシスタントプロフェッサー

PETやSPECT等の核医学イメージングでは

本研究では、分子発光を低磁場で制御す

原理的に多核種撮像、相互作用撮像は

ることで、新たな生命科学イメージング技

困難です。本研究では、多核種同時撮像
や分子間相互作用の全身イメージングを目
指して、多光子カスケードガンマ線の時間
空間相関に基づく新たな多光子時間空間相関イメージング
手法（Multi Photon Emission CT MPECT）の提案および
生体内局所情報抽出手法の開拓を行います。

術の創出を目指します。磁場強度に影響
を受けるスピンシステム（ラジカル対）を経
由する反応系を分子の光物理過程に導入
し、分子発光（CT発光）を磁場制御でき
る磁場応答光プローブを開発します。モデル分子における磁
場による発光性制御の確立と、新規分子を利用したイメージ
ング法の原理実証の達成を目指します。

扉絵は、深淵な生命空間で静かに誕生を待っている "量子の卵” をイメージしています。
（写真提供

大宮 温恵 様）

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属
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時分割XFEL結晶解析で可視化する金属
酵素の動的構造活性相関

生体分子中におけるアミンの量子特性を
解明する

高速量子波面モジュレーション・クライオ
電顕

溝端 栄一

尾瀬 農之

Radostin Danev

大阪大学大学院工学研究科
同上

講師

新時代の量子技術、X線自由電子レーザ
ーを生体分子である金属酵素の計測に応
用し、触媒反応中に刻々と移り変わる立
体構造変化の全貌を常温無損傷状態で高
精度に可視化することにより、その動的構
造活性相関を完全解明することを目指しま
す。本研究を通し、独自の時分割連続フェムト秒結晶構造
解析の技術を開発して、酵素化学における新しい解析基盤
を創出し、生命科学上の革新的な知見を与えるサイエンスを
開拓し実証します。

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 特任研究員

これまでの蛋白質等生体高分子構造解析

本研究では、高速量子波面モジュレーショ

法では，水素原子（プロトンおよびヒドリド

ン技術FASYを開発し、次世代のクライオ

を含む）を直接みることはなかなかできませ

電子顕微鏡への道を拓きます。FASYは、

んでした。量子技術であるX線及び中性子

これまでの「固定された」電子顕微鏡を、

結晶解析法を組み合わせると，正確に水

研究者と実験のニーズに適応できるダイナ

素原子の位置を決定することができます。

ミックかつフレキシブルな光学システムとして

本研究では生体高分子に含まれるアミンに注目し，窒素原

再定義します。この技術を応用することで、タンパク質の原

子と水素原子の相互作用をプローブとして，今まで顧みられ

子構造を解明し、細胞の機能を研究するためのクライオ電

なかった生体内化学反応を量子的に解明していきます。

子顕微鏡の性能を大幅に向上させます。

量子化学効果を取り込んだタンパク質の
シームレスな動的解析法の開発と応用

生体内反応による核スピン量子もつれ生
成の検証

光合成反応中心における初期電荷分離
過程の分子論的機構解明

渡邉 宙志

香川 晃徳

東 雅大

慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任講師
東京大学先端科学技術研究センター 助教

タンパク質の内部を出入りする水分子は、
タンパク質の機能に密接に関わっていま
す。それら水分子の挙動には量子化学的
な効果が大きな役割を果たします。しかし
現在の分子シミュレーションにおいて、これ
ら水分子の動的性質を量子化学的な効果
を含めて解析することはできません。本研究では、溶媒の量
子化学効果を取り込む分子シミュレーションの枠組みを構築
します。そして実際にタンパク質の解析に応用し、その有用
性の実証を目指します。

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

助教

京都大学大学院工学研究科
琉球大学理学部 助教

准教授

核スピンは人体内の高温、ウェットな環境

光合成の最初のステップは、初期電荷分

でも長い量子コヒーレンスを持つことが可能

離と呼ばれる電子移動反応です。植物は

です。そのような核スピンの量子もつれが

進化の過程で、この反応が起こりやすいよ

人体内で自発的に生成されていれば、長

うにタンパク質の構造を変遷させてきたと考

いタイムスケールでの生命現象に量子力

えられていますが、その詳細は不明です。

学的な効果がかかわっていることを示唆で

また近年、この反応でコヒーレンスと呼ば
れる現象が観測されていますが、その現象が起きる理由や果
たす役割もよく分かっていません。本研究では私が開発して

て実験的に検証し、量子生命分野に貢献します。

きた独自の理論計算手法を用いてこれらを解明します。

コンポジット量子センサーの創成 -１細
胞から１個体まで-

真空紫外コヒーレント光を用いた円二色
性生体分光技術の開発

超核偏極ナノ空間の創出に基づく高感
度生体分子観測

五十嵐 龍治

小西 邦昭

楊井 伸浩

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

きます。本研究では近年提案された生体反応によって核スピ
ンの量子もつれが生成されるという新現象を磁気共鳴を用い

量子科学技術研究開発機構量子生命科学領域 グループリーダー
量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 主任研究員

量子計測とナノハイブリッド化学の融合に

2 より「コンポジット量子センサー」という新

たなナノ量子センサーを創成します。これに
より、従来法では計測困難だった多種多
様な細胞内局所パラメーターを計測する技
術を開発します。更に量子センサーをマウ
スなどの哺乳動物個体に応用するための新たな量子生体計
測技術を開発し、動物個体内における胚発生、発癌、腫
瘍形成、脳機能のマルチスケール・マルチモーダル定量計
測を実現します。

東京大学大学院理学系研究科附属フォトンサイエンス研究機構 准教授
東京大学大学院理学系研究科 助教

九州大学大学院工学研究院
同上

光の波長より小さな人工ナノ構造を用いた

MRIは現代医療において不可欠な技術で

波長変換技術を活用し、超短パルスレー

すが、感度が低いため観測対象は主に生

ザーから生成される真空紫外領域のコヒー

体中に豊富に存在する水に限られます。

レント光を用いて円二色性を計測する技術

室温における超高感度化を可能にする方

准教授

を開発します。高い空間分解能と時間分

法としてtriplet DNPが近年開発されました

解能を兼ね備えるというコヒーレント光の特

が、固体結晶中の分子しか高感度化出来

性を活かした、真空紫外領域の電子遷移をプローブとする、

ないという問題がありました。そこで本研究では「超核偏極

新たな生体分子ラベルフリーイメージング技術や超高速ダイ

ナノ空間」という新概念に基づき、これまで困難であった室

ナミクス計測の実現を目指します。

温・水中における生体分子の超高感度観測に挑戦します。

音響フォノン計測で拓く超次元力学イメー
ジング

生体量子コヒーレンス顕微分光：本当に
量子効果は生命を駆動するのか？

光合成における量子環境

市村 垂生

近藤 徹

Neill Lambert

大阪大学先導的学際研究機構 特任准教授
理化学研究所生命機能科学研究センター 上級研究員

本研究では、生体組織内の力学特性を
「非接触」
「非染色」
「サブ細胞分解能」
で計測できる新規技術の確立を狙います。
音響フォノンによる非弾性散乱を計測原理
として用い、新規測定法・解析法を開発
して、組織内の弾性分布を可視化することを目指します。組
織形成過程における力発生の計測など、メカノバイオロジー
や再生医療分野への応用を出口として見据えています。

東京工業大学生命理工学院 講師
マサチューセッツ工科大学（アメリカ）化学科 研究員

近年、生体内でも様々な量子現象が発見
され、生命機能との関わりが議論されてい
ます。しかし、環境が不均一な上に揺らぎ
が激しい生理条件下で、どのように量子状
態が保持され生体機能に寄与するのか、
については謎が多く残されています。本研
究では、量子状態の顕微分光法を確立し、その制御機構を
明らかにします。さらに、生体反応への寄与を評価し、量子
現象は生命にとって本当に意味があるのか？、という問いに
答えを出します。

理化学研究所開拓研究本部 研究員
理化学研究所創発物性科学研究センター 研究員

植物やバクテリアの光捕集は超高速な時
間スケールで生じるため、これらの現象を
理解するには量子効果の視点が重要とな
ります。本研究では、複数の大きな分子
間のエネルギーのコヒーレントな重ね合わ
せ、環境の振動モードの量子コヒーレンス
について、それらを正確に表すモデルの開発を行います。そ
して、生物系の効率的な光捕集において最も重要となる量
子効果の特徴を明らかにすることを目指します。

量子トモグラフィを用いた密度行列分光
法の開発

量子ビームが拓く光合成膜タンパク質の
マルチモーダル構造解析

量子構造生物学におけるプロトン：相乗
的効果と構造

大畠 悟郎

菅 倫寛

渡邉 千鶴

大阪府立大学大学院理学系研究科
同上

准教授

本研究では，量子情報技術で用いられる
量子トモグラフィの測定・解析法を非線形
分光測定に取り入れた新しい分光手法で
ある「密度行列分光法」を提案・構築し
ます。従来の分光技術では物質中の量子
コヒーレンスについて部分的な情報しか得
ることが出来ませんでしたが，密度行列を直接得ることにより
物質の量子状態を定量的に評価することが可能になります。
本手法を用いて光合成などの生命現象における量子性の秘
密に迫ります。
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北海道大学大学院先端生命科学研究院 准教授
同上

岡山大学異分野基礎科学研究所
同上

准教授

量子ビームの技術は機能する酵素のそのま
まの姿を高速ストロボ撮影することを可能に
します。本研究では光合成膜タンパク質の
反応を制御して量子ビームによる動的な結
晶構造解析を行います。原子構造情報と
金属イオンの価数やスピン情報をフェムト秒
時間分解能で取得することを目指します。本研究により光合
成膜タンパク質の触媒反応を従来の静止画ではなく、複合
的な動的解析から理解する新しい構造生物学的な視点を開
拓します。

理化学研究所生命機能科学研究センター 研究員
同上

生体内で繰り広げられるリガンド結合や酵
素触媒反応を正確に理解する上で、水素
原子（プロトン）の位置情報を含めた精密
な分子挙動を明らかにすることは重要です。
本研究では、中性子解析などで得られる３
次元構造データを基に日本発の量子化学
計算手法であるフラグメント分子軌道法を相乗的に融合発展
させることで、生命現象をつかさどるタンパク質活性中心に
おけるプロトンの振る舞いを「量子構造生物学」によって解
明します。

Antill Lewis.M

科学技術振興機構 さきがけ研究者
埼玉大学大学院理工学研究科 日本学術振興会外国人特別研究員

本研究では、鳥類のコンパスなど、動物

生体内量子多体系における特異的化学
反応の機構解明

共振器オプトメカニカルフルイディックス
の開発

庄司 光男

山崎 歴舟

筑波大学計算科学研究センター 助教
同上

大候補分子とされるクリプトクロムの光化学
反応に対する磁気感受の信号形成/伝播
を解明します。量子力学を基本としながら
も、光遺伝学、分子分光法、電子スピン
共鳴法を使って反応過程や構造変化を明らかにすることを目
的とします。本研究は所謂「量子生物学」のモデルであり、
広い学際的な科学領域研究への意欲的なチャレンジでもあ
ります。

光化学系II酸素発生中心ではMnの酸化数
が決定できていない大問題が存在します。
本問題を量子スピン状態固有の磁気異方
性相互作用を帰属することで解明します。
また、S2->S3->S0過程の新たな反応機
構を独自開発の構造探索手法を用いて解
明します。ニトロゲナーゼ(NG)については休止状態の基底ス
ピン状態と電荷状態を帰属することで理論解明します。窒素
還元に関わる反応経路を探索し、NGの反応機構の理論解
明を進展させます。

生命ナノ動態をありのままに観察するラ
ベルフリー超解像顕微鏡

個別化医療にむけた光量子による放射
性核種分離・分析法の開発

馬越 貴之

富田 英生

3 の磁気受容のメカニズムを知るために、最

大阪大学高等共創研究院 講師
大阪大学大学院工学研究科 助教

名古屋大学大学院工学研究科
同上

本研究では、自由電子の集団的量子化で

本研究は、光共振器を用いた超高感度レ

光を物理的にナノ局在させることによって、

ーザー吸収分光に基づく放射性同位体分

ラベルフリーな超解像顕微鏡を開発します。

析法を高度化し、それと高速液体クロマト

性能を極限に高め、ラベルフリーイメージン

グラフィーを融合して、放射性同位体で標

グをビデオレートの撮像速度と10 nmの空

識した化合物の代謝物を分析可能な生体

間分解能で実現します。光学顕微鏡の覗

代謝分析手法を開発します。また、放射
性核種による革新的な治療・核医学診断のために、レーザ

した多くの生命現象のナノダイナミクスをありのままに録画し、

ー共鳴励起・イオン化に基づく放射性核種分離、および、

先端生命科学に大きなインパクトを与えます。

レーザー核偏極法の開発を行います。

量子容量を用いた生化学的界面の計測
と制御

時間分解量子もつれ分光法: 理論基盤
の構築と生体分子系への応用

小野 尭生

藤橋 裕太

助教

本研究では、量子的性質を持つナノマテリ
アルを用いて、界面の状態を計測しさらに
は制御する、新たな手法を開発します。こ
れにより、生化学的界面に高感度かつリ
アルタイムにアクセスする汎用的な方法を
確立するとともに、界面を新たな極微小の反応場として提示
します。

既存のフェムト秒時間分解レーザー分光は
フーリエ限界のため周波数分解能が犠牲
になり、PSII反応中心のように熱揺らぎ程
度のエネルギー領域に複数の電子状態を
含む動的過程の実時間観測が困難です。
本研究は、量子もつれ光による時間分解
分光理論を構築します。量子相関の利用により古典光では
不可能な周波数分解能と時間分解能の両立を達成し、PSII
初期電荷分離過程の解明へ展開できる量子技術の理論基
盤を確立します。

非線形光学効果が照らす生体物質交換
の仕組み

片山 耕大

本蔵 直樹

助教

浜松医科大学医学部 助教
浜松医科大学医学部医学科

助教

色覚視物質の機能発現 (波長制御・情
報伝達) における光反応過程を理解するた
めには、①量子化学に支配される発色団
の励起状態のエネルギー準位を決定し、
②ニュートン力学で記述可能な動的構造
変化を明らかにする必要があります。本研
究は、X線結晶構造解析により色覚視物質の原子座標を決
定し、発色団と蛋白質場との相互作用を原子レベルで「観
ます」。さらに赤外分光解析により反応中間体の構造変化
を実時間で追駆します。

本研究は、生体物質交換、特に酸素供
給機構理解のために、人総細胞数の約７
０％を占める赤血球の酸素結合度を動物
の微小循環において非線形光学効果を用
いて計測します。この際、生体分子由来
の高調波発生および量子技術を基盤とし
た波長変換を巧みに組み合わせ、高い時空間解像を伴った
細胞閉鎖系・血管内に存在する単一赤血球の酸素放出の
場および調節機構の解明、またこれを基盤として物質交換
機構の理解、およびその定式化を目指します。

蘇る太古の光合成タンパク質：量子効
果の誕生

原子分解能・低速電子ホログラフィーの
開発

齊藤 諒介

柳澤 啓史

山口大学大学院創成科学研究科 助教
マサチューセッツ工科大学地球科学系 日本学術振興会海外特別研究員

本研究は、太古の光合成タンパク質を現
代に蘇らせることにより、｢量子効果がいつ
誕生したか｣について研究します。具体的
には、地球生命誌38億年の堆積岩中に
含まれる光合成タンパク質を分光的・生化
学的手法により復元し、その光合成タンパ
ク質の量子効果の有無を確認することで、量子効果がいつ
の時代まで遡れるかを研究します。そして、量子効果の誕生
した時期の古地球環境も調査することで、生命進化と地球
環境の関連性を明らかにします。

本研究では常温液中におけるオプトメカニ
クスに着目し、液中フォノンモードおよび光
モード共振器の高Q値化、ならびにそれら
のモードを強く結合させた系、共振器オプト
フルイディックスの開発を行います。液体
相の量子操作を目指し、量エレ技術の生
体応用が可能な新たなプラットフォームの創出を試みます。
その中で新たな光・音波による生体のトラッピング技術の開
発、また液体のレーザー冷却を目指して研究を進めていきま
す。

京都大学大学院工学研究科 特定助教
自然科学研究機構分子科学研究所 特任研究員

構造基盤に立脚した色認識機構および
色覚情報伝達機構の解明
名古屋工業大学大学院工学研究科
同上

准教授

准教授

き込むような観察をナノスケールで可能にし、細胞膜を始めと

大阪大学産業科学研究所
同上

国際基督教大学教養学部
同上

量子生体

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

動物磁気感受のためのクリプトクロム時
空間計測

科学技術振興機構 さきがけ研究者
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン物理学科 DFGプロジェクトリーダー

電子顕微鏡の発展により生体分子の3次
元原子構造が明らかになってきました。しか
し、観測には高エネルギーの電子を用いる
ため、生体分子の破壊が避けられません。
結果として特定の1分子の3次元原子構造
を観測できるに至っていません。低速電子
は生体分子へのダメージを極端に低減できますが、現状では
原子分解能に到達するのは困難です。本研究ではその低速
電子線を用いて全く新しい原子分解能・電子顕微鏡を開発
します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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機能と制御
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah29-2.html
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

中野

領域アドバイザー

塩見

芝

大阪大学大学院薬学研究科
群馬大学生体調節研究所

教授
教授

美喜子 東京大学大学院理学系研究科 教授

清隆

田名網

（公財）がん研究会 がん研究所

部長

健雄 横河電機（株）マーケティング本部 主幹研究員

渡慶次 学
中戸川 仁
前田 達哉
山口 茂弘

北海道大学大学院工学研究院

吉森

大阪大学大学院生命機能研究科

保

東京工業大学生命理工学院
浜松医科大学医学部

内因性微粒子の放出と細胞間伝播の現
場を可視化する技術の開発

池上 浩司

白崎 善隆

広島大学大学院医系科学研究科
浜松医科大学医学部 准教授

教授

人の体を形作る細胞には『一次繊毛』と

教授
准教授

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 教授・副拠点長
教授

東京大学大学院薬学系研究科 特任助教
東京大学大学院理学研究科 特任助教

研究では、一次繊毛から切り離されて細胞
の外に出された小さな粒子が体の中のどの
臓器に向かうのか、肥満や老化など体の
状態が変わった時に粒子の向かう先がどの
ように変わるのかなどを解明します。これらの研究で分かった
ことを元に、医療や工業で利用されることを目指して、粒子
の中身を人工的に変えて粒子の向かう先を操る技術の開発
に挑みます。

本研究は、遠隔に位置する細胞間での情
報伝達を媒介すると考えられているエクソソ
ームなどの内因性細胞外微粒子について、
その生成・放出過程と細胞間伝播の現場
を1細胞の解像度で実時間で観察すること
を目指します。本研究がもたらす技術およ
び成果は、エクソソームを初めとする様々な内因性微粒子に
応用する ことで、これまで詳細な動態が掴めていないために
混沌としている内因性微粒子の分類や作用機序を明らかに
します。

エクソソームの量と質を制御するメカニズ
ムの解明

遊離核酸断片の生体機能の解明と制御
法の開発

小根山 千歳

高橋 暁子

1 呼ばれるミクロの毛が生えています。この

愛知県がんセンター研究所腫瘍制御学分野 分野長
愛知県がんセンター研究所感染腫瘍学部 部長

（公財）がん研究会がん研究所 プロジェクトリーダー
同上

エクソソームは細胞間コミュニケーションを

本研究は、老化細胞で細胞質に蓄積しエ

担うとされる分泌膜小胞です。疾患など細

クソソームによって細胞外へと分泌される遊

量や内包物は変化しますが、その仕組み

本研究領域では、生体内の微粒子の動態や機能の解明、さらに
はそれらの制御に関する研究開発の推進によって、微粒子により惹起
される生命現象の本質的な課題に取り組みます。
近年、環境中の様々な微粒子（外因性微粒子）の生体内への
影響や、生体内で形成された微粒子（内因性微粒子）の機能が注
目されています。例えば外因性微粒子では、PM2.5 やカーボンナノチ
ューブなどと疾患との関連性の研究が進められ、内因性微粒子ではエ
クソソームなどの体内動態や機能発現に基づく診断技術に関する研
究が多数報告されています。
しかしながら、外因性微粒子については、生体内への取り込み過
程、分布や局在等の挙動については多くが未解明のままとなっており、
有害微粒子の対策が遅々として進んでいません。また、内因性微粒
子については、細胞内での生成過程、細胞外動態、さらにはその生
物学的意義について不明な点が多く、これらの微粒子を対象とした診
断や治療技術の開発における本質的な課題となっています。さらに、
これらの微粒子の生体内での定量分析や動態把握は、粒径の多様
さや観察技術の遅れなどから、既存の技術では正確な解析が十分に
は行われていない状況です。
以上を踏まえ、本研究領域では、生体内の微粒子の機能の解明
とその制御を目的とした研究開発を推進します。具体的には、環境や
生体に影響を及ぼす微粒子の機能解明をしようとする課題、生体内
の微粒子の動態解析の新技術に着目し、それを汎用的な技術に発
展させようとする課題、さらには、微粒子の生理学的意義を通じた制
御技術の開発から健康に寄与する新技術を創出する課題などに取り
組み、環境や健康に関する各種課題解決に貢献します。

達哉
健

一次繊毛由来微粒子の多次元動態と制
御

胞の状態変化に応じてエクソソームの分泌

明彦

理化学研究所光量子工学研究センター 副センター長

齊藤
佐藤

年度採択研究者 ［ 期生］
2017

生体における微粒子の

は解明されていません。本研究ではエクソ
ソームの新たな分析手法を確立し、その形
成過程と内包分子の選別に関わる分子の探索及び機能解
析を通じて、エクソソーム形成制御に関わる分子メカニズム
とその生物学的意義を明らかにします。

離 核 酸 断 片が 細 胞 質センサーを介して
SASP（Senescence-associated secretory phenotype）誘導に働く生理的機能
と生体応答機序を解析することで、細胞外微粒子の生体機
能と個体老化や加齢性疾患との関わりを明らかにし、それら
の病態を制御する方法を開発することを目指します。

単一エクソソームトランスクリプトーム解析
法によるエクソソーム内RNAの網羅的解析

細胞外小胞を介したタンパク質恒常性維
持機構の包括的理解

金 秀炫

武内 敏秀

東京大学生産技術研究所
同上 助教

講師

本研究では、インデック配列を用いて数十

近畿大学ライフサイエンス研究所 特任講師
大阪大学大学院医学系研究科 寄附講座講師

トーム解析法」の確立を目指します。

タンパク質の凝集は、認知症や糖尿病な
ど様々な病気の原因となります。生体がタ
ンパク質凝集を防ぐ仕組みを理解すること
は、基礎科学的にも将来の医療応用にお
いても重要な課題です。本研究では、細
胞外小胞の分泌・伝播を介し、生体がタ
ンパク質凝集を防ぐ仕組みを明らかにするとともに、細胞外
小胞の生体恒常性における役割を明らかにします。これによ
り、神経変性疾患・認知症の診断・治療法開発に有用な
基礎知見を提供します。

吸入性微細粒子による免疫活性化機構
の解明

マクロファージによる粒子状物質パターン
認識機構の解明

黒田 悦史

中山 勝文

万の単一エクソソームを標識することで、
各エクソソーム内 RNAの網羅的解析を可
能にする「単一エクソソームトランスクリプ

兵庫医科大学免疫学講座 主任教授
医薬基盤・健康・栄養研究所ワクチン・アジュバント研究センター 上級研究員

立命館大学薬学部 教授
東北大学学際科学フロンティア研究所 准教授

身の回りに存在する様々な微粒子が免疫
反応に影響を及ぼしています。最近話題
になっている大気中の微粒子であるPM2.5
などは免疫反応を増強することでアレルギ
ー性炎症を悪化させると考えられています。
しかしながらそのメカニズムに関しては明ら
かにされておりません。本研究では微粒子吸入により誘導さ
れるアレルギー性炎症をモデルの一つとして、微粒子による
免疫活性化のメカニズムを明らかにすることを目的としていま
す。

シリカ、アスベストやカーボンナノチューブと

In vivoにおける多対多のアッセイを基盤としたエ
クソソームターゲティングシステムの効率的探索

がん免疫を賦活化する細胞外小胞の生
成メカニズムと作用機序の解明

小嶋 良輔

諸石 寿朗

東京大学大学院医学系研究科 助教
ETH ZurichDepartment of Biosystems Science and Engineering Postdoctoral fellow（HFSP long-term fellow）

細胞から分泌される小胞の一種であるエク
ソソームが、ドラッグデリバリーのキャリアと
して注目されていますが、その動態の制御
は満足に達成されていないのが現状です。
本研究では、多数のエクソソームターゲテ
ィングシステムの機能性を生体内でハイスループットにアッセ
イする系を構築し、エクソソームの体内動態を精緻に制御す
る新たな方法論を開拓することを目指します。

いった粒子状物質は、生体内でマクロファ
ージに取り込まれ、そのマクロファージ炎症
応答が引き金となって、肺癌や悪性中皮
腫といった重篤な疾患を引き起こします。し
かしながらマクロファージがどのように粒子
状物質を認識しているのかは不明です。本研究では、その
マクロファージ認識機構を解明し、粒子が引き起こす疾患の
病態分子機構を明らかにすることを目指します。

熊本大学大学院生命科学研究部 教授
カリフォルニア大学サンディエゴ校ムアーズがんセンター 博士研究員

がん細胞から分泌される細胞外小胞は、
宿主のがんに対する免疫応答を変化させ、
がんの進行に関わることが近年注目されて
います。本研究においては、宿主の免疫
応答を活性化しうる細胞外小胞に焦点をあ
て、その生成メカニズムや内包する構成分
子の特性、および生体内における作用機序を明らかにする
ことで、細胞外小胞を利用したがん免疫療法のコンセプトを
創出し、新しいがん治療法の開発をめざします。

扉絵は、微粒子が細胞に取り込まれ、また細胞外へ放出される様子をデザイン化したものです。小さな球体は細胞に由来する微粒子を、幾何学
模様は人工物などの微粒子を表現しています。
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外因性微粒子の脳内動態におけるマイク
ログリアルネットワークの関与の解明

脳選択的にターゲットする疾患関連エク
ソソームの解析

山口 知也

小山 隆太

星野 歩子

熊本大学大学院生命科学研究部 准教授
熊本大学大学院先導機構／大学院生命科学研究部 准教授

東京大学大学院薬学系研究科
同上

准教授

東京工業大学生命理工学院 准教授
コーネル大学（アメリカ）小児科 インストラクター

私達は、受容体型チロシンキナーゼである
ROR1が、カベオラ形成を安定化させ、
EGFR等の様々な受容体が伝達する肺腺
癌の生存シグナル維持に関与することを見
出しました。本研究では、これまでに得た
結果を含む最新かつ詳細な知見を発展さ
せるべく、カベオラ制御分子として新たに見出したROR1を基
軸に内因性微粒子の生理機能と「がん」との関連性を明ら
かにし、内因性微粒子の複雑性とその破綻機構の解明を目
指します。

本研究の目的は、PM2.5をはじめとする大
気環境中の外因性微粒子の脳内動態メカ
ニズムの解明です。特に、脳内に侵入し
た外因性微粒子が脳内免疫細胞マイクロ
グリアの活性化を介して神経回路を変性さ
せるメカニズムと、その脳機能と行動への
影響を検証します。また、本研究の遂行によって得られる発
見をもとに、外因性微粒子によって引き起こされる認知機能
障害や精神疾患を抑制するための知見を獲得することを目
指します。

形状と組成情報に基づく1粒子解析技術
の開発

aifAによるエクソソームの１ステップ単離
配列と１粒子統合解析

細胞外小胞のin vivo機能イメージング解
析

龍崎 奏

許 岩

水野 紘樹

九州大学先導物質化学研究所
同上

助教

本研究では、液中に浮遊している微粒子
の「形状情報」と「組成情報」を同時に
計測する革新的1粒子解析技術の開発を
ねらいとしています。生体微粒子において、
「形状」と「組成」の相関性を解明するこ
とは、その微粒子の機能解明へと繋がりま
す。本研究では、がん転移の指向性などに関わっているとさ
れているエクソソームの「形状」と「組成」の相関性を明ら
かにし、構造的な観点からエクソソームの機能解析を目指し
ます。

大阪府立大学大学院工学研究科
同上

准教授

疾病条件下でのエクソソームは臓器内微
小環境に様々な影響を与え病態に関わる
ことが近年注目されています。本研究で
は、脳転移性エクソソームによる転移先特
異性の決定機構、がん進展におけるエク
ソソーム上共通分子の役割、自閉症血漿エクソソームが与
える脳内環境への影響をそれぞれ検討し、疾病別エクソソー
ム比較を行います。

大阪大学大学院生命機能研究科
同上

助教

本研究では、2光子励起顕微鏡を用いた
生体イメージング技術を駆使し、骨芽細胞
が分泌する細胞外小胞を生きた組織内で
可視化します。さらに本技術を発展させて、
細胞外小胞の分泌・取り込みが細胞機能
に与える影響をin vivoで評価します。また、
その分子基盤も同定する新たな実験系を確立し、骨恒常性
リモデリングを具体的な例として、細胞外小胞による細胞機
能制御の実体をin vivoで統合的に解明します。
（研究期間：2018年10月1日～2019年8月31日）

単一粒子バイオプシーによる膜小胞統合
解析

環境微粒子キチンに対する生体応答機
構の解明

細胞外小胞生成に必要な遺伝子の網羅
的同定とその解析

井田 大貴

中江 進

吉田 知史

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

現在エクソソームの生物学的意義の解明
とそれを対象とした診療技術の開発におけ
る最も大きな課題は、粒径の小ささに起因
するエクソソームの単離や検出、解析の困
難さにあると言えます。本研究では、独自
のナノ流体デバイス技術を用いて、エクソ
ソームの簡便な１ステップ単離配列、迅速検出、高精度解
析を統合した革新技術を確立します。これにより、どこでも誰
でも手軽に使えるエクソソームの汎用的な世界初の技術に
発展させます。

東北大学学際科学フロンティア研究所 助教
東北大学大学院環境科学研究科 大学院生 （博士課程３年）

内因性微粒子内への物質内包機構や、

2 標的細胞での取込・分解過程など、細胞

広島大学大学院統合生命科学研究科
東京大学医科学研究所 准教授

教授

教授
准教授

布団などには人の皮屑を主食としているダ

我々は高感度で簡便な”型破りな分泌”アッ
セイ系の開発に成功し、出芽酵母非必須

ギー疾患を引き起こすのかを明らかにすることを目的とします。

エクソソームの動態と細胞応答を捉える
Exo プロテオミクステクノロジーの開発

植物における小分子RNA輸送メカニズム
の解明

今見 考志

濱田 隆宏

粉砕された外殻構成成分「キチン粒子」

遺伝子破壊株ライブラリーを用いて”型破り

が空気中に浮遊し、それを吸引することで

な分泌”に関連する遺伝子を網羅的に同定

喘息などのアレルギーを引き起こす可能性

することに成功しています。

が提起されました。本研究では、吸い込ん
だキチン粒子が、どのような機構で生体外へ排除されるの
か、また、生体内に残留した場合、どのような機構でアレル

岡山理科大学理学部 准教授
東京大学大学院総合文化研究科

本研究では、エクソソームの動態と細胞応

本研究では植物細胞間で「分泌と取り込

答を定量的かつグローバルに捉えるための

み」によるsmall RNA輸送経路が存在する

Exo プロテオミクス技術を開発します。具

かどうかを検証し、植物細胞間における

体的には、1) エクソソームの内包タンパク

small RNA輸送メカニズムを生化学・変異

助教

本研究提案ではこれまでに同定した遺伝子群が”型破りな分
泌”のどの段階で必要なのかを明らかにし、謎が多いこの特
殊な膜輸送経路の全貌の解明を目指します。

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学大学院薬学研究科 特任助教

早稲田大学国際学術院
早稲田大学国際学術院

ニが生息しています。ダニの死骸が細かく

内における微粒子動態には不明瞭な点が
多くあります。この問題の解決には、放出
された微粒子集団を対象とした従来の測定
手法を補完する、個々の微粒子に着目し
た分析技術が不可欠です。そこで、組織レベルで行われる
生検（バイオプシー）のように、細胞内の微粒子を直接回
収し、内容物を評価できる“単一粒子バイオプシー”を開発し
ます。

レドックス環境応答能を持つ歯周病細菌
由来の膜小胞

岡本 章玄

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA) グループリーダー
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 主幹研究員・独立研究者

環境中の細菌がつくるバイオフィルムでは、

3 電子が細菌間を移動することでバイオフィ

ルム内部の細菌活性が保たれる「電気共
生」が知られています。本研究では、歯
周病の原因となる口腔バイオフィルムが形
成される際に細菌が分泌する膜小胞の役
割を電気共生の観点から解明します。酸化還元特性を持つ
膜小胞とバイオフィルム内細菌との相互作用に独自の電気
化学や質量分析手法で迫り、病原細菌を検出・制御する
技術へと発展させます。

質を同定する技術、2) 細胞応答をモニタ

体解析・イメージング解析により解明しま

ーする技術、3)エクソソームとタンパク質のインタラクトームダ

す。本研究によって得られる成果は、遺伝子組換えによらな

イナミクスを捉える技術を開発します。これらの技術を用い

い新たな植物の遺伝子発現制御系の開発へと繋がり、農

て、エクソソーム内外の全ライフイベントを明らかにします。

業上の有用な技術シーズを提供できると考えています。

遠隔臓器間の病態伝播を担う内在性微
粒子microparticleの機能解明

オートファジーを介した分泌のメカニズムと
その生物学的意義の解明

白髪治療に向けたメラニン微粒子の輸送
システムの解明

江口 暁子

藤田 尚信

景山 達斗

三重大学大学院医学系研究科 特任准教授（研究担当）
三重大学大学院医学系研究科 特任助教

肝疾患においてサルコペニア合併患者は
予後不良であることや、肝硬変で肝性脳
症を合併することが知られていますが、分
子メカニズムの全容は不明です。本研究
では「障害肝細胞が放出する粒子は、遠
隔臓器間の病態伝播体」と定義し、障害
肝細胞由来粒子の遠隔臓器への体内動態や、遠隔臓器
内での病態進行メカニズムを解明することで、肝疾患の合
併症を予測するバイオマーカーや合併症を抑制する治療法の
開発へと発展させます。

微粒子

肺腺がんにおける内因性微粒子の制御
機構の解明

東京工業大学科学技術創成研究院 准教授
東北大学大学院生命科学研究科 助教

本研究では、内因性微粒子の放出メカニ
ズムの１つである、オートファジーを介した
分泌のメカニズムとその生物学的意義の解
明を目指します。独自のアッセイ法と、ショ
ウジョウバエの遺伝学手法を組み合わせ
て、オートファジーを介した分泌に働く一群
の遺伝子を同定します。さらに、同定された遺伝子の機能
解析を通して、オートファジーに依存した分泌のメカニズムの
全容を明らかにするとともに、その生物学的な意義に迫りま
す。

神奈川県立産業技術総合研究所「再生毛髪の大量調製革新技術開発」プロジェクト 常勤研究員
神奈川県立産業技術総合研究所戦略的研究シーズ育成事業 常勤研究員

本研究では、独自の培養毛髪モデルを用
いて、毛髪におけるメラニン微粒子の動態
をタイムラプスイメージングにより解明しま
す。また、マイクロアレイを用いた遺伝子
解析により、白髪モデル及び黒髪モデル
の遺伝子発現パターンを比較することでメラニン輸送に関わ
る遺伝子の同定を目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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呼吸器Ｍ細胞による外因性微粒子取り
込み機構とその生物学的意義の解明

細菌集合体における膜小胞分泌の分子
機構解明

木村 俊介

田代 陽介

慶應義塾大学薬学部
同上

准教授

花粉、PM2.5、ウイルスなど外因性微粒
子は主に呼吸器粘膜を介して生体に作用
し、免疫系に認識されることでアレルギーな
どの生体応答を引き起こします。その初期
段階となります呼吸器粘膜から生体内への
取り込み過程は不明となっています。本研
究では呼吸器上皮に存在し外来物質の入り口となるM細胞
に着目をし、外因性微粒子の取り込み機構と呼吸器M細胞
の生体応答における役割を明らかにすることを目指していま
す。

講師

細菌が細胞外に分泌する膜小胞は、病原
因子や情報伝達物質を他の細胞に運搬す
る機能を有しています。細菌集合体である
バイオフィルム状態で膜小胞の分泌は活発
化されますが、その機構は明らかになって
いません。本研究では、病原細菌の膜小
胞を介した感染機構の包括的理解とその制御法の確立に向
け、緑膿菌のバイオフィルムにおける膜小胞分泌誘発の分
子機構を明らかにします。

蛍光プローブの結合反応に基づくエクソ
ソーム性質解析

細胞外小胞の網羅的捕捉と機械的解析
によるmiRNA分泌経路の解明

佐藤 雄介

安井 隆雄

東北大学大学院理学研究科
東北大学大学院理学研究科

准教授
助教

名古屋大学大学院工学研究科
同上

本研究では、放出細胞の種類や状態によ

ナノワイヤ技術を用い、生成過程に相当

り変化するエクソソーム表面性質を包括的

する「腫瘍中miRNA/腫瘍が放出する細

に反映した蛍光応答を示す新しいタイプの

胞外小胞miRNA」、機能発現過程に相

エクソソーム結合性蛍光プローブを開発し

当する「血中細胞外小胞miRNA」、分解

ます。これらをベースとしてそれぞれのエクソ

排泄過程に相当する「尿中細胞外小胞

准教授

ソーム集団を識別する分析技術へと展開

miRNA」のプロファイルを機械学習解析

し、エクソソソームの多様な生命科学機能を本質的に理解

し、細胞外小胞内miRNAのがんmiRNA/反応miRNA/ノイズ

し、体液診断や疾患治療への応用を強力に支援する基盤

miRNA/Unknown miRNAの4分類によるmiRNA分泌経路

技術の創成を目指します。

の機序解明を行います。

内因性微粒子が駆動するウイルス関連
疾患の理解

T細胞分化における細胞外小胞の役割と
その応用

佐藤 好隆

山野 友義

名古屋大学大学院医学系研究科 講師
名古屋大学大学院 医学系研究科 助教

ウイルス感染は様々な宿主応答を誘導し、
多彩な病態を作り出します。本研究ではヒ
トに様々な疾患を起こすEpstein-Barウイル
スを使って、ウイルス関連良性および悪性
疾患において、感染細胞から放出される内
因性微粒子がどのように関与するかを解析します。そして、
ウイルス関連疾患における内因性微粒子の重要性の確立を
目指します。

宿主内環境を支配する寄生蜂由来生体
微粒子の機能解析

島田 裕子

筑波大学生存ダイナミクス研究センター 助教
同上

寄生蜂は様々な生理活性物質を産生する
ことで、宿主の免疫を回避し、宿主の発
育を損なわない形で都合よく栄養を搾取す
る寄生戦略を持っています。本研究では、
寄生蜂由来のウイルス様粒子の毒性成分
を同定し、その機能と動態を解析すること
で、寄生感染応答の新たな分子機構の解明を目指します。
そして、農業害虫や病原菌に対する薬剤や抗生物質を開発
する上で有用な知見を提供します。

エクソソームの由来判別・生体内動態解析のための粒
子径分級およびアプタマータグ選抜・解析法の開発

末吉 健志

大阪府立大学大学院工学研究科
同上

准教授

エクソソーム粒子径分級のため，マイクロ
流路とナノ流路構造を組み合わせたナノ粒
子分級デバイスを新規開発します。また，
培養細胞由来試料の粒子径分級後に得ら
れたエクソソームに対して，電気泳動フィ
ルタリングに基づくアプタマー選抜デバイス
を用いて，細胞種に固有のアプタマーを採取します。さらに，
アプタマー配列の総合的情報が数値化されたアプタマータグ
について機械学習的解析を行い，由来細胞判別を実現しま
す。
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静岡大学学術院工学領域
同上

金沢大学医薬保健研究域医学系
同上

助教

胸腺はT細胞が分化・成熟する器官で、
自己に攻撃性を持つT細胞は胸腺内で除
去されます。胸腺の中には細胞外小胞
（胸腺EV）が多く存在しますが、その役割
はわかっていません。本研究では胸腺EVが
T細胞分化に与える影響を明らかにします。
また胸腺EVと自己免疫疾患発症の関連を突き止めます。こ
れらの知見を踏まえ、免疫制御因子を載せた小胞を作製す
ることで免疫系を正または負に制御する人工小胞の開発を
行います。

細胞老化の鍵を握る脂質新機能の光操
作による解明

五十嵐 啓

河野 恵子

カリフォルニア大学アーバイン校（アメリカ）医学部 アシスタントプロフェッサー
同上

本研究では、記憶行動中のマウス記憶回

細胞老化のメカニズムの1つとして、細胞
膜の重篤なキズにより老化が起こるという

脳活動をもとに、高速光操作法により人

生命科学分野における光操作技術

工的に抑制または増強し、神経細胞の発

の開発とそれを用いた生命機能メカ

します。これにより、脳記憶回路の情報交換メカニズムを解

ニズムの解明

能の回復を目指します。

火活動と動物の記憶行動への影響を計測
明するとともに、アルツハイマー病モデルマウスの脳回路機

七田

本領域では、光によって生体を制御する革新的な技術の開発を目
的とします。このため、
「操作」および「観察」とそれらの技術を活用
した「機能解明」の3つを領域の柱とし、異分野による連携、融合
による新しい生体機能制御技術の確立を目指します。
近年、ライフサイエンス分野では、光の特性を活かした様々な操作
技術の開発により、生命現象の理解が飛躍的に進展しようとしていま
す。例えば、オプトジェネティクスは、光感受性タンパク質の神経細胞
への発現と特定波長の光照射によって、脳神経回路の機能解明に
革命的な変化をもたらしました。また、最近では、光感受性タンパク質
を用いた酵素活性や細胞内シグナル伝達の操作技術、ゲノム編集な
どとの組合わせによる遺伝子発現の制御技術など、新たな生体機能
制御技術の萌芽も確認されます。
これらの技術開発が爆発的に広がろうとしている背景には、光関連
タンパク質の同定や関連因子の知見が過去70年以上にわたって膨
大に蓄積され、これらタンパク質を利用した生体への応用の基礎がで
きあがっていたことが挙げられます。そのため、基礎的な知見のさらなる
展開により既存の技術の弱点を解消し、さらに、世界的にも新奇な光
操作技術の開発が喫緊の課題として浮かび上がっています。
以上のことから、本研究領域では、生体機能を光によって操作する
技術、光操作によって表出する生命現象を観察・計測・解析する
技術、さらにはそれらの技術を用いて生命機能の解明を目指す研究開
発を推進します。領域の運営にあたっては、我が国が強みを持つ光生
物学や光学、ナノテクノロジー、工学、生理学などとの連携を促すこ
とで、革新的な光操作技術の確立を目指します。

領域アドバイザー

伊佐 正
上田 昌宏
大内 淑代
太田 淳
片岡 幹雄
高本 尚宜
寺北 明久
寺﨑 浩子
德富 哲
能瀬 聡直
森 郁恵
山中 章弘

京都大学大学院医学研究科

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

教授

岡山大学学術研究院医歯薬学域

教授

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授
奈良先端科学技術大学院大学

名誉教授

浜松ホトニクス（株）中央研究所
大阪市立大学大学院理学研究科

室長

名古屋大学未来社会創造機構
大阪府立大学

教授
特任教授

名誉教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科
名古屋大学大学院理学研究科
名古屋大学環境医学研究所

教授
教授

教授

光による細胞老化を制御する可能性を検証します。さらに、
細胞のがん化に関する新しい機構を提案します。

高山 和雄

マックス・プランク脳科学研究所（ドイツ） リサーチグループリーダー
同上

大阪大学大学院薬学研究科
大阪大学大学院薬学研究科

ヒトやラットは脳内に空間地図を描くことで

本研究では、光照射によりゲノム編集およ

目的地へ効率よくたどり着くことを可能にし

び遺伝子発現操作できるCRISPR/Cas9シ

受性たんぱく質と空間選択的光照射技術
客員教授／京都大

究により、細胞老化の新奇のメカニズムを解明するとともに、

伊藤 博

んど分かっていません。本研究では、光感

立命館大学総合科学技術研究機構
学 名誉教授

光操作することにより解析します。この研

光照射により任意の組織においてゲノム
編集・遺伝子発現操作する技術の開発

に実際の行動決定に関わっているかはほと

芳則

説が発見されました。本研究では、このメ
カニズムを細胞脂質の障害・リクルートを

空間選択的光操作を用いた脳内生成モ
デルに基づく行動決定機構

ていますが、こうした脳内モデルがどのよう

研究総括

沖縄科学技術大学院大学膜生物学ユニット 准教授
名古屋市立大学大学院医学研究科 講師

1 路（海馬および嗅内皮質）で生じる「脳

オシレーション同期」を、電極から記録した

戦略目標

とを組み合わせることにより、特定の神経細胞群の活動を変
化させ脳内モデルを操作することを試みます。これにより脳
内モデルを行動に結びつける神経回路の解明を目指します。

招へい教員
特任助教

ステムを構築し、遺伝子導入効率に優れ
たアデノウイルスベクターに搭載します。本
技術を開発することによって、動物や臓器
の種類を問わず高い時空分解能を有したゲノム編集および
遺伝子操作を可能とし、光照射によって高精度な生命機能
メカニズム解明や疾患治療を実現させることを目指します。

光操作による神経ネットワークの高解像度
5D解析法の確立を目指した基盤技術開発

新規酵素型ロドプシンを用いた視覚再生
の挑戦

井上 謙一

角田 聡

京都大学霊長類研究所
同上

助教

科学技術振興機構 さきがけ研究者
名古屋工業大学大学院工学研究科 特任准教授

本研究では、霊長類を対象として、独自
に確立した神経路選択的な光操作による
脳機能解析法を基盤に、記録部位および
刺激部位を拡大した「光刺激による神経
ネットワークの高解像度５Ｄ解析法（５Ｄ
＝神経路ｘ時間ｘ３次元空間）」を達成
します。これにより、特定の神経投射を介する入力が、ター
ゲットである脳領域内のネットワークダイナミクスにどのような
影響を与え、それが行動発現にどのように寄与するのかを詳
細に解析します。

フォスフォジエステラーゼ（PDE）は細胞
内シグナル伝達物質であるサイクリックヌク
レオチドを必要に応じて加水分解し、シグ
ナル伝達調節を行う重要な酵素であり、創
薬分野の重要なターゲットです。本研究で
はフォスフォジエステラーゼ（PDE）の光
制御を目指します。これによりシグナル伝達を高い時空間精
度で制御する手法を確立します。それを応用し、高感度でよ
り生理条件に近い視覚再生に向けた基盤技術形成に挑戦
します。

記憶痕跡活動の可視化が開く記憶の新
たな操作法

完全ワイヤレス・インプランタブル光操作
デバイスの実現

大川 宜昭

徳田 崇

獨協医科大学先端医科学統合研究施設 准教授
富山大学大学院医学薬学研究部 講師

記憶は、学習時の情報の入力に応答して
活性化した一群の神経細胞に蓄えられるこ
とが実証されています。この細胞を“記憶痕
跡細胞”と呼びます。本研究課題では、学
習前・学習中・学習後の記憶痕跡細胞
に特有の活動パターンを観察することで、
記憶の情報処理のタイミングを見出します。さらに、得られた
情報をもとにして、記憶痕跡細胞の活動を操作し対応する
記憶の質的変化を調べることで、記憶の新しい操作法の確
立を目指します。

東京工業大学科学技術創成研究院 教授
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 准教授

本研究では、生体内マイクロエレクトロニク
スデバイス技術によって、オプトジェネティ
クスに応用できる光操作デバイスを実現し
ます。CMOSマイクロチップを搭載しなが
ら、体外から配線接続が不要な完全埋め
込み型のデバイスを実現します。この技術
により、従来は光ファイバで束縛されていたり、ワイヤレス型
であっても動物に負担が大きかった光操作を、動物の負担
が少なく、自由行動下で行うことが可能になります。

ペプチド系分子ツールを基盤とするたんぱ
く質光操作・光観察技術の開発

光による革新的ゲノム改変技術の開発

川上 隆史

野間 健太郎

山梨大学大学院総合研究部 助教
産業技術総合研究所創薬分子プロファイリング研究センター 研究員

現在、光を利用した生体機能メカニズム解
明の研究は、光受容たんぱく質など、100
残基以上の大きなたんぱく質プローブで行
われています。本研究では、光観察・光
操作が可能な有機小分子を特異的に結合
する10アミノ酸程度のペプチドタグを遺伝
子操作でターゲットたんぱく質に組み込み、非常に小さい分
子を利用して生体分子を観察・操作する技術を開発します。
これにより、光を用いた生命科学研究に新しい流れを作りま
す。

光操作

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah28-1.html

高速光操作による記憶行動を支える脳回
路同期機構の解明と回復

微粒子

明のための光操作技術

年度採択研究者 ［ 期生］
2016

生命機能メカニズム解

名古屋大学大学院理学研究科 特任助教
カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメリカ）生物学科 研究員

遺伝子の変異は様々な疾患を引き起こす
ので、遺伝子と生命機能の関係を理解す
ることは非常に重要な課題です。本研究で
は光を用いることによって、これまで不可能
であった特定の遺伝子あるいは遺伝子群
にランダムな変異を誘発するフォワードジェ
ネティクスの新しい方法を開発し、これを遺伝子スクリーニン
グと組み合わせることによって、神経系ではたらく遺伝子の
機能と遺伝子相互作用の解明を目指します。

扉絵は光操作技術の概念を示したもので、白線はネズミからサル、ヒトと生命体を表し、青色は細胞（生体）をコントロールする光、黄色はコン
トロールした細胞（生体）から発せられる光（蛍光など）をイメージしたものです。
研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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長波長レーザーによる超深部顕微分光シ
ステムの開発

光駆動型抗体を基盤とする革新的光操
作技術の開発

生命活動をリアルタイムに追跡する超高
速3D蛍光顕微鏡

野村 雄高

河野 風雲

三上 秀治

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

助教

北海道大学電子科学研究所 教授
東京大学大学院理学系研究科 助教

生体深部の細胞で起きる現象を観察する
ために、二光子蛍光顕微鏡が広く利用さ
れてきました。しかし、従来の二光子蛍光
顕微鏡では近赤外のレーザー光を励起光と
して用いるため、細胞内における散乱や吸
収の影響により、生体深部の細胞まで励
起光が届かないという課題がありました。本研究では、さらに
長波長の超短パルスレーザー光源を開発し、それを多光子
顕微鏡に適用して、従来の顕微鏡の限界を超えることを目
指します。

本研究では、抗体を介してタンパク質など
の生体分子（抗原）の機能を光制御する
ために、光スイッチタンパク質を抗体に融
合し、光で自由自在に抗原結合活性を変
化させることが可能な光駆動型抗体を開発
します。当該抗体は抗体部位を別の抗体
に置き換えるだけで容易に標的とする生体分子を切り替える
ことが可能です。これにより細胞内外のあらゆる生体分子を
光操作の対象にできる汎用性に極めて優れた光操作技術の
創製を目指します。

とする様々な生命活動の組織・細胞レベ

光操作型-生体内不均一変異細胞誘導
と変異細胞の挙動解明

新規ウイルスによる光神経回路解析法を
用いた摂食神経回路の解明

比較光遺伝学: 社会行動を司る神経回
路の進化

丸山 剛

近藤 邦生

宮道 和成

早稲田大学高等研究所 講師
北海道大学遺伝子病制御研究所

助教

自然科学研究機構生理学研究所
同上

助教

従来よりも数10倍高速な、1,000ボリュー
ム/秒の超高速3D蛍光顕微鏡技術を開発
する。これにより、活動する生物をリアルタ
イムかつ正確に記録し、神経活動をはじめ
ルでの理解に貢献する。

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
東京大学大学院農学生命科学研究科 特任准教授

本 研 究 では 、 オプトジェネティクスと

経シナプス性ウイルストレーサーは、神経

脳の機能を詳しく調べるためには、遺伝子

CRISPR/Cas9システムを融合させることで、

回路の構成を解析することができる強力な

の発現パターンに基づいて特定のタイプの

任意の時間・組織でモザイク状にがん変

ニューロンを研究する必要がありますが、マ

実験手法です。本研究では、光による神

異 細 胞 を 誘 導 できる 高 精 度 O p t -

ウス以外の哺乳動物ではこれまで困難でし

経活動の操作・解析を行うことができる、

CRISPRedマウスを開発します。これによ

た。本研究は、動物個体の脳内でウイル

新しい経シナプス性ウイルストレーサーを開

り、超早期段階での変異細胞の動態を、
世界で初めて生体内で観察します。上皮細胞層における変
異細胞-排除機構を生体レベルで解明することで、がんの予
防的治療のための革新技術の創出を目指します。

発します。それにより、神経回路単位での活性状態の変化
を解析できる方法を確立します。さらにこの方法を用いて、
摂食に関わる神経回路の機能を明らかにします。

スベクターによるゲノム編集を行うことで、
さまざまな哺乳動物において特定のタイプのニューロンを標的
とした光遺伝学を可能とします。これを用いて、社会行動を
司る視床下部の神経回路の機能について比較解析します。

動物行動の神経基盤解明のための非侵
襲光操作法の開発

末梢光変調による精神機能調節の解明

眠れる遺伝子機能を呼び起こす革新的光
操作技術の開発

山下 貴之

佐々木 拓哉

山吉 麻子

名古屋大学環境医学研究所
名古屋大学環境医学研究所

准教授
助教

哺乳類生体深部の特定の細胞機能を体
外から自由に操作するためには、新しい光
送達技術の開発が必要です。本研究で
は、マウスの脳をモデルとして、生体を透
過する種々の電磁波を受容し可視光を放
出するナノ材料を用いた、極めて低侵襲的・広範囲かつ高
時間分解能の脳深部光操作法を確立し、動物行動の神経
基盤の解明のための強力な基盤技術の開発を目指します。

東京大学大学院薬学系研究科 特任准教授
東京大学大学院薬学系研究科 助教

生物の精神機能の中枢は脳ですが、生命
システムには、末梢活動が精神機能を制
御する潜在的な仕組みも多数存在します。
しかし、その生理学的な意義はほとんど未
解明です。この課題に挑むために、本研
究では、末梢部位の活動を正確に制御す
る光操作法を開発します。新しい末梢光操作法と全身計測
法を融合することで、末梢中枢連関の問題に挑み、精神機
能調節における末梢活動の位置付けや因果関係を検証しま
す。

年度採択研究者 ［ 期生］
2017

自閉症の病態解明を目指した樹状突起
スパインの光操作

光による生体膜機能制御

奥山 輝大

鈴木 友美

東京大学定量生命科学研究所 准教授
マサチューセッツ工科大学（アメリカ）ピカワー学習記憶研究所 博士研究員

ヒトを含めた社会を形成する動物は、集団

京都大学大学院理学研究科
同上

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
京都大学白眉センター 特定准教授

本研究では、
「眠れる遺伝子」を標的とし
します。
「眠れる遺伝子」とは、
「メチル化
修飾によって発現が抑制された状態にある
遺伝子」のことです。メチル化修飾を受け
た標的遺伝子に対し特異的に反応する光
応答性核酸を用い、遺伝子を配列特異的に「脱メチル化」
する手法を開発します。さらには、この手法を駆使して新た
な細胞分化制御法を構築することに挑戦します。

光機能性小分子を基盤とした細胞内在
性シグナル分子の自在な光操作
助教

吉井 達之

名古屋工業大学大学院工学研究科
同上

れぞれの相手に対して適切に振る舞うこと
で適応的な社会を形成していますが、自閉
症スペクトラム障害患者は、この社会性情
報の処理過程に異常を示します。そこで本
研究課題では、
「樹状突起スパインの情報処理」を解析す
るための光を用いた新規技術を開発し、自閉症脳における
「スパイン集団」の情報表現や情報処理の変化を解析しま
す。

構造情報を基にした新規チャネル型抑制
性光遺伝学ツール開発

内在受容体を利用した生命機能の新規
光操作手法の開発

光による不随意運動疾患根治法

加藤 英明

塚本 寿夫

吉田 史章

東京大学大学院総合文化研究科 准教授
スタンフォード大学（アメリカ）医学部分子細胞生理学科 博士研究員

神戸大学大学院理学研究科 准教授
自然科学研究機構分子科学研究所 助教

本研究では、蛋白質の細胞内局在を制御
た光機能性小分子を新規開発します。そ
れらをゲノム編集技術と融合することで、タ
グ付けした内在性シグナル分子の局在をさ
まざまな波長や時間パターンで簡便かつ自
在に光操作可能な汎用的基盤技術を構築します。これによ
り、従来のオプトジェネティクスのアプローチでは困難な「細
胞内在性シグナル分子の自在な光操作」を実現します。

佐賀大学医学部 准教授
九州大学大学院医学研究院

この十数年間に、外来の（異なる生物種

光操作法には、他の神経刺激法にはな

光遺伝学や、軸索分岐毎にシナプス伝達

由来の）光受容タンパク質遺伝子を強制

い、次のような優れた点があります。
（1）

光遺伝学実験を可能にするための新たなツ
ール開発を試みます。具体的には光駆動
性イオンチャネルの構造解析を行い、その構造情報を元にオ
フキネティクスの長い光駆動性Cl-チャネル、生理的条件下
で利用可能な光駆動性K+チャネルの開発を目指します。

発現させて、動物の神経活動などを光で

治療に関連する神経細胞のみを刺激でき

操作する技術は爆発的に発展しています。

るため、電気刺激では問題となる刺激の拡

この研究提案では、外来遺伝子を用いる
のではなく、研究対象の動物に内在する
受容体遺伝子を活用して生命機能を光操作する技術の開

助教

する化合物にさまざまな光スイッチを導入し

複数個体のマウスを用いたファイバーフリー
抑制を試みる光遺伝学、といった発展的な

教授

た光操作技術を新たに提案することを目指

フリッパーゼは脂質輸送体の一つであり、
生体膜機能である小胞輸送・細胞骨格形
成などの活性調節や、細胞増殖・細胞形
態などに関 与するシグナル因 子の膜 集
積・活性化に関与します。本研究では光
によるフリッパーゼの活性調節を介した生
体膜機能制御を目指します。確立したシステムを動物細胞
に応用することで、フリッパーゼが関与する細胞の形態、運
動、接着などの新規メカニズム提案と、光制御の可能性を
検証します。

2 内の他個体を記憶（社会性記憶）し、そ
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東京大学大学院総合文化研究科 助教
コロンビア大学（アメリカ）リハビリテーション・再生医療学科 博士研究員

准教授

散による副作用を無くすことが可能です。
（2）ミリ秒単位での刺激ができるため、薬
よりもより短い時間の神経刺激が可能です。そのため、神

発に取り組みます。そして、これまで以上に幅広い動物種・

経の可塑性を導ける可能性があります。これらの利点を使っ

生命機能に光操作技術を適用できるようにします。

て、脳神経疾患治療に新たな地平を開きます。

光による擬似味覚をもちいた味認識・欲
求の神経基盤の解明

光操作技術を用いた神経回路創出法の
確立

岡田 智

樽野 陽幸

正水 芳人

東京工業大学科学技術創成研究院 准教授
産業技術総合研究所健康工学研究部門 研究員

京都府立医科大学大学院医学研究科
京都府立医科大学大学院医学研究科

教授
講師

同志社大学大学院脳科学研究科 教授
東京大学大学院医学系研究科 助教

紫外・可視光を用いる光技術は、分子特

本研究では、マウスの遺伝学的に同定し

神経細胞からなる塊やファイバーを脳に移

3 異性に優れる一方、適用できる範囲は局

た特定味細胞の活動を、自発的飲水行動

植し、移植した神経細胞の活動を光遺伝

に同期した光操作法により人工的に増強

所に限られます。そこで本研究では、生体

学の技術を用いて操作することによって、

または抑制することで、擬似的な「光味

透過性に優れた磁場を用いる技術に、伝

新たな神経回路を創出する技術を開発し、

覚」を創出し、光味覚に対する味細胞活

達経路に応じた機能を発現する磁性ナノツ
ールを組み合わせることで、この問題の解決を図ります。こ
れにより、分子レベルかつ遺伝子工学フリーで脳広域や深
部を観察・操作できる磁場照射技術を確立します。

脳機能の拡張を目指します。この技術を、

動と動物の味覚行動への影響を観察・計
測します。これにより、味に対する認識・欲求・満足感を
規定する末梢感覚入力と中枢神経回路の関係を解明すると
ともに、生活習慣病の予防戦略を提案します。

生体脳における神経情報伝達の大規模
光同定技術

グリア細胞光計測によるレム睡眠理解

北西 卓磨

常松 友美

大阪市立大学大学院医学研究科
同上

講師

脳はおおくの神経細胞が織りなす情報伝
達により機能を発揮しますが、こうした情報
伝達を行動中の動物の脳において計測す
ることはこれまで困難でした。本研究は、
大規模な神経活動計測技術と光遺伝学を
組み合わせることで、神経細胞間・脳領
域間の情報伝達を生体脳において計測する新たな手法を開
発します。また、この計測手法を記憶に重要な海馬体に適
用し、記憶情報の生成・伝搬のメカニズムを明らかにしま
す。

治療への応用も期待されます。

動）睡眠とノンレム睡眠から構成されてい
ます。本研究では、そのうちレム睡眠特異
的に観察される生理反応制御に、グリア
細胞活動が貢献しているという新たな視点
でのメカニズム解明を目指します。特に、脳血流･エネルギ
ー代謝動態、さらには夢見に至るまで、光計測を軸に研究
を展開していきます。

佐藤 達雄

永田 崇

東京大学物性研究所 助教
大阪市立大学大学院理学研究科

特任講師

大脳皮質の情報処理の演算ユニットは神
経細胞です。その細胞内構造である樹状
突起は、微小な入力信号を電気的に増幅
できます。今までネットワークの計算と思わ
れていた非線形な視覚応答が、樹状突起
の演算で生じることを因果的に示すため、
マウス大脳皮質視覚野４層の単一神経細胞にて樹状突起
活動を光操作・測光します。樹状突起が演算サブユニットと
して持つ豊かな計算能力を示すことで、皮質情報処理に対
する理解を変えます。

細胞内シグナル伝達系を駆動する動物の
オプシンは光操作ツールとして多くの利点を
持ちますが、これまでは光でシグナル伝達
をONにする光ON型オプシンに限られてい
ました。本研究では、これとは反対に暗中
で伝達系を駆動し、光を受けて駆動を止め
るという新たな性質を持つ光OFF型オプシンを用い、高感度
かつ自然な視覚再生技術の構築に取り組みます。またこれ
によりOFF型光操作という新しい光操作技術の基盤確立を
目指します。

キナーゼ活性の光操作による植物の細胞
伸長機構の解明

哺乳類の非オプシン型青色光受容体CRY
の機能の再検証とその光遺伝学的応用

四方 明格

平野（坪田）有沙

筑波大学医学医療系 助教
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 助教

AGCキナーゼは真核生物に広く保存された

革新的な光操作技術の開発には分子レベ

蛋白質リン酸化酵素のファミリーであり、

ルでの光反応機序の解明が不可欠です。

多様な細胞機能を制御する細胞内シグナ

本研究課題では、これまで転写因子として

ル伝達において中心的な役割を担っていま

の機能に注目が集まっていた哺乳類の非

す。本研究では、このキナーゼ活性を光に

オプシン型タンパク質 C r y p t o c h r o m e

より直接的に操作することを可能とする、

(CRY) の非視覚光受容における役割を明

時間・空間分解能の高い光遺伝学ツールを開発します。開

確にし、哺乳類における新規光応答メカニズムに分子レベ

発したツールを利用し、植物の生理応答を含めた真核生物

ルで迫ります。さらに、光による分子的ダイナミクスを利用し

の細胞機能を制御することを目指します。

て革新的な光遺伝学ツールへ発展させることを目指します。

生体光刺激のための侵襲型LEDデバイ
スの革新

希土類添加蛍光体を用いた生体深部細
胞の3次元マルチカラー光操作法

関口 寛人

古川 太一

豊橋技術科学大学大学院工学研究科 准教授
同上

す。将来、この技術は、神経疾患で途絶えた神経回路の

我々ほ乳類の睡眠は、レム（急速眼球運

光OFF型オプシンによる高感度かつ自然
な視覚再生

自然科学研究機構基礎生物学研究所 助教
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 日本学術振興会特別研究員

まずはげっ歯類の脳に、次に非ヒト霊長類の脳に応用しま

東北大学大学院生命科学研究科 助教
東北大学学際科学フロンティア研究所 助教

新規遺伝子導入法による神経細胞樹状
突起の光操作と測光
モナシュ大学（オーストラリア）バイオメディシン・ディスカバリー研究所 グループリーダー
ミュンヘン工科大学（ドイツ）神経科学研究所 博士研究員

光操作

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

磁場照射で脳機能を観察・操作する磁
性ナノツールの開発

横浜国立大学大学院工学研究院
同上

オプトジェネティクスにおいて従来の光ファ

本研究では、希土類元素を用いたプロー

イバを用いた光操作技術から，無線電力

ブを生体透過性の高い近赤外光で励起す

給電や多点刺激が可能なLEDデバイスに

ることで、生体深部における細胞の3次元

よる光刺激が注目されています。本研究で

マルチカラー光操作法を開発することを目

助教

は，脳の各層間および各領域間における

指します。本手法により、従来困難であっ

神経ネットワークを明らかにするために，超低侵襲・局所刺

た生体深部における複数種の光活性化タンパク質の操作

激・多点刺激・多波長刺激を可能にする侵襲型LEDプロ

や、一細胞スケールでの三次元的な光操作が可能になりま

ーブを開発します。

す。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい
分解

戦略目標

資源循環の実現に向けた結合・分解の精密制御

研究領域概要
本研究領域では、資源の有効利用や持続可能な材料生産システムの構築を目指して、
「確実な結合とやさしい分
解」を兼ね備えたサステイナブル材料の創製に向けた独創的な基盤技術の研究開発を目的とします。確実な結合と
は、使用中は優れた機能や性能を安定的に発揮するための結合や構造で、やさしい分解とは、使用後は再利用可能
な材料に変換するために、温和な条件下で原子・分子レベルあるいは中間・部分構造に速やかに分解することです。
具体的には、高分子、有機、生体、無機および金属材料ならびにそれらの複合材料を対象とし、高性能なサステ
イナブル材料の設計・開発を目指した、結合と分解に関する精密制御技術の研究開発を行います。物性や構造を分
解性と共に制御可能な結合を導入した材料合成、分解性セグメントを導入した材料設計、選択的に結合を切断できる

研究総括

岩田

触媒の開発、外部刺激等による有機・無機化合物における結合形成と開裂を自在に制御する技術、異種材料の接
着界面における結合と分解を制御する界面制御技術、複合材料における分解リサイクル手法の確立を目指した相分

忠久

東京大学大学院農学生命科学研究科

離構造や階層構造などの高次構造制御技術の開発などを目指します。また、長小角X線散乱、3次元トモグラフィー、

教授

透過型電子顕微鏡などの手法を用いた複合材料におけるナノ・メソ・高次構造の可視化、理論化学およびコンピュ
ータシミュレーションによる結合および分解の予測など、本分野で必要とされる計測および解析技術の開発にも合わせ

領域アドバイザー

阿部

英喜

伊崎
伊藤
上田

健晴
浩志
一恵

佐藤

理化学研究所バイオプラスチック研究チーム
チームリーダー
三井化学（株）機能材料研究所 リサーチフェロー
山形大学大学院有機材料システム研究科 教授
ユニチカ（株）樹脂事業部 機能樹脂営業部長

絵理子 大阪市立大学大学院工学研究科 教授

陣内 浩司
田中 敬二
所 千晴
野崎 京子
増渕 雄一
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て取り組みます。さらに、材料学と生物学の融合を目指し、従来の触媒にとらわれず、生体触媒である酵素にも焦点

東北大学多元物質科学研究所

教授

九州大学大学院工学研究院
早稲田大学理工学術院

主幹教授

教授

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

教授

をあて、水系・常温・常圧などの温和な条件下での結合と分解の実現に向けた研究も推進します。複合材料や製品
の分解では、物理的な手法による材料間の分離や化学工学的な手法による効率的な分解を目指します。確実な結
合の自在な制御と再利用を念頭に入れたやさしい分解手法の確立を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

刺激応答性の化学結合変化を利用した
界面制御技術の構築

酵素によるポリアミド合成／分解のオル
ソゴナル制御

相沢 美帆

土屋

産業技術総合研究所材料・化学領域機能化学研究部門 研究員
同上

「強固な接着」と「容易な解体」という二

康佑

科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学大学院工学研究科 特定准教授

面の化学結合に着目した界面制御技術を
開発します。光や熱の刺激によって結合
状態を変化させる分子を用いて、接着と解
体を界面から制御します。この技術を活用
して、強固な接着を証明するための界面状態の検出法や、
実利用を見据えた解体システムを提案し、持続可能な社会
に向けて資源循環を促進させる技術として貢献することを目
指します。

酵素反応は基質特異性により結合形成と
分解の両反応を位置・立体選択的に制
御することが可能です。本研究では、ポリ
アミドの適切な分子設計と酵素の選択によ
り、合成と分解をそれぞれ独立に行うこと
が可能な酵素反応系を確立することで、ポ
リアミドの合成と分解をオルソゴナルに制御することを目指し
ます。これにより、材料安定性を担保しながらオンデマンドに
酵素分解することが可能な機能性ポリアミド材料の開発を行
います。

熱安定な分子スイッチによる光可逆性接
着剤の開発

高物性・オンデマンド分解型脂肪族縮合
系ポリマーの創製

今任 景一

福島 和樹

1 律背反な機能の両立を目指して、接着界

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

使用時には強く接着し、使用後には外部
刺激で簡単に剥離できる接着剤は、マル
チマテリアル化があらゆる分野で進む中、
材料のリサイクル・再利用を可能にします。
私は、大きな構造変化と高い熱安定性を
両立した新たな分子スイッチを用いて、接
着と脱着を光可逆的に制御できる高分子のみからなる接着
剤を開発します。固体と液体、および水素結合の形成と解
離の光可逆的変換の相乗効果で、接着強度の大きく可逆
的な変化を実現します。

脂肪族ポリエステルやポリカーボネートなど
の加水分解性を示す脂肪族縮合系ポリマ
ーを基本骨格として、様々な側鎖構造を導
入することで、高い熱／力学物性（高物
性）の付与や、主鎖の分解の速度と時期
の制御を可能にさせます。これにより、い
つでも（オンデマンドに）分解可能な「つよい」
（高物性）
の循環型ポリマー材料を実現し、従来の分解性ポリマーが
抱えてきた「分解と材料寿命」のトレードオフの打破に挑戦
します。

リサイクル可能な原料でリサイクル可能な
多孔体を合成

光安定材料への酸添加による協働的光
分解技術の創成

伊與木 健太

正井 宏

東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院工学系研究科

講師
助教

無機多孔質材料であるゼオライトは、温室

東京大学大学院総合文化研究科
同上

助教

へ向けた高価な原料のリサイクルを合わせて検討します。

本研究では、光・酸協働分解という新概
念を基軸に、光に安定で強固な結合をや
さしく光分解可能な材料の機能化と多様化
を実現する。光・酸協働分解性を有する
ユニットを開発し、高分子材料中に導入す
ることで、様々な高分子材料に対して「自
然光の下でも使い続けることができる光分解技術」を提供す
る。同時に、本技術の非レアメタル化・多重化を実現し、
微細光分解に基づく材料高機能化によって技術を一般化・
深化させる。

微生物の鉄代謝から着想を得た分解性
結合の立案と動作検証

安定主鎖構造の活性制御に基づく高機
能ポリマーの精密解重合

江島 広貴

南 安規

効果ガスや汚染物質の吸着・分解、バイ
オマスを利用した物質合成など、環境・エ
ネルギー問題の解決へ向けたキーマテリア
ルです。しかしながら、ゼオライト自身のサ
ステイナブルな合成プロセスは確立されて
いません。本研究では、原子レベルの配列制御にチャレン
ジし、自在に分解・結合可能な骨格のデザインと、実用化

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

産業技術総合研究所材料・化学領域触媒化学融合研究センター 主任研究員
同上

大腸菌やサルモネラ属菌が分泌するポリフ

本研究では、スーパーエンジニアリングプラ

ェノール性鉄キレート剤であるエンテロバク

スチックの主鎖内のモノマーユニットに分解

チンの化学構造に着目し、エンテロバクチ

性を発現させ、特定の主鎖結合を精密に

ンが 鉄 イオン の 補 足 （ O N ）と放 出

分解してモノマーに分解する、精密解重合

（OFF）をスイッチングするメカニズムからヒ

反応の開発に挑戦します。得られたモノマ

ントを得た新規「分解開始スイッチ」を立

ーについては、再重合によるポリマーへの

案します。この「分解開始スイッチ」を植物由来ポリフェノ

再生、機能化分子へ変換できることも合わせて示します。こ

ールからなるバイオベースフィルム中に組み入れることで、水

うして、従来の手法では困難な高機能、高安定プラスチック

中分解性セグメントとして機能するかどうか検証します。

のケミカルリサイクルの突破口を切り開きます。

建築系発泡ポリウレタン断熱材の表面部における結合
分解制御メカニズムの導入による資源循環技術の構築

微生物学と電気化学を融合した金属組
織制御分解

北垣 亮馬

若井 暁

北海道大学大学院工学研究院
同上

准教授

サステイナブル材料

広島大学大学院先進理工系科学研究科 助教
同上

海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門 副主任研究員
海洋研究開発機構超先鋭研究開発部門 研究員

オートクレーブ環境下における建築系ポリウ

本研究では、微生物が金属材料（特にス

レタン断熱材の素材フィルムの表面分解と

テンレス鋼）を腐食させる現象と電気化学

イソシアネートエマルション散布による架橋

的な組織溶解特性の共通点に注目し、微

メカニズムを明らかにした上で、μX線CT

生物が引き起こす組織選択的溶解現象の

によりパッキングされた発泡ウレタン小片の

理解を目指します。微生物による金属腐

立体配置構造を把握し反応場の形成状況

食は社会インフラにダメージをもたらす重大

を最適化することで熱伝導率・曲げ強度ともに十分な再生

な問題ですが、独自に確立したステンレス鋼電極を用いた電

成型体を完成させる。これにより「ポリウレタンの界面部に

位モニタリング培養システムを用いて腐食原理を解明し、腐

おける分解結合制御手法」を完成させる。

食診断・防食技術・金属回収技術への発展に貢献します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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物質探索空間の拡大による未来材料の創製

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

研究領域概要
本研究領域は、我々が直面する環境・資源・エネルギー、医療・健康等に代表される社会課題を解決するため
に、従来技術とは異なる非連続な概念・コンセプトを探求したシンプルかつ斬新なアイデアにより、これまでの物質探
索空間の枠を超えた、革新的な新機能性材料の創出を目指します。
具体的には、異なる元素同士のシナジー効果を解明した上での元素の複合化による「多元素化」、元素の配置制
御等による材料システムとしての「機能複合化」、非平衡状態や速度論的制御を利用する「準安定相」の活用等
の視点で、環境・エネルギー関連材料、エレクトロニクス材料、医用材料、構造材料等への利用に向けて夢のある
材料・プロセス研究を推進します。
さらに、将来的な素材化、プロセス化技術の流れも意識し、物質創製技術やプロセス制御技術確立のために、計

研究総括

陰山

算科学や機械学習等のデータ駆動科学、最先端オペランド計測技術等との融合による原理解明、学理構築等、広
い視点を背景とした挑戦的なアプローチでの研究を目指します。

洋

京都大学大学院工学研究科

教授

領域アドバイザー

有馬
猪熊
梅津
太田
大谷
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孝尚
泰英
理恵
裕道
博司

東京大学大学院新領域創成科学研究科
北海道大学大学院工学研究院
東北大学金属材料研究所

教授

准教授

教授

北海道大学電子科学研究所

教授

豊田理化学研究所フェロー部門

フェロー

小川

周一郎 旭化成（株）研究・開発本部イノベーション

中西
前田
楊井

和樹
和彦
伸浩

戦略部

シニアマネージャー

名古屋大学未来材料・システム研究所
東京工業大学理学院

准教授

九州大学大学院工学研究院

准教授

教授

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

電場による非平衡反応場を利用した合成
化学

電子材料系における非原子軌道の物質
設計

伊藤 喜光

平山 元昭

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

電極表面に接している溶液は、電極界面

東京大学大学院工学系研究科
同上

特任准教授

本研究では、従来の原子軌道ではない、

1 において電位に応じたバルクとは異なる空

電子の量子力学的干渉効果によって発現

間を形成します。本研究では、このような

する非原子軌道的状態に着目した物質設

非平衡空間を利用した従来の電気化学的

計を行い、その学術的基盤を確立すること

手法では得る事ができない、新しいナノ構

を目指します。系としては、電子化物、異

造材料合成法の開発を行います。得られ

種原子間共有結合、干渉縞などを検討し、

た材料の構造解析を通じて電極上の非平衡空間の実体を

非原子軌道の電子材料設計とそこから創発される未踏の電

明らかにすると同時に、革新的機能をもつ新奇な有機及び

子状態を開拓します。手法としては大規模かつ高精度な第

無機材料の開発を目指します。

一原理手法を用い、定量性を伴った理論提案を実施します。

準安定電子状態を活用した量子機能材
料の開拓に関する研究

π共役分子の内部を探索空間とする未
来材料の創製

大池 広志

福井 識人

助教

名古屋大学大学院工学研究科
同上

助教

本研究では、急冷された物質中の電子が
形成する未知の準安定状態を開拓し、準
安定状態が持つ「メモリ機能」を活用し
て、金属-絶縁体状態、磁気状態、超伝
導-常伝導状態などの電子状態制御を行い
ます。量子力学的な自由度を持つ電子が
形成する準安定状態の背後にある学理を明らかにすることに
より、熱電変換材料や超伝導材料などの量子機能材料を
開発することで、新原理に基づいた情報技術の実現を目指
します。

本研究では有機分子が多元素複合系であ
るという視点のもと、
「骨格内部の変換」と
いう独自の分子設計戦略の一般化を通じ
て物質探索空間の拡大を狙います。具体
的にはπ共役分子に着目し、その骨格内
部を未踏の物質探索空間と定めます。そし
て、分子変換法の確立と構造多様性の拡張を２本柱として
研究を推進します。これにより、従来の周辺修飾法とは異な
る機能創発指針を確立することで、未来材料の創製へとつ
なげます。

誘電・光学応用に向けた新奇酸フッ化
物材料の創出

物質輸送の差異を生かした新規準安定
相の創出

片山 司

三浦 章

北海道大学電子科学研究所
同上

准教授

従来、誘電・光学材料で用いられている
セラミック材料のほとんどは酸化物であり、
酸フッ化物の応用は限られていました。しか
し、酸フッ化物の有する大気安定性と酸化
物以上の電気絶縁性・広バンドギャップ
は、酸フッ化物が酸化物以上の機能を誘
電・光学材料分野で発揮する期待があることを示唆していま
す。そこで本研究では酸フッ化物の高絶縁性・広バンドギャ
ップを活かした新規誘電体材料、磁気光学材料の創出を進
めていきます。

北海道大学大学院工学研究院
同上

准教授

本研究では、固相反応における熱力学的
平衡状態に達する前の非平衡状態で形成
される準安定相に焦点を当てます。放射光
XRDと電子顕微鏡でその場観察によって、
反応中の原子と粒子の『静と動』を調査
することで準安定材料がどのように形成されるかについての
学理を明らかにし、新たな準安定材料の創出を目指します。

ヨウ素アニオンの性質を生かした新機能
の開拓

合金化と複合化による鉄ナノ触媒の革新

金 正煥

満留 敬人

東京工業大学元素戦略研究センター 助教
同上

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

准教授

ヨウ素のような巨大アニオンの性質やそれ
に伴う電子物性を基礎とし、ハロゲン化物
からの新たな機能開拓を図ります。特にこ
れまでに困難とされていた様々な機能の両
立に着目し、発光材料での「輸送特性と
発光特性の両立」、半導体での「キャリ
ア制御と移動度の両立」などに挑戦します。研究手法とし
ては、複合アニオンを用いた物質探索、低温溶液法を用い
た準安定相の創製、複合相薄膜を用いた多機能化などを用
います。

金属錯体における配位性元素であるリンや
窒素を鉄ナノ粒子の安定化配位子と捉え
た触媒設計法のもと、それらと鉄とを合金
化することにより、安定な低原子価鉄ナノ
粒子を原子レベルで制御・合成します。ま
た、得られた鉄ナノ合金を機能性材料と複
合化することにより、未踏の「大気中安定かつ高活性な新
規鉄ナノ合金触媒」を開発します。開発した鉄触媒の有効
性を種々の反応において評価し、鉄触媒の汎用性を飛躍的
に拡張します。

テラヘルツトリプルパルス分光法による
電子フォノン結合評価技術の開発

π共役分子の一次元配列を基点とした
未来材料探索

筒井 祐介

宮島 大吾

京都大学大学院工学研究科
同上

助教

材料中に存在する原子・分子の乱れによ
り、さまざまな物理量が変動を受けていま
す。本研究では最先端レーザー技術を駆
使した振動モードの自在な制御技術を実現
し、フォノンの非調和性やフォノン励起を用
いた相転移挙動の研究へと展開します。こ
れと同時に、テラヘルツ波による高速時間分解測定を駆使
した凝縮相中の自由度の結合評価法を確立し、新機能性
材料の新たな探索空間軸を創出することにより、未来材料
の探索を加速します。

未来材料

東京大学大学院工学系研究科
同上

理化学研究所創発物性科学研究センター ユニットリーダー
同上

分子性材料の物性は構成する分子の構造
と集合様式によって決まります。しかしなが
ら分子が集合し形成する三次元構造の予
測・制御は未だ困難な課題の一つです。
本研究ではπ共役分子の一次元配列を基
点とした三次元分子集合技術を開発します。開発した分子
集合技術を基に未踏分子集合構造を実現し、革新的機能
性材料を探索します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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と特性・機能
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2020-3.html

自在配列と機能

西原

塩基配列からナノ粒子配列への自在変
換が拓く生命情報検出

ナノシートの配列制御に基づく革新的ソ
フトマテリアルの創成

太田 誠一

佐野 航季

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

AとT、GとCそれぞれの塩基のペアによっ

1 て２重らせんを形成するDNAは、ナノスケ

ールの動的な構造制御を可能とします。本
研究では、生命情報を塩基配列に貯蔵し
た核酸から、“人工バイオマーカー”として任
意に塩基配列を設計した人工DNAを増幅
して書き出し、さらにこれに含まれるトリガー配列によってナノ
粒子の３次元配列の変化を誘起することで、粒子の光特性
変化から生命情報を検出する、新たな検査技術を開拓しま
す。

戦略目標

研究総括

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

原子・分子の自在配列

可逆的ペプチド鎖による高次ナノ構造構
築法の開発

北浦 良

澤田 知久

名古屋大学大学院理学研究科
同上

准教授

超構造の可能性は広大です。本研究では

東京理科大学研究推進機構

二次元物質を対象に構造・組成制御を極

教授

限まで突き詰めることで未踏の二次元超構

本研究領域では、原子や分子を自在に結合、配
列、集合する手法を駆使して、次元性、階層性、均
一・不均一性、等方・異方性、対称・非対称性、
複雑性などの観点からユニークな構造をつくり出し、そ
の構造がもたらす新しい化学的、物理的、生物学的
ならびに力学的に新奇な特性や機能を引き出すことに
よって、基礎科学のイノベーションを起こすとともに、
社会インフラや生活を豊かにする革新的な物質科学の
パラダイムを構築することを目的とします。
具体的には、近年、飛躍的に進歩してきた化学合
成、原子操作、分子集合技術を基盤として、新しい
発想や戦略のもとに、独創性に溢れた新物質、新構
造体を生み出します。そのユニークな物質・構造体を、
進化が著しい化学構造解析、結晶構造解析、ナノ配
列構造解析や原子レベルの精密分析技術、さらに、
大規模計算による精密な構造や化学的性質・物性の
予測・解析法などと組みわせることによって、類のない
特性や機能の発現へ展開します。
原子・分子を要素とする物質や構造体の合成・変
換・組合・配列とそれらの分析・解析を対象とする化
学に加えて、理論に基づいて物質の特性を予測、解
析する物理学、生体物質や生物機能の仕組みの分
子レベルでの解析やそれらに作用する物質の開発を行
う生物学、デバイス作製を行う工学などが連携して、
未来社会に有用な俯瞰的な新しいモノづくりを行うこと
によって、社会が抱えている持続可能な開発目標、
SDGsの達成に貢献する科学技術を切り開きます。
領域アドバイザー

稲垣
岩佐

伸二
義宏

（株）豊田中央研究所ビヨンドＸ研究部門 理事

平野
宮下
宮田
山元
渡邉

愛弓
精二
浩克
公寿
正義

東北大学電気通信研究所

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
教授

東京大学大学院理学系研究科

名誉教授

早稲田大学各務記念材料技術研究所 上級研究員
東京工業大学科学技術創成研究院

教授

横浜国立大学先端科学高等研究院

特任教授

造を創製する方法論を確立します。さらに、
生み出される新奇二次元超構造の特異な電子状態を利活
用した新たな電子デバイスへの展開を図ります。

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

自然界のタンパク質における構造とその機
能は、ポリペプチド鎖の配列情報に基づい
て高度にプログラム化されています。本研
究では、10残基以下のペプチド断片を可
逆な結合によって連結した分子鎖（可逆
的ペプチド鎖）が生み出す特異なナノ構
造の探索と機能化を行います。可逆性のある連結を組み込
むことによって、通常のポリペプチド鎖では抑制されていた潜
在的な特異なトポロジー構造を誘起し、新奇ナノ構造群を創
出します。

金属ナノ粒子における原子の三次元自
在配列技術の構築

MBE・原子置換・パターニングを融合し
た新原子層材料の創製

草田 康平

菅原 克明

京都大学白眉センター 特定准教授
京都大学大学院理学研究科 特定助教

東北大学大学院理学研究科
同上

准教授

本研究では、金属原子の三次元配列を自
在に制御し、金属ナノ粒子の選択的な結
晶相の制御『相制御』の達成により、自
然界には存在しない新規ナノ物質を開発す
ることを目的とします。具体的には、金属
元素及び合金組成を変えることなく、金属
の三大基本構造（面心立方格子、六方最密格子、体心
立方格子）を化学的合成法で選択的に作り分ける技術の
構築とそのメカニズムの解明を行い、触媒特性を中心に新
規ナノ物質開発を行います。

本研究では、新たに建設する原子置換装
置および真空ガルバノスキャナレーザ装置
を用いて原子・構造・空間の３つを自在
制御した新規原子層材料を開発し、それら
の電子状態解明を行います。得られた新た
な知見から、新規原子層材料における原
子・構造・空間の制御に基づいた新奇量子現象の創発お
よび学理構築を目指すと共に、既存デバイスを凌駕する
「原子層エレクトロニクス」開発に資する基盤技術構築に貢
献します。

金属錯体触媒の精密配列に基づく反応
場の自在構築と正と負の触媒効果

ケイ素鋳型分子を活用した金属自在集
積

近藤 美欧

砂田 祐輔

大阪大学大学院工学研究科
同上

准教授

東京大学生産技術研究所
同上

准教授

本研究では、触媒分子の精密配列に立
脚した触媒反応の自在操作を目標とした研
究を行います。第一に、触媒分子の精密
配列を利用した反応場の自在構築法を確
立し、高規則性を有し、内部に空間を有
する新規触媒材料、反応性フレームワーク
を構築します。その上で、精密配列がもたらす「正」と
「負」の触媒効果を発現させ、配列制御の化学と触媒化学
との融合による物質変換反応全般に広く貢献する新たな学
問領域を開拓します。

ナノサイズ金属化合物は、多分野で機能
材料として使われています。これらの機能
は金属配列や次元性等に依存しますが、
全構造パラメーターの完全制御は未踏で
す。本研究ではケイ素分子を用いた鋳型
合成法に立脚し、全構造パラメーターを完
全に制御した金属集積分子の自在合成を実現します。併せ
て高機能性触媒としての応用や高次構造体への構造拡張を
行い、構造・次元性・機能を自在に制御可能な金属ナノ
材料の科学を開拓します。

トポロジカル結合の自在配列による革新
的機械特性発現

特異的原子配列が創るエキゾチッククラ
スターの開拓

佐藤 弘志

塚本 孝政

理化学研究所創発物性科学研究センター ユニットリーダー
東京大学大学院工学系研究科 講師

「トポロジカル結合」では、構成ユニット間
での直接的な結合は形成されておらず、応
力が加えられると構成ユニット同士の相対
位置は柔軟に変化します。金属－有機構
造体（MOF）をプラットフォームとした「ト
ポロジカル結合」の自在配列により、
「応
力に柔軟に適応する」トポロジカル結合の特性を最大限活
かし、本来相容れない「結晶性」と「適応性」を併せ持つ
革新的機械特性を示す材料の創製と学理の構築を目指しま
す。
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二次元物質であるナノシートは、様々な分
野での応用が期待される魅力的な次世代
ビルディングブロックですが、ボトムアップ
手法で合目的的なナノシート配列構造を構
築することは極めて困難です。本研究で
は、ナノシート合成と機能実現との間に大
きく横たわる壁を打破すべく、ナノシートの配列を自在制御で
きる基盤技術の確立と、ナノシートの新規配列構造に基づ
いた革新的機能を有するソフトマテリアルの創成を目指しま
す。

二次元系の自在超構造化と機能創出

二次元物質を組み合わせて生み出される

寛

信州大学繊維学部 助教
理化学研究所創発物性科学研究センター 基礎科学特別研究員

東京工業大学科学技術創成研究院
同上

助教

本 研 究では、クラスターの物 理 的 形 状
（原子配列の幾何学的対称性）と、数学
的因子（原子配列の内在数列）の二つ
の要素に着目した研究を展開します。これ
に基づいて設計したクラスターを、独自開
発した多元合金クラスターの精密合成手
法「アトムハイブリッド法」を用いて実際に合成・評価する
ことで、光・磁気・電気・触媒特性に代表される革新的物
理特性や特異的化学反応性を発現したエキゾチッククラスタ
ーの創成を行います。

中野 祥吾

静岡県立大学食品栄養科学部
静岡県立大学食品栄養科学部

准教授
助教

データベースには大量のタンパク質配列が

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

離散的配列ブロックに基づく人工タンパ
ク質配列自在設計技術の開発と応用

ラダー化が拓く配列と高次構造の自在制
御と機能創出

局所原子配列の熱的制御による酸化物
相変化メモリ開発

井改 知幸

河底 秀幸

名古屋大学大学院工学研究科
同上

准教授

本提案の自在配列の対象は、
「二次構造

助教

現在、ストレージクラスメモリとして注目され

2 を構成するモノマー単位及び二次構造その

登録されており、その数は現在も増え続け

東北大学大学院理学研究科
同上

る相変化メモリでは、カルゴゲナイド物質の

もの」です。ラダー化を主軸とした二次構
造の自在構築/自在配列という新概念を着
想し、多彩な二次構造を構築する技術と
様々な次元で階層的に配列する手法を確
立します。さらに、二次構造とラダー/超分子構造の個性/強
みを掛け合わせることで、新物性・卓越機能を創出し、分
離、認識、触媒、情報、運動に関連する革新的材料の創
製を目指します。

し、秩序相・無秩序相・直方晶相の熱

強相関ファンデルワールス超構造の創成

機能団の自在配列を可能にする多面性
ポリマーの創製

ナノ空間・界面情報の転写による超精
密単原子層物質の創製

中野 匡規

石割 文崇

北尾 岳史

ています。本研究では拡大を続ける配列デ
ータを網羅的に解析し、全てのタンパク質
にその機能を決定づける離散的配列ブロッ
クが存在することを証明します。配列ブロッ
クの同定を可能とする新規手法の開発を行うとともに、これ
らブロックを組み合わせて機能を自由自在に制御した人工タ
ンパク質配列設計の実現を目指します。

特任准教授

大阪大学大学院工学研究科
同上

分子線エピタキシー法を利用したアプロー

機能団の自在配列を可能にする新しい鋳

チにより、劈開法では作製が困難な強相

型ポリマーとして、ポリマー鎖に複数の異

講師

御を原理としています。そこで本研究では、
層状酸化物における局所原子配列を制御
的な可逆制御を実現します。さらに、多値記憶可能な酸化
物相変化メモリとして室温・大気下で動作させることで、相
変化メモリ材料におけるパラダイムシフトの実現をめざします。

東京大学大学院工学系研究科
同上

助教

子の集団としての性質である超伝導や磁性などの強相関物

研究では、多面性ポリマーを基盤とした新しい学理構築およ

性を人工超構造で融合させ、天然には存在しない物性や機

び機能団の自在配列の実現、さらには、これまでの限界を

能性の創出を目指します。

超える微細なリソグラフィーなどの機能発現に挑戦します。

グラフェンをはじめとする単原子層物質は、
エッジ部分における原子配列や幾何学構
造によって、その特性が大きく変化します。
本研究では、金属・有機構造体(MOF)が
持つ空間・界面情報を利用することで、こ
れまで理論上の存在であった種々のグラフ
ェンナノリボン(GNR)、二次元ネットワークなどの超精密単原
子層物質を現実的に作り出します。精密単原子層物質の新
奇物性を具現化することで、基礎学理の構築と材料応用へ
の道筋を示します。

準2次元金属の層配列制御による界面機
能の創出

擬ラセミ分子の自在配列による高機能性
有機結晶の創出

メンブレン積層制御による界面超構造の
創出

原田 尚之

伊藤 傑

塩貝 純一

関二次元物質の作製と集積化に取り組み

なる面を持たせた、
「多面性ポリマー」を開

ます。そして、電子の個々としての性質で

発します。この多面性ポリマーは面同士の

あるスピンやバレー、あるいは波動関数のト

自己集合により、超微細かつ複雑な高次

ポロジーといった量子力学的な特徴と、電

超構造を形成することが期待されます。本

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 独立研究者
東北大学金属材料研究所 助教

現代社会を支える通信、制御、センシング
技術は半導体デバイスにより成り立ってい
ます。半導体デバイスの機能は異なる物
質が接合された界面で生まれます。本研究
では、層状の電気伝導層を持つ準２次元
金属に着目し、半導体と結晶レベルで接
合します。準２次元金属の層配列を自在に制御する方法を
開発し、層配列の生む界面物性により、革新的なパワーデ
バイス、高周波デバイス、スピンデバイスを実現します。

横浜国立大学大学院工学研究院
同上

准教授

本研究では、右手と左手のように重なり合
わない「キラル分子」が有する相補性を活
用し、二種類のキラル有機分子からなる
「擬ラセミ分子」を同一結晶内に配列する
技術を確立します。異なる発光部位をもつ
擬ラセミ分子を配列する手法を確立するこ
とで、機械的刺激に段階的に応答して発光特性が変化する
結晶材料を創成します。さらに、本手法により異種の機能
性分子を精密に配列し、新奇機能をもつ光電子材料や細
孔材料を創出します。

大阪大学大学院理学研究科 准教授
東北大学金属材料研究所 助教

元素・構造・膜厚が制御された積層構造
の界面では、バルク単結晶にはない様々
な物性や機能を示します。本研究では、エ
ピタキシャル成長法とエッチング法を融合さ
せたメンブレン積層技術によって、既存技
術では積層化が困難であった物質の薄膜
超構造の作製技術を確立します。さらに、積層構造や配向
を自在に制御することで、新しい物性と機能を示す界面の創
出に取り組みます。

らせん状π共役分子の自在配列によるキ
ラル分子機能の創出

可逆的共有結合を用いたペプチド立体構
造制御と機能創出

強相関ラジカル分子構造体のライングラ
フ物性

廣瀬 崇至

梅澤 直樹

水津 理恵

京都大学化学研究所
同上

准教授

名古屋市立大学大学院薬学研究科
同上

准教授

名古屋大学大学院理学研究科
同上

特任助教

π拡張型の分子骨格にらせん状の歪みを
加えることで、ナノスケールのらせん構造に
由来するユニークな電子物性が発現しま
す。 本 研 究では「 大きなπ 共 役 系 」と
「しなやかさ」を兼ね備えたπ拡張型のらせ
ん状分子の自在配列に挑戦します。らせ
ん状分子のキラリティーが増幅されるような異方性の高い集
積構造を精密に設計することで、π拡張型らせん状分子を
基盤とする新奇な分光学的・力学的機能の発現を目指しま
す。

タンパク質は、種々の官能基を適切に配
置することで、洗練された機能を生み出し
ます。しかし、その部分構造を抜き出した
ペプチドは、様々な立体構造をとるため、
タンパク質に匹敵する機能は得られません。
本研究では、可逆的共有結合を用いて、
熱力学的に制御された、多様な立体構造をもつペプチド群
を調製し、優れた機能をもつペプチドを効率的に見出します。
タンパク質間相互作用阻害あるいは触媒機能をもつ分子を
開発します。

液体中のイオン・分子配列制御と電気
化学新機能の開拓

ローンペアの自在配列制御による低次元
性・低対称性物質の創成

超低電子ドーズSTEM法の開発と実空間
原子・分子配列構造解析

山田 裕貴

加藤 大地

関 岳人

大阪大学産業科学研究所 教授
東京大学大学院工学系研究科 准教授

本 研 究 構 想では、 液 体 中におけるイオ
ン・溶媒分子の配列構造化手法を開発す
るとともに、配列的特徴により生み出され
る新機能の開拓を目的とします。電解液を
特定の機能を有する単位配列の集合体と
とらえて設計することで、構成要素であるイ
オン・溶媒分子固有の性質を逸脱した新奇な電気化学機
能を有する電解液材料を開発し、高電圧水系蓄電池をはじ
めとする革新的な電気化学デバイス・反応の開拓を目指し
ます。

京都大学大学院工学研究科
同上

助教

優れた物性を発現する元素の構造と同じ構
造を、分子で作ることでその性質を再構
築、あるいはさらに発展させるという『等結
晶トポロジー』という概念があります。本研
究では、面内方向に強い分子間相互作用
をもつ「強相関ラジカル分子」がつくる二
次元構造体のバンド構造および分子配列を明らかにし、そ
のフェルミ準位を制御することで、その構造トポロジーに起因
する電子機能や電気化学機能を引き出すことを目指します。

東京大学大学院工学系研究科
同上

本研究では、Biなどのカチオンが有するロ

超低電子ドーズ条件で原子・分子配列を

ーンペアの形状・方向・配列を自在に制

超高分解能で直接観察できる走査透過型

御することで、低次元性・低対称性の構
造を合理的に設計することを目指します。
特に、ローンペアを有するカチオンとアニオ
ンの相互作用に着目し、複数のアニオンを巧みに使いこな
すことによって、従来では困難であったローンペア配列の自
在制御を目指します。

自在配列

東京大学大学院工学系研究科
同上

結晶相・アモルファス相の熱的な可逆制

助教

電子顕微鏡法（STEM）を開発し、従来
では観察が不可能であった電子線照射損
傷を受けやすい材料の局所原子・分子配
列の解析を可能にします。さらに開発した
手法を自在配列材料へと応用します。機能発現の場となる
原子・分子の局所配列構造を直接観察し、材料機能との
相関性を解明することで、配列指針の構築を目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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変形/運動するクロミック発光性分子結晶
の開発

関 朋宏

静岡大学理学部
同上

講師

本研究では、外部刺激に応答する分子結
晶を研究対象とし、特に厳密な変形/運動
を示す新規材料の開発を目指します。厳
密な変形/運動を可能にする鍵は、外部刺
激に応答した単結晶間の配列変化です。
利点として、結晶内の分子配列を明確に
決定でき、刺激応答性の起源を正確に理解できる点が挙げ
られます。このような分子結晶を体系的に開発し、
「精密変
形/運動材料」の化学を構築し、未知の機能の付与と知見
の蓄積を可能にします。

ポーラスナノシートの自己集積構造制御
による機能発現

林 宏暢

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

周 期 的に構 築された微 小ナノ空 間 内に
種々の材料を分子レベルの精密さで一度
に配列・集積させる技術確立は、原子１
個・結合１本に至る微細な構造最適化を
経て物性制御された材料に対して相乗的
機能発現の場を提供します。本研究では
ベルト型環状分子を連結したポーラスナノシートを開発し、適
切なゲストとポーラスナノシート選択による自己集積構造の自
在制御、ポーラス内で精密集積・配向されたゲストの機能
発現を達成します。

分岐を持った蛋白質ユニット自在配列の
実現

真壁 幸樹

山形大学大学院理工学研究科
同上

准教授

蛋白質構造中に機能性ユニットを自在に
配列した分岐構造を作り出すことができれ
ば、その構造に依存した新しい機能を生み
出せます。本研究では直列と分岐の蛋白
質間連結を組み合わせて、機能性蛋白質
ユニットを分岐連結した前例のないデンドリ
マー様の連結構造体を作り出します。小型抗体や酵素など、
様々な機能性ユニットを自在に分岐連結させ、医薬品への
応用や酵素の複合体など新しい分子群の創成を目指します。

自在配列合成で拓く精密構造制御無機
高分子の新展開

松本 和弘

産業技術総合研究所材料・化学領域 主任研究員
同上

独自に開発したシロキサン化合物のワンポ
ット配列制御合成法を駆使した自在配列
合成により、配列制御シロキサン化合物ラ
イブラリを整備するとともに、モノマー配列
構造と各種物性との相関を体系化したデー
タベースを構築することで、データ駆動型機械学習によるシ
リコーン材料の物性予測技術の開発を目指します。

サブナノ有機ブロックの配列による有機
構造体の緻密設計

森本 淳平

東京大学大学院工学系研究科
同上

講師

本研究では、サブナノメートル単位で立体
構造が規定された有機分子をブロックのよ
うに配列して構築することで、ナノメートル
未満の緻密さで有機ナノ構造体を設計す
る手法を実現します。さらに、その緻密な
立体構造を利用して、(1)生体分子の複雑な表面を精密に
認識する分子を設計すること、(2)緻密で複雑な構造を持つ
ナノ空間を創成すること、に挑戦します。

40

ため の 材 料 ・デ バイ
ス・システム
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2020-4.html

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

情報担体とその集積の

ダイヤモンド中の電子スピンを用いたマル
チモダル量子センサの開発

電子・正孔を情報担体とするフレキシブ
ルサーマルデバイスの創製

荒井 慧悟

廣谷 潤

東京工業大学工学院
同上

助教

Physical空間のセンシングは、Society5.0

本研究では、高キャリア濃度中の電子や

1 の実現に向けたCyber-Physical-Spaceの

正孔を情報担体と定義して、そのキャリア

一翼を担う。その鍵を握る技術のひとつ

濃度をアクティブに制御する革新的アイデ

は、センサのマルチモダル(多機能)化だ。

アに基づき、熱を自在に制御するデバイス

本研究では、ダイヤモンド中の窒素・空孔

戦略目標

の創製にチャレンジします。さらに制御する

欠陥「NVセンター」を磁場・温度・圧
力・回転（ジャイロ）センサとして用い、極低温～1,200

情報担体と新デバイス

℃、極低圧～60GPaといった幅広い環境で機能するシステ
ムの開発を目指す。

伸縮性導体・半導体による超柔軟ダイ
オード

安藤 裕一郎

松久 直司

京都大学大学院工学研究科
京都大学大学院工学研究科

准教授
特定准教授

東京工業大学工学院

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。特に本研究領域では、個人のアイデアにもとづいた挑戦的な材
料・デバイス・システムの基礎研究に注力します。

領域アドバイザー

岡田
斉藤

健一
朋也

清水

健

瀬川

澄江

出口
富永

淳
淳二

根本
平本
藤澤

香絵
俊郎
宏樹

情報・システム研究機構国立情報学研究所 教授

水野

正之

森村

浩季

富士フイルム（株）経営企画本部
開発・創出部 統括マネージャー

山川

真弥

東京工業大学工学院

教授

ルネサス エレクトロニクス（株）メモリＩ
Ｐ技術開発第一部 主任技師
アクセンチュア（株）ビジネスコンサルティング本
部ストラテジーグループ シニア・マネージャー
東京エレクトロン（株）コーポレートイノベ
ーション本部 本部長代理・部長
キオクシア（株）メモリ技術研究所

主査

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
東京大学生産技術研究所

教授

マイクロンメモリジャパン合同会社DEG
DRAM Engineering R&D フェロー
ビジネス

ＮＴＴテクノクロス（株）デジタルツイン事
業部 副BU長
ソニーセミコンダクタソリューションズ
（株）第1研究部門 担当部長

慶應義塾大学理工学部
同上

専任講師

半導体デバイスの要求を満たす伸縮性電

成・制御・検出技術を高度化し，スピン

子材料と、伸縮性基材特有の熱や溶剤に

の向きや総数を情報担体とするデバイスを

よる変形の影響を受けないプロセスを開発

創成する．スピン操作についてはスピン偏

し、高性能な伸縮性半導体デバイスを作

極ベクトルや総数を電界，磁界，不純物，

製・その物理探索を進める。この知見を

スピン軌道相互作用等で制御する技術を

活かして非伸縮性のデバイスと比較しても

確立する．更に，スピン情報を磁化に書き込み，増幅する

遜色ない伸縮性センサマトリクスや太陽電池、光イメージャ

技術等の確立にも取り組む．最終的にはスピン固有の新奇

などを実現する。さらにウェアラブルデバイスやソフトロボット

な演算手法を開発し，スピン論理演算素子を創成する．

への応用を進めていく。

ウルツ鉱型極性材料による強誘電トンネ
ル接合素子の創製と物性解明

電子・イオン制御型バイオイオントロニク
ス

清水 荘雄

三宅 丈雄

物質・材料研究機構機能性材料研究拠点 独立研究者
同上

ウルツ鉱型強誘電体材料の持つ、巨大な

早稲田大学大学院情報生産システム研究科 教授
早稲田大学大学院情報生産システム研究科 准教授

に対する可能性を検証する。

本研究で提案する新デバイスは、従来デ
バイスが実現できなかった物質の輸送(開
放系)、電子とイオンのキャリア制御(双方
向情報伝達機構)、生化学エネルギーから
電気を創る自己発電(外部電源不要)などの
新機能を実現し、ひいては、生体機能をイ
オン信号で制御する新しい原理のバイオデバイスである。そ
の成果は、生体からの情報取得、あるいは、生体への情報
伝達を高度化させる新技術として、広範な波及効果が期待
される。

磁気メモリの革新に向けたスキルミオン物
質の開発と機能開拓

反強磁性薄膜を用いたスピン超流動デバ
イスの創出

高木 里奈

森山 貴広

自発分極、大きな抗電界、異方性結晶
構造という特徴を生かして、小さな膜厚で
も分極を保持しつつ、大きな抵抗オンオフ
比を持つ強誘電体トンネル接合素子の実
現をエピタキシャル薄膜成長を行うことによ
って目指す。さらに、分極反転メカニズムの解明や新物質
探索を通して、信頼性の向上や物性の制御、さらに集積化

東京大学大学院工学系研究科
同上

助教

京都大学化学研究所
同上

准教授

磁気スキルミオンと呼ばれる粒子性を持つ
渦状の磁気構造体は、大容量・省電力
な磁気メモリを実現する情報担体の候補と
して注目されています。本研究では、ナノ
スケールのスキルミオンを生じる新物質開
発を行い、スキルミオンの高密度化を実現
するための新しい物質設計指針の確立を目指します。さら
に、高密度なスキルミオンに由来する電磁気応答現象の観
測を行い、磁気メモリ等への応用に向けた機能の開拓に挑
戦します。

一般的に超流動とは、液体ヘリウム超流
動や超伝導に代表される無散逸の流体現
象です。一方、秩序変数空間において2
次元的なトポロジーを有する磁性体におい
ては、超低散逸なスピン角運動量の流体
現象である”スピン超流動”が予言されてい
ます。本研究では、反強磁性薄膜を利用し磁気異方性トポ
ロジーを考慮した材料設計によってスピン超流動を実現し、
超低消費エネルギーのスピン輸送デバイスを創出することを
目指します。

大規模集積化ガスセンサの創出による多
成分ガスの時系列分析

革新的スピン注入技術を用いた縦型半
導体スピン素子の創成

田中 貴久

山田 道洋

東京大学大学院工学系研究科
同上

助教

多成分ガスである呼気を用いた健康管理
のため、ガス濃度と集積回路内電荷の2
情報担体間の変換を行う大規模集積化ガ
スセンサを開発し、従来型ガスセンサで実
現できなかった小型高機能診断プラットフォ
ームを創出します。具体的には、イオンゲルを基幹材料とし
てジュール局所加熱によるセンサの多機能化を組み合わせ、
従来型ガスセンサを超える集積度を実現します。

情報担体

整

熱流束センサの創出にも挑戦します。

自在配列

若林

熱流束を厳密に測定する手法として、高温で安定なP/N型ド
ーピングされた原子層材料を用いた超極薄のフレキシブルな

シリコン中の電子スピンを用いた論理演
算素子の創成
本研究ではシリコン中の電子スピンの生

研究総括

京都大学大学院工学研究科 准教授
名古屋大学大学院工学研究科 助教

科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学大学院基礎工学研究科 特任助教

本研究では，原子層制御した強磁性体/
半導体界面を有する縦型半導体スピン素
子構造を実現することで，室温動作高性
能スピン素子の創成を目指します．半導体
スピン素子の飛躍的性能向上に向けて，
原子レベルで急峻な強磁性体/半導体エピ
タキシャル界面を実現すると共に，縦型スピン素子中の半導
体中間層への原子層ドーピング技術の確立に取り組みます．
これにより三次元集積可能な超低消費電力素子の社会実
装への道を開拓します．

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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年度採択研究者 ［ 期生］
2021

電子・光技術の融合による半導体テラ
ヘルツコム発振器の創成

非平衡系Ⅳ族混晶半導体ヘテロ接合に
よるテラヘルツ帯デバイスの創出

有川 敬

柴山 茂久

京都大学大学院理学研究科
同上

助教

本研究では、エレクトロニクス技術とフォト

本研究では、これまでに正孔の共鳴現象

2 ニクス技術の融合により、集積可能な半

を観測した実績のあるGeSiSn/GeSnヘテ

助教

ロ接合のデバイス化を始点として、
（1）安

導体ベースの広帯域テラヘルツコム発振

定動作が可能なデバイス構造設計指針

器の開発に挑みます。具体的には、共鳴

の、実験と理論の両面からの解明（2）

トンネルダイオードを用いた発振回路にレー
ザー技術の概念を導入し、従来技術の限界を突破します。
これにより、テラヘルツ波を情報担体としたセンシング技術の
普及を加速し、安心・安全な社会の実現に貢献します。

RTDデバイス動作の信頼性向上に向けた
Ge(Si)Sn結晶欠陥・絶縁膜/Ge(Si)Sn界面欠陥制御の要
素技術開発を行い、GeSiSn/GeSnヘテロ接合RTDデバイ
スの室温動作実証を行う。

不確定性スピントロニクスデバイス

界面析出技術を用いたゲルマネンデバイ
ス創製と機能開拓

金井 駿

鈴木 誠也

東北大学電気通信研究所
同上

助教

日本原子力研究開発機構原子力科学研究部門 任期研究員
物質・材料研究機構グローバル中核部門 ICYS研究員

本研究ではスピントロニクス確率ビットデバ
イスの動作原理に関わる材料・構造特性
の解明と高性能化、及びスピントロニクス
デバイス・材料における量子機能の創出
により既存の決定論的コンピューティング
の物理限界を超えることを目指します。磁
性体スピントロニクス研究と量子スピン研究の材料・物理ス
ケール・ハードウェアのギャップを埋めることで世界に先駆け
た「超スマート社会」の実現に必要不可欠な基盤技術を開
発します。

単原子層のゲルマニウム2次元結晶である
ゲルマネンは、新奇なトポロジカル物性の
発現が期待されていますが、そのデバイス
応用の目処は立っていません。これは、ゲ
ルマネンが大気中で容易に酸化してしまう
ことに加え、それを考慮した合成方法やデ
バイス化手法が確立されていないためです。本研究では、ゲ
ルマネンの界面析出技術を発展させることで、ゲルマネンの
デバイス化、物性検証、デバイスとしての機能開拓を行いま
す。

単一磁束量子を用いた雑音駆動型超低
電力計算機基盤の創成

イオノエレクトロニクスに基づく疾病診断
プラットフォームの開発

川上 哲志

田畑 美幸

九州大学大学院システム情報科学研究院 助教
同上

本研究では，既存計算機の低電力化の

東京医科歯科大学生体材料工学研究所 助教
同上

開口部200－300nmのウェル構造を有する

律速要因であった雑音限界を突破すべく，

SiNW-FETを作製しセンサ界面を機能化す

単一磁束量子デバイスに基いた雑音を回

ることでシングル生体小胞解析を行い、上

路動作のメカニズムとして活用する計算原

皮細胞由来とがん細胞由来の生体小胞識

理・回路を提案します．この雑音駆動型

別精度90%以上を目指します。その電気

素子を前提として，可逆論理ゲートに基づ

的検出の過程には分子認識、イオン生

く演算回路を構築し，クロック駆動型回路と融合した計算機

成、チャネル内電荷密度の変化といった一連の情報担体の

システムアーキテクチャを開発することで，高度情報化社会

移動があり、情報担体の変化量を定量表示する今までにな

のための超低電力コンピューティング基盤を創出します．

い疾病診断プラットフォームを創製します。

デバイス・システム協調による超低電圧
布線論理型AIプロセッサ

古典ー量子をつなぐNV量子スピントロニ
クスの基盤技術の開発

小菅 敦丈

森下 弘樹

東京大学大学院工学系研究科
同上

講師

京都大学化学研究所
同上

助教

Society5.0実現のためには実空間で超低

量子技術を活用した超スマート社会(Soci-

電力に動作する情報処理システムが必要

ety 5.0など)の実現には、フィジカル空間の

不可欠です。従来AIプロセッサの課題は、

古典情報とサイバー空間の量子情報を繋

高い電力を消費するメモリアクセスでした。

ぎ、古典―量子情報の相互変換する機能

本研究ではメモリアクセスを無くし、人間の

を有する量子情報担体が必要となります。

脳と同じように、データが演算素子間をダ

本研究では、室温動作可能なNV量子情

イレクトに流れ情報処理される布線論理型プロセッサを研究

報担体に着目し、電気的な技術を用いたNV量子情報担体

します。新規アルゴリズムとデバイス回路の協調設計により、

の古典－量子情報の相互変換を実証し、革新的NV量子ス

革新的なAIプロセッサを実現します。

ピントロニクスの基盤技術を開発します。

局所磁性変調による磁壁移動メモリの革
新的情報制御技術の開拓

ネットワーク型シリコン量子プロセッサの
開拓

小山 知弘

米田 淳

大阪大学産業科学研究所
同上

准教授

本研究では磁性細線中の磁気特性を局所
的に変調させる技術を用いて、磁壁移動
型メモリデバイスの情報担体である磁区お
よびその境界に形成される磁壁のダイナミ
クスを高度に制御します。具体的には、1.
高密度かつ超省エネルギーな磁区書き込
み、2. 電界誘起カイラル磁気構造を利用した磁壁インバー
タ伝送の実証を目指します。情報の高密度化と消費電力の
低減を可能にする原理的に新しい情報書き込み・操作手法
の創出に貢献します。
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名古屋大学大学院工学研究科
同上

東京工業大学超スマート社会卓越教育院 特任准教授
同上

誤り訂正型量子コンピュータは、限界を迎
えつつある情報処理能力の向上に、革新
をもたらすと期待されます。本研究では、そ
の実現に向けた二大障壁となる、配線と
誤り訂正符号の課題を同時に解決するシリ
コン量子プロセッサ構造を追求します。電
子スピンの量子状態を情報担体とし、電子スピン量子情報
伝送に基づいたシリコンチップ内の量子ネットワークを新たな
動作原理とする、真に集積化可能な量子プロセッサの創製
を目指します。

使した最先端科学の創
出

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

革新的光科学技術を駆

極低温原子・微小球ハイブリッドシステ
ムで探る散乱の物理

コンピュータホログラフィーを応用した活動
電位発生機構の解明

赤松 大輔

坂本 雅行

横浜国立大学大学院工学研究院 准教授
産業技術総合研究所物理計測標準研究部門 主任研究員

レーザー冷却された極低温原子気体と光ト

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2019-3.html

神経細胞（ニューロン）は細胞あたり数千
〜数万のシナプス入力を受けていると考え

1 ラップされた微小球が共存するハイブリッド

られていますが、個々のシナプス入力が細

システムを可 能にする光 技 術を確 立し、

胞内でどのように統合され伝搬していくかに

“古典的”微小球と“量子的”原子の散乱現

ついてはよく分かっていません。この問題を

象を調べます。特に散乱における内部温

戦略目標

度の役割、表面形状などの影響を調べ、ナノテクノロジーや

最先端光科学技術を駆使した革新

基礎科学の分野に大きな貢献する事を目指します。

教授

科学の発展に光科学技術が大きな寄与をしてきまし
た。原子の分光学の知見が量子力学を生み出し、半
導体物理学に発展し、その後の光物性や量子光学の
基盤を支えています。レーザーの発明は光科学におけ
る大きな一里塚でしたが、現在では多くの科学分野を
支える基盤技術となり、また光通信や光記録に代表さ
れる数え切れないほどの応用展開をもたらしました。こ
のように光科学技術は学術や社会への貢献を果たしつ
つ、光科学技術自身も大きく進化するという好循環を
起こしてきました。ここで着目するのは、様々な科学分
野において新しい展開を追い求める研究者の夢や理想
が、新しい光科学技術を生み出す強い動機や原動力
となっていることです。細胞内をできるだけ高い空間分
解能で見たいという生命科学者の飽くなき探求心が高
解像度光学顕微鏡の技術開発を突き動かしてきました
最近では、非線形光学の取り込みと共に新しい蛍光
色素が開拓され、回折限界をはるかに超える分解能に
至っています。アインシュタインの一般相対論が予言す
る重力波の検出は長年の物理学者の夢でしたが、最
近になってようやく長尺のレーザー干渉計によって達成
されました。これに必要なレーザー安定化技術や干渉
計技術の開拓は光科学の進展をもたらしています。そ
のような例は枚挙にいとまがありません。
本研究領域では、これまでには無かったような革新
的な光科学技術を開拓し、様々な科学分野の新局面
を切り開くような挑戦的な研究を推進します。この過程
から、将来様々な分野で応用されるような基盤的な光
科学技術の創出を図ります。
領域アドバイザー

石原

一

岩井

伸一郎 東北大学大学院理学研究科 教授

枝松
小川
小川

腰原
島野
鈴木
武田
中野
三沢
湯本

大阪大学基礎工学研究科
学工学研究科 教授

圭一
哲生

東北大学電気通信研究所

伸也
亮
俊法
光夫
貴志
和彦
潤司

東京工業大学理学院

教授／大阪府立大

教授

大阪大学大学院理学研究科

教授

美香子 北海道大学大学院薬学研究院 教授
教授

東京大学低温科学研究センター
京都大学大学院理学研究科
電気通信大学

教授

教授

名誉教授

大阪大学核物理研究センター

センター長

光駆動非線形音響波による生体深部メ
カノイメージング

原子スケール極微分光計測法の開発と界面
水分子の局所配向イメージングへの応用展開

石島 歩

杉本 敏樹

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学大学院工学系研究科 特任研究員

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

准教授

蛍光顕微鏡による分子イメージングは、生
体内の多種多様な分子を蛍光プローブに
より可視化する技術として、生命科学分野
の発展に貢献しています。しかし、細胞そ
れぞれに異なる硬さなどの力学的個性を知
ることはできません。本研究では、非線形
音響波を顕微鏡の力学プローブとして利用し、光の高速性
と干渉性を最大限活用することで、生体内の力学的個性を
細胞レベルの分解能でイメージングする光技術の創成に挑
みます。

本研究では、水分子の配向感度・表面
感度・極微空間分解能を高度に両立する
光学顕微計測法を世界に先駆けて開発す
ることに挑戦します。この新規な手法を用
いて、種々の機能性材料のモデル表面に
吸着させた水分子に対して原子・分子ス
ケールの極微分光研究を展開します。これにより、界面水
素結合ネットワーク中の水分子の配向構造をデザインし、特
異的な物性や化学的特性を創発させる基礎学理を構築しま
す。

”All－optical”な電気生理学による植物
個体の膜電位操作技術の創出

新型プラズモン誘起電荷分離を用いた
CO2資源化光触媒の開発

井上（今野）雅恵

高橋 幸奈

科学技術振興機構 さきがけ研究者
名古屋工業大学大学院工学研究科 研究員

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
同上

膜電位形成は生命活動にあたり重要なシ

金属ナノ粒子とp型半導体とを接合した新

グナルの一つですが、植物では内生の光

型プラズモン誘起電荷分離という革新的な

受容体との競合から、これまで光による膜

光科学技術を開拓することで、光エネルギ

電位操作技術（オプトジェネティクス）は

ーの高効率変換を可能にする技術の確立

適用されていません。本研究では、微生

を目指します。CO 2を還元して資源化する

物型ロドプシン由来の膜電位操作ツール、

光触媒の開発を通して、従来高効率な利

及び膜電位感受性タンパク質をシロイヌナズナに導入し、膜

用が困難であった、一光子当たりのエネルギーが小さい近赤

電位操作と検出の双方を光で行う”All－optical”な電気生理

外光や、室内光などといったエネルギー密度の小さな光まで

学により植物の膜電位を制御する技術の創出に挑戦します。

有効活用できるような技術が確立できると期待されます。

原子イオン集積量子光回路による究極の
量子技術基盤の創出

光トラップ技術による量子流体力学の開
拓

長田 有登

蓑輪 陽介

東京大学大学院総合文化研究科
同上

特任助教

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

助教

光領域での量子系として原子イオン系や集
積量子光回路系が有望ですが、前者は集
積性が、後者は均一な二準位系の組み込
みが問題となっています。そこで原子イオン
系と集積量子光回路の技術を組み合わせ
ることで、イオン系の高精度な量子操作性
と集積量子光回路の集積性と光子操作性が同時に利用可
能となります。本研究ではこのような技術融合により光量子
技術におけるブレークスルーを起こし、新たな量子技術基盤
を提供します。

光技術を極低温環境、特に超流動ヘリウ
ム環境に適用することで、量子流体力学
を開拓することを狙います。本研究では、
超流動ヘリウム中の量子的構造である量
子渦に着目し、そのダイナミクスを光トラッ
プ技術によって解明します。量子渦は量子
乱流の構成要素であり、その性質を解明することが量子流
体力学の大きな発展に繋がります。光トラップ技術による量
子流体力学の開拓という、全く新しい研究アプローチに挑
戦します。

マイクロ光周波数コムの新規制御技術の
開発

電気化学デバイスの分子スケール制御に
向けた近接場基盤技術の創成

久世 直也

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 准教授
IMRA America Inc.Laser Research Member of Technical Staff

マイクロ光周波数コムは高Ｑ値微小共振
器から発生する光周波数コムで、将来的
に大量生産可能で、小型な汎用性の高い

東京農工大学大学院工学研究院 工学研究院長・教授

光周波数コムになると期待されています。

東京大学

本研究ではマイクロ光周波数コムの超精

特任教授

術の開発をおこないます。新技術を用いて電位伝搬の可視

革新光

耕一郎

京都大学大学院理学研究科

活動操作と活動計測をシナプスレベルで同時におこなう新技

情報担体

田中

解決するため、本研究では光による神経

化をおこない、活動電位発生のメカニズムを解明します。

的基盤技術の創成

研究総括

京都大学大学院生命科学研究科 特定准教授
東京大学大学院医学系研究科 助教

密位相同期技術やコムモード制御技術の
開発を行い、従来の光周波数コムにはない、マイクロ光周
波数コム独自の性質を活かした新規応用分野の創出を目指
し、マイクロ光周波数コムの社会実装への道を開拓します。

横田 泰之

理化学研究所開拓研究本部
同上

専任研究員

金属探針の近接場を利用したナノスケール
分光法は高性能な電気化学デバイスを実
現するための基盤技術として期待されてい
ますが、電解質溶液の存在下では測定自
体の再現性や安定性が低いという問題を
抱えています。本研究では、電気化学の
知見を利用して溶液環境で長期間利用できる究極のナノ光
源を開発します。これにより、様々な電気化学界面に適用
可能な近接場分光技術を創成し、省エネルギー社会の実現
に貢献します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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炭素原子気体の精密分光と冷却の実現

光周波数コムによる光フェーズドアレイの
開発

表面弾性波を用いたオプトスピンメカニク
ス

吉岡 孝高

加藤 峰士

久富 隆佑

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

光周波数標準に安定化された深紫外・真
空紫外領域のフェムト秒光周波数コムの
開発に基づいて、当該光周波数領域に存
在する中性炭素原子の電子遷移を対象に
精密分光を実現します。また、バッファー
ガス冷却による予備冷却のもと、希薄炭
素原子気体の超低温へのレーザー冷却とトラップ法の開拓
に挑戦します。このことで、宇宙科学や生物学等、広範な
自然科学分野とより密接に関連する、精密分光と低温科学
の新分野創成を目指します。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
電気通信大学大学院情報理工学研究科 特任助教

本研究では光周波数コムによる高速かつ
広帯域な光フェーズドアレイの開発を目指
して、位相制御された超短パルス群による
任意波面発生技術の確立に挑戦します。
従来は光集積回路で単色かつCW光を独
立に位相制御する手法が主流でしたが、
本研究では広帯域な超短パルス光を光周波数コムの共振器
制御で位相制御するという全く新しい手法を提案します。こ
れにより光周波数で空間を直接制御するという新たな光技術
の創始に挑戦します。

助教

存在こそ理論的に示唆されてきたものの未
だ確固たる観測がなされていない角運動量
が存在します。それがフォノンの持つ角運
動量です。本研究では表面弾性波フォノン
に着目し、これまで環境として取り扱われそ
の詳細が明らかにされてこなかったフォノン
の角運動量の存在を光を用いて実証することを目指します。
さらにそれを足掛かりにして、光・電子スピン・フォノン間に
おける角運動量相互変換の物理を探求していきます。

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

冷却原子を用いた量子センシングによる
ダークマター探索

ベクトル波形制御された高強度高周波テ
ラヘルツパルスによる物質制御

超精密偏光計測が可能にする新しいダー
クマター探索

青木 貴稔

神田 夏輝

道村 唯太

東京大学大学院総合文化研究科
同上

助教

ダークマター（暗黒物質）は、光では直

2 接観測できません。しかし、原子内の「弱

い力」の影響を「光」で検出することで、

ダークマターを探索することができます。本
研究では、光技術と弱い力を組み合わせ
て、量子エンタングル状態の原子でダークマターの測定感度
を高める全く新しい提案です。光技術と弱い力を組み合わせ
た量子センシングは、新しい分野を開拓します。

東京大学物性研究所
同上

助教

ディラック半金属のフロッケ－ワイル状態の
超高速制御への応用を見据え、電場尖頭
値MV/cm級の高周波テラヘルツベクトル
整形高強度パルス発生技術を開発します。
そのためにこの波長帯における偏光精密
計測法、ベクトル整形パルスの発生法、
増幅法の開発を行います。本研究の実現により、強電場に
よる高速物性制御への道が開かれるだけでなく、各要素技
術はさらに高度な光操作技術として深化させられるものと考え
ています。

光ドレスト高速電子線散乱によるゼプト
秒遅延時間測定

石井 順久

歸家 令果

量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門 主幹研究員
同上

東京都立大学理学部
同上

超短パルスレーザー場中で希ガス原子と高

軟X線パルス光源を開発し、水の光励起

速電子線を衝突させ、角度分解飛行時間

陽電池の効率向上や、光遺伝子治療等

の生体応用が期待され注目を集めていま

す。本研究では、有機半導体界面を用い

子の強度分布を解析することによって、標

光の高次高調波発生によりアト秒軟X線を
作り出します。このアト秒軟X線光源を用いて、酸素K吸収
端（540 eV）近傍の軟X線吸収微細構造分光を時間分解
計測し、水の光励起後の素過程を明らかにします。

助教

光の波長を長波長から短波長に変換する

ギーと散乱角度分布を計測します。散乱電

極短パルス光源を開発し、貴ガスにおける

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

3 技術：フォトンアップコンバージョンは、太

型電子分析器を用いて散乱電子のエネル

長2000 nmの赤外領域において、高出力

助教

界面アップコンバージョンが可能とする革
新的光変換

伊澤 誠一郎

教授

本研究では、レーザーをベースとしたアト秒

東京大学大学院理学系研究科
同上

様々な宇宙観測により、宇宙の全物質の
約80%はダークマターであることが明らかに
なりましたが、その正体は全くわかっていま
せん。多様なダークマター候補のうち、近
年高い注目を集めているのがアクシオンと
呼ばれる、光子とわずかに相互作用する未
発見粒子です。本研究ではレーザー干渉計を用いて、アク
シオンが変化させる光の偏光状態を精密に計測するという新
発想の手法により、かつてない精度でダークマター探索を行
います。
年度採択研究者 ［ 期生］
2021

アト秒軟X線光源による水の光励起ダイ
ナミクスの解明

後極初期のダイナミクスを解明します。波

的原子と入射電子との相互作用ポテンシャルによって生じる
散乱電子のゼプト秒の遅延時間を決定し、ゼプト秒科学を
開拓します。

ることで実現できる新たなフォトンアップコン
バージョン現象について、そのメカニズムを明らかにします。
さらに様々な材料系でこのアップコンバージョン現象を実現
し、革新的光変換技術へと発展させることを目指します。

感度と速度を極めた中赤外画像診断に
よる革新的プラズマの創出

全反射減衰テラヘルツ分光で切り拓く細
胞内の水の世界

時分解軟X線トモグラフィーによる磁気ダ
イナミクスの4次元観測

稲田 優貴

白神 慧一郎

石井 祐太

埼玉大学大学院理工学研究科
同上

助教

京都大学大学院農学研究科
同上

本研究では、時空間再現性のない難解な

水は「生命の基盤」とも呼ばれる一方で、

プラズマの電子密度と電界が、従来に比

水分子が細胞内で担う役割や機能は未開

して100倍の感度と速度で同時に連続可

拓領域として取り残されています。本研究

視化できる、卓越した統合的システムを開

では、テラヘルツ〜赤外領域に至る分光

助教

発します。そして取得した大量の動画像デ

情報を同時に取得できる高精度・高安定

ータを、数値解析モデルの構築や希少プラズマの発現メカ

な広帯域分光測定系を構築し、水の物性変化と細胞活動

ニズム解明にフル活用し、プラズマに由来する活性種の革

の関係性を明らかにすることを目指します。

新的大量生成法を創出します。

東北大学大学院理学研究科
同上

助教

本研究では、放射光軟X線を用いた時分
解磁気トモグラフィー法を開発し、磁性体
中の磁気ダイナミクスの観測を行います。
3次元構造の可視化が可能なトモグラフィ
ー法に時分解測定を組み合わせることで、
磁気ダイナミクスに対する高解像度な4次
元観測を実現します。これにより、3次元磁気構造に現れる
スピン波やトポロジカル欠陥構造のダイナミクス等、これまで
観測が不可能であった磁気励起に伴う物性現象の解明を目
指します。

光子－電子誘導非線形散乱による新規
光学技術の創出

電子線赤外分光を利用した超高空間分
解能同位体検出

第二近赤外光を活用する光がん治療

上杉 祐貴

千賀 亮典

石田 真敏

東北大学多元物質科学研究所
同上

助教

産業技術総合研究所ナノ材料研究部門 主任研究員
同上

一般に光と自由電子の散乱はトムソン断面

本研究では、電子線の赤外分光に関する

積で決まる反応確率の小さな現象ですが、

基礎研究を進めるとともに、同位体の高感

誘導効果を利用することで効率的に散乱
が生じ、実用的な応用展開が期待できま
す。本研究ではレーザー光による電子顕微
鏡用素子の開発や、自由電子を媒質とす
る非線形光学効果の実証に取り組みます。これらを通して、
光と自由電子の誘導散乱過程を利用した全く新しい光科学
技術の創出を目指します。
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京都大学化学研究所
同上

度検出を狙った技術開発を行います。これ
によってマクロスケールの応用がメインであ
った同位体検出技術の空間分解能をサブ
ナノメートルまで向上させます。開発した技術を利用して生
体・化学反応の単分子・原子レベル追跡といった、これま
でとは全く異なるスケールの同位体科学を実現します。

九州大学大学院工学研究院
同上

助教

本研究では、独自のポルフィリン骨格改変
法を駆使することで、典型元素（シリコン）
イオン配位能を有する環状共役第二近赤
外光感受性色素を合成し、がん細胞の特
異抗原と結合するモノクローナル抗体との
複合体を構築を目指します。近赤外光照
射による金属中心の軸分子の光アンケージ反応性の解析と
細胞光毒性について検討することで、深部がんの次世代近
赤外光治療を目指した基盤技術の創出を行います。

ナノワイヤー単一細胞機能制御診断法の
開発

レーザー冷却極低温電子源による超精密
ビーム制御

猪瀬 朋子

本田 洋介

京都大学高等研究院
同上

特定助教

高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設 准教授
同上

細胞集団に存在する不均一性を正しく理
解するためには、単一細胞レベルで細胞
機能を操作、観察可能な技術開発が重要
です。本研究では単一細胞内へ挿入した
ナノワイヤー上で起こる非線形光学現象や
プラズモン現象を用いて、単一細胞内ナノ
メートル領域での光反応場の制御を実現し、遺伝子やタン
パク質を確実に導入する技術と、分子導入が起こす細胞機
能変化を定量的に単一細胞レベルで検出可能な技術開発
に挑戦します。

本研究では、レーザー冷却した極低温原
子集団をレーザー光で電離し、方向の良く
揃った質の高い電子ビームを生成する、新
しい極低温電子源を開発します。この高性
能電子ビームを用い、ビーム開口の小さな
テラヘルツ加速器を実用化することで、従
来のマイクロ波加速器の概念を革新する全光学加速器シス
テムを確立し、超精密ビーム応用分野を切り拓きます。時間
および空間分解能を併せ持つ高速電子顕微鏡への応用を
目指します。

非線形光学過程の自在な操作技術を基盤とした
真空紫外域における原子・分子・光科学の創出

階層的動力学理論によるバイオ・X線機
能性分子の超高速Ｘ線光化学

大饗 千彰

山崎 馨

光波の間の相対的な“位相関係”を媒質中
で自在に制御することで、非線形光学過
程における光波の間のエネルギーの流れの
向きや速さを自在に操作することができま
す。本研究では、この非線形光学過程の
新たな可能性を開拓することで、未踏技術
である真空紫外100～200 nm全域で波長可変な単一周波
数レーザーを実現し、さらに、それを用いて、真空紫外域に
おける新奇な原子・分子・光科学を創出することを目指しま
す。

理化学研究所光量子工学研究センター 研究員
同上

革新光

電気通信大学量子科学研究センター 助教
同上

本研究では、高速・正確な階層的Ｘ線
化学反応動力学法を開発し、バイオ・X
線機能性分子のX線誘起化学反応をイオ
ン化（時定数：10 fs）から光解離（ps）
までアト秒・フェムト秒軟Ｘ線過渡吸収分
光法で追跡可能にします。本手法を放射
線増感剤・有機シンチレータ分子等のX線誘起無輻射失活
過程や解離反応に適用し、従来の反応動力学理論や放射
光分光では困難なバイオ・X線機能性分子の動作機構の動
力学解明と分子設計を実現します。

光子の時間的量子もつれ連鎖と高分解
能光量子計測

金田 文寛

東北大学学際科学フロンティア研究所
同上

助教

光計測は現代の科学および産業技術を支
える基礎技術のひとつです。本研究では、
従来の光計測とは異なり、光の量子である
光子を量子もつれによって相関させ、互い
に協調的に機能させる高分解能光計測を
実証します。この目的達成のため、本研
究では量子メモリや量子ゲート技術を駆使し、異なる時間に
発生する光子間に量子もつれを着実に連鎖させることで、効
率的に量子もつれを大規模化する技術を確立します。

高強度テラヘルツ光によって誘起された
量子スピン流の学理創出

玉谷 知裕

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学物性研究所 特任研究員

従来のスピントロニクスは、熱や不純物に
よって強く散乱された古典的拡散スピン流
を研究対象としています。しかし、近年開
発された高強度テラヘルツ光源を用いれ
ば、熱や不純物による散乱が起こるより早
く、波動関数の位相が乱されていない量子
スピン流を生成することが可能です。そこで、本研究では、
高強度テラヘルツ光を半導体に照射することで生じる量子ス
ピン流の学理を構築し、新たなスピントロニクス分野の創出
を行います。

高強度サブテラヘルツ波パルスで操る超
伝導ナノ磁気構造ダイナミクス

中村 祥子

東京大学低温科学研究センター 特任助教
同上

トポロジカル超伝導体内のナノ磁気構造で
ある磁束量子のコアには、マヨラナ粒子が
局在すると考えられています。本研究では、
マヨラナ粒子の人為的操作に道を拓くた
め、磁束コアの全光学的な生成・消滅・
操作に挑戦します。そのために、空間偏光分布を自在に制
御できる高強度サブテラヘルツ波パルス光源を開発します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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アリング
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2019-2.html
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

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

力学機能のナノエンジニ

無拡散変態ナノ組織の幾何と形状記憶
特性

ゆらぎ誘起原子シャッフリングの格子動力
学と変形挙動との相関

稲邑 朋也

多根 正和

東京工業大学科学技術創成研究院
同上

教授

本研究は、独自に発見したTiNi基形状記

凍結された合金組成ゆらぎによって誘起さ

1 憶合金を用い、整合な界面だけからなる

れる無拡散の変位型相転移の動的原子シ

「コンパチブルな無拡散変態ナノドメイン組

ャッフリングを対象とし、動的原子シャッフリ

織」が形成される幾何学条件を数理モデ

ングのための力学理論を「熱・統計力学」

ル化し、このコンパチブル条件からの「距

および「格子動力学」に基づいて構築し

離」と駆動時の転位累積挙動および形状

ます。その上で、動的原子シャッフリングを

記憶特性の関係を抽出し、ナノ組織の幾何を制御してあら

考慮した塑性変形および変形誘起相転移における格子変

ゆる形状記憶合金の力学的機能を格段に高める材料設計

形モデルを構築し、動的原子シャッフリングに着目した新たな

指導原理を得るものです。

力学理論を確立します。

疑似自由度を用いたメソスケール粗視化
モデリング

材料多様体のマルチスケールメカニクス

畝山 多加志

垂水 竜一

名古屋大学大学院工学研究科
同上

准教授

高分子やソフトマターはナノ・メソスケール

研究総括

隆行

京都大学

理事・副学長

荒井
幾原
伊藤
岩崎
加藤

栗村
志澤
澁谷
田中
津﨑
西脇
平山
吉江
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金属薄膜の強度発現を担う外的・内的
寸法効果の解明

転位芯の局所自由度を有する力学理論
に基づく新奇機能の創出

近藤 俊之

都留 智仁

に調べるためには、粗視化と呼ばれる自由
度の低減手法が有用です。本研究では、
分子の位置等の通常の自由度に加えて拡散係数やポテン
シャルを時間とともにゆらぐ疑似熱力学自由度ととらえ、疑似

大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科

講師
助教

材料の力学特性は一般に転位運動によっ
て決定されますが、一部の合金の優れた
力学特性は従来の材料にないナノスケー
ルの特異な転位構造に起因することが分
かってきました。本研究では、転位運動を
決定する支配因子を解明するとともに、従
来理論を越えた材料によらない「局所自由度を有する転位
の力学理論」と「有限温度の転位運動を記述する解析手
法」を構築することで、計算による戦略的な機能向上と新
奇機能の創出を目指します。

ナノスケールの組成ゆらぎ設計による超
低脆性ガラスの創製

変形・破壊現象の原子スケール解析

篠崎 健二

栃木 栄太

産業技術総合研究所ナノ材料研究部門 主任研究員
産業技術総合研究所無機機能材料研究部門 研究員

ゆらぎを自在に制御可能にする新規プロセ
スを提案し、ガラスの“ゆらぎ”をナノ－ミクロ
ます。これによりナノスケールでの変形と破

政大
雄一
耕三
富生

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

隆之
一之
陽二
勝久
兼彰
眞二
朋子
尚子

三菱重工業（株）総合研究所

東京大学大学院新領域創成科学研究科

壊挙動を設計することで、亀裂が発生・
進展しにくい超低脆性ガラスを実現します。
教授

（株）日立製作所研究開発グループ 主管研究員

仁一郎 旭化成（株）富士支社 支社長
慶應義塾大学理工学部

主席研究員

教授

大阪大学大学院工学研究科

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

物質・材料研究機構

フェロー

京都大学大学院工学研究科

教授

京都大学大学院工学研究科

教授

東京大学生産技術研究所

教授

日本原子力研究開発機構原子力科学研究部門 研究主幹
日本原子力研究開発機構原子力科学研究部門 研究副主幹

金属薄膜の変形・破壊の機構と強度には
膜厚（外的寸法）と微視組織（内的寸
法）が大きな影響を及ぼします。本研究で
は膜厚と微視組織を独立に制御した超ナノ
～マイクロ厚薄膜を創製し、これらに対す
るその場ナノ観察・解析破壊じん性・疲
労き裂進展試験法を確立します。変形・破壊の機構と強度
に及ぼす膜厚効果と微視組織効果を分離して解明すること
で、金属薄膜の強度発現を担う因子と発現メカニズムの理
解・体系化を目指します。

スケールの材料設計可能要素として確立し

領域アドバイザー

教授

自由度を含めた形の新たな粗視化手法を構築します。

ロスケールの物性に強く影響します。その
ような構造を持つ系を理論や計算で効率的

本研究領域では、超スマート社会や持続可能で豊
かな社会を実現するための基幹技術である材料開発を
ターゲットとして、材料の基本物性である力学特性の
発現機構をナノスケールから理解することや、ナノスケ
ールの変形や構造変化に由来する力学特性を利用し
た新たな材料機能を創出すること（ナノエンジニアリン
グ）によって、発展性の高い材料設計指針を獲得す
ることを目指します。
具体的には、各種材料（金属材料、無機材料、
有機材料など）において、強度特性等を決定している
支配因子やそのメカニズムについてのナノスケールから
の解明と、それに基づく機能創出を進めます。また、
同スケールにおける力学特性を主とした他の物理特性
（熱物性、磁性、導電性など）との相関性に着目した
新奇な機能創出も対象に含めます。これらの目的の達
成のため、その場計測下の力学実験技術、力学解析
法、シミュレーション技術等を発展させ、ナノ材料から
マクロ材料の共通基盤であるナノスケールの力学学理
の展開と多様な特性解明への解析評価技術の確立を
推進します。さらに、基礎研究の結実として、材料の
高機能化や新機能創出につながる材料設計指針を獲
得することを目指します。
物理学や化学等のナノスケールの現象への理解に
特長がある研究分野と機械工学や材料工学等の機能
の発現機構や構造の理解に特長がある研究分野の融
合を通じて、異種材料間の相違点や共通点を見出す
ことでナノ材料力学に関する普遍的な学理構築や新分
野の開拓に貢献します。

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

本研究では，材料多様体上の弾性理論と
非局所弾性体の構成式論を組み合わせる
ことによって，結晶格子の乱れである格子
欠陥（転位と回位）に対する新しい数理
モデルを構築するとともに，これをアイソジ
オメトリック解析に基づく大規模数値計算
へ実装します．本研究の遂行によって，エンジニアリング材
料の強度や変形特性の起源を解明し合理的な材料設計を
実現する，格子欠陥のマルチスケール力学解析を確立しま
す．

において種々の構造を形成し、それがマク

北村

大阪市立大学大学院工学研究科 教授
大阪大学産業科学研究所 准教授

東京大学生産技術研究所 准教授
東京大学大学院工学系研究科 助教

本 研 究では、 微 小 電 気 機 械システム
（MEMS）を用いた新規のその場機械試
験システムを開発し原子分解能透過型電
子顕微鏡（TEM）内にてその場機械試験
を実施、結晶性材料における変形・破壊
現象を原子スケールにて直接観察します。
荷重、温度、ひずみ速度といった機械試験パラメータを高
度に制御し、種々の条件下での結晶の力学的応答を原子
レベルから明らかにすることにより、ナノ力学の学理構築に
寄与することを目指します。

タンパク質結晶の転位論に基づく力学特
性の解明

無機半導体材料の力学特性に及ぼす光環
境効果のマルチスケール計測と機能開拓

鈴木 凌

中村 篤智

横浜市立大学理学部
同上

助教

タンパク質分子から構成される結晶材料の
一つであるタンパク質結晶は、一般的な金
属や無機材料と比較して、数十～数百ナ
ノメートルといった巨大な構成要素を有して
います。さらに、タンパク質結晶は単位体
積当たり最大で70%もの水分子を含んでお
り、その水が結晶格子内を動き回るといった特異な材料で
す。この材料の力学特性を解明し、他の結晶材料との類似
点や相違点を見出すことで、新しい機能の探索と創出を目
指します。

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
名古屋大学大学院工学研究科 准教授

最近、光環境が無機半導体材料の延性
や脆性に大きく影響することが発見され、
注目されています。一方、半導体材料に
は大型の結晶を得られないものも多く、光
環境が半導体の力学特性に及ぼす影響に
ついての理解は未だ不十分となっていま
す。そこで本研究では、ナノスケールまで対応可能な力学
特性のマルチスケール計測手法を確立し、光環境が力学特
性に及ぼす影響を系統的に評価するとともに、そのメカニズ
ム解明を行います。

イオン架橋の動的特性制御によるポリマ
ー材料の高機能化

接着接合ナノ構造の非破壊力学強度解
析技術の確立

層構造を持つソフトマテリアルの力学特
性と革新的機能創出

三輪 洋平

塩澤 大輝

楽 優鳳

岐阜大学工学部
同上

准教授

イオン成分を利用して適度な強度で架橋し
たイオン性エラストマーは、自己修復や強
靭性、超延伸性など様々な機能を発現し
ます。本研究では、この機能発現メカニズ
ムを分子スケールから詳細に解明します。
さらに、化学構造と分子スケールの運動性
との関係を解析し、機能発現に最適な分子設計指針を確立
します。また、イオン成分のCO2ガスによる可塑化特性を利
用した高性能接着材料や自己修復性ポリマーガラスの開発
に挑戦します。

神戸大学大学院工学研究科
同上

准教授

様々な分野の機械構造物でマルチマテリ
アル化が進められており、接合接着の強
度向上および非破壊評価技術が求められ
ています。本研究では、可視光や赤外線
からテラヘルツ領域までの様々な波長帯の
電磁波を用いて、力学的負荷を受ける樹
脂材料および接着剤におけるナノ構造とひずみ・応力場を
計測してナノ構造が力学的挙動に及ぼす影響を評価する技
術を構築し、接着接合の疲労強度メカニズムの解明を目指
します。

市川 裕士

柴田 曉伸

東北大学大学院工学研究科
同上

准教授

粒子を固相状態のまま衝突積層させ、皮

物質・材料研究機構構造材料研究拠点 グループリーダー
同上

構造を持つソフトマテリアル（ゲル、液晶
ポリマーと金属ナノ材料）の研究に基づ
き、これらの構造材料から得られた知見を
融合することによって、層構造、ナノ結晶
構造とナノ分子運動（光誘起）がマクロ
な力学特性を決定する支配因子を見出し、優れた力学特性
を持つ新規材料の設計や、これらの特性を使用した革新的
な力学機能性材料の創出を目指します。

ハイドロゲル摩擦のナノ潤滑機構の流体
力学的解析

石田 忠

東京工業大学工学院
同上

准教授

ナノ力学

高強度鋼における水素脆性クラック伝播
挙動のマルチスケール解析

本研究では、これまで開発した三種類の層

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

固相粒子接合界面のナノメカノケミストリ
ー

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
同上

は、新しい材料プロセスとして期待されてい
ます。これらを一連のナノメカノケミストリー
現象と捉え、固相接合界面ナノ領域で起
きている材料の超高速変形挙動、それに
伴う化学変化、および結合の物理化学現象を実験的に解
明します。微小材料の変形と化学反応を同時に取り扱うナ
ノメカノケミストリー現象を説明できるように材料力学の拡張を
目指します。

高強度鋼の水素脆性における各破壊過程
に対応する力学特性を破壊力学に基づい
て評価するとともに、トモグラフィとFIBSEMシリアルセクショニング観察を組み合
わせたマルチスケール解析という新しい解
析手法を確立します。この独自手法により
水素脆性の本質的特徴である不連続クラック伝播挙動に焦
点を当て、ナノ力学での破壊メカニズムに基づいてマクロ力
学特性の起源を解明する水素誘起破壊の学理構築を目指
します。

界面相互作用計測による高分子境界膜
の潤滑機構解明

ナノ界面の疲労損傷検出と抑制による複
合材料の超長寿命化技術

疲労摩耗のスケールアップ過程のマルチ
モーダル計測

伊藤 伸太郎

高橋 航圭

大塚 雄市

2 膜・構造体を作る固相粒子積層プロセス

名古屋大学大学院工学研究科
同上

准教授

固体表面に形成された高分子の境界膜

北海道大学大学院工学研究院
同上

准教授

ハドロゲルの摩擦界面では、水膜だけでな

3 く3次元網目構造に内包される水に及ぶ流

れ場によって、高い流体潤滑が発現すると
考えます。これを実証するために、
「ハイド
ロゲルを構成する水と3次元網目構造の動
きを電子顕微鏡観察する技術」と「電子
顕微鏡観察下でハイドロゲルを摩擦試験するデバイス」を開
発し、摩擦界面のSEMその場観察を行います。水の流れか
らせん断力を計算し、摩擦力と比較することで、その潤滑機
構を流体力学的に理解します。

長岡技術科学大学技学研究院 准教授
長岡技術科学大学大学院技学研究院 准教授

ルからマクロな潤滑機能が発現するメカニズムを解明します。

繊維強化複合材料の疲労破壊は、繊維と
樹脂の界面はく離に起因すると言われてい
ます。そこで、大型放射光施設のX線ナノ
CTを利用し、ビームライン上でのその場疲
労試験・観察によって界面近傍における
疲労損傷を数10nmの分解能で可視化す
る技術を確立します。これを、分子動力学法の大規模計算
で疲労損傷をシミュレーションし、ナノCT観察結果と直接的
に比較することで、界面近傍における疲労損傷の素過程を
解明します。

周期ミクロ強度勾配制御による多機能材
料設計

未踏高分子材料群「極限伸長網目」の
学理構築

緩やかな拘束を用いた高分子樹脂の強
靭化

菊池 将一

中島 祐

加藤 和明

は、過酷な摩擦条件においても高い潤滑
性をもつことが報告されています。ただし、
その厚さは1μm以下であり、そのような薄
膜が潤滑性を発現するメカニズムは未だ解
明されていません。本研究では、ナノレオ
ロジー計測、X線反射率計測、マイクロ流体デバイス計測を
駆使した多角的かつ階層的なアプローチにより、分子レベ

静岡大学工学部
同上

准教授

北海道大学大学院先端生命科学研究院
同上

准教授

摩擦力顕微鏡と顕微ラマン分光によるマル
チモーダル計測により、摩耗における塑性
変形の効果を解明します。分子動力学法
および粗視化モデルによる摩耗のスケール
アップモデルを構築し、マクロ摩耗との対
応を解明します。

東京大学大学院新領域創成科学研究科 講師
同上

本研究では、構造用金属材料をターゲット
に「ナノスケールで組織制御してミリスケー
ルで機能発現」させる指針を明確化しま
す。周期構造内の全組織に対する連続損
傷計測および力学シミュレーションを行い、
動的試験におけるミクロな転位の発生・運
動と、マクロな変形の非線形性の重畳効果を解明します。
高強度相が低強度相を包み込んだ周期構造制御材料にお
ける、特異な動的損傷発生・進行メカニズムを明らかにしま
す。

ゲル・ゴムなどのソフト高分子網目材料
は、そのナノスケール網目鎖のコイル状構
造に由来した柔軟性、伸張性を示します。
本研究では、これら材料の網目鎖を極度
に伸長させ、新奇力学機能を有する未踏
材料「極限伸長網目」を創製します。自
由エネルギー的に不利な極限伸長網目の合成法を確立し、
そのナノ伸長構造に由来する特異な力学特性を見出します。
得られた材料は、易分解材料、力で機能化する材料などへ
の応用展開を図ります。

異なる分子間の幾何学的な拘束を制御す
ることで、通常の高分子材料では見られな
い物性や機能が発現します。本研究では、
高分子と環状分子のインターロック超分子
から合成されるポリロタキサン樹脂に特有
の異成分間運動の独立性に基づき、靭性
を担う軸高分子の特異な運動性と変形に誘起される構造変
化を制御することで、従来トレードオフの関係にあった剛性と
靭性を両立する、高分子樹脂の新たな設計指針の確立を
目指します。

電子流による原子拡散に基づくナノワイ
ヤ結晶性デザイン

ナノスケール内部応力制御による鉄鋼強
靭化

二軸伸長変形下におけるマルチスケール構造解析によ
る 非晶性高分子の分子鎖凝集構造と変形メカニズム

木村 康裕

中田 伸生

小椎尾 謙

名古屋大学大学院工学研究科
同上

助教

本研究では、金属ナノワイヤの力学特性を
左右する結晶性に着目した、電子流によ
る原子拡散に基づくナノワイヤ結晶性デザ
インの創出を目的とします。エレクトロマイ
グレーションと呼ばれる高密度電子流によ
る原子拡散を駆使してナノワイヤを創製す
ることで結晶性操作技術を創出し、異なる結晶性を跨ぐ力
学特性評価を実施することで、これまで閑却されてきたナノワ
イヤ力学特性を活かす高強度機械材料としての応用発展を
目指します。

東京工業大学物質理工学院
同上

准教授

鉄鋼のマルテンサイト組織に分布する微視
的な引張内部応力が、(001)へき開破壊を
誘発することをマクロとミクロのスケールから
実証した後、分子動力学シミュレーションを
援用した内部応力の実測を行うことで、炭
化物の析出によって生じる微視的内部応
力状態の動的な変化の全容をミクロ～ナノスケールで明らか
にします。これにより、へき開破壊を抑制する理想的なナノ
合金炭化物の析出状態を提示し、鉄鋼の更なる強靭化を
試みます。

九州大学先導物質化学研究所
同上

准教授

放射光X線散乱測定による分子鎖間距
離、疎密構造、ボイド・クラック等の評
価、複屈折測定による官能基や分子鎖の
配向評価による「その場マルチスケール構
造解析」に基づき、
「非晶性高分子」の
真の凝集構造と「二軸伸長変形下」における絡み合いなど
のナノスケール構造と力学物性の関係を解明します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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高温クリープ損傷のマルチスケールフィジ
ックス

多自由度界面での変形伝播制御に基づ
く強化指針創出

柴沼 一樹

譯田 真人

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

本研究で提案する「多段階メカニズムの
統合化モデル」は、有限要素解析モデ
ル、微視組織モデル、粒界相対速度モデ
ル、ボイド生成・成長モデル、粒界エネル
ギーモデルの5個のサブモデルで構成され、
それらを有機的に連成することで「高温ク
リープ損傷」という複雑な物理現象を再現します。一方、
「非破壊時系列計測技術」では、粒界変形のその場計測と
X線CTボイド計測により、統合化モデルの実行に必要となる
熱力学特性を同定します。

超高分子量ポリマーに基づく新奇機能開
拓

玉手 亮多

物質・材料研究機構エネルギー・環境材料研究拠点 独立研究者
同上

超高分子量ポリマーからなるイオンゲルの
示す特異な高伸張性・自己修復性を、高
分子鎖の絡み合い・溶媒-高分子相互作
用・高分子鎖の界面ダイナミクスといった
分子スケールの観点から解明します。ハイ
ドロゲル・オルガノゲル・エラストマーなど
様々な高分子系に超高分子量ポリマーに基づく材料概念を
展開して新奇力学機能の開拓を実施することで、超高分子
量体の絡み合いを基盤とする高機能性高分子材料の体系
化を実施します。

第一原理機械学習手法によるナノ異材
界面の力学特性の解明

松中 大介

信州大学学術研究院 准教授
信州大学学術研究院工学系 准教授

本研究では、機械学習を援用して第一原
理計算の情報に基づく異材界面系の原子
間ポテンシャルを開発するスキームを確立
し、界面結合や触媒効果が考慮された分
子動力学解析を実施して、界面近傍での
ナノスケールの欠陥の動的挙動を解明しま
す。各種材料の異材界面について体系化し、電子状態の
理論的考察をあわせて、ナノ異材界面の力学特性を支配す
る因子を明らかにすることを目指します。

構造トポロジー情報を応用した靭やかな
機械学習力場の構築

南谷 英美

自然科学研究機構分子科学研究所 准教授
分子科学研究所理論・計算分子科学研究領域 准教授

アモルファスをターゲットに、トポロジーを応
用した構造記述子による熱伝導率と剛性
率の高精度予測とナノ構造との相関・因
果関係の抽出を行います。異なる物性を
支配するナノ構造の共通性の解明や、そ
れらの物性が望ましい関係を持つ作成プロ
セスを同定することを目指します。さらに、トポロジカル構造
記述子を応用した、乱れた構造に強い機械学習力場を構築
し、マルチスケールシミュレーションの基盤を作ります。

幾何学と力学融合に基づく回位制御によ
る材料機能設計

雷

霄雯

福井大学学術研究院工学系部門
同上

准教授

回位弾性論の構築に注目し、幾何学とナ
ノ力学の双対性に基礎を置く低次元構造
体の格子曲率を基本とした変形力学理論
を構築し、従来の材料学の常識を覆す高
強度・高延性な構造材料の創製を可能に
することを目指します。具体的には、ナノ
構造体における離散曲面設計原理の確定→幾何学と力学
の融合による新たな回位論の定式化→回位制御に基づくバ
ンドル構造変形・強化原理解明という一連のユニークな研
究を行います。
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物質・材料研究機構構造材料研究拠点 主任研究員
同上

金属材料の界面は複雑な微視的構造を持
ち、ナノスケールの現象である界面での変
形伝播や変形発生を通して、強度や破壊
特性などに様々な影響を与えます。本研究
では、界面構造を積極的に活用した金属
材料の力学特性向上の指針創出を目指
し、BCC金属とFCC金属の多様で複雑な界面構造における
幾何学的/化学的自由度が、単独あるいは同時に転位伝播
や転位生成に及ぼす影響を、原子論計算手法により直接
的に解明します。

技術基盤の創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2019-6.html
戦略目標

量子コンピューティング基盤の創出

章久

北海道大学大学院情報科学研究院

教授

量子ビットの集積と制御技術によって量子コンピュータハードウェ
アを「作る」研究に対し、本研究領域では量子を「賢く使う」研
究を行います。「賢く使う」とは、量子力学の与える制約や制限さ
れたリソースを巧みに利用した情報処理技術、現実的な物理環境

ヘテロジニアスな設計と制御に基づく誤
り耐性量子計算

上田 宏

鈴木 泰成

大阪大学量子情報・量子生命研究センター 特任准教授（常勤）
理化学研究所計算科学研究センター 研究員

多様な量子状態を小さな情報量で表現す

日本電信電話（株）コンピュータ＆データサイエンス研究所 研究員
日本電信電話（株）セキュアプラットフォーム研究所 研究員

う枠組みが注目を集めています。本研究で
は量子／古典計算機の混合環境下におい
て堅牢に稼働する量子多体ソルバーをＴ
Ｎの導入によって達成します。特に、異な
るクラスのＴＮの線形結合状態における物理量が量子計算
機において容易に評価できる量子優位性を活用した解法を
提案し、多様な量子状態をよりコンパクトに表現する手続き
を構築します。

現実的な量子デバイスには量子特有の複
雑な不均質さが存在し、これを的確に扱う
ことが量子デバイスを実用的な計算機の規
模に拡張する上での課題となっています。
本研究では量子エレクトロニクスの設計と
制御における不均質さを計算機設計のた
めに扱うための理論的な枠組みを構築します。さらに、この
枠組みに基づき量子デバイスの不均質さを積極的に活用し
た、拡張性と性能に優れたヘテロジニアスな誤り耐性量子
計算を提案します。

テンソルネットワーク状態を活用した量子
多体系基底状態計算手法の開発

実世界における量子計算に向けた数値
的解析

大久保 毅

Darmawan Andrew Sudiro

1 るためにテンソルネットワーク（ＴＮ）とい

東京大学大学院理学系研究科
東京大学大学院理学系研究科

特任准教授
特任講師

科学技術振興機構 さきがけ研究者
京都大学基礎物理学研究所 助教

本課題では、格子上で相互作用する量子

量子情報処理技術は次世代の情報技術と

スピン系を主たる対象として、NISQデバイ

して注目を集めていますが、実際の実験環

スを用いた基底状態計算の大規模化、精

境ではノイズを無視することが出来ないた

緻化を目指した研究開発を行います。凝

め、理論的に期待される量子情報処理タ

縮系物理の分野で発展しているテンソルネ

スクを実行するためには、ノイズの影響を

ットワーク状態の知見を活用して、具体的

理解し制御することが必要不可欠です。

な二次元量子系に対する最適な量子回路をデザインすること

本研究では、実際の実験に即した状況で量子情報デバイス

から始め、最終的には、一般的な二次元・三次元の量子

を解析するための数値計算手法を開発し、ノイズが量子情

多体系に適用可能なアルゴリズムの構築を目指します。

報処理技術にどのように影響するかを明らかにします。

量子－古典空間分離法を用いた量子多
体系ソルバーの開発

量子ハイブリッド組合せ最適化アルゴリ
ズム開発

倉重 佑輝

平石 秀史

量子情報処理

富田

テンソルネットワークによる量子状態圧縮
技術の高度化

ナノ力学

研究総括

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

革新的な量子情報処理

下での大規模量子計算など、何らかの制約の中でも実行可能であ
る、あるいは逆に制約を活用する技術を創造することを意味します。
研究内容としては、フォールトトレラント量子コンピュータを実現する
ための量子アーキテクチャや量子ソフトウェアから、古典的手法より
も効率よく問題を解く量子アルゴリズム、量子センサと量子コンピュ
ータを統合した高度な量子情報通信技術、量子技術と古典IT技術
とを融合した情報処理システム、量子アルゴリズムを利用して社会
的問題を解決するアプリケーションまで、ハードウェア開発以外の広
範なテーマを対象とします。
さまざまな学術領域の融合・協働により、こうした革新的な情報
処理手法の研究開発を進め、社会実装可能な量子コンピューティ
ングを実現するための技術基盤を作り上げることを目指します。
領域アドバイザー

井上
門脇

弘士
正史

金本

理奈

高柳
徳永

匡
裕己

京都大学基礎物理学研究所

中島

研吾

根来
藤井
増原
山下

誠
啓祐
英彦
茂

東京大学 情報基盤センター 教授／理化学研
究所 計算科学研究センター 副センター長

小松崎

九州大学大学院システム情報科学研究院 教授
（株）デンソーAI研究部 AIビッグデータ研
究室 量子コンピューティング研究課長
明治大学理工学部

准教授

民樹 北海道大学電子科学研究所 教授
教授

日本電信電話（株）コンピュータ＆データサ
イエンス研究所 特別研究員

大阪大学量子情報・量子生命研究センター 准教授
大阪大学大学院基礎工学研究科
東京工業大学情報理工学院
立命館大学情報理工学部

教授

教授

教授

京都大学大学院理学研究科
京都大学大学院理学研究科

准教授
特定准教授

日本大学理工学部数学科 准教授
東京大学大学院情報理工学系研究科

助教

量子力学の基礎方程式に基づき、あらゆ
る物質の性質を予測することは物質科学の
長年の夢です。量子計算機の発展により、
その実現が現実味を帯びています。量子
計算機のサイズが限られた段階では、古
典計算機との連携が必要になります。本
課題では両計算機の特徴を活かし、解の表現空間を量子
古典で分離することにより、古典計算機では解くことの難し
い、強く相関した量子多体系の問題を解くアルゴリズムを開
発します。

組合せ最適化問題に対し、パラメータ化ア
ルゴリズム理論の枠組みを用い、現実の
データで高速動作する量子・古典ハイブリ
ッドアルゴリズムの開発を行います。特に、
グラフ・マトロイド分解理論を用い、データ
を古典計算が容易な部分と困難な部分に
分解し、古典計算困難なタスクに対し量子計算サブルーチ
ンを開発することで、量子ハイブリッド化による計算性能向
上を行うと同時に、量子計算機の実機で性能向上の検証を
行います。

量子化学計算の高効率量子アルゴリズ
ムの開発

完全秘匿性を実現する量子IoTアーキテ
クチャの構築

杉﨑 研司

松崎 雄一郎

大阪市立大学大学院理学研究科
同上

特任講師

これまでに報告されている量子化学計算の
ための量子アルゴリズムの多くは、高精度
量子化学計算が本当に必要とされているよ
うな複雑な電子構造を持つ分子系への適
用が困難です。本研究では基底状態の近
くに多数の励起状態を持つような擬縮退系
の高精度量子化学計算を量子コンピュータ上で効率的に実
行できるような新規量子アルゴリズムの開発を行い、量子コ
ンピュータを実際の化学研究に役立てられるような理論枠組
みを創造します。

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 主任研究員
産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員

近年、IoT（モノのインターネット）の進展
は目覚ましいものがあります。しかし、IoTで
は身の回りのものがインターネットにつなが
るため、セキュリティ対策が重要となりま
す。本研究では、量子性を用いて、完全
な秘匿性の保証されたIoTの理論的枠組み
を提案します。量子センサ、量子コンピュータ、量子通信を
統合化させることで、高効率・高速・安全な情報処理シス
テムを構築して、超スマート社会の実現に貢献します。

量子演算の高精度化基盤技術開発

計算化学のフロンティアを拓く革新的複
素数波動関数量子シミュレータの開発

杉山 太香典

水上 渉

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学先端科学技術研究センター 特任助教

本研究では、基本量子演算の評価手法
開発、制御系の較正手法開発、ノイズ源
特定手法開発、ソフトウェア開発、の４つ
の研究を行います。３つの手法開発では
それぞれ理論研究、数値実験、物理実
験、に取り組みます。理論研究では量子
物理・量子計算・統計学のアプローチを発展させ、既存
手法の欠点を克服した優れた手法を開発します。数値実験
と物理実験では開発手法の有用性を実証し、ソフトウェアは
開発後順次公開します。

大阪大学量子情報・量子生命研究センター 准教授
九州大学大学院総合理工学研究院 助教

本研究では、従来の量子化学プログラ
ム・パッケージが苦手とする複素数波動関
数の現れる問題をターゲットとして、古典・
量子ハイブリッドアルゴリズムの開発と、そ
れを実行するシミュレータの実装をおこない
ます。相対論効果が強く現れる重原子系
や固体表面上の光化学反応など、量子化学計算において
未成熟な領域に光を当て、量子コンピュータの有望な応用
領域を開拓することを目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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多様な電子状態計算を実現する包括的
量子アルゴリズムの開発

上西 慧理子

土持 崇嗣

慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任講師
同上

神戸大学大学院システム情報学研究科 准教授
神戸大学大学院システム情報学研究科 講師

本研究では、ノイズが変分量子アルゴリズ

量子コンピュータによって複雑な化学反応

2 ムに与える影響の解析やノイズのエラーを

を解き明かすためには、限られた計算資源

評価する手法の構築を行います。また、機

でもそのポテンシャルを最大限に引き出せる

械学習の分野において発展してきた最適

実用的な量子アルゴリズムが求められます。

化手法による視点から解析を行うことで、

デジタルコンピュータでは取り扱いが難しい

高機能量子通信プロトコルにおける量子
操作の分散効率化と評価

秋笛 清石

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

商用化の進む量子鍵配送に続く量子情報

3 処理技術として注目される、高機能量子

な条件で量子計算を加速させるのかを明らかにし、ノイズが

て精度の高い結果を得る手法を提案し、黎明期にある量子

アシストする変分量子アルゴリズムを開発します。

コンピュータをうまく活かす技術の創出を目指します。

暗号や多ノード間量子通信などの高機能
量子通信の実現には、各ノードでの量子
操作やノード間で共有する量子もつれの効
率化が求められます。本研究では通信プロ
トコルの特徴を踏まえた、量子操作の汎用的な分散効率化
手法と量子もつれの共有困難性の評価方法・最小化方法
を確立することで、高機能量子通信の社会実装への道筋と
理論的基盤を築きます。

スパースモデリングを用いた固体の革新
的量子計算技術の開発

リアルタイム制御ソフトウェアによる量子
ビット仮想化

多体波動関数物性の量子シミュレーショ
ン

品岡 寛

中島 峻

池田 達彦

局所解から効率的・高速に抜け出す手法

量子もつれを強く起こした様々な電子状態

を開発します。さらに、得られた知見をもとにノイズがどのよう

を効率よく構築する量子回路や、少ない量子ビット数を用い

埼玉大学大学院理工学研究科
同上

助教

理化学研究所創発物性科学研究センター 上級研究員
理化学研究所創発物性科学研究センター 研究員

本研究では、古典アルゴリズムのボトルネ

量子コンピュータハードウェアの性能は、デ

ックを量子超越性で解消した固体の高精

バイスの物理的性質だけでなく、制御手法

度量子多体計算手法を開発し、新機能探
索及び材料解析の加速を通して、生産プ
ロセスの革新につなげます。具体的には、
(1) 量子多体計算理論「動的平均場理
論」、データ科学的手法「スパースモデリング」を活用した
量子-古典ハイブリッドアルゴリズム、(2) 固体の物性予測を

東京大学物性研究所
同上

助教

量子多体系の波動関数には本来、物性を
決定する様々な情報が含まれていますが、
その全てを計算することは古典コンピュータ

に大きく依存します。本研究では量子ハー

には非常に難しい課題です。本研究課題

ドウェアと密接に連携して動作するリアルタ

では、商用量子コンピュータ実機および

イム制御アルゴリズムを開発・実装します。
制御アルゴリズムと一体となった量子ビットの「仮想化」を
通じて、量子コンピュータ性能の底上げを目指します。

行う量子ソフトウェア、を開発し、(3) 実証計算を行います。

GPU シミュレータを使って量子多体系の波
動関数を解析するための技術的基盤を構築します。さらにこ
の技術を用いて、物性物理学や量子統計物理学の未解決
問題を解決することを目指します。

量子計算機による量子ダイナミクス研究
に向けた技術基盤の創出

離散的化学反応論のための量子計算技
術

符号問題が生じる場の理論の古典量子
計算法の開発

曽田 繁利

水野 雄太

伊藤 悦子

理化学研究所計算科学研究センター 技師
同上

北海道大学電子科学研究所
同上

助教

理化学研究所仁科加速器科学研究センター 協力研究員
同上

量子多体系のダイナミクスは取扱いの困難
さから未だよく理解されていない研究課題で
す。そこで、本研究では量子多体系のダ
イナミクスに対するNISQデバイスを用いた
研究を実現することを目的とした量子-古典
ハイブリッドアルゴリズムを開発します。開
発した手法については古典の大型計算機による計算結果と
の比較による量子計算の優越性の検証、またNISQデバイ
スを用いた量子多体系のダイナミクス研究への応用を行いま
す。

原子・分子は粒子として振る舞う離散的
存在であり、化学反応は原子間の結合が
組み換わる離散的事象とみなせます。この
離散性と組合せ爆発のために、化学量論
的反応経路解析や確率論的速度論解析
など、従来計算技術では膨大な計算量を
要する問題が化学反応論には存在します。本研究では、こ
れらの問題を量子計算によって効率的に解くための枠組みを
開発し、化学反応論と量子情報処理技術の相乗的発展に
貢献します。

量子情報幾何に基づく、対称性・不可逆
性・量子性の統一的理論の構築と応用

量子計算における低レイヤータスク分割
技術の構築

量子エラー抑制の基礎理論の構築およ
び実用的手法の提案

田島 裕康

御手洗 光祐

遠藤 傑

電気通信大学大学院情報理工学研究科 助教（テニュアトラック）
同上

本研究課題では、対称性・不可逆性・
量子性の間に存在する普遍的な構造を定
式化・理解する統一的な理論体系を構築
し、量子計算・量子熱力学・物性および
生物物理をはじめとした幅広い分野へ応用
することを目指します。また、それらの知見
を踏まえて、耐故障性量子計算の実現に向けた誤り訂正符
号の探求、量子熱機関をはじめとした量子デバイスの性能
向上法の解析を行う予定です。

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

助教

近年量子コンピュータのハードウェアは目
覚ましい発展を遂げていますが、それでもな
お、近未来に実現するハードウェアの能力
は、使用可能な量子ビット数やゲート精度
などの面で限られたものとなると予想されま
す。本研究では、量子コンピュータに実行
させたいタスクを適切に分割するための手法を、特に量子ゲ
ートや量子回路といった低レイヤー部で適用できる形で開発
し、そのようなハードウェアを適用できる応用範囲を拡張しま
す。

素粒子の物理を記述する場の理論のシミュ
レーションに有効な量子計算のアルゴリズ
ムを開発します。複数の古典量子ハイブリ
ッド計算法を実装し、どの手法が有効であ
るかの検証を行います。またこれらの計算
法を用いて、従来のモンテカルロ法では計算が困難な符号
問題の生じる系の性質を明らかにします。基本コードは公開
し分野の素粒子原子核理論分野の発展に役立てます。

日本電信電話（株）NTTコンピュータ&データサイエンス研究所 研究員
日本電信電話（株）セキュアプラットフォーム研究所 研究員

近年、量子エラー抑制と呼ばれる、量子
コンピュータの計算エラーを取り除く手法が
盛んに研究されています。本研究では、
様々に提案されている量子エラー抑制技
術に統一的な定義を与えます。そして、量
子エラー抑制手法を組み合わせることによ
り、効率的で、複雑なノイズにも対応できる、実用的な量
子エラー抑制技術を提案します。さらに、量子エラー抑制を
組み込んだ効率のよい誤り耐性量子計算手法も提案します。

信頼性を持つ量子コンピュータ・アーキ
テクチャの研究

高速な量子機械学習の基盤構築

第一原理計算と量子アルゴリズムをつな
ぐ多階層計算手法の開発

谷本 輝夫

山崎 隼汰

大戸 達彦

九州大学大学院システム情報科学研究院 助教
九州大学情報基盤研究開発センター 助教

量子コンピュータの実現に向けて、システ
ムレベルの信頼性獲得に必要なアーキテ
クチャ技術に取り組みます。量子回路の実
行回数を増やすことで再現性を高められま
すが、実行時間や消費エネルギーが増加
します。したがって、アルゴリズムやデバイ
スの性質に適応して実行回数を制御する必要があります。
デバイスの現実的なふるまいをモデル化したシミュレーショ
ン・フレームワークを構築し、再現性あるシステムを探求しま
す。
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年度採択研究者 ［ 期生］
2021

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

開放系における変分量子アルゴリズムの
解析と開発

オーストリア科学アカデミー量子光学量子情報学研究所 研究員
東京大学大学院工学系研究科附属 特任研究員

本研究では、量子コンピュータをうまく使っ
た高速な機械学習を広い適用範囲で高速
化を損なうことなく実現するためのアルゴリ
ズム・アーキテクチャの理論的基盤を構築
します。量子コンピュータなしでは難しい高
速・大規模な機械学習を将来的に実現す
るための方法を研究することで、機械学習に支えられた我々
の社会の一人一人が量子コンピュータの恩恵を受け情報化
社会の発展がより一層加速するための理論的な基盤作りを
行います。

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

助教

密度汎関数法プログラムと量子アルゴリズ
ム間を接続するインターフェースを開発し、
水中の溶質分子や固液界面に吸着した分
子など、大規模現実系を対象とし、周囲
の影響を埋め込みポテンシャルとして取り入
れながら変分量子公固有値ソルバーによる
高精度第一原理計算を行います。エネルギーの計算だけで
はなく、量子アルゴリズムの適用範囲を第一原理分子動力
学法にまで拡張し、高精度計算手法による表面反応解析を
行います。

量子多体理論を用いた量子計算機の高
速アルゴリズムの開発

桑原 知剛

理化学研究所革新知能統合研究センター 研究員
同上

量子多体系の計算複雑性を解明すること
を目的として、ハミルトニアン複雑性と呼ば
れる研究分野が現在発展しています。ハミ
ルトニアン複雑性は量子超越性の証明や
精度保証のある量子アルゴリズムの開発
において大きな注目を浴びてきました。この
分野は計算機科学と物理学の境界研究領域であり、様々
な未解決問題は数学的に明瞭な形で定義されています。本
研究の目的は、これらの数学的な未解決問題を解決するこ
とにあります。

初期宇宙解明に向けた量子アルゴリズム
開発基盤の創成
京都大学基礎物理学研究所
同上

助教

量子情報処理

本多 正純

私たちの宇宙が始まったばかりの頃、宇宙
では実際に何が起こっていたのでしょうか。
この疑問に答えるには、初期宇宙を支配
する物理法則を解明すると共にその時間発
展を調べる必要がありますが、これは従来
の計算技術では膨大な計算量を必要とす
ることが知られています。本研究では、量子計算によりこの
状況を打開することを将来に見据え、初期宇宙解明のため
に必要な量子アルゴリズムの開発・確立を目指します。

人工量子系における量子状態同定およ
び量子もつれの定量化法の開発

山本 大輔

日本大学文理学部
同上

准教授

人工量子系を用いた量子コンピューティン
グ・量子シミュレーションのためには、マク
ロな物理量だけでなく、量子状態そのもの
の同定や量子もつれの定量化が不可欠で
す。本研究では、特に光格子中の冷却原
子系を適用先として設定し、効率的操作と
現実的コストで可能な量子状態再構築法の開発や、そのポ
ストプロセスのアルゴリズム構築を行います。冷却原子量子
シミュレータへの実装を経て、一般の人工量子系への適用
を目指します。

量子並列回路を用いた計算基盤の構築

吉岡 信行

東京大学大学院工学系研究科
同上

助教

量子情報技術の進展によって、大規模な
量子計算機に手が届く時代が到来しようと
している中、誤り耐性のない量子的なリソ
ースを最大限活用する試みは、まだまだ発
展途中の段階にあります。本研究では、
並列実行される量子回路間に、制御された量子相関や古典
事後処理を導入することを通じて、実行可能な高精度演算
を押し広げる枠組みを構築することを目指します。

虚時間量子ツールボックスの開発

渡部 昌平

東京理科大学理学部第一部
東京理科大学理学部第一部

嘱託特別講師
講師

持続可能な社会を目指す現代において組
合せ最適化問題の解決は重要な課題で
す。量子アニーリングは量子効果を使って
この問題を解くユニークな手法ですが、課
題も知られ現在精力的に研究が進められて
います。本研究では、組合せ最適化問題
の新しいソルバーとして、虚時間量子アニーリング向け量子
コンピュータの実現方法を構築します。さらに、効率化の手
法を開発し、これらを組み込んで虚時間量子ツールボックス
を開発します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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革新的機能創出
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah30-3.html
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

研究総括

村上

修一

東京工業大学理学院

教授

本研究領域は、トポロジーという新たな物質観に立脚したトポロジカ
ル材料科学の構築と、それによる革新的な新規材料・新規機能創
出を目的とし、
「トポロジカル絶縁体」に代表される様々なトポロジカル
量子材料に加え、磁性、光学、メカニクス、ソフトマター(高分子材
料・ゲル材料など)分野など、広範な領域における”トポロジカル材料
科学”の探求を通して、原理的にその性能向上の限界が顕在化してき
ているエレクトロニクスデバイス分野等において新たなパラダイムを築くこ
とを目指します。具体的には、電子材料、磁性材料、光学材料、メ
タマテリアル、高分子材料、分子性材料といった広範な分野での新
規トポロジカル物質を開拓し、それらの材料としての設計・制御による
革新的機能創出およびデバイス創成へつながる先駆的で独創的な研
究を推進します。さらにトポロジカル材料科学の体系化を目指し、物理
学・化学・工学・数学等の広範な学問分野の連携を推進します。
これらを通じて、様々なトポロジカル物質群、機能群を統合し、従来の
物質観を超えたトポロジー材料科学を構築します。トポロジーを共通言
語とした新規物質・材料開発、理論・計算研究、計測・解析技
術の開発の緊密な連携を通じて、低エネルギー社会、超スマート社会
といった社会的ニーズに応える、革新的材料・デバイス創出につなが
る物質・材料研究の新たなパラダイムを生み出します。
領域アドバイザー

石坂
石原
大淵
齊藤
笹川
佐藤
高田

香子
照也
真理
英治
崇男
昌利

教授

東北大学大学院理学研究科

教授

富士通（株）富士通研究所

特任研究員

東京大学大学院工学系研究科

教授

東京工業大学科学技術創成研究院
京都大学基礎物理学研究所

准教授

教授

十志和 広島大学大学院先進理工系科学研究科 研究科長

坪井
眞子
村木
求

東京大学大学院工学系研究科

俊
隆志
康二

幸年

武蔵野大学工学部

特任教授

科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー
日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所
上席特別研究員
東京大学大学院工学系研究科

教授

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

トポロジカル材料科学と

空間結合を創る高分子トポロジー変換反
応を鍵とした異種トポロジーの融合

液晶トポロジカル乱流の構造決定と負粘
性材料科学の開拓

青木 大輔

竹内 一将

東京工業大学物質理工学院
同上

助教

異種のトポロジーが空間的に連結された高

准教授

このような「空間連結型の高分子」は、
環状構造の中に線状高分子が貫通し、物
理的に解けることのない高分子鎖の絡み
合いを形成させることで合成できます。本
研究では、高分子のトポロジー変換反応を用いて、異種の
トポロジーを空間的に連結することで、それぞれのトポロジー
単独では実現することのできない革新的な機能材料開発を
目指します。

トポロジカル欠陥からなる液晶の乱流状態
は、普遍的な非平衡ゆらぎと負の粘性とい
う魅力的特徴を示しますが、３次元構造
が不明なことが障壁です。本研究では、
高速共焦点観察と最新の欠陥可視化技
術を組み合わせ、液晶トポロジカル乱流の
３次元時空間構造を直接測定します。それにより負粘性の
発生機構を解明し、統計力学的原理を洞察することで、材
料設計指針や他物質への展望獲得など、負粘性材料科学
の基盤創出に挑みます。

薄膜技術を駆使したトポロジカル半金属
の非散逸伝導機能の開拓

全結晶方位ARPES法による新規トポロ
ジカル材料開拓

打田 正輝

中山 耕輔

1 分子は、特異な機能や物性を発現します。

東京工業大学理学院 准教授
東京大学大学院工学系研究科

講師

東北大学大学院理学研究科
同上

助教

本研究では、トポロジカルディラック半金属
Cd3As2を主な対象として、高品質薄膜・
接合の作製とその量子輸送現象の解明を
目指します。具体的には、
（1）アーク端伝
導状態の解明と制御、
（2）磁気近接効果
による量子化伝導の実証、
（3）元素置換
と膜厚制御によるトポロジカル相開拓、
（4）ヘテロ構造を利
用した高機能化、の4項目の研究を進め、トポロジカル半金
属材料が潜在的にもつ新しい量子化伝導機能を開拓してい
きます。

本研究では、結晶表面を原子レベルまで
平坦化できる先端微細加工技術と角度分
解光電子分光技術を高度に融合すること
で、電子状態解析の新機軸を確立します。
これにより、従来は電子状態の観測が困
難とされてきた物質を含め、様々な物質の
あらゆる面方位におけるバルク・表面電子状態の可視化を
実現し、新規トポロジカル物質の開拓、エキゾチック準粒子
の発見、特異物性の予測など、トポロジカル材料科学の重
要課題に取り組みます。

磁気スキルミオン素子の構築と新規材料
探索

並列二重ナノ細線と超伝導体の接合を
用いた無磁場でのマヨラナ粒子の実現

葛西 伸哉

松尾 貞茂

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
物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究拠点 主幹研究員

理化学研究所創発物性科学研究センター 基礎科学特別研究員
東京大学大学院工学系研究科 助教

本研究では、材料創成技術、微細加工
技術、高周波計測技術を駆使することで、
磁気トンネル接合を用いた実時間動作可
能な電圧駆動型および電流駆動型スキル
ミオンデバイスの構築を行います。また、
現行スキルミオンデバイス材料である強磁
性ヘテロ接合の課題である熱安定性の担保と駆動電流密
度の低減のため、スキルミオン生成・駆動条件の整理を行
い、新規ヘテロ接合の設計および新規スキルミオン薄膜材
料の探索を行います。

き接合に出現するマヨラナ粒子を検出を目指します。

一般コホモロジー理論に基づいたトポロ
ジカル材料科学理論の構築

メタ原子鎖による新奇な光トポロジカルエ
ッジ状態の開拓

塩崎 謙

森竹 勇斗

京都大学基礎物理学研究所 助教
理化学研究所古崎物性理論グループ 基礎科学特別研究員

マヨラナ粒子は自身と反粒子が等しくなる
特異な粒子であり、トポロジカル量子コンピ
ュータの実現を目指した研究が世界的に進
められています。本研究では、半導体ナノ
細線を用いて無磁場でマヨラナ粒子を実現
することを目指します。具体的には、まず
二重ナノ細線と超伝導体の接合でのクーパー対分離機構の
解明とその制御を行い、クーパー対分離が高効率で起きると

東京工業大学理学院
同上

助教

本研究では、一般コホモロジー理論に基

本研究では、近年報告されたジグザグ鎖に

づき、トポロジカル相の系統的で汎用性の

おける光トポロジカルエッジ状態に着目し、

ある理論体系の構築を進めます。特に物

これまで検討されてこなかった（1）構成要

質固有の対称性である空間群対称性を一

素の非対称性（2）準周期配列を導入す

般コホモロジー理論の枠内で記述し，その

ることで、新奇なエッジ状態を実現し（3）

数学的な解析手法を整備し、数値計算手

光トポロジカルエッジ状態を用いた発光デ

法への実装を行い、トポロジカル相の分類、及び物理現象

バイス開発を目指します。具体的には、数値計算によるシミ

の予言を行います。また各種トポロジカル不変量の第一原

ュレーション、微細加工技術による作製、光学測定による

理計算への実装も行います。

評価を繰り返すことで、研究を推進していきます。

磁気構造と電子構造のトポロジーを利用
した巨大創発電磁場の生成と制御

対称性の表現に基づくトポロジカル材料
の探索

関 真一郎

渡邉 悠樹

東京大学大学院工学系研究科 准教授
理化学研究所創発物性科学研究センター ユニットリーダー

物質中の磁気構造や電子構造が特殊なト
ポロジーを伴う場合、伝導電子が「曲がっ
た空間」を感じることで、しばしば巨大な創
発電磁場が生じます。本研究では、希土
類元素を用いた新しい物質設計指針に基
づいて、スキルミオン（実空間における渦
状の磁気構造）やワイル点（波数空間における電子構造
のバンド交差点）を伴う新物質を積極的に開拓し、創発電
磁場に由来した異常応答の巨大化・新しい電子の制御手
法の確立を目指します。
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東京大学大学院理学系研究科
同上

東京大学大学院工学系研究科
東京大学大学院工学系研究科

准教授
講師

第一原理計算などにより得られたバンド計
算 結 果に対し、そのバンド構 造が 持つ
様々なトポロジカル指標を網羅的に調べる
ことは既存の方法では容易ではありません。
本研究では、近年申請者によって提案さ
れた「バンド構造が持つ対称性の表現に
基づいて、様々なトポロジカル指標を一挙に判定する方法」
を実際のバンド計算のソフトウェア出力に基づいて利用でき
るように整備した上で、実際これに基づいて効率的な物質
探索を行います。

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

ファンデルワールス結晶の対称性制御と
トポロジカル非線形輸送

トポロジカルフォノニクスと革新的な音
波・熱物性の開拓

強磁性半導体を用いたトポロジカル超伝
導状態の実現

井手上 敏也

新居 陽一

Le DucAnh

東京大学大学院工学系研究科
同上

助教

東北大学金属材料研究所
同上

助教

東京大学大学院工学系研究科
同上

本研究では、ファンデルワールス結晶ナノ

本研究では、MHzからTHzの周波数領域

マヨラナフェルミオンは次世代のフォールトト

2 構造において、結晶エンジニアリングを用

におけるフォノンのトポロジカルな性質を明

いることによって特徴的な対称性の破れを

らかにします。低周波側ではメタマテリアル

レランス のトポロジカル量子計算への応用

創出することにより、素励起の波動関数の

を対象とし表面弾性波のエッジモードの観

幾何学的性質やバンドトポロジーを制御し、

測を、また高周波側では現実の物質でのト

対称性の破れに起因したトポロジカル非線

ポロジカル物質を探索するとともに、熱パ

が大いに期待されています。本研究は超
伝導体/半導体/Fe系強磁性半導体の材
料プラットフォームで半導体材料の新しいト

す。これらの研究によって音や熱にトポロジカルな機能を付

目し、トポロジカル非線形応答の包括的理解を目指します。

与した革新的なデバイス創成を目指します。

原子・分子・光物理学におけるトポロジ
カル物性とその応用

指数理論に基づく多様な形状の系のトポ
ロジーの研究と展開

小澤 知己

林 晋

原子・分子・光物理学特有の観測方法
や系作成の方法を用いて他の系では観測
の難しいトポロジカル物性の現象を研究し、
新現象の発見を目指します。また、多くの
原子・分子・光物理学のプラットフォーム
が散逸・開放系であることに着目し、散
逸・開放系ならではのトポロジカル現象を探索します。最終
的には、特にフォトニクスに関して、非線形性・非エルミート
性とトポロジーを組み合わせた有用なデバイス作成への道筋
を探求します。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
産業技術総合研究所数理先端材料モデリングオープンイノベーションラボラトリ 産総研特別研究員

ある種の絶縁体物質におけるトポロジーの

を要しないマヨラナフェルミオンのゲート電圧による創出と制
御方法の提案と実証を目指します。

ノイズの画像化によるトポロジカル材料
の電子ダイナミクスの解明

翁 銭春

理化学研究所開拓研究本部 基礎科学特別研究員
同上

現実的なトポロジカル材料・デバイスには、

理論的解明に取り組みます。特にK理論

3 さまざまな散乱および散逸チャネルが存在し

や指数理論といった数学の理論を用いて、

ます。しかし、その基礎的な散乱・散逸の

多様な形状の系特有のトポロジーであって

ダイナミクスは、有効な実験方法がないた

系の一部に局在した波動関数に関係する

め、直接解明することは困難でした。本研

ものの性質を明らかにします。従来の材料

究では、走査ノイズ顕微鏡（SNoiM）と

のトポロジーの理論に対し、さらに形状の観点を加えた普遍

呼ばれる新しい顕微鏡を開発して、トポロジカル材料の表面

的かつ統一的な理論的基盤を構築することで、トポロジカル

でナノスケール電荷輸送とエネルギー散逸を直接可視化し、

材料科学の体系化と発展に貢献します。

局所的な散乱・散逸のメカニズムを解明します。

トポロジー精密制御による革新的ネットワ
ーク高分子材料の創出

トポロジカル超伝導体におけるマヨラナ
粒子の検出と制御

トポロジカルエッジ状態におけるスピン・
電荷ダイナミクスの観測と制御

小門 憲太

町田 理

鎌田 大

北海道大学電子科学研究所 准教授
北海道大学大学院理学研究院 助教

多孔性結晶の構成要素に有機反応を実
施可能な反応性官能基を修飾しておき、
細孔内に架橋剤を導入して共有結合的に
強固に架橋します。この手法により、結晶
の対称性と架橋剤の分子構造を基に有機
ネットワーク高分子のネットワーク構造のトポ
ロジーを精密に制御します。得られるネットワーク高分子に対
してさまざまな構造解析や物性測定を行ない、数学を用いた
トポロジー解析も用いて革新的な材料設計指針の確立を目
指します。

理化学研究所創発物性科学研究センター 上級研究員
理化学研究所創発物性科学研究センター 研究員

日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所 リサーチアソシエイト
Ecole Normale SuperieureLaboratoire de Physique de l'Ecole Normale Superieure Postdoctoral Researcher

情報化社会に革新をもたらす外乱に強いト

本研究では、半導体2次元トポロジカル絶

ポロジカル量子計算の実現に向けて、そ

縁体におけるヘリカルエッジ状態を伝播す

の基盤技術であるマヨラナ粒子の検出法と

るスピン・電荷のダイナミクスを時間領域

制御法の確立は極めて重要な課題です。

で電気的に観測・制御するとともに、この

本研究では、超低温走査型トンネル顕微

系で発現する人工的トポロジカル相を高速

鏡により、一次元及び二次元トポロジカル
超伝導体のエッジや渦糸芯に局在するマヨラナ粒子の検出
法の確立を目指すとともに、外部磁場によるマヨラナ粒子の
制御法の実現を目指します。

に制御する技術を確立することを目指します。そして、試料
によらない普遍的な測定手法を確立し、トポロジカル量子計
算技術への発展の可能性を探索します。

有機・無機ハイブリッド系を基軸としたト
ポロジカルスピン材料の開発

トポロジカル物質の非線形応答および非
平衡現象の理論的研究

歪(ひずみ)フォトニック結晶科学の構築と
新奇ビームレーザーへの展開

谷口 耕治

森本 高裕

北村 恭子

東北大学金属材料研究所
同上

准教授

東京大学大学院工学系研究科
同上

准教授

准教授
講師

した理論研究の双方を行っていきます。ま

量子トポロジカル磁性体のもつ素励起の
時空間的制御

トポロジカルプラットフォームとしての強誘
電分域境界

三回対称ラジカルを基とするカゴメーハニ
カムハイブリッド格子の構築と機能開拓

那須 譲治

横田 紘子

草本 哲郎

量子トポロジカル磁性体における準粒子の
非一様系における実時間ダイナミクスを追
跡する計算方法を確立し、準粒子の局所
生成や、他の磁性体との接合によって注
入されるスピン流の導入に伴う準粒子のダ
イナミクスを計算します。さらに準粒子を空
間的に交換する時間変化を計算することで、それが持つ特
殊な統計性を検証し、第一原理計算と機械学習を用いるこ
とで、量子トポロジカル磁性体となりうる物質群のデザインを
目指します。

本研究では、非線形光学効果や非線形

京都工芸繊維大学電気電子工学系
京都工芸繊維大学電気電子工学系

スキルミオンのようなトポロジカルスピン構造
は、空間反転対称性の破れた系で、ジャ
ロシンスキー・守谷相互作用と強磁性交
換相互作用が競合し、スピン配置が捻じら
れるような状況下で誘起されます。本研究
では、有機・無機ハイブリッド化合物を構
成する有機分子の自由度に着目し、強磁性無機骨格への
分子を介したキラリティの導入により、バルクの系の空間反
転対称性の破れを制御し、新規トポロジカルスピン材料の創
出を目指します。

東北大学大学院理学研究科 准教授
横浜国立大学大学院工学研究院 准教授

トポロジー

ルス法によってトポロジカルなフォノンモードの観測に挑戦しま

電荷輸送の学理構築を行うと同時に、非電荷素励起にも着

ポロジカル性質の開拓、および大規模化に適した外部磁場

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

形伝導現象の観測と微視的機構解明を行います。非線形

東北大学材料科学高等研究所 准教授
理化学研究所数理創造プログラム 上級研究員

助教

本研究では、
「歪（ひずみ）フォトニック結

伝導現象などに対して、波動関数のトポロ

晶」の科学を構築し、格子歪によりフォト

ジーがどのような物性現象をもたらすかに着

ニック結晶実空間内での光軌道（トポロジ

目し、基礎的な理論的探求と、実験に即

ー）の制御を可能にします。これをフォトニ
ック結晶レーザーに展開することで、出射

た強相関物質は多様な量子相を示すこと
が知られていますが、光照射など外場のもとで発生する超高
速現象や非平衡定常状態において実現する新奇量子相に

ビームの空間的な波面制御（特に位相制御）を実現するこ
とを目指します。

ついても研究を行います。

千葉大学大学院理学研究院
同上

准教授

これまで看過されてきた誘電体や弾性体を
研究対象とする場合、これら物質群に適し
た新しい評価手法を確立する必要がありま
す。そこで、トポロジカル欠陥が誘起する
分極や歪、屈折率の異常などの物理現象
の非破壊3次元可視法の開発を行います。
外部刺激に対するトポロジカル欠陥の応答および物理現象
の動的挙動観察を可能とするため高時間分解能顕微システ
ムを確立し、トポロジカル欠陥を利用した物性制御を目指し
ます。

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

准教授

本研究では、三回対称構造を有する安定
有機ラジカルと金属イオンとの錯形成反応
を利用して、カゴメ格子、ハニカム格子、
ならびにカゴメ―ハニカムハイブリッド格子
構造を有する高結晶性配位高分子材料を
多彩に創製します。構造のトポロジー、ラ
ジカルを構成要素とする分子性材料ならではのバンドフィリン
グ、ならびに構成要素間に働く弱い電子相互作用に起因す
る新しい電気・磁気・光相関機能を追究します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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極性二次元物質とそのヘテロ構造におけ
るバルク光起電力効果

トポロジカル半金属を用いたテラヘルツ高速
エレクトロニクス・スピントロニクス素子開拓

張 奕勁

松永 隆佑

東京大学生産技術研究所
同上

助教

東京大学物性研究所
同上

准教授

本研究では、極性構造を持つ二次元物質

本研究では、トポロジカル材料が示す線形

およびそれらのvan der Waalsヘテロ構造

のエネルギー分散とベリー曲率に由来した

において、物質の持つBerry接続に由来し

特徴的な光応答に注目し、テラヘルツ周

尚且つ将来的な発電デバイスへの応用が

波数帯の高効率周波数変換、誘導放出、

期待されているバルク光起電力効果の研

磁化制御を室温で実現して、高速エレクト

究を行います。バルク光起電力効果の出現と結晶の基礎物

ロニクス・スピントロニクス素子としての機能性を開拓するこ

性および構造・対称性の相関関係を明らかにし、デバイス

とを目指します。

応用へ向けた指針を示すことを目指します。

光誘起テラヘルツトポロジカル状態の時
空間制御

非相反表面波：材料科学に使えるアノ
マリー

中田 陽介

山本 慧

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

准教授

トポロジカル状態の基礎的性質の解明並

音波やスピン波のような波動現象では、材

びに通信・センシングへの応用に向けて、

料の表面に沿って伝わる表面波が一方向

人工構造体の動的制御技術の開発が必

にのみ伝わる性質「非相反性」を示すこ

要不可欠です。本研究では人工構造体を

とが知られています。本研究では、この表

光によって動的に生成しテラヘルツトポロジ

面波の非相反性が素粒子物理学の概念

カル状態の時空間制御を実現します。開

であるアノマリーという理論的枠組みとどの

発した装置を用い、近年提案した「連続変形に基づく
トポロ

ように関連するかを明らかにすることを目指します。これによっ

ジカル状態生成」を発展させ、バルク・エッジ対応の本質

て今まで知られていなかった非相反表面波現象を予言し、熱

に迫るとともに時変トポロジカル現象の開拓も目指します。

やスピン流の整流を実現する可能性が拓けます。

第一原理計算に基づくトポロジカル磁性
材料探索

野本 拓也

東京大学大学院工学系研究科
同上

助教

工学応用上有望なトポロジカル物質は多く
知られていますが、中でも磁気スキルミオン
物質やノンコリニア反強磁性体などの磁性
体は、磁気デバイス等への応用面で特に
有力視されています。本研究では、輸送
特性やその制御方法まで含めた材料の機
能性に着目し、トポロジカル磁性材料に対する非経験的計
算手法を開発します。また、開発した手法を用いて磁性体
データベースを構築、応用上有望なトポロジカル磁性材料の
選定を行います。

らせん構造に立脚した新規トポロジカル
磁性体の理論的研究

速水 賢

東京大学大学院工学系研究科
同上

講師

本研究の目的は、多様な結晶構造と微視
的機構のもとで発現するトポロジカル磁性
体を、らせん磁気構造がもつ内部自由度
の視点から系統的に分類することで、それ
らが発現するために必要な結晶対称性およ
びその安定化機構を明らかにすることです。
さらに、それらの情報を記したデータベースを作成することで、
トポロジカル磁性材料の候補物質を劇的に増やし、既存の
理解に囚われない新規トポロジカル磁性体探索の礎を築きま
す。

chiral-induced spin selectivityの幾何
学的性質と分子スピン・光機能の探究

広部 大地

自然科学研究機構分子科学研究所
同上

助教

化学の分野で近年、chiral-induced spin
selectivityというスピン整流が注目されてい
ますが、その本質的な理解は構築段階で
す。本研究ではこのスピン整流と電荷整流
との対応関係を作業仮説とし、分子スピ
ン・光機能デバイスの概念実証とその幾何学的な性質の学
理探究を行います。以上により、キラル誘起スピン整流にお
けるトポロジカル物性を開拓します。
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日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター 副主任研究員
日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター 任期付研究員

的理解と機能的制御
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah29-3.html
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

克悟

東京工業大学工学院

教授

本研究領域は、将来の持続可能社会および高度情報化社会・
産業に革新をもたらすデバイスや新材料の実現に資するために、熱輸
送の指向性制御やスイッチングとそれを可能にする原理解明、さらにそ
の理解を支援する計算手法あるいは熱輸送のスペクトル計測等の基
盤技術の創出を目指します。
具体的には、フォノン、分子振動、電子、フォトン（電磁波）、さ
らにスピンなどの熱を輸送する機構にまで立ち返り、従来の巨視的な
熱輸送の概念に、新たに特徴と機能を付与する画期的な研究を推進
します。例えば、これらの熱輸送機構について周波数や波長ごとの成
分に分解し、成分ごとの輸送指向性付与、遮断を含むオンオフ制御、
特定の周波数成分によるエネルギー変換などが想定されます。それに
よって、熱輸送の本質的な理解と制御に寄与する基盤技術、ならび
にそれに関するスペクトル学理の構築を目指します。
本研究領域では、機械系、物理系、材料系に加え、化学系、
生物系、情報系、数理系など、幅広い専門分野の研究を推進し、
異なる分野の科学的知識を融合した総合的な取り組みを奨励します。
そして、熱の輸送を自在に操るなどといった新たなサイエンスを切り拓く
挑戦的・独創的な研究を推進します。

祐二
恵美

慶應義塾大学理工学部

木崎

幹士

トヨタ自動車（株）トヨタＺＥＶファクトリ
ー チーフプロフェッショナルエンジニア

特任教授

（株）IHI資源・エネルギー・環境事業領域
グループ長

洋二

東北大学

中村

真一郎 DENSO International America, Inc.Silicon Valley

藤田
船津
宗像

博之
高志
鉄雄

東京都市大学総合研究所

森

孝雄

森川 淳子
萬 伸一

名誉教授

Innovation Center Senior Vice President
特任教授
教授

産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー
研究所 所長
物質・材料研究機構機能性材料研究拠点
ループリーダー
東京工業大学物質理工学院

田口 良広

名古屋大学大学院工学研究科 教授
九州大学大学院工学研究院 准教授

臓器や組織を冷凍保存できれば、移植ド

グ

教授

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

慶應義塾大学理工学部
慶應義塾大学理工学部

教授
准教授

において、移植用組織や細胞の凍結保存
技術は実用化のために必須です。本研究
では、磁性ナノ粒子の交流磁場中におけ
る発熱のスペクトル学的理解と制御技術の
開発により、従来困難であった生体組織の凍結保存技術を
確立することを目的とします。本研究の成果は、ナノテクノ
ロジーを駆使した新しい技術として、国民の健康に寄与する
と期待されます。

革新的なナノスケール熱制御技術を創出
するためには、ナノスケール熱動態のスペ
クトロスコピックな計測技術が必要不可欠
です。本研究は、波長掃引した近接場光
を用いて、光の回折限界を超えた高い空
間分解能でフォノンの熱輸送形態を選択
的に可視化する新しい2次元イメージング技術を確立します。
これにより、従来の光計測技術では到達できなかった領域の
熱輸送イメージングを実現し、フォノン熱輸送の本質的な理
解を目指します。

ラマン温度イメージングによる分子選択的
な熱分析

層状物質における電子フォノン相互作用
の波数・エネルギー分解第一原理解析

岡島 元

南谷 英美

1 ナー不足を解消できます。また、再生医療

中央大学理工学部 准教授
青山学院大学理工学部 助教

自然科学研究機構分子科学研究所 准教授
東京大学大学院工学系研究科 講師

均一的な熱平衡に達していない系、たとえ
ば駆動中の導電性デバイスなどで、どの分
子種が発熱しどこに熱が局在しているかを
判別することは非常に重要です。分子振
動を測定するラマン分光は、分子種を区別
した信号を得ることに優れており、in situ
（その場）観察も可能です。本研究では、分子振動の熱分
布温度、
「ラマン温度」に注目し、熱の偏りを分子選択的に
可視化できる新規の「温度」イメージング技術を開発しま
す。

本研究では電子フォノン相互作用を第一原
理計算から高精度に計算し、更にそれを波
数・エネルギーの要素に分解する理論研
究を行います。電子フォノン相互作用はジ
ュール熱から熱電効果まで、幅広い熱問
題の根本です。この研究からフォノン（熱）
を自在に操る新しい原理、熱損失のない電子輸送方法や、
フォノンを介して他の自由度を制御する方法を見つけます。
対象としては層状物質に注目し、新規な有望材料発見を目
指します。

イメージング分光による非相反量子輸送
物質の開拓

沸騰熱伝達特性スペクトルの計測・制
御による新熱デバイス創出

小川 直毅

矢吹 智英

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
同上 ユニットリーダー

九州工業大学大学院工学研究院
同上

反転対称性の破れた物質/構造中におい

世界最高水準の時空間分解能で沸騰を計

ては, 光子/電子/マグノン/フォノン等量子

測できるMEMS熱計測技術,マイクロナノ構

の非相反応答が可能となります。本研究

測・制御し,熱伝達高度予測技術,超高熱

散/空間伝播を超高速イメージング分光法

流束除熱技術,熱スイッチング技術を創出し

をもちいて可視化することにより, 方向性/
指向性を有した熱流/量子流の非平衡-非拡散領域のダイナ
ミクスの直感的理解, コヒーレント制御, また大きな熱整流性
能を実現する物質探索を行います。

澤田 敏樹

准教授

造加工技術を駆使して,沸騰熱伝達を計

では, これら量子流を選択励起し, その分

東京工業大学物質理工学院
東京工業大学物質理工学院

准教授
助教

本研究では、生体高分子を素材とし、生
体に固有の機能を工学的に利用すること
で、熱輸送材料として利用することを目指
します。様々な生体高分子間の非共有結
合を介した熱輸送機構をスペクトル学的に
理解することで、生体高分子集合体を効
率よく熱輸送させるために必須な因子を明らかにします。最
終的には、非共有結合の可逆性を積極的に利用することで
熱輸送のオン・オフの制御が可能な革新的材料を創製する
ことをねらいます。

ます.本研究の成果はCPUやパワー半導体をはじめとする電
子機器の冷却技術や,自動車やプラントにおける排熱回収技
術,エネルギー有効利用技術の飛躍的進歩につながります.

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

粟野
大野

東京大学大学院薬学系研究科

井藤 彰

生体高分子の階層的な集合化を利用し
たナノスケール熱動態の理解と機能制御

領域アドバイザー

小池

近接場光を用いたフォノン熱輸送過程の
可視化

熱制御

花村

ナノ・ヒーティングによる生体組織凍結
保存技術の創出

トポロジー

研究総括

年度採択研究者 ［ 期生］
2017

熱 輸 送のスペクトル学

生細胞内熱計測による温度シグナリング
機構の解明

岡部 弘基

東京大学大学院薬学系研究科
同上

助教

本研究では、細胞内ナノスペースの温度

2 変動が細胞機能の駆動力として働く「温

度シグナリング」の原理を解明します。ま

ず、独自の細胞内温度・熱計測法を用い

て、細胞内における熱移動に関わる熱力
学パラメータを決定します。また、細胞内
熱維持や高効率の熱利用の機構を分子レベルで解明しま
す。さらに、ナノスペースでの熱動態が組織などのマクロス
ペースへの温度シグナリングに与える影響を解明します。

フォノンの粒子性・波動性を利用したス
ペクトル・エンジニアリング

電気化学的インターカレーション反応を利
用した熱スイッチングデバイスの創出

志賀 拓麿

岡本 範彦

東京大学大学院工学系研究科
同上 助教

講師

東北大学金属材料研究所
同上

本研究ではナノ構造界面、複雑・無秩序

省エネルギーの観点から工場や自動車など

系、フォノニック結晶を駆使することで、フ

から排出される莫大な廃熱を必要な箇所に

准教授

ォノンの粒子性・波動性の両方を利用した

運ぶ革新的熱輸送制御技術が求められて

熱輸送スペクトル制御を実施します。これ

います。本研究課題では、リチウムイオン

により拡散性が強く制御が困難である熱輸

二次電池の電極材料等で生じる電気化学

送制御を実現し、熱スイッチや熱ダイオード、低コヒーレンス

的インターカレーション(挿入・脱離)反応を用いて、機械的

損失フォノニック結晶など、新しい熱機能と特異な熱特性を

駆動部無しに電圧制御だけで熱流を可逆的にON/OFFする

兼ね備えた材料やデバイスの創製を目指します。

ことが可能な熱スイッチング技術を確立します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属
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分子素子実現に向けた単分子温度計測

自然超格子フォノニック結晶による室温
熱輸送制御

熱励起エバネッセント波を介したナノスケ
ール熱分光法の開拓

金子 哲

原田 俊太

梶原 優介

東京工業大学理学院
同上

助教

単分子素子のI-V・SERS・熱起電力の

最近の研究で、高度な微細加工によりフ

同時計測システムの開発を行います。特

ォノニック結晶が実現し、極低温において

東京大学生産技術研究所
同上

准教授

ることを目指します。

物質表面の熱伝導・熱分布をナノスケー
ルの分解能でスペクトル解析する技術を開
拓します。具体的には、電荷・電流の熱
揺らぎによって物質表面に発現するテラヘ
ルツエバネッセント波の近接場分光測定技
術を実現して、熱輸送における非常に有
用な新規計測技術を提供します。開発技術を適用して微細
デバイス回路のエネルギー散逸解析を行うとともに、ナノ領
域のエバネッセント波を利用した非線形熱伝導デバイスを実
現します。

ナノスケール・フォノン輸送の電子顕微
分光

共有結合性有機骨格の熱的モード究明
と熱応用開拓

非秩序系構造材料の非平衡結晶構造制
御による新規熱輸送制御技術の確立

吉川 純

村上 陽一

柏木 誠

熱輸送の波動的な制御が可能であること

に、SERSによる温度決定手法の開発に

が実証されています。本研究では、これを

重点を置きます。開発したシステムを単分

室温での熱輸送制御に応用するための材

子接合系に適用し、接合構造・電子状
態・電子輸送特性・単分子温度という多角的視点で単分
子接合の物性評価を行います。物性計測によって得られた
知見に基づき革新的な新規熱電素子の開発を行います。

物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点 主任研究員
同上

料開発を行います。高周波フォノンの熱輸
送を制御する材料として酸化チタン自然超格子を用い、自
然超格子フォノニック結晶によって室温熱輸送制御を実証す

東京工業大学工学院
同上

准教授

フォノンの分散関係や輸送特性を10ナノメ

共有結合性有機骨格（COF）は、ナノス

ートル以下の空間分解能で計測・可視化

ケールの周期構造を自在に構築可能な非
常に高いデザイン自由度をもつ結晶性多

するための基盤技術を確立して、応用する

孔材料で、未来の材料として高い可能性

ことを目指します。電子顕微分光法を進化

を秘めています。本研究はCOF材料を合

させ、空間、エネルギー、運動量を高分
解能で両立させて、フォノン計測へ展開します。この基盤技
術の確立により、これまで数値計算に頼っていたナノスケー
ルのフォノン物性を実計測できるようになります。

従来の材料では達し得ない機能を有する新規の熱輸送制御

東京農工大学大学院工学研究院
同上

准教授

極限屈折率材料は、10を越える超屈折
率、ゼロ屈折率、0以下の負の屈折率を
有しながら、無反射透明となる材料です。
この極限屈折率材料の支配法則の理解を
深化しながら、赤外光領域へと高周波化し
ます。また、材料特性をアクティブに制御
し、高機能化します。創製した材料を用いて、熱輻射の時
間選択・伝搬遮断選択・指向性・集団的振る舞いを制御
するアクティブなデバイスを開発し、熱輻射の積極的な再利
用を目指します。

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

鈴木 健仁

成し、構造解析と熱的モード解析により、
その熱輸送機構に関する理解を獲得していきます。さらに、
材料の創成を目指します。

極限屈折率材料の深化と熱輻射アクティ
ブ制御デバイスの開拓

レイフォノニクスによる高度な熱流マネジ
メント

Anufriev Roman

東京大学生産技術研究所 特任准教授
東京大学生産技術研究所 特任助教

青山学院大学理工学部
同上

助教

本研究では、アモルファス材料や混晶材
料などの結晶構造が非秩序的な材料にお
ける｢結晶構造の秩序性や周期性｣と｢熱
物性｣を評価・計測し、それらの相関を明
らかとすることを目指します。これらの成果
は、非秩序系材料における原子配列の
短・中・長距離での周期性・秩序性という一見相反する
構造パラメータに基づく新たなフォノン熱輸送制御技術の確
立と、革新的な熱機能性材料や熱機能性デバイスの創製
に繋がります。

遠方場Super Planckian熱ふく射輸送の
可能性

櫻井 篤

新潟大学工学部
同上

准教授

固体中で熱伝導を担う熱フォノンの弾道性

本研究では、遠方場Super Planckian熱

3 を積極的に活用し、高度な熱流制御を可

ふく射輸送現象の学理を追及します。メタ

能にする「レイフォノニクス」のコンセプト

マテリアルによる遠方場コヒーレント熱ふく

に基づいた、革新的な熱流制御技術を創

射に着目し、このフォトン輸送機構を解明

成します。半導体薄膜にフォノニックナノ構

します。これにより、黒体放射限界を超え

造を形成することで、指向性熱流、集熱、

るふく射輸送を実現し、その放射機構の自

熱クローキングなど、フーリエ則では成し得ない熱流制御技

在な制御を目指します。この原理原則に基づいたフォトン起

術を提案・実証し、熱マネジメントに新しい基盤技術をもたら

電力発電の高度化により、未来のスマートエネルギー社会

すことを目指します。

の構築に貢献します。

高周波電子スピン共鳴によるマグノン熱
伝導の制御

光と構造制御による温調機能の開拓

分極場工学による界面フォノン輸送の最
適化

髙橋 英幸

石井 智

Sang Liwen

神戸大学分子フォトサイエンス研究センター 助教
神戸大学先端融合研究環 助教

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 主幹研究員
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 主任研究員

め、光の絡む熱の有効利用に貢献します。

スピン熱伝導を利用した熱伝導可変材料
の創出

結晶性ナノ多孔質材料を用いた熱輸送
の理解と能動的制御

単原子スケール非平衡熱輸送場の分子
動力学解析

寺門 信明

岡田 健司

藤原 邦夫

東北大学大学院工学研究科
同上

助教

本研究では、光の伝播と伝熱を連立したマ

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 独立研究者
同上

これまで現象論的に説明されてきた低次元
磁性体中のマグノンの熱伝導機構を、マイ
クロ波からテラヘルツにわたる高周波電子
スピン共鳴により分光学的側面から明らか
にします。量子スピン系の大きな熱伝導
や、カイラル磁性体中の有限波数マグノン
や非相反マグノン、テラヘルツ領域におけるマグノン‐フォノ
ン結合など、物質固有のバルクの機能を活かした熱制御の
原理を開拓し、将来の熱デバイス創出の基礎を築くことを目
指します。

方に対して最適化することで、冷却や加熱

学特性と伝熱特性を独自のセットアップで評価します。一連
の研究により、光とナノ構造による冷却及び加熱機能を高

大阪府立大学大学院工学研究科
大阪府立大学大学院工学研究科

電界で時空間的に制御できれば、熱の流

(MOF)が実用レベルにおいてもその構造規

変材料の創出を目指します。

電界を持つ新規ナノ積層構造を制御し、
フォノン熱輸送の最適化を提案します。更

づいて試料を設計し、試料の作製及び光

分子・ナノレベルの規則的で方位の揃っ

定化や熱の再利用効率の向上に資する全く新しい熱伝導可

は、界面熱抵抗を低減するために、分極

の効率向上を目指します。計算結果に基

た細孔、骨格を有する金属有機構造体

が熱を運ぶ物質やその複合材料に注目し、電子機器の安

熱分布に大きな影響を与えます。本研究で

却や加熱に用いるナノ構造を光と熱の両

面熱抵抗などで決まります。これらの値を

可変材料が生まれます。本研究ではスピン

界面熱抵抗は電子デバイスの熱伝導率や

ルチフィジクス解析を行い、光を用いた冷

固体中の熱の流れやすさは熱伝導率や界

れる量や方向を自在に制御できる熱伝導
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名古屋大学未来材料・システム研究所 准教授
名古屋大学未来材料・システム研究所 講師

准教授
助教

則性を保った配向薄膜を駆使することで、
分子・ナノレベルの｢構造｣と｢熱物性｣の
相関を明らかにします。そして、
「分子・ナ
ノレベルでの熱挙動の理解」を基盤として、実用サイズでの
「スペクトル分解した指向性熱輸送」、
「熱輸送方向のスイッ
チング」等の自在な熱制御を目指します。

に、NEMS/MEMS共振器を利用し、フォノン熱輸送の原理
をナノスケールレベルで解明します。これにより、高出力電
子デバイスの冷却効率の大幅向上を目指します。

大阪大学大学院工学研究科
同上

助教

物質・生命に関連する輸送現象は、界面
において律速を受けます。特に界面におけ
る熱輸送現象は、現代社会を維持し発展
させる上で重要な制御対象です。本研究
では、界面内の単原子スケールの局所空
間において熱流を分子動力学的に検出す
ることで、界面熱輸送現象の新たな描像・原理を解明しま
す。そして、単原子スケールで検出された熱流のスペクトル
特性に基づき、界面熱輸送を制御する新たな方法論を創出
します。

クーロン効果潜熱輸送による放熱型熱電
発電素子

堀家 匠平

神戸大学大学院工学研究科 助教
産業技術総合研究所ナノ材料研究部門 研究員

膨大な未利用熱の有効利用は持続可能
社会の構築に不可欠です。一方、デバイ
スの熱を効率的に除去することは半導体の
高集積化に必須です。本研究では、
「熱
電発電」と「放熱」という相反する性質
の熱マネジメントを両立する「放熱型熱電
発電」を実証します。クーロン効果により巨大潜熱を示す新
規流体の熱輸送能を可視化するとともに、流体の電荷流を
電圧変換することで、従来にない除熱機能を備えた熱電発
電の創成を目指します。

熱制御

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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化
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah28-2.html
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

年度採択研究者 ［ 期生］
2016

量子の状態制御と機能

真空中の浮揚ナノ粒子に対するレーザー
冷凍機の開発

スケーラブル分子スピン制御技術の高度化
により可能になる量子情報処理の新機能

相川 清隆

根来 誠

東京工業大学理学院
同上

准教授

原子・分子より原子数が多く、バルク固

ク系）は、今なお充分に理解・制御がな
されていない未開拓領域です。本課題で
は、メゾスコピック系の物理を探る新しい舞
台として、真空中にレーザー捕捉された浮
揚ナノ粒子系を開拓します。粒子の重心運動と内部状態と
を量子光学に基づいて制御する技術を発展させ、固体にお
ける量子制御やナノ粒子を利用した計測に役立つレーザー
冷凍機を実現します。

本研究提案では、分子中の原子核スピン
や電子スピンをqubitとして用いる量子情報
処理システムを、グローバルに操作し、高
速に初期化する、スケーラブルな制御技
術の確立を目指します。これによって、古
典力学に従う既存の装置やアルゴリズムで
は実現できない高度な機能の実現を目指します。具体的に
は、量子学習、量子時系列予測、量子ダイナミクスシミュ
レーション、量子ストレージ、高利得スピン増幅等の機能を
実現します。

量子光学技術を駆使した生物系を含んだ
散逸と量子の研究

表面弾性波を使ったエレクトロメカニクス
の量子制御

加藤 真也

野口 篤史

1 体より原子数の少ない試料（メゾスコピッ

科学技術振興機構 さきがけ研究者
早稲田大学理工学術院 日本学術振興会特別研究員SPD

本研究では、これまで培われてきた量子光
学実験技術とナノフォトニクスデバイスを組
み合わせることでこれまでにない量子デバイ

研究総括

伊藤

スを開発します。特に光ファイバーをベース
としたデバイスを応用することで容易に拡張

公平

慶應義塾大学理工学部

可能な量子系を実現し、生物系とアナロジーを持つような高

教授・塾長

度な量子系を制御した形で研究する新しい分野を創出しま

量子現象をただ観るのではなく、制御して機能化するフロンティアを
切り拓く独創的で意欲的な研究を本研究領域では推進します。様々
な原子、分子、物質、ナノ構造、電磁波、生命体や、それらが相
互作用する系に潜む量子現象の本質を紐解き、挑戦的な量子状態
の操作・制御・測定をとおして新概念、新機軸、新技術の創成に
大きく寄与します。これらがシーズとなり、将来的には革新的な情報処
理技術、計測技術、標準化技術、通信ネットワーク技術、省エネ技
術などに発展することを目指します。高度な洞察力と、理論展開・実
験技術・計算技術などに支えられた実力を駆使して、量子科学とその
応用の将来を世界レベルでリードする若手研究者の輩出を目指します。
具体的には、量子が関わる物理学、情報科学、化学、工学や
生物学のみならず、数理科学、物質科学、ナノ構造科学などの多
岐に渡るテーマを推進し、これら異分野の連携・融合を促進するプラ
ットフォームを構築します。
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

荒川

泰彦

小川
上妻
小林

哲生
幹旺
研介

高橋 義朗
谷 誠一郎
中村

泰信

橋本
藤原

秀樹
聡

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
大阪大学理学研究科

教授

東京工業大学理学院

教授

す。

京都大学大学院理学研究科

教授

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

副センター長

弾性波と超伝導量子ビットとが結合した系
を実現することで、量子レベルでの表面弾
性波の制御や、量子極限で動く表面弾性波デバイスを開発
します。さらに、表面弾性波の進行方向の自由度を用いる

藤井 啓祐

大阪府立大学大学院工学研究科 テニュアトラック助教
同上

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授
東京大学大学院工学系研究科 助教

思いのままに材料の界面を構築する技術
の確立は、量子機能の探索効率を劇的に
向上させ、量子機能開拓および新奇デバ
イス作成への貢献が期待されます。その実
現に向け、本研究では、分子と二次元性
の無機膜の境界面における電荷の相互作
用に着目します。分子のもつ設計性や相互作用の特異性
と、二次元無機膜が示す原子レベルでの平坦性を掛け合わ
せることで、高い自由度・設計性・制御性を持つ量子界
面の実現を目指します。

量子情報実験技術の向上に伴い、量子
コンピュータや量子シミュレータで実現され
る制御された量子ダイナミクスはますます複
雑になってきています。この極限的複雑性
を利用し、新たな知見を得て、更なる進展
を図るためには、システムを賢く設計し、量
子の利点を最大限に利用し、その性能を効率よく検証するこ
とが求められています。本研究では、これら知的量子設計の
理論的基盤を構築し、量子情報処理の新機能の実現に貢
献します。

極低温ドレスト原子集団の超精密制御に
よる非可換トポロジカル量子現象の探索

超伝導位相制御素子によるスケーラブル
量子技術

素川 靖司

山下 太郎

自然科学研究機構分子科学研究所 助教
メリーランド大学カレッジパーク校（アメリカ）物理学科 ポスドク

は物性現象を研究する究極かつ理想的な
プラットフォームとして注目を集めています。
本研究では、原子状態間をレーザー光で
超高精度に結合して、着衣状態を精緻に
量子制御することで、非可換ゲージ場をキ

り、その量子シミュレーションも視野に入れて研究します。

古川 はづき お茶の水女子大学基幹研究院 教授
理化学研究所量子コンピュータ研究センター
萬 伸一

活躍しています。本研究では、この表面

桐谷 乃輔

関西学院大学理工学部

上

波であって、長い寿命と高い制御性を持っ
ているため、センサーやデバイスとして広く

知的量子設計による量子計算・量子シミ
ュレーションの新機能創出

ーワードにマクロな多体系で現れる新奇なトポロジカルな量子

日本電信電話（株）物性科学基礎研究所
席特別研究員

表面弾性波は固体の表面に局在化した音

分子／二次元無機膜ヘテロ界面におけ
る量子伝導の発現と制御

東京大学先端科学技術研究センター 教授／理化学
研究所量子コンピュータ研究センター センター長
教授

東京大学大学院総合文化研究科 准教授
東京大学先端科学技術研究センター 特任助教

ことで新奇な表面弾性波デバイスを実現します。

レーザー冷却して作られる極低温原子集団

東京大学大学院理学系研究科附属知の物理学
研究センター／物理学専攻 教授

大阪大学先導的学際研究機構 特任准教授（常勤）
大阪大学基礎工学研究科 助教

物性を探索します。さらに高エネルギー物理学との接点を探

名古屋大学大学院工学研究科 准教授
情報通信研究機構未来ICT研究所 主任研究員

本研究は、超伝導量子回路の大規模化
における主要な技術課題に対して、超伝
導スピントロニクスによる新しい位相制御手
法を用いて解決し、スケーラブルな量子技
術を実現することを目指します。スピンジョ
セフソン接合を導入した低デコヒーレンスな
超伝導量子ビットと極低消費電力な超伝導信号処理回路を
組み合わせることにより、真にスケーラブルかつインテリジェ
ントな超伝導量子計算システムの実現に向けた基盤技術を
創出します。

機械学習の高速化を指向した量子アニー
リングの研究

フィードバック増幅による量子機能創出

田中 宗

山本 直樹

早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構 主任研究員（研究院准教授）
早稲田大学高等研究所 助教

組合せ最適化問題に特化した量子情報処
理手法である量子アニーリングの利用範囲
を、機械学習処理へ拡大することを目指し
ます。機械学習処理における膨大な計算
量を要する部分を量子アニーリングで処理
する方法を提案します。更に、量子アニー
リング専用マシンの有する高速化性能を活かした機械学習処
理の具体的事例を生み出します。これにより、ユビキタス量
子社会の前駆となる基盤技術の創生に挑戦します。

慶應義塾大学理工学部
慶應義塾大学理工学部

教授
准教授

増幅器とくにオペアンプにフィードバックをか
けると、無数の有用機能が実現できます。
本研究では、この現代エレクトロニクスの
基幹方法論の量子版を展開し、量子情報
科学に有用な新機能群の設計理論構築を
目指します。例えば、量子能動フィルタや
量子微分/積分器なる新機能を多数提案し、それらにより、
従来性能を超える超伝導量子ビットの高効率測定や、新規
量子アナログ-デジタル変換器の実現などが可能となることを
示します。

扉絵は、量子状態が機能化して世の役に立つ未来をイメージし作成したものです。白い〇は社会で活用される研究の成果を、青い●は将来成
果につながる種を表現しました。
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準粒子量子光学の確立に向けた量子ホ
ール回路技術

猪股 邦宏

橋坂 昌幸

産業技術総合研究所新原理コンピューティングセンター 主任研究員
産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員

万能型量子コンピュータを実現するために

日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所 主任研究員
東京工業大学理学院 助教

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

年度採択研究者 ［ 期生］
2017

量子プロセッサーの大規模化へ向けた量
子インターコネクションの基盤技術の創成

量子インターネットの理論的研究

東 浩司

日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所 特別研究員
日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所 主任研究員

る量子プロセッサーの大規模化へアプローチします.

量子多体系における多くの物理現象は、
相互作用の繰り込まれた準粒子の運動とし
て記述されます。電子や光子ではなく準粒
子の量子状態制御を考えることで、量子
多体系ならではの新機能技術を創出できる
可能性があります。本課題では量子多体
効果を活用した新規エレクトロニクスの創出を最終目標に掲
げ、準粒子に対する量子光学実験を行うためのプラットフォ
ームとして、量子ホールエッジ状態を用いた回路技術の確立
を目指します。

ヘリウム表面上の電子を用いた万能デジ
タル量子コンピューターの実現へ向けて

量子状態の制御と保護を両立させる相転
移環境

分子間コヒーレントエネルギー移動の時空
間計測と制御

川上 恵里加

馬場 基彰

今田 裕

2 は,量子ビットの集積度を高めても量子コヒ

ーレンスが損なわれない技術の開発が必須

となります.本研究では,空間的に離れた複
数の超伝導量子ビット間や量子チップ間を
マイクロ波光子によって量子的に接続す
る”量子インターコネクション”の基盤技術の創生に挑みます.
この技術を基に,万能型量子コンピュータの実現に必須とな

京都大学白眉センター 特定准教授
大阪大学大学院基礎工学研究科 招へい教員

ヘリウム表面上の電子は、真空中に浮い

量子力学の特性を活用した量子技術の社

ている電気的にも磁気的にもクリーンな系

会的な実用化のために,量子力学特有の

的な量子インターネットプロトコルの提案、
３）量子インターネットの新応用の探求の
３課題に取り組み、量子インターネット理
論の完成を目指します。量子インターネット

のようなビッグパラダイムの全体像を明らかにすることで、量
子インターネット構築に必要な要素技術を浮き彫りにし、それ
によって分野の技術発展に正しい道筋を与えます。

理化学研究所開拓研究本部
理化学研究所開拓研究本部

上級研究員
研究員

とで,トレードオフ問題の根本的な解消を試みます.

光合成におけるコヒーレントな分子間エネル
ギー移動は、動植物の活動に量子効果が
働く重要な研究対象です。しかし、従来の
伝播光を用いた空間平均的な測定手法で
は量子性の核心に迫ることは困難でした。
本研究では、走査トンネル顕微鏡に超高
速レーザーを組み合わせ極限的な時空間分解能をもつ分光
法を開発し、光合成系を模したモデル分子系で生じる量子
的なエネルギー移動・変換過程の詳細な機構解明とその制
御に挑戦します。

量子計算のための高品質酸化亜鉛を用
いた材料基盤創出

励起子 - ポラリトンにおける強相関トポ
ロジカルハルデーンモデルの実現

ハイブリッド集積シリコン量子フォトニクス
の開拓

小塚 裕介

フレイザー マイケル

太田 泰友

で、これらを量子ビットとして用いると、量
子コンピューター実現のために必要とされる
演算精度を達成できることが期待されてい
ます。これらの量子ビットを2次元に並べ、表面符号を用い
た量子誤り訂正を行うことにより、万能デジタル量子コンピュ
ーターの実現を目指します。

物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究拠点 独立研究者
東京大学大学院工学系研究科 講師

状態（量子状態）の制御と保護に関する
トレードオフ問題の解消を目指します.これま
で量子状態を乱すノイズ源の除去によるト
レードオフ改善が進められてきましたが,本研
究ではノイズ源ごと環境を人工的に相転移させます.環境の
状態密度にエネルギーギャップを開け,ノイズをピン止めするこ

理化学研究所創発物性科学研究センター 客員研究員
理化学研究所創発物性科学研究センター 研究員

慶應義塾大学理工学部 准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任准教授

信頼性の高い量子計算を行うために、外
部擾乱の影響を受けにくい量子系の構築
が望まれています。本研究では、そのため
の材料基盤として、酸化亜鉛の2次元電
子系が磁場中で示すトポロジカル状態と超
伝導体の接合を用いることを提案します。
酸化物は化合物半導体に比べ超伝導体との良質な接合が
形成しやすくいことに注目し、材料プロセスの改良を行うこと
で、安定した量子状態の形成と操作手法の確立を目指しま
す。

非可換エニオンは量子情報を堅牢に保存
し処理することができる粒子であり、トポロ
ジカル量子コンピュータの開発のために必
要とされていますが、実験ではまだ明確に
観察観測されていません。この研究は、光
-物質ハイブリッド系（励起子 - ポラリト
ン）におけるハルデーンモデルを実現し、光学的に制御可
能なエニオンを生成し、トポロジカル量子情報のための新し
い高度に制御可能なプラットフォームを創出することを目的と
します。

本研究は、シリコンフォトニクスに整合する
ハイブリッド集積技術を開拓し、スケーラブ
ル光量子情報処理のための基盤技術創出
を目指します。異種材料の自在集積を可
能にする転写プリント法を探求し、一般に
煩雑・低品質なハイブリッド集積プロセス
を簡易・高品質へと転換します。多様な物理系で実現され
る尖った量子素子をシリコン回路上で融合することで、高機
能化やモジュール化など集積量子フォトニクスの未来像を描
き出します。

プログラマブルなループ型光量子プロセッ
サの開発

量子ネットワーク構成技術とその応用研
究

非線形光学効果を利用した大規模量子
シミュレータの開発

武田 俊太郎

堀切 智之

小野 貴史

東京大学大学院工学系研究科 准教授
東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻 助教

横浜国立大学大学院工学研究院
同上

准教授

香川大学創造工学部 助教
ブリストル大学（イギリス）物理学研究所 ポスドク研究員

光を用いた量子コンピュータは、室温で動
作可能・通信に利用可能という利点を持
つ一方で、拡張性・汎用性の乏しいもの
でした。本研究では、シンプルなループ型
光回路を動的に制御するという独自のアイ
デアで、与えられたプログラムに従ってどの
ような計算も決定論的に実行可能な、汎用光量子コンピュ
ータのアーキテクチャーを実現します。これにより、あらゆる
量子情報プロトコルのプラットフォームを提供することを目指し
ます。

メモリー、波長変換、周波数安定化技術

冷却原子系を用いた量子時空ダイナミク
スシミュレータ

セキュアクラウド量子計算における量子
スプレマシー

持続可能な高度量子技術開発に向けた
量子疑似ランダムネスの発展と応用

中島 秀太

森前 智行

中田 芳史

京都大学白眉センター 特定准教授
京都大学大学院理学研究科 特定助教

近年、量子多体系の物理、量子重力、
量子情報理論の深い関わりが明らかになる
中で、ブラックホール情報問題が孤立量
子多体系における非平衡ダイナミクスや量
子カオスの問題と関係することが分かってき
ました。そこで本研究課題は、高度に制御
可能な2次元光格子中の冷却原子系を構築し、運動の自
由度・相互作用を併せ持つこの系に対してブラックホールの
量子カオス性の指標とされる非時間順序相関関数を測定す
ることを目指します。

量子機能

理化学研究所開拓研究本部／創発物性科学研究センター 理研白眉チームリーダー
沖縄科学技術大学院大学量子ダイナミクスユニット 博士研究員

本研究では、主に１）量子インターネット

3 プロトコルの原理限界の追及、２）実用

通信やクラウド量子計算などの完全なセキ

シリコン導波路を用いた「光集積回路」

ュリティへとつながる長距離量子通信ネット

は、コンパクトで制御性が良く、エレクトロ
ニクスとの相性が良いといった理由から、

ワーク技術開発を行います。システム実装

大規模な光量子回路を実装するためのプ

に向け必要な要素である量子光源、量子

ラットフォームとして期待されています。本

の開発および統合、更には次世代クラウド量子計算などの
量子技術に向けた研究開発を行います。

研究では、非線形な量子操作を光集積量
子回路へ組み込んだ、大規模量子シミュレータを開発しま
す。そして、開発した量子シミュレータを使って、古典アルゴ
リズムでは解くことの難しい問題に挑戦します。

京都大学基礎物理学研究所
群馬大学理工学府 准教授

准教授

クラウド量子計算機上で、量子スプレマシ
ーを実現する理論的方法を提案します。ク
ラウド量子計算はセキュアであり、計算内
容はサーバーに漏れないような方法で実現
されます。また、サーバーが正しい量子計
算を行っているかどうかの検証もできるよう
にします。量子スプレマシーについては、特に、IQP回路と
DQC1回路という二つの非ユニバーサル量子計算モデルを
考え、それらが古典計算機でシミレートできたら多項式階層
が崩壊することを利用します。

東京大学大学院工学系研究科附属光量子科学研究センター 助教
東京大学大学院工学系研究科 特任研究員

次世代の情報革命をもたらすと期待されて
いる量子情報処理ですが、その実現に向
けて、解決しなければならない技術的課題
は数多く残されています。本研究では、
「疑
似乱数」の量子情報版である「量子疑似
ランダムネス」に着目し、その新発展と応
用を目指した研究を行います。量子疑似ランダムネスを活用
することで、現在の量子実験技術向上だけでなく、量子技
術の長期にわたる継続発展の知的基盤が創成されることが
期待されます。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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超伝導MEMSを用いた浮遊型機械子の
量子制御

不破 麻里亜

学習院大学理学部 助教
オーストラリア国立大学（オーストラリア）物理・工学研究科 博士研究員

光・電気・機械振動子間の量子相互作
用により各々の量子系の特長を活かした次
世代量子光産業の基盤創生を最終目標
に掲げ、超伝導回路を用いたMEMSの
「浮遊型機械振動子」を複数の機械振動
数域で冷却することを目指します。これよ
り、広範囲な電磁波と相互作用する機械振動子損失の少
ない機械振動子を量子レベルで制御し、既存の光科学親
和性の高い技術として、量子情報や量子計測など多くの産
業基盤技術の創出が期待されます。

定数時間量子アルゴリズムの設計

森 立平

東京工業大学情報理工学院
同上

助教

実用的な量子コンピュータの実現には乗り
越えなくてはならない研究課題が多くありま
す。特に現在は量子状態を保持することが
できる時間が短いため、時間のかかる計算
をすることができません。本研究課題では、
入力の長さには依存しない定数の時間で
計算が終了するような量子アルゴリズムの開発をします。ま
た、そのような量子アルゴリズムがエラーの影響をどの程度
受けるのか、GPUを用いた古典シミュレーションで解析しま
す。

「原子核時計」実現に向けた原子核量
子計測技術の開発

山口 敦史

理化学研究所開拓研究本部
理化学研究所開拓研究本部

専任研究員
研究員

原子核遷移の共鳴周波数を基準とする周
波数標準「原子核時計」の実現に向け
て、Th-229（トリウム229）をイオントラッ
プに捕獲し、その量子状態をレーザーによ
り制御する新しい技術を開発します。同時
に、原子核レーザー分光という全く新しい技術の異分野への
応用も模索します。
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量子機能

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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社会変革に向けたICT基盤強化

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

研究領域概要
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。その実現には、人々の社会活動を安全かつ持続的に発展させていく
ためのICT基盤強化とデジタル変革の推進が求められています。
新型コロナウイルス感染症の流行とその対策過程において、ICT基盤やデジタル変革に関する様々な課題が露呈し
ました。社会生活のデジタル変革は、人々の生活をコロナ禍の状況に適応させ、社会経済活動を活性化し、社会の
レジリエンス性を強化する意味を持ちますが、その実現にはセキュリティ強化や個人のプライバシー保護が重要であり、
「Security-by-Design」や「Privacy-by-Design」の考えに基づくソフトウェアやシステムの開発が必要です。
近年、スマートシティや自動運転、IoTを活用した健康・医療、GIGAスクール構想など、新たな社会システムの開

研究総括

東野

発が進んでいます。AIやビッグデータ、IoT技術の進展に伴い、情報基盤を取り巻く環境は大きく変化しています。シス
テム全体をby-Designの観点で捉えた研究開発、安心・安全で信頼できる国産システムソフトウェアやICT基盤整備が

輝夫

京都橘大学工学部情報工学科

必須です。

教授・工学部長

そのため本研究領域では、理論（数学や計算機科学の基礎）と社会システムの基盤技術（アルゴリズム・アーキ
テクチャ・OS・ネットワーク・データベース・IoT・セキュリティ・言語等）の研究者の領域内の交流・触発により、

領域アドバイザー
日立製作所研究開発グループ

高田 広章
中澤 仁
森 達哉
山口 利恵

名古屋大学未来社会創造機構

田浦
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国際競争力を強化した科学技術イノベーションの創出を実現し、安心・安全・信頼を支える基盤ソフトウェア技術の

鍛 忠司
菊池 浩明
佐藤 一郎
重野 寛
清水 佳奈

明治大学総合数理学部

主管研究長

専任教授

国立情報学研究所情報社会相関研究系
慶應義塾大学理工学部

教授

早稲田大学理工学術院

教授

教授

意識した研究開発を通して、by-Designに資する人材の育成を推進します。
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。

健次朗 東京大学大学院情報理工学系研究科 教授
教授

慶應義塾大学環境情報学部
早稲田大学理工学術院

創出を通じ、社会変革に向けたICT基盤の強化を目指します。さらに、将来の社会システムの課題解決や社会変革を

教授

教授

東京大学大学院情報理工学系研究科 特任准教授

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

低消費自律駆動型モビリティ向けソフトウ
ェアプラットフォームの構築

プライバシ保護メカニズムデザインのため
の秘密計算技術

安積 卓也

照屋 唯紀

埼玉大学大学院理工学研究科
同上

准教授

産業技術総合研究所情報・人間工学領域 主任研究員
同上

本研究では、組込みシステム向けの高性

データに基づいたより良い意思決定を行う

1 能・低消費のハードウェアを搭載したエッジ

上で、情報の漏えいや不正使用などの脅

デバイスを用いて高度化・複雑化に対応

威への対策、プライバシの保護などが課題

する自律駆動型モビリティ向けのソフトウェ

となっています。これら課題を解決するため

アプラットフォームを構築します。具体的に

に、秘密計算技術および計算環境の真正

は、バッテリ駆動する案内・搬送ロボット
やパーソナルモビリティ等小型の自律駆動型モビリティに不
可欠となる認知・判断・動作に係る処理を低消費電力かつ
リアルタイム処理で実現します。

性と匿名性を構築する技術について研究開発を行い、プラ
イバシに配慮しつつ安全に社会的意思決定を行うためのプ
ライバシ保護メカニズムデザインの確立を目指します。

被災者個人の生活再建トータルサポート
システム

健康行動セキュリティのためのエンパワメ
ントICT基盤

井ノ口 宗成

中村 優吾

富山大学学術研究部
同上

准教授

被災者によるシステムの利用形態は多様
であっても、既往技術の融合によりバック
ヤード処理を高度化することで、被災者へ
の自動対応と情報の一元集約が可能なシ
ステムを開発します。システムから生活再
建の見通しを被災者に提案し、確実で迅
速な生活再建を支援します。一方で、平時から過去災害の
経験知に基づき誰もが個人単位でシミュレーションできる機
能を実装し、日常利用からICTを活用した生活再建への行
動変容を促します。

九州大学大学院システム情報科学研究院 助教
同上

本研究では、
「健康行動セキュリティ」とい
うコンセプトに基づき、(1) 人間の健康的な
行動や生活習慣を資産、(2) 人間の認知
バイアスや嗜好の偏りを脆弱性、(3) 不健
康な行動の選択を誘発する情報提示を脅
威と見なし、不健康な生活習慣の継続というリスクを回避し
つつ、健康行動の維持・回復できるよう人々をエンパワーす
るためのICT基盤技術とその方法論の確立を目指します。

RISを用いた無線通信環境の自己最適
化

AI遍在社会を支え得る知的メッセージング
基盤の研究

太田 香

坂野 遼平

室蘭工業大学大学院工学研究科
同上

准教授

超高速無線通信の実現にミリ波の利用が

工学院大学情報学部
同上

助教

データセンタハードウェアへのソフトウェア
脆弱試験の適応

細粒度のリカバリを可能にする高信頼
OS

空閑 洋平

山田 浩史

境に依存することがネックになっています。
本研究ではReconfigurable Intelligent
Surface（RIS）と呼ばれる特殊な反射板
をもとに無線通信環境を制御する基盤技
術を研究開発します。RISの導入により発生する環境ノイズ
の増加や通信経路の複雑性などの多様な課題に取り組み、

東京大学情報基盤センター 准教授
東京大学情報基盤センター 特任講師

東京農工大学工学研究院
同上

アクセラレータ中心の分散システムでは、

本研究では、OSの構成要素であるメモリ

専用アクセラレータ同士がCPUをバイパス

オブジェクトのセマンティクスを活用し、メモ

してデータ通信するため、ソフトウェアによ

リオブジェクトレベルでの細粒度のリカバリ

るセキュリティ手法、デバッグ手法の適応

を可能にするOSアーキテクチャを新規提案

が困難になっています。本研究は、アクセ

し、ソフトウェアとして実現します。ハードウ

ラレータで採用される高速インタフェースで

ェアの故障やOS乗っ取りなどの信頼性阻

准教授

あるPCI Expressをソフトウェア上に実装します。ソフトウェア

害要因に対しその手法ごとにアドホックに対処してきた従来

によるPCIeデバイス開発手法を提案し、柔軟なセキュリティ

アプローチに対して、メモリオブジェクトにダメージを与える阻

検査手法をハードウェアに適用します。

害要因であれば未知の障害をも対処可能とします。

実用性と安全性を両立する秘密情報量
に基づく情報漏洩防止基盤

IoTのための自動テスト・自動修正基盤
の構築

塩谷 亮太

吉田 則裕

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

秘密データの情報量に着目した動的情報

ICT基盤強化

ミリ波の屋内活用を目指します。

来るべきAI遍在社会では、データの質や時
空間的解像度の向上により、データ量の
爆発的増加及びネットワーク帯域の枯渇が
懸念されます。本研究では、遍在するAI同
士の情報交換を支え得る広域メッセージン
グ基盤の確立を目指します。具体的には、
多数のメッセージングサーバの協調動作により負荷分散を図
りつつ、ネットワーク内においてデータの前処理等をおこなう
ことで、通信量を適応的に削減する技術の研究に取り組み
ます。

期待される一方で、障害物に弱く電波環

名古屋大学大学院情報学研究科
同上

准教授

IoTシステムは複数のユーザから多様な入

フロー追跡により、情報漏洩を厳密に検

力を受け付ける必要があり、かつ接続され

出しながらも実用プログラムの動作を妨げ

るデバイスも多様であることが多いため、

ない情報漏洩防止基盤を実現します。本

手作業で十分なシステムテストを行うことは

研究ではマルウェアによる情報漏洩からハ

困難です。また、脆弱性が発見されたあ

ードウェアの脆弱性を利用した情報漏洩までをも対象とする、

と、脆弱性の原因となったコードを特定し修正することも、手

包括的な情報漏洩防止基盤の構築を目指し研究を行いま

作業のみで行うことは困難です。本研究では，IoTシステム

す。

の自動テスト・自動修正基盤を開発することを目的とします。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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術
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2020-5.html

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

信頼されるAIの基盤技

信頼される資源配分メカニズムの構築

脳情報に基づいたAIの信頼性評価技術
の開発

五十嵐 歩美

西田 知史

情報・システム研究機構国立情報学研究所 助教
同上

様々な意思決定の自動化に伴い, アルゴ

AIに対する人間の主観的信頼性を生み出
す脳内メカニズムを世界で初めて解明し、

1 リズムの公平性・信頼性の担保が喫緊の

それに基づいて主観的信頼性を脳活動か

課題となります. 本研究の目的は，スケジ

戦略目標

ら解読してAIの評価に利用するための技術

ューリングや査読割当てなど、配分する財

を開発する。また、研究者が開発した、シ

の可分性が必ずしも仮定できない状況にお

信頼されるAI

いて, 資源配分問題の理論的性質と解法について深く考察
することです. 本研究では, メカニズムの公平性・全体最適
性・信頼性がどのような状況で保証できるのかを考察します.

研究総括

有村

博紀

北海道大学大学院情報科学研究院

教授

ネットワークやビッグデータ等の情報環境の広がりと、数理科学と情報技術の急速な
発展によって、人工知能(AI)技術を用いたシステムやサービスが社会に広がりつつありま
す。このようなAI技術の利活用により、あらゆる人々が適切で高品質なサービスを受け、
社会と調和しつつ個人の能力を発揮して暮らしていける人間中心のAI社会の実現が期
待されています。その一方で、人と共に社会の重要なタスクをこなす「信頼されるAIシス
テム」の実現において、深層学習に代表される現在のAI技術には、説明性や納得
性、安定性、公平性等に関するさまざまな弱点や限界があることが判明してきました。ま
た、AI技術を組み込んだいわゆるAIシステム全体やデータの信頼性・安全性・品質保
証に関して、さらに、人間を基点として社会と調和したAIの利活用に関する方策も必要
です。
本研究領域では、人間中心のAI社会の実現に向け、現在のAI技術の限界を突破
する次世代AI技術の基盤となる革新的な理論・技術の創出を目指します。従来のAI
技術の単なる延長ではなく、現在のAI技術やAIシステムが持つ本質的な問題点に取組
み、解くべき問題を新たな視点で概念化・定式化し、その解決を目指す挑戦的な研究
を推進します。
具体的には、1）現在のAI技術の弱点や困難を克服するための新しい数理・計
算・解析手法に関する基礎技術や、2）AIシステムの信頼性・頑健性・透明性・
公平性等、社会における新たなAI応用タスクの概念化・定式化と新しい構成原理・
実現技術、3）これらを支えるデータや情報基盤の信頼性・安全性・プライバシーの
保証技術、4）多様なデータやタスクに対するAI技術の拡張、5）AIシステムの設計・
開発・運用の方法論、等の研究に取り組みます。
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。

ミュレートした脳活動を解読する独自手法を
融合し、従来技術に対する脳解読の優位性を保ったまま、
脳計測コストの劇的な削減を実現して、正確性と利便性を
両立する革新的な主観的信頼性の評価技術へと拡張する。

与えられた指示文章に従い言語で判断を
説明するAI

誤りがないことを保証する検証器つき機
械学習の研究

栗田 修平

西野 正彬

理化学研究所革新知能統合研究センター 特別研究員
同上

深層学習モデルエージェントに言語による
直感的な指示を与え，指示文章に従った
複雑かつ体系的な動作を可能とする手法を
探索いたします．特に，現実世界を模した
環境で，エージェントに言語による多様で
複雑な指示を理解させ，行動させることを
目指します．動作から与えられた指示文章を予測することで，
深層学習モデルの判断過程を指示文章に紐付いた形で可
視化し，将来的な現実世界での言語理解技術につながる
研究を目指します．

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
同上

確率統計に基づいた機械学習モデルの予
測誤りをなくすことは本質的に困難です。
そのため、機械学習モデルを利用するAIシ
ステムを構築する際には、予測誤りに対処
するために多大なコストをかける必要があり
ました。一方、ある種の予測誤りについて
はその有無を外部から検証することができます。本研究では。
そのような検証可能な誤りが存在しないことを保証するため
の，検証器つき機械学習モデルの実現を目指します。

頑健性と安全性の性能限界を明らかにす
る深層強化学習

機械学習モデルとユーザのコミュニケーシ
ョン：モデルの説明と修正

小林 泰介

原 聡

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

大阪大学産業科学研究所
同上

准教授

領域アドバイザー

進め、理論面・実用面の双方から提案技術を検証します。

モデルの“説明”・“修理”に対して「データ
に基づくアプローチ」に着目する。このア
プローチはデータの専門知識を有するユー
ザと親和性が高く、今後様々な分野のデ
ータの専門家が機械学習モデルを扱うにあ
たって特に効果的だと期待できる。本研究
では“説明”・“修理”のために「データAがデータBの予測に
関連している/有害である」といったデータ間の関連性を定量
化する関連性指標の設計・原理解明・妥当性検証に取り
組む。

石川
宇野
浦本

説明性の高い自然言語理解ベンチマーク
の構築

機械理解の創成に向けた随伴関手の統
計的推定理論の構築

菅原 朔

日高 昇平

冬樹
毅明
直彦

情報・システム研究機構国立情報学研究所 准教授

大野 和則
岡崎 直観
鹿島 久嗣
佐久間 淳
佐倉 統
櫻井 祐子
谷口 忠大
長井 志江

東北大学未来科学技術共同研究センター 准教授

藤吉
松井

弘亘
知子

持橋
森永

大地
聡

情報・システム研究機構国立情報学研究所 教授
三菱ケミカルホールディングス先端技術・事
業開発室 執行役員
東京工業大学情報理工学院

教授

京都大学大学院情報学研究科
教授

東京大学大学院情報学環

教授
教授

教授

情報・システム研究機構統計数理研究所
究主幹・教授

研

情報・システム研究機構統計数理研究所 准教授
日本電気（株）データサイエンス研究所
席主席研究員

正則化機構について開発を進め、単体レ
ベルでの理論的・統計的な検証を行います。実問題として
人とロボットが物理的接触を図るような実問題を例に検証を

情報・システム研究機構国立情報学研究所
同上

助教

上

北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 准教授
同上

解システムの説明性・頑健性の向上が期待されます。

本研究は、再現性と検証可能性をもち、
見方・解釈に伴ってその意味付けが変わ
る認知現象の一つとして、曖昧図形の知
覚に着目する。解釈・理解を圏、データ
の解釈への対応づけを関手とする「随伴
関手の統計的推定」モデルにより、曖昧
図形の知覚の数理構造を説明し、これを実験的に検証す
る。この研究の過程で新たに生まれる、圏論を基礎とした情
報技術・統計的モデリングを概念実証として、
「機械理解」
分野創生の基礎を構築する。

リライアブルな意思決定のための時空間
因果推論モデルの研究

生物集団移動の専門家が利用可能な説
明・意思決定のための基盤技術

竹内 孝

藤井 慶輔

能について言語理解の観点から説明性の

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
中部大学工学部

評価システムの礎として、新しいダイナミク
スモデルの学習則と敵対的学習における

語理解データセットを構築し、システムの性

産業技術総合研究所人工知能研究センター 主任研究員
立命館大学情報理工学部

性と安全性の定量評価が肝要となります。

正答に必要な能力がラベル付けされた言

教授

筑波大学システム情報系

頑健性と安全性を両立する深層強化学習
を開発します。この基盤技術として、頑健

高い精緻な評価を可能にします。ここで能
力は自然言語処理で存立している基礎技
術（照応解析・意味役割解析等）を単
位とし、問題の作成にあたり自然言語の形式表現体系を利
用します。このテストの応用により、実世界における言語理

京都大学大学院情報学研究科
同上

助教

複数の異種低解像度時空間データから高
解像度時空間データを推定するための時
空間超解像技術を新たに開発する。多く
の時空間データは、コストや物理制約のた
めスパースかつ低解像度となる。本研究で
は、低解像度データからでも、時空間予
測や潜在パターン抽出などの時空間データ分析を実現可能
とするための技術開発を実施し、省コスト・省エネルギーな
システムで観測された低解像度時空間データの有効性を高
めることを目的とする。
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情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター 主任研究員
同上

名古屋大学大学院情報学研究科
同上

助教

計測技術の発展によって様々な生物や人
工物の集団移動の記録が可能になり、こ
れを背景に様々な社会や科学分野への貢
献が期待されています。しかし、情報技術
の利用が想定される実環境での集団運動
の専門家、例えば生物学の研究者やスポ
ーツチームの監督等にとって説明・操作・意思決定が難し
い場合があります。本研究では、実環境での集団移動の専
門家が説明・操作・発見・検証・意思決定可能な人工
知能基盤技術を開発します。

人とAIの同化に基づく能力拡張型音楽
理解・創作基盤

グラフデータの説明可能なバイアスに関
する基盤技術の創出

吉井 和佳

佐々木 勇和

京都大学大学院情報学研究科
同上

准教授

信頼される音楽AIを実現するため、(1) 信

大阪大学大学院情報科学研究科
同上

助教

グラフデータは様々な応用がある一方で，
差別的なバイアスを含んでいることがありま

号から記号への変換技術（マルチタスク学

す．公平な人工知能が求められている中，

習に基づく半教師あり自動採譜）、(2) 音

グラフデータ内のバイアスの定式化や検出

楽知識の記号表現技術（自己相似性に

/削除する試みは行われていません．私はグ

基づく教師なし音楽文法獲得）、(3) 協調
的な記号操作技術（データ同化に基づく半教師あり音楽生
成）の実現に取り組みます。

ラフデータの説明可能なバイアスに関する
基盤技術の創出を通して，公平な人工知能社会の実現に
貢献します．具体的には，バイアスを説明可能に定式化し，
バイアス検出と差別的なバイアス削除技術を開発します．

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

実応用に向けた動画像コンテンツ加工のためのユーザ
制御可能な例示ベース深層学習フレームワークの確立

学習過程における価値観の多様化と性
能保証の両立

飯塚 里志

ホーランド マシュー ジェームズ

筑波大学システム情報系
同上

助教

ユーザ制御可能な例示ベースで動画像コ

大阪大学産業科学研究所 助教
同上

の構築に取り組みます。コンテンツ制作の
現場において、制作物は質の高さや人間
による制御性が求められますが、これを実
現する深層学習モデルはいまだに確立され
ていません。本研究では、例示情報を効果的に取り込むニ
ューラルネットワークや、例示データの自動取得システムを構
築することで、柔軟で信頼性の高いフレームワークの確立を
目指します。

電卓や橋は「期待通りに働く」からこそ信
頼される。AIシステムも、挙動がユーザー
の予想に反すれば信頼関係の構築は困難
だが、性能としてAIに「何を期待するか」
が判然としない限り、議論が始まらない。
「性能をどう測るか」が信頼性の原点であ
り、それを踏まえて性能を「どう保証するか」、それに「ユー
ザーの意思決定にどう繋ぐか」が論点となる。性能の測り方
の刷新を切り口に、この諸問題の統合的な解決策を考究す
る。

認知・脳情報処理による人間らしい言語
処理モデルの開発

望まれる性質を設計段階で保証する幾何
学的深層学習の構築

大関 洋平

松原 崇

2 ンテンツ加工を行う深層学習フレームワーク

東京大学大学院総合文化研究科
同上

講師

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

准教授

人工知能システムは，安全性や信頼性の
ために，対称性や空間構造，因果関係，
機械制御の安定性や力学系の物理法則と
いった，対象が持つ性質を保証する必要
がある．通常の深層学習は性質を満たす
ことを保証できず，演繹的に設計された数
理モデルはデータへの定量的な適合性に限界がある．深層
学習が近似する関数空間を幾何学的な知見に基づき設計
することにで，性質の保証と柔軟な学習を両立させることを
目指す．

透明性の高い達成度テスト運用基盤の
開発

意思決定を支援する言語と非言語の論
理関係認識

岡田 謙介

谷中 瞳

東京大学大学院教育学研究科 准教授
東京大学大学院教育学研究科 准教授，東京大学卓越研究員（兼任）

本研究では、試験実施後に出題された問

東京大学大学院情報理工学系研究科
同上

講師

テスト運営を持続的に可能とすることを目指します。

意思決定に必要なエビデンスはテキスト上
にあるとは限らず、図表などの非テキストの
情報をテキストに紐づける必要があります。
本研究では、論理と機械学習のアプロー
チを組み合わせて、人の意思決定を支援
する言語と非言語の論理関係認識システ
ムの実現を目指します。言語と非言語の意味を統一的に表
し、論理関係を高度かつ高速に推論する手法を構築します。
また、人が解釈しやすい形式で推論過程を出力するシステム
を目指します。

センシングと知識発見の間に橋をかける
数理的データ解析基盤

化学的知見を生かした転送性の高い特
徴量の抽出と利用

小野 峻佑

横川 大輔

題項目を公開することができ、かつ推定量
が一致性のような望ましい統計学的性質を
持つ、項目反応モデルの体系と推定法を
開発することを目標とします。従来の問題
項目を秘匿してのテスト運営が困難になる
中で、本研究でこれからのテストの数理的基盤を開発するこ
とによって、人々から信頼を得られる、透明性の高い達成度

東京工業大学情報理工学院
同上

准教授

計測対象/過程/環境に付随する様々な性
質・条件（センシング知見）を数理的に
取り入れることで、計測データに内在する
劣化・不完全性を克服し、知識発見に足
る質と量を備えた信号情報を解析するため
の基盤的技術の創出を目指します。主に
次の３つの技術的課題に取り組みます。①センシング知見
に基づく数理的保証、②信頼性・効率性の高いパラメータ
選択、③獲得した知識をデータ解析へ逆輸入・活用する方
法論の確立。

東京大学大学院総合文化研究科
同上

信頼されるAI

本研究では、自然知能研究としての言語
の認知・脳科学と人工知能研究としての
自然言語処理を融合することで、認知・
脳情報処理に学んだ、人間らしい言語処
理モデルを開発することを目的とします。具
体的には、クラウドソーシングと脳機能イメ
ージングで計測される人間の言語処理と、記号的生成モデ
ルと深層ニューラルネットワークで実装される機械の言語処理
を対照する過程で、言語処理のリバースエンジニアリングを
目指します。

准教授

化学における機械学習は、有機化学にお
ける反応予測や無機化学における材料設
計など、シングルタスクであるものがほとん
どであり、構築した学習モデルを他の課題
に転用することは困難です。そこで本研究
では、化学における転送性の高い特徴量
の抽出を機械学習により実現することで、化学者のようにマ
ルチタスクで様々な化学現象に挑戦できる機械学習モデル
の構築を目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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明かす多様な対象の数
理構造と活用

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

数学と情報科学で解き

生命ダイナミクスのための流体数理活用
基盤

データ駆動型クープマン作用素による非
線形力学系の解析と設計

石本 健太

薄 良彦

京都大学数理解析研究所 准教授
東京大学大学院数理科学研究科 特任助教

質・量ともに限られた細胞スケールの生命

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2019-4.html

1 現象の画像データに対して、流体方程式

の構造に起因する「ながれ」と「かたち」
の間の関係性を利用した数理活用基盤の
構築を目指します。内部流れ・外部流

戦略目標

れ・中間流れの全ての基礎的な流れの問

数理科学と情報科学の連携・融合

開発、データ利用法の構築、およびその背後にある基礎数

による情報活用基盤の創出と社会
への展開

研究総括

坂上

教授

次世代の社会では抽象的な概念や論理構造、曖昧な知覚や経験など
が、広義の情報として科学的・社会的・経済的な価値を有するようにな
ると言われています。こうした社会の実現に向けて、数学・数理科学と情
報科学が連携・融合し、様々な科学技術分野や産業界における諸課題
および膨大なデータなどから、新しい数学的概念や数理構造を抽出し、そ
れを情報化して利活用するアプローチが不可欠となっています。また、プロ
セスの記述による演繹的アプローチと大量データの利用による帰納的アプ
ローチの双方の数理モデリング手法を高度に発展させ、また相補的に活
用する数理的手法の創出を通じて、実社会における情報利活用の高度
化・加速も期待されています。
本研究領域では、様々な対象に潜む数理構造や数学的概念を新たな
「情報」として抽出し、それを次世代の社会の価値として利活用すること
で、私たちの認知能力を拡大し、次世代の社会や科学技術・産業の形
成につなげるような情報活用基盤の創出を目指します。特に、数学・数
理科学、情報科学の各分野の強みを活かしながら、領域として両分野の
独立した研究者が連携・相補的に融合することにより、この目標達成を
見据えた革新的な数理構造や数学的概念の提唱、その理論の構築、
および、その情報化手法の研究・開発を推進します。
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。

福水
三好

健次
建正

中部大学創発学術院

教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授
東京大学

名誉教授

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 教授
早稲田大学理工学術院
関西学院大学工学部
日本大学理工学部

教授
教授

教授

佳宏

自己組織化による構造折紙パターンの創
生

稲永 俊介

舘 知宏

九州大学大学院システム情報科学研究院 准教授
同上

東京大学大学院総合文化研究科
同上

准教授

本研究では、多様な動的機能を持つ構造
的折りパターンを新規に創出します。パタ
ーンの自己組織化プロセスを直観的に操
作することで、背後にある数理構造にアク
セス可能とするシステムを構築します。立
体形状と構造性能に潜む数理構造や数学的概念を抽出し、
構造的折りパターンを設計可能とすることで、諸科学・工学
分野への応用の道を開拓します。

パーシステントホモロジーによる位相高次
構造抽出手法開発

深層学習の潜在的正則構造の理解に基
づく学習法の安定化と高速化

大林 一平

二反田 篤史

岡山大学サイバーフィジカル情報応用研究コア 教授
理化学研究所革新知能統合研究センター 研究員

九州工業大学大学院情報工学研究院 准教授
東京大学大学院情報理工学系研究科 助教

パーシステントホモロジー（PH）を基盤とし

深層学習モデルの膨大な学習コストを低減

たデータ解析の革新的発展のため、PH上

し、その適用ドメインを飛躍的に拡大する

の機械学習、PH上の最適化問題、粗視

事を目標とします。具体的には、深層学

化PHといった基盤理論とそのソフトウェア

習における最大の謎である学習法の大域

の開発を行い、それらを統合してPHによる

収束性と汎化誤差担保の為に、学習法が

革新的なトポロジカル高次構造抽出フレー

備える潜在的正則構造発見能力の正体に

ムワークの構築を目指します。パーシステントホモロジーの数

ついて解明を試みます。更に、究明した正則構造と大域収

学、最適化や機械学習のような計算機科学、そしてそれら

束の為のネットワーク構造の十分条件を陽に利用した安定的

の理論的結果のソフトウェアによる実現が鍵となります。

学習法及びネットワーク構造学習法の開発に取り組みます。

「観測の価 値 」を最 大 化するデータ同
化・予測手法の開発
千葉大学環境リモートセンシング研究センター 准教授
理化学研究所計算科学研究センター 研究員

データ同化は、プロセス駆動型モデルと観
測データを最適に繋ぐ学際的科学です。
天気予報分野で発展してきたデータ同化
は、情報抽出限界や多様な計測データの
活用限界により観測ビッグデータを最大限
に利用するための課題が残っています。本
研究は、観測インパクト推定による「観測の価値」や数理
構造等の情報特徴量を高度利用する新しいデータ同化・予
測手法を開拓し、天気予報での実証実験や新分野への発
展を達成します。

理化学研究所計算科学研究センター チームリーダー

離散幾何学が拓く計算系統学の新展開

早水 桃子

早稲田大学理工学術院 講師
情報・システム研究機構統計数理研究所 助教

距離（非類似度）の情報からグラフ構造
を解き明かしたいという問題意識は、科学
の諸分野のデータ解析に見られるもので、
例えばDNAの配列の違いから系統樹や系
統ネットワークを推定する問題と密接に関
連しています。本研究では、トポロジー、
最適化、数え上げ・列挙などの多様な数理科学的視点に
より「離散幾何学的モデリング」の新しい問題を提起し、そ
れらへの挑戦により計算系統学の新展開を目指します。

Arithmer(株) 代表取締役社長兼CEO/東京大
学大学院 特任教授

イベント情報を活用する高精度時系列モ
デリング技術の構築

新しい凸性に基づくアルゴリズムと最適
化理論

小林 亮太

平井 広志

東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授
情報・システム研究機構国立情報学研究所 助教

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

社会・Web・生物など多様なシステムから

従来のユークリッド空間上の凸性に基づく

時系列が得られるようになり、時系列の活

連続・離散最適化の枠組みを乗り越えて、

用はますます重要性になりつつあります。そ
の一方、時間を無視して機械学習を適用
するアプローチが主流であり、時間情報の
活用は十分に進んでいないのが現状です。
本研究では、非定常性、非線形性、部分観測性などの困
難を克服することにより、社会や脳から得られた時系列から
高精度な数理モデルを構築する技術を開発します。
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エネルギー、環境など様々な社会的課題
の解決には、対象となる複雑現象を解析し
理解するのと同時に、解決に必要な機能
を有するシステムを設計することが求められ
ます。本研究では、この解析・設計に関
する数学的基盤として非線形力学系に対
するクープマン作用素に着目し、クープマン作用素のスペク
トル構造を作用素論や函数論等の方法により特徴付けた上
で、この構造に基づいてデータから解析・設計を行う方法
論を開発します。

情報・システム研究機構統計数理研究所 教授

領域運営アドバイザー

大田

准教授

文字列学的手法によるシーケンシャルデ
ータ解析

小槻 峻司

領域アドバイザー

荒井 迅
岩田 覚
落合 啓之
楠岡 成雄
小磯 深幸
佐古 和恵
徳山 豪
平田(河野) 典子

理の探求を一貫して行います。

M2M 通信等によって半自動生成される大
規模データのほとんどはシーケンシャルデー
タとみなすことができます。本研究では、リ
アルタイム処理でストレスフリーに動作し、
安価なデバイスにも実装可能で、かつ安
全に利用できる多様シーケンシャルデータ
解析プラットフォームの構築を目指します。文字列組合せの
高度理論、最先端文字列処理アルゴリズム技術、暗号・
セキュリティ技術を有機的に融合させることで、目標を達成し
ます。

貴之

京都大学大学院理学研究科

題に対して、実験データの取得から、流体数値計算技術の

大阪府立大学大学院工学研究科
同上

CAT(0) 空間といった非正曲率距離空間
の凸性に基づく新しい連続・離散最適化
理論、および計算複雑度・アルゴリズム
論を展開し、数学・数理科学・情報科学諸分野へと横断
的に活用します。

乗法群スパースモデリングによる幾何変
換場のモデル化

吉田 悠一

舩冨 卓哉

情報・システム研究機構国立情報学研究所 准教授
同上

最適化アルゴリズムは意思決定や知識発
見の道具として広く用いられています。しか
し実応用では得られた入力データが現実を
正確に反映しているとは限りません。そこで
本研究では平均感度の低いアルゴリズム、
即ち入力がランダムに少し変化しても出力
が大きく変化しないアルゴリズムを構築し、これにより得られ
た出力が、その後の意思決定や知識発見に安心して使える
ようになり事を目指します。

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 准教授
同上

ベクトル場に局所構造を含めた「幾何変
換場」を対象として、主要な因子を抽出す
るスパースモデリング技術および解析結果
の可視化技術を開発します。幾何変換に
は乗法のみが許され、加法による演算は
意味を成さないため、加法に基づいて定式
化された従来の解析技術をそのまま適用するべきではありま
せん。幾何変換が持つ群としての特性を活かすため、演算
を乗法のみに制約したスパースモデリングの定式化を目指し
ます。

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

最適化アルゴリズムの平均感度解析

協同的デジタル知識空間の評価指標の
確立

小串 典子

科学技術振興機構 さきがけ研究者
大阪大学数理・データ科学教育研究センター 特任助教

Wikipediaのような自由参加の参加者と生

3 成されるコンテンツという多様な要素が自己

組織的に構造化した集合知においては、
情報の価値や質は選ばれた専門家のみが
関わる従来の辞書のようには保証されませ
ん。本研究では、データ解析と数理モデ
ルの双方を用いて自己組織的に構造化した集合知が持つ
複雑な構造やその特徴を明らかにし、Wikipediaに代表され
る協同的デジタル知識空間の評価指標の確立を目指しま
す。

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

多重解像度の細胞分化構造解析システ
ムの確立

生命現象の定性的理解を支援するデータ
解析技術の創出

マルチエージェント環境におけるモデリン
グとアルゴリズム

井元 佑介

前原 一満

河瀬 康志

京都大学高等研究院
同上

特定助教

九州大学生体防御医学研究所
同上

助教

東京大学大学院情報理工学系研究科 特任准教授
同上

近年の遺伝子解析技術の急速な発展によ

本研究では、組合せ論的ホッジ分解をコア

マルチエージェント環境における基本的な

2 って、様々な遺伝情報がデータ化され、そ

技術として、大規模なデータの背後に潜む

問題である安定マッチング問題，公平割

のデータ解析によって生命の設計原理が
解明されつつあります。本研究では、高次
元統計解析・統計的因果探索・トポロジ

定性的知識を獲得するためのデータ解析フ

当問題，複数財オークション問題などに対

レームワークを創 出します。 分 子から細

し，解の品質の理論保証・高速計算・

胞・組織スケールの複雑な生命システムを

戦略的な問題を同時に解決するようなアル

背景とする大規模計測データから、流れの構造を通した対

ゴリズムの設計を行う．そこで得られた知見を元に，マルチ

象の定性的理解、すなわち人間に馴染みやすい概念の獲

エージェント環境におけるモデリング手法とアルゴリズム設計

得を目指します。

手法の基盤技術を構築する．

統計解析プログラムのための形式検証手
法

逆問題の級数的手法による近赤外イメー
ジング

対称性を用いた深層学習とそれに繋がる
不変式論の研究

川本 裕輔

町田 学

三内 顕義

ー・力学系などの数学理論を多角的に利
用して、遺伝子発現データから細胞集団・単一細胞の多重
解像度の細胞分化構造を抽出する解析システムを新たに開
発することで、生命の設計原理の解明に迫ります。

産業技術総合研究所情報・人間工学領域 主任研究員
同上

プログラムが意図どおりに動作することを数
理的に厳密に検証する手法として形式検

は、統計解析プログラムの正しさを数理的
に厳密に検証するための形式検証手法を構築します。特
に、統計解析プログラムの自動検証技術を開発し、統計解
析プログラムの信頼性を高めることを目指します。

近赤外イメージングは被曝の心配なく簡便
な装置で計測できる技術として、医学はも
ちろん理学・工学の様々な分野での活躍
が期待されています。しかし、そこに現れる
のは非線形で非常に非適切な逆問題で
す。本研究ではこの逆問題に対し、輻射
輸送方程式を用いた高精度化と逆級数を用いた高速化で挑
みます。さらに継続計測における計測間の時系列に着目し、
情報科学と融合した新たなデータ駆動型アプローチを構築し
ます。

最適点配置問題に内在する近似的凸構
造の探求と活用

非線形表現学習による大規模ネットワー
ク動的機能構造の解明

田中 健一郎

森岡 博史

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

ユークリッド空間内の領域に有限個の点を
「最もバランス良く」配置する問題は、数
学・物理・情報などの分野で解決が求め
られています。この問題に対しては様々な
最適化手法が多くの場合に考案されていま
すが、一般的な解法や理論が確立されて
いるとは言えません。本研究では、これらの手法に対して数
学的な基礎付けを行い、さらにそれらを統合する「近似的凸
性」という統一的視点を見出し、最良点配置の理論と算法
を確立します。

理化学研究所革新知能統合研究センター（AIP） 特別研究員
同上

理化学研究所革新知能統合研究センター 研究員
同上

現在レイノルズ作用素を用いて構成するこ
とができた同変深層ニューラルネットワーク
モデルを不変深層ニューラルネットワークの
枠組みに適応しようとしている。その際に
必要な数学的枠組みであるレイノルズ次
元、レイノルズデザインなどの理論を発展させ、数学と情報
の両面からアプローチすることで不変深層ニューラルネットモ
デルを構成する。

変分的および幾何学的手法による人工
衛星と惑星探査機の軌道設計

柴山 允瑠

京都大学大学院情報学研究科
同上

本研究は，未だ多くの謎につつまれている

近年，宇宙開発は脚光を浴びてきている．

大規模ネットワークに発現する様々な動的

ロケットの軌道設計はこれまで2体問題の

機能構造のメカニズムの解明を目的としま

解を用いるか，制限3体問題の数値計算

す．そのために，新たな理論に基づく非線

をして得られた軌道を用いるのが主だった．

准教授

形ネットワークダイナミクス表現学習法を開

本研究では，数学的に高度な理論を導入

発し，ネットワーク時系列データからの，非線形ダイナミクス

するというこれまでなされていなかったアプローチにより，斬新

と，その動的機能を駆動・制御している潜在因子のデータ

な軌道を構築する．

駆動表現学習を実現することで挑戦します．

メタな視点に基づく計算量理論の新展開

マリアバン解析と深層学習による高次元
偏微分方程式の新しい計算技術

複雑データに内在する深層構造の理論と
応用

平原 秀一

山田 俊皓

園田 翔

情報・システム研究機構国立情報学研究所 助教
同上

メタ計算量とは、計算量を問う問題の計算
量（＝問題を解くために必要な計算時間
などの資源）のことを言います。例えば、
回路最小化問題や時間制限付きコルモゴ
ロフ記述量を計算する問題の計算量がそ
の例です。近年、計算量理論においてメ
タ計算量の研究が国際的に進展し、重要性が認識されてき
ました。本研究では計算量理論をメタな視点で統一的に見
直すことにより、計算量理論の難問に進展を与えることを目
指します。

数理構造活用

証手法が研究されており、様々なソフトウェ
アの検証に利用されてきました。本研究で

浜松医科大学光尖端医学教育研究センター 指定講師
同上

一橋大学大学院経済学研究科
同上

准教授

研究代表者がこれまでに構成した確率微
分方程式に対するマリアバン解析を用いた
高次弱近似法と深層学習の方法を融合さ
せた高次元偏微分方程式の新しい計算技
術について研究を行い、実社会や自然科
学・工学の現象を記述する複雑な線形・非線形偏微分方
程式モデルや大規模計算モデルに対して有益な計算法・ソ
リューションを提供する。

理化学研究所革新知能統合研究センター 特別研究員
同上

深層学習により，写像を深さ方向に分解
する方法（深層分解）の有効性が実証さ
れました．写像を幅方向（基底と係数）
に分解する方法は情報技術に普遍的であ
り，調和解析によって体系付けられていま
す．一方，深層分解の理論は未整備であ
り，深層学習によって得られる中間情報表現の性質はほと
んど予測不能です．本研究では，深層分解の理論と方法を
開発し，特に写像やデータの「深さ」を定式化して，次世
代の情報技術へ展開します．

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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組合せ計算幾何学の新展開

選好下のマッチングが生みだす構造の解
明と活用

谷川 眞一

横井 優

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

リンケージやロボット等の動作計画や、より

助教

人と人、もしくは人と組織との間で、参加

一般に幾何制約システムの自由度解析な

者の選好にもとづき効率的で公平なマッチ

ど、計算幾何学の諸問題に現れる代数方

ングを計算するための理論は、近年大きく

程式系に対し、その解空間の一般的な性

発展しています。本研究では、参加者がも

質を考察する。マトロイドや劣モジュラ関数

つ様々な選好を表せる表現力豊かなモデ

などの組合せ論・離散最適化の技術を軸

ルを考え、望ましいマッチングの集合がなす

に、方程式系が有する組合せ構造の意味で幾何的性質の

構造を解析します。そしてその結果を活かし、人々の戦略的

特徴付けを行い、解釈可能なアルゴリズムの設計基盤とな

な振る舞いも考慮しながら、公平性や最適性を達成するア

る組合せ計算幾何学を展開する。

ルゴリズムの設計に取り組みます。

確率統計情報を活用する数理モデルベー
ス適応学習制御

細江 陽平

京都大学大学院工学研究科
同上

講師

モデルベースト制御では数理モデルの良し
悪しが制御性能に直結しますが，対象によ
っては十分精度のよいモデルを得られない
ことがあります．本研究では，事前および
事後情報に基づいてモデルの未知部分を
確率過程の分布として補完し，その結果を
制御に活かすことを可能にする理論と技術を開発します．こ
れにより，さまざまな対象の自動制御化に関する社会的課
題の解決への礎を築くことを目指します．

量子インスパイア機械学習で切り拓く超
高次元脳・行動データ解析

間島 慶

量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所 研究員
同上

脳信号から情報を読み出す研究（脳情報
デコーディング）では、脳データに特化した
機械学習法を開発することで、詳細な情
報の読み出しに成功してきた。しかし近年、
計測技術の発展により、データの計測点
数（次元数）が増加しており、計算時間
増加の問題から、従来の機械学習法が適用できない事例が
生じている。本計画では、量子インスパイア計算と呼ばれる
計算法によりアルゴリズムの劇的な高速化を達成し、その問
題を解決する。

発展方程式の数値計算に対する不確実
性定量化理論の創出

宮武 勇登

大阪大学サイバーメディアセンター 准教授
同上

発展方程式の数値計算は、現象の予測
や理解に欠かせない現代科学の構成要素
です。しかし、近年ではアルゴリズムや計
算機の進展よりも需要の高まりが顕著であ
り、数値計算の信頼性を定量的に評価す
る手法が求められますが、そのための手法
や理論は全く整備されていません。本研究では、これまでの
数値解析学の知見に確率・統計的考え方を導入することで
実用的な定量化手法と基礎理論を整備し、新しい研究トピ
ックを創出します。

解釈可能AIによるパターンダイナミクスの
数理構造抽出と材料情報学への応用

本武 陽一

情報・システム研究機構統計数理研究所 特任助教
同上

多様な材料科学分野でみられるパターンダ
イナミクスの理解の深化は，複雑な環境
下における材料の生成や破壊過程等の時
間発展を予測する上で重要である．本研
究課題では，位相的データ解析，深層ニ
ューラルネットワーク，ベイズ推論などの機
械学習手法を融合させることで，パターンダイナミクスの解釈
可能な数理構造を抽出する手法を開発する．これにより科
学者による外挿可能な一般原理の探究が促進されることが
期待される．
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情報・システム研究機構国立情報学研究所
同上

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunya2019-5.html
戦略目標

次世代IoTの戦略的活用を支える基
盤技術

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

IoTが拓く未来

超高速IoTビッグデータ解析のための分
散アルゴリズム基盤

大規模で不完全なセンサデータに対する
高速な最近傍探索

天方 大地

松井 勇佑

大阪大学大学院情報科学研究科
同上

助教

ビッグデータを処理する技術は増々重要と

あらゆる環境にセンサが張り巡らされた超ス

1 なっていますが、これを高速に解析する技

マート社会において、センサが単独で知的

術は十分に開発・実装されていません。

規模データ処理において最も基盤的な技

って生成されるIoTビッグデータを超高速に

術である「近似最近傍探索」のセンサ上

解析するための分散アルゴリズム基盤を確
立します。具体的には、メトリック空間に焦点を当て、多くの
列分散アルゴリズムを設計します。

徳田

英幸

情報通信研究機構

理事長

板谷

聡子

荻野

司

菊池 浩明
栗原 聡
佐古 和恵
高島 洋典
戸辺 義人
中澤 仁
原 隆浩
東野 輝夫
吉岡 克成

情報通信研究機構ワイヤレスネットワーク総
合研究センター 主任研究員
（一社）重要生活機器連携セキュリティ協議会 代表理事／情
報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科 客員教授
明治大学総合数理学部

専任教授

慶應義塾大学理工学部

教授

早稲田大学理工学術院

教授

科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー
青山学院大学理工学部

教授

慶應義塾大学環境情報学部

教授

大阪大学大学院情報科学研究科

教授

京都橘大学工学部情報工学科 教授・工学部長
横浜国立大学大学院環境情報研究院

准教授

事前処理等でも修復できない環境においても、データ検索を
可能とする基盤技術を確立する。

ワイヤレスセンシングによるSustainable
IoT基盤開発

生体情報操作を活用したウェアラブルセ
ンシング基盤の拡張

内山 彰

村尾 和哉

大阪大学大学院情報科学研究科
大阪大学大学院情報科学研究科

准教授
助教

立命館大学情報理工学部
同上

准教授

IoTデバイスの数が膨大となる将来社会で
は、充電やバッテリ交換の手間が大きな課
題となります。本研究では、ヒトやモノの動
きが電波に及ぼす影響を直接とらえるワイ
ヤレスセンシングに基づく状況認識技術を
確立します。具体的には、電波に影響を
与えるにもかかわらずバッテリ交換不要なタグを開発し、複数
のヒトやモノによる電波変動を判別するとともに、動きそのも
のを電波の変化に変換する新しいセンシング基盤を構築しま
す。

私が懸念しているウェアラブルセンシングの
セキュリティリスクは、装着者による身体及
びウェアラブル機器への攻撃です。ウェア
ラブル機器の普及によって持続可能性を
有する公平公正な社会を実現するために、
ウェアラブルセンシングに対する攻撃による
生体情報操作の可能性を明らかにします。また、攻撃の有
効活用によってデータ圧縮や省電力センシング、新たな通信
方式の提案などウェアラブルセンシング基盤の拡張を実現し
ます。

IoTワイヤレスネットワークセキュリティ

IoT機器の実行環境の隔離を実現する
IoT基盤ソフトウェアの構築

杉浦 慎哉

山内 利宏

東京大学生産技術研究所
同上

准教授

岡山大学大学院自然科学研究科
岡山大学大学院自然科学研究科

本研究では、膨大なIoTデバイスによって

本研究では、システムソフトウェアの観点

構成される分散ネットワークのための新しい

からIoT機器単体のセキュリティを向上させ

ワイヤレスセキュリティ技術を提案します。

教授
准教授

る基盤技術の確立に取り組みます。具体

IoTに求められる通信要件を満たしながら、

的には、IoT機器のソフトウェア脆弱性が

情報理論に裏付けられたセキュリティを達

存在しても攻撃や攻撃の影響を無効化す

成するフレームワークの研究開発に取り組
みます。これにより、現状の暗号のみによるセキュリティの弱
点を補完しながら、将来にわたっても安全安心な通信基盤
の構築に貢献します。

る手法、IoT機器の攻撃可能領域を削減するシステムソフト
ウェア構成法、および個々のIoT機器毎に最適化したセキュ
リティポリシとアクセス制御機構の実現を目指します。

Web/IoT横断的プライバシ保護データ解
析基盤

データ品質に基づいたIoTデータの経済
流通プラットフォームの構築

清 雄一

吉廣 卓哉

電気通信大学大学院情報理工学研究科
同上

准教授

和歌山大学システム工学部
同上

WebやIoT技術により人々の利便性は大き

本研究では、街中に存在する膨大な固定

く向上しています。しかし、想定していなか

デバイス、スマートフォン、自動車等から常

ったデータとの思わぬ組合せや、誤差を伴

にIoTデータを集め、これを経済的に流通さ

うセンサデータの存在によるプライバシー漏

せるプラットフォームの実現を目指します。

洩が大きな課題となっています。本研究で

具体的には、IoTサービス類型毎に品質評

は、プライバシーリスクを把握した上で制御

価指標を定義し、データソース毎に観測に

准教授

でき、安全かつ高精度に機械学習や統計的データ解析を行

基づいてデータ品質を評価する手法を構築します。更に、デ

うことのできる、Web/IoT横断的プライバシー保護データ解

ータ品質を用いて動的にデータソースを選択し、経済流通可

析基盤の研究開発に取り組みます。

能なサービスを創出できる仕組みを確立します。

ハイパーモーダル時空間データの超スパ
ース表現

電磁材料に基づく同一周波数上での新
規分散処理技術の開拓

田中 雄一

若土 弘樹

東京農工大学大学院工学研究院
同上

准教授

名古屋工業大学大学院工学研究科
同上

サイバーフィジカルシステムを産業的・科

本研究では、新しい電磁材料・波形選択

学的・工学的に利用するために重要なの

メタサーフェスを活用し、異なる同一周波

は、フィジカル空間の精緻なセンシングで
す。しかし、大量センサを用いても広大な
フィジカル空間を時空間的に遍く覆うのは
原理的に不可能なため、革新的なセンシ
ング技術が求められています。本研究では、数千モダリティ
を持つビッグデータから、フィジカル空間を精緻かつ高速に再
構成するための基盤技術を確立します。

IoT

領域アドバイザー

での実現に取り組む。センサから得られる生データが欠損し、

数理構造活用

Society5.0 が実現された超スマート社会においては、IoT(Internet
of Things)でつながった人や機器から生み出される大量かつ多様なデー
タを、サイバーフィジカルシステム(CPS)において、AI やビッグデータ処
理などの情報科学技術により分析・活用し、インテリジェントな機器等
をニーズに合わせて制御することで、機器単体では決して得られない新
しい価値やサービスを創発することが期待されています。一方、IoT 機
器に潜む脆弱性をつく外部からの攻撃等も危ぶまれ、高度な攻撃にも
耐える IoT セキュリティやプライバシーに配慮した高度なデータ収集・
流通・蓄積・解析基盤等の開発も急務です。
この超スマート社会の CPS を支えるには、カーボンニュートラルなシ
ステム、セキュリティやプライバシー保護をデザイン時点から組み込んだ
データエコシステムの実現などが重要です。特に、日本が世界をリード
するためには、この急速に進展する IoT 環境の戦略的活用を支援す
る基盤技術の研究開発を加速することが必須です。
本研究領域は、超スマート社会の実現を見据え、従来技術の単
純な延長では得られない、質的にも量的にも進化した次世代 IoT 技
術の基盤構築を目指します。例えば、IoT 機器から得られる多種大量
のデータをリアルタイムに統合・分散処理する技術、IoT 環境におけ
る機能・性能・実装の課題を飛躍的に解決する要素技術、IoT 機
器の脆弱性、データ保全性等の課題を根本的に解決するセキュリティ
技術やプライバシー強化技術等を対象として、大胆な発想に基づいた
挑戦的な研究を推進します。
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。

講師

処理を行う未来を考える。本研究では、大

本研究では、多種大量なIoTデバイスによ

データ空間および距離関数に対応でき、かつ、効率的な並

研究総括

東京大学大学院情報理工学系研究科
東京大学生産技術研究所 助教

准教授

数電波を新概念「パルス幅」に基づいて
分散処理できる基盤技術の実現を目指し
ます。本基盤技術により、ソフト側だけで
なく、材料・デバイスなどハード側においても電波を操作す
ることが可能となるため、将来的には分散処理性能を未知
のレベルまで引き上げることに貢献します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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IoT連携基盤による先端防災ITの実現

五十部 孝典

廣井 慧

兵庫県立大学大学院情報科学研究科 准教授
兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 准教授

安全なデータ共有・協調型自動運転シス
テムの開発

青木 俊介

准教授

本研究では、IoTにおけるエッジデバイスの

本研究は、既存の優れた防災技術をフル

2 長期的な安全性を実現するために、新しい

に活用し、漸進的かつ柔軟に連携させる

情報・システム研究機構国立情報学研究所 助教
同上

自動運転システムは比較的豊富な計算資

3 源・IoTセンサ群・通信資源を有している

一方，現状では車両単体の安全走行のた

性質や機能を持つ暗号の開発を目的とす

基盤技術を開発します。具体的には、こ

る。デバイスはコンプロマイズ（物理的に

れまでばらばらだった異なる防災技術同士

アクセスされる）される前提に立ち、その

の技術連携、データ連携による被害予測

場合でも秘密鍵をソフトウェアのみで保護する技術や、仮に

の高精度化、テストベッド化を達成し、数時間先の被害を詳

秘密鍵の秘匿性が破られた場合においても、安全性を確保

細に予見し、かつ防災分野での新たなサービス/システム創

する技術の開発を行う。

出に貢献する新たなしくみを確立します。

物理空間と電脳空間を統合するための電
波空間APIの実現

測域センサを搭載した複数UAVによる共
通IoTセンシング基盤

An Accessibility Assessment Toolkit for
Inclusive IoT Design using Onbody Sensing

猿渡 俊介

廣森 聡仁

カイ クンツェ

大阪大学大学院情報科学研究科
同上

准教授

めだけにデータを用いている．本研究では
データの安全性・信頼性を向上させ，プラ

イバシーを保護する技術を開発することで，
インフラ側IoT機器・周辺の車両・遠隔の一般ユーザとデー
タを共有・協調する機構を実現し，自動運転システムと都
市IoT基盤システムの融合を目指す．

大阪大学経営企画オフィス 准教授
同上

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授
同上

本研究では、我々が生活する物理空間と
コンピュータネットワーク上の電脳空間を電
波空間で接続することを目指す。具体的
には、電波による通信機能、エネルギー
供給機能、センシング機能を兼ね備えた電
脳空間APIモジュールを実現する。電波空
間APIモジュールが実現されることで、IoTの未解決課題「物
理空間をセンシングして電脳空間に取り込むためのエネルギ
ーをどうするのか？」の問題を抜本的に解決することができ
る。

街の日常的な状況を把握するだけでなく、
災害の被害状況や規模を迅速に把握する
ために、測域センサを搭載した複数のUAV
が協調することにより、対象とする領域を
効率よく巡回するための巡回戦略、測域
センサにより計測された点群データをUAV
に搭載された小型計算機上のみで形状把握する手法を考案
し、街中における様々な人やモノの存在及びその形状を、
高精度な三次元マップとして把握可能なセンシング基盤を構
築する。

超高速な多モーダルIoTデータ統合処理
基盤

タッチIoT : 触れるインターネット実現のた
めの肌感覚送受信機の開発

IoTセキュリティのための機械学習の自動
カスタマイズ技術

塩川 浩昭

Ｈｏ Ａｎｈｖａｎ

白川 真一

筑波大学計算科学研究センター 准教授
同上

北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 准教授
同上

インクルーシブデザイン(ID)とアクセシビリテ
ィ(AY)は国連の「持続可能な開発目標」
でも中核となるコンセプトです。
「標準ユー
ザ」に該当しない様々な人に貢献し得る
IoTですが、AYは個々のサービス開発者に
任せられ共通仕様等がないのが現状です。
本研究では動的システム設定を可能にするIoT用IDアーキテ
クチャ構築に向け、装着型センサを用いユーザ視点でIoTの
AYを評価するツールキットを開発します。

横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授
同上

IoTデバイスから取得されるデータの量は増

本提案研究では 視覚による汎用的な触

IoT技術への期待は大きくなっているが，

加の一途を辿っています。しかし、我々が

覚検知装置を人間とのインターフェースとし

IoT機器の脆弱性を突いたサイバー攻撃も

日常的に利用可能な計算機には演算能

て、触覚のBig Dataのリアルタイムの取得

力・メモリ容量といった厳しい時空間的制

や用途に合わせて特徴量やモデル構造を

した人間とCyber-Physical System (CPS)

ルタイム分析技術は依然として十分に開発
されていません。本研究ではリアルタイムかつ多モーダルな

増加しており，IoTセキュリティの高度化は
急務である．本研究では，IoT機器の種類

方法・伝送方法と、それによるAI を活か

約が存在するため、IoTビッグデータのリア

環境との新たな価値を創出する研究を実施します。

自動カスタマイズする技術によって機械学
習を用いたIoTセキュリティの高度化を目指す．特に，複数

IoTデータに対して超高速な分析処理を実現する基盤技術の

のIoT機器で観測されるデータを連携利用することで，効率

確立を目指します。

的な機械学習の自動カスタマイズ基盤技術を確立する．

環境適応エネルギー・データ統合管理
IoT基盤

人の知覚を用いた参加型IoTセンサ調整
基盤の創出

医工スパイラル連携を促進する医療検査
システム設計支援基盤の構築

新津 葵一

松田 裕貴

杉浦 裕太

名古屋大学大学院工学研究科
同上

准教授

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教
同上

慶應義塾大学理工学部
同上

准教授

環境に適応してエネルギー・データを統合

IoTが都市の至る所に設置される未来のス

本研究は，情報学と医学の融合によるア

的に最適管理するための次世代IoT基盤

マートシティでは、データに基づく様々なサ

ウトカム創出を目指す．整形外科疾患に

ービスが日常生活をより豊かにするでしょう。

着目し，この疾患推定の原理解明と，多

技術を構築し、カーボンニュートラルな次世
代IoT技術の実現に貢献します。環境から
のエネルギー収穫可能性を自律的に判断
し、データの保存・処理・暗号化などを最適に管理する技
術の開発を行います。コンセプトを実集積回路デバイス上で

その実現には、センサデータを統合し私達

種多様な検査システムを開発する．このア

の「感覚」に寄り添った情報を取り出すた

ウトカム創出に向けて，本研究では，医療

めの持続可能な基盤が必要となります。本

検査システム設計支援基盤を構築する．

研究では都市IoTセンサを「人々の知覚」によって調整する

これにより，地域や国の格差を考慮した医療検査方法を確

ことで、種類・精度の異なるセンサデータを統合する「ユー

立できる．また，日常環境での疾患推定は，疾患の重症化

ザ参加型IoTセンサ調整基盤」の創出を目指します。

の予防につながる．

機械学習するIoT通信ネットワーク基盤

高性能ストリームデータ圧縮技術の開発

匿名センシングデータの人・モノ・動作
の特性への因子分解

西尾 理志

山際 伸一

豊浦 正広

実証し、社会受容を目指します。

70

京都大学防災研究所
同上

年度採択研究者 ［ 期生］
2021

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

IoT機器の長期的な安全性確保のための
ビヨンド軽量暗号の開拓

東京工業大学工学院 准教授
京都大学大学院情報学研究科

助教

筑波大学システム情報系
同上

准教授

本研究は、IoT-AIトラヒックの爆発的増加

従来のデータ圧縮技術では対応できない、

とデータプライバシの課題を解決するため、

IoT機器に特有のデータストリームを、メモ

IoTデータの地産地消を実現する通信とAI

リへの一時的保存や処理のストールなしに

データ処理が一体化したIoT基盤構築を目

連続的に圧縮・復号化出来るストリームデ

指す。従来型クラウドAIを用いたIoTデータ

ータ圧縮技術を確立する。可変長圧縮に

処理ではなく、IoTデータを収集するローカ

加え、ユニバーサルな圧縮技法を開発し、

ルNW内で分散的にAI処理することで、コアNWのトラヒック

ハードウェアとしてコンパクトに実装できるアーキテクチャを開

削減とリアルタイム性向上および機密情報流出の危険性を

発する。ハードウェア化されたプロトタイプを元に、IoT機器

大きく低減可能なIoT基盤を創出する。

の通信や計算性能を向上させると共に、省電力化を狙う。

山梨大学大学院総合研究部
同上

准教授

世界で個人特定情報の取得を許容しない
流れは強まる方向にあります．本研究で
は，顔画像や個人照合を伴わない匿名セ
ンシングデータからでも，高精度な動作認
識と同じ人によるデータの追跡の実現を目
指します．センシングデータを人・モノ・動
作の特性へと因子分解することで，互いの影響を排除して
認識できるようにします．研究の実現によって，高度なデー
タ収集・流通・蓄積・解析が可能な匿名ビッグデータの構
築に貢献します．

データ量低減による持続可能なIoT

中山 悠

東京農工大学大学院工学研究院
同上

准教授

5GなどのネットワークやAI技術の進歩を背
景に、IoTデバイスは増加し続け、デジタ
ルデータは爆発的な増大を続けています。
昨今のトレンドである大量データの収集・
処理では、設備コストや消費電力の増大、
ユーザのプライバシなどが課題になります。
本研究は、データ処理と通信との融合的なアプローチによ
り、データサイズやその時空間密度の低減などを実現し、持
続可能なIoTを目指すものです。

ヒアラブルコンピューティングにおけるセキ
ュリティ基盤の確立

渡邉 拓貴

北海道大学大学院情報科学研究院
同上

助教

イヤホン型コンピュータ（ヒアラブルデバイ
ス）を常時装着する社会では、ユーザはヒ
アラブルデバイスを通して常に情報を得て、
それを元に行動することになります。従っ
て、ヒアラブルデバイスへの攻撃によるユ
ーザの行動操作や、常時情報提示による
ユーザの聴覚特性変化等の脅威が考えられます。本研究で
は、ヒアラブルデバイス常時装着環境の脅威を解明し、対
策技術を確立することで、ヒアラブルセキュリティ基盤を確立
します。

IoT

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属

71

グ技術の開拓
https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/
research_area/ongoing/bunyah30-4.html
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

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

革新的コンピューティン

深層学習の「見える化」で切り拓く安全
な人間・機械協調社会

データフロー主導によるカスタム計算機シ
ステム開発基盤の体系化

粟野 皓光

佐藤 幸紀

京都大学大学院情報学研究科 准教授
東京大学大規模集積システム設計教育研究センター 助教

ブラックボックスAIの解消に向けて，ベイジ

Society 5.0 社会の実現に向けて、特定

1 アン機械学習（BML）を応用した推論系

を構築することで，推論結果と，それを与
える要因をベイズ則によって結び付け，推
論過程の説明が可能なAIを実現します．ま
た，実時間システムへのBML応用を促進
すべく，ゲートレベル自己同期回路を用いたハードウェアアク
セラレータを開発し，ロボットカーのナビゲーションタスクをビ
ークル案件に，実環境下での開発技術実証に取り組みま
す．

井上

情報熱力学理論をニューロンの実験データ

超スマート社会を実現しその持続可能性を維持する
ためには、情報処理基盤の要であるコンピュータシステ
ムの飛躍的かつ継続的な発展が必要不可欠となりま
す。しかしながら、近い将来、半導体の微細化がつい
に限界に達すると予想されており、コンピュータシステ
ムを進化させ続けるための新しい概念や技術の創出が
求められています。そこで本研究領域では、半導体微
細化に頼らない革新的コンピューティング技術の開拓を
目指します。大きなダイナミズムを有する超スマート社
会を支える情報処理基盤を構築するには、社会的変
化と技術的進歩を敏感に察知し、将来を予測し、様
々なトレードオフを考慮した上で、柔軟かつ斬新な発想
に基づく次世代コンピュータシステムを実現しなければ
なりません。そこで、高性能化、低コスト化、低消費
電力、安全性向上、高信頼化、運用容易性向上、
など、様々な観点から次世代コンピュータシステムのあ
るべき姿を探求します。研究内容としては、1)回路、
アーキテクチャ、システムソフトウェア、プログラミング、
アルゴリズム、アプリケーションなどを対象としたクロス
レイヤ、コデザインに基づく新しい高効率コンピューティ
ング技術の確立、2)現在主流であるデジタルCMOS処
理とは異なる新コンピューティング技術の創成、3)従来
の計算モデルとは一線を画す新計算原理/新概念の創
出、などを対象とします。そして最終的には、世界をリ
ードする若手研究者を輩出するとともに、持続可能な
超スマート社会の実現を可能にするための情報処理基
盤の構築に貢献します。
領域アドバイザー

河野
権藤

崇
正樹

田中
谷口
中条
中島

良夫
忠大
薫
康彦

産業技術総合研究所情報セキュリティ部 部長

成瀬
前澤
宮森

誠
正明
高

東京大学

竹房 あつ子

東京大学生産技術研究所

教授

イーソル株式会社 取締役 CTO・技術本部長
情報・システム研究機構国立情報学研究所 教授
立命館大学情報理工学部

教授

（株）SoW Insight 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 副領域長・教授
大学院情報理工学系研究科

教授

中国科学院 上海微系統与信息技術研究所 研究員
東芝デバイス＆ストレージ株式会社半導体研
究開発センター センター長

に応用することで革新的なコンピューティング技術において有
用となる概念を発見することを目的とします。

イン特化型言語を統合的に取り扱うシステム開発基盤を提
案し、生産性と高い性能電力比の両立を目指します。

奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域 准教授
奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教

本研究では、一本のデータ線で多くの情
報を表現する計算方式を創出し、次世代
計算機構の候補として様々な模索を行いま
す。半導体微細化の恩恵がない状況下で
も汎用計算機構の高速化と高効率化を目
指します。従来のバイナリ表現に基づく演
繹的計算方式に代わる、新たなデバイスに基づく回帰や統
計解析などの近似計算方式をハードウェアにより実装し、革
新的コンピューティング・アーキテクチャの確立を目指しま
す。

バッテリレス無線センサネットワークのた
めのポスト量子暗号計算技術

データ中心開発パラダイムを実現する包
括的なIoTシステム開発環境

上野 嶺

髙瀬 英希

東北大学電気通信研究所
同上

助教

自動運転やインフラ健康診断などを実現す
るために無線センサネットワークが期待され
ており，そのセキュリティを実現するための
暗号モジュールが必要とされています．一
方，メンテナンスや実用化の観点から環境
発電によるバッテリレス化と15年以上先を
見据えた長期セキュリティが求められています．そこで，本研
究では計算リソースの制約が厳しいIoTデバイスにも実装可
能な高効率・高安全ポスト量子暗号計算技術を開発しま
す．

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
京都大学大学院情報学研究科 助教

ビッグデータの処理と通信を重心に据えて
関数型プログラミング言語の可能性を探求
し、IoTシステム開発におけるパラダイムシ
フトを実現します。システムレベルの実行効
率と開発生産性の向上を目的として、IoT
システムアーキテクチャの構成要素および設計階層を包括し
た革新的な開発フレームワークを構築します。

双対過程に基づくコンピューティングの展
開

アーキテクチャとアルゴリズムの協調によ
る高効率深層学習システムの創出

大久保 潤

高前田 伸也

埼玉大学大学院理工学研究科 准教授
埼玉大学情報メディア基盤センター 准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
北海道大学大学院情報科学研究科 准教授

超スマート社会を支える情報基盤のために
は、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が必要となります。
そこで本研究では、確率過程の双対性と
いう数理的性質を利用した新計算原理を
提案します。これにより『事前計算』＋
『実行時の高速演算』という新しいコンピューティングの枠組
みを実現し、フィルタリング、制御、機械学習の分野におい
て、IoT時代に必要とされる高効率なエッジ処理を実現しま
す。

エッジコンピューティングにおいて、安心・
安全な認識・判断とオンライン学習をリア
ルタイムに行う深層学習システムを実現す
る、アーキテクチャとアルゴリズムの協調
技術について研究を進めます。アーキテク
チャを補完するアルゴリズムと、アルゴリズ
ムに柔軟性を与えるアーキテクチャの連携によって精度、速
度、電力効率、信頼性を最大化する構成を明らかにし、そ
れらをFPGA等の上に実現する高位合成コンパイラを開発し
ます。

エッジ型学習用ハードウェア実現に向け
たインバーティブルロジックの創成

Triturated Computing System (粉末コ
ンピューティングシステム)

鬼沢 直哉

三浦 典之

東北大学電気通信研究所 准教授
東北大学学際科学フロンティア研究所

助教

本研究は，現在クラウドサーバーで行われ
ているニューラルネットワークの学習処理
を，エッジ側での学習処理用ハードウェア
に置き換えることで，超スマート社会を根底
から支える超低消費電力AIの基盤技術の
開発を目的とします．そのために，確率的
動作を行うストカスティック演算と双方向計算を可能にするイ
ンバーティブルロジックの融合による，新概念コンピューティ
ング技術の創成を目指します．
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の面で課題があります。そこで、本研究で
はデータフロー計算原理に基づきFPGAアクセラレータとドメ

張 任遠

東京大学大学院理学系研究科 講師
北海道大学電子科学研究所 助教

ティング技術との関係を構築し, 構築した
教授

は極めて重要です。一方でカスタム化には
システムの開発基盤に生産性や開発コスト

伊藤 創祐

ンピューティングなどの革新的なコンピュー

九州大学大学院システム情報科学研究院

ステムにより高い性能効率を達成すること

単線駆動型高効率近似計算基盤

いて取り扱うことで, ニューロモーフィックコ

弘士

の応用ドメインに特化したカスタム計算機シ

情報幾何と熱力学による生体コンピュー
ティング理論
情報熱力学の理論を情報幾何の手法を用

研究総括

豊橋技術科学大学大学院工学研究科 准教授
同上

大阪大学大学院情報科学研究科 教授
神戸大学大学院システム情報学研究科 准教授

本研究で、0.1mm角に極小粉末化した計
算機能要素で構成する、粉薬のように飲
み込めるコンピュータ、Triturated Computing Systemを提案し、これを実現する
基幹技術を開拓します。構成要素を個別
チップに細分化し、構成部品を極小粉末化することで、人
体内部をはじめ人間生活と社会に負荷なく無意識のうちに溶
け込める計算機システムを実現します。

リアルタイム低電力深層学習適用による
革新的な動画像圧縮システム

山本 英明

孫 鶴鳴

東北大学電気通信研究所 准教授
東北大学材料科学高等研究所 助教

神経細胞という不安定なケミカルマシンに
基づいて構成されながら，生物の脳は自律
的に，そして高い電力効率で高度な情報
処理を実現します．本研究では，神経細
胞ネットワークの大自由度動的システムとし
ての特性に基づいて，時系列入力信号の
情報処理が行えることを実証し，ここから現在の脳型システ
ムが直面している電力効率やアーキテクチャの壁などの課題
の解決に向けた，生物物理学的なアプローチの開拓へと結
び付けます．

早稲田大学理工学術院総合研究所 次席研究員（研究院講師）
同上

動画像圧縮率向上のため、深層学習が
検討され、既存の圧縮標準（HEVC）を
凌駕することが期待されています。一方、
実用化の観点から汎用的なGPUによる処
理はリアルタイムコーディングを達成できま
せん。そこで、本研究は深層学習ベース
の動画像圧縮専用のFPGA/ASICハードウェアアクセラレー
タを開発し、アルゴリズム、アーキテクチャ連携により圧縮
率、スループット、電力効率を最大化するシステムを実現し
ます。

年度採択研究者 ［ 期生］
2020

バイオニック情報処理システムの人工再
構成

ユーザに寄り添うオンデマンド近似計算
基盤の開拓

入江 英嗣

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
同上

本構想は「ユーザの要求精度を実行時に

3 推測，多段階で精度を調整する」柔軟な

近似計算基盤を実現し，従来の固定的な
近似計算と次元の異なる効果を得る．こ
の実現のため，必要精度をどう推定する
か，多段階精度をどう実現するか，オーバ
ヘッドとゲインのバランスをどう向上させるか等，国際的にも
未だ取り組まれていない課題に挑戦する．開発基盤の命令
セット，コンパイラ，チップのリファレンスデザインをオープン
化して公開する．

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

耐故障並列計算と高速ロシー結合網の
協調

メモリスタセンサネットワークによるエッジ
化学情報処理

確率過程の縮約理論を用いた社会シミュ
レータの高速化

鯉渕 道紘

高橋 綱己

金澤 輝代士

情報・システム研究機構国立情報学研究所 准教授
同上

半導体の微細化が徹底追求された現在、

科学技術振興機構 さきがけ研究者
九州大学先導物質化学研究所 特任准教授

助教

の耐故障性に関する設計を最小限に留める高速通信アーキ

難しかった低エネルギーかつリアルタイムな化学情報の処理

テクチャに関する協調設計技術を創出することで、高性能ク

を目標とし、Society5.0で求められる化学情報処理基盤へ

ラウド並列計算基盤を実現します。

の発展を目指します。

社会現象を計算機上で理解する方法の1
つがエージェントベースモデル（ABM）の
シミュレーションである。 A B Mは多 数の
個々人が意思決定を行う確率過程として
記述される。本研究ではこの大規模ABM
シミュレーションの計算コストを削減するため
に、確率過程の縮約理論を用いる。縮約理論は統計物理
学で発達した次元削減方法であり、本手法を応用することで
一般的な社会シミュレーションの計算コストの削減に応用す
る。

求解軌道のマクロ表現によるアルゴリズ
ム制御理論の創出

アルゴリズム・ソフトウェア・ハードウェアの融
合による超低電力ニューラルネットワークの構築

光集積回路で切り拓く次世代セキュアコ
ンピューティング基盤

坂田 綾香

陳 オリビア

塩見 準

2 現実的なコストで従来通りのデータロスが

実空間の分子群をはじめとした化学的な情

筑波大学システム情報系
同上

報の大規模な利活用に向けて、化学情報

生じない高性能通信ハードウェアの設計が

の取得と有益なデータの抽出を行うデバイ

難しくなっています。本研究では、アルゴリ

スを作製し、動作の原理実証とデータ取

ズムレベルで高い耐故障性を有する並列

得・演算モデルの確立を行います。従来

計算アプリケーションと、通信ハードウェア

の化学センサ・演算デバイスでは実現が

情報・システム研究機構統計数理研究所 准教授
情報・システム研究機構統計数理研究所 助教

東京都市大学情報工学部情報科学科 准教授
横浜国立大学先端科学高等研究院 特任助教

大阪大学大学院情報科学研究科 准教授
京都大学大学院情報学研究科 助教

複雑な統計モデルが導入される昨今、推
定問題は複雑化しており、安定に動作す
るアルゴリズムの開発は急務となっていま
す。本研究では、複雑な推定問題に適用
可能かつ、入力データの揺らぎに対して頑
健なアルゴリズムの開発を目指します。求
解軌道のマクロ表現という考え方を用いて、アルゴリズムの
典型的性能と、揺らぎに対する信頼性を評価し、安定的に
求解を行うようアルゴリズムを制御するための理論の創出を
目指します。

人工知能の急速な発展に伴う情報量が爆
発的増大し，莫大な電力が消費されてしま
ういます．本研究課題では，半導体回路
に対して５桁以上消費電力効率を持つ超
伝導回路を基盤技術とする上，アルゴリ
ズ，ソフトウェア，及びハードウェアの連携
を通じて，1Wで千兆回演算級のエネルギー効率を有する新
たな超低電力AIシステムの開発に挑戦します．また，本技
術の応用の拡大，引いては地球温暖化の防止にもつながる
と考えます．

し、安心・安全な超スマート社会を目指します。

新世代デバイスを用いた密結合型マイク
ロサービス実行基盤

ペタビット時代を支える革新的分子ストレ
ージング技術の確立

セキュア量子乱数に基づくハイブリッド量
子秘密計算基盤の創出

坂本 龍一

西原 禎文

鹿野 豊

広島大学大学院先進理工系化学研究科 教授
広島大学大学院理学研究科 准教授

ュアコンピューティングが必須の技術です。
本研究では、光集積回路技術を活用し、
情報端末への物理的な攻撃に打ち勝つ次
世代のセキュアコンピューティング基盤技
術を開発します。光の波動特性を活用し、従来の電気電子
方式とは一線を画す、次世代耐タンパ暗号処理回路を開発

群馬大学大学院 理工学府 准教授
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任准教授

近年のWebアプリケーション開発では開発

単一分子で強誘電体のような振る舞いを示

や運用の効率化、かつ継続的サービスの

す単分子誘電体を用いて，既存の情報記

理的に測定過程において確率が導入され

展開が重要視されおり、アプリケーションを

録密度を遥かに上回るペタビット級分子誘

るため、原理的には一様乱数を生成するこ

セキュア量子乱数システムに関しては、原

複数サービスに分割し開発を行うマイクロ

電メモリの実現を目指します。当該研究に

とが出来ることが知られている。量子力学

サービスが着目されています。しかし、サー

よって生み出される超高密度不揮発性メモ

の正しさを検証しようとしてきた量子基礎論

ビス間は疎に結合され、実行効率が低い

リは，ビッグデータ活用やディープラーニン

の知見は、セキュア量子乱数の定義を導く

ことが問 題です。そこで、 新 世 代デバイスであるN V M ,

グなどの情報分野のみならず，宇宙開発分野や医療分野，

ことが出来る。更に、古典・量子の利点を活用することで、

FPGA, CCIX等を用い、サービス間を密結合とし、マイクロ

ロボティクス分野などの広範な領域と融合し，次世代コンピ

量子情報技術がフル実装された社会より手前に到達するは

サービスの性能を大きく向上させる実行基盤を実現します。

ューティング技術の創出に繋がるものと考えています。

ずであるハイブリッド秘密計算のシステムを提案する。

光波動コンピューティングの展開

生物模倣によるロバストで効率的な深層
学習の開発

ナノオシレータニューラルネットワークの開
発

砂田 哲

松井 鉄平

常木 澄人

金沢大学理工研究域
金沢大学理工研究域

教授
准教授

生物の脳は複雑な神経回路からなる超高
次元の動的システムであり、高度な情報
処理を可能にしています。一方、光波動
系も高次元の動的システムです。本研究
では、光波動現象の多様性・高次元性を
利用してニューラルネット処理を無配線で高
効率に実行する計算原理を提案し、先端的フォトニクスによ
ってその原理を実証します。これにより光波の極限的性能を
発揮する次世代AIエッジコンピューティングの形を明らかにし
ます。

岡山大学学術研究院 准教授
東京大学大学院医学系研究科

革新的コンピューティング

東京工業大学学術国際情報センター 准教授
東京大学大学院情報理工学系研究科 助教

無数の情報端末が高度に相互通信する超
スマート社会では、暗号処理に基づくセキ

講師

社会の持続的なスマート化には、人間の
仕事を人工知能に置き換えていくことが必
須です。深層学習はこのニーズを埋める有
望な技術ですが、ノイズに対する脆弱性
や、増加する計算コストなどの問題点があ
ります。本研究では、実際の生物の脳活
動を計測し、その幾何学的情報構造を損失関数に組み込ん
だ深層学習モデルを開発します。これにより、生物の脳が進
化により獲得した利点を持つ新概念コンピューティング技術を
実現します。

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 主任研究員
産業技術総合研究所エレクトロニクス・製造領域 主任研究員

本研究では、ナノサイズと超小型な自励発
振素子であるスピントルク発振素子を利用
した情報処理システム「ナノオシレータニュ
ーラルネットワーク」を開発します 。スピン
トルク発振素子の高速性、省電力性、お
よび神経回路網と同様の集団的挙動を示
す特徴を利用することで、デジタルCMOSの微細化に依存し
ない小型・省電力・高速な知的情報処理システムを実現
し、持続可能な超スマート社会の実現に貢献します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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Society 5.0向け超低消費電力ブロック
チェーンアクセラレータの開発

Tran Thi Hong

大阪市立大学工学研究科 講師
奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域 助教

分散型ブロックチェーンは、Society 5.0で
共有されるデータを保護するために必要な
技術です。本研究ではSDGs7番のエネル
ギー問題を強く意識し、超低消費電力化
（将来目標 1 mW）を実現する事で、持
続可能なブロックチェーンアクセラレータ（BCA）を開発しま
す。さきがけ研究では、1W以下の超低消費電力でも高処
理速度を実現できるBCAアーキテクチャを開発します。

安全な遠隔診療支援に向けた高速秘密
計算プラットフォームの構築

Ｂｉａｎ Ｓｏｎｇ

京都大学大学院情報学研究科 助教
同上

本研究では秘密計算基盤の設計を基本演
算、プロトコル、アプリケーションの三つの
層(レイヤ)に分け、それぞれの層に対する
新規的な設計提案と、クロスレイヤ(層間)
の設計最適化という複数のかつ革新的な
視点から領域に特化した最適化を実現す
る。本研究が新たに提案する視点や手法は、医療とそれ以
外の様々な秘密計算アプリケーションにも応用が期待され、
高速かつ安全な計算方式の普及への礎となる見込みであ
る。

低精度・低信頼性演算を活用した数値
計算アルゴリズムの創出

深谷 猛

北海道大学情報基盤センター 助教
同上

ポストムーア時代のハードウェアでは、性
能向上と引き換えに、浮動小数点演算の
精度や信頼性の低下が予想されます。そ
こで、本研究では、低精度・低信頼性演
算を積極的に活用しつつ、従来と同程度
の計算結果を担保する、新しい行列計算
アルゴリズムの開発を目指します。これにより、アプリケーシ
ョンレイヤーに対して、従来のハードウェアとの差異を隠蔽
し、ポストムーア時代のハードウェアのシームレスな利用を実
現します。

ファジングを用いた近似コンピューティング
回路のテスト技術

増田 豊

名古屋大学大学院
同上

情報学研究科

助教

ファジングを用いた近似コンピューティング
(AC) 回路の検証技術を開拓します。AC
回路の信頼性保証に対する課題を解決す
ることを目的として、初期入力・変異アル
ゴリズム・カバレッジ評価法の開発、ファ
ジング・ツールのプロトタイプ構築、AC 回
路の機能的検証技術への拡張、高位合成を利用した AC
回路のタイミング検証技術の確立、及び、大規模集積回路
での技術検証まで一貫して取り組みます。

「ムーアの法則を超えた並列プログラミン
グ」

WAHIB MOHAMED

産業技術総合研究所情報・人間工学領域 主任研究員
同上

本課題の目的は、ヘテロジニアスな並列
プログラミングの主流に取って代わり得る新
しい実行モデルを提案することで、ポストム
ーア時代に予想される極端な異種性の領
域でのブレークスルーを実現することであ
る。そこで、一般的なオフロードモデルを出
発点とし、あらゆるアクセラレータが中央集権的ではなく互い
に協調しながら実行可能な自律的実行モデルを提案する。
この実行モデルは実装の用意差と高い実行性能を両立させ
る必要がある点で、挑戦的な課題であると言える。
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人とインタラクションの

脳状態を考慮した低負荷かつ効率的な
情報提示デバイスの開発

Ghost Engineering:身体知覚の変容を
通じた認知拡張基盤の構築

天野 薫

鳴海 拓志

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授
情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター 主任研究員

情報提示を脳の状態に合わせるとともに脳

で求められる脳状態を作り出す技術を開発し実装します。

本研究の目的は,バーチャルリアリティ技術
を活用した身体拡張体験を通じて,個人が
自らの心的状態や認知を適切に変化させ
ることを支援する技術基盤の構築です。バ
ーチャルリアリティならではの変身・分身と
いう身体拡張体験を活用したコミュニケーシ
ョン環境において,ポジティブな心理効果や,柔軟な思考を妨
げる認知バイアス等の発生を制御する技術を構築し,人同士
の相互理解の深化促進が可能な情報環境の構築を図りま
す。

視覚拡張に向けた高度な知覚情報提示
を行う映像重畳技術基盤の構築

間接的な足底触覚提示技術による足底
インタラクションの拡張

伊藤 勇太

橋本 悠希

1 状態を情報提示に合わせることで、脳

と情報デバイスが双方的に寄り添うウェア

戦略目標

ラブルシステムを開発し、ユーザーの負担

ネットワークにつながれた環境全体と

研究総括

暦本

行うとともに、脳波の周波数操作技術を用いて、その時々

純一

東京大学大学院情報学環 教授／（株）ソニーコンピュー
タサイエンス研究所 副所長

健夫 東京大学大学院情報理工学系研究科 教授

私は「計算機で人の知覚を拡張する」と
いうビジョンから「視覚拡張」の研究を行
っています 。 視 覚 拡 張 は 拡 張 現 実 感
（AR）技術を応用し、私たちの視覚を計
算機によって賢くサポートする技術です。
本提案では視覚拡張技術の要となる、現
実と遜色ない映像を視覚に投影する映像提示技術を開発し
ます。特に光学シースルー頭部搭載型ディスプレイ（HMD）
による映像の再現性向上に関する技術開発とその視覚拡張
応用を行います。

准教授

旧来のテレビなどの映像機器に代わる次世

教授

名古屋大学大学院情報学研究科 教授／附属
価値創造研究センター センター長

教授

領域運営アドバイザー

安宅

和人

ヤフー（株） チーフストラテジーオフィサー
（CSO）／慶應義塾大学 環境情報学部教授

クする環境を構築し,足底を介したあらゆる身体運動・行動
の支援・拡張することで日常生活の質の向上に貢献します。

東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授
同上

報と機械学習とを組み合わせることで2つの

像を見渡すことができる多視点ディスプレイ

ことを可能にします。1つは,人が触れている

や,3Dプリンタなどで作成した物体やプラズ

対象の触覚的な情報の推定です.対象へ

マや超音波などの物理的な媒体を用いた

の人の触れ方を計測し,触れたものへの押

ディスプレイが注目を集めています。本研究ではこのような次

下力等が推定できるようになります。2つめは,人がこれからど

世代ディスプレイの映像モデルを制約付き因子分解問題とし

のような動作をするのかのリアルタイム予測です。予備動作

て捉え,新たなデータ符号化技術の創成を目指します。

を学習することで,直後の人の動作を推測可能になります。

セルフリハビリテーションを促進するシス
テム基盤構築

高速センシング・ロボットによる実時間イ
ンタラクションの創成

杉浦 裕太

山川 雄司

位端骨折の運動機能回復を目指します。

典子

東京工業大学情報理工学院

現を目指します。本フットウェアによりユー
ザの位置や動作に応じた触覚情報を常に足底にフィードバッ

本研究は,身体動作を計測し,その動作情

立命館大学グローバル教養学部

山岸

多摩美術大学美術学部情報デザイン学科 教授

動・行動に求められる足底機能を横断的
かつシームレスに拡張するフットウェアの実

代のディスプレイとして,360度から立体映

実施を促すシステム基盤を構築します.本研究では、整形外

教授

教授

,日常生活の中で刻々と変化する身体運

牧野 泰才

熊本大学大学院先端科学研究部
熊本大学大学院先導機構 助教

（株）ロフトワーク 代表取締役／マサチュ
ーセッツ工科大学メディアラボ 所長補佐

千晶

東京大学大学院工学系研究科

的・広範囲な足底触覚提示手法を確立し

上瀧 剛

林

電気通信大学大学院情報理工学研究科

准教授

本研究では,触錯覚を用いた間接的・効率

人の挙動観察に基づく対象情報の推定
と身体動作予測

慶應義塾大学理工学部情報工学科

教授

助教

物理媒体利用ディスプレイの符号化に関
する基盤技術の開発

今井 倫太
牛場 潤一
梶本 裕之
川原 圭博
楠 房子
小池 英樹
武田 浩一

慶應義塾大学理工学部生命情報学科

筑波大学システム情報系
同上

慶應義塾大学理工学部
同上 助教

准教授

東京大学大学院情報学環 准教授
東京大学情報理工学系研究科 助教

高齢化に伴う整形外科疾患の患者数の増

高速ビジョンを用いたロボットの視覚制御技

加によって、病院からリハビリ患者が溢れ

術,高速センサネットワーク技術を駆使して,

てしまう「リハビリ難民」が社会問題となっ

高速性と低遅延を基軸とする次世代実時

ています。この課題を打開するために,本提

間インタラクションに向けた人間ロボット協

案ではIoT技術を用いて、病院以外での地

調システムを開発します。具体的な人間機

域包括ケアシステムや生活環境でリハビリ
科疾患の中でも上肢の疾患である手根管症候群と橈骨遠

械協調タスクとして,動作シンクロ,協調動作,運動機能拡張を
実現し,人間とロボットとの新たなインタラクション技術を創出
します。

連続的多種健康・環境データ解析に向
けたデバイスプラットフォームの創出

脳波を用いたセルフケアサポートシステム

竹井 邦晴

吉村 奈津江

大阪府立大学大学院工学研究科
同上 准教授

人とインタラクション

領域アドバイザー

東京大学大学院情報学環 特任准教授
慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任助教

革新的コンピューティング

人工知能・ビッグデータ解析技術等が広範に用いられ、IoT が社会の各所に
浸透し、情報空間と現実社会が広範囲に融合しつつある中、あらゆる人々が自
然な形で最適かつ高品質なサービスを受け、能力を発揮し、快適な生活を享受で
きる「超スマート社会」の実現が期待されています。
本研究領域では、情報科学技術をはじめとする各種の技術により、人間と人
間、人間と機械、人間と情報環境、人間と実世界環境などの多様な状況でのイ
ンタラクションの進展に資する人間の能力を拡張するための新たな技術や人間と環
境が高度に調和する技術の創出、インタラクション理解のさらなる深化を目指しま
す。
具体的には、ヒューマンコンピュータインタラクション、バーチャル/オーグメンティッ
ドリアリティ、人間拡張、人間とAI の協調/融合、テレプレゼンス、ウェアラブルコ
ンピューティング、コミュニケーション技術、スマート環境、高度センシング、デジタ
ルファブリケーション等、人に関わるあらゆる情報科学技術を対象とし、これらの技
術を中心に、認知科学、心理学、脳科学等の関連学問分野と連携し、インタ
ラクションの支援・理解・活用のための未来先導型の研究開発を推進していきま
す。
インタラクション技術により、人々の相互理解を深め、個々人の多様な生活形
態や能力等に沿って自然に行動を支援し、急速に進化している人工知能・IoT
等の恩恵を誰もが最大限に享受できる未来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。

五十嵐

が小さく、かつ効率的な情報提示を目指し
ます。具体的には、脳波の強度、周波
数、位相などの情報に基づき適切なタイミングで情報提示を

のインタラクションの高度化

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授
同上 講師

教授

本研究では、人の健康状態、室内環境
の複数情報を連続的に計測し、それらの
相関関係解析及びビッグデータ化による
「未病の発見」や「予防医学」への発展
を目指す。本実現に向け、全く新しいコン
セプトとして、違和感無く装着可能なフレキ
シブルな環境・健康管理センサシートシステムの開発を行う。
本システムのプラットフォーム構築により、幸福で快適、安
全・安心な生活が可能になる超スマート社会実現の基礎技
術構築を行う。

東京工業大学科学技術創成研究院 准教授
同上

本研究では、心と身体の健康のセルフケ
アを、脳波を用いたBrain-Machine Interface（BMI）でサポートすることを目的とし
ています。脳活動情報を用いて心の変動
や運動調整能力の解読を実現し、自分の
心身状態を日々確認することで、普段気
がつきにくい心身の異常をいち早く見つけることができると考
えています。この心身の状態を自分でモニタリングし、健康
指標を提供するシステム構築を目指します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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記憶を増強する脳状態操作技術の確立

青山 忠義

武見 充晃

名古屋大学大学院工学研究科
同上 助教

准教授

本研究のねらいは、体内でタスクを行うマイクロロ

本研究の目標は、ヒトの記憶を増強でき

2 ボットの遠隔操作に向けた「人とマイクロ世界のイ

ンタラクション技術の開発」です。マイクロスケー
ルでのマニピュレーションにおける操作者への情報
提示に関する問題に対して、顕微鏡下で4000万
画素画像の実時間撮影を行う視野拡張型顕微鏡
撮影システムを整備し、視野拡張型顕微鏡による画像情報のみからマ
イクロ世界の視覚・力覚・音声情報を人へ提示するインタフェースを開
発します。本研究開発を通して、マイクロロボットの遠隔操作に繋がる
マイクロ世界の情報を人に提示する技術を創出することを目的とする。

る、非侵襲的な脳状態操作技術の確立で
す。記憶は、形成された脳状態と近いほど
想起しやすいことが示唆されているため、
操作的に作り出した多様な脳状態下での
課題学習は、身につけた技能・知識の安
定的・持続的な発揮を可能にすると考えられます。同じ量の
練習をしたとしても、効率的に新しい技能・知識が身につ
く、
「スマート学習」の実現に資する基盤技術を創出します。

経皮電気刺激による感覚編集インタフェ
ースの構築

青山 一真

東京大学先端科学技術研究センター 特任講師
東京大学情報理工学系研究科 助教

多感覚編集インタフェースを構築するため

3 に、独自に提唱している経皮電気刺激の

神経刺激メカニズムに基づき、神経のシナ
プス間隙でのイオン泳動シミュレーションを
構築します。このシミュレーションに基づい
た刺激設計によって感覚編集のための刺
激を設計し，刺激から得られる感覚量を実験で計測します。
その計測結果をシミュレーションと対応させることで，刺激/イ
オン濃度/感覚の推定が可能な感覚編集モデルを構築しま
す。

双方向ソフトデバイスによる機械システム制御
を用いた柔軟アクチュエーションシステムの開発

身体表面分散型エレクトロニクス

実世界光線場の文脈に整合した空間拡
張現実

太田 裕貴

野田 聡人

岩井 大輔

横浜国立大学大学院理工学府 テニュア准教授
同上 准教授

ソフトマテリアルからなる柔軟・伸縮可能センサと
アクチュエータを用いて、入出力をソフトデバイス
で制御するアクチュエーションシステムを開発す
る。同時に制御工学+形態変化を加味した計算
手法という新しい機械制御工学を目指す。本研
究の機械システム制御は、ソフトマテリアルの集
合体である人体の動きの原理・機構の解明に資する。また、ヒトと
機械との柔らかいインタラクションを通し、達成目標の一つとして挙げ
られている「インタラクションを理解するための、原理・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」に貢献する。

南山大学理工学部
同上

准教授

大阪大学大学院基礎工学研究科
同上

センサやアクチュエータなどを多数衣服に

映像投影により現実世界の見え方を操作

埋め込むウェアラブルシステムの構築のた

する空間拡張現実(AR)は、AI・IoTと組み

めに、無配線でこれらの素子を簡単にネッ

合わさることで実世界をスマートに拡張し、

トワーク化して外部環境のネットワークや周

人間と環境が高度に調和するインタラクシ

辺機器と相互に連携するための基盤技術

ョンを実現します。一方、従来は「環境照

准教授

を開発する。人と環境のインタラクションに

明の欠落」や「遮蔽による影」などによ

おいて、人の状態の計測および人の全身の触覚を含む感

り、投影映像と実世界を違和感なく融合できていません。本

覚器官へのフィードバックのための標準的ハードウェアを確立

研究では、これらの課題を解決して、対象表面の反射が自

し、インタラクション研究の生産性を向上することを狙う。

然に変化したように見える空間AR技術基盤を創成します。

精神疾患患者と実世界環境のインタラクションを
円滑化するメンタル・バリアフリー支援技術開発

Human-in-the-loop型歌唱デザインの
開発

良質な眠りをデザインする睡眠動態制御
技術の開発

小泉 愛

森勢 将雅

岸 哲史

（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエートリサーチャー
情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター 研究員

明治大学総合数理学部 准教授
山梨大学大学院総合研究部 准教授

助教

を解消する煩雑な微調整が必要です。本

ースにより、歌唱デザインを支援する基盤を構築します。

睡眠は人々の心身の健康の基盤を成す重
要な生命現象であり、良質な睡眠を如何
に獲得するかは現代社会の本質的な課題
です。本研究では、睡眠中の脳の状態遷
移現象に着目し、良質な睡眠の獲得に資
する睡眠動態制御手法を開発することを目
指します。非侵襲的脳刺激法を用いて眠りの深さのコントロ
ール（良質な眠りのデザイン）を実現する基盤技術を開発
し、これが海馬を中枢とする睡眠中の空間記憶の定着を促
進することを実証します。

分散配置アレイによる音空間の記録・
再生技術基盤の構築

透過型触刺激法の確立と認識行動支援
への応用

パーソナルモビリティのための自動運転
技術の開発

小山 翔一

門内 靖明

中川 智皓

東京大学大学院情報理工学系研究科
同上

講師

利用者の生産性を高め、低ストレスでエラ

東京大学大学院教育学研究科
同上

本研究の目的は、精神疾患患者の病理
脳を補うように環境情報をアクティブに整形
するフ ィルタリング技術を開発し、患者の
個性を守りながら症状を軽減させ、患者と
実世界環境のインタラクションの円滑化を
支援することである。PTSDと統合失調症
を対象に、①脳科学的研究を通して各疾患における脳機能
の病態を明らかにし、②明らかにした病態に応じて環境情報
を整形し、症状を緩和するメン タル・バリアフリー技術を開
発する。

ボレーションを作り込める歌唱デザイン法を
確立します。現状の歌唱デザインでは、イ
メージする歌声のデザインに伴い不自然さ
研究では、歌の自然さを計測する知覚モ
デルを構築し、利用者のデザイン結果が常に自然に保たれ
るよう自動調整する機能を組み込んだ知的ユーザインタフェ

東京大学先端科学技術研究センター 准教授
慶應義塾大学理工学部 専任講師

大阪府立大学大学院工学研究科
同上

准教授

広い領域の音空間を忠実に記録・再生することは、聴覚に
おけるバーチャルリアリティを実現する上での究極的な目標で
ある。音場収音・再現技術は、多数のマイクロフォン・スピ
ーカを用いた音場の再構成を目的とし、従来は音場の境界
値積分表現のような物理方程式に基づく手法が提案されて
きた。このような従来技術では、マイクロフォン・スピーカ素
子を単純なアレイ形状で配置する必要がある上、高い周波
数帯域までの再現精度を保つためには多くの素子数を必要とする。本研究では、ア
レイ素子を任意の位置に配置可能な音場収音・再現技術について検討を行う。こ
のような技術が実現されれば、システムの大規模化・高コスト化を避け、より柔軟なシ
ステム構成を用いて広い範囲のアプリケーションに適用可能になると期待できる。

人と物とが接近・接触する際の認識や行
動を支援するための透過型触刺激法を実
現します。具体的には、木、布、プラス
チックといった身の回りの非金属媒質越し
に電磁的に触刺激を提示する方法を確立
し、その表面に近づいたり触れたりする際
の触感を上書きします。生体に対する安全性の検証を重ね
ながら、手触りのカスタマイズ、ロボットの接近感や存在感
の提示、演奏やスポーツ動作の身体的チュートリアルなどの
応用を目指します。

パーソナルモビリティ・ビークル（PMV）
の自動運転の適用にあたっては、PMVの
車両力学に加え、操縦者のダイナミクスを
考慮した制御が重要となります。ここでは、
人間の操縦（意図あり）／乗車（意図な
し）の違いを解明すべく、三次元動作解
析装置を用いた運動取得およびマルチボディダイナミクスを
用いたモデル化を行います。運転主体が人間側、システム
側の２つの自動運転レベルに分けて、自動運転制御を構
築します。

剛性フィードバックでの運動のトランスファーと向上(Sensory feedback of impedance for motor skill transfer, improvement and augmentation)

Computational Perception Design:デ
ータ駆動手法による知覚体験設計

CG技術によるインタラクティブな3Dモデ
リング支援

高木 敦士

吉田 成朗

中島 一崇

日本電信電話（株）コミュニケーション科学基礎研究所 特別研究員
東京工業大学科学技術創成研究院 特任助教

腕の剛性は外部の力からの影響を阻止す
る筋肉の仕組みであって、力が必要な課
題（e.g.木彫り）には不可欠な要素であ
る。動作と違って剛性は見えないがため、
自分がどう力んでいるかは把握しにくい。
相手に正しい剛性を教えるのも困難である。本研究では、
剛性フィードバックとそれを応用したインターフェースを開発し、
運動の向上やトランスファーを目指す。
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慶応義塾大学理工学部 特任講師
東京大学大学院教育学研究科 特任研究員

年度採択研究者 ［ 期生］
2019

年度採択研究者 ［ 期生］
2018

人とマイクロ世界のインタラクション技術
の開発

東京大学先端科学技術研究センター 特任講師
東京大学大学院情報理工学系研究科 助教

本研究の目的は、機械学習のようなデータ駆動型
の情報処理手法を用いて、人間の知覚現象と感覚
刺激の対応関係を計算機で扱える形にモデル化する
ことで、目的とする知覚現象をインタフェース上で表
現可能にする方法論を確立することである。こうした
方法論が明らかになることで、人間の心や行動の理
解を学問の中心に据えてきた心理学がインタフェース設計に効果的に適用
されるようになるとともに、心理学における実験手続きの手法を修めていな
いデザイナーやエンジニアであっても、錯覚現象や多感覚統合などを含む
人間の知覚特性を考慮・活用したインタフェースの構築が可能になる。

科学技術振興機構 さきがけ研究者
東京大学大学院情報理工学系研究科

学生

本研究では、プロの現場における3Dモデ
リング作業のうち、手作業で行われている
作業の支援技術を研究します。具体的に
は、
「3Dプリントにおけるサポート構造の生
成」と「3DモデルのUV展開」の2つを対
象とします。本研究は現場での実用性を重
視しているため、ノイジーな入力でも破綻しない手法を提案
する計画です。また、研究成果は既存ソフトウェアのプラグ
インといった、利用しやすい形での公開を目指しています。

多次元生体化学情報の収集・時空間解
析へ向けた超嗅覚センサシステムの創製

長島 一樹

東京大学大学院工学系研究科
九州大学先導物質化学研究所

准教授
准教授

本研究では、独自の材料開発・デバイス
技術により、変動する環境下においても生
体呼気から安定的に化学情報を収集可能
な人工嗅覚センサシステムを創製し、これ
により実現される多次元生体化学情報の
収集・時空間解析の有用性を実証するこ
とで、化学情報を介して人間と環境のインタラクションを理
解・デザインする新たなInternet of Human Chemistry
(IoHC)の基盤技術構築を目指します。

SNSが生み出す自己像の歪み形成機構
の解明とその補正法の開発

中野 珠実

大阪大学大学院生命機能研究科
同上

准教授

本研究では、
「自己顔のレタッチ（修正加
工）依存」に着目し、若い女性の顔のレ
タッチ行動を強化する神経機構と過度な行
動を抑制する神経機構を脳活動計測によ
り同定します。また、何歳ごろから自己像
の歪みが生じてくるか、様々な年齢の子供
の行動を比較することで明らかにします。さらに、実際の
SNSインタラクションの場に介入することで、自己像の歪み
を補正できるインタラクションデザインの在り方を探索します。

行動経済学に基づく個人的・集団的評
価の数理モデルの開発

馬場 雪乃

筑波大学システム情報系
同上

准教授

人とインタラクション

人間がヒトやモノを評価する際，認知バイ
アスにより評価がゆがみます．本研究で
は，行動経済学で議論されている様々な
認知バイアスを考慮して，評価プロセスを
数理モデルで表現し，評価のゆがみの解
消を目指します．様々な評価タスクを適応
的に発行し，それに対する反応から各自の認知バイアスを推
定します．集団での評価集約過程における認知バイアスの
推定も行い，個人や集団が対象に与える真の評価の推定を
実現します．

人工神経回路フィードバックによる主観
的時間の制御

林 正道

情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター テニュアトラック研究員
同上 研究員

本研究では、主観的時間制御システムを
実装します。このシステムでは、ウェアラブ
ルデバイスによりユーザーの視覚・生体情
報を収集し、多層人工神経回路を用いて
時々刻々と変化する主観的時間の流れを
推定します。そしてその情報をもとに最適な感覚刺激あるい
は脳刺激を与えることで主観的時間を変調し、ユーザーの希
望する主観的時間の流れを作り出すシステムを開発します。

DATSURYOKU：マルチレベルな介入に
よる運動スキル獲得支援の実現

村井 昭彦

産業技術総合研究所人間拡張研究センター 主任研究員
同上

緊張によるスポーツの本番での失敗は過度
な筋の共収縮によるパフォーマンスの低下
が一因です。筋は収縮させるのは容易です
が、脱力させることは極めて困難です。本
研究は運動力学介入および認知介入によ
り身体環境インタラクションを変化させ、運
動スキル（筋脱力）獲得支援の実現を目的とします。そし
てスポーツサービスとして社会実装し、本番での失敗を防ぐ
ことで運動へのモチベーションを向上させ、運動習慣定着を
実現します。

研究者の役職について……上段：（進行中の課題）現在の所属、（終了課題）原則として課題終了時の所属

下段：応募時の所属
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さきがけ領域一覧
研究終了領域
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77領域2371課題

キーワード

研究領域名

情報計測
社会デザイン
微小エネルギー
フィールド植物制御
光極限
革新的触媒
マテリアルズインフォ
情報協働栽培
社会情報基盤
１細胞解析
数学協働
エネルギーキャリア
疾患代謝
ナノエレクトロニクス
超空間制御
ビッグデータ基盤
恒常性
構造生命科学
分子技術
相界面
CO2資源化
細胞構成
慢性炎症
元素戦略
太陽光
物質変換
脳神経回路
情報環境
iPS
知の創生
藻類バイオエネルギー
エピジェネティクス
脳情報
ナノシステム
光の利用
生命モデル
次世代デバイス
数学
界面
生命システム
RNA
ナノ製造
光作用
代謝
光創成
構造制御
生命現象
構造機能
デジタルメディア
量子と情報
シミュレーション
ナノテク融合
生体分子
情報と細胞機能
情報基盤と利用環境
ナノと物性
生体と制御
光と制御
合成と制御
認識と形成

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
新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術の創出
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
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
光の極限制御・積極利用と新分野開拓
革新的触媒の科学と創製
理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築

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
社会と調和した情報基盤技術の構築
統合1細胞解析のための革新的技術基盤
社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働
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
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
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
超空間制御と革新的機能創成
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
生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御
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
分子技術と新機能創出
エネルギー高効率利用と相界面
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
細胞機能の構成的な理解と制御
炎症の慢性化機構の解明と制御
新物質科学と元素戦略
太陽光と光電変換機能
光エネルギーと物質変換
脳神経回路の形成・動作と制御
情報環境と人
iPS細胞と生命機能
知の創生と情報社会
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
エピジェネティクスの制御と生命
脳情報の解読と制御
ナノシステムと機能創発
光の利用と物質材料・生命機能
生命現象の革新モデルと展開
革新的次世代
数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索
界面の構造と制御
生命システムの
RNAと生体機能
ナノ製造技術の探索と展開
物質と光作用
代謝と機能制御
光の創成・操作と展開
構造制御と機能
生命現象と計測分析
構造機能と計測分析
デジタルメディア作品の制作を
量子と情報
シミュレーション
情報、バイオ、
生体分子の形と機能
情報と細胞機能
情報基盤と利用環境
ナノと物性
生体と制御
光と制御
合成と制御
認識と形成

PRECURSORY RESEARCH
FOR EMBRYONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY

研究総括・副研究総括

発足年度 課題数 '91 '92 '93 '94 '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

2016年
31
2016年
32
谷口 研二・秋永 広幸
2015年
27
岡田 清孝
2015年
32
2015年
36
植田 憲一
北川 宏
2015年
29
2015年
41
常行 真司
二宮 正士
2015年
18
安浦 寛人
2014年
30
浜地 格
2014年
39
國府 寛司
2014年
31
江口 浩一
2013年
12
2013年
15
小田 吉哉
桜井 貴康・横山 直樹
2013年
34
2013年
38
黒田 一幸
喜連川 優・柴山 悦哉
2013年
17
春日 雅人
2012年
41
若槻 壮市
2012年
33
加藤 隆史
2012年
43
花村 克悟
2011年
32
磯貝 彰
2011年
31
上田 泰己
2011年
39
高津 聖志
2010年
37
細野 秀雄
2010年
34
早瀬 修二
2009年
36
井上 晴夫
2009年
39
村上 富士夫
2009年
45
石田 亨
2009年
36
西川 伸一
2008年
30
中島 秀之
2008年
30
松永 是
2011年
28
向井 常博
2009年
40
川人 光男
2008年
37
長田 義仁
2008年
40
増原 宏
2008年
40
重定 南奈子
2007年
35
佐藤 勝昭
2007年
33
西浦 廉政
2007年
31
川合 真紀
2006年
34
中西 重忠
2006年
38
野本 明男
2006年
29
横山 直樹
2006年
29
筒井 哲夫
2006年
28
西島 正弘
2005年
33
伊藤 弘昌
2005年
24
岡本 佳男
2005年
37
森島 績
2005年
32
寺部 茂
2004年
40
原島 博
2004年
16
細谷 暁夫
2003年
15
土居 範久
2002年
17
潮田 資勝
2002年
24
郷 信広
2001年
23
関谷 剛男
2001年
32
富田 眞治
2001年
17
神谷 武志
2001年
28
竹田 美文
2001年
22
花村 榮一
2001年
22
村井 眞二
2001年
28
江口 吾朗
2000年
33
※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。

雨宮 慶幸・北川 源四郎

黒橋 禎夫

79

さきがけ領域一覧
研究終了領域

80

77領域2371課題

キーワード

研究領域名

秩序と物性
相互作用と賢さ
機能と構成
協調と制御
タイムシグナルと制御
変換と制御
組織化と機能
情報と知
形とはたらき
状態と変革
素過程と連携
遺伝と変化
知と構成
場と反応
構造と機能物性
光と物質
細胞と情報

秩序と物性
相互作用と賢さ
機能と構成
協調と制御
タイムシグナルと制御
変換と制御
組織化と機能
情報と知
形とはたらき
状態と変革
素過程と連携
遺伝と変化
知と構成
場と反応
構造と機能物性
光と物質
細胞と情報

PRECURSORY RESEARCH
FOR EMBRYONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY

研究総括・副研究総括 発足年度 課題数 '91 '92 '93 '94 '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

曽我 直弘
原島 文雄
片山 卓也
沢田 康次
永井 克孝
合志 陽一
国武 豊喜
安西 祐一郎
丸山 工作
国府田 隆夫
大嶋 泰治
豊島 久真男
鈴木 良次
吉森 昭夫
高良 和武
本多 健一
大沢 文夫

2000年
2000年
2000年
2000年
2000年
2000年
1999年
1997年
1997年
1997年
1997年
1994年
1994年
1994年
1991年
1991年
1991年

28
20
20
27
39
30
31
44
38
38
38
31
31
31
24
24
24

※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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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

ラマン分光スパース解析による生細胞の
包括的分子イメージング

戦略目標

学習型動態モーフィングによる神経間シ
グナル伝達特性の解明

安藤 正浩

中西(大野) 義典

X線小角散乱-CT法と計算科学の融合
による可視化手法の開発

データ同化モデリングの自動化原理開発
によるハイレベル予測発見手法の構築

魚群探知機とバーチャル生簀の融合に
よる養殖魚計測技術の開発

小川 絋樹

中村 和幸

西川 悠

科学技術振興機構 さきがけ研究者

京都大学化学研究所

2016-2021

再標本化による情報計測のためのデー
タ駆動診断法開発
東京大学大学院総合文化研究科

准教授

明治大学総合数理学部

徳永 旭将

助教

九州工業大学大学院情報工学研究院

専任教授

准教授

海洋研究開発機構付加価値情報創生部門

研究員

統合的凸最適化によるIn Handな成分
分離型信号情報再構成

多色同時撮像観測と高精度解析による
第二の地球たちの探査

非平衡統計力学に基づく軸索輸送動画
解析の医療応用

小野 峻佑

成田 憲保

林 久美子

東京工業大学情報理工学院

准教授

東京大学大学院総合文化研究科

教授

東北大学大学院工学研究科

准教授

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

試 料 へ の 情 報 の 符 号 化を活 用する
NMR計測・解析法

高分解能データの統計的推定による超
高精細結晶構造解析の開拓

任 意 のスペクトル 次 元を測 定できる
functional Raman分光法の開発

葛西 卓磨

星野 学

平松 光太郎

変調光誘起位相差顕微鏡による光生成
キャリヤ寿命・移動物性評価法

気象ビッグデータからの極端現象発生予測
～台風のタマゴ発見から豪雨予測まで～

データ同化による１細胞内自己組織化
過程の全可視化

片山 建二

松岡 大祐

松岡 里実

理化学研究所生命機能科学研究センター 研究員

理化学研究所創発物性科学研究センター 研究員

東京大学大学院理学系研究科

助教

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

研究領域の概要
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

中央大学理工学部

教授

海洋研究開発機構付加価値情報創生部門
研究員

副主任

高時空間分解能脳情報解析による自然条
件下での実世界認識ダイナミクスの研究

圧縮センシングを活用した高精度空力
診断システムの構築

桑谷 立

宮脇 陽一

松田 佑

海洋研究開発機構海域地震火山部門

研究員

電気通信大学大学院情報理工学研究科

教授

高度情報処理と素粒子計測の融合によ
るミューオントモグラフィ技術

中村 友哉

森下 喜弘

森島 邦博

東京工業大学工学院

捉えられなかった物理量・物質状態やその

流体最適制御に向けた高速高精度デー
タ同化手法の確立

スパース位相回復法によるコヒーレント
軟X線オペランド計測

変化あるいは潜在要因等の検出、これまで

野々村 拓

山崎 裕一

に最先端の情報科学・統計数理の研究を

東北大学大学院工学研究科

准教授

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

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
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

生体分子動態解析のためのデータ同化
基盤の開発と応用

オンライン自動収差補正による3次元電
子顕微鏡法の開発

松永 康佑

石川 亮

埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

東京大学大学院工学系研究科

特任准教授

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

スパースモデリングと動的光線制御によ
る視覚的質感の高速計測

データ駆動型全散乱計測に基づく不均
質現象可視化システムの開発と応用

渡辺 義浩

加藤 健一

東京工業大学工学院

准教授

理化学研究所放射光科学研究センター 専任研究
員

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

超高精度画像化法と多偏波解析による誘電率推定
を統合した革新的マイクロ波イメージング法の創出

生体信号の数理モデルと電波センシングを
融合した人体の非接触バイタルイメージング

木寺 正平

阪本 卓也

電気通信大学大学院情報理工学研究科

准教授

京都大学大学院工学研究科

准教授

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。
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准教授

高度情報処理技術を用いた器官発生
過程の再構築、予測、操作

の解決のために、多様な計測・解析技術

法の開発とその応用を目指します。

早稲田大学理工学術院

人工散乱体と圧縮センシングを融合した
超小型撮像系による大規模画像計測

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

は困難であった測定対象が実際に動作・

助教

岩石からのプロセス抽出:究極の逆問題
に挑むベイズ計測

助教

高度に融合させることによって、これまでは

大阪大学大学院生命機能研究科

ビッグデータアプローチによるX線レーザ
ーイメージングの高度化

スパース解析と遺伝的アルゴリズムの融
合による新奇スペクトル分離手法の開発

木村 隆志

玉井 康成

東京大学物性研究所

准教授

京都大学大学院工学研究科

助教

名古屋大学大学院理学研究科

准教授

新しい社 会システ
ムデザインに向けた
情報基盤技術の創
出

行動認識と行動介入による情報駆動型
社会システムの実証

安全かつ透明な個別化のためのプライ
バシ保護データマイニング

人々の移動に関する実空間情報をリアルタイムに
形成するためのデータを目利きできるネットワークAI

荒井 ひろみ

新熊 亮一

触れ合いデータを収集する子供アンドロ
イド高機能化

数理的システムデザインに潜む離散構
造の研究とその応用

多変数間に潜む高次相互作用の探索と
分解

石原 尚

神山 直之

杉山 麿人

荒川 豊

九州大学大学院システム情報科学研究院

大阪大学大学院工学研究科

2016-2021

教授

講師

理化学研究所革新知能統合研究センター ユニットリ
ーダー

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

教授

芝浦工業大学情報工学科

教授

情報・システム研究機構国立情報学研究所
授

准教

戦略目標

思考するAIとのコミュニケーションの実現

同調と主張に基づく接近・接触状態で
の人共存型モビリティの協調移動技術

次世代言語生成のための生成文評価
基盤

急速に高度化・複雑化が進む人工知能基

金子 知適

亀崎 允啓

須藤 克仁

盤技術を用いて多種膨大な情報の利活用

東京大学大学院情報学環

准教授

早稲田大学理工学術院

主任研究員

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
准教授

を可能とする統合化技術の創出
未知物体操作のための位置と力情報を
用いたEnd to End Learning

音声対話系における言語・音響モデル
自動適応

河添 悦昌

境野 翔

武田 龍

東京大学大学院医学系研究科

研究総括

黒橋

医療ビッグデータからの病態進行のシミュレ
ーションによる先制医療に向けた研究開発

禎夫

特任准教授

筑波大学システム情報系

准教授

大阪大学産業科学研究所

准教授

様々な形式のデータを言語で柔軟に記
述する汎用的技術の開発

対話型パーソナライゼーションAIによる
コンテンツ制作の拡張

能動的分散協調視覚による群衆の３次
元行動理解

高村 大也

シモセラ エドガー

延原 章平

数のセンサやデバイスがインターネットにつ

ネットワーク上の信号情報処理:感染や災害
の拡大を最小限に抑えるための基盤技術

バッテリーレス・ワイヤレス動画収集機
能をもつ高分散型監視システム

非専門医によるてんかん診療質向上の
ための診療支援AI基盤の創出

ながるようになってきました。また、医療・

田中 雄一

周 金佳

藤原 幸一

京都大学大学院情報
学研究科 教授

研究領域の概要
情報技術の急速な進展により、莫大な

健康、材料・物性、都市インフラや地球

産業技術総合研究所人工知能研究センター 研究チ
ーム長／東京工業大学科学技術創成研究院 教授

東京農工大学大学院工学研究院

准教授

早稲田大学理工学術院

専任講師

法政大学大学院理工学研究科

京都大学大学院情報学研究科

准教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

准教授

環境など、あらゆる場所で多種多様 のビッ
グデータが蓄積され、応用されてきていま
す。さらに、自然言語処理やディープラー
ニング等を 駆使した人工知能技術にも大き
な関心が集まり、これらの各分野における
活用が急速に進みつつあります。

ユーザの適応能力を活用する共創型音
声生成機能拡張技術の構築

新しい学びの形態を実現するための問
題自動解説技術の開発

三次元的変形と力伝達を両立可能な着
衣型能動デバイス

戸田 智基

永田 亮

舟洞 佑記

情動や運動の記憶保持機能を基盤とし
た次世代語彙学習システムの設計

適応的最適化による推測・変動データ
からの意思決定

脳からの言語情報解読技術の開発

福嶋 政期

福永 拓郎

堀川 友慈

名古屋大学情報基盤センター 教授

甲南大学知能情報学部

准教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

本研究領域では、この様な情報技術に
基づいた社会変革の時代に対応し、これ
からの新しい社会システムのデザインを可能
にするための情報基盤技術の創出を目指し
ます。モビリティなどを含めた社会基 盤、

東京大学大学院情報理工学系研究科

助教

中央大学理工学部

准教授

日本電信電話（株）コミュニケーション科学基礎研
究所 研究主任

介護を含むヘルスケア、防災・減災、ロ
ボティクスなど、あらゆる分野において、情
報を知的・統 合的に解析・処理・制御
し、新しいサービスや社会構造の構築に貢
献する基盤技術を創出します。
具体的には、多種・膨大な情報を収

複合時系列イベントストリームに基づくリアルタ
イム将来予測と社会行動支援サービスの構築

読解に困難を抱える生徒を支援するため
の言語処理に基づくテキスト表示技術

松原 靖子

松崎 拓也

大阪大学産業科学研究所

准教授

東京理科大学理学部

教授

集・取得するための高度なセンシング技術、
リアルタイム処理の ためのデータ処理技術
およびシステム最適化技術、知的メディア
を使ったコミュニケーション支援や、人工知
能などを含むデータ処理と知識処理の技
術、多種多様な機器やシステムに対応可

科学的発見のための非線形機械学習
技術の創生

ソーシャルキャピタルの醸成を支援する
ロボットシステム

山田 誠

飯尾 尊優

京都大学大学院情報学研究科

准教授

同志社大学文化情報学部

准教授

能なセキュリティ・プライバシーエンハンスメ
ント技術などを対象とします。
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。

漸進的な言語理解・知識獲得に基づく
音声対話システム

深層学習の高速化にむけた適応ネット
ワークの数学的発見と学習法開発

吉野 幸一郎

今泉 允聡

大容量データをリアルタイム処理するメニー
コア向けソフトウェアプラットフォームの構築

オープンデータ利活用のためのデータ検
索エンジンの構築

安積 卓也

加藤 誠

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
助教

埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

筑波大学図書館情報メディア研究科

准教授
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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

変調ドープ高効率バルクナノシリコン熱
電材料の開発

柔構造制御に基づく機能性圧電ポリマ
ーの創製

新奇ドーピング機構に基づく高出力フレ
キシブル熱電変換シート

黒崎 健

中嶋 宇史

都甲 薫

大阪大学大学院工学研究科

准教授

准教授

筑波大学数理物質系

バルク光起電力効果による光電変換プロセス
の機構解明と高効率化に向けた新材料開拓

抵抗変化素子を活用した環境発電用回
路技術の創成

黒澤 昌志

中村 優男

矢嶋 赳彬

講師

理化学研究所創発物性科学研究センター 上級研
究員

九州大学大学院システム情報科学研究院

准教授

戦略目標

柔軟な3次元微細構造を用いたポリマー
振動発電

超分子ドーピングを駆動力とする高性能
ナノカーボン熱電膜の創製

多 層 エレクトレット 集 積 型 C M O S MEMS振動発電素子の創製

微小エネルギーの高効率変換・高度利用

鈴木 孝明

野々口 斐之

山根 大輔

に資する革新的なエネルギー変換機能の原

群馬大学大学院理工学府

教授

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
助教

理解明、新物質・新デバイスの創製等の
基盤技術の創出

熱フォノニクスの学理創出と高効率熱電
変換への応用

π拡張型ジチオラート金属錯体を用いた
中性熱電材料の創製

野村 政宏

村田 理尚

トポロジカル半金属における熱・スピン
起電力の開拓

分極反転構造の圧電トランス薄膜音響
共振子による電波発電

藤岡 淳

柳谷 隆彦

東京大学生産技術研究所マイクロナノ学際研究セン
ター 准教授

大阪工業大学工学部

准教授

研究総括

谷口

大阪大学

研二

名誉教授

筑波大学数理物質系

副研究総括

秋永

広幸

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

准教授

早稲田大学理工学術院

准教授

半導体性単層CNTからなる熱電変換シ
ートの創製

強誘電体ナノ構造の分極操作による巨
大圧電膜の創製

藤ヶ谷 剛彦

山田 智明

九州大学大学院工学研究院

教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

研究領域の概要

5d電子系酸化物のスピン流誘起熱電
変換

伝導性ポリマーによる熱充電可能な電
気化学セルの創成

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。

松野 丈夫

衛 慶碩

大阪大学大学院理学研究科

教授

産業技術総合研究所ナノ材料研究部門
員

主任研究

スピンゼーベック発電増大に向けた新材
料と新構造の探索研究

有機半導体の構造制御技術による革新
的熱電材料の創製

湯浅（福澤）裕美

岡本 敏宏

九州大学大学院システム情報科学研究院

教授

熱電ナノ材料の原子構造とナノスケー
ル温度分布の可視化

吉田 秀人

大阪大学産業科学研究所

東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授

イオン液体ゲルによる新奇メカノエレクト
リック変換の解明と応用展開

小野 新平

准教授

（一財）電力中央研究所材料科学研究所
究員

上席研

遷移金属酸化物歪界面を利用したフォ
ノンドラッグ熱電能の制御

低温廃熱回収を目的とした熱電変換材
料及びデバイスの開発

片瀬 貴義

小菅 厚子

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

大阪府立大学大学院理学系研究科

准教授

多層ディラック磁性体における新奇熱磁
気発電現象の開拓

異常ネルンスト効果を用いた新規スパイ
ラル型熱電発電の創成

酒井 英明

桜庭 裕弥

大阪大学大学院理学研究科

准教授

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

メンブレン単結晶を用いた振動発電デバ
イスの創製

極性分子配向薄膜を備えた新規振動発
電器の創生

高橋 竜太

田中 有弥

日本大学工学部
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准教授

革新的多機能センサモジュール実現に
向けた新しいIV族混晶熱電物質の創製
名古屋大学大学院工学研究科

2015-2021

東京理科大学理学部

准教授

千葉大学先進科学センター 助教

立命館大学理工学部

准教授

フィールドにおける
植物の生命現象の

カキ属をモデルとした環境応答性の性
表現多様化機構の解明

光合成老化の環境適合を可能にする分
子デザインの創出

赤木 剛士

泉 正範

沖縄科学技術大学院大学サイエンス・テクノロジーグ
ループ サイエンステクノロジーアソシエート

植物－マイクロバイオータ超個体の生
命活動ネットワーク解明

土壌細菌による鉄欠乏植物を救出する
メカニズムの分子基盤解明

多検体オミクスによる混植系の構築と虫
害制御

市橋 泰範

井上 晴彦

佐藤 安弘

戦略目標

土壌水分変動適応型エピジェネティック
情報を捉えたイネの分子デザイン

フィールドでの非破壊元素動態モニタリ
ング技術の確立と時空間動態解明

寄生線虫性転換を誘導する環境／植物
シグナルの解明

気候変動時代の食料安定確保を実現する

犬飼 義明

神谷 岳洋

新屋 良治

核ゲノム－オルガネラゲノムの協調的改変
による植物のエネルギー代謝系の至適化

植物ホルモン活性のあいまい制御による
環境応答バイオマーカー群の機能解明

植物-病原体-環境ネットワークの解明によ
る気候変動対応型病害抵抗性の分子設計

大西 孝幸

高岡 洋輔

峯 彰

代基盤技術の創出

理化学研究所バイオリソース研究センター チームリ
ーダー

2015-2021

環境適応型植物設計システムの構築

研究総括

岡田

助教

小宮 怜奈

理化学研究所環境資源科学研究センター 研究員

制御に向けた次世

京都大学大学院農学研究科

日長環境応答性を利用した生殖RNAに
よる基盤育種の構築

名古屋大学農学国際教育研究センター 教授

宇都宮大学農学部

准教授

農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研
究部門 上級研究員

東京大学大学院農学生命科学研究科

東北大学大学院理学研究科

准教授

講師

科学技術振興機構 さきがけ研究者

明治大学農学部

准教授

京都大学大学院農学研究科

准教授

清孝

龍谷大学龍谷エクステ
ンションセンター(REC)
フェロー

化学遺伝学的手法を利用した乾燥スト
レス適応型作物設計

非定常光環境におけるイネ光合成の遺
伝的制御の包括的解明

岡本 昌憲

田中 佑

を分子レベルから設計するための次世代基

組み換え遺伝子を利用しない新奇植物
ゲノム編集法の開発

頑健な植物共生システムの設計に向け
た「コア共生微生物」探索技術の開発

気候変動への適応を支える根の形質可
塑性の分子基盤の解明

盤技術の創出に関する研究を推進します。

菅野 茂夫

東樹 宏和

山内 卓樹

共生微生物群の機能解析とその活用に
よる植物生長促進技術の開発

糖吸収競合を介して形成される植物-病
原体間相互作用の分子基盤の解明

晝間 敬

山田 晃嗣

生態トランスクリプトームから組合せの働
きを見出す多重検定法の開発

遺伝育種の拡張に向けた種間隔離メカ
ニズムの解明

ストリゴラクトン生産・分泌制御を介した
アーバスキュラー菌根菌利用技術の確立

寺田 愛花

藤井 壮太

米山 香織

植物ホルモン受容の可視化技術

遺伝子情報に基づく表現型予測モデルの構築
とコンピューターシミュレーション育種への応用

研究領域の概要

宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター 助教

京都大学大学院農学研究科

ハウス栽培環境におけるウリ科果実の糖度変動
に関連するシンク・ソース分子ネットワークの解明

矢野 亮一

助教

農業・食品産業技術総合研究機構高度解析センタ
ー 上級研究員／筑波大学生命環境系 助教

本研究領域では、フィールドにおける環
境変化に適応し、安定的に生育する植物

具体的には、植物の遺伝子（群）の挙動
と表現型との関係性を時間的・空間的に

立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機
構 助教

定量的に解析し、環境に適応する植物の

生理システムの包括的な理解を目指します。 植物体内物質動態に関する表現型の定
量評価基盤技術の構築

また、環境応答機構のモデルの構築やバ
イオマーカーなどの同定を行い、新しい植物
生産の基盤技術を構築します。さらに、環

田野井 慶太朗

東京大学大学院農学生命科学研究科

教授

京都大学生態学研究センター 准教授

名古屋大学生物機能開発利用研究センター 准教
授

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
助教

徳島大学大学院社会産業理工学研究部

助教

境応答に関係する複雑な遺伝子（群）・
遺伝子型の人工設計のための新たな遺伝
的改良技術を開発し、多様な植物への応
用展開を目指します。
研究領域の推進では、植物の環境応答

科学技術振興機構 さきがけ研究者

東京大学大学院農学生命科学研究科

助教

愛媛大学大学院農学研究科

特任講師

機構の定量解析の観点から、植物の単一
遺伝子の応答機構ではなく、多因子および
QTLによる複雑な応答機構の解明に主眼を
置きます。また、各種大規模データの解析
やモデル化、およびその実証の観点から、
植物科学のみならず情報科学、工学などの

萩原 伸也

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

山本 英司

（公財）かずさDNA研究所先端研究開発部

研究員

多様な分野の個人研究者の参画を促しま
す。さらに、本研究領域は戦略目標の達
成 に 向けた成 果 創 出を最 大 化すべく、
CREST研究領域「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」やさきがけ研究領域「情報科学と

花粉管をベクターとした遺伝子改変技術
の開発

ジーンターゲッティングを向上させるエフェクターのデ
リバリーのためのpiggyBacシャトルベクターの開発

水多 陽子

横井 彩子

光環境によって獲得された形質が遺伝す
る分子基盤の解明と実用植物への応用

植物免疫のエピジェネティック制御機構
の解明とその人為的制御

山口 暢俊

稲垣 宗一

気候変動と病原菌の進化に頑強な作物
設計システムの構築

道管液のペプチドミクス・プロテオミクスを用いた地下部
-地上部間の相互作用の探索とそのメカニズムの解明

吉田 健太郎

岡本 暁

科学技術振興機構 さきがけ研究者

農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研
究部門 上級研究員

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。

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
助教

神戸大学大学院農学研究科

准教授

東京大学大学院理学系研究科

准教授

新潟大学自然科学系（農学部） 助教
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光の極限制御・積
極利用と新分野開
拓
2015-2021

遺伝子発現の光制御と光計測による生
体分子の動的機能の解明

新規量子源としての相対論的磁気リコ
ネクション

次世代バイオイメージングのための分子
技術の開発

磯村 彰宏

余語 覚文

浅沼 大祐

新規光受容タンパク質が先導する新し
いオプトジェネティクス

フェムト秒パルス光を用いた光化学系II
の酸素発生機構の解明

有機‐無機ハイブリッド界面を利用した
一光子センシング技術の創出

井上 圭一

秋田 総理

石井 あゆみ

京都大学高等研究院

東京大学物性研究所

特定助教

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 准教授

准教授

岡山大学異分野基礎科学研究所

准教授

東京大学大学院医学系研究科

帝京科学大学生命環境学部

講師

准教授

戦略目標

光で細胞内現象を完全再現する超精密
タンパク質発現操作技術の開発と応用

IV族元素を用いた固体量子光源エンジ
ニアリング

光熱変換の積極利用による細胞機能の
アクティブ制御

新たな光機能や光物性の発現・利活用に

小笠原 慎治

岩﨑 孝之

大山 廣太郎

量子近接場光学顕微鏡の実現とその展
開

原子コヒーレンスによる微弱QED過程の
極限制御

極限的電子分光法の開発による反応研
究の革新

岡本 亮

植竹 智

倉持 光

よる次世代フォトニクスの開拓

研究総括

植田

科学技術振興機構 さきがけ研究者

京都大学大学院工学研究科

東京工業大学工学院

准教授

准教授

量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門
主任研究員

岡山大学異分野基礎科学研究所

准教授

自然科学研究機構分子科学研究所

准教授

憲一

電気通信大学
教授

名誉

研究領域の概要

光と生体の新たな相互作用を利用した
がん治療法の開発

生体組織や細胞の力を可視化する新奇ナノプロ
ーブの創製と革新的バイオイメージングへの応用

光共振器増幅された光格子中での冷却
分子の精密分光

小川 美香子

上村 直

小林 淳

北海道大学大学院薬学研究院

教授

九州工業大学大学院工学研究院

助教

北海道大学大学院工学研究院

准教授

本研究領域では、本質的な限界を持た
ないといわれる光を使って限界に挑戦し、そ
れを超えようとする研究を推進します。具体

超高速電荷マイグレーションによる反応
制御

モノサイクルX線自由電子レーザー実現
に向けた高出力シード光源開発研究

ロタキサン型メカノプローブの創製とメ
カノバイオロジーへの応用

的には、
（1）環境・エネルギー・ものづく

沖野 友哉

貴田 祐一郎

相良 剛光

固体中の電子スピンを用いた光－マイク
ロ波のコヒーレント相互変換

局所応力イメージング技術の限界を突
破する「光分子力学」の開拓

光受容体Opsin3を介した光による脂肪
組織の代謝制御機構の解明

久保 結丸

齊藤 尚平

佐藤 真理

り・情報通信・医療等において将来の様

理化学研究所光量子工学研究センター 研究員

科学技術振興機構 さきがけ研究者

東京工業大学物質理工学院

准教授

々な社会的要請に応える新たな光利用を創
成しようとする研究、
（2）光の存在・介在
によって出現する現象を利用して、従来の
物理学・化学・生物学・工学等の分野
に大きな革新をもたらし、これらの壁を打破
しようとする研究、
（3）高エネルギー密度科

沖縄科学技術大学院大学 スタッフサイエンティス
ト・グループリーダー

京都大学大学院理学研究科

准教授

北海道大学大学院歯学研究院

准教授

学や高強度光物理、極限物性研究などを
通じて、より普遍的な原理及び現象を光科

非回折と自己湾曲性を駆使した3次元
学技術の視点から確立しようとする研究、 高速光イメージング
（4）上記の（1）～（3）を実現するため
の光源、受光、計測、イメージング機能を

小澤 祐市

東北大学多元物質科学研究所

准教授

有機電気光学材料による光メタ表面の
機能化と高速変調素子への展開

加速電子線を用いた光ホログラフィ

種村 拓夫

三宮 工

東京大学大学院工学系研究科

准教授

東京工業大学物質理工学院

准教授

極限まで追究し、新しい応用に提供する研
究等を対象とします。
本研究領域の推進にあたっては、横断
的な光科学技術の軸を通して異分野との交
流を積極的に行い、多様で複雑な対象を
扱う分野の先端研究において、新たな視

光時間周波数離散直交変換による超高
速連続光計測とその仮想化

多数自然光源の瞬間同時ホログラフィ
ックマルチカラーセンシング

光音響高速サイトメトリーの創成

坂本 高秀

田原 樹

中川 桂一

情報通信研究機構ネットワークシステム研究所
研究員

主任

情報通信研究機構電磁波研究所

研究員

東京大学大学院工学系研究科

講師

点や発想を生み出すことを目指します。
局在プラズモン制御による光駆動ナノモ
ーター創出

極相対論的光電磁場における重元素低
主量子数電子の電離機構の解明

光学出力を増幅できるアロステリック計
測

田中 嘉人

西内 満美子

福原 学

超高強度サブテラヘルツ表面波フォトニ
クス

高強度テラヘルツ電場による量子多体
系の非平衡物理の探索

データ駆動型光計測・光制御

時田 茂樹

松永 隆佑

堀﨑 遼一

大質量機械振動子を用いた巨視的量
子力学分野の開拓

極低温イオン・原子混合系で探求する
極低温化学反応過程

極限的分子感度・空間分解能・時間分
解能を有する分子イメージング法の創出

松本 伸之

向山 敬

南川 丈夫

東京大学生産技術研究所

助教

量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門
上席研究員

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 講師

東北大学学際科学フロンティア研究所
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助教

東京大学物性研究所

准教授

大阪大学大学院基礎工学研究科

東京工業大学理学院

准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所

准教授

准教授

革新的触媒の科学

光電気化学的メタンカップリング

と創製

環状バナデートによる特異的な酸化剤
の活性化

触媒設計に向けた In-situ TEM 観察
による活性点の微視的解明

天野 史章

菊川 雄司

橋本 綾子

北九州市立大学国際環境工学部

2015-2021

准教授

低級アルカンの物質変換を司る人工酵
素の論理的開発

大洞 光司

大阪大学大学院工学研究科

助教

金沢大学理工研究域

准教授

物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点
研究員

局在プラズモン励起を介した触媒作用
の微視的機構の解明

π空間を有する金属オキソ種によるメタ
ン酸化

熊谷 崇

人見 穣

フリッツ・ハーバー研究所物理化学科
リーダー

研究グループ

同志社大学理工学部

教授

戦略目標

低級炭化水素の選択的酸化アップグレー
ディングを目指した金属酸化物触媒の創製

オペランド分光計測に基づくメタンの部分
酸化還元光触媒反応場の創製と学理構築

光で駆動するメタン酸化電池の開発

多様な天然炭素資源を活用する革新的触

鎌田 慶吾

杉本 敏樹

松本 崇弘

媒の創製

研究総括

北川

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

主任

自然科学研究機構分子科学研究所

准教授

九州大学大学院工学研究院

准教授

金属－配位子協働作用によるアルカン
官能基化反応開発

ナノスリット構造とハイブリッド化による
in silico触媒設計

アルカンの協奏的活性化を指向した活
性点集積型触媒の開発

楠本 周平

中山 哲

本倉 健

東京大学大学院工学系研究科

助教

東京大学大学院工学系研究科

教授

横浜国立大学大学院工学研究院

教授

宏

京都大学大学院理学研究
科 教授・理事補（研究
担当）・副プロボスト

研究領域の概要

均一・不均一ハイブリッド強塩基触媒
によるメタンのC－H活性化

メタンを水酸化するバイオ電極触媒の開
発

新奇な超分子型遷移金属オキソ種を酸化
活性種とするメタン直接変換触媒の創製

田村 正純

藤枝 伸宇

山田 泰之

東北大学大学院工学研究科

助教

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科

准教授

名古屋大学物質科学国際研究センター 准教授

現代社会では、石油を主な炭素資源とし
て、化成品やエネルギーへ変換可能な原
料を生産しています。石油に加えて、天然

金属ナノシートを基軸とした革新的触媒
の創出

金属硫化物クラスター触媒によるメタン
の直接的オレフィン化

ガス等に豊富に含まれるメタンや低級アル

船津 麻美

松本 剛

カン等も化学産業の原料として効率的に活

熊本大学大学院先端科学研究部

助教

用するためには、新しい発想を用いた、極
めて高度な技術の創出が重要です。
本研究領域では、メタンや低級アルカン
等を、化成品原料やエネルギーへ効率的
に変換するための革新的な触媒の創製に
取り組みます。

東京工業大学科学技術創成研究院 さきがけ研究
者

表面特異的なオキソ結合・欠陥とパルス電
場を駆使した機能積算型メタン変換場の開発

第一原理計算と反応速度論を基礎とした汎用触
媒活性手法の開発とメタン転換反応への応用

邨次 智

石川 敦之

名古屋大学大学院理学研究科

講師

物質・材料研究機構エネルギー・環境材料研究拠
点 主任研究員

具体的には、メタンや低級アルカンを効
率的に変換できる反応に関して、高度な触
媒の設計と創製につながる研究を推進しま
す。触媒の種類は、均一系、不均一系、
微生物等、広い範囲のものを対象とし、金

メタンからメタノール、さらにはプロピレン、ブテン
類の直接合成を可能にするゼオライト触媒の創製

超微細気泡を反応場とするメタン光酸
化触媒の開発

横井 俊之

倉橋 拓也

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

長崎県立大学看護栄養学部

教授

属、酸化物、金属錯体及び有機金属錯
体、分子、タンパク質等が、ナノ粒子、
ナノワイヤ、ナノシート、多孔性物質、籠
型、コアシェル型等、多岐にわたる構造を
形成する、物質・材料の研究を推進しま
す。さらに、光、プラズマ、電場などの反

メタン酸化を指向した超分子酸化触媒
の創製

オペランド観測に基づくメタン転換触媒
および反応場の設計

石塚 智也

小板谷 貴典

筑波大学数理物質系

准教授

自然科学研究機構分子科学研究所

助教

応場を用いた研究も対象とします。
近年進化している計算科学や計測技術
分野などと連携して、触媒科学のナノテク
ノロジー・材料研究において新たな方法論
を切り拓き、新しいサイエンスの源流になり
得るとともに、将来的に、化学産業を変え

電場印加触媒反応系中の半導体・絶縁体界面での
メタンの活性化とそれに続く化学品原料の選択合成

アルカリ溶融塩触媒による炭化水素の
転換反応

稲垣 怜史

高鍋 和広

横浜国立大学大学院工学研究院

准教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

る可能性を持つ、挑戦的・独創的な研究
を推進します。

非定常操作による低級アルカンの酸化
的アップグレード

金属―金属結合の触媒機能開拓を基
盤とするメタンの精密有機合成化学

浦川 篤

鷹谷 絢

多電子レドックス触媒による電場中での
低温メタン直接転換

電界効果表面化学によるナノシート触
媒能の精密制御

小河 脩平

野内 亮

デルフト工科大学（オランダ） 教授

科学技術振興機構 さきがけ研究者

東京工業大学理学院

准教授

大阪府立大学大学院工学研究科

准教授
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理論・実験・計算
科 学とデータ科 学
が連携・融合した
先進 的マテリアル
ズインフォマティク
スのための基盤技
術の構築

第一原理計算・インフォマティクス主導
型新物質開拓

大久保 勇男

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
情報デバイスの超低消費電力化や多機能
化の実現に向けた、素材技術・デバイス
技術・ナノシステム最適化技術等の融合
による革新的基盤技術の創成
分野を超えたビッグデータ利活用により新た

中村 壮伸

ベイズ事後分布を探索重みに活用した
物質構造探査の予測性向上

本郷 研太

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 主任研究員

産業技術総合研究所機能材料コンピュテーショナル
デザイン研究センター 研究員

北陸先端科学技術大学院大学情報社会基盤研究セ
ンター 准教授

機械学習に基づく効率的な界面物性探
索法の開発

発光・消光経路のデータベース化によるラン
タノイド発光センサーの分子設計指針の構築

情報科学手法を利用した界面の構造機
能相関の解明

烏山 昌幸

畑中 美穂

溝口 照康

化学反応における多元系のシナジー効
果の評価と触媒探索への応用

強相関第一原理電子状態計算と分光学実験データの
統合によるトポロジカル物質の理論物質設計手法創出

特定混合比で発現する特異物性を利用した新材料創成
のための第一原理分子シミュレーションと機械学習の連携

小林 正人

山地 洋平

森 寛敏

名古屋工業大学大学院工学研究科

北海道大学大学院理学研究院

2015-2021

トポロジカルデータ解析に基づくアモル
ファス構造の包括的記述と特徴抽出

准教授

奈良先端科学技術大学院大学研究推進・社会連携
機構 特任准教授

講師

東京大学大学院工学系研究科

特任准教授

東京大学生産技術研究所

中央大学理工学部

教授

教授

機能性不規則系物質の原子・電子レ
ベル構造解析基盤の構築

機械学習と第一原理計算による新規ス
ペクトル解析技術の確立

励起状態の仮想スクリーニングによる革
新的有機半導体の探索と実用

小原 真司

池野 豪一

相澤 直矢

物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点
研究員

主幹

大阪府立大学大学院工学研究科

准教授

理化学研究所創発物性科学研究センター 基礎科
学特別研究員

有効模型化を利用したマテリアルズイン
フォマティクス

はく離挙動を制御する指針の確立による
ナノシート材料の機能設計

スパースモデリングによる物質・材料設
計のための基盤技術の構築

是常 隆

緒明 佑哉

五十嵐 康彦

東北大学大学院理学研究科

准教授

慶應義塾大学理工学部

准教授

筑波大学大学院システム情報工学研究科

准教授

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
環境・エネルギー材料や電子材料、健
康・医療用材料に革新をもたらす分子の

超高速スクリーニング法を駆使したエネ
ルギー変換材料の探索

機能性固体微細材料のミクロレベル電
子物性解析基盤技術の構築

離散・位相幾何学的手法による界面構
造予測と粒界指標の確立

佐伯 昭紀

大塚 朋廣

井上 和俊

大阪大学大学院工学研究科

准教授

東北大学電気通信研究所

准教授

東北大学材料科学高等研究所

講師

自在設計『分子技術』の構築

研究総括

常行

半導体材料開発のための計算データベ
ース構築

材料開発に特化した高精度ホワイトボックス型機械学
習手法の開発と、そのスピン熱電材料開発への応用

世古 敦人

熊谷 悠

岩崎 悠真

京都大学大学院工学研究科

真司

東京大学大学院理学
系研究科 教授

研究領域の概要
計測・分析技術の進歩、コンビナトリアル合成などのハイスルー
プット実験手法の発展、スーパーコンピュータに代表される計算機能
力の飛躍的向上、第一原理計算などの強力な計算科学から得られ
る高精度な知見などにより、物質・材料科学における原理解明が
進むとともに関連するデータが短時間で大量に得られるようになってい
ます。また、大量かつ複雑なデータからそれらの持つ意味や新しい知
識を引き出す情報科学技術の進展もめざましいものがあります。
本研究領域では、これら実験科学、理論科学、計算科学、デ
ータ科学の連携・融合によって、それぞれの手法の強みを活かしつ
つ相互に得られた知見を活用しながら新物質・材料設計に挑む先
進的マテリアルズインフォマティクスの基盤構築と、それを牽引する将
来の世界レベルの若手研究リーダーの輩出を目指します。
具体的には、
1）社会的・産業的に要求される機能を実現する新物質・材料
の発見の促進、設計指針の構築
2）大規模・複雑データから構造・物性相関や物理法則を帰納
的に解明する手法の開発とそれを用いた新材料の探索・設計
3）未知物質の物性を高精度に予測し、合成・評価の実験計
画に資する候補物質を高速・大量にスクリーニングする手法の構築
4）多種多様な物質データを包括的に整理・記述・可視化する
新しい物理的概念や方法論の構築
5）データ科学と物質・材料科学の連携・融合に資する物性デ
ータ取得・蓄積・管理手法の開発、データベースの整備、各種
計算・解析ツールの構築
などの研究を対象とします。
研究推進にあたっては、情報科学研究者と物質・材料科学研
究者等が連携し互いに触発しながらシナジー効果を得る体制を整え、
エネルギー、医療、素材、化学など多くの産業応用に資する物
質・材料の設計を劇的に加速しうる先駆的・革新的な研究を推進
し、物質・材料科学にパラダイムシフトを起こすことを目指します。
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機械学習手法による合理的な材料物性
予測技術の構築
准教授

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

産業技術総合研究所NEC-産総研量子活用テクノロ
ジー連携研究ラボ 特定集中研究専門員

高精度DFT－MD法とデータ科学を融
合させた新規高濃度電解液探索

高分子物質のトポロジカル構造解析に
よる新規物性の探索と設計

機械学習を活用したナノカーボンアトミ
ックエンジニアリング

袖山 慶太郎

坂上 貴洋

加藤 俊顕

大規模データに基づく電子物性予測の
ための深層学習技術の創出

物質・材料の微細構造計測におけるイ
ンフォマティクス技術の開拓

自律的ものづくりを導入した金属水素化
物の革新的新機能創出

瀧川 一学

志賀 元紀

清水 亮太

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

北海道大学大学院情報科学研究科

准教授

青山学院大学理工学部

岐阜大学工学部

准教授

東北大学大学院工学研究科

准教授

東京工業大学物質理工学院

准教授

准教授

実験・計算データのマイニングと精密結晶構造解析
との融合による 逆問題可解な材料設計技術の開発

強相関電子系に対する機械学習を用いた高精
度量子多体計算の新たな数理アプローチの開拓

合成-情報科学の融合によるリチウムイ
オン導電体の探索手法開拓

DAM Hieu Chi

辻 直人

鈴木 耕太

材料開発を加速するための組織シミュレ
ーション基盤技術の構築

円錐交差データベースに基づく蛍光分
子自動設計法の開発

多極子理論とデータ科学の融合による
物質設計

塚田 祐貴

原渕 祐

鈴木 通人

北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
准教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

理化学研究所創発物性科学研究センター 研究員

北海道大学大学院理学研究院

助教

東京工業大学物質理工学院

東北大学金属材料研究所

助教

准教授

物性測定における『熟練』と機械学習
の統合的アプローチ

材料シミュレーションとインフォマティクスを用いたデー
タ駆動型リチウムイオン導電性セラミックスの探索

量子化学と情報学との融合による次世代密度汎関数
理論と均一系触媒における反応予測システムの開発

中島 千尋

Randy Jalem

清野 淳司

東北大学大学院情報科学研究科 さきがけ研究者

物質・材料研究機構エネルギー・環境材料研究拠
点 主任研究員

東京都立大学理学部

特任准教授

ハイスループット合成・評価システムと機械学
習の統合による革新的太陽電池材料の探索

田中 大輔

関西学院大学理工学部

准教授

多次元X線イメージングを活用した原子層機能デ
バイスの物性制御法探索基盤プロセスの構築

永村 直佳

物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点
研究員

主任

マテリアルズインフォマティクスと実験の融合による階層的マルチ
スケールバイオ界面の解析と医療用バイオマテリアルの開発

林 智広

東京工業大学物質理工学院

准教授

高効率な新物質発見のための合成手法
推薦システムの構築

林 博之

京都大学大学院工学研究科

助教

人工ニューラルネットワーク理論に基づく
第一原理量子多体シミュレータの開発

柳井 毅

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
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情報科学との協働

粒子フィルタを用いた森林植生モデルのデータ同化
手法の確立と環境変動下の植生動態の将来予測

不確実環境下における栽培条件のベイ
ズ的最適化

伊勢 武史

岩山 幸治

超高精細フィールドセンシングによる個
体生育モニタリング

マルチモーダル・マルチテンポラル個葉スケール空撮画
像のテンソル分解による作物の活性度推定法の開発

基盤の創出

農業・食品産業技術総合研究機構農業情報研究セ
ンター 主任研究員

杉浦 綾

宇都 有昭

2015-2021

農作物の早期診断技術の創出と栽培
法の最適化

緻密な生育管理を実現する「未来栽培」のため
の植物の三次元構造復元と植物ライフログの構築

野田口 理孝

大倉 史生

による革 新 的な農
産物栽培手法を実
現するための技術

戦略目標

京都大学フィールド科学教育研究センター 准教授

名古屋大学高等研究院

助教

滋賀大学データサイエンス学系

東京工業大学情報理工学院

准教授

助教

大阪大学大学院情報科学研究科

准教授

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
社会における支配原理・法則が明確でな
い諸現象を数学的に記述・解明するモデ
ルの構築

精密環境オミクスデータに基づく植物生
産不安定性の解明

自然条件下で光合成誘導時間を連続
的に推定する手法の開発

福田 弘和

小野 圭介

大阪府立大学大学院工学研究科

研究総括

二宮

正士

東京大学大学院農学
生命科学研究科 特
任教授

研究領域の概要
本研究領域では、気候変動や環境負荷
に向けた要求等、さまざまな制約の下でも
高収量・高品質な農業生産を持続的に行
うことを可能とする先進的な栽培手法の確
立を目指します。このため、農学・植物科
学と、先端計測やデータ駆動型科学等の

教授

多様な環境に自律順応できる水分ストレ
ス高精度予測基盤技術の確立

ディープラーニングを利用した植物表現
型の定性的・定量的計測技術の開発

峰野 博史

戸田 陽介

静岡大学学術院情報学領域

教授

科学技術振興機構 さきがけ研究者

量的遺伝学に基づく環境応答型イネ選
抜モデル開発

アレルゲン低減食品開発のためのデー
タ科学による作物育種

矢部 志央理

四倉 聡妃弥

農業・食品産業技術総合研究機構次世代作物開発
研究センター 任期付研究員

病原ゲノミクスによる土壌診断法の開発

浅井 秀太

科学技術振興機構 さきがけ研究者

情報科学との協働により、さまざまな環境
に適応した植物栽培や生産品質に合わせ
た植物の生育制御を実現するための研究を
異分野連携により推進していきます。
具体的には、植物生体機能を非破壊で

野外の生物群集ネットワークを利用した
植物の動態予測

潮 雅之

京都大学白眉センター 特定准教授

計測する技術、多様で大規模なデータから
最適栽培に資する知識を抽出する技術、
植物栽培の地域特異性を凌駕できる汎用
生育モデルや不確実性を考慮できる生育モ
デル、圃場生態系を記述する複雑系モデ
ル、野外での生育を精度よく制御する技術

確率光合成モデルによる高汎化型イネ
成長応答モデルの開発

辰己 賢一

東京農工大学大学院農学研究院

准教授

等を対象とします。
研究推進にあたっては、情報科学研究
者と農学・植物科学研究者との情報交
換・議論・連携を重視します。さきがけ研
究者がそれぞれの専門分野の強みを生かし
ながら連携することで、互いに触発しながら

レガシーデータに基づくイネの品質と生産性に関わる因果関係
の解析と機械学習を用いたオンサイト生育診断技術の開発

西内 俊策

名古屋大学大学院生命農学研究科

助教

シナジー効果を得る体制を整え、将来の食
料問題への解決に挑みます。さらに、戦略
目標を踏まえた成果を最大化すべく、必要

マルチスケールデータ融合による草姿・
草型の超解像フェノタイピング技術の開発

に応じてCREST研究領域「環境変動に対

野下 浩司

する植物の頑健性の解明と応用に向けた

九州大学大学院理学研究院

助教

基盤技術の創出」、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」とも連携
した運営を行っていきます。

時系列生長データに基づく植物生長の
統計的予測技術の開発

松井 秀俊

滋賀大学データサイエンス学系
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農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部
門 主任研究員

准教授

京都大学化学研究所

特定研究員

社会と調 和した情
報基盤技術の構築
2014-2020

インタラクションの大 規 模 結 合による
「学習場」の情報化

脳性麻痺障害者の個人適応型コミュニ
ケーション支援システムの開発

多様な情報流通と価値創造を支援するソー
シャル・ネットワーキング原理の構築と実証

滝口 哲也

笹原 和俊

オーダーメイド型センサネットの低コスト
開発を促進する基盤技術の創成

外出困難者が他者やロボットと感覚共有し擬似
的に外出するARシステムの確立と社会的普及

安心感の醸成と孤独感の低減をめざす
Emotional Reality情報技術の確立

川原 圭博

玉城 絵美

仲谷 正史

川嶋 宏彰

京都大学大学院情報学研究科

准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

神戸大学都市安全研究センター 教授

准教授

早稲田大学理工学術院

戦略目標

生体レオロジー特性のセンシングおよび
情報処理技術の確立とその医療応用

人間と機械の創造的協働を実現する知的

小林 洋

情報処理技術の開発

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

慶應義塾大学環境情報学部

「提示系心理情報学」確立のためのウ
ェアラブルシステムプラットフォーム

寺田 努

准教授

名古屋大学大学院情報科学研究科

神戸大学大学院工学研究科

准教授

瞬きを手がかりとした人とロボットの情
報共有促進システムの開発

中野 珠実

教授

講師

大阪大学大学院生命機能研究科

准教授

分野を超えたビッグデータ利活用により新た
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

多様な情報源から人間の行動解釈を行
う目的達成支援システム

データ実証型医療に向けた非侵襲・高時間分解能生体ビッ
グデータ収集のための発電センシング一体型集積センサの実現

解剖・作業情報の計測・分析・提示
技術に基づく外科医療の最適化

坂本 一憲

新津 葵一

中村 亮一

情報・システム研究機構国立情報学研究所

研究総括

安浦

九州大学
学長

寛人

理事・副

研究領域の概要
情報技術は、社会の神経系としてあらゆ
る社会活動の基盤であり、現実の社会に
おいて、価値創造や問題解決をするための
最も重要な手段となっています。新しい人
工物システムは、各社会がこれまでに構築
してきた文化や規範と調和ある発展が可能
であるとき、その社会に受容され、そのシス
テムによって社会に変革（イノベーション）
が生まれます。
本研究領域では、より良い社会の実現
を目的とする情報基盤の要素技術の研究
と、それらの技術を対象とする社会と調和さ
せるために必要な制度や運用体制、ビジネ
スモデルまでも含めた総合的な議論と実践
を行う場を提供します。
例えば、全世界的な気候変動への対応
を目的とするような大規模な情報システムか
ら、特定の地域（国内外）の社会問題を
解決するための情報技術まで、社会的に
解決すべき新しい課題を研究者自らが設定
し、知的情報処理、計算機科学、センサ
ー技術、ネットワーク技術、シミュレーション
技術、ロボティクス、知的インタフェースな
どあらゆる情報技術分野の要素技術の基
礎研究による課題解決の手段の提供とそ
れを社会に受容させるまでのシナリオの構築
を、具体的な現場の実問題と取り組みなが
ら進めていく形でのフィールド型研究を実施
します。
研究の推進方法としては、情報技術分
野の研究者が自然科学、工学、生命科
学、社会科学の研究者と連携すること、ま
たは諸分野の研究者が情報技術分野に参
入することを重視します。それにより、様々
な分野の研究者が相互に影響し合い、異
分野横断・融合的な視点で問題解決に取
り組むことで、社会と調和した革新的な情
報基盤技術を創出することを目指します。さ
らに、研究のみならず政策立案者や産業
界のメンバーとの交流の場を設定する等を
通じ、情報技術による社会変革の牽引役
となる将来の世界レベルの若手研究リーダ
ーの輩出を目指します。

助教

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

東京医科歯科大学生体材料工学研究所

教授

超分散型標準時を基盤とした時空間計
測のクラウド化

都市内の人々の活動・交通行動と施
設集積メカニズムの解析技術開発

多様な情報から未経験の災害現象を推
測する次世代型被害予測技術の開発

志賀 信泰

原 祐輔

廣井 悠

情報通信研究機構電磁波研究所

主任研究員

東京大学大学院工学系研究科

助教

東京大学大学院工学系研究科

准教授

インタフェース技術を活用した次世代建
築および都市環境の設計

歩行の感覚統合過程モデルの構築と誘
導手法への応用

視線行動に基づいた心の中の身体の可視
化と身体適正化を支援する基盤技術の創成

竹内 雄一郎

古川 正紘

松宮 一道

触知覚の内的特性に基づく技と感性の
共有支援技術の創成

エコファーマによる高速かつ省エネ創薬
を実現する情報技術の構築

田中 由浩

山西 芳裕

（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエ
イトリサーチャー

名古屋工業大学大学院工学研究科

准教授

大阪大学大学院情報科学研究科

助教

九州工業大学大学院情報工学研究院

東北大学大学院情報科学研究科 教授

教授

コウモリの生物ソナー機構に学ぶ、ロバ
ストな実時間空間センシング技術の創出

手芸・工芸のための対話的な形状デザ
イン手法

飛龍 志津子

五十嵐 悠紀

同志社大学生命医科学部

教授

明治大学総合数理学部

専任准教授

生体情報フィードバックを用いたテーラー
メードオンライン教育システム開発

ボルツマンマシンを利用した脳の機能障
害ダイナミクスの理解

細田 千尋

江崎 貴裕

東京大学大学院総合文化研究科

特任研究員

科学技術振興機構 さきがけ研究者

マルチスケール社会データに対するモデ
リング統合技術の開発

個性と調和する相適応型人間機械シス
テム設計論の構築

山田 健太

栗田 雄一

情報・システム研究機構国立情報学研究所
助教

特任

広島大学大学院工学研究科

教授

次世代型子育て支援:乳児鎮静化の神
経基盤とアルゴリズム

Collective Open Eyewear- Glasses to
Augment the Intelligence of Society

吉田 さちね

カイ クンツェ

野生動物装着センサ用の時空間情報補
正機構

環境光採光型空中像による行動誘発型
情報提示の公共空間への展開

小林 博樹

小泉 直也

東邦大学医学部

助教

東京大学空間情報科学研究センター 准教授

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科

電気通信大学大学院情報理工学研究科

教授

助教
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統合1細胞解析の

ナノダイヤモンドによる三次元構造動態
イメージング技術の創成

階層的なクロマチン高次構造のライブイ
メージング

がん幹細胞の生物学的機能を解明する
1細胞解析技術の創製

五十嵐 龍治

宮成 悠介

松崎 典弥

生体組織深部1細胞の極限解析技術の
開発

1細胞レベルで細胞系譜を一斉同定す
るDNABarclockテクノロジー

トランスクリプトームとメチロームの統合1
細胞解析

磯部 圭佑

谷内江 望

三浦 史仁

戦略目標

三次元組織中における単一細胞レベルで
の遺伝子発現動態操作法の開発と応用

流体による1細胞解析から1個体解析へ
の応用

生細胞膜分子動態を観る極限時空間
分解能AFMの創成

生体制御の機能解明に資する統合１細胞

今吉 格

猪股 秀彦

山下 隼人

1細胞解析から明らかにする植物細胞の
運命決定に関わる概日時計の役割

細胞多様性決定要因の網羅解析技術
の開発

単一細胞プロテオミクスが拓く細胞証分
析

遠藤 求

落合 博

ための革新的技術
基盤
2014-2019

京都大学大学院工学研究科

協力研究員

理化学研究所光量子工学研究センター 上級研究
員

解析基盤技術の創出

研究総括

浜地

京都大学大学院生命科学研究科

特定准教授

京都大学大学院生命科学研究科

准教授

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
特任准教授

東京大学先端科学技術研究センター 准教授

理化学研究所生命機能科学研究センター チームリ
ーダー

広島大学大学院理学研究科

特任講師

格

京都大学大学院工学
研究科 教授

研究領域の概要

新規高速高感度イメージングによる超高
速蛍光画像サイトメトリー

太田 禎生

科学技術振興機構 さきがけ研究者

大阪大学大学院工学研究科

九州大学大学院医学研究院

准教授

講師

大阪大学大学院基礎工学研究科

助教

若林 真樹

国立循環器病研究センター創薬オミックス解析センタ
ー プロテオーム系解析室長

生体システム理解・医科学応用を実現
する1細胞核酸計測技術の開発

1細胞レベルで脳高次機能とニューラルネットワークの関
係を網羅的に明らかにするリバースオプトジェネティクス

城口 克之

青木 航

組織3D染色による細胞の網羅的解析
技術の開発

細胞内機能を模倣したポリマー製フォトニック結晶ナノ共振器ア
レイの創製と1細胞代謝産物の非染色検出・定量への応用

洲崎 悦生

遠藤 達郎

理化学研究所生命機能科学研究センター ユニットリ
ーダー

京都大学大学院農学研究科

助教

本研究領域は、1細胞解析技術の新た
な核となる革新的シーズの創出を目指して、 相互結合かつ共通入力を有するサブネ
唯一無二の技術開発に挑戦する若手個人 ットワークの新規解析技術
研究者を結集します。
具体的なテーマは、1細胞の表現型・

小坂田 文隆

名古屋大学大学院創薬科学研究科

准教授

東京大学大学院医学系研究科

講師

大阪府立大学大学院工学研究科

准教授

機能・個性を理解するために必須となるゲ
ノムやプロテオームなどの生体物質・分子
情報、およびそれらの物質間あるいは細胞
間の複雑な相互作用ネットワークに関する
情報を、定量的・網羅的に極限の精度と
分解能で解析するための基盤技術の構築

新規人工核酸SNAを用いた生細胞内
RNAイメージング

摂動と計測による個体のエネルギーフロ
ーの1細胞分解能解析

1細胞動態の統合モデリングによる三次
元組織形成の予測制御

樫田 啓

鈴木 団

奥田 覚

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

大阪大学蛋白質研究所

講師

金沢大学新学術創成研究機構

准教授

です。これを実現するには、生命科学にお
けるニーズの確固たる理解に基づき、従来
型のバイオテクノロジーのみならず、ナノテ
クノロジー、化学、工学、材料科学、光
科学、情報学、ケミカルバイオロジー等の

多機能蛍光プローブ群による組織内1
細胞機能解析

神谷 真子

東京大学大学院医学系研究科

講師

脳深部微小神経回路を構成する細胞個性の
機能的・分子的解読と情動制御への応用

竹本(木村) さやか
名古屋大学環境医学研究所

教授

1細胞パルペーションデバイスの創製

加地 範匡

九州大学大学院工学研究院

教授

関連分野間の融合研究を、これまで以上
に推進する必要があります。本研究領域
超高感度CE－MS分析システムによる
ットワーク型研究所としての強みを活かし、 極微量プロテオーム解析
は、諸分野の研究者が集うバーチャル・ネ

オリジナルで世界初の技術の確立へ挑戦す
る個人研究者の苗床となります。

川井 隆之

1細胞内多階層オミックス動態の連関性

脂質ダイナミクスの精密解析技術の創
出

理化学研究所生命システム研究センター 基礎科学
特別研究員

理化学研究所生命機能科学研究センター ユニットリ
ーダー

谷口 雄一

多喜 正泰

ケミカルマッピングを実現するナノ電気
化学顕微鏡の創成

細胞膜分子動態1分子解析による細胞
の個性の解読

超高感度・非破壊1細胞グライコーム解
析技術の開発

髙橋 康史

坂内 博子

舘野 浩章

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所
特任准教授

本研究領域ではオープンイノベーションを
志向し、技術開発の早期から生命科学・
工学への応用展開、潜在的な市場の開拓
を強く意識します。ただし、これは短期的成
果を求めるという意味ではありません。個々
のアイデアを真に求められる技術へと鍛え

金沢大学理工研究域

准教授

理化学研究所脳神経科学研究センター 客員研究
員

産業技術総合研究所創薬基盤研究部門
研究員

上級主任

上げ、熟成させる過程において、本研究
領域のさきがけ研究者には、研究領域内
や対応するCREST研究はもとより、産学問

シングルセル分解計測へ向けた細胞空
間分画技術の創出

自然乳化を利用したマイクロ水滴内単
一細胞イムノアッセイ

哺乳類生体内単一ニューロンの微細構
造観察法開発

わず関連研究者との間で積極的に協働関

寺尾 京平

福山 真央

平林 祐介

係を構築する姿勢を必須とします。これら研

香川大学工学部

准教授

東北大学多元物質科学研究所

助教

東京大学大学院工学系研究科

准教授

究課題の総体として、本研究領域は1細胞
解析分野における科学技術イノベーション
の源泉となり、世界をリードする革新的技
術基盤の構築に貢献します。

細胞内部を観る分子解像度の三次元蛍
光顕微鏡

組織内の細胞多様性を明らかにする超
並列ゲノム解析技術の創成

脳神経細胞分画技術を基盤とした体細
胞変異の解析

藤芳 暁

細川 正人

文東 美紀

東京工業大学理学院

92

助教

早稲田大学理工学術院

次席研究員

熊本大学大学院生命科学研究部

准教授

脳組織内1細胞での内在性タンパク質
の網羅的局在・動態解析

三國 貴康

新潟大学脳研究所

教授

光応答性細胞固定化剤表面を用いた1
細胞操作技術の開発と応用

山口 哲志

東京大学先端科学技術研究センター 准教授

間葉系細胞の機能を制御する核酸アプ
タマースキャフォールド

吉本 敬太郎

東京大学大学院総合文化研究科

准教授
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社会的課題の解決
に向けた数学と諸
分野の協働

都市・社会システム最適化のための離
散的数学理論の深化

増殖系に内在する変分構造とその増殖
制御問題への応用

一般化スペクトル理論に基づいたネットワー
ク上の大自由度力学系の同期現象の解明

神山 直之

小林 徹也

千葉 逸人

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

准教授

東京大学生産技術研究所

准教授

東北大学材料科学高等研究所

教授

時間遅れ多体系フロケ理論の構築と脳
の持つ‘弱いリズム’の機能解明

ハイブリッドシステムのための超準プロ
グラミング言語理論を用いた形式手法

特異点論の物質科学への応用

小谷 潔

末永 幸平

寺本 央

戦略目標

データ空間の幾何学的特徴を活用する
解析手法と統計理論

白血球走化性ダイナミクスの解明と個
別化癌治療への応用

構成要素の多様性が変化する系の数学理論
構築と細菌群集の関わる疾患制御への応用

社会における支配原理・法則が明確でな

小林 景

杉山 由恵

中岡 慎治

2014-2019

東京大学先端科学技術研究センター 准教授

い諸現象を数学的に記述・解明するモデ

慶應義塾大学理工学部

准教授

京都大学大学院情報学研究科

准教授

大阪大学大学院情報科学研究科

北海道大学電子科学研究所

教授

准教授

北海道大学大学院先端生命科学研究院

特任講師

ルの構築
分野を超えたビッグデータ利活用により新た
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

統合的統計モデリングの数理基盤 と方
法論

やわらかいデバイスのための力学系に
基づいた新規情報処理技術の開発

界面をもつポリマー流体の3次元挙動の
数理解析

鈴木 大慈

中嶋 浩平

野津 裕史

東京大学大学院情報理工学系研究科

研究総括

國府

寛司

京都大学大学院理学
研究科 教授

研究領域の概要

准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

特任准教授

金沢大学理工研究域

教授

言語の計測可能な不変量の探求

計算論的代数幾何学によるデータ駆動
科学の発展

基礎医学と社会医学をつなぐ離散幾何
学的モデリング

田中 久美子

永田 賢二

早水 桃子

結晶学的位相問題の解を列挙する理論
とソフトウェアの開発

函数論に基づく間接計測の数理基盤構
築

情報幾何学と離散力学の融合と社会ネ
ットワーク解析への応用

富安（大石）亮子

奈良 高明

谷口 隆晴

東京大学先端科学技術研究センター 教授

山形大学大学院理工学研究科

産業技術総合研究所人工知能研究センター 主任
研究員

准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

情報・システム研究機構統計数理研究所

神戸大学大学院システム情報学研究科

助教

准教授

従来の科学技術の延長ではなかなか解
決できない社会的課題に取り組み、ブレー
クスルーを起こすためには、現代の数学か
ら幅広いアイディアや方法を取り入れた斬
新な発想による解決が強く求められていま
す。そのためには、代数、幾何、解析など

包括的な数学的手法による気象予測プ
ロセスの確立

動的変形空間による細胞機能決定機構
の解明及びIn vitro実験への検証

流れの位相的な文字化理論とその計算
機上への実装

中野 直人

李 聖林

横山 知郎

京都大学国際高等教育院

特定講師

広島大学大学院理学研究科

准教授

京都教育大学教育学部

の純粋数学や応用数学、統計数学、離
散数学など、数学内の様々な分野におい
て「社会的課題を数学的問題として取り上
げる」ことが必要です。
本研究領域は、社会的課題の解決に向
けて数学の力を最大限発揮するとともに、

大規模ゲノム情報の安全な統合分析を
実現する超高機能暗号

正定値対称行列の数理に関する革新的
新技術

縫田 光司

伊師 英之

産業技術総合研究所情報技術研究部門
員

主任研究

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

課題に取り組むプロセスの中で数学自体の
発展をも目指すものです。研究推進におい
ては、社会での様々な問題に対して研究
者自らが現場に入り込んで課題を認識し、
その解決に向けたアプローチを意識して基

数理モデルでグラフェン合成の制御 －
次世代の電子材料に向けて－

かたちと動きの数理基盤

Daniel Packwood

鍛治 静雄

京都大学物質－細胞統合システム拠点

講師

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

准教授

礎研究を推進することを重視します。数学
分野の研究者が自然科学、情報科学、

非疫学データによる感染症流行動態解
析の新展開

乱択アルゴリズム設計の技法と脱乱択
化の数理

大森 亮介

来嶋 秀治

を重視します。これにより、新しい数理科

関数空間上への機械学習理論の展開と
高頻度金融データ解析

ヘテロ次元サイクルに着目した同期理
論の構築ー複雑現象の理解に向けてー

学の分野の形成や牽引の担い手となる将

荻原 哲平

齊木 吉隆

工学、生命科学の理論や実験の研究者と
連携することや、諸分野の研究者が数学
分野に参入し課題解決に取り組むことを期
待します。研究領域の運営においては、研

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 特任
准教授

九州大学大学院システム情報科学研究院

准教授

究者が相互に影響し合い、異分野横断・
融合的な視点で問題解決に取り組む姿勢

来の世界レベルの若手研究リーダーの輩出

情報・システム研究機構統計数理研究所

助教

一橋大学大学院経営管理研究科

准教授

を目指します。
フォノニック結晶における多相形状最適
化

Ginder Elliott
明治大学総合数理学部
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准教授

大規模神経力学系のトポロジーと臨床
応用

田嶋 達裕

ジュネーブ大学（スイス）医学部

研究員

准教授

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

中温領域で作動する直接アンモニア形
水素膜燃料電池の創製

青木 芳尚

北海道大学大学院工学研究院

准教授

鉄族クラスター分子触媒の創出とエネル
ギーキャリアの合成

大木 靖弘

名古屋大学大学院理学研究科

准教授

低エクセルギー損失・CO2無排出燃焼の実現
に向けたアンモニア燃焼化学反応機構の解明

中村 寿

2013-2018

東北大学流体科学研究所

准教授

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

ゼロエミッションを実現するアンモニア燃
焼触媒の物質設計と応用

日隈 聡士

熊本大学大学院先端科学研究部

酸水素化物による新しいアンモニア合
成触媒

研究総括

江口

助教

小林 洋治

浩一

京都大学大学院工学
研究科 教授

研究領域の概要

京都大学大学院工学研究科

講師

太陽光により水と酸素から過酸化水素
を合成する革新的光触媒の開発

白石 康浩

大阪大学太陽エネルギー化学研究センター 准教授

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

固体高分子形燃料電池の代替を実現
する直接ギ酸形燃料電池の開発

辻口 拓也

金沢大学理工研究域

准教授

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。 液－液－固三相界面構造を制御した有
機ハイドライド電解合成

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

脇坂 暢

富山県立大学工学部

准教授

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

水素ステーション普及のための貴金属を
使用しない大規模水素生産材料の開発

伊藤 良一

筑波大学数理物質系

准教授

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。

エネルギーキャリアとしてのアンモニア普及へ向けた難燃性固
体燃料とアンモニアの混焼による着火特性改善効果の解明

橋本 望

北海道大学大学院工学研究院

准教授

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

メンブレン一体型光触媒シートの開発と
人工光合成反応系の構築

嶺岸 耕

東京大学大学院工学系研究科

准教授

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。

ギ酸からの高効率水素発生を駆動する
多機能集積型金属触媒の開発

森 浩亮

大阪大学大学院工学研究科

准教授
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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

Gタンパク質共役型受容体の活性化に
影響を及ぼす代謝物の同定

ストレス応答代謝産物を基軸としたシナ
プス病態解析技術の創出

井上 飛鳥

林 朗子

東北大学大学院薬学研究科

准教授

戦略目標

腸内代謝産物を標的とした疾患予防・
治療基盤技術の創出

小松 徹

福田 真嗣

特任助教

慶應義塾大学政策・メディア研究科／先端生命科
学研究所 特任准教授

創薬標的の同定・解析を可能とする革
新的ツールの創製

トランスオミクス解析による多剤併用療法
の合理的設計と多因子代謝疾患の制御

重永 章

柚木 克之

徳島大学大学院医歯薬学研究部（薬学域） 講師

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

タンパク質分子上に形成されるアダクト
ーム解析法の確立

柴田 貴広

名古屋大学大学院生命農学研究科

准教授

研究総括

小田

吉哉

エーザイ（株）筑波研究所 執行
役員・シニアディレクター／東京大
学大学院医学系研究科 特任教授

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、新規疾患関連因子の発見
につながる超高感度検出技術、見出され
た因子の同定技術・定量計測技術、そし

代謝経路フラックスイメージング法による
“局所”疾患代謝の解明

杉浦 悠毅

慶應義塾大学医学部医化学教室

専任講師

硫黄循環・代謝を基軸とした生体レドッ
クス恒常性制御基盤の構築

西田 基宏

自然科学研究機構生理学研究所／生命創成探究セ
ンター 教授

脂質ラジカル選択的蛍光・質量分析マル
チプローブの開発と疾患モデルへの適用

山田 健一

九州大学大学院薬学研究院

教授

てこれらのスループットを飛躍的に高める技
術や多種因子同時分析技術、各種情報
技術等を開発します。また、既知の生理活
性化合物が作用する代謝産物やタンパク
質、代謝経路の特定を通じて、医療応用

代謝産物によるユビキチンリガーゼ制御
工学の確立

伊藤 拓水

東京医科大学ナノ粒子先端医学応用講座

准教授

につなげるための標的分子を解析する一連
の技術群の開発・高度化もあわせて行いま
す。これらの成果により技術的アプローチを
多様化し、医療応用を目指す上で標的とな
りうる生体内分子を核としたヒト疾患制御の
概念実証に貢献します。

RNAモドミクスの確立及び神経・精神
疾患への応用

魏 范研

熊本大学大学院生命科学研究部

准教授

本研究領域ではナノテクノロジー、合成
化学、工学等の分野とライフサイエンスの
融合研究を積極的に支援し、イノベーショ
ンの源泉を涵養します。また、日本医療研
究開発機構(AMED)のCREST「疾患にお
ける代謝産物の解析および代謝制御に基

エクソソームRNA解析によるインフルエン
ザの予防・診断・治療基盤技術の創出

押海 裕之

熊本大学大学院生命科学研究部

教授

づく革新的医療基盤技術の創出」研究領
域（以下「AMED-CREST疾患代謝」と ヒトshRNAと微生物cDNAを利用した機能的ゲノミクス・スク
表記。）とは緊密に連携して運営します。 リーニングに基づく新しい代謝標的がん治療開発技術の創出
そのため、独立した研究者として各研究課
題を担うさきがけ研 究 者には、 A M E D -

加藤 洋人

東京医科歯科大学難治疾患研究所

助教

CREST 疾患代謝と有機的なつながりを持
ったバーチャル・ネットワーク型研究所の一
員としての活躍にも強く期待します。

LA－LDI MSを用いた標的タンパク質
の結合位置解析法の開発

北 将樹

名古屋大学大学院生命農学研究科

96

教授

タンパク質の動的機能の理解に基づく新たな疾
患バイオマーカー・創薬標的分子探索法の開発
東京大学大学院薬学系研究科

2013-2018

群馬大学生体調節研究所

教授

理化学研究所生命医科学研究センター 上級研究員

素材・デバイス・
システム融合による
革新的ナノエレクト

アメーバ計算パラダイム:時空間ダイナミ
クスによる超高効率解探索

単一電子量子回路の集積化へ向けた
基盤技術の開発

二次元窒化物半導体を用いたエピタキシャル
積層構造の創出と光電子機能デバイス応用

青野 真士

山本 倫久

太田 実雄

東京工業大学地球生命研究所

特任准教授

東京大学大学院工学系研究科

講師

東京大学生産技術研究所

助教

二次元原子薄膜の積層システムの創製
とナノエレクトロニクスへの展開

スピンを利用したニューロモルフィックシ
ステムの理論設計

極薄磁性酸化物中におけるスピン波位相
干渉を用いた多入出力演算素子の開発

吾郷 浩樹

荒井 礼子

後藤 太一

戦略目標

スピンホールエンジニアリングによる省エ
ネルギーナノ電子デバイスの創出

定性的モデリングに基づいたシリコン神
経ネットワークプラットフォーム

超低消費電力動作に向けたゲート絶縁膜の負性容量による急
峻スロープトランジスタ技術の開発とナノワイヤ構造への応用

情報デバイスの超低消費電力化や多機能

安藤 和也

河野 崇

小林 正治

ロニクスの創成

九州大学グローバルイノベーションセンター 教授

2013-2018

化の実現に向けた、素材技術・デバイス

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科

准教授

産業技術総合研究所スピントロニクス研究センター
主任研究員

東京大学生産技術研究所

准教授

豊橋技術科学大学大学院工学研究科

東京大学生産技術研究所

助教

准教授

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

有機・シリコン融合集積フォトニクスに
よる超高速電気光学デバイス

磁性規則合金を用いた新機能性スピン
トルク発振素子の創製

光干渉型分子間力センサによる高感度
マルチバイオマーカー検出システム

井上 振一郎

関 剛斎

高橋 一浩

極薄ナノ金属酸化膜をもつ抵抗変化型
メモリ

電気磁気創発現象による電磁波制御デ
バイスの創生

高移動度二次元酸化物構造による非散
逸電流デバイスの創成

大野 武雄

高橋 陽太郎

高橋 圭

情報通信研究機構未来ICT研究所深紫外光ICTデバ
イス先端開発センター センター長

東北大学金属材料研究所

准教授

豊橋技術科学大学大学院工学研究科

准教授

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

（株）富士通研究所
名誉フェロー

研究領域の概要

東北大学原子分子材料科学高等研究機構

准教授

東京大学大学院工学系研究科

准教授

理化学研究所創発物性科学研究センター 上級研
究員

遷移金属内包シリコンクラスターを用いた低
消費電力トランジスタ材料・プロセスの創出

ひずみ誘起ゲージ場を用いた単原子層
膜の伝導制御とエレクトロニクス応用

極限的エネルギー効率を有する超伝導
可逆計算機の開発

岡田 直也

友利 ひかり

竹内 尚輝

カイラル磁気秩序を用いたスピン位相エ
レクトロニクスの創成

2層グラフェンのギャップ内準位解析と複
層化界面制御による準位低減

遷移金属酸化物のナノ空間3次元制御による省
エネルギー駆動機能選択的相変化デバイス創製

長汐 晃輔

服部 梓

産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門
主任研究員

本研究領域は、材料・電子デバイス・ 戸川 欣彦
システム最適化の研究を連携・融合するこ 大阪府立大学大学院工学研究科 准教授
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。 階層融合型機能的冗長化による次世代
本研究領域で目標とするような、桁違い 低電力デバイス向け高信頼化設計
の情報処理エネルギー効率の向上と新機 原 祐子
能提供の達成には、単に微細化技術の進 東京工業大学工学院 准教授
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 単原子膜ヘテロ接合における機能性一
次元界面の創出とエレクトロニクス応用
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 宮田 耕充
ンやサービスを創出するのにも役立ちます。 首都大学東京大学院理学研究科 准教授
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
高いデバイス機能を有するナノスケール
用した素子、量子効果デバイス、低リーク
トポロジカル磁気テクスチャの理論設計
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 望月 維人
世界インターフェイス新電子デバイス、非ブ 青山学院大学理工学部物理・数理学科 准教授
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
水素終端4族単原子層を用いた室温動
材料・新原理・新構造デバイスの追求を 作新機能素子の創成
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 安武 裕輔
ンやシステム、アーキテクチャ、回路技術 東京大学大学院総合文化研究科 助教
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 強誘電体と機能性酸化物の融合による
技術の選別や方向性の最適化を積極的に 不揮発ナノエレクトロニクス
推進します。
このような領域横断的な科学技術の強 山田 浩之
産業技術総合研究所電子光技術研究部門 主任研
化ならびに加速によって、革新的情報デバ 究員
イス基盤技術の創成を目指します。

科学技術振興機構 さきがけ研究者

東京大学大学院工学系研究科

横浜国立大学先端科学高等研究院

准教授

大阪大学産業科学研究所

特任教員

助教

フッ化物ユニバーサル高誘電体極薄膜
材料の創出

移植用培養生体組織に搭載可能なナノ
エレクトロニクスの創成

長田 貴弘

藤枝 俊宣

超高強度テラヘルツ光のナノ空間制御
と物性制御技術への応用

ナノカーボン光・電子量子デバイス開
発と量子暗号通信応用

廣理 英基

牧 英之

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研究者

京都大学化学研究所

准教授

東京工業大学生命理工学院 テニュアトラック講師

慶應義塾大学理工学部

准教授

ナノ膜厚ポリマー絶縁膜を利用した全印
刷型基板レス有機集積回路の創成

電界書込み型の超低消費電力磁気メモ
リの開発

福田 憲二郎

吉村 哲

理化学研究所染谷薄膜素子研究室

研究員

秋田大学大学院理工学研究科

准教授

マイクロ波・光領域における量子オプト
メカニカルシステムの構築

山崎 歴舟

科学技術振興機構 さきがけ研究者

ポリマー配線を用いたニューラルネットワ
ーク型情報回路の創成

赤井 恵

大阪大学大学院工学研究科

助教
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超空間制御と革新
的機能創成

細孔性結晶を用いた微量薬物の分解・
代謝過程の可視化

極限環境でのナノ空間創製・制御によ
る革新的電子材料の開拓

デンドリマー超空間によるクラスター形
状誘導と機能創出

猪熊 泰英

石渡 晋太郎

今岡 享稔

北海道大学大学院工学研究院

2013-2018

准教授

東京大学大学院工学系研究科

准教授

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

イオン結晶の階層的構築と吸着・輸
送・変換場への応用

三次元Gyroid極小界面を用いたプロト
ン伝導性空間の創成

ゼオライト場を利用した既存金属の新奇
電子状態の創出

内田 さやか

一川 尚広

織田 晃

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

東京農工大学大学院テニュアトラック推進機構
任准教授

特

名古屋大学大学院工学研究科

助教

戦略目標

分子レベルで制御された次世代キラル
超空間の創製と機能開拓

多孔性有機結晶の閉塞空間を活用した
革新的光エネルギー変換材料の創製

ナノ空間制御によるキラルナノテンプレ
ート創製と光メタマテリアルへの展開

選択的物質貯蔵・輸送・分離・変換等を

生越 友樹

小野 利和

久保 祥一

実現する物質中の微細な空間空隙構造制

金沢大学理工研究域

教授

九州大学大学院工学研究院

助教

物質・材料研究機構機能性材料研究拠点
究員

主任研

御技術による新機能材料の創製
多孔性共有結合性有機構造体から成る
革新的空気酸化触媒の創製

金属ナノ粒子と多孔性金属錯体のハイ
ブリッド化による革新的機能の創出

金 賢得

神谷 和秀

小林 浩和

ゼオライト骨格中へテロ原子の直接観
察とサイト制御

光合成タンパク質における規則的ナノ
空隙群の創成

ナノ空間内でのトポケミカル反応による
構造制御と単分散高分子への展開

阪本 康弘

佐賀 佳央

齋藤 敬

京都大学大学院理学研究科

研究総括

黒田

高次ナノ超構造体の空間空隙を主導パラメータ群
とする高効率光電変換物質の計算科学的デザイン

一幸

早稲田大学理工学術
院 教授

東北大学多元物質科学研究所

助教

大阪大学太陽エネルギー化学研究センター 助教

客員准教授

近畿大学理工学部

教授

Monash University School of Chemistry,
Lecturer

研究領域の概要
本研究領域では、環境・エネルギーや

科学技術振興機構 さきがけ研究者

Senior

医療・健康をはじめとする社会的ニーズに

ナノ粒子の高次空間制御による高効率
光エネルギー変換系の創製

ナノ超空間中の流動を利用した吸着と
結晶化制御による新機能開拓

液液界面・気液界面を利用した機能性
低次元空間物質「ナノシート」の創製

応えるべく、
「時代を創る」新物質・材料

立川 貴士

SIVANIAH Easan

坂本 良太

の創製に向けて、物質中の空間空隙を高

神戸大学大学院理学研究科

准教授

京都大学物質－細胞統合システム拠点

教授

東京大学大学院理学系研究科

助教

度に設計・制御する「超空間制御技術」
を確立し、従来の空間利用の常識を超える
革新的機能の創出を目指します。
具体的には、エネルギー変換材料、化
学物質の貯蔵・輸送・分離・変換を可能
にする材料、分子認識材料、医用材料、

応力で自在に変形する超空間をもつグラフ
ェン系柔軟多孔性材料の調製と機能開拓

空間制御による原子解像度イメージング
技術革新

超巨大蛋白質会合体の内部空間を利
用した結晶化デバイスの創出

西原 洋知

清水 智子

田中 良和

東北大学多元物質科学研究所

准教授

物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点
研究員

主任

東北大学大学院生命科学研究科

教授

構造材料、電子材料等への利用に向け
て、高度に設計・制御した空間空隙を革
新機能創成の場として捉えた先駆的・独
創的な研究を推進します。
加えて、将来的な素材化 、プロセス化

遷移金属酸化物薄膜で形成されたメソ
空間での固体触媒機能の発現

コロイド結晶の構造制御と新規波長選
択光学材料の創製

自己集合が導き出す新規多面体群:物
質合成と数学的考察

野村 淳子

豊玉 彰子

藤田 大士

東京工業大学科学技術創成研究院

准教授

名古屋市立大学大学院薬学研究科

講師

京都大学物質－細胞統合システム拠点

准教授

の技術の流れを意識し、空間空隙の合成
化学の側面と、最先端計測及び計算によ
る機能解明等、広い観点を背景とした挑戦
的なアプローチを有する研究を目指します。
世界を牽引し、物質・材料開発研究の
フロンティア開拓を期待できる挑戦的・意

電荷分離空間の創製と革新的機能の
展開

有機ケージナノ空間の精密制御による超微小
金属酸化物粒子の創製と革新的機能開拓

補空間次元を介した物質系のトポロジ
カル制御

樋口 雅一

二瓶 雅之

藤田 伸尚

京都大学物質－細胞統合システム拠点

助教

筑波大学数理物質系化学域

准教授

東北大学多元物質科学研究所

助教

欲的な研究に取り組みます。
階層的ナノ空間内の擬高圧光反応によ
る新規導電材の創製

マルチスケール・モデリングによる金属酵素
型多孔性配位高分子の原理解明とデザイン

藤森 利彦

平尾 一

信州大学環境・エネルギー材料科学研究所
授

香港城市大学生物及化学系

副教授

三宅 亮介

お茶の水女子大学基幹研究院

講師

メソポーラス材料を基盤とする新規フォト
ニクス材料の創製

超活性種の自在発生による未知化学種
の実現と吸着・物質科学の新展開

がん転移メカニズム解明にむけた人工
超空間の創製

村井 俊介

松田 亮太郎

安井 隆雄

京都大学大学院工学研究科

助教

名古屋大学大学院工学研究科

教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

ゲスト分子−空間空隙相互作用の原子
スケール3次元AFM計測技術の開発

キラルなホストとゲストを利用した分子ネ
ジの創成と展開

トンネル空間制御による革新的金属間
化合物系熱電材料の創製

淺川 雅

山田 鉄兵

山田 高広

金沢大学理工研究域
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准教

結晶ナノ空間の複合的な空間変換に基
づく機能創成

准教授

九州大学大学院工学研究院

准教授

東北大学多元物質科学研究所

准教授

外場応答性トポロジカル欠陥ネットワー
クの構築と多安定性デバイスへの応用

吉田 浩之

大阪大学大学院工学研究科

助教

分子インプランテーションによる超分子
エレクトロニクスの創成

渡邉 峻一郎

東京大学大学院新領域創成科学研究科
授

特任准教
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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

ビッグデータ統合利活用のための法制度のあり方
に関わる総合的日米欧比較研究による制度設計

タイムドメイン宇宙観測用動画データの
高速逐次処理法の開発

生貝 直人

酒向 重行

東京大学大学院情報学環

客員准教授

助教

統計的潜在意味解析によるデータ駆動
インテリジェンスの創発

グローバル・システムの持続可能性評
価基盤に関する研究

佐藤 一誠

佐藤 彰洋

東京大学大学院新領域創成科学研究科

2013-2019

東京大学大学院理学系研究科

講師

横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科
特任教授

戦略目標

透過的データ圧縮による高速かつ省メ
モリなビッグデータ活用技術の創出

時空間粒度の異なる教育ビッグデータの
非同期ストリーム処理基盤の構築

分野を超えたビッグデータ利活用により新た

田部井 靖生

島田 敬士

な知識や洞察を得るための革新的な情報技

科学技術振興機構 さきがけ研究者

九州大学大学院システム情報科学研究院

准教授

術及びそれらを支える数理的手法の創出・
高度化・体系化

多様な構造型ストレージ技術を統合可
能な再構成可能データベース技術

松谷 宏紀

慶應義塾大学理工学部

講師

思考・行動を予想する脳ビックデータ
（データさきがけ）

栁澤 琢史

大阪大学高等共創研究院

教授

研究総括

喜連川

優

情報・システム研究機構国立
情報学研究所 所長／東京
大学生産技術研究所 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

金融ビックデータによるバブルの早期警
戒技術の創出

ヒト腸内環境ビッグデータ（データさきが
け）

水野 貴之

山田 拓司

情報・システム研究機構国立情報学研究所情報社
会相関研究系 准教授

非テキストデータと接続可能なテキスト
解析・推論技術の開発

宮尾 祐介

情報・システム研究機構国立情報学研究所コンテン
ツ科学研究系 准教授

統計学習と生体シミュレーションを融合し
た循環型手術支援

ICTの社会浸透や、実世界から情報収 大竹 義人
集するセンサーや計測・観測機器の高度 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 准
教授
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
計算機・人の知を統合したビッグテキス
合利活用により、新しい科学的発見による ト解析基盤
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 河原 大輔
京都大学大学院情報学研究科 准教授
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 統計的有意性を担保する超高速パター
々な分野のビッグデータの統合解析を可能 ン発見技術の創出
にする次世代基盤技術の創出・高度化・ 杉山 麿人
情報・システム研究機構国立情報学研究所情報学
体系化を目指します。
プリンシプル研究系 准教授
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 高次知識を獲得するリソース指向型オン
て検索・比較・可視化して真に必要となる ラインマイニング法の開発
知識を効率的に取り出す技術、これらを可
山本 泰生
能にする数理的手法やアルゴリズムなどの 山梨大学大学院総合研究部 助教
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
大規模複雑データのインタラクティブ解析を可能にする高
れ、ICT以外の分野との積極的な連携・
レスポンス情報抽出技術の開発 （平成28年度終了）
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 秋葉 拓哉
情報・システム研究機構国立情報学研究所 特任
取り組みます。
助教
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 膨大なレガシー栽培データを蘇生する
次世代アプリケーション技術の創出・高度 （データさきがけ）
化」で得られる次世代アプリケーション技術 小野木 章雄
やデータを共有・活用するなどの連携を推 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開
発研究センター 主任研究員
進します。
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東京工業大学生命理工学院

准教授

生体における動的
恒常性維持・変容
機構の解明と制御
2012-2017

褐色脂肪－骨格筋間の新たな臓器間ネ
ットワークの解明

皮膚の恒常性維持機構からアレルギー
クロストークへの展開

病態における中枢神経系と心血管系の
臓器間連関の解明

梶村 真吾

椛島 健治

村松 里衣子

骨を要とする多臓器恒常性維持機構の
解明

女王蜂における寿命制御機構の解明

身体疾患で惹起される免疫変容が起こす
神経回路恒常性の破綻と精神症状の解明

片山 義雄

鎌倉 昌樹

和氣 弘明

カリフォルニア大学サンフランシスコ校糖尿病センター
幹細胞研究所 アシスタントプロフェッサー

神戸大学医学部附属病院

講師

京都大学大学院医学研究科

教授

富山県立大学工学部生物工学科

大阪大学大学院医学系研究科

講師

神戸大学大学院医学研究科

准教授

教授

戦略目標

恒常性維持・変容を支える細胞内分解
系オートファジーの生理的意義

RNA分解による生体恒常性維持機構
の解明と制御

ウイルス感染に伴い変化する生体シス
テムの力学的理解と制御

先制医療や個々人にとって最適な診断・

久万 亜紀子

久場 敬司

岩見 真吾

治療法の実現に向けた生体における動的

東京大学大学院医学系研究科

助教

秋田大学大学院医学系研究科

教授

九州大学大学院理学研究院

准教授

恒常性の維持・変容機構の統合的解明と
複雑な生体反応を理解・制御するための
技術の創出

ヒト生体ホメオスタシス維持の安定化および
撹乱に寄与する新規生理活性物質の同定

血中インスリンの時間パターンによる恒
常性維持機構の解明

腸管の恒常性における細胞死とDNA分
解の役割

佐伯 久美子

久保田 浩行

川根 公樹

腸管IgA抗体による腸内細菌制御機構
の解明と応用

組織修復における幹細胞—免疫システ
ム連関機構の解明

骨組織による糖・脂質代謝制御の分子
メカニズムの解明

新藏 礼子

佐藤 卓

篠原 正浩

胎児プログラミング仮説の分子機構の
解明と医療への応用

中枢・末梢・時間を統合した代謝生理
学的ネットワーク機能の解明

心臓線維芽細胞活性制御を介する臓器
恒常性維持機構の解明

成 耆鉉

志内 哲也

武田 憲彦

国立国際医療研究センター研究所疾患制御研究部
室長

研究総括

春日

雅人

国立国際医療研究セン
ター 名誉理事長

研究領域の概要
本研究領域は、生体をひとつの恒常性
維持機構としてとらえ、生体の動的な恒常

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

理化学研究所石井分子遺伝学研究室

協力研究員

九州大学生体防御医学研究所

教授

東京医科歯科大学難治疾患研究所

京都産業大学総合生命科学部

徳島大学大学院医歯薬学研究部

講師

准教授

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

准教授

東京大学大学院医学系研究科

講師

助教

性の維持・変容機構を解明するとともに、
老いや生活習慣病等の疾患のメカニズム
の解明に挑戦する研究を対象とします。こ
のような研究を推進することにより、生命体
を統合的に理解することが可能になり、対
症療法でない、生体全体を理解した上での

個体の発育の恒常性を調節する器官間
液性因子ネットワークの解明

生活習慣病における自然免疫系と代謝
内分泌系との機能的クロストークの解明

血管・間質境界面で生じる恒常的な免
疫・炎症・造血反応のダイナミズム

丹羽 隆介

長井 良憲

西村 智

筑波大学大学院生命環境科学研究科

准教授

富山大学大学院医学薬学研究部

客員教授

自治医科大学分子病態治療研究センター分子病態
研究部 教授

診断・治療法の開発や年齢・ライフステ
ージに応じた最適な医療の実現を目指しま
す。
具体的には、下記の視点をもった研究を
推進します。

超長寿げっ歯類ハダカデバネズミを用い
た「積極的老化予防」機構の解明

内皮細胞を起点とした心血管系の恒常
性維持機構の解明と制御

三浦 恭子

中岡 良和

北海道大学遺伝子病制御研究所

講師

国立循環器病研究センター研究所
部長

神経−内分泌系からみるストレス関連
精神疾患病態機構の解明

丹羽 美苗

血管生理学部

ジョンズ・ホプキンス大学医学部 アシスタントプロフ
ェッサー

冬眠を可能とする生体状態の可視化と
その誘導メカニズムの解明

運動器の動的恒常性を司るロコモ・サ
ーキットの解明

代謝の時間制御を目指した食事時計の
多臓器恒常性維持機構の解明

山口 良文

中島 友紀

羽鳥 恵

（1）多臓器間の機能ネットワークを体系
的に捉える視点
（2）恒常性維持機構の時間的変化を捉
える視点
（3）疾患の原因としての恒常性維持機
構の破綻を捉える視点

東京大学大学院薬学系研究科

助教

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

慶應義塾大学医学部

特任准教授

以上の視点を踏まえて、神経系・免疫
系・内分泌系・血液系等の既に構築され
ている学術領域を超え、生体を1つの 機構
としてとらえた、分野横断的な研究を対象と
いたします。

血管の動的恒常性の破綻による疾患進
展機構の解明

脳と末梢器官の新たな恒常性維持クロ
ストーク機構の解明

pH恒常性制御による動物個体の形態
維持とその破綻

渡部 徹郎

中村 和弘

原田 浩

東京医科歯科大学医歯学総合研究科

教授

栄養摂取バランスの崩れによる恒常性
維持機構の破綻メカニズムの解明

岩部 真人

東京大学医学部附属病院

教授

精神疾患における行動制御系の破綻原
理の解明と新規診断技術の開発

中村 亨

京都大学放射線生物研究センター 教授

生体の恒常性変容とがん進行の相互関
係の基盤解明

平林 享

大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携セン
ター 特任教授

インペリアル・カレッジ・ロンドン MRC ロンドン・イン
ステュート・オブ・メデカルサイエンス グループリーダー

中枢神経傷害における神経回路による恒
常性機能の破綻と回復メカニズムの解明

マクロファージを軸とする細胞間・多臓
器間連携による心臓恒常性維持機構

ミトコンドリア恒常性維持機構の解明か
らパーキンソン病の本質に迫る

上野 将紀

藤生 克仁

新潟大学脳研究所

特任准教授

名古屋大学大学院医学系研究科

特任教授

東京大学医学部附属病院

特任助教

松田 憲之

（公財）東京都医学総合研究所生体分子先端研究
分野 副参事研究員（プロジェクトリーダー）
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Long non-coding RNAから翻訳される
スモールプロテインの同定と機能解析

松本 有樹修

九州大学生体防御医学研究所

准教授

超偏極13C MRIによる恒常性破綻臓器
ネットワークの動的可視化

松元 慎吾

北海道大学大学院情報科学研究科

准教授

ヘパトカインを介した肝臓による恒常性
維持機構の解明

御簾 博文

金沢大学医薬保健研究域医学系

准教授

ゲノムインプリンティングによる生体の恒
常性維持機構の解明

山口 新平

大阪大学大学院生命機能研究科

助教

生体丸ごとの全時間スケールに起こる
反応を評価する技術の確立

山本 正道

京都大学大学院医学研究科
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特任准教授

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

新規赤外分光法とXFEL結晶構造解析の
融合によるタンパク質の動的精密構造解析

細胞内NMR計測法によるタンパク質の
構造多様性解析

転写メディエーター複合体CDKモジュー
ルの構造機能解析

久保 稔

猪股 晃介

今崎 剛

構造から迫る細胞内輸送マシナリー

N M R による脂 質 二 重 膜 中 における
GPCRの動的構造平衡の解明

グルタミン酸のシナプス小胞充填機構の
構造生物学的展開

昆 隆英

上田 卓見

樹下 成信

理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究セン
ター 専任研究員

大阪大学大学院理学研究科

2012-2017

教授

理化学研究所生命システム研究センター 研究員

東京大学大学院薬学系研究科

助教

神戸大学医学研究科

特命助教

岡山大学自然生命科学研究支援センター 助教

戦略目標

Secタンパク質膜透過装置の次世代構
造生物学

新規高速原子間力顕微鏡で解き明かすミ
オシンVの化学－力学エネルギー変換機構

過渡的複合体を介したシャペロンネット
ワークの分子機構解明

多様な疾病の新治療・予防法開発、食品

塚崎 智也

古寺 哲幸

齋尾 智英

アクチンフィラメント網動態の電子顕微
鏡法による階層的理解

小胞体糖タンパク質フォールディング装
置の作動メカニズムの解明

成田 哲博

佐藤 匡史

ATP作動性陽イオンチャネルP2X受容
体の時空間ダイナミクスの解明と制御

原子間力顕微鏡を駆使した膜中イオン
チャネル集団動作機構の革新的理解

細胞の電気的信号を様々な生理活性へ変
換する膜電位センサーの作動機構の解明

服部 素之

角野 歩

竹下 浩平

Argonauteによる遺伝子発現制御機構
の構造生物学的基盤

中性子散乱と計算機科学の融合による
蛋白質のドメインダイナミクスの解析

安全性向上、環境改善等の産業利用に

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 准教授

金沢大学理工研究域

准教授

北海道大学大学院理学研究院

助教

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

名古屋大学理学研究科構造生物学研究センター
准教授

研究総括

若槻

壮市

米国SLAC国立加速器研究所光
科学部門 教授 ／スタンフォー
ド大学医学部構造生物学 教授

復旦大学（中国）生命科学学院

教授

研究領域の概要

革新的低温電顕単粒子像解析法による
筋収縮制御機構の解明

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
イエンスの革新に繋がる「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
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
駆使しながら生命科学上重要な課題に取り
組みます。 具体的には、様々な生命現象
で重要な役割を果たしているタンパク質を分
子認識のコアとして位置づけ、以下の研究
を対象とします。
（1）タンパク質同士または核酸や脂質等
の生体高分子との相互作用や、糖鎖修
飾、ユビキチン化、リン酸化、メチル化な
どの翻訳後修飾及び生体内外の化合物に
よる時間的空間的な高次構造の変化等を
階層的に捉えることにより機能発現・制御
機構を解明する研究
（2）ケミカルバイオロジー等の手法によ
る将来の分子制御、分子設計に資する研
究
（3）結晶構造解析、溶液散乱、核磁
気共鳴（NMR）、電子顕微鏡、分子イメ
ージング、質量分析、計算科学、バイオイ
ンフォマティクス、各種相互作用解析法
等、様々な位置分解能、時間分解能（ダ
イナミクス）、天然度（in situからin vivo）
で構造機能解析を行う新規要素技術開発
（4）要素技術を相補的かつ相乗的に組
み合わせることで、重要な生命現象の階層
構造ダイナミクスの解明をめざす相関構造
解析法の創出
こうした目標達成に向け、最先端の構造
生物学的アプローチとの融合により生命科
学上の挑戦的なテーマを独自の視点で取り
組む研究、または、独自に開発した革新的
構造機能解析手法で細胞分子生物学、
医学、薬学分野の重要な課題解決に取り
組む研究を奨励します。

藤井 高志

名古屋市立大学大学院薬学研究科

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

汎特異的相互作用を基盤とする多剤耐
性機構の動的立体構造解析

竹内 恒

産業技術総合研究所創薬分子プロファイリング研究
センター 主任研究員

大阪大学蛋白質研究所

招へい研究員

科学技術振興機構さきがけ研究者

オハイオ州立大学（アメリカ）化学・生化学科 ア
シスタントプロフェッサー

中西 孝太郎

中川 洋

立体構造に基づく化学プローブ設計と
蛋白質の機能制御・局在イメージング

立体構造にもとづく次世代ゲノム編集ツ
ールの創出

X線結晶構造解析と低温電子顕微鏡単粒子解析によ
る 膜タンパク質複合体の構造基盤と分子機構の解明

堀 雄一郎

西増 弘志

西澤 知宏

大阪大学大学院工学研究科

助教

東京大学大学院理学系研究科

助教

日本原子力研究開発機構物質科学研究センター
研究副主幹

東京大学大学院理学系研究科

助教

顕微鏡による膜蛋白質1分子の3次元
構造変化・機能マッピング

ウイルスゲノム転写装置の動態解析

超 薄 膜を利 用した膜タンパク質の迅
速・高分解能構造解析手法の開発

政池 知子

野田 岳志

平田 邦生

東京理科大学理工学部

講師

京都大学ウイルス研究所

教授

理化学研究所放射光科学総合研究センター 専任
技師

DNA複製フォーク複合体の構築原理及
び遷移・制御機構の解明

ナノスケール細胞内位置情報・3次元超微細膜構造を基
盤とするオートファジータンパク質ネットワークの相関構造解析

構造生物学とケミカルバイオロジーの融
合による概日時計研究

真柳 浩太

濱崎 万穂

廣田 毅

九州大学生体防御医学研究所

助教

大阪大学大学院医学系研究科

准教授

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所
特任准教授

膜超分子モーターの相関構造解析によ
る分子メカニズムの解明

緩和モー ド解析によるタンパク質構造
ダイナミクスの解明

村田 武士

光武 亜代理

千葉大学大学院理学研究科

教授

慶應義塾大学理工学部

専任講師

クロマチン構築に連携した転写dynamicsの構造解明

膜タンパク質の構造変化と物質輸送の
1分子同時計測技術の開発

山田 和弘

渡邉 力也

転写基本因子TFIIDの結晶構造解析を
介したクロマチン転写制御機構の解明

DNA維持メチル化の構造基盤とその応
用

安達 成彦

有田 恭平

科学技術振興機構さきがけ研究者

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
特別助教

東京大学大学院工学系研究科

講師

横浜市立大学大学院生命医科学研究科

准教授
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分子技術と新機能
創出

万能性基幹分子による再生型エレクト
ロニクス創生

多官能性三次元骨格群の構築と生体
融合型物質生産システムの創製

高分子の劣化と破壊:量子化学と統計
物理の融合

青木 伸之

大栗 博毅

樋口 祐次

千葉大学大学院融合科学研究科

2012-2017

准教授

東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門
授

教

東北大学金属材料研究所

助教

高性能有機材料創出のための分子描像に立脚
した大規模量子伝導計算理論の確立とその応用

ポリマーブラシ付与複合微粒子添加系
ポリマー／イオン液体ブレンド膜の開発

スピン多重度制御による超光電変換デ
バイスへの実展開

石井 宏幸

大野 工司

夫 勇進

筑波大学数理物質系

客員准教授

京都大学化学研究所

准教授

山形大学大学院理工学研究科

准教授

戦略目標

pDNAの量子化折り畳み構造形成の解
明と遺伝子送達への応用

革新的有機半導体分子システムの創出

タンパク質疾患治療技術を指向した、タン
パク質機能を肩代わりする合成分子の開発

環境・エネルギー材料や電子材料、健

長田 健介

岡本 敏宏

村岡 貴博

康・医療用材料に革新をもたらす分子の

東京大学大学院工学系研究科

准教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授

東京農工大学グローバルイノベーション研究院
授

准教

自在設計『分子技術』の構築
ヘテロ集積分子集合体の方向性をもっ
た遊泳

生体膜分子の力学的理解とナノバイオ
デバイスへの新展開

葛谷 明紀

景山 義之

村越 道生

関西大学化学生命工学部

研究総括

加藤

核酸ナノ構造を活用したトポロジカル超
分子合成技術の創成

隆史

東京大学大学院工学
系研究科 教授

准教授

北海道大学大学院理学研究院

「π電子系を動かす」技術に基づく新
規機能材料の創出

齊藤 尚平

京都大学大学院理学研究科

准教授

助教

鹿児島大学大学院理工学研究科

蛍光のblinkingを自在に操る分子技術
の創出

低酸素状態で構造変換するタンパク質
を用いる脳再生デバイスの創製

川井 清彦

味岡 逸樹

大阪大学産業科学研究所

准教授

東京医科歯科大学脳統合機能研究センター 准教
授

研究領域の概要
本研究領域は、分子を基盤とする新材

准教授

料・新デバイス・新プロセス等の創出のた

ナノ分子材料を目指した自己組織化高
分子の精密直接水系重合

分子化学構造そして機械電気特性の超
高分解能測定の実現

複機能性高分子による循環器治療バイ
オマテリアルの創出

め、分子の働き・振舞いを自在に制御す

杉原 伸治

川井 茂樹

網代 広治

超分子構造体の光誘起形態変化と光
駆動物質輸送

人工塩基対による低分子化核酸アプタ
マー薬物複合体の創製

鏡像タンパク質および鏡像核酸を合成
するための分子技術の開発

東口 顕士

木本 路子

加藤 敬行

液相界面を利用した高配向性機能分子
膜の創製

スライド型ナノアクチュエータの開発に
向けた基盤技術の確立

協同効果的にがん集積可能な超分子メ
タルフリー造影剤の開発

牧浦 理恵

武仲 能子

唐澤 悟

る「分子技術」を開拓・確立し、分子材

福井大学大学院工学研究科

准教授

料に関する我が国の学問と産業力のさらな
る発展と新たな展開を強力に推進すること、
さらに社会の持続的発展に貢献することを
目的とします。明確に設定した分子材料の
機能創出のための分子構造の設計・合
成・変換技術、分子の集合・複合構造

京都大学大学院工学研究科

助教

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 主幹研究員（ＭＡＮＡ研究員）

退職

奈良先端科学技術大学院大学研究推進・社会連携
機構 特任准教授

東京大学大学院理学系研究科

助教

の創成・制御技術、分子機能発現技術、
デバイス化・プロセス化の創成技術に関す
る、革新的・挑戦的および独創的「分子
技術」の研究を対象とします。さらに、設
計→変換→集合・複合化→機能発現→

大阪府立大学大学院工学研究科

准教授

材料化→デバイス・プロセス化の技術の流

産業技術総合研究所機能化学研究部門
員

主任研究

昭和薬科大学薬学部

教授

れを意識した挑戦的アプローチを含有する
共通基盤性の高い研究、理論・シミュレー
ションと分子設計・変換を融合する研究な
ど、分子材料の根幹技術に関する研究が
含まれます。具体的には、機能創出を明

炭素π共役系分子錯体の非平衡単分
子界面科学

反応性分子の自己集合による精密グラ
フェン化学修飾技術の開発

革新的分子励起状態理論を基盤とする
有機材料高次機能の制御設計

村田 靖次郎

田原 一邦

倉重 佑輝

京都大学化学研究所

教授

明治大学理工学部

准教授

京都大学大学院理学研究科

特定准教授

確に見据えた分子の設計・合成・変換技
術、1次元・2次元・3次元の分子集合
体・複合体の秩序構築技術、電荷やイオ
ンの振舞いを制御するエネルギー・デバイ
ス材料構築技術、高選択的に分子・イオ
ンを人工膜・ミセルなどの集合構造により

バイオミメティック分子技術と自己組織
化による磁性機能素子の創出

炭素二次元シートの自在合成と機能創
出

プロトンと電子移動を制御する分子技術
に基づいた新機能触媒の創製

藪 浩

仁科 勇太

桑田 繁樹

ゲル化臨界クラスターを基盤としたゲル
システムの創製

東北大学多元物質科学研究所

准教授

岡山大学異分野融合先端研究コア 准教授

東京工業大学物質理工学院

准教授

輸送する環境・医療材料の構築技術など
に関する基盤的研究から材料化への流れを
総合的に意識した研究、さらに分子の計

磁気液晶効果とフォトニック構造を利用
した有機磁気光学素子の開発

フェムト秒電子プローブで探索する機能
性有機物質の光誘起ダイナミクス

測・解析技術に関する研究など、
「分子技

内田 幸明

羽田 真毅

術」の創成に資する先端的・独創的・根

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

岡山大学大学院自然科学研究科

助教

本的研究を重要な対象とします。
結合を操って構築する創造性分子鎖:位
置・配列・形態の制御による機能創出

超微細加工分子材料の創成と自己組
織化技術

異種反応を介した高分子共重合体の自
在設計技術の構築

大内 誠

早川 晃鏡

佐藤 浩太郎

京都大学大学院工学研究科
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酒井 崇匡

東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリン
グ専攻 准教授

准教授

東京工業大学物質理工学院

准教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

動く光を利用した分子配列技術の構築

宍戸 厚

東京工業大学科学技術創成研究院

教授

生体内合成化学治療:動物内での生理
活性分子合成

田中 克典

理化学研究所田中生体機能合成化学研究室
研究員

主任

強い局所光学活性を利用したキラル光
デバイス

成島 哲也

自然科学研究機構分子科学研究所

助教

環境調和型分子変換を基軸とするヘテ
ロπ共役分子群の創製

秦 猛志

東京工業大学生命理工学院

准教授

コヒーレントX線を用いた摩擦界面ダイ
ナミクス評価手法の確立

星野 大樹

理化学研究所放射光科学総合研究センター 研究
員

フォトン・アップコンバージョン分子技術
の開拓

楊井 伸浩

九州大学大学院工学研究院

准教授

光のスピン状態を自在に制御することの
出来る分子システムの創出

湯浅 順平

東京理科大学理学部第一部

講師
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エネルギー高 効 率
利用と相界面

構造規制相界面における重たいフォトン
の利用

強誘電性配位高分子複合界面の創製
と光電変換素子への応用

計算科学的手法による省電力・低損失
デバイス用界面のデザイン

池田 勝佳

大久保 貴志

小野 倫也

名古屋工業大学材料科学フロンティア研究院

2011-2017

教授

近畿大学理工学部

准教授

筑波大学計算科学研究センター 准教授

高圧水電解三相界面における限界物質
輸送の実験的探究

自己組織化を活用した超ナノ結晶人工
光合成デバイスの構築

金属—強誘電体界面で実現する新形態
触媒デザイン

伊藤 衡平

小林 厚志

狩野 旬

九州大学大学院工学研究院

教授

北海道大学大学院理学研究院

准教授

岡山大学大学院自然科学研究科

准教授

戦略目標

SiC MOSFETの抵抗損失低減のため
の界面制御技術

高効率光電変換デバイスの実現に向けた
III族窒化物のマルチバンドエンジニアリング

相界面の動的構造観察のための波長
分散型表面X線回折計の開発と応用

エネルギー利用の飛躍的な高効率化実現

喜多 浩之

Sang Liwen

白澤 徹郎

のための相界面現象の解明や高機能界面

東京大学大学院工学系研究科

准教授

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 独立研究者

産業技術総合研究所計量標準総合センター 主任
研究員

創成等の基盤技術の創出
金属酸化物層での被覆を利用した電極
触媒の高機能化

飛躍的な石油増進回収のための油水反
応レオロジー界面の創成

塩見 淳一郎

竹中 壮

長津 雄一郎

東京大学大学院工学系研究科

研究総括

花村

ナノ構造界面を利用した環境親和型熱
電半導体の創成

克悟

東京工業大学工学院
教授

准教授

九州大学大学院工学研究院

准教授

東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門
教授

准

原子分解能電磁場計測電子顕微鏡法
の開発と材料相界面研究への応用

電極相界面極限利用を実現する高効率
フロー電池

物質輸送と界面反応を最適にするための
電極微細構造のメソスケール制御加工

柴田 直哉

津島 将司

長藤 圭介

東京大学大学院工学系研究科

准教授

大阪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

准教授

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

超低電力マグノンデバイスの基盤技術
創出

金属膜を持つ表面微細構造による放射
エネルギーの波長制御

多孔体内三相界面における熱流動解析
に基づく熱輸送革新

関口 康爾

戸谷 剛

長野 方星

慶應義塾大学理工学部物理学科

専任講師

北海道大学大学院工学研究院

准教授

名古屋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

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。

第一原理統計力学による太陽電池・光触媒界
面の動作環境下電荷移動・励起過程の解明

新しい半導体固相界面による新規グリ
ーンデバイスの開発

超低摩擦摺動メカニズムの解明と新規
相界面の創成

館山 佳尚

冨岡 克広

平山 朋子

金属－空気二次電池可逆空気極にお
ける三相界面

リチウムイオン電池電極材料のセラミック
ス二相境界における物質移動の動力学

マグネシウムイオンを用いた電気化学デバ
イス創成のための電極／電解質界面設計

宮崎 晃平

中山 将伸

松井 雅樹

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

京都大学大学院工学研究科

助教

北海道大学大学院情報科学研究科

助教

名古屋工業大学大学院工学研究科

同志社大学理工学部

准教授

神戸大学大学院工学研究科

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

高効率エネルギー変換に向けた革新的
ー損失の大幅な減少を可能とする相界面、あるいは、 イオン機能界面設計

埋もれた材料相界面研究のための極限
的非線形顕微分光法の開発

高効率エネルギー利用のための新たな高機能相界面

二本柳 聡史

を創造することに挑戦します。そのためには、ナノ、メ

八代 圭司

東北大学大学院環境科学研究科

准教授

理化学研究所

研究員

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

自己組織化集合能による高触媒活性サ
イトのプログラマブル合成

固液界面その場XPS測定による酸素還
元反応機構の解明

保田 諭

増田 卓也

北海道大学大学院理学研究院

准教授

物質・材料研究機構先端的共通技術部門
究員

主任研

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

液晶半導体のメゾスコピック超構造を活
用した有機電子デバイスの開発

界面微細センサ開発とマルチスケール数値解析による熱・物質
輸送−電気化学反応の連成現象の解明と最適界面構造設計

安田 琢麿

荒木 拓人

スピン流を用いた革新的エネルギーデバ
イス技術の創出

カーボン導電剤とバインダーの構造制御
による電子物質輸送界面の高効率化

内田 健一

井上 元

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

横浜国立大学大学院工学研究院

准教授

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
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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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

九州大学大学院工学研究院

准教授

教授

准教授

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
2011-2017
戦略目標

ライブセルイメージングによる光環境適
応機構の実態解明

植物ミトコンドリアゲノム人為改変技術
と雄性不稔植物の作出

低窒素で持続可能な二酸化炭素資源化の
ための中心代謝バランス制御機構の解明

岩井 優和

有村 慎一

草野 都

膜交通の機能改変による高機能植物の
開発

ショ糖過剰ストレス耐性に関わる転写と
mRNA 分解の協調制御

パターン受容体ネットワークによる高精
度・持続型の植物防御システムの開発

上田 貴志

千葉 由佳子

西條 雄介

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京大学大学院農学生命科学研究科

自然科学研究機構基礎生物学研究所

教授

北海道大学大学院理学研究院

准教授

筑波大学生命環境系

准教授

教授

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 准教授

細胞内自己組織化制御と生体ナノマシンの
開発による新規木質バイオマス素材の創出

バイオマス生産性を支配している細胞機
能転換転写制御ネットワークの人工構築

フルフラールを出発原料とする汎用高分
子モノマーライブラリの構築

小田 祥久

塚越 啓央

橘 熊野

オーキシンによる植物の器官形成制御
技術の開発

固体ルイス酸による高効率バイオマス変換:
植物由来の炭化水素類の必須化学資源化

植物の全身性クロストークを支える長距
離・高速カルシウムシグナルの解明と応用

笠原 博幸

中島 清隆

豊田 正嗣

植物の鉄センシング機構解明による生
産力の強化

フィールドオミクスによる野外環境応答
の解明

光環境に応じた光呼吸の新規適応機構の
解明とその改変による植物生産性の向上

小林 高範

永野 惇

松下 智直

Vigna属野生種群が独自に獲得した耐
塩性機構の解明

セルロース／ヘミセルロース／リグニン分解酵
素群の集積・近接化による協働作用の創出

内藤 健

平野 展孝

木質系バイオマスを利用する高付加価値多
置換芳香族化合物の精密合成手法の創出

雑種強勢の分子機構の解明とその高バ
イオマス作物への活用

変動する光環境下における光合成制御
メカニズムの解明と応用展開

中尾 佳亮

藤本 龍

矢守 航

国立遺伝学研究所新分野創造センター 准教授

名古屋大学遺伝子実験施設

特任講師

群馬大学大学院理工学府

助教

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

理化学研究所環境資源科学研究センター 上級研
究員

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

科学技術振興機構さきがけ研究者

龍谷大学農学部

農業･食品産業技術総合研究機構遺伝資源センター
主任研究員

京都大学大学院工学研究科

北海道大学触媒科学研究所

教授

日本大学工学部

准教授

埼玉大学大学院理工学研究科

講師

九州大学大学院農学研究院

准教授

准教授

木質バイオマスの全炭素成分有効利用
を目指した触媒化学変換技術の開拓

山口 有朋

准教授

神戸大学大学院農学研究科

産業技術総合研究所化学プロセス研究部門
グループ長

准教授

東京大学大学院理学系研究科

研究

准教授

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
び有用バイオマス産生のための基盤技術の

植物生産能の高度利用に向けた「植
物iPS遺伝子」の応用展開

光合成と連動するバイオポリマー合成系
の構築

中島 敬二

松本 謙一郎

バイオマス生産性の向上を指向した概
日時計のシステム生物学

葉内CO 2 拡散を促進する葉肉組織形態の
改良を通じたイネ光合成能力の飛躍的向上

中道 範人

安達 俊輔

肥料有効利用型植物の作出基盤

包括的物質輸送促進による生産強化技
術の開発

三輪 京子

岩本 政雄

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

北海道大学大学院工学研究院

准教授

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

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所
特任准教授

東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院
特任助教

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。

北海道大学地球環境科学研究院

准教授

農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研
究部門 上級研究員

転写抑制因子を活用したリグノセルロー
ス低含有植物の作出

アブシシン酸シグナル伝達の中枢ネットワークを標
的とした次世代型環境ストレス耐性植物の創成

山口 雅利

梅澤 泰史

化学反応性に則したリグニン高分子構
造の解析

イネ生殖分子機構の解明と操作を基盤
としたアポミクシスへの挑戦

秋山 拓也

笠原 竜四郎

埼玉大学研究機構環境科学研究センター 准教授

東京大学大学院農学生命科学研究科

助教

東京農工大学大学院生物システム応用科学府
教授

准

科学技術振興機構さきがけ研究者

107

細胞機能の構成的

人工遺伝子回路を利用して発生現象に
迫る

細胞分裂周期のin vitro再構成への挑
戦

高次脳機能情報処理の再構成に向け
た恐怖記憶の読み取りと操作

石松 愛

持田 悟

揚妻 正和

動物胚の頑強な相似性を保証する発生
場スケーリングのシステム制御機序

人工細胞作出に向けた人工脂質二重
膜と生体膜の違いの解明

生物時計中枢における細胞ネットワーク
の計測・制御と再構成

猪股 秀彦

池ノ内 順一

榎木 亮介

戦略目標

構成的アプローチによる植物の生物時
計の組織特異的な役割の解明

光で“創る”オプトジェネティクスへの挑戦

デグロン変異細胞創出のための基盤技
術開発

生命現象の統合的理解や安全で有効性の

遠藤 求

井上 圭一

鐘巻 将人

な理解と制御

ハーバードメディカルスクールシステムバイオロジー部門
ポストドクトラルフェロー

2011-2017

理化学研究所多細胞システム形成研究センター チ
ームリーダー

高い治療の実現等に向けたin silico / in

京都大学大学院生命科学研究科

准教授

熊本大学大学院先導機構

准教授

九州大学大学院理学研究院

自然科学研究機構生理学研究所

准教授

特任准教授

名古屋工業大学大学院工学研究科

北海道大学大学院医学研究科光バイオイメージング
部門 助教

准教授

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所分子遺
伝研究系 教授

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

細胞内環境操作法による疾患モデル細
胞の創成

加納 ふみ

東京大学大学院総合文化研究科

細胞走化性の再構築

細胞膜模倣リン脂質非対称膜による自
己再生産可能な人工細胞モデルの創成

井上 尊生

助教

神谷 厚輝

ジョンズ・ホプキンス大学大学院医学系研究科 ア
ソシエイトプロフェッサー

（公財）神奈川科学技術アカデミー人工細胞膜シス
テムグループ 研究員

「エピヌクレオソーム」の精密な再構成
による遺伝子発現制御解析

分裂様式の操作による細胞運命の制御
と個体構築原理の追究

研究総括

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
本研究領域は、細胞機能の再構成・
設計と制御を試みることを通じて生命の本
質に迫ろうとする研究を対象とし、生命シス

分子複合体と動物個体での機能を結ぶ
1分子可視化計測

茅 元司

東京大学大学院理学系研究科

助教

無細胞合成生物学による人工二次代謝
産物の発見と生産

後藤 佑樹

東京大学大学院理学系研究科

的には、
1）細胞機能を担う生体分子やその複合
体の論理的あるいは効率的な設計や制御
2）ゲノム・代謝ネットワーク・無細胞翻

清光 智美

細胞間フィードバック回路による細胞運
命の制御

細胞機能の制御・設計に向けたアロス
テリックタンパク質の人工設計

戎家 美紀

助教

名古屋大学大学院理学研究科

助教

古賀 信康

理化学研究所生命システム研究センター ユニットリ
ーダー

自然科学研究機構分子科学研究所協奏分子システ
ム研究センター 准教授

細胞形状と運動の自己組織的挙動の
理解と操作

細胞内局所温度が司る細胞機能発現
の解明

光の色を使った細胞内情報伝達因子の
時空間的に精密な制御

澤井 哲

岡部 弘基

小柳 光正

染色体複製系の周期的駆動にむけた回
路の再構成

脳内情報を担う動的回路としての「細
胞集成体」の計測と制御

血流による血管ネットワークの制御と再
現

佐藤 正晃

佐藤 有紀

非平衡人工細胞モデルの時空間ダイナ
ミクス定量解析

有糸分裂紡錘体におけるミクロな力学
反応の再構成

精子幹細胞の寿命と精子形成への寄与
の動態解明

瀧ノ上 正浩

島本 勇太

篠原 美都

テムの理解や広範な応用をもたらすコンセ
プトや基盤技術の創出を目指します。具体

梅原 崇史

理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター
ユニットリーダー

東京大学大学院総合文化研究科相関基礎科学系
准教授

東京大学大学院薬学系研究科

助教

大阪市立大学大学院理学研究科

准教授

訳系・細胞膜分裂など、細胞機能のイン
フラを支えるプロセスの再構成・設計や制
御
3）シグナル伝達・遺伝子ネットワーク・
細胞間コミュニケーションなど細胞の高次機

末次 正幸
立教大学理学部

准教授

埼玉大学大学院理工学研究科脳末梢科学研究セン
ター 特任准教授

能を実現するプロセスの再構成・設計や制

九州大学大学院医学研究院

講師

御
4）細胞組織・器官・個体システムの
再構成・設計や制御
5）細胞機能の設計や制御を目指して化
学・物理・情報科学・生命科学などの異

東京工業大学大学院総合理工学研究科

准教授

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
授

准教

京都大学大学院医学研究科

助教

分野が輻合し、オープンイノベーションを実
現するための枠組みやその構築
などに関する研究が含まれます。他に類
をみない発想に基づく基礎研究とともに、
医療やエネルギー問題などに将来貢献しう
る野心的な研究も対象とします。

バクテリア再構成法の開発

田端 和仁

力のベイズ推定から解き明かす組織の
変形と力

講師

滋賀医科大学神経難病研究推進機構神経難病研究
センター 特任准教授

杉 拓磨

杉村 薫

カイメンが工学的に優れた骨格構造を
自律的に構築するメカニズムの解明

進化的・構成的アプローチによる哺乳
類型大脳皮質層構造の再設計

神経スパイク列の再構成から迫る神経
活動依存的な神経回路形成機構の解明

船山 典子

野村 真

竹内 春樹

東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻

京都大学大学院理学研究科

准教授

京都府立医科大学大学院医学研究科

准教授

分子輸送から解く生命の起源:構造、情報、輸送
の動的結合の解明と新たな分子操作技術の確立

細胞挙動の解析から構成的に理解するその
集合体としての植物過敏感反応誘導機構

前多 裕介

別役 重之

九州大学大学院理学研究院物理学部門物性物理学
講座 准教授
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記憶の具現化

筑波大学生命環境系

准教授

京都大学物質－細胞統合システム拠点

東京大学大学院薬学系研究科
授待遇）

特定助教

特任研究員（准教

多細胞系からなる複雑なヒト臓器の人為
的構成

武部 貴則

シンシナティ小児病院医療センター 准教授

なぜ夢を見るのか 〜トランスジェニック
マウスによるレム睡眠の操作と解析〜

林 悠

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

准教授

非侵襲脳刺激による脳領域間の情報伝
達効率の制御

森島 陽介

ベルン大学（スイス）トランスレーショナルリサーチセ
ンター グループリーダー

電界誘起気泡インジェクションメスによ
る分子操作と再構成

山西 陽子

九州大学大学院工学研究院

教授
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炎症の慢性化機構
の解明と制御

炎症の収束機構の分子基盤の確立と慢
性疾患への適用

ナチュラルキラーT細胞による炎症慢性
化機構の解明と制御

生理活性脂質リゾホスファチジルセリンによる全身
性エリテマトーデス疾患発症抑制メカニズムの解析

有田 誠

渡会 浩志

巻出 久美子

上皮のがん原性炎症が駆動する非遺伝
的腫瘍悪性化の分子基盤

腸管上皮細胞の粘膜免疫防御における腸管上皮特異的ホメオボ
ックス蛋白質CDX2によるオートファジー制御機構とその役割の解析

長寿・老化モデルマウスを用いた慢性
炎症機構の解明

井垣 達吏

青木 耕史

南野 徹

理化学研究所統合生命科学研究センター チームリ
ーダー

2010-2016

京都大学大学院生命科学研究科

教授

東京大学医科学研究所

福井大学医学部

特任准教授

東北大学大学院薬学研究科

教授

新潟大学医学部

助教

教授

戦略目標

細胞老化シグナルからみた慢性炎症と
癌進展の新しい発症メカニズムの解明

腸管センチネル細胞を標的とした炎症性
腸疾患治療法の開発

MAPK経路の分子イメージングによるT
細胞活性化遷延機構の解明

炎症の慢性化機構の解明に基づく、が

大谷 直子

浅野 謙一

横須賀 忠

ん・動脈硬化性疾患・自己免疫疾患等

東京理科大学理工学部

教授

東京薬科大学生命科学部

准教授

東京医科大学医学部

教授

の予防・診断・治療等の医療基盤技術
の創出

イオンバランス破綻による自己免疫疾患
の重症化機構の解明

炎症制御に向けた腸管制御性T細胞の
誘導機構の解明

炎症に伴うmicroRNA機能不全が惹起す
る炎症性発癌の病態解明と制御法の開発

大洞 將嗣

新 幸二

大塚 基之

九州大学生体防御医学研究所

准教授

慶應義塾大学医学部

講師

東京大学医学部附属病院

特任講師

研究総括

高津

聖志

富山県薬事研究所
所長

研究領域の概要
本研究領域は、生体防御反応であるに
もかかわらず、炎症が慢性化することによっ
て生体に悪影響を引き起こす現象の実体

C型レクチンによる炎症反応制御機構の
解明

西城 忍

免疫・炎症研究におけるオプトジェネテ
ィクスの創生

慢性腎炎発症マウスモデルを用いた発
症機序の解明

千葉大学真菌医学研究センター 准教授

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

岡田 峰陽

加藤 博己

慢性炎症における活性酸素シグナル伝
達制御の分子基盤

マクロファージの活性化調節による慢性
炎症の制御

内因性リガンドによる進化的に保存され
た自然免疫活性化機構の解明

澤 智裕

佐々木 純子

倉石 貴透

熊本大学大学院生命科学研究部

教授

秋田大学大学院医学系研究科

准教授

化が疾患を惹起・進行・重症化する機構
の時空間的な解明に挑戦する研究を対象
とします。このような研究を推進することによ
り、炎症の慢性化が関与するさまざまな疾

准教授

金沢大学医薬保健学域薬学類・創薬科学類
授

解明に向けた研究、すなわち、炎症の慢
性化とその維持機構、および炎症の慢性

京都大学ウイルス研究所

准教

質量分析イメージングによる炎症メディ
エーター分子の局在産生の可視化

形質細胞様樹状細胞による炎症慢性化
機構と制御

癌細胞由来小分子RNAによる炎症細
胞の制御

杉浦 悠毅

佐藤 克明

幸谷 愛

慶應義塾大学医学部

講師

宮崎大学医学部

教授

東海大学医学部

准教授

患や臓器不全の予防や治療、創薬につな
がる新たな医療基盤の創出を目指します。
具体的には、下記の視点をもった研究を
推進します。
1）分子や細胞の階層から迫る研究に加

ミトコンドリアのストレス受容・応答機構
と炎症制御

脳組織傷害後の慢性炎症における免疫
制御機構の解明

武田 弘資

七田 崇

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

教授

慶應義塾大学医学部微生物学免疫学教室

講師

え、組織や臓器の階層から迫る視点

アルツハイマー病の病態悪性化と炎症
反応の相互作用の解明

斉藤 貴志

理化学研究所脳科学総合研究センター 副チームリ
ーダー

2）細胞や組織、臓器間の相互作用、
個体全体でのダイナミクスなど、慢性炎症
を複雑系として捉える視点
3）エピジェネティクスや機能性非コード
RNAなど、他生命科学分野からの視点

低酸素シグナルによる炎症制御の解明
と循環器疾患治療への応用

慢性炎症における免疫細胞動態の神経
性制御機構の解明

炎症の制御に基づく心不全の予防と治
療

武田 憲彦

鈴木 一博

佐野 元昭

炎症反応を負に制御する分子機構の解
明

代謝ストレスによる炎症の慢性化機構
の解明

田中 貴志

菅波 孝祥

IL－33産生を伴う慢性疾患と加齢や肥満により増加したナチュラルヘ
ルパー細胞がTh1／Th2バランスの破綻を惹起するメカニズムの解明

炎症誘導因子による炎症抑制機構の解
明と慢性炎症制御技術基盤の確立

慢性炎症性疾患における病因性二重鎖
RNAの解析

茂呂 和世

中江 進

T細胞記憶のエピジェネティク調節による
慢性炎症制御

癌の転移前診断の確立と治療をめざし
て

東京大学大学院医学系研究科

特任講師

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 准教授

慶應義塾大学医学部

准教授

4）遺伝子産物、生理活性物質、細胞
やそれらの動態を検出・測定する技術的な
分野からの視点
5）慢性炎症の制御による関連疾患を標
的とした創薬などの医療応用を見据えた視
点

マウス生殖モデルを用いた、老化が誘
導する炎症メカニズムの解明

廣田 泰

東京大学医学部附属病院

講師

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

理化学研究所統合生命科学研究センター チームリ
ーダー

山下 政克

愛媛大学大学院医学系研究科
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教授

東京大学医科学研究所

東京女子医科大学医学部薬理学

教授

中村 能久

准教授

平塚(中村) 佐千枝

名古屋大学環境医学研究所

シンシナティ小児病院医療センター内分泌部門 アシ
スタント・プロフェッサー

准教授

炎症性マクロファージによるリソソームの
開口放出機構

華山 力成

金沢大学医薬保健学域医学類

教授

ピロリ菌感染の慢性胃炎において中心的な役
割を果たす長鎖ncRNAの網羅的探索の試み

丸山 玲緒

札幌医科大学医学部

准教授
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新物質科学と元素
戦略

金属間化合物を活性点とする貴金属フ
リー排ガス清浄化触媒の開発

酸化物半導体表面における新機能の探
索

新規高スピン偏極材料の探索と原子配
列制御に伴う電子状態と物性変化

阿部 英樹

石坂 香子

梅津 理恵

非バルク的環境を活用した次世代材料
の理論設計

フェルミ準位近傍の微細電子構造と特徴的フォノン分散を
利用した環境調和型熱電材料と機能性電子材料の創製

超過冷却液体を用いたナノスケール複
合材料の創製

有田 亮太郎

竹内 恒博

岡田 純平

物質・材料研究機構半導体材料センター 主任研
究員

2010-2016

東京大学大学院工学系研究科

准教授

東京大学大学院工学系研究科

准教授

豊田工業大学大学院工学研究科

東北大学金属材料研究所

教授

東北大学金属材料研究所

准教授

准教授

戦略目標

希少元素を含まない新規超伝導体の電
場誘起キャリアドーピング法による開発

有機エレクトロニクスの革新に資するユ
ビキタス有機材料の開発

革新的磁石材料の為の超高圧合成法
による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

上野 和紀

辻 勇人

亀川 厚則

磁力・超高靱性等の新規目的機能を目指

東京大学総合文化研究科

准教授

東京大学大学院理学系研究科

准教授

室蘭工業大学環境調和材料工学研究センター 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

ユビキタス元素を用いた高活性光触媒
の開発

梅澤 直人

研究総括

細野

秀雄

東京工業大学 科学技術
創成研究院 教授 ／
元素戦略研究センター長

研究領域の概要
物質の機能は、それを構成する元素と不
可分な関係にあることが知られています。し

遷移金属フリーのアニオン二次電池の
開発

中野 秀之

界面電子軌道混成を利用した新物質創
生と超省電力磁化反転技術の開発

紅林 秀和

物質・材料研究機構光触媒材料センター 主任研
究員

（株）豊田中央研究所機能性Si低次元材料プログラ
ム プロジェクトマネージャー

有機化学による擬元素創製へのアプロ
ーチ

SiO 2ナノ多結晶体:超高靭性高硬度を
有する新材料の開発

ヒドリド酸化物の直接合成による新規
機能性材料の探索

西山 宣正

小林 玄器

遠藤 恆平

東京理科大学理学部第一部化学科

准教授

ドイツ電子シンクロトロン研究所放射光施設 ビームサ
イエンティスト

新しい電子移動パラダイムに基づく有機
触媒の創製

小西 玄一

東京工業大学大学院理工学研究科

「フェイク分子」法による多孔性金属錯体空間の超精密
ポテンシャル制御とオンデマンド二酸化炭素分離機能発現

野呂 真一郎

准教授

北海道大学電子科学研究所

ユニバーシティカレッジロンドン電子工学科

自然科学研究機構分子科学研究所

准教授

グラファイトの電子状態制御による新規
触媒の創成

近藤 剛弘

准教授

講師

筑波大学数理物質系

准教授

かし、元素の数は100あまりに過ぎず、その
うち実際に材料に使えるものは、資源や毒
性などの制約のために、数が限定されてき
ています。よって、社会を支え要求に応え
る材料を産み出すためには、これまでの各
元素に対するイメージを刷新し、新しい可能

ナノスピノダル分解による高効率太陽電
池材料の設計

次世代半導体材料を目指した螺旋π共
役分子の創製

磁気バブルメモリの刷新に向けた、スキ
ルミオンの結晶学と電磁気学の構築

佐藤 和則

畠山 琢次

関 真一郎

大阪大学大学院工学研究科

准教授

関西学院大学理工学部化学科

准教授

理化学研究所創発物性科学研究センター ユニットリ
ーダー

性を切り開く成果が研究者に求められてい
ます。物質・材料分野の飛躍的進展に
は、ナノ領域の科学と技術の開拓が不可
欠であるとの共通の認識から、世界各国で
その研究が重点的に行われてきています。

ユビキタス元素を用いた高性能熱電変
換ナノ材料の創成

ユビキタス元素を用いた革新的ナノポー
ラス複合材料とデバイスの創成

自発分極変調を機軸とする物質探索と
機能開発

中村 芳明

藤田 武志

塚﨑 敦

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

東北大学原子分子材料科学高等研究機構

准教授

東北大学金属材料研究所

教授

これからは、その基盤の上に各国の特質
を反映した施策が実行される時期です。
「元
素戦略」は、天然資源に乏しい我が国が
世界に先駆けて開始した研究施策のひとつ
で、これまで希少な元素を駆使して実現し
てきた有用な機能を、できるだけありふれた

酸化物エレクトロニクスのパラダイムシ
フトを目指したアトムエンジニアリング

固体イオニクス未開領域を拓く錯体集
積体の創出

スピンのナノ立体構造制御による革新
的電子機能物質の創製

一杉 太郎

堀毛 悟史

中辻 知

東北大学原子分子材料科学高等研究機構

准教授

京都大学工学研究科

助教

東京大学物性研究所

准教授

元素群から知恵を絞って実現しようというも
のです。これは学術的には、持続可能な
社会のための新しい物質科学を確立するこ
とを意味します。
本研究領域は、資源、環境、エネルギ
ー問題などを解決するグリーン・イノベーシ

ナノ自己組織化を用いたスピン注入型
超高効率熱電素子の開発

低配位汎用元素を鍵とする機能性物質
科学の開拓

ユビキタス量子ドットの創製と光エネル
ギー変換材料への展開

水口 将輝

松尾 司

宮内 雅浩

東北大学金属材料研究所

准教授

近畿大学理工学部

准教授

東京工業大学大学院理工学研究科

ョンに資するべく、クラーク数上位の元素を
駆使して、ナノ構造や界面・表面、欠陥
などの制御と活用による革新的な機能物質

イオン伝導パスを有する分子結晶電解
質の創製

や材料の創成と計算科学や先端計測に立

守谷 誠

脚した新しい物質・材料科学の確立を目

静岡大学大学院理学研究科

薬師寺 啓

講師

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 主任研究員

指します。
新規異常高原子価物質における革新的
機能の開発

粒界エンジニアリングで創る超高保磁力
ユビキタス磁石

山田 幾也

山本 明保

大阪府立大学２１世紀科学研究機構
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単原子層デザインによる希少金属フリー
超高磁気異方性薄膜の開発

講師

東京大学大学院工学系研究科

助教

准教授

太陽光と光電変換
機能

層間励起移動を用いた光捕集系を有す
る広帯域有機薄膜太陽電池

有機薄膜太陽電池の劣化機構のミクロ
解明と耐久性向上

光捕集アンテナ構造を組み込んだ光合
成型光電変換デバイスの創製

市川 結

丸本 一弘

浅岡 定幸

信州大学大学院総合工学系研究科

2009-2016

異分野融合による自然光エネルギー変換
材料及び利用基盤技術の創出

研究総括

早瀬

筑波大学大学院数理物質科学研究科

准教授

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科

准教授

高分子太陽電池の新発電原理の分子
論的探求

超低速電子線源を用いた有機半導体の
伝導帯の直接観測法の開発

レアメタルフリー新型化合物系薄膜太
陽電池の開発

大北 英生

吉田 弘幸

荒木 秀明

瞬間結晶化によるガラス基板上への超
高性能多結晶Si薄膜形成

有機薄膜系太陽電池に応用可能なn型
半導体材料の開発

新規酸窒化物を用いたピエゾ電界誘起
量子井戸型太陽電池の創製

大平 圭介

家 裕隆

板垣 奈穂

プラズモニクスを利用した高効率・超薄
膜太陽電池

高効率化に向けた有機薄膜太陽電池
用の長波長光吸収層材料の開発

波長可変な顕微過渡吸収分光を用いた光電変換系
における電荷捕捉サイトおよび光退色過程の解明

岡本 晃一

梅山 有和

片山 哲郎

京都大学大学院工学研究科

戦略目標

准教授

准教授

千葉大学

北陸先端科学技術大学院大学グリーンデバイス研究
センター 准教授

九州大学先導物質化学研究所

准教授

教授

長岡工業高等専門学校物質工学科

大阪大学産業科学研究所

准教授

京都大学大学院工学研究科

九州大学システム情報科学研究院

准教授

准教授

准教授

関西学院大学理工学部化学科玉井研究室

助教

修二

九州工業大学大学院
生命体工学研究科
教授

研究領域の概要

マイクロ波法によるドナー・アクセプター
系薄膜中の光誘起電荷ナノダイナミクス

高効率有機薄膜太陽電池を目指した新
規半導体ポリマーの開発

機能性結晶粒界による超高品質シリコ
ン結晶の実現

佐伯 昭紀

尾坂 格

沓掛 健太朗

電子スピンコヒーレンスによる有機太陽
電池基板の電子伝達機能の解明

ギャッププラズモンによる光学的に厚く
物理的に薄い高効率太陽電池の創製

大阪大学大学院工学研究科

助教

理化学研究所創発物性科学研究センター 上級研
究員

東北大学金属材料研究所

助教

本研究領域では、次世代太陽電池の提
案につながる研究を対象とします。化学、 半導体量子ドットの多重励起子生成と
物理、電子工学等の幅広い分野の研究者 太陽電池への応用
の参画により異分野融合を促進し、未来の
太陽電池の実用化につながる新たな基盤

沈 青

電気通信大学電気通信学部

小堀 康博

准教授

神戸大学大学院理学研究科

久保 若奈

教授

東京農工大学工学部電気電子工学科 テニュアトラ
ック教員

技術の構築を目指します。
具体的には、色素増感系、有機薄膜
系、量子ドット系高性能太陽電池の研究
や、従来とは異なるアプローチによるシリコ
ン系、化合物系太陽電池の研究を対象と
します。同時に、まったく新しい原理に基づ

交互分子積層により結晶性を制御した
高性能太陽電池の研究開発

高不整合材料による中間バンド太陽電
池の創製

量子ナノ構造を利用した新型高効率シ
リコン系太陽電池の開発

當摩 哲也

田中 徹

黒川 康良

量子界面制御による半導体量子ドット
増感太陽電池の開発

相互侵入型相分離ポリマーの合成と3D
ナノ構造有機薄膜太陽電池への応用

放射光を利用した有機薄膜太陽電池の
エネルギー損失解析

橘 泰宏

東原 知哉

櫻井 岳暁

量子切断・波長変換による太陽光発電
高効率化

Si多結晶インゴットの組織制御技術の
開発

光電変換過程の高効率化を目指した有
機界面の精密制御

田部 勢津久

藤原 航三

但馬 敬介

金沢大学理工研究域サステナブルエネルギー研究セ
ンター テニュアトラック准教授

佐賀大学大学院工学系研究科

准教授

名古屋大学大学院工学研究科

講師

いた太陽電池の創出につながる界面制御
技術、薄膜・結晶成長、新材料開拓、
新プロセス、新デバイス構造などの要素研
究も対象とします。次世代太陽電池の創出
という視点を重視し、理論研究から実用化
に向けたプロセス研究にわたる広域な研究

ロイヤルメルボルン工科大学航空宇宙機械製造専攻
准教授

山形大学大学院理工学研究科

准教授

筑波大学数理物質系

准教授

を対象とします。

京都大学大学院人間・環境学研究科

教授

東北大学金属材料研究所

准教授

理化学研究所創発物性科学研究センター創発機能
高分子研究チーム チームリーダー

ホットキャリア太陽電池へ向けたキャリ
ア間相互作用制御の探索

次世代有機薄膜太陽電池創出のため
の近赤外色素の開発

酸化チタンとジシアノメチレン化合物の界面
錯体を用いた新型有機系太陽電池の開発

太野垣 健

村中 厚哉

藤沢 潤一

京都大学化学研究所

准教授

理化学研究所内山元素化学研究室

研究員

群馬大学大学院理工学府

准教授

シート状高分子を用いた光エネルギー変
換材料の創製

色素増感太陽電池のレドックス種の拡
散挙動解明と高効率化への提案

ヘテロエピタキシーを基盤とした高効率
単結晶有機太陽電池

江 東林

柳田 真利

宮寺 哲彦

自然科学研究機構分子科学研究所

准教授

物質･材料研究機構環境・エネルギー材料部門
幹研究員

主

産業技術総合研究所太陽光発電工学研究センター
博士型任期付研究員

カルコパイライト型リン化物を用いた新
規太陽電池の創製

DFT計算を駆使したπ軌道の精密制御
に基づく有機色素材料の開発

赤外線集中加熱による太陽電池用単結
晶シリコンの作製

野瀬 嘉太郎

若宮 淳志

綿打 敏司

京都大学大学院工学研究科

准教授

京都大学化学研究所

准教授

山梨大学大学院総合研究部

准教授
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光エネルギーと物
質変換

時間分解X線構造解析法による光エネ
ルギー変換機構の分子動画観測

水素生成型太陽電池を目指した水の光
酸化ナノ複合触媒の開発

光化学的手法による天然有機色素の金
属バインディング機能創出

足立 伸一

八木 政行

村橋 哲郎

機能分離型色素を用いた高効率水分
解系の構築

安定デバイス創製に向けた光合成光反
応制御機構の解明

太陽光と新規酸素吸収酸化物を用いた
燃料生成

阿部 竜

伊福 健太郎

山崎 仁丈

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
教授

2009-2016

京都大学大学院工学研究科

教授

新潟大学大学院自然科学系

教授

京都大学大学院生命科学研究科

東京工業大学物質理工学院

助教

教授

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

戦略目標

光機能性巨大π共役系化合物の創製

油生産緑藻の葉緑体と細胞全体の生
理との相関を見る多角的顕微分光分析

光化学系II複合体の酸素発生反応の構
造化学的な手法による原理解明

異分野融合による自然光エネルギー変換

荒谷 直樹

熊崎 茂一

梅名 泰史

光反応中心・光受容体蛋白質における
光反応の分子制御

複合体解析による光合成エネルギー変
換の完全理解

ナノコンポジット光触媒を用いた反応サ
イト分離型CO2固定化系の構築

石北 央

栗栖 源嗣

横野 照尚

材料及び利用基盤技術の創出

研究総括

井上

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
准教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

京都大学大学院理学研究科

大阪大学蛋白質研究所

准教授

岡山大学大学院自然科学研究科

教授

九州工業大学大学院工学研究院

特任准教授

教授

晴夫

首都大学東京人工光
合成研究センター セ
ンター長・特任教授

研究領域の概要

ペプチド折り紙で創る二酸化炭素多電
子還元触媒

分子性酸化物を用いた高効率な水の完
全酸化触媒の創生

新しい時間分解赤外振動分光法を用い
た複雑な光エネルギー変換過程の解明

石田 斉

定金 正洋

恩田 健

北里大学理学部

准教授

広島大学大学院工学研究院

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

本研究領域では、人類にとって理想的
なエネルギー源である太陽光による広義の
物質変換を介して、光エネルギーを化学エ

ナノ構造体の階層的構造制御による光
機能性材料の創製

光合成による高効率エネルギー変換と
水の酸化機構の解明

新しい人工光合成系を目指したナノ粒
子超構造の構築

ネルギーに変換・貯蔵・有効利用し得る

伊田 進太郎

杉浦 美羽

坂本 雅典

光アンテナにナノ粒 子や分 子を集め
る・観る・反応させる

アリールホウ素化合物による化学的光
エネルギー変換への展開

坪井 泰之

作田 絵里

高効率システムの構築を目指した、独創的

九州大学大学院工学研究院

准教授

愛媛大学プロテオサイエンスセンター（無細胞生命科
学工学研究センター） 准教授

で挑戦的な研究を対象とします。
具体的には、半導体触媒や有機金属錯
体による光水素発生、二酸化炭素の光還
元、高効率な光捕集・電子移動・電荷
分離・電子リレー系、光化学反応場の制
御、水分子を組み込んだ酸化還元系、ナ

可視光エネルギーを駆動力とする触媒
的有機分子変換システムの開発

高尾(稲垣) 昭子

首都大学東京大学院理工学研究科

准教授

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

京都大学化学研究所

助教

長崎大学大学院工学研究科

准教授

ノテクノロジーを駆使した光電変換材料、
高効率光合成能を有する植物、藻類、菌
類などの利用技術、光を利用したバイオマ
スからのエネルギー生産、光合成メカニズ
ムの解明などが含まれます。

蛋白質工学的アプローチによる高効率
ギ酸生産藻類の設計

光合成で駆動する新しい生物代謝

伊原 正喜

永島 賢治

信州大学農学部

助教

神奈川大学光合成水素生産研究所 プロジェクト研
究員

光化学、有機化学、材料科学、ナノテ

金属錯体の配位および配位子の機能を
利用したCO2還元触媒の創製

佐藤 俊介

（株）豊田中央研究所先端研究センター 副研究員

クノロジー、バイオテクノロジーなど幅広い
分野から、将来のエネルギーシステムへの
展開を目指した革新的技術に新しい発想で
挑戦する研究を対象とします。

[Fe]－ヒドロゲナーゼの活性中心鉄錯
体の生合成

嶋 盛吾

カーボンニュートラルエナジーイノベーションを目指した層
状粘土化合物による水中での二酸化炭素の光還元

マックスプランク陸生微生物学研究所 Biochemistry
Group Leader

材料研究機構ナノ材料科学環境拠点 グループリー
ダー／国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究員

野口 秀典

寺村 謙太郎

光合成膜タンパク質分子集合系の機構
解明

籠型分子の内部に展開する光－物質変
換機能触媒の創出

超高速電子移動のドライビング・フォー
スと反応場の解明

出羽 毅久

舩橋 靖博

長澤 裕

名古屋工業大学大学院工学研究科

准教授

大阪大学大学院理学研究科

教授

京都大学大学院工学研究科

立命館大学生命科学部

准教授

教授

ホスファアルケン系配位子を持つ鉄錯体を触
媒とする二酸化炭素の高効率光還元反応

超解像蛍光顕微鏡による珪藻のバイオ
ミネラリゼーションの解析

褐藻類の光合成アンテナに結合した色
素の構造と機能の解明

中島 裕美子

堀田 純一

藤井 律子

産業技術総合研究所

主任研究員

山形大学大学院理工学研究科

准教授

大阪市立大学複合先端研究機構

准教授

水の可視光完全分解を可能にする高活
性酸素発生触媒の創製

表面バンドエンジニアリングによる高性
能水分解光触媒の創生

様々な光エネルギー変換系における水
分子の構造・機能相関解明

正岡 重行

前田 和彦

古谷 祐詞

自然科学研究機構分子科学研究所
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光エネルギー変換過程における固／液
界面構造のその場計測

准教授

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

自然科学研究機構分子科学研究所

准教授

光によって引き起こされるヒドリド移動反
応を利用したエネルギーポンプ系の構築

松原 康郎

神奈川大学工学部

特別助教

高効率な二酸化炭素還元を目指した新
規光触媒の創製

森本 樹

東京工科大学工学部

講師

光励起キャリアーの動きとエネルギー制
御

山方 啓

豊田工業大学大学院工学研究科

准教授
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脳神経回路の形

末梢入力に依存した神経回路形成のロ
ジック

脳回路網の再編成における睡眠の役割

今井 猛

宮本 浩行

竹本(木村) さやか

成体脳ニューロン新生の機能的意義

脳内分子変化と電気生理学的・行動
学的変化の統合解析

脳の内的環境を制御する神経伝達機構

今吉 格

山口 瞬

田中 暢明

戦略目標

細胞内機能ドメインが大脳皮質形成に
果たす役割の解明

本能機能を司る視床下部神経回路操
作と行動制御

神経軸索ガイダンスを制御する普遍的シ
グナル伝達の時空間解析

神経細胞ネットワークの形成・動作の制御

川内 健史

山中 章弘

戸島 拓郎

匂いに対する特異的な行動や情動を制
御する神経ネットワーク

機械刺激受容体と神経軸索組織の構
築基盤

自発行動リズムを制御する体内時計神
経回路基盤の解明

小早川 高

和田 浩則

中村 渉

中脳神経回路網による価値情報の形成
機構の解明

後天的な音声コミュニケーションの神経
機構とその発達メカニズムの解明

行動の概日リズムを制御する神経回路
構築の分子基盤

小林 康

安部 健太郎

成・動作と制御
2009-2016

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
チームリーダー

京都大学白眉センター 白眉研究者

機構の解明

研究総括

村上 富士夫

大阪大学大学院生命
機能研究科 教授

研究領域の概要

岐阜大学大学院医学系研究科

科学技術振興機構さきがけ研究者

名古屋大学環境医学研究所

大阪バイオサイエンス研究所神経機能学部門
員

大阪大学大学院生命機能研究科

理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員

研究

准教授

教授

東京大学大学院医学系研究科

北海道大学創成研究機構

教授

助教

特任助教

理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

京都大学大学院医学研究科

リン酸化による大脳辺縁系情動回路修
飾機構の解明

大阪大学大学院歯学研究科

特任准教授

名越 絵美

講師

ジュネーブ大学（スイス）遺伝・進化学科 アシスタ
ント・プロフェッサー

本研究領域は、脳の統合的理解を目指
し、新たな視点に立って脳を構成する神経
回路の形成やその動作原理ならびにその制

抑制系による大脳皮質神経回路網の動作制御機構の
解明－機能イメージングと光刺激法の併用による解析－

繊毛が神経回路形成・維持・機能発
現に果たす役割とその分子メカニズム

光遺伝学を用いた前頭前野シナプスと
個体レベル行動との関連解析

御機構の解明に挑戦する研究を対象としま

惣谷 和広

大森 義裕

林 朗子

精 神 発 達 障 害 原 因 解 明 のための
Neuroligin／Neurexinモデルの確立

聴覚神経回路での入力依存的な神経
活動制御

大脳皮質細胞構築における血管発生制
御機構の意義

田渕 克彦

久場 博司

水谷 健一

す。

理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員

大阪大学蛋白質研究所

准教授

東京大学大学院医学系研究科

助教

具体的には、神経回路や脳の機能単位
である神経核・層構造の形成、領域や神
経細胞の特異性の獲得、単一神経細胞に
おける情報処理、神経細胞間の情報伝達
やその可変性、神経細胞のネットワークとし
ての機能発現や可変性、さらには複雑なネ

信州大学医学部

教授

名古屋大学大学院医学系研究科

教授

同志社大学大学院脳科学研究科

准教授

ットワークの集合体である領域・領野等の
形成機構および動作原理、ネットワークの
制御機構の研究を対象とします。また、グ
リア細胞など神経細胞以外の神経系の 細
胞の役割や、神経細胞数の維持の機構に

脳神経地図の形成と認識を司る分子基
盤解明

大脳皮質の微小回路の学習に関連した
可塑性

シナプス可塑性に関わるRNA群の革新
的イメージング法の開発

小宮山 尚樹

阿部 洋

膜電位の時空間計測における、次世代
技術開発

ショウジョウバエ視覚系における機能的
な神経回路形成機構の解明

柔軟な判断を可能にする神経回路の動
作原理の解明と制御

筒井 秀和

佐藤 純

宇賀 貴紀

小脳のシナプス刈り込みと機能的神経
回路形成の機構解明

神経伝達物質の動的分子挙動解析を
実現する革新的技術の開発

ガイダンス因子シグナルで普遍的に駆
動されるシグナル伝達経路の解明

橋本 浩一

山東 信介

生沼 泉

運動・精神機能を司る大脳基底核神
経回路の制御機構

臨界期を制御するホメオ蛋白質の新し
い役割

神経細胞における膜タンパク質選別輸
送システムの順遺伝学による解明

疋田 貴俊

杉山 清佳

佐藤 明子

千原 崇裕

東京大学大学院薬学系研究科

准教授

カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメリカ） アシス
タント・プロフェッサー

関わる研究も含みます。さらに、神経回路

名古屋大学大学院理学研究科

教授

形成や動作原理の解明の飛躍的発展につ
ながるような、革新的な基盤技術の創出も
対象とします。

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 准教授

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

京都大学大学院医学研究科

特定准教授

教授

順天堂大学医学部

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授

新潟大学医歯学系

准教授

脳の左右非対称性形成機構とその生理
学的意義の解析

松田 孝彦

竹林 浩秀

研究員

新潟大学大学院医歯学総合研究科

先任准教授

京都大学大学院生命科学研究科

広島大学大学院総合科学研究科

成体網膜におけるニューロン新生・新
規回路形成の可視化と制御
京都大学物質－細胞統合システム拠点
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教授

金沢大学医薬保険研究域

教授

助教

准教授

霊長類の高次脳機能を担う大脳皮質神
経回路の可視化と制御

佐藤 隆

エバーハルト・カール大学テュービンゲン（ドイツ）統
合神経科学センター ジュニア・グループ・リーダー

局所コネクトミクス:抑制性局所神経回
路発達の細胞種特異的解析

谷口 弘樹

マックスプランク・フロリダ研究所 Development and
Function of Inhibitory Neural Circuits グループリーダー

体温の概日リズムを制御する分子機構
と神経回路ネットワークの解明

行川(濱田) 文香

シンシナティ小児病院小児眼科部門 アシスタント・
プロフェッサー

神経グリア相互作用としての概日リズム
制御系の新たな理解

早坂 直人

山口大学大学院医学研究科

准教授

グリシン作動性シナプスの活動依存的
形成と臨界期の分子基盤

平田 普三

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
授

准教

遊泳運動を規定する神経回路の発生と
動作原理の解明

堀江 健生

筑波大学生命環境系

助教

個々の記憶情報をコードする神経回路
の解析と制御

松尾 直毅

京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット 客員
研究員

光による細胞内輸送とシナプス可塑性
の制御

松田 信爾

電気通信大学大学院情報理工学研究科

准教授

シグナル分子の活性化観察と操作によ
るシナプス可塑性機構の解明

村越 秀治

自然科学研究機構生理学研究所

准教授

中枢シナプスオーガナイザーによる標的認識
と特異的シナプス形成の調節機構の解明

吉田 知之

富山大学大学院医学薬学研究科

講師
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情報環境と人
2009-2016

集団としての人間の行動軌跡解析と場
のデザイン

自然言語処理による診断支援技術の開
発

集合記憶の分析および歴史文書からの
知識抽出手法の開発

和泉 潔

荒牧 英治

Jatowt Adam

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究推
進センター 特任准教授

京都大学大学院情報学研究科

長期インタラクション創発を可能とする
知能化空間の設計論

迅速な災害対応のための空間を用いた
情報統合技術の確立

知識の自動獲得・構造化に基づく情報
の論理構造とリスクの分析

尾形 哲也

井ノ口 宗成

岡崎 直観

東京大学大学院工学系研究科

早稲田大学理工学術院

准教授

教授

新潟大学災害・復興科学研究所

助教

東北大学大学院情報科学研究科

戦略目標

ラーニングログを用いた協調学習情報基
盤の開発

擬人化を利用した人間の認知能力補助
インタフェースの開発

人間と調和する情報環境を実現する基盤

緒方 広明

大澤 博隆

技術の創出

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部
授

准教

触覚の時空間認知メカニズムの解明に
基づく実世界情報提示

石田

金井 良太

サセックス大学（イギリス）心理学科

准教授

城戸 隆

狩野 芳伸

学習進化機能に基づくスパイラル・ケ
アサポートシステム

発話行動の階層的理解に基づく相互適
応型音声インタラクション

マルチスケール身体モデルに基づく運動
評価技術の開発とその応用

高玉 圭樹

駒谷 和範

栗田 雄一

准教授

（株）理研ジェネシスバイオインフォマティクス部 マネ
ージャ

亨

研究領域の概要

助教

インターネット環境が脳と認知機能へ与
える影響の解明

解析過程と応用を重視した再利用が容
易な言語処理の実現

電気通信大学情報理工学部

京都大学大学院情報
学研究科 教授

筑波大学大学院システム情報工学研究科

准教授

遺伝子解析と人工知能技術を用いたパ
ーソナルゲノム情報環境の提案と評価

梶本 裕之

研究総括

准教授

電気通信大学情報理工学部

教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

静岡大学情報学研究科情報学専攻

広島大学大学院工学研究院

准教授

准教授

本研究領域は、人とのインタラクションが
本質的な知的機能の先端研究を行い、そ
の成果を情報環境で共有可能なサービスの

多人数インタラクション理解のための会
話分析手法の開発

行動の記号化を基盤とした身振り・言語を通
じてコミュニケーションするロボットの知能設計

グループコミュニケーションの解明に基づ
く車椅子型移動ロボットシステムの開発

形で提供し、さらに研究領域内外の他のサ

高梨 克也

高野 渉

小林 貴訓

世界の子ども達をつなぐ遠隔操作ロボッ
トシステム

物理ベースデザインのためのインタラク
ティブ情報環境の構築

情報環境での人間行動モデルに基づく知
識・情報取引メカニズム設計論の構築

田中 文英

舘 知宏

櫻井 祐子

ービスとのネットワーキングにより複合的な知

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京大学大学院情報理工学系研究科

講師

埼玉大学理工学研究科

准教授

能を形成していくことを目指すものです。
具体的には、人とのインタラクションが本
質となる、ユビキタスコンピューティング、ア
ンビエントインテリジェンス、知能ロボット、
コミュニケーションやグループ行動支援など
を実現するための知的機能の先端研究、

筑波大学大学院システム情報工学研究科

准教授

東京大学大学院総合文化研究科

助教

九州大学大学院システム情報科学研究院

准教授

ユーザビリティテスト、エスノグラフィ、統計
分析など、利用現場における知的機能の
評価研究、さらに研究成果を社会に提供
するためのサービスコンピューティングを用い
た知的機能のネットワーキング研究を対象と

力覚信号処理技術に基づくリハビリ支
援ネットワーク

実世界コンテンツを創造／活用するため
のミドルウェア

ソーシャル・プレイウェアによる社会的
交流支援

辻 俊明

塚田 浩二

鈴木 健嗣

埼玉大学工学部

准教授

公立はこだて未来大学システム情報科学部

准教授

筑波大学大学院システム情報工学研究科

准教授

します。
作業プロセスの環境非依存化による作
業集合知の形成

実世界指向ユーザインタフェース実現の
ための動作認識基盤の確立

福祉機器安全設計のためのマルチモー
ダル評価情報の統合基盤構築

長谷川 晶一

寺田 努

硯川 潤

東京工業大学精密工学研究所

准教授

神戸大学大学院工学研究科

国立障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機
器開発部 室長

大規模web情報とライフログによる実世
界認識知能の構築

広領域・非装着型視線検出技術の開
発

生命のうごきが聞こえる:生命動態情報
の可聴化による「生き様」の理解

原田 達也

中澤 篤志

寺澤 洋子

東京大学大学院情報理工学系研究科

准教授

京都大学大学院情報学研究科

准教授

筑波大学大学院図書館情報メディア系

助教

インタラクション理解に基づく調和的情
報保障環境の構築

人刺激・計測MEMSを用いた効果的な
環境知能伝達方法の開発

立体的メディアのための人間の知覚特
性に基づく情報提示表現手法の開拓

坊農 真弓

三木 則尚

藤木 淳

脳活動の推定に基づく適応的な環境知
能の実現

人と計算機の知の融合のためのプログ
ラミング言語と開発環境

複合階層モデルを用いた都市エリアシミ
ュレーションの開発と利用方法の確立

森嶋 厚行

山下 倫央

情報・システム研究機構国立情報学研究所コンテン
ツ科学研究系 助教

山岸 典子

（株）国際電気通信基礎技術研究所認知機構研究
所 主任研究員
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准教授

慶應義塾大学理工学部

准教授

筑波大学図書館情報メディア系
ニティ基盤研究センター

東京藝術大学芸術情報センター JST研究員

教授／知的コミュ

産業技術総合研究所サービス工学研究センター 研
究員

iPS細胞と生命機
能

iPS法と核移植法の比較による初期化
機構の解明

iPS技術による血液、血管内皮細胞の
誘導

心臓細胞未分化性とクロマチン結合因
子群

荒木 良子

片岡 宏

竹内 純

多発性嚢胞腎患者由来のiPS細胞を用
いた病態解析

リプログラミングを制御するクロマチン因
子の作用機序の解明

連鎖解析とiPS／ES技術を用いた遺伝
性疾患遺伝子同定法の開発

栗崎 晃

伊達 英俊

放射線医学総合研究所研究基盤センター 室長

2008-2016

長船 健二

京都大学iPS細胞研究所

教授

枚方公済病院内科

医長

東京大学分子細胞生物学研究所

産業技術総合研究所幹細胞工学研究センター チー
ム長

東京大学医学部附属病院

准教授

特任助教

戦略目標

体細胞核移植におけるリプログラミング
促進技術の開発

細胞リプログラミングの段階的制御

人為的核内環境制御による高品質iPS
細胞の誘導

細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作

岸上 哲士

佐藤 伸

堀田 秋津

iPS細胞を用いたヒト疾患モデルマーモ
セット作製法の確立

生殖細胞の特性に基づく新しいリプログ
ラミング手法の開発

実験人類遺伝学の確立

佐々木 えりか

永松 剛

武藤 太郎

肝細胞分化関連遺伝子の導入による皮
膚細胞からの肝細胞作製技術

センダイウイルスベクターを用いた安全
なiPS細胞作製と分化誘導

リプログラミング技術で解く細胞分化と
時計機構の関係

鈴木 淳史

房木 ノエミ

八木田 和弘

分化・発生を理解する多次元定量計測
技術の基盤開発

製・制御による革新的医療基盤技術の創

山梨大学生命環境学部

教授

岡山大学異分野融合先端研究コア 准教授

京都大学iPS細胞研究所

特定拠点助教

出

（公財）実験動物中央研究所応用発生学研究部
部長

研究総括

西川

伸一

JT生命誌研究館 顧
問／NPO法人AASJ
代表理事

九州大学生体防御医学研究所

教授

九州大学大学院医学研究院

助教

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

京都府立医科大学大学院医学研究科

教授

研究領域の概要
本研究領域は、日本発となるiPS細胞を
樹立する技術によって大きなブレークスルー

細胞リプログラミング技術を用いた免疫
細胞再生医療の開発

順遺伝学によるiPS細胞生成機構の解
析

がもたらされると考えられる分野、すなわち、

清野 研一郎

堀江 恭二

細胞のリプログラミング、分化転換、幹細

北海道大学遺伝子病制御研究所

教授

奈良県立医科大学第二生理学講座

渡邉 朋信

教授

理化学研究所生命システム研究センター チームリー
ダー

胞生物学などを対象とします。
これまでにはない自由で創意に満ちた発
想による基礎研究とともに、医療などに将
来貢献できる基礎研究も対象とします。
具体的には、
1）リプログラム機構の分子レベルでの

蛋白質導入法によるiPS細胞作製技術
開発

ウサギを用いたiPS細胞総合（完結型）
評価系の確立

富澤 一仁

本多 新

熊本大学大学院生命科学研究部

教授

宮崎大学テニュアトラック推進機構 テニュアトラック
准教授

解析に基づくリプログラミング技術の高度
化・簡便化、
2）幹細胞分化転換過程の解析と人的
調節、
3）iPS細胞を用いたエピジェネティック過

任意細胞の樹立法開発

細胞周期操作による新規卵原幹細胞の
樹立

升井 伸治

李 知英

京都大学iPS細胞研究所

講師

東京医科歯科大学難治疾患研究所

特任講師

程の分子機構解析、
4）iPS細胞を駆使する疾患発症機構の
解析、
5）ヒト疾患モデルの構築などの研究が
含まれます。
これら研究の成果は、疾患の原因の解

非ウイルス的手段によるiPS誘導法の確
立

リプログラミング技術を用いた遺伝性血
管疾患の新規治療標的の同定

松田 修

渡部 徹郎

京都府立医科大学大学院医学研究科

教授

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

明や新治療薬の開発に寄与するとともに、
倫理的問題や拒絶反応のない細胞移植
療法の実現に向けて貢献できるものと信じ
ています。

リプログラミングによるがん細胞エピジェネ
ティック異常の起源解明とその臨床応用

染色体異常症候群における合併症の発
症メカニズムの解明

山田 泰広

北畠 康司

京都大学iPS細胞研究所

教授

大阪大学大学院医学系研究科

助教

Klfファミリーによる幹細胞機能制御の分
子機構

疾患iPS細胞を用いた大脳皮質構造形
成メカニズムの解明

依馬 正次

下島 圭子

始原生殖細胞形成機構とiPS誘導機構
の統一原理

純然たるヒトiPS／ES細胞の樹立、維
持および増殖機構の解析

滋賀医科大学動物生命科学研究センター 教授

大日向 康秀

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

高島 康弘

ケンブリッジ大学ウェルカムトラスト幹細胞研究センター
研究員
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知の創生と情報社

大規模グラフ系列からの知識体系化と
理解支援手法の開発

次世代データ同化:自動モデル化と情報
フロー抽出技術開発

高精度でスケーラブルな多項関係予測
の実現

猪口 明博

上野 玄太

鹿島 久嗣

ロボットの視覚・触覚を用いた環境情
報獲得手法の開発

大規模データに対する高速類似性解析
手法の構築

組合せ論的計算に基づく超高次元デー
タからの知識発見

大野 和則

宇野 毅明

河原 吉伸

戦略目標

仮説世界と物理世界の相互浸透モデリ
ングによる知の創生

映像分析による知識の抽出と、その利
用による新たな映像合成

自然言語テクストの高精度で頑強な意
味解析とその応用

多 様で大 規 模な情 報から『 知 識 』を生

大羽 成征

岡部 誠

Butler Alastair

会

関西学院大学理工学部

2008-2016

准教授

情報・システム研究機構統計数理研究所モデリング
研究系 准教授

東北大学未来科学技術共同研究センター 准教授

産・活用するための基盤技術の創出

研究総括

中島

京都大学大学院情報学研究科

講師

電気通信大学情報理工学部

助教

大阪大学産業科学研究所

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

ベイジアンテレビ:取材・配信・編集を
自動化した緊急情報メディア

計算論的メディア操作の形式化

岸本 章宏

北本 朝展

浜中 雅俊

研究員

情報・システム研究機構国立情報学研究所
授

秀之

研究領域の概要

教授

准教授

大規模並列化によるハイパフォーマンス
人工知能技術
IBMアイルランド研究所

公立はこだて未来大学
学 長（ 2 0 1 6 年 3 月 退
職）

情報・システム研究機構国立情報学研究所

東京大学大学院情報理工学系研究科

准教

筑波大学大学院システム情報工学研究科

講師

大規模画像データの潜在情報抽出に基
づく画像生成

圧縮データ索引に基づく巨大文書集合
からの関連性マイニング

高性能ストリーム・コンピューティング環
境の構築

島野 美保子

坂本 比呂志

山際 伸一

東京大学生産技術研究所

研究員

九州工業大学大学院情報工学研究院

教授

筑波大学大学院システム情報工学研究科

准教授

本研究領域は、多様もしくは大規模なデ
ータから、有用な情報である「知識」を生
産し、社会で活用するための基盤的技術と

擬似コード変換と統計解析による文書
画像からの知識抽出

実社会情報ネットワークからのプライバ
シ保護データマイニング

能動センシングによる日用柔軟物の情
報知識化とその応用

なる研究を対象としています。

寺沢 憲吾

佐久間 淳

山崎 公俊

具体的には、大規模データを処理するた

公立はこだて未来大学システム情報科学部

准教授

筑波大学大学院システム情報工学研究科

准教授

めの革新的な技術、統計数理科学を応用
した分析・モデル化技術, あるいは実社会
から得られる多様なデータを構造化・分析し
て知識を抽出する技術、センサによる情報
取得やシミュレーション結果等の複数のリソ
ースから新たな知識を創出する技術などの

健康被害を監視するための多言語ウェ
ブサーベイランスシステム

密度比推定による大規模・高次元デー
タの知的処理技術の創生

COLLIER Nigel

杉山 将

情報・システム研究機構国立情報学研究所情報学
プリンシプル研究系 准教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

基盤技術に加えて、獲得した知識を実社
会に適用するために必要とされる、シミュレ
ーション、データの可視化、新しい情報社
会の仕組みを支える応用技術などに関する
研究を含んでいます。

時空間解析に基づくインターネット異常
トラフィックの検出とそのデータベース化

インフルエンザ感染伝播のデータ同化モ
デルによる解析・予測技術

福田 健介

鈴木 秀幸

マルチソースデータ高度利用のための統
計的データ融合

金融市場における相転移の時空間構造
の自動抽出と予測

星野 崇宏

高田 輝子

情報・システム研究機構国立情報学研究所アーキテ
クチャ科学研究系 准教授

名古屋大学大学院経済学研究科

准教授

大阪市立大学大学院経営学研究科

准教授

准教授

ネットワーク理論と機械学習を用いたウ
ェブ情報の構造化・知識化

空間的な情報システムの設計開発支援
システム

松尾 豊

中西 泰人

東京大学大学院工学系研究科

准教授

慶應義塾大学環境情報学部

准教授

物語構造に基づく情報編纂基盤技術

問題構造の解析に基づく組合せ最適化
アルゴリズムの自動構成

赤石 美奈

梅谷 俊治

法政大学情報科学部

教授

大阪大学大学院情報科学研究科

准教授

マルチエージェントの交渉と協調に基づく集
合的コラボレーション支援システムの開発

大規模会話データに基づく個別適合型
認知活動支援

伊藤 孝行

大武 美保子

名古屋工業大学大学院工学研究科
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東京大学大学院情報理工学系研究科

准教授

千葉大学大学院工学研究科

准教授

信州大学工学部

助教

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

自己溶菌藻と発現ベクターを組み合せた有用物質生産・回
収による排気CO2ガス再利用資源化のための基盤技術創成

微細藻におけるオイル産生代謝機構の
解明

クロロフィルの光毒性を利用した植食性
原生動物の繁殖抑制農薬の開発

朝山 宗彦

伊藤 卓朗

柏山 祐一郎

茨城大学農学部

教授

慶應義塾大学先端生命科学研究所

戦略目標

福井工業大学環境情報学部

准教授

バイオ燃料高生産のための炭素固定能を
強化したスーパーシアノバクテリアの創成

水圏生物のマイクロミラーによるエネル
ギー変換伝達機能の獲得

付加帯エネルギー生産システム創成に
向けた基盤技術開発

蘆田 弘樹

岩坂 正和

木村 浩之

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

2011-2015

特任助教

准教授

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
授

教

静岡大学学術院理学領域

准教授

藻類由来光合成器官の電極デバイス化
とバイオ燃料変換系への展開

超高効率でイソプレノイド燃料をつくる
藻類の創製

藻類の光吸収制御のための理論的基
盤の確立

天尾 豊

梅野 太輔

斉藤 圭亮

大阪市立大学複合先端研究機構

教授

千葉大学大学院工学研究科

准教授

東京大学先端科学技術研究センター 講師

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

糸状性シアノバクテリアを用いた細胞間
分業による効率的バイオアルコール生産

巨大光捕集器官クロロソームを利活用した
生理活性物質・脂質の大量蓄積系の構築

小山内 崇

得平 茂樹

塚谷 祐介

乾燥・細胞壁破壊・有毒抽剤使用を不
要にする藻類からの燃料抽出技術の創出

好気条件下で水素（H2）製造反応を触媒
する[NiFeSe]型ヒドロゲナーゼの分子構築

神田 英輝

田村 隆

理化学研究所環境資源科学研究センター 客員研
究員

研究総括

松永

糖代謝ダイナミクス改変によるラン藻バ
イオプラスチックの増産

是

東京農工大学
長

名古屋大学大学院工学研究科

助教

首都大学東京大学院理工学研究科

岡山大学大学院環境生命科学研究科

准教授

東京工業大学地球生命研究所

ＷＰＩ研究員

教授

学

研究領域の概要

暗所で光合成を行う藻類の創生

生物界最速シャジクモミオシンを利用し
た植物成長促進システムの開発

鞆 達也

富永 基樹

東京理科大学理学部

教授

早稲田大学教育・総合科学学術院生物学専修
任講師

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

専

真核藻類のトリグリセリド代謝工学に関
する基盤技術の開発

微細藻類ユーグレナの新規形質転換法
の開発と応用

中村 友輝

中澤 昌美

中央研究院植物暨微生物學研究所

助研究員

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科

助教

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

高増殖性微細藻の合成を目指した微細
藻代謝フラックス制御機構の解明

多様な光スイッチの開発による細胞外
多糖生産の光制御

蓮沼 誠久

成川 礼

神戸大学自然科学系先端融合研究環

准教授

静岡大学学術院理学領域

講師

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

グリコーゲンから油脂へ:シアノバクテリ
ア変異株の代謝改変

循環型エネルギーを利用した硫酸性温泉
紅藻によるレアメタル回収システムの開発

日原 由香子

蓑田 歩

埼玉大学大学院理工学研究科

准教授

筑波大学生命環境系

助教

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

バイオマス高度利活用を志向した人工
代謝システムの創出

ラン藻ポリケチド合成酵素を用いた脂質
生産

本田 孝祐

粟井 光一郎

大阪大学大学院工学研究科

准教授

静岡大学学術院理学領域

准教授

発想で挑戦する研究を対象とします。
ラン藻の窒素固定酵素ニトロゲナーゼを
利用した水素生産の高効率化・高速化

藻類由来フェリチンの機能強化によるナ
ノマテリアル生産システムの創成

増川 一

岩堀 健治

神奈川大学光合成水素生産研究所

客員研究員

科学技術振興機構さきがけ研究者

ラン藻由来アルカン合成関連酵素の高
活性化

高脂質含有円石藻Pleurochrysis carteraeの形
質転換技術の確立と有用脂質高生産に向けた応用

新井 宗仁

遠藤 博寿

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者
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エピジェネティクス
の制御と生命

ヒストンH3K36メチル化酵素WHSC1による
核構造体を介した新規転写制御機構の解明

青田(浦) 聖恵
千葉大学理学部

機能
2009-2015

教授

新規ポリコーム群・トリソラックス群の
探索

両生類の再生を支えるエピジェネティク
ス機構の解明と応用

西岡 憲一

牧 信安

佐賀大学医学部

講師

大阪大学蛋白質研究所

特任准教授

DNA メチル化・脱メチル化によるエピ
ジェネティック制御の分子基盤

Immortal DNA機構解明への挑戦

哺乳類細胞を用いたヒストンの逆遺伝
学的解析技術の開発

有吉 眞理子

飯田 哲史

山口 雄輝

京都大学大学院工学研究科

特任研究員

東京大学分子細胞生物学研究所

助教

東京工業大学大学院生命理工学研究科

教授

戦略目標

精子細胞の分化・成熟過程におけるヒ
ストン修飾の重要性の解明

細胞運命に関わるポリコーム群制御の
切り換え機構

免疫細胞の運命維持におけるエピジェネ
ティック制御機構

細胞リプログラミングに立脚した幹細胞作

岡田 由紀

磯野 協一

伊川 友活

化学基盤高性能DNAメチル化可視化
系の確立

神経変性疾患における系統的網羅的エ
ピジェネティクス解析

環境変動にともなう転移因子と宿主の
ゲノム応答

岡本 晃充

岩田 淳

伊藤 秀臣

エピジェネティックな遺伝子発現切り替
わりメカニズムの解明

RNAシグナルを介したDNAのメチル化
の分子機構の解明

気分障害患者脳試料におけるシトシン
修飾状態の解析

沖 昌也

菅野 達夫

岩本 和也

製・制御による革新的医療基盤技術の創

東京大学分子細胞生物学研究所

特任准教授

理化学研究所統合生命医科学研究センター 上級
研究員

理化学研究所統合生命医科学研究センター 上級
研究員

出

東京大学先端科学技術研究センター 教授

研究総括

向井

常博

西九州大学 学長／
佐賀大学 名誉教授

福井大学大学院工学研究科

准教授

東京大学医学部附属病院

講師

中央研究院植物暨微生物學研究所

北海道大学大学院理学研究院

博士研究員

助教

熊本大学大学院生命科学研究部

教授

研究領域の概要
本研究領域は、エピジェネティクスの制
御と生命機能の解明という視点をもった研
究を対象とします。より詳しくは、エピジェネ
ティクスの制御機構の解明、様々な生命

ヘテロクロマチン確立メカニズムの解明

エピジェネティクス制御の多様性と進化

エピジェネティック治療を目指した心不
全の病態解明

加藤 太陽

北野 潤

金田 るり

島根大学医学部

助教

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

教授

自治医科大学大学院医学研究科

准教授

現象とエピジェネティクスの関わり、エピジェ
ネティクスの多様性や異常がかかわる疾患
の解析を対象とします。それらの研究を通し
てエピジェネティクスの生命機能としての分
子基盤を明らかにする事で、細胞リプログ
ラミングに立脚した幹細胞作製・制御によ

細胞老化のエピジェネティクスとその破
綻による発癌機構

がんの組織多様性に関わるエピジェネテ
ィクス可塑性とその制御機構

X染色体再活性化ライブイメージング技
術を用いた幹細胞研究

金田 篤志

近藤 豊

小林 慎

千葉大学大学院医学研究院

教授

名古屋市立大学大学院医学研究科

教授

東京医科歯科大学難治疾患研究所

非常勤講師

る革新的医療基盤技術の創出を目指しま
す。
具体的な研究内容としては、1）動植物
を問わずさまざまなモデル生物を用いてエピ
ジェネティクスの制御機構をいろいろな角度
から追求し、明らかにする、2）エピジェネ

ヘテロクロマチン修飾除去メカニズムの
解析

小分子RNAによるエピゲノム形成の分
子機構

ヒストン修飾の動態を可視化検出するた
めの系の確立

佐瀬 英俊

齋藤 都暁

佐々木 和樹

エピジェネティクス制御化合物の創製と
応用

発生を制御するヒストン修飾動態のin
silico解析

複合体解析から挑む動的エピゲノム制
御と多様性

夏目 やよい

田上 英明

Gene bodyメチル化の生物学的意義と
分子機構の解明

DNA メチル化の下流で働く作用メカニ
ズムの解明

FACTを介したクロマチンリモデリング機
構の構造基盤

鈴木 美穂

西村 泰介

沖縄科学技術大学院大学植物エピジェネティクスユニ
ット 准教授

慶應義塾大学医学部

准教授

理化学研究所吉田科学遺伝学研究室

客員研究員

ティクスの個体差・多様性を探るとともに、
エピジェネティクスの異常にもとづく疾患の
解析を行なう、3）エピジェネティクスの解
析や制御に資する技術の開発を行う、とい
った課題が考えられます。

鈴木 孝禎

京都府立医科大学大学院医学研究科

自然科学研究機構基礎生物学研究所
員

教授

招へい研究

長岡技術科学大学生物機能工学

准教授

名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科
准教授

津中 康央

（公財）国際高等研究所 アシスタントフェロー

哺乳類の初期発生を制御するメチル化
エピゲノムの解明

腸内共生系におけるエピジェネティックな
免疫修飾

コヒーシンによるクロマチン構造変換の
可視化と制御機構の解明

立花 誠

長谷 耕二

西山 朋子

クロマチンのメチル化修飾消去機構の
解明

セントロメアを規定する新規エピジェネテ
ィックマーカーの探索と同定

始原生殖細胞の内因性リプログラミング
機構による幹細胞制御

束田 裕一

堀 哲也

林 克彦

徳島大学疾患酵素学研究センター 教授

九州大学稲盛フロンティア研究センター 教授
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医薬基盤・健康・栄養研究所バイオインフォマティク
スプロジェクト プロジェクト研究員

慶應義塾大学薬学部

教授

大阪大学大学院生命機能研究科

名古屋大学大学院理学研究科

准教授

九州大学大学院医学研究院

特任講師

教授

三胚葉分化直前の条件的ヘテロクロマ
チン形成の発生生物学的意義

平谷 伊智朗

理化学研究所多細胞システム形成研究センター チ
ームリーダー

記憶タグとして機能するエピジェネティク
スの解明

平野 恭敬

京都大学大学院医学研究科メディカルイノベーション
センター 特定准教授

ヒストン糖修飾を介するエピジェネティク
スの制御機構

藤木 亮次

（公財）かずさDNA研究所ヒトゲノム研究部
究員

博士研

Long non-coding RNA による転写抑
制機構の解明

増井 修

理化学研究所統合生命医科学研究センター 研究
員
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脳情報の解読と制
御

他者と自己の戦略的行動モニタリングと
その脳内情報表現

実行動下動物における方向情報の脳内
表現と変換機構の解明と展開

情動記憶形成と消去を担う扁桃体局所
回路の制御機構の解明と応用

磯田 昌岐

小川 宏人

渡部 文子

関西医科大学医学部

2008-2015

准教授

北海道大学大学院理学研究院

脳機能画像と多チャンネルelectrocorticogram融合による言語機能関連BMIの開発

MEGを用いた知覚における時間情報の
デコーディング

末谷 大道

鎌田 恭輔

天野 薫

教授

旭川医科大学脳神経外科

戦略目標

意図した方向を解読し移動車を操作す
るBMIの開発

運動・判断の脳内情報を利用するための

高橋 晋

研究総括

川人

東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター 准
教授

非線形多様体学習による脳情報表現と
そのBMI技術への応用
大分大学工学部

革新的要素技術の創出

准教授

教授

情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター
主任研究員

リアルタイムTMS制御による脳情報処
理の操作的検証

ショウジョウバエ脳において聴覚情報処
理を行う神経基盤の解明

北城 圭一

上川内 あづさ

情動的意思決定における脳内分子メカ
ニズムの解明

感覚情報をコードする局所神経回路の
機能構築

電気、化学、光学的マイクロ／ナノニ
ューロプローブアレイの開発

高橋 英彦

喜多村 和郎

河野 剛士

同志社大学大学院脳科学研究科

京都大学大学院医学研究科

准教授

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

准教授

山梨大学大学院医学工学総合研究部

教授

名古屋大学大学院理学研究科

豊橋技術科学大学工学部

教授

准教授

光男

（株）国際電気通信基礎
技術研究所脳情報研究
所 所長・ATRフェロー

情報理論と情報縮約による適応的デコ
ーディング

機能的シリコン神経ネットワークの構築

脳の構造的・機能的左右非対称性の
解明

高橋 宏知

河野 崇

玉田 篤史

出を目的とし、脳科学の基礎的研究と社

ドパミンーセロトニン相互抑制による報
酬・嫌悪情報処理機構

光学的BMIによる感覚・運動情報の解
読と応用

会に大きな貢献をすることが期待される応用

中村 加枝

駒井 章治

研究領域の概要

東京大学先端科学技術研究センター 講師

東京大学生産技術研究所

准教授

新潟大学超域学術院

准教授

本研究領域は、運動・判断の脳内情
報を利用するための革新的要素技術の創

分野をつなぐ、探索的研究や革新的技術

関西医科大学医学部

教授

具体的には、ブレインマシンインタフェー
ューロマーケティング、ニューロエコノミクス、
ニューロゲノミクス、ニューロエシックスなど
の応用分野に資する研究と一体的に、脳

土谷 尚嗣

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 准教授

モナシュ大学（オーストラリア）心理学・精神医学学
部 准教授

脳卒中の機能回復の機序の解明とBMI
の基礎的応用

感覚帰還信号が内包する運動指令成
分の抽出と利用

光・電気マイクロチップによる高分解能ニューラル
インターフェースとニューロ－LSI融合BMIの開発

服部 憲明

関 和彦

徳田 崇

開発を対象とします。
ス（BMI）、ニューロリハビリテーション、ニ

多電極同時記録データから高次認知機能を
支える脳部位間の機能的つながりを解明する

森之宮病院神経リハビリテーション研究部

部長

国立精神・神経医療研究センター神経研究所
長

部

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
准教授

の活動から情報を読み出し操作するための
脳情報解読制御技術等の基礎的な研究を
進めていくことが期待されます。
このような観点から、本研究領域では、
脳科学とその応用分野の広がりに対応し
て、計算・実験神経科学、工学、臨床

BMI学習による神経可塑性変化の非侵
襲多角計測

記憶獲得維持の分子システムの解明〜
記憶の消去は可能か?

社会ダイナミックスの多様性を脳活動か
ら読む進化型強化学習

花川 隆

竹本 研

春野 雅彦

単一ニューロン分解能の神経活動記
録・制御技術の開発と応用

人工神経接続によるブレインコンピュー
ターインターフェイス

林 勇一郎

西村 幸男

国立精神・神経医療研究センター脳病態統合イメー
ジングセンター 部長

横浜市立大学医学部

助教

情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター
主任研究員

医学、基礎生物学、経済学を含む社会科
学、心理学を含む人文科学、情報学など
多方面の研究者を対象とします。

京都大学医学研究科

特任助教

自然科学研究機構生理学研究所

細谷 晴夫

（株）国際電気通信基礎技術研究所脳情報通信総
合研究所 主任研究員

機能的神経回路形成の可視化と誘導

BMIを介した観察者間の知覚共有技術
の開発

末梢神経損傷によって誘導される上位
中枢神経回路の改編と動作原理

山田 麻紀

林 隆介

宮田 麻理子

視覚系をモデルとした、情報処理の基
盤をなす神経回路の解析

大脳皮質への神経活動入力による機能
回復促進

脳情報の解読による幼児特有の認知的
世界の解明

吉村 由美子

肥後 範行

森口 佑介

モチベーションの脳内機構と制御

質量顕微鏡法による神経伝達物質のイ
メージング

南本 敬史

矢尾 育子

徳島文理大学香川薬学部

教授

産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研
究部門 研究員

自然科学研究機構生理学研究所

教授

神経回路網が示す自発的可塑性のルー
ル抽出と制御

池谷 裕二

東京大学大学院薬学系研究科

124

准教授

ベイジアンネットに基づく視覚皮質モデル
と高次視覚野からの認知的情報の解読

教授

産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研
究部門 主任研究員

放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター
チームリーダー

東京女子医科大学医学部

主任教授

京都大学大学院教育学研究科

准教授

浜松医科大学メディカルフォトニクス研究センター 准
教授

現実予測に基づく現実感喪失感覚の分
子・神経メカニズム解明

山田 真希子

放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター
サブリーダー
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ナノシステムと機能
創発

温度制御自己組織化システムの設計と
ナノ粒子高次構造による機能発現

ナノシステムの大規模集積化に向けた
高速電子線露光法の開発

創発的機能制御性ペプチドアプタマー
の創成

岩堀 健治

木村 建次郎

和田 章

ナノ界面特異的バイオ接合分子を用い
た多元ナノ結晶集合

ナノ細線状半導体光触媒システムの開
発

膜マイクロマシニング技術を基盤とする
共創的再生医療プラットフォームの構築

梅津 光央

齊藤 健二

池内 真志

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
研究員

2008-2015

東北大学大学院工学研究科

教授

神戸大学大学院理学研究科

准教授

理化学研究所基幹研究所

新潟大学若手研究者育成推進室 テニュアトラック
助教

専任研究員

東京大学先端科学技術研究センター 講師

戦略目標

階層構造を有するATP駆動型ソフトバイ
オマシンの創製

制御された単分子／環境半導体ナノ構
造を素材とした発光素子創製

ナノギャップ金属構造を利用した赤外・
テラヘルツ光検出システム

プロセスインテグレーションによる次世代ナ

角五 彰

白幡 直人

上野 貢生

三次元人工細胞アレイからなる化学チッ
プの創成

ナノ構造を利用した高感度質量分析総
合システムの開発

ナノ半導体配列構造を用いた情報処理
機能創製

佐々木 善浩

高見澤 淳

小寺 哲夫

ノシステムの創製

研究総括

長田

北海道大学大学院理学研究院

京都大学工学研究科

准教授

准教授

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 独立研究者

首都大学東京大学院理工学研究科

特任助教

義仁

理化学研究所
主管研究員

客員

研究領域の概要

北海道大学電子科学研究所

准教授

東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター
助教

DNAセルフアセンブリによるナノシステ
ムの創製

生体粒子vaultの立体構造情報を基盤
とした新規DDSの戦略的開発

三次元パターンを利用した新規細胞走
性の開発

田川 美穂

田中 秀明

角南 寛

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

大阪大学蛋白質研究所

助教

琉球大学医学部細胞処理センター 特命教授

本研究領域は、ナノテクノロジーにおけ
るトップダウン手法の技術の高度化、精密
なボトムアップ手法の駆使、あるいはそれら
の手法の融合によって、要素の単なる総
和や重ね合わせではない自律的、非線形

適応進化的に機能創発するナノキャリ
アの開発

分子デザインによるリピッド・ワールドの
創発

電界による磁化スイッチングの実現とナノス
ケールの磁気メモリの書込み手法への応用

松村 幸子

豊田 太郎

千葉 大地

がん研究会がん研究所

特任研究員

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

東京大学大学院工学系研究科

准教授

的に新たな機能を生み出す（”創発する”）
研究を推進し、次世代ナノシステムの構築
を目指します。
具体的には、生命科学、物質科学、精
密工学、電子工学、医用工学、知能情
報工学などの様々な分野における、自律

メタマテリアルの自己組織的作製とナノ
リソグラフィーへの応用

NanoからMicroへの精密自己組織化で
拓く円偏光有機レーザーの創製

有機ナノクリスタルの発光プロセス変換に
よる新規バイオイメージングシステムの開発

藪 浩

内藤 昌信

藤内 謙光

次世代磁気記録媒体に向けたナノ構造
制御システムの構築

高分子ナノマテリアルの光アクティブ制
御と機能探索

疎水領域を有する核酸を用いた機能創
出

山内 悠輔

永野 修作

堂野 主税

超分子型フラーレンを用いたin vivoイメ
ージング試薬の開発

ナノ形状設計に基づく人工神経細胞膜
センサーの創製と機能発現

ナノプロトニクス現象を利用した化学素
子化燃料電池の開発

山越 葉子

平野 愛弓

長尾 祐樹

東北大学多元物質科学研究所

准教授

物質・材料研究機構環境再生材料ユニット環境・エ
ネルギー材料部門 主幹研究員

大阪大学大学院工学研究科

准教授

的機能創発のしくみの解析・解明、あるい
は機能を創発するシステムのナノレベルでの
設計・創製等、独創的・挑戦的な研究を
対象とします。

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 独立研究者

スイス連邦工科大学有機化学研究室

教授

分子による分子の操作を可能にするMolecular Total Analysis Systems（MTAS）

横川 隆司

京都大学大学院工学研究科

准教授

東北大学大学院医工学研究科

准教授

大阪大学産業科学研究所

准教授

准教授

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 准教授

ナノ・スピンモーターの開発

発熱ナノカプセル粒子の鋳込成型体を
用いた瞬間接着技術の創成

廣畑 貴文

生津 資大

ヨーク大学（イギリス）電気学科

教授

兵庫県立大学大学院工学研究科

准教授

ナノ格子制御による薄膜キャパシタ構造の作製と剥離・
転写・接合によるナノ電子部品用実装技術の確立

ナノ電気メスによる高精度細胞センシン
グ・加工システム

機能性ペプチドを用いたナノシステムの
創製

一木 正聡

山西 陽子

早水 裕平

細胞運動・機能を操作するナノ・マイ
クロメカニカルシステムの構築

ブロックコポリマーテンプレートによる3次
元ナノパーツの創成

3次元メゾスコピック・エンジニアリングに
よる有機アクティブレーザー光源の創出

木戸秋 悟

横山 英明

古海 誓一

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 研究チーム長

九州大学先導物質化学研究所
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名古屋大学大学院工学研究科

教授

芝浦工業大学機械工学科

准教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

准教授

物質・材料研究機構応用フォトニック材料グループ
主幹研究員

ボトムアップ組織形成術による生体組
織システムの構築

松永 行子

東京大学生産技術研究所

特任講師

量子ナノ構造近接相互作用により創発
する先端光機能

宮内 雄平

京都大学エネルギー理工学研究所

特任准教授

スマートセンシングのためのナノオブリッ
ク圧電体の創製

山田 智明

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

液晶自己組織化にドライブされたスイッ
チャブル・メタマテリアルの創製

吉田 浩之

大阪大学大学院工学系研究科

助教
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光の利用と物質材
料・生命機能

プラズモニック物質の波動関数の光制
御とその応用

エアロゾル微小水滴のレーザー捕捉・
顕微計測法の開発と展開

モジュールの組み合わせによる光機能蛋
白質の創出

井村 考平

石坂 昌司

増田 真二

早稲田大学先進理工学部

2008-2014

准教授

広島大学大学院理学研究科

超高速分光による熱反応過程の直接観
測と機構解明

岩倉 いずみ

広島大学大学院理学研究科

助教

准教授

東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター 准
教授

リモート励起ラマン分光を用いたナノ計
測法の開発とその展開

高強度レーザーによる超多価イオン生成
と新規化学反応の開拓

雲林院 宏

八ッ橋 知幸

ルーヴェン・カトリック大学化学学部

准教授

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

戦略目標

時空間波形制御技術の開発と微小空
間領域での非線形分光計測への応用

量子相関光子による光化学反応制御

転送光学に基礎をおく超解像顕微鏡と
メゾ機構のその場観察

最先端レーザー等の新しい光を用いた物質

太田 薫

岡 寿樹

岩長 祐伸

不凍タンパク質作用発現機構の解明を
目指したその場光観察

光応答性核酸による単一細胞内での光
遺伝子制御

金属ナノ粒子配列におけるプラズモン特
性の分子制御

佐崎 元

小笠原 慎治

江口 美陽

材料科学、生命科学など先端科学のイノ

科学技術振興機構さきがけ研究者

新潟大学研究推進機構超域学術院

准教授

物質・材料研究機構先端フォトニクス材料ユニット
主任研究員

ベーションへの展開

北海道大学低温科学研究所

研究総括

増原

宏

台湾国立交通大學
講座教授（応用化学
系及分子科学研究所）

准教授

北海道大学創成研究機構

特任助教

筑波大学数理物質科学研究科

助教

光機能性・制御性蛋白質による細胞・
個体操作

光化学反応を駆使した分子結晶成長過
程の制御

大気中および生体中の界面光反応のそ
の場計測

須藤 雄気

奥津 哲夫

江波 進一

名古屋大学大学院理学研究科

准教授

群馬大学大学院工学研究科

教授

京都大学白眉センター 准教授

研究領域の概要
本研究領域は光との相関を新しい光源か
ら探ることにより、情報通信、ナノテクノロ

分子間相対配置の操作による光化学過
程の能動的制御

誘導ラマンによる高感度光学活性検出
及び高分解能イメージング

光機能性量子ドットを用いた単一分子
神経活動イメージング

ジー・材料、ライフサイエンス、環境・エ

高木 慎介

小関 泰之

小阪田 泰子

ネルギー等の諸分野において、これまでに

首都大学東京大学院都市環境科学研究科

准教授

大阪大学大学院工学研究科

助教

京都大学物質-細胞統合システム拠点
教

ない革新技術の芽の創出を目指す研究を
対象とするものです。
具体的には、光源として高出力、超短
パルス、超長波長のレーザー、放射光、
極微弱光、単一光子レベルの光も想定し、
光の本質に迫る研究、光を使い尽くす研

特定拠点助

ナノサイズ高輝度バイオ光源の開発と
生命機能計測への応用

共振器位相整合非線形光学の開拓と
新光源への応用

凝縮系波動関数の時空間マニピュレー
ションとイメージング

永井 健治

財津 慎一

香月 浩之

大阪大学産業科学研究所

教授

九州大学大学院工学研究院

准教授

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
准教授

究、光でのみ可能になる合成・物性・機
能の研究、光によって実現するプロセス、
光が関わる細胞機能、光で初めて解き明か
される生体組織、光でのみ制御できる生命
機能、これに加えてリアルな材料や生物を

軟X線レーザーによる時間分解分子軌
道イメージング

原子位相ロックを用いた究極的時計レ
ーザー安定度の追求

連続発振原子波レーザーの開発と微細
加工技術への応用

新倉 弘倫

志賀 信泰

岸本 哲夫

光による生命のダイナミズム・不均一
性・確率性の可視化

生きた細胞内での生命機能分析用プロ
ーブのレーザーを用いたその場作製

哺乳類のUV感覚にせまる光センサー蛋
白質の機能解明

西村 智

Smith Nicholas Isaac

小島 大輔

早稲田大学理工学術院

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

電気通信大学大学院情報理工学研究科

准教授

対象とした光計測法、イメージング法の研
究などが含まれます。

東京大学医学部

特任助教

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任准
教授

講師

単一分子蛍光計測で探るキラリティーの
本質

X線非線形回折を利用した局所光学応
答解析

光による熱の固有状態の創成と波動制
御の実現

深港 豪

玉作 賢治

是枝 聡肇

北海道大学電子科学研究所

助教

理化学研究所播磨研究所

光に依存した新規窒素固定酵素の創成

藤田 祐一

名古屋大学大学院生命農学研究科

准教授

専任研究員

立命館大学理工学部物理学科

准教授

微小液滴と超短光パルスの構造制御に
よる超広帯域光変換

フェムト秒光波制御による超高速コヒー
レントスピン操作

畑中 耕治

佐藤 琢哉

（台湾）中央研究院應用科學中心

副研究員

九州大学大学院理学研究院

准教授

真空紫外域の低次数高調波による超高
速分光

蛍光イメージングによる幹細胞挙動解析
法の創成

磁気光学効果を利用した光の伝搬特性
制御

足立 俊輔

樋口 ゆり子

東海林 篤

京都大学大学院理学研究科
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東京大学大学院理学系研究科

准教授

京都大学学際融合教育推進センター 特定講師

山梨大学大学院医学工学総合研究部

特任助教

単一イオンと単一光子間の量子インタフ
ェースの実現

高橋 優樹

科学技術振興機構さきがけ研究者

広範な藻類のもつ転写因子型光受容体
の機能解析とその応用

高橋 文雄

立命館大学生命科学部生物工学科

助教

二光子励起で発生させるガス状細胞情
報伝達分子を駆使したストレス計測

中川 秀彦

名古屋市立大学大学院薬学研究科

教授

光分解性バイモーダルナノパーティクルの
開発と、がんの可視化と治療への応用

Biju Vasudevan Pillai
産業技術総合研究所健康工学研究部門
員

主任研究
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生命現象の革新モ
デルと展開

病原体抗原型と宿主免疫の共進化動
態の解明・将来流行予測

生物社会における協力的提携パターン
の理論的解明

有殻原生生物骨格の力学特性解明とモ
ジュラー構造物への展開

佐々木 顕

大槻 久

岸本 直子

総合研究大学院大学先導科学研究科

2007-2013

教授

総合研究大学院大学先導科学研究科

助教

摂南大学理工学部機械工学科

講師

細胞膜－細胞質結合反応系による細胞
情報処理の動作原理の解明

細胞間相互作用により双安定状態を維
持する人工遺伝子回路の解析

表現型の進化モデルと系統種間比較から
適応進化を明らかにする計算行動生態学

柴田 達夫

木賀 大介

沓掛 展之

戦略目標

細胞運動解析のためのマルチレイヤーモ
デル構築

栄養モジュール間相互作用に着目した
食物網維持機構の解明

情報処理の最適性からとらえる分子・
細胞・発生現象

生命システムの動作原理の解明と活用の

菅原 路子

近藤 倫生

小林 徹也

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
ユニットリーダー

ための基盤技術の創出

研究総括

千葉大学大学院工学研究科

特任准教授

東京工業大学大学院総合理工学研究科

龍谷大学理工学部

准教授

准教授

総合研究大学院大学先導科学研究科

東京大学生産技術研究所

助教

准教授

大脳基底核回路網のハイブリッドシステ
ムモデリング

花芽形成の遺伝子制御ネットワーク:一斉
開花結実現象を分子レベルから解明する

環境適応から解き明かす代謝ネットワー
クの設計原理

舘野 高

佐竹 暁子

竹本 和広

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

北海道大学大学院地球環境科学研究院

准教授

九州工業大学大学院情報工学研究院

助教

重定 南奈子
奈良女子大学
教授

名誉

研究領域の概要

真正粘菌に学ぶ時間・空間に対する原
始的インテリジェンス

生体3次元特有の形態の解明手法の構
築

歴史統計を活用した非特異的感染症対
策の予防効果推定

手老 篤史

昌子 浩登

西浦 博

九州大学大学院数理学研究院

准教授

京都府立医科大学大学院医学研究科

助教

香港大学李嘉誠医学院公共衛生学院

助理教授

多様な生命現象に潜むメカニズムの解明
に資する斬新なモデルの構築を目指す研究
であって、治療、防疫、環境保全などに貢

性的二型の進化と生息環境に関する基
本原理の解明

献できる予測力や発展性に富む研究を対

富樫 辰也

野瀬(野々村) 真規子

上皮組織のかたちづくりを理解する

グループ構造をもつネットワーク上の感
染症伝播モデル

数理モデルを利用した植物ウイルス生
態の理解と応用

三浦 岳

増田 直紀

宮下 脩平

象とします。具体的には、環境へ適応しつ

千葉大学海洋バイオシステム研究センター 教授

化学反応から細胞集団までをつなげる
数理モデルの構築と応用
日本大学生産工学部数理情報工学科

助教

体内時計に見る植物システムの創発原
理

福田 弘和

大阪府立大学大学院工学研究科

助教

つ合目的的に機能していると見られる生命
システムの、遺伝子発現、細胞の機能と
動き、発生・形態形成、免疫、脳の高次
機能、生物社会の形成、生態系などの制
御機構や、老化や疫病などのメカニズムに
対して統合的かつ数理科学的な理解を可

京都大学大学院医学研究科

准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

能にするモデルの構築を通じて、課題解決
への手がかりを与える革新的で基盤的な研
究を対象とします。

生体分子相互作用のネットワーク構造
の力学的解明

ランダムグラフによるゲノム進化の確率
モデリング

望月 敦史

間野 修平

竹垣(向) 草世香

時間発展する樹状経路構造上の信号
伝播様式

神経系の過渡応答特性から神経系にお
ける情報キャリアを解明する

生態と適応のフィードバック関係におけ
る新たな展開

元池 育子

山野辺 貴信

吉田 丈人

理化学研究所基幹研究所

主任研究員

東北大学大学院情報科学研究科

特任助教

北海道大学大学院医学研究科

助教

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

形態形成ダイナミクスの新しいモデリン
グ手法の構築

細胞内シグナル伝達の定量的数理モデ
リング

生物進化の2大理論の統一的理解

森下 喜弘

青木 一洋

若野 友一郎

九州大学大学院理学研究院

助教

京都大学大学院生命科学研究科

講師

明治大学大学院先端数理科学研究科

准教授

生物多様性の統合理論の構築:ゲノム
から生態系まで

AIDSワクチン開発への理論的介入－
SHIV感染実験と数理モデル－

バクテリアのパーシスタンス現象と原始
的な表現型適応

山内 淳

岩見 真吾

若本 祐一

形態形成を引き起こす力学過程の解明:
分子・細胞・組織をつなぐ

遺伝子重複による生命システム複雑化
の進化モデル

石原 秀至

印南 秀樹

京都大学生態学研究センター 教授

東京大学大学院総合文化研究科
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情報・システム研究機構統計数理研究所数理・推
論研究系 准教授

サンゴメタ集団の存続可能性と環境変
動への応答予測

助教

九州大学大学院理学研究院

准教授

総合研究大学院大学先導科学研究科

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

准教授

革新的次世代
デバイスを目 指す
材料とプロセス
2007-2012

確率共鳴を利用した新しい情報処理の
ためのナノデバイスと集積化

ナノ構造制御した光生成磁束量子デバ
イスの創製

Si／III－V族半導体超ヘテロ界面の機
能化と低電力スイッチ素子の開発

葛西 誠也

川山 巌

冨岡 克広

誘電体スピントロニクス材料開拓とスピ
ン光機能

オンチップ光配線用窒化物基板の創製
とシステム熱設計支援

分子配列制御による有機トランジスタの
高性能化

齊藤 英治

寒川 義裕

中野 幸司

北海道大学大学院情報科学研究科

東北大学金属材料研究所

准教授

教授

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 助教

九州大学応用力学研究所

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京農工大学大学院工学研究院

講師

戦略目標

分子を介したスピン流の制御

サーモエレクトロニクスを指向した基礎
材料の開発

誘電体トランジスタを用いたスピン操作

新原理・新機能・新構造デバイス実現の

白石 誠司

小林 航

中村 浩之

ための材料開拓とナノプロセス開発

研究総括

佐藤

勝昭

東京農工大学
教授

名誉

研究領域の概要

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

筑波大学大学院数理物質科学研究科

助教

大阪大学大学院基礎工学研究科

助教

スピントロニクスデバイス用室温ハーフ
メタルの探索

ワイドギャップ酸化物における界面機能
開発

有機・無機半導体ヘテロ構造を用いた
新規デバイスの開発

高橋 有紀子

須﨑 友文

西永 慈郎

スピン偏極の外的制御とチューナブルス
ピン源の創製

光配線LSI実現に向けたGeナノ光電子
集積回路の開発

光制御型有機単一電子デバイスの開発

谷山 智康

竹中 充

野口 裕

物質・材料研究機構磁性材料センター 主幹研究
員

東京工業大学応用セラミックス研究所

准教授

東京工業大学応用セラミックス研究所

東京大学大学院工学系研究科

准教授

准教授

早稲田大学高等研究所

准教授

千葉大学先進科学センター 助教

この研究領域は、CMOSに代表される既
存のシリコンデバイスを超える革新的な次世
代デバイスを創成することを目標として、環

フェムト秒パルス・レーザによる超高速
スピン制御・計測

量子ドットを用いた単電荷・スピン・光
機能融合デバイス

各種ナノカーボン構造体の自在実装

境やエネルギー消費に配慮しつつ高速・大

塚本 新

中岡 俊裕

野田 優

容量かつ高度な情報処理・情報蓄積・情

日本大学理工学部

講師

上智大学理工学部機能創造理工学科

准教授

早稲田大学先進理工学部応用化学科

教授

報伝達を可能とする新しい材料の開拓およ
びプロセスの開発を図る挑戦的な研究を対
象とするものです。
具体的には、高移動度ワイドギャップ半
導体材料、スピントロニクス材料、高温超
伝導体を含む強相関系材料、量子ドット材

縦型立体構造デバイス実現に向けた半
導体ナノワイヤの開発

Si系半導体ナノ構造を基礎とした単一
電子スピントランジスタの開発

III族酸化物／窒化物半導体複合構造
の界面制御とデバイス応用

深田 直樹

浜屋 宏平

東脇 正高

デバイス応用に向けたスピン流と熱流の
結合理論

ワイドギャップ強磁性半導体デバイス

グラフェン量子ドットを用いた新機能素
子の実現

村上 修一

福村 知昭

町田 友樹

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 独立研究者

九州大学大学院システム情報科学研究院

准教授

情報通信研究機構未来ＩＣＴ研究所
究員

総括主任研

料、ナノカーボン材料、有機半導体材料
などが挙げられますが、これらに限らず、将
来のデバイス化を見据えた新しい材料また
は構造及びプロセスの開拓に向けた独創
的な研究が含まれます。

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

東京大学大学院理学系研究科

准教授

東京大学生産技術研究所

准教授

π共役高分子鎖内の超高速電荷輸送
を利用した有機トランジスタ

ワイドギャップ半導体中の単一常磁性
発光中心による量子情報素子

電子相関を利用した新原理有機デバイ
スの開発

安田 剛

水落 憲和

山本 浩史

ナノ磁性体集結群の新奇な磁気特性の
究明

スピン量子十字素子を用いた新規な高
性能不揮発性メモリの創製

山口 明啓

海住 英生

物質・材料研究機構材料ラボ融合領域研究グルー
プ 主任研究員

慶応義塾大学理工学部

助教

大阪大学大学院基礎工学研究科

北海道大学電子科学研究所

准教授

ナノキャパシタ構造を用いた低環境負
荷メモリの開発

若林 克法

組頭 広志

極性ワイドギャップ半導体フォトニックナ
ノ構造の新規光機能

フォトニック結晶ナノ共振器シリコンラマ
ンレーザーの開発

片山 竜二

高橋 和

東北大学金属材料研究所

准教授

教授

助教

計算科学手法によるナノカーボン素子
の設計と物性予測
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 独立研究者

自然科学研究機構分子科学研究所

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
教授

大阪府立大学21世紀科学研究機構

講師
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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

数学と計算機科学の連携による数理モ
デルの大域的計算理論

幾何学的変分問題の解の大域解析とそ
の応用

真軌道によるシミュレーションの実現とそ
の応用

荒井 迅

小磯 深幸

斉藤 朝輝

北海道大学創成研究機構

特任助教

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

ウェーブレットフレームを用いた視覚の数
理モデル

2007-2012

新井 仁之

東京大学大学院数理科学研究科

教授

教授

公立はこだて未来大学システム情報科学部

振動子理論の生物・化学・工学・医
療分野への応用

揺らぐ結び目構造の数理

郡 宏

坂上 貴洋

お茶の水女子大学お茶大アカデミック・プロダクショ
ン 特任助教

九州大学理学研究院

准教授

助教

戦略目標

水圏環境力学理論の構築

統計モデル多様体の普遍的な性質のベ
イズ予測理論への応用

非線型マクロ経済モデルのためのフレー
ムワークの構築

社会的ニーズの高い課題の解決へ向けた

坂上 貴之

田中 冬彦

田村 隆志

数学／数理科学研究によるブレークスルー

北海道大学大学院理学研究院

教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

助教

大阪府立大学学術研究院

准教授

の探索（幅広い科学技術の研究分野との
協働を軸として）

臨床医療診断の現場と協働する数理科
学

代数的符号理論による組合せ構造の解
析と量子符号への応用

非線形情報理論:環境雑音を活用する
次世代情報処理の実現

水藤 寛

原田 昌晃

寺前 順之介

岡山大学大学院環境学研究科

教授

山形大学理学部

准教授

大阪大学大学院情報科学研究科

准教授

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
ーズの高い課題の解決を目指して、諸分
野の研究者と協働し、ブレークスルーの探
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

科学工学モデルの安定性に関する計算
機援用解析

システム生物学に関わる情報と記述の
諸問題

情報論理学の新パラダイムがもたらす生
物現象の計算構造の解明

長藤 かおり

春名 太一

浜野 正浩

九州大学大学院数理学研究院

准教授

神戸大学大学院理学研究科

助教

科学技術振興機構さきがけ研究者

保険型金融商品のリスク分散メカニズ
ムの解明

シャノン限界の実現と次世代情報通信
理論の構築

力学系における不安定対称解の探査と
制御の新展開

中野 張

平岡 裕章

水口 毅

自己組織化としての皮膚バリア機能の
数理解析

情報幾何学の計算論的神経科学への
応用

非線形放物型方程式の解の爆発とその
応用

長山 雅晴

三浦 佳二

溝口 紀子

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 准教授

金沢大学理工学研究域数物科学系

教授

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

東北大学情報科学研究科

准教授

助教

東京学芸大学教育学部

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

輸送と渋滞に関する諸現象の統一的解
析と渋滞解消

非記号計算の基礎理論の構築と構造
学習への応用

西成 活裕

石川 博

東京大学先端科学技術研究センター 教授

早稲田大学理工学術院

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 「計算機システムの科学」のための数学
的研究を重視するものです。

蓮尾 一郎

京都大学数理解析研究所

岐阜大学大学院医学系研究科

准教授

離散アルゴリズムに対する品質保証技
術

インフルエンザウイルスの遺伝子変異に
内在する数学的構造の探求

牧野 和久

伊藤 公人

東京大学情報理工系研究科

准教授

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 准教
授

確率過程の統計推測法の基礎理論お
よびその実装

符号・暗号のための代数曲線論

吉田 朋広

川北 素子

東京大学大学院数理科学研究科

教授

滋賀医科大学医学部

准教授

ヤング測度による高分子共重合体の微
細構造の解明及びヤング測度の展開

非平衡系における界面張力の数理物理
学

大下 承民

北畑 裕之

岡山大学大学院自然科学研究科
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数学を応用した動力学シミュレーション
法の開発

一宮 尚志

助教

准教授

千葉大学大学院理学研究科

大阪府立大学大学院工学研究科

准教授

准教授

講師

界面の構造と制御

半導体スピンバンドエンジニアリングとデ
バイス応用

細胞膜の界面分子構造と機能性の解
明

時間分解表面増強赤外吸収分光法による光
受容タンパク質単分子膜の動的挙動の解析

大矢 忍

叶 深

安宅 憲一

表面化学反応立体ダイナミクスの解明

固液界面におけるダイナミックな相互作
用の制御

テラヘルツ波の単一光子検出と近接場
センシング

岡田 美智雄

吉田 直哉

生嶋 健司

戦略目標

制御された単分子－金属接合系の構築
およびその物性制御

電極ギャップに発現する単分子ダイナミ
ックス

抵抗検出型核磁気共鳴による電子スピ
ン偏極測定法の開発

異種材料・異種物質状態間の高機能接

木口 学

大島 義文

川村 稔

三相界面の化学組成と電子状態の解
明

半導体へテロ界面のスピン軌道相互作用制
御による電気的スピン生成・検出機能の創製

2006-2012

東京大学大学院工学系研究科

助教

北海道大学触媒化学研究センター 准教授

大阪大学科学教育機器リノベーションセンター 教授

合界面を実現する革新的ナノ界面技術の

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

東京大学先端科学技術研究センター 助教

大阪大学超高圧電子顕微鏡センター 特任准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京農工大学工学部

准教授

理化学研究所基幹研究所

専任研究員

創出とその応用
強磁性金属／半導体界面制御によるス
ピントランジスタの創製

齋藤 秀和

研究総括

川合

真紀

理化学研究所

理事

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 チーム長

スタンフォード大学（アメリカ）SLAC研究所 スタッ
フサイエンティスト

小笠原 寛人

好田 誠

キラル金属錯体ネットワーク膜の製造と
VCD／RASコンカレント測定法の開発

ナノ金触媒の反応中における表面・界
面構造変化の直視解析

単一分子DNAのナノポアシークエンシン
グ

佐藤 久子

川崎 忠寛

田中 裕行

愛媛大学大学院理工学研究科

准教授

名古屋大学大学院工学研究科

助教

東北大学大学院工学研究科

大阪大学産業科学研究所

准教授

助教

研究領域の概要
本研究領域は、異種材料・異種物質
状態間の接合界面に着目し、新たなナノ

機能性へテロ界面によるSi系高効率薄
膜太陽電池

放射光STMによるナノ構造の分析と制
御

界面機能および制御技術の創出およびそ

末益 崇

齋藤 彰

の応用を目指す研究を対象としています。

筑波大学大学院数理物質科学研究科

准教授

大阪大学大学院工学研究科

塚﨑 敦

准教授

東京大学大学院工学系研究科付属量子相エレクトロ
ニクス研究センター 特任講師

具体的には、異なる物質系の界面にお
ける構造および機能を制御し、さらに高付
加価値を有する機能を創出するには、最新
の分子工学、界面工学、薄膜工学、精
密材料創製化学、ナノメカニクス、精密分
子操作、表面反応ダイナミクス、精密加

強磁場走査トンネル分光法による単一
分子のスピン計測

ナノコヒーレント界面の構造計測と機能
設計

高田 正基

柴田 直哉

研究

Max-Planck-Institut fuer Mikrostrukturphysik
員

東京大学大学院工学系研究科

酸化物界面への電気的・磁気的機能
性の付加と制御

助教

高次構造制御による膜タンパク質機能
発現リポソームの構築

野村 M. 慎一郎

東北大学大学院工学研究科

准教授

工などの分野における、ナノスケールレベ
ルの界面の観測や分析手法の開発および
それによる知識の蓄積、界面のナノ構造制
御技術などが不可欠であり、これら広い観
点を背景とした着想をもつ研究を対象としま

興奮性固液ナノ界面での物質ベクトル
輸送

有機単結晶シートのヘテロ接合による
高機能ナノ界面の創製

ナノ構造制御薄膜を用いた細胞界面の
制御による組織チップの創製

中西 周次

竹谷 純一

松崎 典弥

東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授

大阪大学産業科学研究所

教授

大阪大学大学院工学研究科

助教

す。
一方、細胞や組織などの生体関連物質
をデバイスの一部として扱う研究において、 静電エネルギーの発散を利用した人工
界面は重要な機能を担うが、現時点では開 界面相の創成と制御
拓的な研究分野であり、個人レベルの新し
い独創的着想を活かした要素研究なども対

固液界面酸化還元反応の理論的反応
設計技術の構築

細胞膜表層上のナノ糖鎖の精密集積構
造の構築

館山 佳尚

森 俊明

光応答分子探針を利用した界面相互作
用の抽出計測

光・環境－応答型多層界面金ナノロッ
ドの創製

ナノ界面空間での電気二重層制御を利用し
た一分子電気インピーダンス計測法の創成

福井 賢一

新留 琢郎

山本 貴富喜

Hwang Harold Y.

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究
拠点 独立研究者

東京工業大学大学院生命理工学研究科

准教授

象にしています。

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

九州大学大学院工学研究院

准教授

東京工業大学大学院理工学研究科

細菌ナノファイバーの構造と接合界面の
制御

分子間トンネル効果顕微鏡による単一
分子分析法の開発

堀 克敏

西野 智昭

名古屋工業大学大学院工学研究科

准教授

大阪府立大学21世紀科学研究機構

講師

分子応答性材料を用いたインテリジェン
トインターフェースの創製

超短パルス光による振動励起を用いた
表面反応制御

宮田 隆志

渡邊 一也

関西大学化学生命工学部化学・物質工学科

教授

京都大学大学院理学研究科

准教授

准教授
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生命システムの
動作原理と

多ニューロン活動を可視化して脳回路シ
ステムに迫る

相互作用に支配される細胞集団の協調
的振る舞い

脳細胞光制御を用いた神経グリア相互
作用の解明

池谷 裕二

堀川 一樹

松井 広

東京大学大学院薬学系研究科

基盤技術
2006-2012

准教授

北海道大学電子科学研究所

特任准教授

自然科学研究機構生理学研究所

視覚情報の分解と統合の生体制御シス
テム

真核細胞のin vivoロバストネス解析

河崎 洋志

守屋 央朗

東京大学医学部付属病院

特任准教授

助教

植物分裂組織の再生システム

伊藤 寿朗

岡山大学異分野融合先端研究コア 特任助教

テマセク生命科学研究所 シニア主任研究員

戦略目標

脳・神経系における「情報の変換」の
解明を目指して

細胞の動的情報感知機構とナノバイオ
メカニクス

アメーバ運動の伸長収縮システムを用
いた生物リズムの解明

生命システムの動作原理の解明と活用の

木村 幸太郎

山本 希美子

岩楯 好昭

ための基盤技術の創出

研究総括

中西

大阪大学大学院理学研究科

准教授

東京大学大学院医学系研究科

講師

山口大学大学院医学系研究科

准教授

モデル共生系における創発的機能発現
メカニズムの解明

胸腺依存的な免疫寛容を制御する基盤
技術の開発

母性因子依存的初期胚分裂の特異性
と個体発生の保証機構の解明

高坂 智之

秋山 泰身

大杉 美穂

山口大学農学部生物機能科学科

助教

東京大学医科学研究所

准教授

東京大学医科学研究所

准教授

重忠

（公財）大阪バイオサ
イエンス研究所 所長

神経前駆細胞の非対称分裂に関与する
分子装置の解析

環境適応に関わる時空間パターン形成
現象の分子ネットワーク

植物の概日振動子の観測と相互作用の
検出

眞田 佳門

岩崎 秀雄

小山 時隆

解析基盤技術を創出し、生体の多様な機

RNAポリメラーゼの安定性に関わる宿
主因子の探索

リズミカルな連続運動の神経基盤の解
析

網膜ON・OFF回路基盤と視覚行動制
御メカニズムの解析

能分子の相互作用と作用機序を統合的に

田中 恭子

木津川 尚史

小池 千恵子

細胞膜形態決定の動作原理の解明

匂いに対する忌避行動を規定する神経
回路の解明

核・細胞質間コミュニケーションと微小
管の連携機構の解明

小早川 令子

佐藤 政充

研究領域の概要

東京大学大学院理学系研究科附属遺伝子実験施設
准教授

早稲田大学理工学術院

准教授

京都大学大学院理学研究科

准教授

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

解析して、動的な生体情報の発現における
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

神戸大学医学部附属医学医療国際交流センター
准教授

末次 志郎

東京大学分子細胞生物学研究所

准教授

大阪大学大学院生命機能研究科

准教授

（財）大阪バイオサイエンス研究所

立命館大学薬学部

室長

准教授

東京大学大学院理学系研究科

助教

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

味覚により惹起される行動と情動の神
経回路基盤

脳内を縦横に結ぶ意思決定リンク

杉田 誠

小村 豊

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

教授

化や新しい解析技術の開発など基盤技術

産業技術総合研究所脳神経情報研究部門
究員

自然免疫反応におけるシェディングの役
割と制御機構
主任研

白壁 恭子

慶応義塾大学医学部総合医科学研究センター 特
任講師

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。

分子モーターシステムの制御理論構築と
その実験的検証

小脳長期抑制を発現・維持する分子機
構の時間的・空間的制御

1分子追跡によるラフト量子化信号シス
テムの解明

田中 裕人

田中 敬子

鈴木 健一

タイミングの予測に関与する脳ネットワー
クの検証

生体内細胞の周辺環境物性認識システ
ムの解明

指の個性の決定メカニズムの定量発生
生物学による解明

田中 真樹

原田 伊知郎

鈴木 孝幸

情報通信研究機構

主任研究員

北海道大学大学院医学研究科

韓国科学技術研究所機能コネクトミクスセンター 主
任研究員

准教授

助教

サルfMRIによる視知覚機構の脳ネット
ワーク解析

花粉管ガイダンスの動的システムの解明

中原 潔

東山 哲也

国立精神・神経センター神経研究所

室長

名古屋大学大学院理学研究科

教授

名古屋大学理学部

准教授

助教

植物表皮組織における気孔パターン形
成の動的ネットワーク

鳥居 啓子

ワシントン大学（アメリカ）生物学部

教授

レーザー誘起光集合制御による神経細胞
内分子動態の時空間ダイナミクスの解明

シナプス強度を決定する基本原理の解
明

可視化を通して解析する消化管粘膜免
疫系の誘導維持機構

細川 千絵

深田 優子

本田 賢也

産業技術総合研究所健康工学研究部門
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東京工業大学大学院生命理工学研究科

京都大学物質－細胞統合システム拠点

研究員

自然科学研究機構生理学研究所

准教授

東京大学大学院医学系研究科

准教授

細菌べん毛蛋白質輸送装置の動作機
構の解明

南野 徹

大阪大学生命機能研究科

准教授

重力受容を可能にするオルガネラ動態
制御の分子基盤

森田(寺尾) 美代

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 准教授
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RNAと生体機能

「純和製リボザイムDSL」を基盤とした
RNA工学の開発

井川 善也

2006-2011

九州大学大学院工学研究院

准教授

東京大学医科学研究所

核内mRNA型ノンコーディングRNAが関
わる新規細胞内プロセスの解明

北畠 真

中川 真一

京都大学ウイルス研究所

終止コドンを介したmRNA動態制御機
構の解明と応用

伊藤 耕一

紫外線によって生じるRNA損傷の修復
機構

准教授

助教

理化学研究所中川RNA生物学研究室
員

RNA末端合成プロセス装置の分子基盤

葉緑体における新機能RNAの合成と安
定化技術の開発

富田 耕造

西村 芳樹

産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門 グ
ループ長

京都大学大学院理学研究科

助教

戦略目標

パイ電子充填型人工核酸の創製と活用

細胞質持続発現型RNAベクター

mRNPリモデリングによるmRNAの活性
制御

医療応用等に資するRNA分子活用技術

上野 義仁

西村 健

松本 健

（RNAテクノロジー）の確立

研究総括

野本

岐阜大学工学部生命工学科

准教授

筑波大学大学院人間総合科学研究科

理化学研究所基幹研究所

HIV－1転写伸長を制御するnon-coding RNAの機能解析

影山 裕二

増富 健吉

水谷 壮利

線虫を用いたRNAi反応機構の遺伝生
化学的解析

RNA品質管理機構を介した遺伝子発現
制御

small RNAとエピジェネティック制御

田原 浩昭

山下 暁朗

宮川 さとみ

RNAi複合体形成の生化学的解析

植物におけるRNAサイレンシング経路へ
の導入機構の解明

泊 幸秀

吉川 学

国立がん研究センター研究所がん幹細胞研究分野
分野長

科学技術振興機構さきがけ研究者

横浜市立大学医学部微生物学教室

講師

本原理についての理解を深めると同時に、
RNA分子の医療応用等に関して、個人の
独創的な発想に基づく革新的な技術シーズ

東京大学分子細胞生物学研究所

准教授

農業生物資源研究所植物科学研究領域
員

の創出を目指します。
具体的には、生命現象を支え制御する
RNAの新たな機能を探索する研究、および
既知のRNA機能の活用を目指した研究が
対象です。後者の研究には、機能性RNA
のデザインや機能向上を目指す技術、機

主任研究

リボウイルス創薬:ウイルスに学ぶRNA
分子の可能性とその応用

細胞質の機能RNA・RNPの品質管理
機構

朝長 啓造

吉久 徹

大阪大学微生物病研究所

准教授

名古屋大学物質科学国際研究センター 准教授

能性RNAにより細胞機能を制御する技術、
1分子レベルで特異的RNAを検出する技
術、RNAを標的組織・細胞に送達するドラ

PPR蛋白質ファミリーの解析とRNA調
節酵素への応用

細胞内ウイルスセンサーによる非自己
RNA認識様式の解明

ッグ・デリバリー・システム技術などに関す

中村 崇裕

米山 光俊

るものが含まれ、先端医療技術等への機
能性RNA分子の新たな活用技術の開発へ

九州大学高等研究機構若手研究者養成部門
授

准教

千葉大学真菌医学研究センター感染免疫分野
授

教

とつながることが期待される研究が対象とな
ります。

RNAゲノムを用いた悪性腫瘍の診断・
治療法の開発

mRNA選択的プロセシングを制御する
細胞暗号の解明

中村 貴史

黒柳 秀人

東京大学医科学研究所

特任准教授

東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部
教授

准

RNAによる生命反応制御機構の構造
的基盤の解明

小分子RNAによる植物のゲノム動態制
御

沼田 倫征

佐藤 豊

産業技術総合研究所生物機能工学研究部門
員

研究

名古屋大学大学院生命農学研究科

准教授

細胞周期とリボソーム生合成制御の連
携システムの解明

RNAによる染色体分配制御機構の解
析

藤原 俊伸

杉山 智康

神戸大学大学院工学研究科

准教授

筑波大学大学院生命環境科学研究科

助教

RNA－タンパク質複合体による細胞核
機能・構造制御

ヌクレオチドの分子認識能を基盤とした
tRNAアミノアシル化機構の解明と応用

奧脇 暢

田村 浩二

筑波大学大学院人間総合科学研究科

准教授

東京理科大学基礎工学部

准教授

東京大学医科学研究所

助教

科学技術振興機構さきがけ研究者

本研究領域は、RNA分子の多様な機能
を明らかにしRNAの生命体維持に関する基

専任研究員

RNA依存性RNAポリメレースとそのクロ
マチン構造維持機構

明男

研究領域の概要

助教

ショウジョウ バ エをモデ ル 系とした
mRNA型non-coding RNAの解析
科学技術振興機構さきがけ研究者

微生物化学研究会
理事長／微生物化学
研究所 所長
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准主任研究

ナノ製造技術の探
索と展開

有機・無機ナノ複合体の創製と精密微
細構造制御

有機ナノ結晶を用いた次世代型光機能
材料の創出

被覆共役ポリマーの合成とそのナノ分子
デバイスへの応用

赤松 謙祐

笠井 均

寺尾 潤

甲南大学フロンティアサイエンス学部

2006-2011

准教授

東北大学多元物質科学研究所

准教授

京都大学大学院工学研究科

准教授

SWNT量産用自動直径制御合成システムの
構築とSWNT加工プロセス基礎技術の開発

有機化学手法によるカーボンナノチュー
ブのキラリティ制御

強磁性絶縁体超薄膜を用いた新規スピ
ントロニクスデバイスの創製

斎藤 毅

櫻井 英博

長浜 太郎

戦略目標

金属ナノギャップ電極による抵抗スイッ
チ効果の発生メカニズムの解明

高性能有機ナノ結晶トランジスタの低環
境負荷製造法の開発

ナノデバイスやナノ材料の高効率製造及び

内藤 泰久

長谷川 裕之

産業技術総合研究所ナノチューブ応用研究センター
研究チーム長

ナノスケール科学による製造技術の革新に

産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門
究員

研

自然科学研究機構分子科学研究所

准教授

北海道大学大学院工学研究院

准教授

ナノ構造スピン系の電界制御

野崎 隆行

科学技術振興機構さきがけ研究者

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 任期付研究員

生体分子モーターを動力源としたマイク
ロマシン

基本論理素子に向けたナノスピンバル
ブ構造の選択形成

異種分子接合型ナノワイヤーの精密構
造制御と機能

平塚 祐一

原 真二郎

堀 顕子

バンド構造制御によるカーボンナノチュ
ーブ電子材料の創製

単層マルチカラーエレクトロクロミック材
料

酸化物へテロナノワイヤ構造体による不
揮発性メモリ素子の創製

前田 優

樋口 昌芳

柳田 剛

関する基盤の構築

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 講師

研究総括

横山

直樹

産業技術総合研究所連携研究体グリー
ン・ナノエレクトロニクスセンター 連携研
究体長／（株）富士通研究所 フェロー

東京学芸大学教育学部

准教授

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 独立研究者

研究領域の概要
この研究領域は、ナノテクノロジーの本

北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター
准教授

格的な実用化時期に必須となる「ナノ製造

界面場を用いたナノ材料集積化技術の
創製

超尖鋭プローブによる局在場制御と新
材料創成

技術」の基盤を提供することを目的とし、

松井 淳

藤田 淳一

ナノデバイスやナノ材料を高効率に製造す

東北大学多元物質科学研究所

助教

筑波大学大学院数理物質科学研究科

北里大学理学部

助教

大阪大学産業科学研究科

准教授

教授

るための技術群に関わる様々な現象を、ナ
ノスケール科学により解明することを目指す
独創的な研究を対象とするものです。
具体的には、応用を目したナノ構造の設
計・創製技術、ナノ材料の高再現性・大
規模生産技術、様々なナノ加工技術の統

3次元ナノ光造形マルチモールディング

生体ナノ粒子を模倣した医療用金属ナ
ノ粒子の創製

丸尾 昭二

村上 達也

横浜国立大学大学院工学研究院

准教授

京都大学物質-細胞統合システム拠点

助教

合など、ナノスケール科学に基づき製造の
効率化・低環境負荷化をもたらす研究であ
り、新しいナノスケール科学に基づく方法
論の創出や革新的な技術展開に資するた
めの独創的な研究が含まれます。

ラージスケールナノ精度加工・計測・
転写プロセスの構築

相変態を利用したバルク熱電材料のナ
ノ構造化

三村 秀和

池田 輝之

大阪大学大学院工学研究科

助教

科学技術振興機構さきがけ研究者

高規則性陽極酸化ポーラスアルミナに
よる膜乳化

ナノ半導体への不純物ドーピング効果の
解明と低抵抗ナノフィルム半導体の創製

柳下 崇

内田 建

首都大学東京大学院都市環境科学研究科

助教

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

SWNTの電子構造／カイラリティ制御
に向けた精密合成法の探索

電界誘起二次元伝導層の熱起電力と
制御

吾郷 浩樹

太田 裕道

九州大学先導物質化学研究所

准教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

医療応用に向けた磁気ナノ微粒子の開
発

グラフィン融合助剤を用いた高強度軽量
カーボンワイヤーの創製

一柳 優子

佐藤 義倫

横浜国立大学大学院工学研究院

准教授

東北大学大学院環境科学研究科

准教授

ナノ光リソグラフィーによる金属ナノパタ
ーン作製技術の開発

方向性結合手を有するナノ粒子の製造
及び応用技術の開発

上野 貢生

鈴木 健二

北海道大学電子科学研究所

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者
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物質と光作用
2006-2011

光誘起巨大磁気抵抗を有する分子素子
の創出

多重機能性混合原子価集積型金属錯
体の開発

高純度ダイヤモンドの高分解分光と光
機能の探索

生駒 忠昭

大久保 貴志

中 暢子

新潟大学自然科学系

准教授

近畿大学理工学部

講師

京都大学大学院理学研究科

プラズモニクスに基づく高輝度発光デバ
イスの開発

遷移金属酸化物の軌道自由度と光の
相互作用

岡本 晃一

勝藤 拓郎

教

東京工業大学グローバルエッジ研究院 テニュア・ト
ラック助教

戦略目標

カーボンナノチューブの電界発光

光ポンピング法を偏極源とした固体超偏
極技術の開発

光を介した量子ドット集合系のコヒーレ
ント相互作用の制御

光の究極的及び局所的制御とその応用

加藤 雄一郎

後藤 敦

宮島 顕祐

局在プラズモンを利用した電荷分離

分子コンパスの創製と配向制御による
光機能発現

キラル光化学の励起波長制御

立間 徹

瀬高 渉

楊 成

科学技術振興機構さきがけ研究者

研究総括

筒井

九州大学

哲夫

東京大学大学院工学系研究科

東京大学生産技術研究所

早稲田大学理工学術院先進理工学部物理学科
授

准教授

物質・材料研究機構ナノ計測センター 主幹研究員

教授

徳島文理大学香川薬学部

准教授

名誉教授

研究領域の概要
本研究領域は、
「光機能を物質から取り

メタルベース構造を用いた有機発光トラ
ンジスタ

光と磁気・電気の相関による新規相転
移現象の創製

中山 健一

所 裕子

山形大学大学院理工学研究科

准教授

東京大学大学院理学系研究科

特任助教

出す」、
「 光を用いて物 質の本 質を調べ
る」、
「光を用いて機能物質を創成する」と
いう観点で、有機物、無機物、生物関連

酸化物の形態制御による微小光共振器
の形成

超分子集合体に基づく太陽電池の創製

物質などの凝集体（固体、薄膜、分子集

藤田 晃司

羽曾部 卓

合体、液晶、ゲルなど）に対する光の作

京都大学大学院工学研究科

准教授

慶應義塾大学理工学部化学科

准教授

用について新しい角度から多面的に追求す
る研究を対象とするものです。
具体的には、物質が演出する多様な電
子状態と光との相互作用に関係する化学と
物理を対象とします。
それらを応用した将来の革新的なフォトニ

有機ナノサイズ凝集体の光アンチバン
チング現象の解明

ランダム構造内の欠陥領域を利用した
光局在モード制御

増尾 貞弘

藤原 英樹

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科

助教

北海道大学電子科学研究所

准教授

クス・エレクトロニクス技術につながる光機
能材料・電子機能材料の創出、光デバイ
ス・電子デバイスの原理探索や作製技術
確立、生物関連物質の利用技術開拓、
超高純度物質の合成とその物性計測、デ

超分子色素モジュールによる高機能光
学材料の創製

光機能性有機強誘電結晶の創製

矢貝 史樹

森本 正和

千葉大学工学部

助教

立教大学理学部化学科

准教授

バイス応用のための利用環境下での物質
の安定性と信頼性の追求などの研究も含ま
れます。

有機導電性化合物の光による高効率合
成

単一不純物を利用した光機能性半導体
量子素子の創出

山田 容子

池沢 道男

愛媛大学大学院理工学研究科

准教授

筑波大学数理物質系物理学域

准教授

テラヘルツ波による有機電子物性の解
明と有機デバイス検査法の開発

発光性メカノクロミックプローブの開発

山本 晃司

伊藤 肇

デザインされた光場によるナノ複合体の
力学制御

GHz－サブTHz電磁波が誘起する分子内電荷
の運動を利用した電気特性評価技術の開発

飯田 琢也

関 修平

福井大学遠赤外領域開発研究センター 准教授

大阪府立大学21世紀科学研究機構

特別講師

北海道大学大学院工学研究院

大阪大学大学院工学研究科

教授

教授

光－分子間の力学作用によるナノ化学
反応場の創製

有機レーザートランジスタの創製

伊都 将司

竹延 大志

大阪大学大学院基礎工学研究科
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准教授

助教

早稲田大学理工学術院先進理工学部応用物理学科
准教授

クリック型反応による有機光電子機能
材料の創製

道信 剛志

東京理科大学理学部第一部応用物理学科

大阪大学大学院工学研究科

助教

講師

代謝と機能制御
2005-2010

生理活性リゾリン脂質の多様性とその
意義の解明

炎症反応の収束に関わる脂質性メディ
エーターの代謝と網羅的解析

蛍光ATPプローブを用いたATP代謝の
解析

青木 淳賢

有田 誠

今村 博臣

東北大学大学院薬学研究科

教授

東京大学大学院薬学系研究科

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

二次代謝酵素の機能開拓と新規生物
活性物質の創製

脂質ヒドロペルオキシドによる細胞機能
制御と疾病との関連の解析

細胞内の蛋白質代謝を管理するストレ
ス応答機構の解明

阿部 郁朗

今井 浩孝

岩脇 隆夫

東京大学大学院薬学系研究科

教授

北里大学薬学部

准教授

群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット 講師

戦略目標

オーファン受容体の脂質天然リガンドの
探索

脳神経ネットワーク形成における脂質機
能の網羅的解析

オーキシン調節による植物の成長制御
機構の解明

代謝調節機構解析に基づく細胞機能制御

石井 聡

榎本 和生

酒井 達也

に関する基盤技術の創出

研究総括

西島

東京大学大学院医学系研究科

准教授

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
授

准教

新潟大学大学院自然科学研究科

准教授

機能性RNAによる代謝調節の分子基
盤の解析

硫酸化糖鎖の組織特異的な機能発現
機構の解明

ブラシノステロイド情報伝達による発生
と自然免疫制御の分子機構

稲田 利文

川島 博人

中野 雄司

東北大学大学院薬学研究科

教授

静岡県立大学薬学部

准教授

理化学研究所基幹研究所 ユニットリーダー

正弘

昭和薬科大学

学長

研究領域の概要

「肥満症」におけるエネルギー・脂質代
謝制御と血管新生制御との連関の解明

尾池 雄一

熊本大学大学院生命科学研究部医学系

教授

オートファジーによる選択的代謝経路と
その破綻による病態発生

オルガネラのpHによるタンパク質輸送の
制御

小松 雅明

前田 裕輔

（財）東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研
究所 副参事研究員

大阪大学微生物病研究所

准教授

本研究領域は、細胞内の代謝産物を解
析し、細胞機能を効率的に制御することを
可能とする基盤的な技術に関して、個人の

気孔開閉と細胞膜H+－ATPaseの活性
調節機構の解明

代謝産物の変化情報に基づく心筋機能
制御法の確立

老化シグナルにより制御される代謝ネッ
トワークの解明

独創的な発想に基づく革新的な技術の芽

木下 俊則

佐野 元昭

南野 徹

の創出を目指す研究を対象とします。

名古屋大学大学院理学研究科

准教授

慶應義塾大学医学部

講師

千葉大学大学院医学研究院

講師

具体的には、脂質、糖、アミノ酸、核
酸関連物質などの代謝産物群の体系的あ
るいは網羅的解析、代謝産物情報に基づ
く細胞状態の評価・分類、細胞の代謝経
路のモデル化とシミュレーション、代謝経路
を制御する化合物の予測と設計、新機能

プリオン凝集体の代謝産物に着目した
細胞機能制御

複合系の代謝制御－アブラムシ細胞内
共生系をモデルとして

田中 元雅

重信 秀治

宮本 健史

細胞膜脂質による分裂軸方向の制御と
がん化に伴う変化

受容体活性調節タンパクの機能解明と血
管新生および血管合併症治療への応用

新規蛋白質NMLによるATP代謝制御ネ
ットワークの解明

豊島 文子

新藤 隆行

村山 明子

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

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター
助手

「骨代謝」における破骨細胞の細胞融
合と代謝制御
慶應義塾大学医学部

特別研究准教授

を付与した細胞の作製などに関して、新た
な方法論の創出や技術展開の契機となるこ
とが期待される研究であり、それぞれの要素
技術から細胞制御研究までを対象とします。

京都大学ウイルス研究所

教授

信州大学大学院医学系研究科

教授

筑波大学大学院生命環境科学研究科

講師

耐病性植物作出を目指した植物細胞死
の制御系の解明

オートファジーにおける脂質膜組織化機
構の解明

癌浸潤転移における細胞膜脂質代謝及
びドメイン構造の機能解析

初谷 紀幸

中戸川 仁

山口 英樹

北海道大学大学院医学研究科

特任助教

東京工業大学フロンティア研究機構

特任助教

シナプス機能におけるS－アシル化動態
の時空的解析

異物排出トランスポーターによる細胞機
能制御の解明

深田 正紀

西野 邦彦

自然科学研究機構生理学研究所

教授

大阪大学産業科学研究所

准教授

分泌性ホスホリパーゼA2群の分子種固
有の機能の解明

ストレス応答破綻としてのメタボリックシ
ンドロームと動脈硬化の分子機構解明

村上 誠

眞鍋 一郎

胎生期低栄養による成長後の代謝異常
発生機序の解明とその予防戦略の開発

細胞の極性形成に関わる膜ドメインの
形成・維持機構の解明

由良 茂夫

池ノ内 順一

（財）東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研
究所 副参事研究員

京都大学大学院医学研究科

研究員

国立がん研究センター研究所 ユニット長

東京大学大学院医学系研究科

京都大学大学院工学研究科

特任准教授

准教授
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光の創成・操作と
展開

光伝導アンテナによる光電場の直接検
出

光格子によるアトムトロニクスのための
デバイス開発

芦田 昌明

木下 俊哉

大阪大学大学院基礎工学研究科

2005-2010

教授

京都大学大学院人間・環境学研究科

准教授

高強度超短パルス短波長光中の原子
分子ダイナミクス

光技術による生体幹細胞の分化制御 －
再生医療実現化にむけた光技術の創成－

石川 顕一

櫛引 俊宏

東京大学大学院工学系研究科

特任准教授

大阪大学大学院工学研究科

特任講師

戦略目標

位相コヒーレント真空紫外パルスによる
精密原子分光

光子数確定パルスの空間制御理論

光の究極的及び局所的制御とその応用

井戸 哲也

越野 和樹

位相制御光による量子的分子操作と極
限計測技術への展開

プラズモニック・メタマテリアルの創製と
新奇光デバイスへの展開

大村 英樹

田中 拓男

研究総括

伊藤

東北大学
授

弘昌

情報通信研究機構新世代ネットワーク研究センター
主任研究員

産業技術総合研究所計測フロンティア研究部門
任研究員

主

東京医科歯科大学教養部物理学科

理化学研究所基幹研究所

准教授

准主任研究員

名誉教

研究領域の概要
本研究領域は、光の本質の理解、光に

トポロジカル光波シンセシス

高次高調波のコヒーレンスを利用した分
子動画観測

尾松 孝茂

板谷 治郎

千葉大学大学院融合科学研究科

教授

東京大学物性研究所

准教授

関わる新しい現象・物性の解明、光の制
御と光による物質の制御に関する新しい概
念・手法の探求などに関して、個人の独

分子光変調による超高繰り返し超短パ
ルス光の発生

多光子波束による物質の非線形光学応
答

創的な発想に基づき、将来もたらされると

桂川 眞幸

清水 亮介

期待される新パラダイムを見据えたこれまで

電気通信大学情報理工学部

准教授

電気通信大学先端領域教育研究センター 特任准
教授

にない研究を対象とするものです。
具体的には、赤外、可視光、紫外のみ
ならず広範な領域の光の発生・伝搬・検
知の手法・技術や素子等に関する研究、
光と物質の局所的相互作用に関する研究、
光による原子・分子の制御、光の波長・

ナノ光学素子中のプラズモンダイナミク
スのフェムト秒映像化

テラヘルツ電磁波による高速電子スピン
操作

久保 敦

永井 正也

筑波大学大学院数理物質科学研究科

助教

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

振動数、位相、エネルギー密度などの光の
本質の理解に関する研究などであって、新
たな原理の発見、方法論の創出や革新的
な技術展開の契機となることが期待される
研究を対象とします。

原子波回路を用いた物質波ソリトンの
光学的制御

量子ドットによる光・量子メモリの創出
と高光非線形性の探求

熊倉 光孝

早瀬 潤子

福井大学大学院工学研究科

准教授

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科

コヒーレント物質波制御による電子・光
子の操作

デコヒーレンスフリーな非発散波束の生
成と量子制御への応用

長谷 宗明

前田 はるか

筑波大学大学院数理物質科学研究科

准教授

青山学院大学理工学部物理・数理学科

准教授

光電子ホログラフィーによるレーザー場
反応追跡

フラクタル構造による光制御可能性の
探索と光機能素子の創製

菱川 明栄

宮丸 文章

名古屋大学大学院理学研究科

教授

信州大学理学部物理科学科

助教

キャビティQEDによる原子と光子の量子
操作

重力波検出技術が拓く超巨視的量子性
の物理

青木 隆朗

三代木 伸二

京都大学大学院理学研究科

特定准教授

東京大学宇宙線研究所

助教

赤外サイクルパルス光波による分子振
動ダイナミクスの追跡

強高度レーザーによる超高分解能4次元
時空イメージング

芦原 聡

森下 亨

東京農工大学大学院共生科学技術研究院
教授
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准教授

特任准

電気通信大学情報理工学部

助教

構造制御と機能
2005-2010

一次元分子細線へのキャリア注入と新
機能素子開発

分子手術法による新規内包フラーレン
類合成と機能開発

三次元錯体空間を活用したπ共役ナノ
集積体の構築と機能

赤井 恵

村田 靖次郎

吉沢 道人

大阪大学大学院工学研究科

助教

京都大学化学研究所

教授

東京工業大学資源化学研究所

准教授

3次元空間の精密有機建築化学

炭素鋳型法による低次元性ナノ金属化
合物のビルドアップ型創製

酸・塩基液晶の鋳型重合による新規多
孔性材料の創成

伊丹 健一郎

村橋 哲郎

石田 康博

名古屋大学大学院理学研究科

教授

大阪大学大学院工学研究科

准教授

理化学研究所基幹研究所グリーン未来物質創成研
究領域 チームリーダー

戦略目標

電位依存性チャネルの完全化学合成と
新機能創製

多孔性蛋白質結晶のナノ空間化学

DNAを鋳型としたナノファイバーの構造
制御

プログラムされたビルドアップ型ナノ構造の

井上 将行

上野 隆史

岩浦 里愛

構築と機能の探索

東京大学大学院薬学系研究科

教授

京都大学物質－細胞統合システム拠点

インテリジェント生物素子の創製

岡本

創造型ナノ空間を用いた精密高分子合
成

片平 正人

研究総括

准教授

横浜市立大学大学院国際総合科学研究科

教授

植村 卓史

京都大学大学院工学研究科

特別

研究領域の概要

分子内包によるカーボンナノチューブ機
能材料の創製

岡崎 俊也

助教

産業技術総合研究所ナノチューブ応用研究センター
チーム長

佳男

名古屋大学
招へい教授

農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所
主任研究員

ヘテロ原子間相互作用に基づく分子集
合と機能発現

構造制御と機能評価による酸化物熱電
材料の創成

適材適所の構造構築を実現するアロステリ
ック制御分子の協同的自己集積法の開発

小林 健二

奥田 哲治

河合 英敏

静岡大学創造科学技術大学院

教授

鹿児島大学大学院理工学研究科

准教授

北海道大学大学院理学研究院化学部門

助教

この研究領域は、ナノサイズの材料や構
造を、原子・分子レベルでの制御を基礎
に造り上げる科学技術に、これまでにない

光と機能性流体の融合による先端ナノ
材料の創製と評価

高分子ナノシリンダーによるナノ回路・
配線技術の開発

フォトリソグラフィーを活用した糖鎖ナノ
デバイスの構築

新しい考え方や手法を導入し、欲しい構造

齋藤 健一

鎌田 香織

今場 司朗

分子ワイヤ・シンセサイザー

光機能性有機分子結晶の固体物性制
御

分子性固体内微小空間の動的制御と
機能化

坂口 浩司

小畠 誠也

高見澤 聡

を欲しいタイミングで欲しい場所に積み上げ

広島大学自然科学研究支援開発センター 准教授

東京工業大学資源化学研究所

助教

農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所
主任研究員

て造ることを目指す挑戦的な研究を対象と
するものです。
例えば、原子・分子レベルでの制御に
よりナノサイズの物質、組織、空間などを
創製し、必要な分子構造、空間構造、テ
ンプレート構造、デバイス構造などを、様々

愛知大学大学院理工学研究科

教授

大阪市立大学大学院工学研究科

准教授

横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科
教授

なスケールで起こる現象と結びつけて設計
し構築するプロセス、およびその応用を目
指した機能探索などの研究が含まれます。

ポリマー結合ペプチドのビルドアップと
機能探索

蛋白質ナノチューブを用いたバイオ超分
子の創製

自己組織化配線法による超高集積分子
デバイスの創製

芹澤 武

小松 晃之

谷口 正輝

高分子メゾスコピックダイヤモンド構造
の構築

メタル化ペプチドを用いる金属の組成・配列・空間
配置制御と異種金属集積型分子デバイスの創製

次元規制型フラーレン超分子を素材とす
る新規材料創製

高野 敦志

高谷 光

中西 尚志

東京大学先端科学技術研究センター 准教授

名古屋大学大学院工学研究科

准教授

樹木状金属集積体を用いたスピン空間
の創出と機能開拓

江 東林

早稲田大学理工学術院総合研究所

京都大学化学研究所

准教授

大阪大学産業科学研究所バイオナノテクノロジー分野
准教授

准教授

物質・材料研究機構ナノ有機センター 主幹研究員

機能性芳香族フォルダマーの構築と動
的立体制御

反応性分子が拓くπ共役系分子の多様
性と機能

准教授

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科
准教授

棚谷 綾

羽村 季之

超分子ナノクラスターのキラル科学

ペプチド分子の自己集合によるナノ空
間の創製

アニオン応答性組織構造の創製と機能
探索

津田 明彦

松浦 和則

前田 大光

自然科学研究機構分子科学研究所

神戸大学大学院理学研究科

准教授

九州大学大学院工学研究院応用化学部門

准教授

関西学院大学理工学部

准教授

立命館大学総合理工学院薬学部

准教授

自己集合性動的分子システムの開発

集積型金属錯体ナノ粒子を利用したス
ピン依存単電子デバイスの構築

合金ナノ粒子の構造制御と水素機能性
発現

平岡 秀一

山田 真実

山内 美穂

東京大学大学院理学系研究科

准教授

東京農工大学大学院工学研究院

特任准教授

北海道大学触媒化学研究センター 准教授
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自励振動高分子を用いた機能性表面の
創製

吉田 亮

東京大学大学院工学系研究科
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准教授

生命現象と計測分
析

時間と共に離合集散を繰り返す分子機
械のX線小角散乱・動的構造解析

ラマン円偏光二色性分光による生体分
子の動的構造解析

無線・無電極振動子たんぱく質マイク
ロアレイの創製

秋山 修志

海野 雅司

荻 博次

名古屋大学大学院理学研究科

2005-2010

講師

佐賀大学理工学部機能物質化学科

准教授

大阪大学大学院基礎工学研究科

准教授

記憶形成の脳内イメージング

プローブラベリングによるタンパク質間
相互作用解析

不透明な生体内における細胞内小分子
の可視化と光制御法の開発

石本 哲也

王子田 彰夫

小澤 岳昌

富山大学大学院医学薬学研究部

助教

京都大学大学院工学研究科

講師

東京大学大学院理学系研究科

教授

戦略目標

生命現象分析のための小分子転写因
子創成

光受容タンパク質を利用した新しい遺伝
子機能解析法の開発

コヒーレント・ラマン内視分光鏡による
生体組織のin vivo計測

新たな手法の開発等を通じた先端的な計

上杉 志成

岡野 俊行

加納 英明

測・分析機器の実現に向けた基盤技術の

京都大学物質－細胞統合システム拠点
都大学化学研究所 教授

教授／京

早稲田大学理工学術院

准教授

東京大学大学院理学系研究科

准教授

創出

京都大学
授

熱揺らぎを利用した粘弾性測定による1
分子内部運動の解析

セミインタクト細胞を用いた蛋白質の一
生の可視化解析

小椋 俊彦

川上 勝

加納 ふみ

オンチップ多電極刺激計測系による細
胞ネットワークの構成的理解

ES細胞由来肝組織装置による薬物動
態計測システム

高圧力による分子間相互作用変調イメ
ージング

金子 智行

田川 陽一

西山 雅祥

産業技術総合研究所脳神経情報研究部門
究員

研究総括

森島

蛋白質電顕画像を用いた自動in silico
擬似結晶構造解析法の開発

績

名誉教

東京医科歯科大学生体材料工学研究所

主任研

准教授

研究領域の概要
本研究領域は、生命現象の解明のため

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 講師

東京工業大学フロンティア創造共同研究センター生
命系 准教授

東京大学大学院総合文化研究科

京都大学大学院理学研究科

助教

助教

に必要な新たな原理や手法に基づく計測・

神経活動のin vivo高速イメージングと光
操作

タンパク質1分子モーションキャプチャー
技術の開発

ビデオフレーム液中原子分解能AFMの
開発

分析の技術に関して個人の独創的な発想

喜多村 和郎

谷 知己

福間 剛士

に基づく革新技術の芽の創出を目指す研

東京大学大学院医学系研究科

助教

北海道大学電子科学研究所

准教授

金沢大学フロンティアサイエンス機構

特任准教授

究を対象とするものです。
具体的には、細胞内の種々の化学過程
の計測・分析や細胞から個体、生態系な
どのミクロからマクロに至る多様なスケール
での生命現象を解明するための新規な計
測・分析技術等を対象とします。生命系

2段階ビオチン化反応を利用したタンパ
ク質解析

MRI・蛍光同時計測による生体内分
子・細胞イメージング法の開発

多周波電子核2重共鳴法による酸素発
生機構の解明

末田 慎二

森田 将史

八代 晴彦

超高分子量蛋白質の分子形態変化を
観測するNMR技術

DNA／タンパク質間相互作用の高精度
1分子多次元解析

蛋白質工学的手法による細胞内環境の
計測

楯 真一

横田 浩章

若杉 桂輔

九州工業大学大学院情報工学研究院

准教授

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任助
教

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術における斬新な成果の発掘を目
指した新たな方法論の創出や技術展開の
契機となることが期待される研究を対象とし
ます。また生命現象に関連の深い環境の
計測分析も含みます。

広島大学大学院理学研究科

教授

京都大学物質－細胞統合システム拠点

講師

生体分子計測用THz帯CARS分光イメ
ージング装置の開発

細胞情報解析のための超高精度・高
速位相計測システム

谷 正彦

渡邉 恵理子

細胞内生体分子間ネットワークのリアルタイム
検出法の開発と細胞生物学的応用の検討

生細胞内における蛍光蛋白質による力
発生の3次元可視化

寺田 純雄

渡邉 朋信

福井大学遠赤外領域開発研究センター 教授

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

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 独立研究者

教授

時空間を制限した細胞内シグナルの発
生とその計測

中西 淳

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任助
教

1分子超解像空間分析法の開発

池滝 慶記

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 独立研究者

オリンパス（株）未来創造研究所

広狭域2重2光子励起顕微鏡による神
経回路網の計測

1分子同時計測技術によるタンパク質翻
訳操作

松崎 政紀

上村 想太郎

東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学セ
ンター 准教授

主任研究員

理化学研究所横浜研究所 ユニットリーダー
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構造機能と計測分
析

極性基が配列した低エントロピー型分子
認識アレイの開発

多角入射分解分光法の構築:光計測の
新たな概念

フェムト秒時空間画像計測システムの創
成

阿部 肇

長谷川 健

粟辻 安浩

富山大学大学院医学薬学研究部

2004-2010

助教

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科

准教授

プローブ間の協同性を利用した高感度
遺伝子解析法

状態選別XAFS分光

新規時計関連タンパク質の探索法の開
発

井原 敏博

林 久史

今西 未来

熊本大学大学院自然科学研究科

准教授

日本女子大学理学部

准教授

京都大学化学研究所

助教

戦略目標

二量体検出原理による新規免疫測定法
の開発

超分子化学に基づく修飾タンパク質の
蛍光分析法の開発

近接場THz光と電位の複合顕微鏡開発
:電子輸送の新観察法

新たな手法の開発等を通じた先端的な計

上田 宏

林田 修

河野 行雄

測・分析機器の実現に向けた基盤技術の

東京大学大学院工学系研究科

准教授

九州大学先導物質化学研究所

准教授

理化学研究所基幹研究所

研究員

創出
マイクロ流体界面計測法の開発

ゲノムDNAの超迅速な塩基配列決定法

浦野 泰照

火原 彰秀

小寺 一平

東京大学大学院薬学系研究科

研究総括

寺部

細胞生命現象解明に向けた高次光機
能性分子の精密設計

茂

兵庫県立大学
誉教授

名

准教授

三重鎖核酸形成を基盤とする革新的
DNA分析

小比賀 聡

大阪大学大学院薬学研究科

准教授

研究領域の概要
本研究領域は、新現象の発見と解明の

東京大学生産技術研究所

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

核酸ポリメラーゼ解析とDNA1分子シー
ケンスへの応用

リポソームアレイによる膜タンパク質の
機能解析法

平野 研

竹内 昌治

産業技術総合研究所四国センター健康工学研究セン
ター 研究員

東京大学生産技術研究所

准教授

ために欠くことのできない計測・分析技術

生体単一分子ダイナミクスの多次元計
測法

光解離性修飾基を用いた蛋白質の構造
と機能の新規研究法

インフルエンザウイルスを計測・除去可
能な「スーパー抗体酵素」

に関して、個人の独創的な発想に基づくこ

影島 賢巳

廣田 俊

一二三 恵美

修飾DNAをセンサ素材とする新しいバイ
オセンサの開発

先端的ナノトライボロジー計測による情
報記憶装置の革新

電子増強振動分光法の開発と応用

桑原 正靖

福澤 健二

由井 宏治

れまでにない革新技術の芽の創出を目指す

大阪大学大学院工学研究科

准教授

研究を対象とするものです。 具体的には、
生体物質の構造や機能に関する分析技術
や生命現象の計測技術、原子・分子レベ
ルにおける物理・化学現象や物性および
表面・界面の構造や機能に関する計測・
分析技術、また環境や生態の計測・分析

群馬大学大学院工学研究科

助教

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
教授

名古屋大学大学院工学研究科

教授

大分大学先端医工学研究センター 教授

東京理科大学理学部

准教授

技術などに関して、新たな方法論の創出
や、技術展開の契機となるような研究を対
象とします。 また、計測・分析技術に関し
てブレークスルーをもたらすことが期待される
試料前処理、試薬、ソフトウェア等の重要

生体情報分子の先端的可視化計測法
の開発

コインシデンス分光法による複合表面解
析

非弾性光電子分光による表面・界面振
動解析

佐藤 守俊

間瀬 一彦

荒船 竜一

高感度テラヘルツ光学活性計測技術の
開発

原子時計精度での超高分解能レーザー
分光計測

ナノスケール分解能スピン共鳴原子間
力顕微鏡の開発

島野 亮

御園 雅俊

安 東秀

東京大学大学院総合文化研究科

准教授

な関連技術をも対象とします。

東京大学大学院理学系研究科

准教授

福岡大学理学部物理科学科

准教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

スピン偏極－イオン散乱分光法の開発

生細胞内分子を見るデグロンプローブの
開発

オミクス解析用超微小エレクトロスプレ
ー法の開発

鈴木 拓

三輪 佳宏

石濱 泰

高感度3次元蛍光X線分析装置の開発

界面のキラリティを捉える非線形顕微分
光の開発

高速超伝導転移端マイクロカロリメータ
の開発

辻 幸一

八木 一三

大野 雅史

再衡突電子を用いたアト秒分子内電子
波束の測定

新規分離・分析場としてのナノチャンネ
ル集合体

毒性型アミロイドオリゴマーの高感度検
出

新倉 弘倫

山口 央

迫野 昌文

物質・材料研究機構ナノテクノロジー基盤領域量子
ビームセンター 主任研究員

大阪市立大学大学院工学研究科

科学技術振興機構さきがけ研究者
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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
准教授

准教授

筑波大学大学院人間総合科学研究科

講師

産業技術総合研究所固体高分子形燃料電池先端基
盤研究センター チーム長

東北大学大学院理学研究科

助教

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
授

准教

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

マイクロバイオブロッティング分析システ
ムの開発

佐藤 記一

東京大学大学院農学生命科学研究科

助教

価電子をその場観測する顕微軟X線発
光分光法の開発

初井 宇記

理化学研究所X線自由電子レーザー計画推進本部
チームリーダ

時間分解X線磁気円二色性分光法の開
発

松田 康弘

東京大学物性研究所国際超強磁場科学研究施設
准教授

タンパク質の新規電気化学定量法の開
発

吉田 裕美

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科

准教授
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デジタルメディア作
品の制作を

デザイン言語を理解するメディア環境の
構築

空間型メディア作品を強化する7つ道具
型対話デバイス

金谷 一朗

木村 朝子

大阪大学大学院基礎工学研究科

支援する
基盤技術

助教

Locative Mediaを利用した芸術／文化
のための視覚表現技術開発

桐山 孝司

野口 靖

准教授

東京工芸大学芸術学部メディアアート表現学科
師

「感性リアル」表現の制作支援を目的
としたCG技術の開発

戦略目標
メディア芸術の創造の高度化を支える先進
的科学技術の創出

研究総括

原島

東京大学

MEMSテクスチャスキャナ

子どもの知育発達を促すデジタルメディ
アの作成

長澤 純人

山口 真美

講師

感覚運動統合がなされた自律バーチャ
ルクリーチャーの創生

長谷川 晶一

電気通信大学知能機械工学科

准教授

本研究領域は、情報科学技術の発展に

的・革新的な表現手法、これを実現するた

浜中 雅俊

筑波大学大学院システム情報工学研究科

講師

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

感触表現の制作支援を目的とした視触
覚感覚ディスプレイ技術の開発

串山 久美子

首都大学東京システムデザイン学部

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

「意図的なランダムな行為」の創出方法
の解明

後安 美紀

科学技術振興機構さきがけ研究者

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

全天周と極小領域映像を扱うための入
出力機器の研究開発

橋本 典久

科学技術振興機構さきがけ研究者

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。

人間の知覚に基づいた色彩の動的制御
システムの構築

武藤 努

（財）国際メディア研究財団

研究員

触・力覚の知覚特性を利用した新たな
芸術表現の基盤研究

渡邊 淳司

科学技術振興機構さきがけ研究者

アート表現のための実世界指向インタラ
クティブメディアの創出

筧 康明

慶應義塾大学環境情報学部
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講師

筑波大学大学院システム情報工学研究科

中央大学文学部

より急速な進歩を遂げたメディア芸術という ドレミっち:成長する仮想演奏者の構築
新しい文化に係る作品の制作を支える先進
めの新しい基盤技術を創出する研究を対象

折紙のデジタルアーカイブ構築のための
基盤技術とその応用

三谷 純

博

研究領域の概要

講

佐藤 いまり

情報・システム研究機構国立情報学研究所コンテン
ツ科学研究系 准教授

東北大学大学院工学研究科

名誉教授

准教授

物語性を重視するデジタルメディアの制
作配信基盤
東京芸術大学大学院映像研究科

2004-2009

立命館大学情報理工学部

教授

准教授

量子と情報
2003-2008

量子縺れ最適回復プロトコル導出を可
能にする量子状態の判定・測定法

量子通信路の可逆性と情報理論的・
幾何学的保存量の評価

石坂 智

小川 朋宏

日本電気（株）基礎・環境研究所

主任研究員

電気通信大学大学院情報システム学研究科
授

准教

固有ジョセフソン接合と超伝導共振器を
用いた量子状態制御の研究

単一分子分光による固体中の単一スピ
ンの観測

北野 晴久

松下 道雄

東京大学大学院総合文化研究科

助手

東京工業大学大学院理工学研究科

准教授

戦略目標

単一量子ドットにおける多光子量子操
作

新しい核磁気共鳴を用いた核スピンの
量子状態制御

情報通信技術に革新をもたらす量子情報

黒田 隆

遊佐 剛

処理の実現に向けた技術基盤の構築

物質・材料研究機構量子ドットセンター 主任研究
員

東北大学大学院理学研究科

准教授

新しい原理による高速大容量情報処理技
術の構築

多体量子系としての量子計算機の分析

清水 明

東京大学大学院総合文化研究科

教授

研究総括

細谷

暁夫

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、量子力学的現象を利用
した情報処理を実現するために、量子力学
と情報処理の間に横たわる諸問題の解決

量子鍵を用いた次世代量子暗号プロト
コル

村尾 美緒

東京大学大学院理学系研究科

准教授

量子ビット構築へ向けてのヘリウム液面
電子量子ドットの研究

池上 弘樹

理化学研究所中央研究所

専任研究員

に資する研究を対象とするものです。
具体的には、量子もつれ効果の強さと情
報処理能力の関係についての理論的・実
証的な研究、新しいアルゴリズムの創出、
量子状態の評価技術、記憶方法、量子
情報の高密度伝送方式、通信における符

超伝導クパー対を使用した電子EPR対
高密度ビームの開発

趙 福來

科学技術振興機構さきがけ研究者

号化・誤り訂正・情報セキュリティ等、安
全かつ高速の情報処理を実現するための
基盤を拡充する抜本的、革新的な研究を
対象とします。

光学実験を手段とした量子情報処理の
ための量子力学的物理現象の研究

長谷川 祐司

科学技術振興機構さきがけ研究者

代数的量子情報処理技術の研究

濱田 充

玉川大学学術研究所

准教授

量子非局所性を用いた情報処理におけ
る不可逆性

森越 文明

日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所
究主任

研

異種原子組み替えによる固体表面量子
ビットの実現

阿部 真之

大阪大学大学院工学研究科

准教授

測定過程を使った非古典的な原子集団
スピン励起の生成と制御

宇佐見 康二

科学技術振興機構さきがけ研究者
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シミュレーション
技術の革新と

超効率的高分子物性機能計算システム
の開発

分子スケール差を統合する代謝シミュレ
ーション

青木 百合子

有田 正規

九州大学大学院総合理工学府

実用化基盤の
構築

東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授

相関電子系の新しい大規模計算アルゴ
リズム

神経系の双方向マルチスケールシミュレ
ータの開発

今田 正俊

大武 美保子

東京大学物性研究所

2002-2007

教授

教授

東京大学人工物工学研究センター 准教授

戦略目標

相対論的分子理論プログラムの開発

骨リモデリングシミュレーションで挑むテ
ーラーメイド再生医療

医療・情報産業における原子・分子レベ

中嶋 隆人

手塚 建一

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

准教授

岐阜大学大学院医学系研究科

准教授

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

特異値分解法の革新による実用化基盤
の構築

計算機による特異的抗体設計法の確立

中村 佳正

星野 忠次

京都大学大学院情報学研究科

教授

千葉大学大学院薬学研究院

准教授

研究総括

土居

範久

中央大学理工学部
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

マイクロ流体デバイス開発のための流
体－構造連成共振現象逆解析

遷移金属イオンを含む生化学分子の電
子論的精密計算

松本 純一

前園 涼

産業技術総合研究所先進製造プロセス研究部門
研究員

離散・連続複合系の分散最適化シミュ
レーション

室田 一雄

東京大学大学院情報理工学系研究科

教授

れて、実用化の基盤を築く研究を対象とす
るものです。
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
ムレスに扱える新たなシミュレーション技術、
分散したデータベースやソフトウェアをシステ

ハイブリッド型分子動力学シミュレーショ
ンの開発

山本 量一

京都大学大学院工学研究科

准教授

ム化する技術、また、計算手法の飛躍的
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、惰報資源を取り扱い
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

生物型飛行の力学シミュレータの構築

劉 浩

千葉大学工学部電子機械工学科

教授

ジの開発などが含まれます。
DNAナノデバイス創製におけるシミュレ
ーション技術の確立

川野 聡恭

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

量子分子動力学法に基づく化学反応対
応型連成現象シミュレータの開発

久保 百司

東北大学大学院工学研究科

准教授

水素系量子シミュレーション技術の構築

立川 仁典

横浜市立大学大学院国際総合科学研究科

教授

ダイナミックボンド型大規模分子動力学
法の開発

渡邉 孝信

早稲田大学理工学術院
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准教授

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
師

講

情報、バイオ、
環境とナノテクノロ
ジーの融合による
革新的技術の創製

体外からの刺激情報伝達によるナノデ
バイス機能制御

生体システムを集積化した素子・システ
ムの創製と実用化

青柳 隆夫

加藤 大

鹿児島大学大学院理工学研究科

教授

講師

生体反応の光制御を目指した人工核酸
デバイスの創製

テーラーメイド分子集積による機能性三
次元空間創製

浅沼 浩之

竹内 俊文

名古屋大学大学院工学研究科

2002-2007

静岡県立大学薬学部

教授

神戸大学大学院自然科学研究科

教授

戦略目標

マイクロ・ナノマシニングを用いた水晶
振動子型分子認識チップの創製

強磁性金属ナノコンポジット膜を用いた
Left-Handed Materialsの実現と応用

情報処理・通信における集積・機能限界

安部 隆

冨田 知志

の克服実現のためのナノデバイス・材料・

東北大学大学院工学研究科

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

システムの創製
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
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

走査型相互作用分光顕微鏡の開発と
ナノ構造創製への応用

ナノサイズ一次元構造の電子物性評価

新井 豊子

長谷川 幸雄

筑波大学大学院数理物質科学研究科

助教授

東京大学物性研究所

助教授

料・システムの創製
シリコンをベースとする新光機能素子の
創製

石内 俊一

深津 晋

東京工業大学資源化学研究所

研究総括

潮田

超臨界流体ジェット法の開発による分子
認識メカニズムの解明

資勝

物質・材料研究機構
理事長

助手

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

自己集合膜を利用したストレスの制御と
パターニング

光応答型インテリジェント核酸を用いた
遺伝子操作法の開発

板倉 明子

藤本 健造

物質・材料研究機構材料研究所

主幹研究員

北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科
教授

助

研究領域の概要
この研究領域は、情報通信、バイオ、 微細加工によるナノバイオ情報解析デ
バイス創製

環境に係わるナノテクノロジー分野におい

て、個人の独創的な発想に基づくこれまで
にない新技術、新物質、新システム等の

一木 隆範

東京大学大学院工学系研究科

Siナノ結晶を増感材とした光導波路増
幅器の創製

森脇 和幸

助教授

神戸大学大学院自然科学研究科

助教授

創製を目指した新しいルートを切り拓く挑戦
的な研究を対象とするものです。
具体的には、ナノスケールにおける物理
現象に係わる研究、化学や生物系新材料
の機構・機能等に係わる研究、センシン

バイオナノポアを用いた1分子センサー
の開発

特異的なDNA配列に結合する蛋白質の
設計システム開発

井出 徹

河野 秀俊

大阪大学大学院生命機能研究科

特任助教授

日本原子力研究所量子ビーム応用研究部門
主幹

グ、操作、制御等の技術の基盤となる研

研究

究、既存技術の限界に挑戦する新しい情
報通信、バイオ、環境の技術の創出に向
けた研究、現在まだ原理の解明等の段階
にとどまっている現象を次世代のデバイスや
システムのコンセプトに結びつける研究等が

精密分子認識に基づく人工DNAの創製
とナノ材料への応用

電流誘起磁壁移動型磁気メモリの開発
に向けた理論研究

井上 将彦

多々良 源

富山大学大学院医学薬学研究部

教授

首都大学東京大学院理学研究科

准教授

含まれます。
ナノ空間ネットワークの構築による超集
積場の創製

プラズモニック光学素子の解析と設計

大久保 達也

田丸 博晴

東京大学大学院工学系研究科

助教授

東京大学先端科学技術研究センター 助教

酸化チタン上に析出した銀ナノ粒子の多色フォ
トクロミズム～新現象の機構解明と応用展開

アナログ&デジタル融合高分子ナノシミ
ュレーション

大古 善久

増渕 雄一

産業技術総合研究所環境管理技術研究部門
員

研究

京都大学化学研究所

准教授

集積－融合増幅型ナノ粒子センシング
システムの開発

メタマテリアルの熱伝導率予測

尾上 慎弥

宮崎 康次

協立化学産業（株）研究所

研究員

九州工業大学生命体工学研究科

准教授
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生体分子の形と機
能

水和情報を取入れた蛋白質相互作用解
析法の確立

蛋白質の「配列－構造－安定性」相
関の系統的解析

伊倉 貞吉

高野 和文

東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部
教授

2001-2006

助

シャペロニンの役割の解明による効率
的なタンパク質折りたたみ法の確立

稲葉 謙次

田口 英樹

2種のプロスタグランジン合成酵素の構
造解析と医薬品への応用

構造ゲノム科学およびプロテオミクスに基づく新規の遺
伝暗号翻訳装置の同定と機能発現メカニズムの解明

井上 豪

濡木 理

大阪大学大学院工学研究科

研究総括

郷

信広

理化学研究所放射光
科学総合研究センター
上級研究員

研究領域の概要
この研究領域は、遺伝情報が機能として
発現するのを支えている物理的実体として

助教授

Oxidative protein foldingに関わる細胞
因子の構造・機能解明とその工学的利用
科学技術振興機構さきがけ研究者

戦略目標

大阪大学大学院工学研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

助教授

東京工業大学大学院生命理工学研究科

助教授

教授

たんぱく質の構造機能相関を利用した
構造からの機能予測法

蛍光標識アミノ酸の導入によるタンパク
質の新規構造機能解析法の開発

木下 賢吾

芳坂 貴弘

東京大学医科学研究所

助教授

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 助教授

色素タンパク質による生体機能の時空
間的な不活性化法の確立

分子進化工学的手法による新規トポロ
ジーを有する蛋白質の探索

永井 健治

松浦 友亮

北海道大学電子科学研究所

教授

大阪大学大学院工学研究科

助手

の生体分子（タンパク質）に焦点をあて,
物理学、化学等の物質科学の原理に基づ
き、その立体構造形成の仕組みや立体構
造に基づく機能発現の仕組みを研究すると
ともに、今急速に蓄積が進んでいるゲノム
情報等を対象としたバイオインフォマティクス

新規機能創製を目指した酵素蛋白質の
立体構造・触媒機構の系統的解析

薬剤耐性化問題の克服を目指した多剤排出
蛋白質の薬剤認識機構の解明とその応用

長野 希美

村上 聡

2光子励起法を用いた生体膜融合分子
機能の顕微解析とシステム化

タンパク質オルガネラ移行と遺伝子発現
の非侵襲的時空間解析法の確立

根本 知己

小澤 岳昌

産業技術総合研究所生命情報科学研究センター
研究員

大阪大学産業科学研究所

助教授

的手法を用いた研究も対象とするものです。
具体的には、タンパク質等の立体構造
の実験的決定・理論的予測、物性研究、
相互作用や複数の分子からなる超分子構
造体の解析に関する新しい研究方法の開

自然科学研究機構生理学研究所

助手

自然科学研究機構分子研究所

助教授

発等の基礎的研究と共に、合理的薬物設
計、生物的機能の工学的利用を目指した
応用的研究等が含まれます。

機能性分子素子の構築を目指した脂質
膜の物性に関する基礎的研究

極低温電子線断層法によるセプチン系
超分子構造体の解析

早川 枝李

木下 専

癌・パーキンソン病の解明を目指したユビキチン
リガーゼ複合体の結晶構造に関する基礎的研究

蛋白質1個における局所的構造変化の
可視化

水島 恒裕

西坂 崇之

科学技術振興機構さきがけ研究者

名古屋大学大学院工学研究科

京都大学先端領域融合医学研究機構

助手

助教授

タンパク質機能の構造揺らぎの検出と
制御

ミクロな化学反応過程がもたらすマクロ
なタンパク質機能発現の分子物理

水谷 泰久

林 重彦

タンパク質選別輸送装置の人工膜小胞
への再構成

マイコプラズマ滑走運動の分子メカニズ
ム

佐藤 健

宮田 真人

神戸大学分子フォトサイエンス研究センター 助教授

理化学研究所中央研究所

研究員

沈 建仁

岡山大学大学院自然科学研究科

京都大学大学院理学研究科

助教授

大阪市立大学大学院理学研究科

生体光エネルギー変換の分子機構－光化学系
Ⅱ複合体の構造と機能の解明及びその応用
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学習院大学理学部

助教授

教授

教授

情報と細胞機能
2001-2006

1分子からの定量的解析によるシナプス
活性化機構の解明

センサー型転写因子とセンサー型RNase
による生体防御ネットワークの解明

芦高 恵美子

吉田 秀郎

関西医科大学医化学講座

講師

関谷

剛男

（財）佐々木研究所
研究所長・理事

研究領域の概要
この研究領域は、細胞がプログラム化さ
れた遺伝子情報（内的情報）を持ってい

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
チームリーダー

ミトコンドリア病発生制御分子の認識機
構の解明

膜輸送分子Protrudinによる神経突起
形成機構の解明と神経再生への応用

阿部 高明

秋光 和也

白根 道子

講師

香川大学農学部

教授

九州大学生体防御医学研究所

助教授

生きたマウスにおけるがん遺伝子産物
活性化の観察

染色体ゲノムの機能領域を区分するバ
ウンダリーエレメントの解明とその応用

有糸分裂チェックポイント遺伝子CHFR
のがん診断・治療への応用

大場 雄介

石井 浩二郎

豊田 実

東京大学大学院医学研究科

研究総括

斎藤 通紀

助教授

有機アニオントランスポーター遺伝子群の
機能解明と制がん剤デリバリーへの応用
東北大学医学部付属病院

戦略目標

京都大学大学院理学研究科

単一細胞での網羅的遺伝子発現解析
によるマウス生殖細胞決定機構の解明

助手

久留米大学分子生命科学研究所

講師

札幌医科大学医学部

講師

神経難病におけるタンパク質リフォール
ディング・分解能検出系の構築

シナプス回路形成機構のゲノム遺伝学
的解析と精神研究への応用

膜型増殖因子の持つ細胞増殖のアクセル
機能とブレーキ解除機能の分子機構の解明

小坂 仁

曽根 雅紀

東山 繁樹

睡眠時呼吸障害と痴呆との関係解明

2光子励起法で解析する開口放出関連蛋白
質の作用機序と糖尿病の病態解明への応用

核マトリクス結合蛋白質によるRNP再
構築と分配機構の解明

角谷 寛

高橋 倫子

廣瀬 哲郎

神奈川県立こども医療センター 神経内科科長

京都大学大学院医学研究科

助教授

京都大学医学研究科

特任助教授

自然科学研究機構生理学研究所

愛媛大学大学院医学系研究科

助手

教授

産業技術総合研究所生物情報解析センター チーム
長

ることや、環境等に由来する多くのシグナ
ル（外的情報）の作用で様々な影響を受
けている観点から、これらの情報と細胞機
能との関わりを独創的で斬新な手法、アプ
ローチで明らかにすることにより、生命シス

核内受容体コファクターによる脂肪形成
の制御

がん抑制遺伝子RB1CC1の機能解明と
がん克服への挑戦

Wntシグナルによる神経細胞のネットワ
ーク形成制御

亀井 康富

茶野 徳宏

三木 裕明

国立健康・栄養研究所

特別研究員

滋賀医科大学医学部

助教授

東京大学医科学研究所

助教授

テムの謎に挑む研究を対象とするものです。
具体的には、これら情報と細胞との相互
作用の結果として発症するがん、痴呆など
高齢者の疾患、アトピー性皮膚炎などのア
レルギー疾患など様々な疾病の病因解明な
らびにその克服のための方法の探索に関す

ゴルジ体の多様性とその生理学的意義
の解明

糖鎖構造マスターコントロール遺伝子群に
よる細胞機能の制御と創薬研究への応用

後藤 聡

豊田 英尚

疾病の発症、進行におけるリン脂質因
子の生体内動態解析

組織特異的なアイソフォームの関与する
新しい細胞内ネットワークの解明

新規試験管内誘導システムによる分化
再生研究

佐々木 雄彦

西 毅

山下 潤

環境ストレスに応答する細胞内情報伝
達機構の解明

小脳失調症関連遺伝子の機能解明と治
療に向けた標的遺伝子の導入技術開発

武川 睦寛

平井 宏和

三菱化学生命科学研究所 グループリーダー

千葉大学大学院薬学研究院

ユビキチンと分子シャペロンの連携によ
る細胞機能制御機構の解明

村田 茂穂

助教授

（財）東京都臨床医学総合研究所

主席研究員

る研究等が含まれます。

秋田大学医学部

教授

東京大学医科学研究所

大阪大学産業科学研究所

助教授

特任助手

金沢大学大学院医学系研究科

京都大学再生医科学研究所

助教授

新素材キャピラリーガス検出器による細
胞機能解析

低酸素シグナルによる生体機能調節機
構の解明と疾患治療への応用

門叶 冬樹

牧野 雄一

山形大学理学部

助手

東京大学医科学研究所

助手

ミトコンドリア病の病態発現機構の解明
と遺伝子治療法の探索

受精の膜融合を制御する分子メカニズ
ムの解明と不妊治療への応用

中田 和人

宮戸 健二

筑波大学大学院生命環境科学研究科

助教授

国立成育医療センター研究所

室長

転写伸長反応の制御を介した細胞機能
発現機構の解明

脳のナトリウムレベルセンサーの解明と
生活習慣病克服への応用

山口 雄輝

渡辺 英治

東京工業大学大学院生命理工学研究科

助手

助教授

自然科学研究機構基礎生物学研究所

助教授
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情報基盤と利用環
境

マルチPCクラスタ上での数値最適化問
題求解アプリケーションの開発

ハードウェアアルゴリズムの進化的合成
に関する研究

合田 憲人

本間 尚文

東京工業大学大学院総合理工学研究科

2001-2006

富田

眞治

京都大学物質-細胞統
合システム拠点 特定
拠点教授・事務部門長

研究領域の概要

この研究領域は、10億個のトランジスタ

伊藤 智義

稲見 昌彦

教授

電気通信大学電機通信学部

代における、新しいコンピュータシステムの
基盤技術と利用技術に関連した研究を対
象とするものです。

安全で低消費エネルギーなプロセッサに
関する研究

片桐 孝洋

井上 弘士

助手

履歴に基づき再構成するマイクロプロセ
ッサの研究

佐藤 寿倫

九州工業大学情報工学部

コンパイラ、OS）、超大規模集積システム
設計技術（DA／CAD）、およびインターネ
に関する基礎研究が含まれます。また、ハ
行う研究に加えて、全く新しい原理に基づ
いたコンピュータや新しい知的なコンピュー
タ応用研究等が含まれます。

主記憶上のデータの高速かつ高信頼な
処理の実現

津村 徳道

宮崎 純

千葉大学工学部

助教授

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
教授

チップ間ダイレクト光接続による高バン
ド幅コンピューティング

成瀬 誠

情報通信研究機構情報通信部門

主任研究員

超微細LSIにおけるオンチップ高速信号
伝送技術の開発

橋本 昌宜

大阪大学大学院情報科学研究科

助教授

自律再構成可能な論理デバイスの実現

飯田 全広
熊本大学工学部

助教授

思考支援とコミュニケーションのための3
次元CG製作・利用技術の開発

五十嵐 健夫

東京大学大学院情報理工学系研究科

助教授

柔軟なユビキタスカメラ環境の構築と広
範囲対象追跡への応用

浮田 宗伯

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
手

助

制御フローコードとアドレス計算コードの分離
による新しいプロセッサアーキテクチャの研究

吉瀬 謙二

電気通信大学大学院情報システム学研究科

助手

命令列の多重入出力構造を利用した演
算高速化

中島 康彦

京都大学大学院経済学研究科
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超分散マイク・スピーカーによる複数の
音焦点形成

次世代電子商取引のための質感再現
技術の構築

ット・マルチメディアを中心とした新しい利用
ードウェアシステムとの関連性を保ちながら

助教授

産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター
チーム長

化、超省電力化、モバイル化、情報家電
化などを視野に入れたコンピュータシステム

九州大学大学院システム情報科学研究院

加賀美 聡

助教授

具体的には、超高機能化、超高性能

（アーキテクチャ、ネットワーキング、言語・

教授

並列実行環境に依存しない高性能数値
計算ライブラリ

がチップ上に集積できる時代およびインター
ネットでコンピュータ利用環境が激変する時

助手

再帰性光通信技術を用いたユビキタス
な情報空間の創生

電気通信大学大学院情報システム学研究科

研究総括

東北大学大学院情報科学研究科

超高速ホログラフィ専用計算機システム

千葉大学工学部

戦略目標

助教授

助教授

助

ナノと物性
2001-2006

カーボンナノチューブの非線形および磁
気光学特性の研究

ナノ強磁性半導体におけるスピン注入
磁化反転の研究

ピーポッドヘテロ接合量子効果デバイス
の創製

市田 正夫

大岩 顕

大野 雄高

甲南大学理工学部

講師

東京大学大学院工学系研究科

神谷

武志

情報通信研究機構フォ
トニックネットワーク プ
ログラムディレクター

研究領域の概要
この研究領域は、原子・分子レベルで
制御された物質、それらの集合体、異種材

助手

新しい多面体ナノ炭素物質の創製と機
能発現

生体・溶液系ナノデバイス研究の為の
微小流体チップ開発

王 正明

尾上 順

高村 禅

研究

東京工業大学原子炉工学研究所

助教授

北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科
教授

助

半導体ナノ構造中に現れる新スピン物
性の制御と応用

副格子交換へテロ構造半導体の高度
制御

1nmサイズ分子素子伝導物性およびそ
の制御

古賀 貴亮

近藤 高志

塚越 一仁

北海道大学大学院情報科学研究科

研究総括

名古屋大学大学院工学研究科

ナノプロセシング技術による高性能ガス
吸蔵体の創製
産業技術総合研究所環境管理技術研究部門
員

戦略目標

講師

助教授

東京大学大学院工学系研究科

助教授

理化学研究所和光研究所中央研究所

先任研究員

エピタキシャル強磁性トンネル接合を用
いた強磁性体／半導体融合デバイス

界面ナノ構造制御によるワイドギャップ半
導体の機能融合とパワーデバイスへの展開

2次元ナノレイヤー積層による新規誘電特性
の発現－サイズ効果フリー高誘電体の創製－

菅原 聡

須田 淳

舟窪 浩

東京大学大学院工学系研究科

助手

京都大学大学院工学研究科

講師

量子ドット中のキャリアスピン操作

錯体型人工DNAを用いた金属イオン配
列制御と機能発現

竹内 淳

田中 健太郎

早稲田大学理工学部

教授

東京大学大学院理学系研究科

東京工業大学大学院総合理工学研究科

助教授

助教授

料の融合、さらに組成や構造をナノメーター
レベルで制御・加工した材料、すなわち
「ナノ材料」に関する研究を対象とするもの
です。
具体的には、機能材料として従来のバ

ナノスケール機能調和人工格子による
強相関電子デバイスの創製

量子ホール系における核磁気共鳴を利
用した固体量子ビット素子の開発

田中 秀和

町田 友樹

大阪大学産業科学研究所

助教授

東京大学生産技術研究所

助教授

ルク材にない特異な能力を発揮することが
期待される究極の人工物質であるナノ材料
が、今後情報、医療、エネルギー等、あら
ゆる産業分野を支える技術となる状況を踏
まえ、新規ないし高度な機能発現を目指し
た材料設計、合成・形成の方法、または

時空間制御光を用いた単一量子ドット
の量子状態制御

極限光ナノプローブによる半導体ナノ構
造の波動関数イメージング・操作

戸田 泰則

松田 一成

北海道大学大学院工学研究科

助教授

京都大学化学研究所

助教授

ナノ物性評価やデバイス試作に関する研究
等が含まれます。

無機ナノ粒子・有機・細胞三元複合
体による生体活性材料の開発

ナノ複合体を用いた遺伝子治療による
内科的再生医療

古薗 勉

山本 雅哉

国立循環器病センター研究所

室長

京都大学再生医科学研究所

ナノ新材料開発のための表面微小構造
解析法による原子位置決定

水野 清義

九州大学大学院総合理工学府

助手

超Gbit－MRAMのための単結晶TMR
素子の開発

湯浅 新治

助教授

産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門 スピ
ントロニクスグループ長

超ヘテロ・ナノ結晶の創製と光・電子
新機能

自己組織化ナノ有機分子による機能性
集合体の構築

渡辺 正裕

磯部 寛之

東京工業大学大学院総合理工学研究科

助教授

東京大学大学院理学系研究科

助教授

強相関ナノ電子構造の光誘起協同現
象による超高速スイッチング

光・電波境界領域における高機能・低
消費電力量子カスケードレーザーの開発

岩井 伸一郎

大谷 啓太

東北大学大学院理学研究科

助教授

東北大学電気通信研究所

助手

半導体人工原子・分子における高周波
電子スピン操作

酸化物量子井戸構造を用いた発光素
子及び光非線形性素子の開発

Van Der Wiel Wilfred Gerard

大友 明

Twente University, Institute for NanoTechnology,
Research Program Director

東北大学金属材料研究所

助手
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生体と制御
2001-2006

ウイルス潜伏感染機構の解明とその制
御法確立の試み

プリオン病の治療とワクチン開発のため
の基盤構築

上田 啓次

坂口 末廣

大阪大学大学院医学系研究科

助教授

新規な腸管出血性大腸菌感染症治療
薬の創製

川端 重忠

西川 喜代孝

竹田

美文

岡山大学 特任教授／
岡山大学インド感染症共
同研究センター 所長

研究領域の概要
この研究領域は、感染症、アレルギー、
免疫疾患等の発症のメカニズムを生体機

助教授

国立国際医療センター研究所

室長

粘膜病原細菌の感染に対するワクチン
開発を目指した新戦略の構築

細菌毒素の宿主細胞内輸送機構の解
明と新規治療法開発の試み

鈴木 敏彦

藤永 由佳子

東京大学医科学研究所

研究総括

助教授

ゲノム情報を応用したA群レンサ球菌感
染症の制御法の確立
大阪大学大学院歯学研究科

戦略目標

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

講師

大阪大学微生物病研究所

助教授

自己免疫性関節炎における骨破壊の分
子機構の解明とその制御法の確立

自己抗体誘導性関節炎のメカニズムと
その制御機構の解明

高柳 広

松本 功

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

教授

筑波大学臨床医学系内科

講師

感染および抗腫瘍免疫における交差性
生体制御機構の意義

ヘリコバクター・ピロリの空胞化致死毒
素の作用機序解析と新しい治療戦略

田中 義正

和田 昭裕

京都大学大学院生命科学研究科

助手

長崎大学熱帯医学研究所

講師

能や病原微生物との関わりに着目して、分
子レベル、細胞レベルあるいは個体レベル
で解析することにより、これらの疾患の新し
い予防法、治療法の基盤を築く研究を対
象とするものです。

プロテオーム解析による赤痢アメーバの
病原機構の解明

マラリア原虫の酸化ストレス応答メカニ
ズムの解明と新規治療戦略

野崎 智義

河津 信一郎

群馬大学大学院医学系研究科

教授

帯広畜産大学原虫病研究センター 教授

具体的には、病原微生物のゲノム解析
によって明らかとなった情報や、ヒトゲノム
計画の進展によって得られたゲノム情報を
利用したワクチンの開発や遺伝性疾患の解
析、あるいは生体防御反応・免疫応答に
関わる分子の生体レベルでの解析による免

赤血球期マラリア原虫の細胞増殖と脂
質代謝・輸送の分子機構の解明

リンパ球の分化を制御する転写調節機
構の解明と治療への応用

三田村 俊秀

谷内 一郎

大阪大学微生物病研究所

助教授

理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センタ
ー チームリーダー

疫系疾患の病因解明、およびそれらに対す
る新しい治療方法の探索を目指す研究等
が含まれます。

ウイルスとの共生:生まれながらにしても
つ自然抵抗性機構の解明

オートファジーによる細胞内侵入性細菌
の排除機構の解析と応用

宮沢 孝幸

中川 一路

帯広畜産大学畜産学部

助教授

助教授

自然免疫による微生物認識の分子機構
の解明

宿主応答を司る細胞骨格制御機構の解
明とその応用

牟田 達史

福井 宣規

九州大学大学院医学研究院

助教授

サイトカイン受容体による初期Th1誘導
機構の解明

吉田 裕樹
佐賀大学医学部

荒瀬 尚

助教授

新しいウイルスゲノム改変系を利用した
難治性ウイルスの病原機構の解明
東京大学医科学研究所

教授

免疫制御性T細胞の分化メカニズムの
解明とその免疫疾患治療への応用
理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センタ
ー ユニットリーダー

大阪大学微生物病研究所

川口 寧

九州大学生体防御医学研究所

堀 昌平

教授

ウイルス感染を制御する特異的レセプタ
ー群の解明と新制御法の開発
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東京大学医科学研究所

助教授

光と制御
2001-2006

強相関遷移金属酸化物における光機能
の探索

シュタルク・アトムチップによるコヒーレ
ント原子操作

東 正樹

香取 秀俊

京都大学化学研究所

助教授

東京大学大学院工学系研究科

光制御可能な細胞発光素子の創製

光と原子の間の量子情報ネットワークの
実現

近江谷 克裕

上妻 幹旺

2光子誘起高分子化に伴うフォトニック
結晶の作製とその応用

小型超高精度レーザー原子時計の実現

孫 洪波

杉山 和彦

産業技術総合研究所セルダイナミクス研究グループ
グループリーダー

戦略目標

大阪大学大学院工学研究科

研究総括

花村

東京大学
授

榮一

名誉教

研究領域の概要
この研究領域は、受光と発光、光の伝
達制御、スイッチング等に用いられる光デ

助教授

助手

東京工業大学大学院理工学研究科

京都大学大学院工学研究科

助教授

助教授

光子数状態の生成と制御－光子数マニ
ピュレーションの実現－

有機―無機ハイブリッド低融点ガラスを
用いたフォトニクス材料の創製

竹内 繁樹

高橋 雅英

北海道大学電子科学研究所

助教授

京都大学化学研究所

助教授

半導体をベースとした磁気光学結晶の
開発とデバイス応用

光合成系の人為操作及び光反応制御

田中 雅明

橋本 秀樹

東京大学大学院工学系研究科

教授

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

バイス等の実現に向けて、光と物質の相互
作用や光機能性材料創製に関する研究を
対象とするものです。
具体的には、非線形光学材料、発光お
よび光記録材料を始めとした光機能性材料

光化学的に構造制御したナノ複合機能
材料の創製

原子直視法によるナノコンタクトの光機
能探索

鳥本 司

木塚 徳志

強相関物質表面での光励起状態の光
電子分光

インテリジェント光駆動分子機械の構築

溝川 貴司

金原 数

北海道大学触媒化学研究センター 助教授

筑波大学大学院数理物質科学研究科

助教授

実現のため、半導体、酸化物結晶、分子
複合体を用い、薄膜、超微粒子とナノクラ
スター、フォトニクス結晶、それらのハイブリ
ッド化と微細加工など、さまざまな形態制御
を受けた新規物質創製に関する研究等が
含まれます。

東京大学大学院新領域創成科学研究科

助教授

東京大学大学院工学系研究科

助教授

放射光X線粉末構造解析による光誘起
相転移の研究

光技術・ナノ構造・認識分子の融合に
よる環境診断素子の開発

守友 浩

周 豪慎

名古屋大学大学院工学研究科

助教授

産業技術総合研究所エネルギー技術部門
究員

主任研

光センサータンパク質による細胞機能の
制御

テラヘルツ繰り返し高安定外部同期型
パルス光源の開発

伊関 峰生

高坂 繁弘

光転写調節メカニズムと新規光センサー

量子閉じ込めモット絶縁体における強相
関系の光学構築

岡野 俊行

Hwang Harold Y.

科学技術振興機構さきがけ研究者

早稲田大学理工学術院

古河電気工業（株）ファイテルフォトニクス研究所
研究員

助教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

助教授

局在プラズモン増強を使った光倍高調
波によるバイオチップの高密度化

梶川 浩太郎

東京工業大学大学院総合理工学研究科

助教授

磁性誘電体における誘電関数の磁場制
御

勝藤 拓郎

早稲田大学理工学術院

助教授
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合成と制御
2001-2006

集積型生物活性物質の合成と機能制
御に関する研究

遷移金属錯体触媒の精密組織化と応
用

巨視的応答性を有する超分子ポリマー
の創製

有本 博一

澤村 正也

浜地 格

名古屋大学大学院理学研究科

助教授

村井

眞二

奈良先端科学技術大
学院大学
特任教
授

研究領域の概要
この研究領域は、材料化学などの領域
における有用な物性と機能を持った新物質

京都大学大学院工学研究科

異種ポルフィリノイドの創製

内山 真伸

塩見 大輔

古田 弘幸

講師

大阪市立大学大学院理学研究科

助教授

応・新概念に基づく新しい化学の展開、さ
関する研究を対象とするものです。
具体的には、有機合成の革新的手法・

フォトクロミック情報処理システムの構築

金井 求

徳山 英利

松田 建児

助教授

東京大学大学院薬学系研究科

助教授

ローチが含まれます。

助教授

不飽和炭化水素類を活用する精密合成
反応

生体高分子組織化の可逆的制御と機
能材料への展開

杉野目 道紀

中村 正治

和田 健彦

京都大学大学院工学研究科

教授

京都大学化学研究所

教授

大阪大学大学院工学研究科

配位子としての水の特性を生かした触
媒反応

次世代型天然物合成を目指した基礎的
研究

袖岡 幹子

西川 俊夫

東北大学多元物質科学研究所

教授

名古屋大学大学院生命農学研究科

助教授

閉殻構造を有する多核有機金属分子の
合成と機能創出

細胞を標的とする機能性ペプチドの開
発と展開

直田 健

二木 史朗

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

京都大学化学研究所

教授

DNA－ドラッグ間相互作用の精密制御

糖鎖迅速合成と多様性指向型合成へ
の挑戦

中谷 和彦

眞鍋 史乃

京都大学大学院工学研究科

助教授

理化学研究所細胞制御化学研究室

研究員

有機エレメントπ電子系の構築と組織
化

蛋白核外移行を制御する生物活性物質
の合成

山口 茂弘

村上 啓寿

名古屋大学大学院理学研究科

助教授

大阪大学大学院薬学研究科

寄附講座教授

機能性ナノ錯体の創製

スピン非局在型有機中性ラジカルの創
製とその電子構造・物性の解明

山口 正

森田 靖

早稲田大学理工学術院

助教授

大阪大学大学院理学研究科

助教授

重縮合における分子量と分子量分布の
制御

新しいリビングラジカル重合による有機
ナノ分子合成

横澤 勉

山子 茂

神奈川大学工学部

教授

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

ケイ素単体表面構造をもつ配位不飽和
ケイ素分子の創製

d-f遷移金属混合型錯体による新反応
場の構築

岩本 武明

侯 召民

東北大学大学院理学研究科

助教授

理化学研究所

主任研究員

触媒的不活性炭素結合切断反応の設
計・開発・展開

水の特異性を活かした新反応系の開発

垣内 史敏

忍久保 洋

慶應義塾大学理工学部
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九州大学大学院工学研究科

機能性ホウ素化合物のデザイン・創
製・新反応

法、などに加え、有機系・有機無機複合
系物質、分子エレクトロニクス材料など優

教授

天然物の構造モチーフを基盤とした機能
性分子の開発

革新的システム、高分子の革新的合成

れた機能を持つ新物質・新材料へのアプ

九州大学大学院工学研究科

遷移状態相補的反応場の設計と不斉
触媒化

創製に対する要請に応え、新現象・新反
らには新合成手法と新機能物質の創製に

教授

スピン波動関数変調型有機フェリ磁性
体の開拓

東京大学大学院薬学系研究科

研究総括

教授

金属アート錯体創製による芳香族化合
物の多様化
東京大学大学院薬学系研究科

戦略目標

北海道大学大学院理学研究科

教授

京都大学大学院理学研究科

助教授

助教授

認識と形成
2000-2005

モルフォゲンシグナル分子の濃度調節に
よる病的組織の修復

細胞系譜マッピングによる哺乳類の胚
軸形成機構の解析

ptf1a遺伝子導入による異所性膵組織
誘導の機能解析

山田 卓

藤森 俊彦

川口 義弥

神戸大学大学院自然科学研究科

助教授

江口

熊本大学

吾朗
元学長

研究領域の概要
生物は、内的あるいは外的要因を認識し
て、フレキシブルに形づくりを営み、また部

京都大学大学院理学研究科

助手

神経細胞の軸索成長の基本的メカニズ
ム

神経軸索側枝の形成機構

粟崎 健

河田 純一

川崎 能彦

神経細胞が極性を獲得する機構

左右相称動物の共通祖先のボディープ
ランの究明

弾性線維の形成と再生の分子機構

稲垣 直之

秋山（小田）康子

中邨 智之

1分子計測による細胞性粘菌の走化性
応答の解析

軟骨に特異的な遺伝子機能による軟骨
分化制御の解明

腎臓発生の分子生物学的解析とその応
用

上田 昌宏

淺原 弘嗣

西中村 隆一

サイトカイニン合成酵素による植物形態
形成の制御

大脳皮質の生後発達の分子基盤

神経細胞のダイナミクスにおける情報統
合機構

岩里 琢治

服部 光治

線虫における生殖顆粒の機能解析

眼の形態形成制御遺伝子の機能的カ
スケードの解明

メダカ未分化生殖腺の精巣への分化の
しくみ

川崎 一郎

太田 訓正

松田 勝

ハキリバチによる昆虫の空間認識と巣
の形成機構の解析

成長円錐の運動解析による神経細胞形
成へのアプローチ

神経回路網形成の分子情報伝達システ
ムの解明

金宗 潤

加藤 薫

柳 茂

粘菌を用いた認識と形成の数理解析に
よるアプローチ

胎児形成におけるDNA複製酵素系の
制御機構

培養系での魚類始原生殖細胞からの個
体創生技術の確立

高松 敦子

桑原 一彦

吉崎 悟朗

嗅覚神経回路の形成と再生の分子基
盤

初期発生における母性RNAの時空間
的制御機構

細胞運動制御の単分子スペックル法に
よる総括的解析

中村 輝

渡邊 直樹

奈良先端科学技術大学院大学

研究総括

助手

昆虫の変態時に見られる神経回路網の
再編成機構
東京大学分子細胞生物学研究所

戦略目標

京都大学大学院医学研究科

助手

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

柿本 辰男

大阪大学大学院理学研究科

科学技術振興機構さきがけ研究者

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

科学技術振興機構さきがけ研究者

京都大学医学研究科先端領域融合医学研究機構
助教授

国立成育医療センター研究所移植・外科研究部
部長

助教授

助手

理化学研究所脳科学総合研究センター 副チームリ
ーダー

熊本大学発生医学研究センター 教授

名古屋市立大学大学院薬学研究科

助教授

分的欠損を自ら修復しようとします。このよ
うな生物に固有の能力に注目し、遺伝子、
分子、細胞等生物の構成要素の機能に基
礎を求め、生物の形づくりと形の修復を制
御している細胞内や細胞間の認識、情報

科学技術振興機構さきがけ研究者

熊本大学大学院医学薬学研究部

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

伝達、各種調節因子の機能的カスケード
などについて研究するものです。
単に個体発生や再生のみならず、細胞
そのものの構造形成をはじめ、生体防御
系・内分泌系・神経系などによる生体の
恒常性維持機構、さらには個体集団の形

科学技術振興機構さきがけ研究者

産業技術総合研究所脳神経情報研究部門
究員

主任研

東京薬科大学生命科学部

教授

成などに関する研究を含みます。

科学技術振興機構さきがけ研究者

坪井 昭夫

東京大学大学院理学系研究科

熊本大学大学院医学薬学研究部

助手

助教授

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
チームリーダー

鳥類中枢神経系の可塑的な形態形成

遺伝子機能によるテントウムシ斑紋のパ
ターン形成機構

浜崎 浩子

新美 輝幸

東京医科歯科大学難治疾患研究所

助教授

名古屋大学大学院生命農学研究科

ほ乳類の精子形成を支える幹細胞の究
明

平野 伸二

吉田 松生

形態形成時の受容体による位置情報の
提示機構

脊椎骨形成の制御遺伝子ネットワーク
の系統発生学的解析

平本 正輝

和田 洋

科学技術振興機構さきがけ研究者

京都大学大学院医学研究科

京都大学大学院医学研究科

助教授

助教授

助手

多様な中枢神経系のプロトカドヘリンに
よる形態形成の制御
科学技術振興機構さきがけ研究者

東京海洋大学海洋科学部

筑波大学生命環境科学研究科

助手

助教授
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秩序と物性
2000-2005

セラミックスの超微細秩序構造と機能発
現

光による強相関電子系の秩序制御と高
次物性応答

半導体超格子構造の創出と光機能発
現

幾原 雄一

長田 実

竹岡 裕子

東京大学工学部総合研究機構

教授

曽我

直弘

滋賀県立大学
事長・学長

理

研究領域の概要
物質の低次元化、非晶質化、ハイブリ
ッド化などにより生じる構造や組織上の秩序

有機・複合材料の創出に結びつけようとす
るものです。
例えば、秩序・無秩序の制御と物性評

石田 謙司

岸田 英夫

張 浩徹

講師

東京大学大学院新領域創成科学研究科

助手

用研究を含みます。

欠陥エンジニアリングによる新規強誘電
機能の発現

大場 正昭

下山 淳一

野口 祐二

助教授

東京大学工学部総合研究機構

助教授

東京大学先端科学技術研究センター 講師

有機－無機ハイブリッド型水素吸蔵ポ
リマーの創製

点欠陥秩序の対称性と特異なマルチス
ケール現象

π 共 役 系 高 分 子 の 完 全 配 向 制 御と
光・電子デバイスへの展開

北川 宏

任 暁兵

村田 英幸

九州大学大学院理学研究院

教授

物質・材料研究機構材料研究所

主幹研究員

秩序－無秩序人工格子による新規誘電
性の発現

イオン伝導体のナノ配列制御と新規機
能の発現

田畑 仁

前川 英己

大阪大学産業科学研究所

教授

東北大学大学院工学研究科

助手

低次元固体の電子秩序ダイナミクスとシ
ートプラズモン

単一次元鎖磁石の構造秩序性と磁性
制御

長尾 忠昭

宮坂 等

東北大学金属材料研究所

助教授

東京都立大学大学院理学研究科

助手

ゾル－ゲル系における階層的多相秩序
構造と担体機能

ホウ素系ネットワーク物質における物性
制御

中西 和樹

森 孝雄

京都大学大学院工学研究科

助教授

物質・材料研究機構物質研究所

主任研究員

光波アンテナによる輻射場の制御と発
光特性

セラミックス薄膜構造のナノオーダ秩序
制御と光電気化学物性

宮崎 英樹

森口 勇

物質・材料研究機構材料研究所

主任研究員

長崎大学工学部

助教授

分子配列制御した低次元秩序構造によ
る有機発光素子の高機能化

磁気・電気分極が共存する複合分極
金属錯体の創製と新機能

柳 久雄

大越 慎一

神戸大学工学部応用化学科

助手

東京大学大学院工学系研究科

助教授

制御されたナノ粒子の秩序配列と磁気
特性

高分子発光材料の高次構造と光特性

米澤 徹

梶 弘典

東京大学大学院理学系研究科

助教授

電子線リソグラフィーによる炭素系ハイ
ブリッド構造膜の創製と高機能化

岩村 栄治

京都大学化学研究所

助教授

ゼオライトを用いた高集積秩序構造体
の創製と電子物性制御

小平 哲也

科学技術振興機構さきがけ研究者

産業技術総合研究所ナノアーキテクトニクス研究セン
ター 主任研究員

非晶質ポーラスシリカの微細構造制御と
光機能発現

有機－無機複合ピラー構造の周期配列
制御と機能発現

内野 隆司

瀬川 浩代

神戸大学理学部化学科
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助手

層状酸化物の選択的組成制御と新機
能の開拓

的評価、構造・組織秩序性と外場応答
発現などに関する研究、およびこれらの応

京都大学大学院工学研究科

二元金属集積体の異成分挿入による磁
気光学特性の制御

価、種々の物性と秩序性との相関の定量
性、電子・原子・分子の相互作用と機能

助手

酸化還元活性金属錯体液晶における動
的構造と物性制御

性の変化と物性との関連を原理的に明らか
にして、高性能・新機能の金属・無機・

上智大学理工学部

強相関電子系の非線形光学特性の解
明と新光機能材料の探索

九州大学大学院工学研究院

研究総括

主任研究員

強誘電性有機低分子のナノレベル秩序
制御と電子物性
京都大学大学院工学研究科

戦略目標

物質・材料研究機構物質研究所

助教授

東京工業大学大学院理工学研究科

助手

北陸先端科学技術大学院大学

助教授

相互作用と賢さ

インテリジェント・バイオマイクロラボラ
トリ

新井 史人

2000-2005

名古屋大学大学院工学研究科

村田 剛志

助教授

情報・システム研究機構国立情報学研究所知能シス
テム研究系 助教授

人間と共に移動する生活支援ロボット

認識と演出の相互作用に基づくコミュニ
ケーションロボットの実現

大矢 晃久

今井 倫太

筑波大学電子・情報工学系

戦略目標

助教授

慶應義塾大学理工学部

原島

文雄

首都大学東京
長

学

研究領域の概要
人間の知力と行動力を最大限に発揮さ
せる人工生命体と呼ぶべきシステムを構築

助教授

非線形動力学的手法による群知能ロボ
ット

賢くなる2次元神経回路網によるパター
ン認識

菅原 研

工藤 卓

電気通信大学大学院情報システム学研究科

研究総括

Webにおけるコミュニティの発見

助手

産業技術総合研究所セルエンジニアリング研究部門
研究員

情報検索における対象知識獲得支援シ
ステムの構築

人間とロボットの相互関係形成のため
の構造化学習

髙間 康史

久保田 直行

東京都立科学技術大学工学部

助教授

首都大学東京システムデザイン学部

准教授

分散配置されたデバイスと相互作用し
賢くなる知的空間

環境・防災モニタリング用小型2重反転
回転翼機の開発

橋本 秀紀

砂田 茂

東京大学生産技術研究所

助教授

大阪府立大学大学院工学研究科

助教授

しようとするものです。人間と機械が相互作
用としての物理的関係と情報交換によって、
さらに賢くなる人工の空間形成に関して研
究するものです。
例えば、情報の感知と命令の集積・融

成長するネットワーク型知能と人間中心
システム

環境とのインタラクションによる空間構
造の獲得

山口 亨

友納 正裕

東京都立科学技術大学工学部

教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

合化、スマートアクチュエータ、インターフェ
ースなど構成要素のほか、知能ロボット、
学習機能、微小機械、人工現実感、メカ
トロニクス、新システムの設計や構築に向
けての研究などを含みます。

新世代ナノ計測の開発と生体分子への
応用

学習によるシーン理解の研究

石島 秋彦

長谷川 修

名古屋大学大学院工学研究科

助教授

東京工業大学像情報工学研究施設

助教授

人間行動を補助するマッスルスーツの開
発

人間・環境適応型知的歩行支援システ
ム

小林 宏

平田 泰久

東京理科大学工学部

助教授

東北大学大学院工学研究科

助手

人とロボットの共生と学習に関する研究

柴田 崇徳

産業技術総合研究所知能システム研究部門
研究員

主任

弾性表面波皮膚感覚ディスプレイの開
発

高﨑 正也
埼玉大学工学部

助手

人体へ適応化するウェアラブル・フルイ
ドパワーの開発

塚越 秀行

東京工業大学大学院理工学研究科

助教授

無意識情報から生成される物語り技法

土佐 尚子

（財）イメージ情報科学研究所京都研究所

所長
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機能と構成
2000-2005

効率的で正しいプログラムの自動生成

ユビキタス環境を支えるプログラミング言
語システム

小川 瑞史

橋本 政朋

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
任教授

特

探索と知識の融合がもたらす知能の創
造と進化

河合 栄治

飯田 弘之

超計算:ソフトウェア自動生産のための
新領域探求

ハードウェア・プログラミングによる超細
粒度並列処理

Glueck Robert

井口 寧

科学技術振興機構さきがけ研究者

研究総括

片山

卓也

北陸先端科学技術大
学院大学
元学長

研究領域の概要
これからの社会を支える高度な機能を持
った情報システムの構築を目指し、そのた

研究員

超高速I／O指向オペレーティングシステ
ム
奈良先端科学技術大学院大学附属図書館研究開発
室 助手

戦略目標

産業技術総合研究所情報技術研究部門

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
授

教

北陸先端科学技術大学院大学情報科学センター
助教授

理論領域と実用領域を結ぶ新しいプロ
グラミング単位

刺激応答型実時間システムの自動検証
技術:安全性・信頼性技術の開発

河野 真治

大崎 人士

琉球大学工学部

助教授

産業技術総合研究所システム検証研究センター 研
究員

インターコミュニュケーション・プログラミ
ング

大規模分散アルゴリズム開発及び性能
評価のツール構築

関口 龍郎

DEFAGO Xavier

科学技術振興機構さきがけ研究者

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
任助教授

計算状態パーソナル・スクラップブック

広域分散共有メモリ機構を支援する最
適化コンパイラ

Richard Lee Potter

丹羽 純平

特

めの構成や構築方法に関して、基本的技
術や先進応用事例および基礎となる理論
の研究を行うものです。
例えば、ソフトウェア、ネットワーク、プロ
セッサ、分散・実時間・埋め込みシステ

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

ム、セキュリティ、設計・実装・進化方法
論と環境、テスト・検証技術、形式的手
法、高信頼性技術、ユーザインタフェース
などの研究を含みます。

オブジェクト指向分析モデルの形式的構
築法と検証法

プログラミング言語の制御構造の意味
論的分析

青木 利晃

長谷川 真人

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
手

助

助教授

オブジェクトとメディアによるソフトウェア
構造化

Webアプリケーション指向ソフトウェア
モデリング

神谷 年洋

結縁 祥治

科学技術振興機構さきがけ研究者

名古屋大学大学院情報科学研究科

プログラムのメタレベルを表現・操作す
る言語機構

亀山 幸義

筑波大学大学院システム情報工学研究科

助教授

スケルトン並列プログラムの最適化

胡 振江

東京大学大学院情報理工学系研究科

助教授

実時間マルチタスク処理を支援するプロ
セッサアーキテクチャ

田中 清史

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
教授

助

高信頼性Webサービス

中島 震

情報・システム研究機構国立情報学研究所ソフトウェ
ア研究系 教授
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京都大学数理解析研究所

助教授

協調と制御
2000-2005

自然現象・社会動向の予兆発見と利
用

音声分節化のしくみと発達

推論・思考を可能にする神経回路

大澤 幸生

岡ノ谷 一夫

坂上 雅道

大脳－小脳連関の協調的情報処理

分散管理された計算機の高度な協調利
用

筧 慎治

田浦 健次朗

時間順序の脳内協調表現

音楽分野におけるデザイン再利用とその
展開

微生物群によるオーガナイズドバイオモ
ジュール

北澤 茂

片寄 晴弘

橋本 浩一

筑波大学社会工学系

助教授

千葉大学文学部

オープンネットワークのための基盤システ
ムソフトウェア

加藤 和彦

筑波大学電子・情報工学系

戦略目標

順天堂大学医学部

研究総括

沢田

康次

東北工業大学
長

学

研究領域の概要
人間・社会・環境のそれぞれで生成され
その間で伝達される情報の特徴抽出・モデ

助教授

助教授

玉川大学学術研究所

（財）東京都医学研究機構東京都神経科学総合研
究所 部門長

教授

関西学院大学理工学部

教授

議論や会話における音声言語情報の分
析とモデル化

小池 康晴

河原 達也

助教授

助教授

教授

京都大学学術情報メディアセンター 教授

量子ビットを用いた知能デバイス

数値演算的手法による文字列処理

佐藤 茂雄

篠原 歩

東北大学電気通信研究所

東京大学大学院情報理工学系研究科

東北大学大学院情報科学研究科

生体の力学的な信号に基づくコミュニケ
ーション
東京工業大学精密工学研究所

教授

助教授

東北大学大学院情報科学研究科

教授

ル化、
「協調」的情報処理（コミュニケー
ション）する様式とその「制御」、さらにそ
れを実現するための手法を研究します。
例えば、インテリジェントなデバイスとシス
テム、ブレインコンピューティング、言語

感覚情報・身体制御に関する発達過
程

Improvised Network :自律的に再構
成するモバイルネットワーク

高谷 理恵子

西尾 信彦

福島大学教育学部

助教授

立命館大学情報理工学部

助教授

的・非言語的コミュニケーション、異種情
報の統合シミュレーション、大量データの高
速処理による意思決定支援システムの研
究などを含みます。

知的創造作業を支援するインタラクショ
ンパタン

運動・思考・感性の脳内協調制御メカ
ニズム

中小路 久美代

本田 学

非言語コミュニケーションの脳内機能メ
カニズム

感覚ノイズによる脳機能の活性化手法

中村 克樹

山本 義春

東京大学先端科学技術研究センター 特任教授

国立精神・神経研究センター神経研究所

部長

自然科学研究機構生理学研究所

東京大学大学院教育学研究科

助教授

教授

乳幼児における人工物・メディアの発
達的認識過程

神経活動のスパイク揺らぎと機能的アー
キテクチャー

開 一夫

岡田 真人

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

人間共生型インターフェイス

前田 太郎

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授

実世界指向の具象化プログラミング

主幹研究員

岡田 義広

九州大学大学院システム情報科学研究院

助教授

濃度制御に基づくDNAコンピューティン
グ

シグナル伝達機構のシステム解析

山本 雅人

黒田 真也

北海道大学大学院工学研究科

助教授

東京大学大学院情報理工学系研究科

特任助教授

共生関係への移行に伴う遺伝子代謝ネ
ットワークの再編成

知覚と記憶の協調による視覚認知の成
立過程

四方 哲也

齋木 潤

大阪大学大学院情報科学研究科

助教授

京都大学大学院人間・環境学研究科

助教授
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タイムシグナルと制
御

眼の再生を支える幹細胞システムの解
明とその医学応用

細胞骨格の動的再構成による細胞形態
と分化の制御

小阪 美津子

三木 裕明

細胞内1分子測定でみる増殖と分化の
情報

免疫細胞遺伝子構築の人為的制御

染色体分配の制御機構の解明

佐甲 靖志

山下 政克

深川 竜郎

科学技術振興機構さきがけ研究者

2000-2005

大阪大学大学院生命機能研究科

戦略目標

東京大学医科学研究所

助教授

永井

克孝

三菱化学（株） 顧問

研究領域の概要
生物は、自らが一旦遺伝子の内にセット
（制御）したプログラムを、環境変化に応じ

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
チームリーダー

講師

総合研究大学院大学
助教授

クロマチン情報が親鎖から娘鎖に維持
伝承される機構

蛋白質工学的手法によるタイムシグナ
ルの人工制御系の構築

柴原 慶一

若杉 桂輔

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所
授

研究総括

中山 潤一

助教授

千葉大学大学院医学研究院

助教

京都大学大学院工学研究科

クロマチンの動的構造変換による遺伝
子発現の制御

助教授／国立遺伝学研究所

網膜光受容体細胞の運命決定機構と
再生

古川 貴久

助手

（財）大阪バイオサイエンス研究所

部長

免疫グロブリン受容体を介した生体防
御機構

脊椎動物の神経幹細胞の分化と非対
称分裂のプロセス

Rho類似G蛋白質の神経回路網形成に
果たす役割

渋谷 彰

若松 義雄

星野 幹雄

筑波大学大学院人間総合科学研究科

教授

東北大学大学院医学系研究科

講師

京都大学大学院医学研究科

助手

環状遺伝子の形成とその生物学的意義

神経系におけるスフィンゴ糖脂質ミクロ
ドメイン超分子構造の機能発現と制御

医薬品創製標的としてのG蛋白質共役
受容体の膜移行における分子機構

下田 修義

笠原 浩二

横溝 岳彦

免疫の調節機構、その制御と新しい治
療コンセプト

新規蛍光プローブの創製による機能分
子の細胞内可視化

RNAポリメラーゼⅡ機能障害による神
経変性の解析

清野 研一郎

菊地 和也

岡澤 均

構造トポロジーを用いた細胞内蛋白質
の生涯プログラム

大脳神経系前駆細胞の生死の制御とそ
の生理的意義

Non-coding RNAとエピジェネティックな
修飾の協調的遺伝子発現制御

高田 彰二

後藤 由季子

佐渡 敬

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京都臨床医学総合研究所

独立研究員

東京大学大学院医学系研究科

助教授

てリセットすることにより、生命を維持しよう
としている。こうした仕組みとその応用につ
いて研究するものです。高齢化への方策に
向け、個体から細胞、ゲノム、分子に至る
様々な階層的次元で生命を時間的存在と
して捉えようとする研究などを含みます。

理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センタ
ー 研究員

東京大学大学院薬学系研究科

助教授

東京医科歯科大学難治疾患研究所

教授

例えば、配偶子形成は生長から加齢に
至るタイマーのリセット機構、幹細胞の存在
や再生は個体レベルでのタイムプログラム
のリセット機構であり、また老化はその機構
の能力低下と理解できます。

神戸大学大学院自然科学研究科

助教授

東京大学分子細胞生物学研究所

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

助手

神経幹細胞の分化過程と神経回路網
の再構築

加齢に伴う学習・記憶低下の遺伝子プ
ログラム

“老化遅延”を目指した新たな内分泌因
子の同定と応用

田中 光一

齊藤 実

下村 伊一郎

東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部
授

教

東京都神経科学総合研究所

部門長

大阪大学大学院医学系研究科・生命機能研究科
教授

大脳皮質における機能的領野のパター
ン形成機構

骨髄由来血管前駆細胞の同定と機能
解析

蛋白翻訳後側鎖アミノ酸付加の分子機
構

田辺 康人

佐田 政隆

瀬藤 光利

老化により生じる神経細胞死を抑制する
遺伝子

減数分裂期の染色体機能部位における
プロテインプロファイリング

造血幹細胞の自己複製を誘導する生態
学適所の解明

中野 裕康

篠原 彰

高倉 伸幸

三菱化学生命科学研究所 グループリーダー

順天堂大学医学部

講師

東京大学大学院医学系研究科

大阪大学蛋白質研究所

客員助教授

教授

自然科学研究機構生理学研究所

金沢大学がん研究所

助教授

教授

長期記憶の分子機構の探索

小胞体タンパク質品質管理機構に関わ
るPNGaseの構造と機能

染色体動態の時空間制御技術の開発

尾藤 晴彦

鈴木 匡

高橋 考太

東京大学大学院医学系研究科

助教授

大阪大学大学院医学系研究科

特任助教授

アルツハイマー病から脳の老化制御機構を
探る:新たなAmylospheroid仮説提唱と検証

嗅神経回路の形成と再構築の分子機
構

星 美奈子

芹沢 尚

三菱化学生命科学研究所 グループリーダー
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助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

久留米大学分子生命科学研究所

教授

雄の生殖細胞への卵子型インプリントの
導入－雄どうしは交配できるか?

畑田 出穂

群馬大学生体調節研究所附属生体情報ゲノムリソー
スセンター 助教授

フコース修飾によるNotch情報伝達の
制御機構

松野 健治

東京理科大学基礎工学部

助教授

雌雄両配偶子形成の共通原理の解明

三浦 猛

愛媛大学農学部

教授

哺乳動物におけるオートファジーの役割
とその制御機構

水島 昇

（財）東京都医学研究機構東京都臨床医学総合研
究所 室長
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変換と制御
2000-2005

水を変換プロセスに利用した廃ガラスの
再資源化

高分子結晶工学を基盤とする有機材料
設計

高効率バイオリサイクル共生システムの
解明

赤井 智子

松本 章一

大熊 盛也

光電池を目指したエネルギー変換素子

生体膜表面に吸着する環境ホルモンの
計測システム

表面に形状選択的活性点を持つ固体
触媒

池田 篤志

叶 深

片田 直伸

環状DNAを用いた人工光合成系の構
築

異相界面微粒子触媒による合成反応

界面を反応場とした触媒的脱水縮合反
応

居城 邦治

池田 茂

国嶋 崇隆

超分子相互作用を用いた環境調和型
物資変換プロセス

ナノ構造体を用いた光合成型エネルギ
ー変換系の構築

ホウ素の輸送を利用した生物制御と環
境浄化

小西 克明

今堀 博

藤原 徹

産業技術総合研究所関西センター 主任研究員

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
助教授

戦略目標

北海道大学電子科学研究所

研究総括

合志

筑波大学

陽一
監事

研究領域の概要
省資源、省エネルギー、さらには環境調
和型の物質変換プロセスを目指すため、新

助教授

北海道大学大学院地球環境科学研究科

大阪市立大学大学院工学研究科

助教授

北海道大学触媒化学研究センター 助教授

大阪大学太陽エネルギー化学研究センター 助教授

助教授

京都大学大学院工学研究科

教授

理化学研究所中央研究所

副主任研究員

鳥取大学工学部物質工学科

神戸学院大学薬学部

助教授

助教授

東京大学生物生産工学研究センター 助教授

機能性炭素反応種を用いた合成反応

pH制御による水中物質変換反応

情報変換・機能制御性を持つ分子刺
激応答性ゲル

新藤 充

小江 誠司

宮田 隆志

プロテインメモリーを利用した低温高機
能酵素のデザイン

超臨界二酸化炭素による高効率カルボ
ニル化反応

田村 厚夫

榧木 啓人

徳島大学薬学部附属医薬資源教育研究センター
助教授

大阪大学大学院工学研究科

助教授

関西大学工学部

助教授

規化学反応やエネルギーの創出、それらの
利用効率の向上や制御などの研究を行いま
す。
例えば、錯体や反応触媒、反応プロセ
スや生成分子のデザイン、エネルギー変

神戸大学大学院自然科学研究科

講師

葉 金花

科学技術振興機構さきがけ研究者

物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター
アソシエートディレクター

換、無害化の促進、計測制御技術の開
発及びリサイクルの実現を目指した廃棄物
の資源化などに関する研究を含みます。

廃熱から電気を作る環境にやさしいセラ
ミックス

微生物によるリン酸ポリマー蓄積機構の
解明と利用

寺崎 一郎

黒田 章夫

早稲田大学理工学部

教授

広島大学大学院先端物質科学研究科

ポリウレタン分解酵素の修飾と機能改
変

中島(神戸) 敏明
筑波大学応用生物化学系

九州大学大学院工学研究院

教授

層状ニオブ・チタン酸塩の層間修飾と
光活性を利用する機能化

無公害な電気－力－光の多元エネルギ
ー変換素子

中戸 晃之

徐 超男

光と相互作用するエネルギー変換高分
子系の構築

核酸シャペロン機能を持つ高分子設計
とDNA解析への展開

中野 環

丸山 厚

C1資源を活用する不斉触媒反応

電子・分子・イオンの流れを制御する
金属ナノ構造

野崎 京子

村越 敬

東京農工大学大学院生物システム応用科学研究科
助教授

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科
助教授

東京大学大学院工学系研究科

教授

産業技術総合研究所九州センター 主任研究員

九州大学先導物質化学研究所

北海道大学大学院理学研究科

教授

教授

蛋白質フラスコを用いた高効率酵素型
触媒

環境調和型ハイブリッド光エネルギー変
換材料

林 高史

伊原 学

九州大学大学院工学研究科
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助教授

非水系でのナノ集合体と生体分子の融
合による機能変換と制御

後藤 雅宏

講師

助教授

バンド構造制御による水素製造用高効
率光触媒

東京工業大学炭素循環エネルギー研究センター 助
教授

組織化と機能
1999-2004

動的高分子ナノ組織体による生体高分
子の認識・応答・機能制御

強磁場を用いた超微細組織化による耐
熱合金の強靭化

筋肉タンパク自己組織化ゲルによるソフ
トナノマシンの創製

秋吉 一成

木村 好里

龔 剣萍

東京医科歯科大学生体材料工学研究所

国武

豊喜

北九州産業学術推進
機構 理事長

研究領域の概要
ナノメーターサイズの極微単位が組織化
され、単純な構造から複雑な組織体へと転

助手

北海道大学大学院理学研究科

助教授

核酸・多糖複合体における分子認識メ
カニズムと遺伝子工学への応用

ナノ力学理論の開発と力学的制御によ
る表面機能発現

犬飼 潤治

櫻井 和朗

佐々木 成朗

助手

北九州市立大学国際環境工学部

教授

成蹊大学工学部物理情報工学科

助教授

ナノ電極／有機分子組織体による次世
代電子素子の創出

金属ナノ粒子超格子の創製とナノ電子
デバイスへの応用

バイオインターフェイスにおいて組織化
された水分子の機能

小川 琢治

寺西 利治

田中 賢

愛媛大学理学部

研究総括

東京工業大学大学院総合理工学研究科

個々の原子・分子追跡と2次元組織化
膜成長ダイナミクス
東北大学大学院工学研究科

戦略目標

教授

助教授

北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科
教授

助

北海道大学創成科学研究機構

助教授

細胞情報と化学情報を相互変換する分
子の創製と機能

DNA二重らせんを電子機能・構造単位
とする単一分子素子

脂質－膜タンパク質ドメインの制御によ
るナノプラントの構築

片山 佳樹

中野 幸二

出羽 毅久

九州大学大学院工学研究院

助教授

九州大学大学院工学研究院

助教授

名古屋工業大学応用化学科

講師

電極表面上での分子集合組織変化－
動的機構の解明と機能発現－

生体膜で働くプロトン駆動のナノマシン

自己組織化単分子膜を用いたDNAセン
サーの構築

相樂 隆正

野地 博行

中村 史夫

長崎大学大学院生産科学研究科

助教授

東京大学生産技術研究所

助教授

東レ（株）先端研究所

研究員

換する過程においては、ミクロからマクロに
至るいずれのサイズでも、組織構造を保つ
境界として界面が重要となります。このよう
な観点に基づき、組織化と界面がもたらす
機能について研究するものです。例えば、

蛋白質の折れ畳み過程の実時間測定と
その応用

タンパク質 表 面 構 造を対 象とする認
識・変換素子の創製

氷内部および界面に存在する気体分子
の拡散と組織化

髙橋 聡

浜地 格

深澤 倫子

京都大学大学院工学研究科

助手

九州大学先導物質化学研究所

教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

分子膜の関与するさまざまな働き、単一構
造の観察と機能化、組織化の基礎として
分 子 認 識 、構 造のヒエラルキー、 組 織
化・構造のダイナミクス、ナノ構造体（材
料）組織や機能、及びこれらの応用研究
を含みます。

金属原子による低次元微細構造の形成
と発現する物性の制御

クーロンブロッケードによる階段状変位
電流の測定とその応用

無電解めっきのサイズ依存性とナノ光デ
バイスへの応用

南任 真史

真島 豊

物部 秀二

理化学研究所中央研究部

研究員

東京工業大学大学院理工学研究科

助教授

ミクロ安定化半導体スーパーヘテロ界
面の高度光機能化

遷移金属酸化物の動的構造の実時間
測定

深津 晋

森 茂生

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

大阪府立大学総合科学部物質科学科

複数のサブユニットから成るテーラーメイ
ド人工酵素の創製

古田 弘幸

森井 孝

助教授

京都大学エネルギー理工学研究所

講師

コヒーレンス場におけるデンドリマー組織
体のマクロな光電子機能

分子ピラミッドによる機能性ナノ組織体
の創出

横山 士吉

青井 啓悟

分子的に精密設計した色素集合体の二
次元配列と光学的応用

両親媒性ディスク状化合物の自己組織
化とナノデバイスへの応用

Karthaus Olaf

木村 睦

通信総合研究所関西先端研究センター 主任研究
官

千歳科学技術大学光科学部・物質光科学科
授

助教

名古屋大学大学院生命農学研究科

信州大学繊維学部

助教授

助教授

液晶秩序のナノ組織化による高速電気
光学効果の発現

スフィンゴ脂質の自己組織化と細胞機
能

菊池 裕嗣

清川 悦子

九州大学大学院工学研究院

助教授

副

助教授

N-混乱ポルフィリンを基盤とする回転リ
レー式輸送素子の創成と組織化
京都大学大学院理学系研究科

神奈川科学技術アカデミー光科学重点研究室
研究室長

科学技術振興機構さきがけ研究者
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情報と知
1997-2003

グラフによる細胞内メカニズムの記述と
推論

模倣学習によるマルチエージェントシステ
ムの構成

選択的聴取を行動的に測定する装置の
開発

有田 正規

野田 五十樹

高橋 雅治

モーバイルオブジェクト・コンピューティ
ング

プログラミング言語としての自然言語～
推理システムと人間の思考～

ドメイン指向のソフトウェア開発環境

加藤 和彦

戸次 大介

千葉 滋

自然言語による知識の表現と利用

ヴァーチャルアクターのための動画像処
理と動作生成

次世代応用指向データモデルの開発

黒橋 禎夫

星野 准一

遠山 元道

東京大学大学院新領域創成科学研究科

筑波大学電子・情報工学系

戦略目標

助教授

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

東京大学大学院情報理工学系研究科

研究総括

安西 祐一郎
日本学術振興会
事長

理

研究領域の概要
情報の面から人間の知的活動をサポート
する新しい情報処理システムの構築を目指

産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センター
主任研究官

助教授

筑波大学機機能工学系

旭川医科大学医学部

教授

東京工業大学大学院情報理工学研究科

講師

慶應義塾大学理工学部

講師

専任講師

利用目的に応じた情報の組織化と自動
編集

情報理論的に安全な秘密鍵共有法

主辞駆動句構造文法を用いた言語獲
得モデル

佐藤 理史

水木 敬明

鳥澤 健太郎

分散実時間システムにおける時間概念
の抽象化および形式化

開かれた環境における実行時プログラム
変換

人物行動を伝えるための知的映像撮影
と編集

田辺 誠

浅井 健一

中村 裕一

京都大学大学院情報学研究科

京都高度技術研究所

助教授

東北大学情報シナジーセンター 助教授

研究員

東京大学大学院理学系研究科

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
教授

助手

筑波大学機能工学系

助

助教授

し、ソフトウェアを中心とした基盤的情報科
学と先端的情報技術の研究を行います。
例えば、分散処理、ネットワーク、アー
キテクチャ、知的情報処理、マルチメディ
ア、ヒューマンインタフェース、脳型コンピュ

リアルタイム音楽情景記述システムの構
築

EMアルゴリズムの数理的研究及びその
工学的応用

Visibility Programming の研究

後藤 真孝

池田 思朗

原田 康徳

産業技術総合研究所情報処理研究部門

研究員

九州工業大学大院生命体工学研究科

助教授

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

主任研究員

ーティング、計算モデル、アルゴリズムなど
に関する基礎研究、あるいは様々な分野へ
の応用などの研究を含みます。

創造的な情報デザインの協調的支援技
術に関する研究

プログラミング言語処理系の部品化

新しい舞踊の創造のために脳で採択さ
れる評価関数の検討

中小路 久美代

一杉 裕志

星野 聖

（株）ＳＲＡソフトウエア工学研究所

主席補

主任研究員

琉球大学工学部

助教授

共有仮想空間におけるリアルタイム3次
元通信

聴覚障害・言語障害を持つ読者のため
のテキスト簡単化技術に関する研究

超広域高性能計算環境の基礎的研究

斎藤 英雄

乾 健太郎

松岡 聡

慶應義塾大学理工学部

助教授

九州工業大学情報工学部

助教授

東京工業大学学術国際情報センター 教授

並列分散制御用実時間アーキテクチャ
の研究

知の個人空間における履歴情報、蓄
積・管理・検索に関する研究

エキスパートの情報処理モデルの構築

山崎 信行

川嶋 稔夫

松原 仁

慶應義塾大学理工学部

専任講師

公立はこだて未来大学システム情報科学部

教授

公立はこだて未来大学システム情報科学部

教授

感性の開拓のための方法論構築～デザ
インのパーソナル化に向けて～

ユーザの視点を取りいれた 学習ソフト
デザインの研究

自律最適化を支援する資源割り当て方
式の研究

諏訪 正樹

楠 房子

松本 尚

中京大学情報科学部

助教授

多摩美術大学美術学部

助教授

東京大学大学院理学系研究科

助手

文字列データ圧縮に基づく高速知識発
見システムの構築

位相空間データベースの時空間データへ
の応用

近未来の並列処理に適した実装用言語

竹田 正幸

黒木 進

八杉 昌宏

九州大学大学院システム情報科学研究院

助教授

広島市立大学情報科学部

助教授

京都大学大学院情報学研究科

講師

音楽における創造活動を触発支援する
システム

化学反応のニューラルモデル化による定
量的反応予測の実現

WWW上を仮説探索する推論システム
の構築

西本 一志

佐藤 寛子

山本 章博

北陸先端科学技術大学院大学知識科学教育研究セ
ンター 助教授
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産業技術総合研究所情報処理部門

情報・システム研究機構国立情報学研究所
授

助教

北海道大学大学院工学研究科

助教授

最適パターン発見に基づく高速テキスト
データマイニング

有村 博紀

九州大学大学院システム情報科学研究院

助教授

学習・生成・予測に基づく能動的な視
覚認知の神経計算様式

安藤 広志

（株）国際電気通信基礎技術研究所

主任研究員

知覚情報基盤における実世界情報の獲
得と表現

石黒 浩

和歌山大学システム工学部

教授

人工社会・経済モデルによる意思決定
支援システムの構築

和泉 潔

産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センター
研究員

広域分散環境のためのセキュアなオペレ
ーティングシステム

河野 健二

電気通信大学電気通信学部

助手

自律的通信パケットによる動的ネットワ
ーク

佐藤 一郎

情報・システム研究機構国立情報学研究所
授

助教

ヒトの発達過程における身体性とモジュ
ール性

多賀 厳太郎

東京大学大学院教育学研究科

講師

プログラムの性能を理論的に考慮したコ
ンパイラの検証と構築

南出 靖彦

筑波大学電子・情報工学系

講師
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形とはたらき
1997-2002

色受容ユニットの配列パターンと視覚機
能

野生マウスの体内回路網形態と行動

篩管を通じたmRNAや蛋白質の長距離
移行

蟻川 謙太郎

小出 剛

藤原 徹

横浜市立大学理学部

教授

国立遺伝学研究所

丸山

工作

大学入試センター 元
理事長

研究領域の概要
生 物 、 無 生 物などに見られる多 様な
「形」とその意義、できかた、相互作用、

助手

線虫の化学走性行動の分子遺伝学:神
経回路の形とはたらき

細胞内情報伝達機構の1分子イメージン
グ

上島 励

古賀 誠人

船津 高志

講師

九州大学大学院理学研究科

助手

早稲田大学理工学部

助教授

絶滅した生物の生態をコンピューターを
用いて再現する

細胞内小器官ゴルジ体はなぜ特徴的な
層板構造をとるのか

微小脳の高次中枢のモジュール構造と
情報表現

宇佐見 義之

近藤 久雄

水波 誠

Moleculicsを実現する空間の形状制御

タンパク質多層集積構造によってバイオ
技術を飛躍させる研究

生体高分子の自己組織化と分子進化

大久保 達也

斎藤 恭一

三原 久和

神奈川大学工学部

研究総括

東京大学大学院農学生命科学研究科

軟体動物の特異な遺伝現象に関する基
礎的研究
東京大学大学院理学系研究科

戦略目標

助手

助手

東京大学大学院工学系研究科

科学技術振興機構さきがけ研究者

助教授

千葉大学工学部

東北大学大学院生命科学研究科

助教授

助教授

東京工業大学大学院生命理工学研究科

機能集積型高次構造を有する人工レセ
プター

心臓が大きく強くなるしくみの研究

動的らせん分子の創製と応用

久保 由治

阪本 英二

八島 栄次

埼玉大学工学部

助教授

国立循環器病センター研究所

室長

名古屋大学大学院工学研究科

助教授

教授

系の形成、環境への適応などの「はたら
き」を研究するものです。
例えば、
「形」を利用した分子認識、分
子集合体の構築、それら集合体による高
次構造の形成、できあがった高次構造の

骨形成過程に関わる遺伝子群の解明

低分子化合物による蛋白質の形とはた
らきの制御

脊椎動物の脳の細胞系譜の解析

小守 壽文

袖岡 幹子

弓場 俊輔

大阪大学大学院医学系研究科

助手

東北大学多元物質化学研究所

教授

大阪大学細胞生体工学センター 助手

機能、高次構造の究極な「形」である生
命、動植物でみられる寄生、共生、擬態
などによる系の形成、環境への適応に関す
る研究などを含みます。

形の作り直しー再生現象の分子生物学
的解析ー

2つのT-box遺伝子産物As-TとAs-T2
の形とはたらき

巻貝の左右性とはたらき

西川 慶子

高橋 弘樹

浅見 崇比呂

広島大学理学部

客員助教授

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

信州大学理学部

助教授

アサガオ（Ipomoea nil）のモデル植
物化に関する研究

横紋筋収縮調節タンパク質複合体の構
造解析

脳のセグメント構造に見られるパラレル
プロセッシング

仁田坂 英二

武田 壮一

小田 洋一

微小管を介した情報伝達の一分子イメ
ージング

クロロフィル分子集合体の超分子構造
形成と機能発現

1分子の3次元像再構成法に基づく分子
モータ作動機構の探索

武藤 悦子

民秋 均

片山 栄作

ランダム配列からの機能性蛋白質の創
出

葉とシュートの分化に関する分子生物学
的解析

プラナリアにおける生殖戦略転換機構

四方 哲也

塚谷 裕一

小林 一也

九州大学大学院理学研究科

助手

理化学研究所

科学技術振興機構さきがけ研究者

大阪大学大学院工学研究科

研究員

立命館大学理工学部

助教授

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

東京大学医科学研究所

助教授

助教授

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

磁性フォトニック・クリスタルの構造と機
能に関する基礎的研究

花の形を作る遺伝子系の起源と進化

人工触媒で水が付加する反応の位置や
立体を制御する

井上 光輝

長谷部 光泰

徳永 信

豊橋技術科学大学電気・電子工学系

助教授

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

教授

北海道大学触媒化学研究センター 助教授

低分子アンサ型化合物の化学的情報
伝達機能

脳細胞の活動と形態変化の高速高分
解能計測

相同組換え時にDNAを回転させる蛋白
質RecA

鹿又 宣弘

藤崎 久雄

西中 太郎

明治大学理工学部
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助手

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

頭部の形成に関わる分子機構

橋本 主税

ＪＴ生命誌研究館

主任研究員

共生藻を利用した原生動物の生存戦略
の多様化

細谷 浩史

広島大学大学院理学研究科

教授

169

状態と変革
1997-2002

有機・無機複合ナノコンポジットの動的
な磁気的性質

同位体制御による半導体物性デザイン

2次元液晶性水面上単分子膜の光誘起
非平衡ダイナミック

阿波賀 邦夫

伊藤 公平

多辺 由佳

東京大学大学院総合文化研究科

国府田 隆夫
東京大学
授

名誉教

研究領域の概要
物質の構造秩序が急激に変革する現象
（広義の相移転）、すなわち多様な可能性

専任講師

産業技術総合研究所

主任研究員

光によって生成する遷移金属錯体の新
しい電子相

レーザーで創るタンパク質のマクロな形
態・ミクロな構造

小川 哲生

岡本 博

坪井 泰之

教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科

分子配列の精密制御による分子性伝導
体の研究

木星の海を地球に創る

鹿野田 一司

奧地 拓生

東京大学大学院工学系研究科

研究総括

慶應義塾大学理工学部

電子・格子・光子結合系での非平衡
相転移の研究
大阪大学大学院理学研究科

戦略目標

助教授

教授

助教授

京都工芸繊維大学繊維学部

助手

名古屋大学大学院理学研究科

磁束の量子化過渡現象と新規物性の
解明

斗内 政吉

助手

大阪大学超伝導フォトニクス研究センター 教授

分子内プロトン移動過程における分子
振動の選択的励起の効果

発光性金属錯体による構造秩序識別シ
ステムの構築

基底状態の質的変化としての量子相転
移

柴田 穣

加藤 昌子

初貝 安弘

（財）レーザー技術総合研究所

研究員

奈良女子大学大学院人間文化研究科

助教授

東京大学大学院工学系研究科

助教授

レーザー励起分子場による有機磁性体
のスピン整列制御

不均一磁場を用いたクラスター質量分
析装置の開発

金属ナノ細線の集積自己形成

手木 芳男

河合 明雄

村越 敬

大阪市立大学大学院理学研究科

助教授

東京工業大学大学院理工学研究科

助手

大阪大学大学院基礎工学研究科

助教授

を秘めた安定秩序状態がどのように他の状
態に変革するか、そのダイナミクスと機構を
研究するものです。
例えば、分子、クラスター、液体、固体
物質を研究対象とし、構造秩序変化の理

強相関電子系による熱電変換材料の設
計と合成

偏光双安定面発光半導体レーザ

超低温・超高圧下の固体水素の分光
学的研究

寺崎 一郎

河口 仁司

百瀬 孝昌

早稲田大学理工学部

助教授

山形大学工学部

教授

京都大学大学院理学研究科

助教授

論的・計算科学的研究、非線光学など新
手法による実験的研究、光誘起構造変
化、スピン秩序変化など新規な物性を示す
物質の創製研究を含みます。

III－V族磁性半導体超構造の光誘起磁
性

液相微小空間における単一クラスター
計測と反応ダイナミクス

スピン－軌道偏極固体材料の創製と物
性制御

宗片 比呂夫

北森 武彦

朝光 敦

東京工業大学大学院理工学研究科

教授

教授

有機金属系電荷移動錯体における電子
相・物質相転換

点接触境界のダイナミクスの原子直視
観察

持田 智行

木塚 徳志

東邦大学理学部

講師

名古屋大学難処理人工物研究センター 講師

東京大学大学院低温センター 助教授

ナノ構造金属薄膜における光励起ダイ
ナミクス

小川 晋

（株）日立製作所基礎研究所

主任研究員

二重交換強磁性体における光励起磁性
制御

スピン－電荷－軌道結合系における電
子物性の磁場制御

赤外磁気光学イメージングによる局所電
子構造

守友 浩

桑原 英樹

木村 真一

多様な電子相と相転移を有する低次元
無機・有機ハイブリッド化合物

半導体中非平衡電子系のテラヘルツ・
ダイナミクス

分子層制御溶液成長による有機導体超
格子の作成と物性

河野 淳一郎

島田 敏宏

動的イオン場を介した電子物性制御

高速分光法による交換相互作用発現の
直接観測

超高速画像観測法による化学反応の可
視化

芥川 智行

小堀 康博

鈴木 俊法

名古屋大学理工科学総合研究センター 助教授

山下 正廣

東京都立大学大学院理学研究科

北海道大学電子科学研究所

教授

助手

上智大学理工学部

ライス大学

助教授

岡崎国立共同研究機構分子科学研究所

助教授

東北大学反応化学研究所

東京大学大学院理学系研究科

助手

助教授

助教授

岡崎国立共同研究機構分子科学研究所

助教授

機能性分子自己組織化膜の相分離お
よびその局所的物性

遷移元素を含むIV族クラスタ固体にお
ける状態転移とその応用

量子常誘電相の解明と光誘起強誘電
相転移

石田 敬雄

谷垣 勝己

田中 耕一郎

産業技術総合研究所
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東京大学大学院工学系研究科

研究員

大阪市立大学大学院理学研究科

教授

京都大学大学院理学研究科

助教授

強磁性と超伝導の共存と自己誘起磁束
格子の探索

古川 はづき

お茶の水女子大学理学部

助教授

スピントポロジーに基づく環境応答型機
能の開発

松下 未知雄

東京大学大学院総合文化研究科

助手
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素過程と連携
1997-2002

神経突起のパターン形成におけるシグナ
リング機構

相同組換えにおけるホリデー中間体プロ
セッシングの機構

血液型糖鎖を通じて知る生命の素過程

上村 匡

岩崎 博史

野村 一也

京都大学ウイルス研究所

教授

横浜市大学大学院総合理学研究科

大嶋

大阪大学
授

泰治

名誉教

研究領域の概要
生命の営みにおける個々の細胞内要素
の素過程と、複数の素過程の連携によるさ

助教授

蛋白質／蛋白質相互作用による物質輸
送機能発現の機構

胚中心における新規なB細胞選択機構
の解明

大矢 禎一

金井 好克

疋田 正喜

教授

杏林大学医学部

教授

岡山大学工学部

講師

線虫の発生におけるプログラム細胞死
の制御機構

ミヤコグサで開く根粒共生系の分子遺伝
学

酵母の形態形成と細胞増殖との連携制
御機構

杉本 亜砂子

川口 正代司

平田 大

東京大学大学院理学系研究科

研究総括

九州大学大学院理学研究院

細胞の形態形成を決定する分子機構の
研究
東京大学大学院新領域創成科学研究科

戦略目標

助教授

助手

東京大学大学院総合文化研究科

助手

広島大学大学院先端物質科学研究科

助教授

脊椎動物の新しい神経系形態形成遺
伝子の同定

体軸形成におけるWntシグナル伝達経
路とAxinの役割

神経軸索の伸長経路を決める道標細胞
の発現分子の検索

清木 誠

岸田 昭世

平田 たつみ

科学技術振興機構さきがけ研究者

広島大学医学部

組織修復と器官形成を制御する新しい
細胞内分子機構

講師

国立遺伝学研究所脳機能研究部門

「味」と「香り」を認識する分子機構

助教授

染色体DNA複製の再開始抑制機構の
解明

高橋 克仁

倉橋 隆

Tリンパ球の分化と選択を決定づける細
胞内信号

神経細胞の生存シグナル伝達機構の解
析

分子遺伝学と逆遺伝学による線虫の神
経発生の解析

高浜 洋介

後藤 由季子

三谷 昌平

mRNAを運ぶしくみ:制御ネットワークと
核の動的機能構造

X線1分子計測による細胞膜動的機能
解析

光を求めて動く葉緑体の運動機構の解
明

谷 時雄

佐々木 裕次

加川 貴俊

細胞はどのようにして非対称に分裂する
か?

電気魚が解き明かす超短時間感覚のメ
カニズム

大阪府立成人病センター研究所 主任研究員／大
阪大学大学院薬学研究科 助教授

大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

水島 徹

岡山大学薬学部

助教授

まざまな形質表現のダイナミックな様相を包
括的に研究するものです。
例えば、刺激の認識と信号伝達、DNA
結合タンパク質の活性調節と転写因子の
活性化などの素過程からなる遺伝子転写制

徳島大学ゲノム機能研究センター 教授

東京大学分子細胞生物学研究所

助教授

東京女子医科大学医学部

助教授

御系、また細胞周期、成熟分裂への移
行、物質輸送、修復と再生から器官分化
と形態形成に関する研究などを含みます。

九州大学大学院理学研究院

助教授

高輝度光科学研究センター 副主幹研究員

試験管内反応系を用いた分裂酵母複
製開始制御機構の解析

升方 久夫

大阪大学大学院理学研究科

澤 斉

教授

川崎 雅司

理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
チームリーダー

バージニア大学生物学部

ウナギが解き明かす精子形成の謎

植物における異性の認識と有性生殖成
立の機構

中枢神経細胞が層構造を形成するメカ
ニズム

三浦 猛

関本 弘之

仲嶋 一範

北海道大学大学院水産科学研究科

助教授

東京大学大学院総合文化研究科

助手

慶應義塾大学医学部

准教授

教授

脊髄ニューロンにおける痛み信号の処
理機構

体細胞から個体発生におけるゲノム再
プログラム化機構

多元的遺伝情報発現系の分子モーター
複合体による協調化機構の解明

籾山 明子

多田 政子

中島 利博

DNA複製開始からDNA鎖伸長過程へ
の移行機構

転写制御の基本的枠組みを探る:モデル
制御系の構築とその定量的解析

シグナル伝達の時空間動態を光で制御
して光で解析する

荒木 弘之

田中 正史

古田 寿昭

DNAはいかにして分配されていくのか?

オ－トファジ－の分子機構と生理的役
割

仁木 宏典

水島 昇

岡崎国立共同研究機構生理学研究所

助手

国立遺伝学研究所微生物遺伝研究部門

科学技術振興機構さきがけ研究者

教授

細胞系譜の観察によるショウジョウバエ
の脳神経回路モジュール構造の解析

伊藤 啓

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所
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科学技術振興機構さきがけ研究者

助手

科学技術振興機構さきがけ研究者

国立遺伝学研究所
ンター長

助教授／放射線アイソトープセ

聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター 助教
授

東邦大学理学部

助教授

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

助手

タンパク質分解ユビキチンシステムと細
胞機能の連携制御機構

山野 博之

科学技術振興機構さきがけ研究者

生殖細胞の染色体分配の仕掛け

渡邊 嘉典

東京大学大学院理学系研究科

助教授
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遺伝と変化
1994-1999

哺乳類神経分化の機構を探る

膜結合型細胞増殖因子によるジャクス
タクライン

神経分化を始めさせるスイッチ分子群

石橋 誠

岩本 亮

笹井 芳樹

京都大学大学院医学研究科

助手

久留米大学分子生命科学研究所

白血病原因遺伝子としてのhomeobox
遺伝子

江口 直美

梅津 桂子

中村 卓郎

免疫系の多様性を産み出す分子基盤

細胞の移動方向を制御する遺伝子

後飯塚 僚

西脇 清二

助手

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 助手

熊谷 善博

住友電気工業（株）バイオメディカル研究部
研究員

豊島 久真男
理化学研究所
究顧問

研

研究領域の概要
種や個体の同一性を維持する「遺伝」
の機能と、細胞、組織、器官、個体ある

教授

染色体再編の分子メカニズムを探る

抗体を利用したHIVワクチンの設計

研究総括

京都大学再生医科学研究所

輸送蛋白質から進化したPGD合成酵素

京都大学大学院医学研究科

戦略目標

助手

主席

東京理科大学生命科学研究所

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

日本電気（株）基礎研究所

主任研究員

発生工学を使うとウズラにハトを生ませ
られるか?

細胞はどのようにして動くか?

筋ジストロフィーをおこす分子メカニズム

桑名 貴

佐邊 壽孝

野口 悟

マイクロ遺伝子重合による遺伝子の創
出

HIVリセプターを発現するトランスジェニ
ックマウス

新しい転写調節因子ファミリーと細胞分
化

芝 清隆

澤田 新一郎

細谷 俊彦

TAK1はXenopus初期発生の背腹軸に
関与する

過去の体験に基づく好き嫌いの決定機
構

澁谷 浩司

森 郁恵

環境庁国立水俣病総合研究センター 室長

（財）癌研究会癌研究所

主任研究員

大阪バイオサイエンス研究所

研究部長

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

国立遺伝学研究所

助手

いは種における形態や生理的機能の多様
性を生み出す「変化」の機能に着目する
悪性細胞を除去する免疫活性化遺伝情
ものです。具体的には、遺伝子の複製、 報
細胞の増殖、組織や器官の再生、個体の 瀬谷 司
生殖などに代表される複製に関する研究、

大阪府立成人病センター研究所

総括研究員

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所

助教授

名古屋大学大学院理学研究科

助教授

及び、突然変異、ウイルスの迅速な自発
的変化機構、発がんに代表される脱分化、
免疫応答、遺伝子の選択的発現機構、 転写因子による細胞癌化の制御
細胞の組織や器官への分化などに代表さ
れる変化に関する研究を含みます。

Lamphier Marc S.
科学技術振興機構さきがけ研究者

脳の神経幹細胞を可視化して機能を探
る

濱田 文彦

山口 正洋

大阪大学微生物病研究所

助手

染色体分離装置の作られる仕組みを探
る

トランスジェニックゼブラフィッシュによる
神経回路網の可視化

升田 裕久

東島 眞一

理化学研究所遺伝生化学研究室

研究員

科学技術振興機構さきがけ研究者

空間認知に関わる情報伝達分子

臓器再生をめざすバイオ材料

水野 健作

伊藤 嘉浩

九州大学理学部

助教授

徳島大学工学部

教授

神経選択的サイレンサー

細胞接着のダイナミクス

森 望

黒田 真也

新しい遺伝子探索システムの開発とそ
の応用

眼組織再構築へのアプローチ

相垣 敏郎

小阪 美津子

国立長寿医療研究センター 分子遺伝学研究部長

東京都立大学大学院理学研究科

助教授

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究
科 助手

科学技術振興機構さきがけ研究者

父親、母親に由来するゲノムの機能的
差異

動物の体に発生する化学反応の波

石野 史敏

近藤 滋

東京工業大学遺伝子実験施設
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Wnt／Winglessシグナル伝達経路の新
たなコンポーネントの同定

助教授

徳島大学総合科学部

教授

東京大学大学院医学系研究科

助手

知と構成
1994-1999

脳は眼に何を語るか?:向網膜系の働き

やわらかい脳のための堅い分子的基盤:
チャネル分子の動態を可視化する

昆虫の微小な脳にひそむ知を探る

内山 博之

岡村 康司

神崎 亮平

鹿児島大学工学部

助教授

工業技術院生命工学工業技術研究所

鈴木

良次

金沢工業大学研究支
援機構 特任教授・
顧問

研究領域の概要
知覚、認識、学習、判断などの高度で
柔軟な働きである「知」に着目し、その発

講師

運動が上達するとは

大森 隆司

片山 正純

知の起源:脳細胞のひとつの知

忘れる・・・その大切さ～脳の数理モ
デルの幾何学的研究～

ミツバチ類の仲間意識～個体間のコミュ
ニケーションと社会性～

加藤 伸郎

金道 敏樹

笹川 浩美

京都大学医学部

研究総括

筑波大学生物科学系

脳に新しいモデル:思考する記憶機械の
PATON
東京農工大学大学院生物システム応用科学研究科
教授

戦略目標

主任研究官

助手

豊橋技術科学大学情報工学系

遺伝子をツールとして脳のはたらきを知
る

小島 正己

講師

松下技研（株）ヒューマンインタフェース研究所
任技師

科学技術振興機構さきがけ研究者

主

科学技術振興機構さきがけ研究者

小脳の複雑スパイク～たった一発の信
号で伝える運動の誤差～

鳥の知を探る:歌を認識するニューロンと
遺伝子

脳内での細胞間の協調による高次脳機能発現
～ミクログロリアによる記憶・学習の制御～

北澤 茂

坂口 博信

澤田 誠

工業技術院電子技術総合研究所

研究員

獨協医科大学医学部

講師

藤田保健衛生大学総合医科学研究所

脳神経細胞のつながる仕組み

記憶を活かすための神経細胞ネットワー
ク

見えないものを見る仕組み

辰巳 仁史

櫻井 芳雄

杉田 陽一

名古屋大学医学部

助手

京都大学霊長類研究所

助教授

工業技術院生命工学工業技術研究所

助教授

室長

現のメカニズム（構成）を神経科学、認
知科学、数理科学など様々な視点から探
求するものです。例えば、神経細胞、脳
神経系さらには行動そのものを対象とし、
「知」の発現につながる物質、構造、論
理などの実証的あるいは理論的研究を含み

光を使って情報の内部表現をイメージングする
～大脳皮質のカラム構造と視覚情報処理～

多義性のある非線形逆問題を解く学習
ネットワーク

ワーキングメモリから考える仕組みを探る

谷藤 学

志沢 雅彦

船橋 新太郎

神経活動からクオリアの多様体を構築
する

“ものを見分ける”ために必要な遺伝的プ
ログラムの解析

手続き的知識としての問題解決とその
脳内機構～サルとヒトの知を探る～

田森 佳秀

中越 英樹

虫明 元

本能行動の切り換えを調節する神経ホ
ルモン

認知発達をシミュレートする:乳児はどう
空間を認知するのか

長尾 隆司

開 一夫

理化学研究所脳科学総合研究センター チームリー
ダー

科学技術振興機構さきがけ研究者

京都大学総合人間学部

教授

ます。

科学技術振興機構さきがけ研究者

金沢工業大学人間情報システム研究所

科学技術振興機構さきがけ研究者

助教授

工業技術院電子技術総合研究所

東北大学大学院医学研究科

主任研究官

空間内の立体を見る脳～後頭葉から頭
頂葉への情報の流れ～

無配線コンピュータを創る

中村 浩幸

青木 孝文

耳でなく脳で音楽を楽しむ仕組み

脳内のガス状伝達物質を見る～運動上
達の仕組みを見る～

力丸 裕

岡田 大助

科学技術振興機構さきがけ研究者

同志社大学工学部

教授

時間情報は脳でどのように表現されるの
か?

田中(安島) 綾子

科学技術振興機構さきがけ研究者

東北大学大学院情報科学研究科

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

小鳥の歌から言語の起源へ～生成文法
を表現する脳の仕組みと進化～

岡ノ谷 一夫
千葉大学文学部

助教授

“心の内”を計測する

ひとつの細胞がみせる「かたちの記憶」

入來 篤史

小畑 秀一

東邦大学医学部

助教授

助教授

名古屋大学医学部

助手
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場と反応
1994-1999

DNAで分子エレクトロニクス素子をつく
る

輝くミクロな球でナノ空間を観る

非磁性酸化物結晶の磁場整列能率をさ
ぐる

居城 邦治

笹木 敬司

植田 千秋

北海道大学電子科学研究所

講師

北海道大学電子科学研究所

吉森

大阪大学
授

昭夫

名誉教

研究領域の概要
この研究領域は、分子や原子をとりまく
物 質 的 、エネルギー的な環 境としての

助教授

電子を運ぶ人工のペプチドや蛋白質を
創る

光励起によるナノ・スケール超音波表
面振動のマッピング

井上 公

篠原 寛明

Wright Oliver B.

研究官

岡山大学工学部

助教授

北海道大学大学院工学研究科

教授

ペプチドでTリンパ球の特異性をさぐる

走査型トンネル顕微鏡でスピンを観る

フェムトの時間域で電子を操作する

宇高 恵子

末岡 和久

小森 和弘

京都大学大学院理学研究科

研究総括

大阪大学大学院理学研究科

モット転移の近傍の異常な金属状態

工業技術院電子技術総合研究所

戦略目標

教授

助手

北海道大学大学院工学研究科

助教授

タンパク質を利用する受光素子

量子計算の実現に向けて

小山 行一

竹内 繁樹

富士写真フィルム（株）足柄研究所

主任研究員

工業技術院電子技術総合研究所

主任研究官

三菱電機（株）先端技術総合研究所

ダイヤモンドを光でつくる

研究員

高桑 雄二

東北大学科学計測研究所

助教授

光や電子を自在に操るナノ構造分子シ
ステム

エピタキシャル成長による半導体と磁性
体の一体化

偏光で機能する高分子を偏光分光法で
観る

瀬川 浩司

田中 雅明

田和 圭子

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

東京大学大学院工学系研究科

助教授

工業技術院大阪工業技術研究所

研究員

「場」と原子や分子の相互作用およびそれ
に伴う物質の生成・変化の過程（反応）
との関係に着目するものです。すなわち、
反応の各過程におけるエネルギー状態、ス
ピン状態、あるいは物質の相の変化などが

酸素をつくるタンパク質の3D構造を観る

簡単な分子で触媒や素子をつくる

蛋白質と水の界面構造を観る

中里 勝芳

田中 康隆

中迫 雅由

固体表面の反応を光と磁場で追う

表面を動きまわる電子

光の倍音で見る世界

福谷 克之

長谷川 幸雄

水谷 五郎

理化学研究所

協力研究員

静岡大学工学部

助教授

東京大学分子細胞生物学研究所

講師

場からどのような影響を受けているのか、さ
らには、その影響が、物質の生成・変化
の過程での選択性、活性化、応答性、構
造の秩序化や安定性などにどのように寄与
をしているかを探求するものです。具体的に
は、物理的、化学的な場、生体の場など

東京大学生産技術研究所

助教授

東北大学金属材料研究所

助教授

北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科
教授

における原子や分子の挙動、状態変化、
相互作用の解明、さらには場を用いた反応
の時空間的制御および物質選択性の検
討、機能的な場の設計および創出などの
研究を含みます。

老化とD－アミノ酸－白内障の根絶へ
向けて－

金属表面と分子との化学結合を観る

藤井 紀子

宗像 利明

多価イオン照射で新しい固体表面をつく
る

巨大分子のナノ空間を利用する機能制
御

持地 広造

相田 卓三

科学技術振興機構さきがけ研究者

（株）日立製作所中央研究所

先任研究員

東京大学大学院工学研究科

教授

電子励起で半導体の原子移動を制御す
る

電子とエネルギーの流れで分子の姿を見
る

吉田 博

石田 昭人

大阪大学産業科学研究所

教授

大阪大学産業科学研究所

助手

無機固体表面にナノ空間を創る

ナノの光で原子を制御する

小川 誠

伊藤 治彦

早稲田大学教育学部

専任講師

東京工業大学学院総合理工学研究科

助教授

界面を光電子分光法で観る

生体分子を人工分子で認識する

小林 光

井上 将彦

大阪大学産業科学研究所
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主任研究員

理化学研究所

教授

大阪府立大学工学部

助教授

助

構造と機能物性
1991-1996

結晶表面現象に見られる魔法数

分子で描くアラベスク

石坂 彰利

大島 久純

タンパク質の電子状態の理論的合成

シリコン超微粒子の量子効果を探求す
る

今村 詮

小田 俊理

工業技術院融合研究所内アトムテクノロジー研究体
研究員

広島大学理学部

戦略目標

教授

高良

東京大学
授

和武

名誉教

研究領域の概要
この研究領域は、物質の構造と機能、
物性との関係に着目するものであり、種々

主任部員

東京工業大学量子効果エレクトロニクス研究センター
教授

高分解電子分光と極高真空

表面分子を繋ぐ力は何なのか

大島 忠平

栗原 和枝

早稲田大学理工学部

研究総括

日本電装（株）基礎研究所

教授

名古屋大学工学部

助教授

酸化膜除去とプラズマによる半導体作
成

この不思議な粒子、ミュオニウム

尾笹 一成

松下 明

理化学研究所半導体工学研究室

研究員

科学技術振興機構さきがけ研究者

ミネラルの構造と生体

中性子による物質の動的構造の研究

川田 薫

新井 正敏

（有）川田研究所

代表取締役

高エネルギー加速器研究機構

教授

の手法による物質構造の解析、構造に基
づく電子状態などの理論解析、物性発現
機構の解明および機能物性を有する物質
の創製に関する研究などを含みます。

強誘電体の不整合相の光学活性

超臨界流体を利用した化学反応の高度
化

小林 諶三

生島 豊

早稲田大学理工学部

教授

工業技術院東北工業技術研究所

分子ヒステリシス

主任研究官

サイクロトロンメーザー冷却CMC

佐野 充

名古屋大学情報文化学部

池上 栄胤

教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

表面原子間力のサブナノスケール計測

半導体と磁性体を融合する

土佐 正弘

大野 英男

科学技術庁金属材料技術研究所

主任研究官

東北大学電気通信研究所

教授

スピン偏極原子線:新しい表面プローブ

スピン・エレクトロニクス

鳥養 映子

Fasol Gerhard

山梨大学工学部

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

半導体表面の原子配列とその電気伝導

電気で制御するガス分離

長谷川 修司

瀬戸 孝俊

東京大学大学院理学系研究科

助教授

三菱油化（株）筑波総合研究所合成研究室
研究員

強誘電性高分子の機能物性

表面の電子スピンを計測する

古川 猛夫

早川 和延

東京理科大学理学部

教授

北海道大学触媒化学研究センター 教授

異常金属の合成と物性

水谷 眞

出光興産（株）中央研究所

主任

PhSR発振機構の基礎研究

主任研究員

山田 廣成

立命館大学理工学部

教授
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金超微粒子複合膜による光学的化学セ
ンシング

光で駆動する液晶

安藤 昌儀

池田 富樹

工業技術院大阪工業技術試験所

研究員

単一分子を蛍光画像で観る

石川 満

工業技術院産業技術融合領域研究所

戦略目標

本多

東京大学
授

健一

名誉教

研究領域の概要
この研究領域は、光と物質の相互作用
に基づく情報変換およびエネルギー変換に

教授

ホタルの光が創る未来

研究員

近江谷 克裕

科学技術振興機構さきがけ研究者

高性能非線形材料“設計”への新しい理
論

光で見た電極反応のリズム

石原 一

中林 誠一郎

大阪大学基礎工学部

研究総括

東京工業大学資源化学研究所

助教授

埼玉大学理学部

助教授

植物におけるフィトクロムの存在場所を
探る

分極制御が拓く光デバイス

井上 康則

皆方 誠

東京理科大学理工学部

教授

静岡大学電子工学研究所

教授

光で不斉合成に迫る

インパルス;半端な波が拡げる世界

井上 佳久

飽本 一裕

大阪大学工学部

教授

帝京大学理工学部

助教授

着目するものであり、気体から固体までの
様々な物質を研究対象として、理論的な解
析、計算機シミュレーション、化学的手法、
機器分析など様々な方法による光と物質の
相互作用機構の解明および光の関与する
反応の設計、物質創製に関する研究など

セラミックスの原子レベル制御

量子細線の物性とミクロ光学技術

川﨑 雅司

秋山 英文

二分子結晶で開けたこれからの固体光
化学

紫外光によるX線の制御を目指して

東京工業大学工業材料研究所応用セラミックス研究
所 助教授

東京大学物性研究所

助教授

を含みます。

小島 秀子

龍谷大学理工学部

池滝 慶記

助教授

オリンパス光学工業（株）諸隅研究室

光と電気に応答する分子システム

界面層の非線形性を超高速分光でみる

雜賀 哲行

玉井 尚登

ポリシランの新しい合成法

光が可能にした新しいDNA切断

ダイソー（株） デュッセルドルフ事務所長

畠中 康夫

工業技術院物質工学工業技術研究所

主任研究官

関西学院大学理学部

助教授

中谷 和彦

京都大学大学院工学研究科

助手

ポリマー中の色素凝縮体の3次元配列
制御

分子電線で金属をつないだ新物質

平賀 隆

西原 寛

工業技術院電子技術総合研究所

主任研究官

全光型の光双安定素子

東京大学大学院理学系研究科

教授

2次元電子・正孔系の極低温光物性

前田 佳伸

豊田工業大学制御情報工学科

講師

福沢 董

日本ＩＢＭ（株）東京基礎研究所

副主管研究員

多電子を運ぶ錯体と高分子合成

イオンで調べる分子振動と反応制御

山元 公寿

藤井 正明

慶應義塾大学理工学部
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主任

助教授

岡崎国立共同研究機構分子科学研究所

教授

細胞と情報
1991-1996

べん毛モーター回転機能

分子機械に個性があるか

上池 伸徳

工藤 成史

科学技術振興機構さきがけ研究者

桐蔭学園横浜大学工学部

「植物の免疫機構」の解明をめざして

川崎 信二

農林水産省農業生物資源研究所

戦略目標

主任研究官

大沢

文夫

大阪大学／名古屋大
学 名誉教授

研究領域の概要
この研究領域は、細胞を中心とした情報
の受容、伝達、処理、行動制御の機構お

リンパ球の機能をささえる細胞表面蛋白
質

小杉 厚

大阪大学医学部

助教授

免疫系による自己と非自己の認識につ
いて

細胞はいかにして物質を取り込む

坂口 志文

佐藤 智

脂質平面膜再構成系を用いたCa2+イオンポ
ンプATPaseのエネルギー変換機構の研究

サル前頭連合野の機能コラム

布垣 一幾

澤口 俊之

なぜ哺乳類にD－アミノ酸が残っている
のか?

感染を捉える分子の情報ネットワーク

橋本 篤司

岩島 牧夫

ものを見る脳のしくみ

イオンを運ぶタンパク質のしくみ

科学技術振興機構さきがけ研究者

研究総括

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

京都大学理学部

助手

北海道大学文学部

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

よび細胞における情報の自発や学習の機
構などに着目するものです。細胞内、細胞
の内外および細胞間における化学物質や
力、光、電気、熱など様々な情報を対象
とし、生物物理学的手法や生化学的手

藤田 一郎
大阪大学医学部

大友 純

教授

（株）日立製作所基礎研究所

主任研究員

法、分子生物学的手法などを用いた、情
報システム的な観点からの生物機能に関す
る研究などを含みます。

植物の形作りを支配する遺伝子を探る

明るい老後のために－白内障撲滅への
挑戦－

町田 千代子

小木曽 学

細胞増殖シグナルが広がる仕組みにつ
いて

物覚えをよくする脳の仕組み

松田 道行

関野 祐子

科学技術振興機構さきがけ研究者

国立国際医療センター研究所

部長

東京工業大学生命理工学部

群馬大学医学部

研究員

助手

器官の再生－失われた組織が元通りに
なるしくみとは?

外部情報に応答して細胞はいかにふる
まうか

松本 邦夫

千葉 智樹

大阪大学医学部

講師

科学技術振興機構さきがけ研究者

永遠の命を持った脳細胞

独立レプリコンの研究

森井 博史

中西 真人

シャーレの中で脳を創る

細胞接着の変化と発生分化

吉田 祥子

野呂 知加子

量子バイオフォトン統計の測定と解析

イオンチャネルが機能するしくみ

Ronald Q Scott

羽生 義郎

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

科学技術振興機構さきがけ研究者

大阪大学微生物病研究所

助教授

科学技術振興機構さきがけ研究者

工業技術院電子技術総合研究所

研究員
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