Ⅰ ライフサイエンス分野
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１．状況認識
（１）ライフサイエンス分野の研究開発動向、近年の変化
２１世紀は生命科学の世紀といわれており、ライフサイエンスは、人類を悩ます
病の克服や食料・環境問題の解決など、人々の生活に直結した「よりよく生きる」、
「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」の領域での貢献が期待されている。特に、
我が国においては、少子高齢社会、人口減少社会が到来し、食料の安定供給の確保
への対応の必要性が高まる中で、ライフサイエンス研究は、国民の健康長寿の実現、
鳥インフルエンザやＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）など新興・再興感染症への
対応、食の安全の確保等の国民の安全の確保を実現するとともに、食料自給率向上
や、医薬品産業、農林水産業、食品産業等の産業競争力強化や新産業創出につなが
る科学技術として期待されている。また、国際的にもライフサイエンス研究に対す
る期待は大きく、各国とも積極的な投資を行い、研究開発競争が激化している。
第２期基本計画の下でのライフサイエンス分野推進戦略では、平成３年から開始
されたヒトゲノム解読国際プロジェクトの完了に見通しがつきつつある状況におい
て、ポストゲノム研究の推進が強く打ち出された。平成１５年にはヒト全ゲノム塩
基配列が完全解読され、平成１６年には我が国主導でイネゲノム精密解読が完了す
るなど、主要生物のゲノム配列解読が急速に進む中で、我が国においては、ポスト
ゲノム研究の国際的競争・協力の下で、タンパク質の基本構造の約１/３（３０００
種）を解析する取組や、遺伝子と遺伝子の関係やタンパク質同士の相互作用を解析
する取組、我が国が中心的な役割を果たした国際ハプロタイプ地図作成プロジェク
ト（ヒトゲノム上の塩基配列の個人差（ＤＮＡ多型）の頻度・相互関連性を解明し、
ＤＮＡ多型がヒトゲノムのどの領域に存在するかの情報を網羅的にカバーした地図
を作成）など、ポストゲノム研究への取組が加速されてきた。しかしながら、その
一方で、生物の成り立ち、機能の複雑さがますます明らかになってきているのが現
状であり、今後のライフサイエンス研究の発展の流れを考えると、個々の機能分子
や機能集合体の物質的理解にとどまらず、生命の統合的全体像の理解を深めること
が重要な研究テーマとなってきている。
また、第２期基本計画の期間中は、鳥インフルエンザやＳＡＲＳなどの新興・再
興感染症への対応などにおいて、ライフサイエンスの国民への貢献の大きさが改め
て認識された。一方、創薬、医療技術関連の研究開発については、これまで進展が
図られた基礎研究の成果を実用化につなげることが重要であり、今後は、より一層
国民への成果還元の観点を重視して、臨床研究・臨床への橋渡し研究を推進してい
くことが強く求められている。
さらに、昨今、ライフサイエンス分野においては、例えば、脳科学とＩＴの融合
領域である脳情報学（ニューロインフォマティクス）を活用した、失われた人体機
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能を補完する医療機器開発が活発化することが予想されるなど、萌芽・融合領域の
発展が顕著であり、ポストゲノム研究が進展する中で、熾烈な国際研究開発競争に
おける優位性を確保するため、これらの領域への取組も重要となってきている。
（２）研究開発力・産業競争力の国際比較と重要度
文部科学省科学技術政策研究所の重要将来科学技術のインパクト評価（デルファ
イ調査）によると、ライフサイエンスの研究領域は全般的に科学的・社会的・経済
的インパクト、政府関与の必要性が、他分野の各領域と比べても概ね上位であり、
現在、それらの評価がそれほど高くない領域についても、中長期的には重要性が増
すことが期待されている。また、
（独）科学技術振興機構の国際的ベンチマーキング
調査によると、我が国は、ライフサイエンスの各分野の研究水準、技術開発水準は
高く、近年のトレンドも上昇傾向にあるが、産業技術力については、これら二つの
水準に比べると競争力が弱いとの結果となっている。一方、米国はこれらの水準が
高いことに加え、近年のトレンドは上昇傾向となっている。また、欧州は、我が国
の水準に近いが、ＥＵ統合により米国と並ぶ規模となっている。中国、韓国との水
準の比較では、現時点では、我が国は先導的立場にあるが、今後、技術開発、産業
化の面では我が国の競争相手となることが予想されている。
（３）本推進戦略の基本姿勢
第２期基本計画の下、我が国はライフサイエンス研究を重点的に推進してきたが、
ライフサイエンス研究の研究開発力・産業競争力の国際比較と重要度を踏まえると、
知的資産の増大、経済的効果、社会的効果、国際競争力確保の観点から、これまで
国が推進してきた領域について、ひきつづき重点的な投資を行う必要がある。これ
により、ライフサイエンス研究全体を支える基礎・基盤研究、体制整備の充実を図
るとともに、バイオテクノロジー戦略大綱（平成１４年１２月 ＢＴ戦略会議）にも
掲げられている「よりよく生きる」、「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」の領域
に貢献する研究開発を推進する必要がある。また、上述した研究開発動向を踏まえ
ると、今後のライフサイエンス研究の推進に当たっては、これまでの研究の蓄積、
財産を生かしつつ、
「生命現象の統合的全体像の理解」を目指した研究により生命の
神秘に迫っていくとともに、
「研究成果の実用化のための橋渡し」を特に重視し、国
民への成果還元を抜本的に強化していく必要がある。
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２．重要な研究開発課題
（１）重要な研究開発課題の選定
重要な研究開発課題については、第３期基本計画における、分野内の重点化の考
え方に基づき選定することとされている。本方針の下、「１．状況認識」に記した、
ライフサイエンス分野における科学的・社会的・経済的インパクト、政府関与の必
要性、また、国際的ベンチマーキングの調査結果等を踏まえ、ライフサイエンス分
野では、以下の４１の重要な研究開発課題を選定する。これらの課題は、ライフサ
イエンス研究全体を支える基礎・基盤研究の課題、医療など「よりよく生きる」の
領域に貢献する課題、食料・生物生産など「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」
の領域に貢献する課題、ライフサイエンス研究の体制整備に係る課題に分類できる
（別紙Ⅰ―１に「重要な研究開発課題の体系」を示す）。ただし、本推進戦略におい
て、研究者の自由な発想に基づく基礎研究は選択と集中の対象としていない。また、
「よりよく生きる」、「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」といったニーズに基づ
く課題には、基礎・基盤研究及び実用化・応用研究の領域が存在し、各々の研究段
階において、明確な政策目標の下、適切に研究開発が推進される必要がある。なお、
以下の課題の中には、
「ＩＴやナノテクノロジー等の活用による融合領域・革新的医
療技術」や「ＱＯＬ(生活の質:Quality of Life)を高める診断・治療機器の研究開
発」のように、他分野にも関係する課題があり、必要に応じて、関係する他分野と
も連携をとって、これらの課題の推進に当たることが重要である。
＜４１の重要な研究開発課題＞
○ライフサイエンス研究全体を支える基礎・基盤研究課題
・ゲノム、ＲＮＡ、タンパク質、糖鎖、代謝産物等の構造・機能とそれらの相互作
用の解明
・ゲノム情報等に基づく、細胞などの生命機能単位の再現・再構築
・比較ゲノム解析による生命基本原理の解明
・脳や免疫系等の高次複雑制御機構の解明など生命の統合的理解
・発生・再生および器官形成における複雑制御機構の解明と統合的理解
・情報科学との融合による、脳を含む生命システムのハードウェアとソフトウェア
の解明
・こころの発達と意志伝達機構並びにそれらの障害の解明
・多様な環境中の生物集団のメタゲノム解析と個別ゲノム解析、これらに基づく有
用遺伝子の収集・活用
・植物の多様な代謝、生理機能や環境適応のシステム的理解と植物生産力向上への
利用
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○「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」領域に貢献する研究開発課題
・食料分野、環境分野における微生物・動植物ゲノム研究
・高品質な食料・食品の安定生産・供給技術開発
・有効性・安全性についての科学的評価に基づいた機能性食料・食品の研究開発
・食料・食品の安全と消費者の信頼の確保に関する研究開発
・微生物・動植物を用いた有用物質生産技術開発
・生物機能を活用した環境対応技術開発
・基礎研究から食料・生物生産の実用化に向けた橋渡し研究
○「よりよく生きる」領域に貢献する研究開発課題
・生活環境・習慣と遺伝の相互関係に基づいた疾患解明及び予防から創薬までの研
究開発
・がん、免疫・アレルギー疾患、生活習慣病、骨関節疾患、腎疾患、膵臓疾患等の
予防・診断・治療の研究開発
・精神・神経疾患、感覚器障害、認知症、難病等の原因解明と治療の研究開発
・子どもの健全な成長・発達及び女性の健康向上に関する研究開発
・再生医学や遺伝子治療等の革新的治療医学を創成する研究開発
・科学的評価に基づいた統合・代替医療活用に向けた研究開発
・バイオイメージング推進のための統合的研究
・化学生物学（ケミカルバイオロジー）の研究開発
・遺伝子・タンパク質等の分析・計測のための先端的技術開発
・ＩＴやナノテクノロジー等の活用による融合領域・革新的医療技術の研究開発
・ＱＯＬを高める診断・治療機器の研究開発
・医薬品・医療機器、組換え微生物、生活・労働環境のリスク評価等の研究開発
・医療の安全の推進、医療の質の向上と信頼の確保に関する研究開発
・感染症の予防・診断・治療の研究開発
・テロリズムを含む健康危機管理への対応に関する研究開発
・リハビリテーションや、感覚器等の失われた生体機能の補完を含む要介護状態予
防等のための研究開発
・難病患者・障害者等の自立支援など、生活の質を向上させる研究開発
・治験を含む新規医療開発型の臨床研究
・創薬プロセスの加速化・効率化に関する研究開発
・稀少疾病等、公的な対応が必要な疾病の画期的医療技術の研究開発
・ライフサイエンスが及ぼす社会的影響や、社会福祉への活用に関する研究開発
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○ライフサイエンス研究の体制整備に係る課題
・研究開発の基礎となる生物遺伝資源等の確保と維持
・生命情報統合化データベースの構築に関する研究開発
・ライフサイエンス分野における標準化に関する研究開発
・臨床研究者、融合領域等の人材を育成する研究開発
（２）研究開発目標と成果目標
以上の４１の重要な研究開発課題について、計画期間中に目指す研究開発目標（科
学技術面での成果）及び最終的に達成を目指す研究開発目標、並びに、社会・国民
に対してもたらされる成果（アウトカム）に着目した目標（成果目標）を別紙Ⅰ―
２のとおり定める。また、第３期基本計画の３つの理念の下での政策目標の実現に
向けて、より具体的に定めた個別政策目標は「第３期科学技術基本計画の政策目標
の体系」のとおりであるが、個々の重要な研究開発課題が、どの個別政策目標の達
成に向かっているかについては、別紙Ⅰ―２の重要な研究開発課題名の欄に、
「第３
期基本計画の政策目標の体系」の個別政策目標の該当番号を付記することで明確化
している。
これらにより、
（イ）何を目指して政府研究開発投資を行っているのか、どこまで
政策目標の実現に近づいているかなど、国民に対する説明責任を強化するとともに、
（ロ）個別施策やプロジェクトに対して具体的な指針や評価軸を与え、社会・国民
への成果還元の効果的な実現に寄与することとなる。
さらに、このような政策目標の体系の下で、項目「４．推進方策」において整理
される、官民の役割分担、関係研究機関の役割、イノベーションの実現に向けた隘
路等も勘案することによって、いかにして政府研究開発の目標の達成が大きな政策
目標の達成につながるかの道筋を認識することが可能となる。研究開発の成果が最
終的にどのような価値を社会・国民にもたらすことが期待されているか、そのため
に研究開発及び研究開発以外で対処すべき課題は何かといった道筋を政府研究開発
を担う関係者・関係機関が認識・共有することは、本推進戦略を効果的に実行し、
イノベーションを効率的に実現する上で極めて重要である。
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３．戦略重点科学技術
（１）選択と集中の戦略理念
ライフサイエンス分野においては、選定した４１の重要な研究開発課題の中から、
「１．（３）本推進戦略の基本姿勢」で述べたように、「生命現象の統合的全体像の
理解」、「研究成果の実用化のための橋渡し」を特に重視して、課題横断的に戦略重
点科学技術を選定する。具体的には、シーズを伸ばす研究開発は、国際的優位性の
確保が期待できる研究開発に、また、社会・国民のニーズに対応する研究開発は、
研究成果の実用化を念頭に置いた研究開発に重点を置き、これらを支えるゆるぎな
いライフサイエンス基盤を整備することとし、以下に示す４つの選択と集中の戦略
理念の下、７つの戦略重点科学技術を選定する。
I. 生命のプログラムの再現（統合的全体像の理解で生命の神秘に迫る）
○第２期基本計画期間中は、ヒトゲノム解読等の完了を受け、各種遺伝子の機能
解析、タンパク質解析、ゲノムネットワーク等のポストゲノム研究を推進。
○その結果、生物の成り立ち、機能の複雑さが明らかになっており、第３期基本
計画の下では、個々の機能分子や機能集合体の物質的理解にとどまらず、生命
の統合的全体像の理解を深める研究を強化。
○本領域の研究を推進する際、イノベーションの源泉となり、高い波及効果や我
が国のライフサイエンス研究の国際的優位性の確保が期待できる技術の研究を
推進。
II. 研究成果を創薬や新規医療技術などに実用化するための橋渡し
○これまでの疾患研究などのライフサイエンス研究の財産を活かしつつ、成果の
実用化の橋渡し研究を強化し、創薬、新規医療技術などの成果を国民に還元。
○予算の重点配分とともに、後述の推進方策により、研究体制、制度面の環境の
整備を充実させ、総合した体制で研究を充実。
○本領域の強化は、産業競争力強化や感染症対策のような人類共通の課題にも貢
献することを念頭に置く。
III. 革新的な食料・生物の生産技術の実現
○安全な食料を低コストで安定的に生産・供給する科学技術、生物機能を活用し
た有用物質生産・環境改善技術を強化。
○本領域の強化は、我が国の食料自給率の向上等により、国民の生活の質を確保
し、農林水産業、食品産業等の競争力強化につながるとともに地球環境問題に
も貢献することを念頭に置く。
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IV. 世界最高水準の基盤の整備
○国際的な優位性の確保が確実な生命情報等の統合化データベースや生物遺伝資
源等の整備、融合研究を強化し、ゆるぎないライフサイエンス基盤を整備。
（２）戦略重点科学技術の選定
①「生命プログラム再現科学技術」
【選定理由】
現在、ライフサイエンス研究の大きな流れは、ゲノムから細胞、脳、免疫系な
ど、より複雑で高次の機能を統合的に研究する方向性となっている。この中で、
我が国では、生命を１つのシステムとして理解する研究に関し、個別の優れた研
究が進んでおり、フロントランナーである米国に追いつきつつある。特に、生命
の統合的理解に資する、高次複雑機構の解明の領域において、我が国は、細胞レ
ベルでの免疫制御機能の研究で国際的優位性を有するとともに、脳研究では、神
経細胞死関連情報伝達などの分子・細胞での基礎研究や脳の発生・発達研究の領
域での研究水準が高い。その一方で、欧米諸国では、米国の国立衛生研究所
（National Institutes of Health （ＮＩＨ)）が複雑な生物システムの理解に関する研
究に優先的な予算を投じ、英国では本領域を最優先分野に位置づけるなど、本領
域への重点化を進めている。
本領域は、知的財産権の取得がその後の産業化においても極めて重要な基礎
的・基盤的な分野であることから、国際競争の状況を踏まえ、戦略重点科学技術
として位置付け、我が国の国際的優位性を確保する取組が必要である。
【研究開発内容】
発生過程を含む生命のプログラムを再現し、生命を統合的に理解するため、以
下の研究を強化する。
・ＲＮＡ、解析困難なタンパク質、糖鎖、代謝物質などの生命構成体の構造・
機能解析による、生命のシステムの要素の相互関係を解明する研究
・脳や免疫機構などの生体の高次調節機構のシステムを理解する研究
・以上を踏まえ、細胞などの生命機能単位を、ＩＴを駆使してバーチャルに、
または部分機能を試験管内で、システムとして再構築し理解する研究
②「臨床研究・臨床への橋渡し研究」
【選定理由】
少子高齢化が急速に進む我が国において、国民は様々な病に苦しんでいる。例
えば、生活習慣病は国民の死因の上位を占め、患者は長期の罹患を余儀なくされ
ている現状がある。また、免疫・アレルギー疾患についても、例えば、国民の５
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人から６人に１人が花粉症に苦しんでおり、国民を悩ます病である。精神・神経
疾患については、昨今、我が国の精神疾患による受療者は２００万人を超え、年
間の自殺死亡者は３万人を超えている。特に、高齢化に伴ってアルツハイマー病
等の神経疾患への対応が重要な課題になってきているが、多くの神経疾患は難病
として根本的な治療法がない状況にある。その他にも、高齢化が進む中で、感覚
器、運動器の機能が低下し、生活の質の低下に苦しむ国民の数も今後増えていく
と考えられている。
また、幼少期からの発達障害、思春期のひきこもり、突発的な攻撃性、反社会
的行動など、子どものこころの問題が大きな課題となっており、脳科学研究等の
基礎研究の成果を教育等に橋渡しし、適切な対応策を講じて健全な社会を保つ必
要がある。
かかる状況を踏まえると、国民を悩ます病を克服することや元気に暮らせる社
会を実現することに対する国民のニーズは高い。しかしながら、我が国では、創
薬や医療技術などの研究開発について、これに向けた基礎研究では欧米に伍して
いるものの、新規の医薬品や医療機器の産業化に向けた実用化研究の基盤が十分
に整備されていない現状がある。そしてそのことが、臨床研究や臨床に大きな進
展をもたらす可能性のある基礎研究成果を有しながらも、国内におけるその後の
医薬品・医療機器研究開発の長期化・高コスト化をもたらし、結果として民間企
業における研究開発リスクの増大や、製品化の遅れを招いている。また、欧米で
は、公的研究機関において、創薬に直結する化合物探索技術等を含めた研究開発
を開始する動きもあるなど、より一層国民の利益に直結した取組を進めている状
況にあり、我が国でも画期的治療薬等が患者・国民により早く届くよう、基礎研
究成果の実用化に向けた研究開発の強化が必要である。
我が国のライフサイエンスの研究成果を創薬や新規医療技術などに実用化し、
国民に成果還元するためには、臨床研究・臨床への橋渡し研究を拠点化しつつ強
力に推進していく必要があり、本領域を戦略重点科学技術として位置付け、国民
への成果還元の取組を抜本的に強化する。
【研究開発内容】
生活習慣病、免疫・アレルギー疾患、精神疾患等に対応した、疾患診断法、創
薬や再生医療、個人の特性に応じた医療等の新規医療技術の研究開発などについ
て、国民へ成果を還元する臨床研究・臨床への橋渡し研究を強化する。
・早期に実用化を狙うことができる研究成果、革新的診断・治療法や、諸外国
で一般的に使用することができるが我が国では未承認の医薬品等の使用につ
ながる橋渡し研究・臨床研究・治験
・臨床研究、橋渡し研究の支援体制整備
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・臨床研究推進に資する人材養成・確保（疫学、生物統計に専門性を有する人
材を含む）
・創薬プロセスの効率化など成果の実用化を促進する研究開発
③「標的治療等の革新的がん医療技術」
【選定理由】
我が国において、がんは死因の１位（平成１６年度には、総死亡者数の３１．
１％）となっており、健康に対する重大な脅威であることから、国民はがん医療
の進歩に期待し、享受できる医療サービスのさらなる充実を求めている。がんの
罹患率や死亡率を減らすためには、がん検診の普及及び受診率の向上のための取
組など、科学技術の範疇を超えたがん予防対策の推進が必要であるが、革新的医
療技術の開発も極めて重要であり、国民の期待が大きい。このため、がんの予防・
診断技術や、手術療法、化学療法、放射線療法などのがんの治療技術の向上を図
るとともに、現場におけるがんの標準的治療法を確立、普及させ、さらに、がん
医療水準を向上、均てん化（地域格差の解消）を進める必要があり、これに資す
る研究を戦略重点科学技術に位置付け、強力に推進する必要がある。
【研究開発内容】
がん医療水準向上の中核となる革新的医療の研究を行うため、以下の研究を強
化する。
・がん予防に資する、がんの超早期発見技術などの研究
・がん患者の生活の質に配慮した低侵襲治療や標的治療などの治療技術の研究
・がんの生存率を向上させる標準的治療法の研究
④「新興・再興感染症克服科学技術」
【選定理由】
経済・社会のグローバル化が進む中で、人・動物・物資の移動の頻度、速度は
ますます高まりつつあり、世界のどの地域で感染症が発生した場合も、我が国へ
の病原体の侵入、感染患者・動物の侵入が短時間に起こりうる状況にある。また、
発展途上国の人口増加や開発による経済成長が新たな感染症を生み出す要因の１
つとなっており、新興・再興感染症の脅威への対応は人類共通の課題ともなって
いる。このため、本領域を戦略重点科学技術として位置付け、国民の安全の確保
と地球規模問題への貢献の両面から、我が国及び我が国と交流が深いアジア地域
にとってリスクが高い新興・再興感染症研究、及びこれを支える人材養成を強化
する必要がある。
なお、感染症研究を飛躍的に発展させるため、人材の養成に当たっては、感染
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症の知識のみならず、分子生物学、免疫学等の他分野の知識も統合して革新的な
予防・診断・治療の研究を担える人材を重点的に養成することが必要である。
【研究開発内容】
新興・再興感染症に立ち向かうため、以下の研究を強化する。
・病原体や発症機序の解明などの基礎研究
・我が国及びアジア地域にとってリスクの高い、新興・再興感染症、動物由来
感染症の予防・診断・治療の研究
・我が国及びアジア地域の拠点の充実及び人材養成
⑤「国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術」
【選定理由】
世界の食料需給が中長期的にはひっ迫する可能性もあると見込まれる中で、我
が国の食料自給率は年々低下し、主要先進国の中では最低の水準であり、食料安
全保障上の課題となっている。このため、平成１７年３月に、食料自給率を平成
１５年度の４０％から平成２７年度には４５％に向上させることを閣議決定した。
この目標の達成に向け、我が国の食料生産の国際競争力を高める必要があり、動
植物等の生命現象の生理・生化学的解明の研究を踏まえ、低コストで食料を生産
する研究開発を強化する必要がある。
また、少子高齢化が進む中で、将来的な医療費増を避けつつ国民の健康寿命を
延伸するため、食生活を中心とする生活習慣の改善により疾患の発症リスクを低
減することも重要となってきている。このため、ポストゲノム研究の科学的根拠
に基づいて、健康の維持・向上、疾病リスク低減等に資する機能性食料・食品の
研究開発を進めることが重要になりつつある。
一方で、食料・食品の生産・供給にあたって、鳥インフルエンザやＢＳＥの問
題等、国民の食の安全の確保に対するニーズが極めて高く、研究開発の強化によ
り食の安全を確保していくことが必要である。
本領域の研究開発は、食料・食品の品質や生産性の向上の実現による、農林水
産、食品産業の産業競争力強化に資することも重視すべきであり、国際競争や国
民のニーズへの対応の観点から、本領域を戦略重点科学技術として位置付け、強
力に推進する必要がある。
【研究開発内容】
食料・食品の国際競争力を向上させるため、安全で高品質な食料・食品を低コ
ストで安定的に生産・供給することを目指す研究開発を強化する。
・ゲノム科学やＩＴ等の先端技術を活用した、高品質な食料を低コスト・省力

16

的に安定して生産・供給する技術の開発
・食品供給行程（フードチェーン）全般におけるリスク分析に資する研究開発
⑥「生物機能活用による物質生産・環境改善科学技術」
【選定理由】
地球温暖化等の地球規模の環境問題への関心が高まりつつある中で、生物機能
を活用したものづくりは、製造プロセスの省エネルギー化や環境負荷の低減につ
ながり、生物機能を活用した土壌浄化や低農薬・低化学肥料が可能となる農業生
産は、環境の保全や負荷低減につながると考えられ、環境問題の改善や循環型産
業システムの創造に資する。
また、本領域の研究開発により、抗体、酵素などの有用タンパク質などの物質
生産を従来の方法に比べて高効率で実現することが可能となり、医薬品産業や化
学工業の競争力強化にも資する。本領域に関しては、我が国は微生物を利用した
生産技術について伝統的な強みを有しているが、米国では微生物のゲノム解析等
を精力的に進めているほか、欧州では環境負荷の少ない、生物の機能を活用した
工業原料生産等に力を入れつつある。
上記を踏まえ、本領域における我が国の国際的優位性の確立を確固たるものに
するとともに、地球環境問題への貢献に資する観点から、本領域を戦略重点科学
技術として位置付け、強力に推進していく必要がある。
【研究開発内容】
微生物や動植物の機構の解明等を通じ、生物機能の活用による産業や医療に有
用な物質生産や環境保全・浄化に資する技術を開発し、実用化する研究開発を強
化する。
⑦「世界最高水準のライフサイエンス基盤整備」
【選定理由】
生物遺伝資源等や生命情報の統合化データベースはライフサイエンス研究を支
える基盤であるが、欧米ではこれらの整備が我が国に比べて進んでいる。我が国
において、国際的優位性の確保を目指してライフサイエンス研究を推進するには、
ゆるぎない基盤の整備が必須であり、これを戦略重点科学技術として位置付け、
国際的優位性を有する、あるいは国際的な分業上我が国が整備すべき基盤の整備
を行うことが必要である。また、融合領域については、米国のＮＩＨが予算の集
中投資を行うなど、今後のライフサイエンス研究を支える重要な基盤技術であり、
我が国がライフサイエンス研究において国際的に伍していくため、取組を強化す
る必要がある。
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【研究開発内容】
我が国が優位性を確保できる領域等において、ライフサイエンスの基盤を整備
するとともに、基盤技術の開発を行う。
・研究開発の動向やリソースの質と量の科学的評価を踏まえた、生物遺伝資源
等の保全・確保
・国際的優位性が高いデータベースや、国際協力等の観点から我が国で整備し
ておくべきデータベースを対象とした、蓄積された生命情報データの利活用
に必須である統合的なデータベース整備に向けた研究開発
・計測・分析技術、機器開発の基盤となる、ＩＴやナノテクノロジーとの融合
領域
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４．推進方策
ライフサイエンス分野は、科学技術面、経済面、社会面への寄与が大きく、国民の
期待や関心の高い分野である。したがって、その研究成果を国民に円滑に還元してい
くことが求められており、そのためには、研究開発を戦略的に推進して卓越した成果
を出していくとともに、成果を生み出すための制度や体制といった環境を整えていく
ことが必要となる。このため、「２．重要な研究開発課題」、「３．戦略重点科学技術」
に記載した研究開発の選択と集中の考え方と、本項目で述べる環境面からの推進方策
とを車の両輪として、ライフサイエンス研究の推進に取り組んでいくことが重要であ
る。中でも、以下に述べる、（１）生命プログラム再現への取組、（２）臨床研究推進
のための体制整備、
（３）安全の確保のためのライフサイエンスの推進、及び（４）成
果に関する国民理解の促進は、
「３．戦略重点科学技術」の（１）に記載した戦略理念
I〜IV に基づく戦略重点科学技術を推進する上で特に必要となる方策である。
なお、研究開発動向・技術開発水準は絶えず変化するものであるので、この前提に
立ち、技術の進展具合や国際的な研究開発動向も踏まえつつ成果目標等を適宜見直す
とともに、科学技術連携施策群も積極的に活用して、関係府省の施策の方向付け、関
係施策間の連携強化や重複排除を進めることが、本分野推進戦略をより実効あるもの
にするために有効である。
（１）生命プログラム再現への取組
生命の基本原理を明らかにするため、これまで進められてきたゲノムやタンパク
質など生命構成体の分析的解析の大きな成果をもとに、今後はこれら生命構成体の
３次元的、４次元的な相互関係等を解明したり、それらを１つのプログラムとして
再現したりすることを通して、生命の統合的全体像の理解を深めることが重要であ
る。またこのような統合的理解にあたって、生命情報の統合化データベースや生物
遺伝資源が大きな支えとなるものである。そしてこのような理解の過程で得られる
成果は、一つ一つが大きな知的財産権として結実するものと期待できる。
さらに統合的理解のための学問的連携として、医学、工学、薬学、農学等の応用
科学同士の連携のみならず、これら応用科学と理学のような純粋科学との連携、さ
らには両科学が統合した学問領域の創成等が有効な方策の１つとなると考えられる。
このため、大学等においては、教育研究の拠点や組織を柔軟に整備し、このような
連携や新領域の開拓、及び人材育成に注力する必要がある。
（２）臨床研究推進のための体制整備
少子高齢社会を迎えている我が国においては、国民にとって命あるいは健康は最
大の関心事といえる。その際、第２期基本計画期間中及びこれからの研究成果を新
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しい医薬品・医療機器等の形で国民に還元するためには、①支援体制等の整備・増
強、②臨床研究者・臨床研究支援人材の確保と育成、③研究推進や承認審査のため
の環境整備、④国民の参画の４つの取組を進めることが重要である。これらを実行
することにより、これまで大きく進展した基礎研究の成果の実用化が進み、国内に
おける治験の推進が期待される。また、現在、日米ＥＵ三極で整合化を図った治験
のガイドラインの下、各極で医薬品開発を行ったものを他極でも適用できることか
ら、基礎研究の成果の実用化及び国内の治験の推進が図られることによって、我が
国発のデータの海外での有効活用につながると考えられる。さらに、臨床研究の拠
点となる研究機関を整備・拡充していくことが必要であり、かつその拠点は他の研
究機関の研究者も利用・連携できる開かれた拠点とすることが必要である。
①支援体制等の整備・増強
臨床研究は患者への成果還元を目指した研究であるとの認識の下、基礎研究か
ら治験・臨床研究までを連続的に実施することが可能な体制と、治験・臨床研究
で得られた知見等の基礎研究へのフィードバックを可能とする双方向的な研究の
考え方の普及が必要であり、具体的には以下のような取組が求められる。
・基礎研究からのシーズを臨床開発へ展開するのみならず、臨床の視点からの
シーズを基礎研究へ結びつける取組
・臨床研究における新しい手法や研究への取組、例えば、欧州医薬品審査庁等
が認めている、至適投与量や臓器分布等の検討のための極微量投与（マイク
ロドージング）や、米国・連邦食品医薬品局が進めている、医薬品や医療機
器の開発における標準的な手法、医療製品の開発に関する迅速化、効率化等
の研究（クリティカルパスリサーチ）等の世界的動向の情報収集と、それら
の手法・研究の活用の検討
・臨床医と基礎医学研究者、他領域の研究者（特に工学系、薬学系等）との共
同体制の増強
・医薬品候補物質の探索系開発及びその探索実施のための設備・機関またはネ
ットワークの整備、細胞・組織バンク、非臨床試験専門施設等の研究基盤の
拡充
②臨床研究者・臨床研究支援人材の確保と育成
臨床研究をより円滑にかつ精度高く実施するためには、関係者の意識改革を進
めることが重要であり、また以下のような人材確保・育成の取組が急務である。
・臨床研究支援人材 [クリニカル・リサーチ・コーディネータ（治験コーディ
ネータ）、生物統計学者、臨床疫学者、薬剤師、データ管理者等。育成側人材
も含む] の確保や育成
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・臨床研究者及び臨床研究支援人材の確保（雇用）のための教育の充実、臨床
研究に関するキャリアパスや、経済的インセンティブの付与
③研究推進や承認審査のための環境整備
臨床研究推進や医薬品・医療機器の承認審査迅速化基盤整備のためには以下の
ような取組が重要である。
・データの品質管理等、臨床研究における客観性・倫理性を担保し、質の高い
試験を行うためのルールの徹底及び支援体制の充実
・承認申請の迅速化のための人材確保・育成等による審査体制の充実
・再生医療や高機能人工心臓システム等の次世代医療機器の承認審査に係る評
価指標の整備、国際化
・医療機器開発ガイドラインの速やかな策定と着実な実施
・医薬品等の有効性・安全性などを予測・評価する評価科学（レギュラトリー・
サイエンス）の考え方に基づく研究の推進と、その成果の承認審査への応用
④国民の参画
臨床研究成果を医薬品等に実用化してより早く国民に還元するためには、国民
（患者）自身の治験への参画が重要な要件となる。また治療機器開発において、
ペースメーカー等の人体埋め込み型機器の安全性に関する国民の不安が強く、こ
のために、製造者側は医療事故等に起因する訴訟などによる企業イメージダウン
等を恐れ、精密機器製造技術が我が国の技術基盤としてあるにもかかわらず、治
療機器開発・治験が進まない状況があるとの指摘がある。このような状況を踏ま
え、国民（患者）の治験への参画の促進のために、次のような環境整備が求めら
れる。
・被験者の参加促進のインセンティブを向上させるような枠組みの構築、被験
者の保護・補償を行う手法の検討
・被験者に治験への参加の同意を得るにあたっての、治験の目的・方法・安全
性・リスク等の十分な説明
また欧米各国では、多くの研究が個人や非営利財団からサポートを受けて実施
されている。我が国でもライフサイエンスを推進するために、現在の税制を再検
討して、個人や非営利財団からのサポートを充実させる必要がある。
（３）安全の確保のためのライフサイエンスの推進
重篤な感染症、ＮＢＣテロリズム、食品安全問題等、安全・安心を脅かす社会的
課題が存在する現状に対して、適切なライフサイエンスの成果を迅速・的確に提供
していくことが、これら社会的課題に対して有効な解決に資することになる。例え
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ば、重篤な感染症やＮＢＣテロリズムに対しては、それらに関する重要な研究開発
課題等の推進はもとより、それらの脅威に対処するための高度安全実験（Biosafety
Level-4 (ＢＳＬ―４)）施設について、その活用や利用者の技術レベル向上のため
の教育、国内外の人材交流や共同研究も活用した研究拠点の充実、施設の周辺住民
との対話等を含めた国民理解を進めることが解決への大きなステップとなる。
食の安全確保のための研究では、基礎科学を基盤に、科学技術の革新を目指す考
え方のみならず、科学技術の有効性や安全性等を予測・評価する評価科学（レギュ
ラトリー・サイエンス）の考え方も基礎とした研究開発を推進することが重要であ
る。すなわち、食品の生産から加工・流通及び消費までの全ての食品供給行程（フ
ードチェーン）を通じた安全を確保するʻ フードチェーンアプローチʼ の考え方、
及び食品中に存在するリスクに対し科学的な根拠に基づき評価を行い[リスク評
価]、その結果に基づいた行政的対応を実施する[リスク管理]とともに、関係者間
において情報及び意見の交換を積極的に行う[リスクコミュニケーション]という
ʻ リスク分析ʼ の考え方の下、食品供給行程（フードチェーン）全般におけるリス
ク分析に資する研究開発を推進することが重要である。
（４）成果に関する国民理解の促進
新たなライフサイエンス研究の成果を円滑に実用化する上で、国民の理解を得る
ことは重要である。我が国では、例えば遺伝子組換え作物については、一部の地方
自治体において栽培の規制を設ける動きがあり、遺伝子組換え作物がもたらす、厳
しい条件下での良好な生育や施肥量の軽減等の便益が実感されるには至っていな
い。国民の理解を得るためには、リスク管理や安全性の審査の情報開示、便益や安
全性に関する科学的根拠の十分な説明を行うなどの取組を進め、国民の中に安全性
やリスク・便益両面に対する正しい認識と技術に対する安心感を拡げていくことが
必要である。
また、学校教育や生涯教育の場を含め、科学技術に関する適切な情報発信が種々の
場所・場面で継続的に行われて、国民の議論が活発化し、国民一人一人が多様な考え・
価値観に基づいて、受け入れる研究成果や科学技術を取捨選択できる社会を目指すべ
きである。その際、かかる情報発信がより有効に機能するためには、学校等で生物学
教育を強化・充実させることや、遺伝子組換え技術等先端技術について、その安全性
や社会的・経済的効果を評価できる人材や、それらを国民に説明できる人材を養成す
ることが重要である。さらに、例えば遺伝子組換え作物の栽培実験を行う実験圃場の
整備といった、ライフサイエンス研究成果がもたらすリスク、便益や安全性を実例と
して国民へ提示するための設備の整備など、研究成果の実用化について国民の理解を
得るための体制整備を進める必要がある。
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これに加え、ライフサイエンスの発展は、社会的な側面に大きな影響を与えるよう
になってきており、社会・国民に支持されるためには、ライフサイエンスが及ぼす新
しい倫理的・法的・社会的課題に取り組んでいく必要がある。生命倫理の課題につい
ては、これまでもヒトに関するクローン技術等について検討が行われてきたが、現在、
脳神経科学とコンピュータとの融合研究が進められ、コンピュータを使って疾病によ
って低下した脳機能を回復させる技術の研究も行われつつあり、人間の脳にどこまで
医療技術が介入して良いのかといった新たな生命倫理上の課題（ニューロエシック
ス）も出てきている。また、ライフサイエンス研究は個人の遺伝情報等の個人情報を
扱う分野でもあり、個人情報の取扱いに留意する必要がある。例えば、ポストゲノム
研究の成果は個別化医療の道を開いているが、その前提として、適切な個人情報保護
が必要である。さらに、医療保険等における遺伝情報の取扱いや遺伝子診断の是非な
ど、遺伝子差別が起こりうるという社会的課題についても考慮する必要がある。かか
るライフサイエンス分野を取り巻く状況を踏まえ、ライフサイエンス研究の進展に対
して社会的信頼を獲得するために、常に新たな倫理的・法的・社会的課題を注視し、
必要に応じて、適切なルール作りの検討を行う必要がある。
（５）医療におけるＩＴの活用
正確な臨床情報を電子化し、データベース化することは、医療・臨床研究の中核を
確固たるものにすることを意味する。すなわち、電子カルテ等の医療情報システムの
活用は、ヒューマンエラーを回避し安全を確保するとともに、医療機関における疾病
動向を把握することで、疫学研究や感染症サーベイランスへの応用も可能となる。ま
た医療情報システムにより系統的な記述で蓄積されるデータからなる臨床情報デー
タベースは、予後因子やリスク因子等の解析、予防医療への活用、基礎研究へのフィ
ードバック等に威力を発揮して、臨床研究や治験における有用な研究基盤として機能
することが期待できる。したがって、電子化された臨床データを適切に分析・活用で
きるよう、臨床データや健康（予防・予知）データ等の質の確保に資する標準化を含
めて、医療情報システムの普及や医療機関間の連携に取り組む必要がある。その際、
医療の質の向上に資するとの根本的な目的を達成することを重視しつつ、医療機関の
機能、規模、特性等の考慮や、導入コストの低減や奨励策の活用等を進め、医療にお
けるＩＴの活用を効果的に進めていく必要がある。
（６）医理工連携等の促進
ライフサイエンス分野の推進にあたっては、本項目の（１）に記載した、生命の
統合的全体像の理解のための学問的連携のほかにも、新しい医療実現のための融合
学問として生命医工学という新領域が提案されたり、脳からの信号をコンピュータ
で読み取ってロボットに考えたとおりの動きをさせて、失われた人体機能を補完す
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る技術が開発されたり、内視鏡下に細かな作業を確実に行うことで患者への侵襲性
を最小限にした手術ができるロボット等が開発されたりしてきており、研究成果の
実用化に際して、医工連携の取組が重要となっている。このほかにも、医農連携に
より、例えば花粉症緩和米のように医学的知見を活かした新しい機能の付与が期待
できる作物の開発が行われ、また農工連携により、リモートセンシング技術を用い
た作物の収穫適期予測や家畜の生体情報管理の技術が開発されつつある。このよう
に、今後ライフサイエンス研究の推進に当たり、生命科学の中での連携にとどまら
ず、電子情報、コンピュータ、機械等と融合した領域を創成していくことが重要で
ある。
（７）生物多様性の保全・確保
遺伝子組換え生物を利用するバイオテクノロジー研究においては、その生物の利
用に際して、生物多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼさないよう充分
配慮する必要がある。
外来生物の移入については、例えばタイワンリスのように在来固有種と交雑をして
遺伝子汚染を起こすことや、外来生物が様々な病原菌や寄生虫を持ちこむことが懸念
されている。また絶滅危惧種など希少種では遺伝的劣化などが起こっていることが多
い。このため、遺伝的汚染や病原菌などの有無を検出する技術、遺伝子の健全性や多
様性を判別する技術や、低下した繁殖能力を補う技術を開発する等、我が国に固有な
生態系や種類、遺伝系統などに悪影響が及ばないよう対策を講じておくことが必要で
ある。
（８）バイオ産業等における標準化の推進
近年、経済活動のグローバル化、技術革新が進展する中、研究成果や製品は国境
を越えて流通している。このため、学術研究における再現性保証の観点のみならず、
バイオ産業の市場獲得、臨床、診断での利用など研究開発成果の社会への還元の観点
から、知的財産戦略を踏まえつつ、バイオテクノロジーの共通基盤である生体分子の
計測技術等の質の確保に資する標準化や、これに必要な標準物質の整備などの国際標
準化の取組を研究開発と一体的に進めることが必要である。これにより、等価性、信
頼性、同等性が確保されるとともに、研究効率の向上や成果の社会還元の促進、国際
競争力の強化や新規産業の創出が期待できる。
特に我が国の得意分野において主体的に標準を策定し、我が国の財産（タンパク
質、ｃＤＮＡ、ＲＮＡ、ＳＮＰｓ、生物遺伝資源等）を長期的に生かせるようにする
必要がある。
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（９）バイオベンチャーの育成・支援
米国では製薬企業がリスクの高い創薬研究をベンチャーに委託し、リスク回避を
図っていることに示されるように、各産業の研究開発力確保にはバイオベンチャーが
不可欠な存在であり、我が国においても支援（国有大型施設の優先使用、施設の維持・
支援事業への参画等）の充実が必要である。
また、ベンチャーと大手企業との間での人材の流動化の促進や、地域におけるク
ラスター形成活動を一層推進し、産学官・産産・異業種連携のネットワーク活用によ
るバイオベンチャーの多様なビジネスモデルの展開を促進することが重要である。
（１０）知的財産権の戦略的確保と活用
ライフサイエンス分野以外の産業の製品は１つの製品に多くの特許が絡み、製品化
においてクロスライセンスが進みやすいが、医薬品産業、農林水産業のようなライフ
サイエンス分野の産業では、例えば、医薬品は基本特許が原則１つであり、農林水産
物は品種登録が１つであるという製品の知的財産上の特徴がある。これを踏まえ、ラ
イフサイエンス研究の成果を活用するにあたっては、何を特許化し、何を公開するか
について、極めて戦略的に取り組んでいく必要がある。また、ライフサイエンス分野
においては、研究開発成果を早期に特許化・権利化・活用することがそのまま競争力
の源泉となることもあるため、基本特許等につながる基礎的な研究の強化を前提にし
つつ、戦略的な知的財産の権利取得と活用を促進することが重要である。さらに、ラ
イフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化や先端医療技術の
特許保護のあり方など、先端技術分野が抱える知的財産の諸問題について検討を行い、
必要な措置を講ずることが重要である。
なお、基礎・基盤的なライフサイエンス研究によって得られたデータベース等につ
いては、成果の知的財産上の特徴を踏まえた上で公開を促進し、我が国から世界へ情
報発信を行うことによって、国内外におけるデータの利活用を促進することも必要で
ある。そして、我が国が当該研究分野においてリーダーシップを発揮していくことが
重要である。また、農林水産物については、我が国で育成された優れた新品種の種苗
が不法に海外に持ち出され、種苗のみならず収穫物・加工品として逆輸入されている
事態又はそのおそれが生じていることから、必要に応じて海外での品種登録を行うと
ともに、分子生物学的品種判別技術などの開発をすすめ、不法な種苗の持ち出しによ
り生産された収穫物等の逆輸入を抑止し、我が国における育成者権の保護に悪影響が
生じないようにしていくことも重要である。
特許等知的財産権の取得に資する体制については、例えば臨床研究のために公的な
機関と企業が連携する場合は、連携の成果が医薬品・診断薬として確実に、また円滑
に国民に還元されるよう、その出口に相応しい知的財産権の確保や取捨選択をし、さ
らに研究当事者間や使用ツール等の権利関係と権利範囲に留意する一方、研究の実態
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に応じて契約内容・運用の柔軟性を確保することが必要である。
また、分析機器開発においては、機器開発と使用する試薬の開発が一体となって進
められ、特許の取得・活用が機器と試薬のセットで行われることが競争力の源泉とな
る。この際、機器を使用する側のニーズをしっかり把握して有用性の高い機器を開発
することが競争力のある機器開発につながる。このため、理学、工学、医学、薬学の
専門家のチームによる機器開発や試薬開発の推進が重要となる。
以上のようにライフサイエンスの研究成果の実用化を確実に、かつ円滑に進めるた
めには、知的財産戦略、技術移転、経営に詳しい人材の養成が必要である。
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体制整備の課題

ライフサイエンス
研究全体を支える
基礎・基盤研究課題

○創薬プロセスの加速化・効率化に関する研究開発

○精神・神経疾患、感覚器障害、認知症、難病等の原因解明と治療の研究開発

○生活環境・習慣と遺伝の相互関係に基づいた疾患解明及び予防から創薬までの研究開発

○ライフサイエンスが及ぼす社会的影響や、社会福祉への活用に関する研究開発

○稀少疾病等、公的な対応が必要な疾病の画期的医療技術の研究開発

○難病患者・障害者等の自立支援など、生活の質を向上させる研究開発

○リハビリテーションや、感覚器等の失われた生体機能の補完を含む要介護状態予防等のための研究開発

○テロリズムを含む健康危機管理への対応に関する研究開発

○感染症の予防・診断・治療の研究開発

○医療の安全の推進、医療の質の向上と信頼の確保に関する研究開発

○医薬品・医療機器、組換え微生物、生活・労働環境のリスク評価等の研究開発

○ＩＴやナノテクノロジー等の活用による融合領域・革新的医療技術の研究開発
○ＱＯＬを高める診断・治療機器の研究開発

○遺伝子・タンパク質等の分析・計測のための先端的技術開発

○化学生物学（ケミカルバイオロジー）の研究開発

○バイオイメージング推進のための統合的研究

○科学的評価に基づいた統合・代替医療活用に向けた研究開発

○子どもの健全な成長・発達及び女性の健康向上に関する研究開発
○再生医学や遺伝子治療等の革新的治療医学を創成する研究開発

○がん、免疫・アレルギー疾患、生活習慣病、骨関節疾患、腎疾患、膵臓疾患等の予防・診断・治療の研究開発

○治験を含む新規医療開発型の臨床研究

「よりよく生きる」領域の課題

○ライフサイエンス分野における標準化に関する研究開発
○臨床研究者、融合領域等の人材を育成する研究開発

○研究開発の基礎となる生物遺伝資源等の確保と維持

○生命情報統合化データベースの構築に関する研究開発

○比較ゲノム解析による生命基本原理の解明
○脳や免疫系等の高次複雑制御機構の解明など生命の統合的理解
○発生・再生および器官形成における複雑制御機構の解明と統合的理解
○情報科学との融合による、脳を含む生命システムのハードウェアとソフトウェアの解明
○こころの発達と意志伝達機構並びにそれらの障害の解明
○多様な環境中の生物集団のメタゲノム解析と個別ゲノム解析、これらに基づく有用遺伝子の収集・活用

○ゲノム、ＲＮＡ，タンパク質、糖鎖、代謝産物等の構造・機能とそれらの相互作用の解明
○ゲノム情報等に基づく、細胞などの生命機能単位の再現・再構築

○食料分野、環境分野における微生物・動植物ゲノム研究

○植物の多様な代謝、生理機能や環境適応のシステム的理解と植物生産力向上への利用

○基礎研究から食料・生物生産の実用化に向けた橋渡し研究

○生物機能を活用した環境対応技術開発

○微生物・動植物を用いた有用物質生産技術開発

○食料・食品の安全と消費者の信頼の確保に関する研究開発

○有効性・安全性についての科学的評価に基づいた機能性食料・食品の研究開発

○高品質な食料・食品の安定生産・供給技術開発

「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」
領域の課題

別紙Ⅰ−１ 重要な研究開発課題の体系

28

（ライフサイエンス分野）

重要な研究開発課題の概要及び目標

注１）本表に記載している研究開発目標は、重要な研究開発課題に関連する全ての研究開発目標を網羅的に記載しているものではない。
注２）研究開発目標及び成果目標は、特定の研究開発投資を前提とするものではない。

別紙Ⅰ−２
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比較ゲノム解析による生命
3 基本原理の解明
①−４

◆２０１５年頃までに、ヒトや動植物、昆虫
の生命体としてのシステムを統合的に理解
し、生命の仕組みを解明する。（
文部科学
省）

◆２０１５年頃までに、疾患や薬剤の投与
に関連する遺伝子やタンパク質等の解析
結果を活用して、創薬等の実用化に向けた
利用を加速するとともに、成果の迅速かつ
効率的な臨床応用により、科学的知見に
基づいた新しい予防法や診断法の提供な
ど、革新的医療を可能とする。（
文部科学
省、厚生労働省、経済産業省）
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ାᯏེߣ⋧↪ߐߖࠆ⣖ᯏ᪾ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖߿ᔃߩ∛ߩసߦ╭ࠍߟߌࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒޔ⣖ߩ⍮ᯏ⢻߿⊒㆐ᯏ᭴ޔᖱ
േߩ⊒㆐ᯏ⢻ࠍ⸃ߔࠆޕ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖ߩ߈ࠍࡠࡏ࠶࠻ߦᤋߐߖࠆࠪࠬ࠹ࡓࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٠㧞㧜㧟㧜ᐕઍ߹ߢߦޔ⣖ߩᖱႎಣℂࠪࠬ࠹ࡓߦၮߠߚ⣖ဳࠦࡦࡇࡘ࠲ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖ᯏ᪾ࠗࡦ
࠲ࡈࠚࠬᛛⴚߦࠃࠅޔ㕖ଚⷅߢᖱႎ
ᯏེࠍᠲߔࠆࠪࠬ࠹ࡓࠍታߔࠆޕ
㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖⎇ⓥߩᚑᨐߦ
ࠃࠅޔᄬࠊࠇߚੱᯏ⢻ࠍቢߔࠆࡠ
ࡏ࠶࠻ࠍࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧟㧜ᐕઍ߹ߢߦੱޔ㑆ߩᕁ⠨߿ቇ
⠌ߥߤߩᖱႎಣℂᯏ⢻ࠍᮨ୮ߒߚ⣖ဳࠦ
ࡦࡇࡘ࠲ࠍ㐿⊒ߒޔߩᖱႎᛛⴚߦ
ઍ߃ߚ㜞ല₸ߢੱߦఝߒᖱႎൻᛛⴚࠍ
᭴▽ߒᜬ⛯น⢻ߥ␠ળࠍታߔࠆޕ㧔ᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭㧕

発生・再生および器官形成に
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦ∔⚻ޔᖚޔᗵⷡ
おける複雑制御機構の解明 ࡅ࠻߿േᬀ‛ޔᓸ↢‛ߩ⊒↢ౣ↢ ٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ࡞࠽ࠣࠪޔવ㆐߿⚦⢩㑆⋧↪ߥߤ߆ࠄߩᱜᏱ⊒↢ࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ⚦⢩ಽ
ེ߮ቭᒻᚑߦ㑐ߔࠆⶄ㔀ߥᓮᯏ ൻེ❱⚵ޔቭᒻᚑ∔ޔᖚߩ⊒∝ࠪࠬ࠹ࡓ╬ߩ⸃ࠍㅢߓߡޔౣ↢ක≮ߦะߌߚᐙ⚦⢩↪ᛛⴚ╬ߩၮ ེ㓚ኂ╬ߢᄬࠊࠇߚᯏ⢻ߩቢߦߟߥ߇
5 と統合的理解
᭴ࠍ⸃ߒ⛔ޔว⊛ߦℂ⸃ߔࠆޕ
⋚ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ࠆක≮ࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
①−４
⑤−１

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⣖ߩ㊀ⷐߥ⍮ᯏ⢻ߣߘߩ⥃⇇ᦼޔᖱേޔᗧᔒቯ␠ޔࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔળ
ߩਛߢߩੱ㑆ߩᝄࠆ⥰ޔ⠧ൻߩၮᧄේℂࠍࠄ߆ߦߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
脳や免疫系などの高次複雑
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߩ∉ޔ㜞ᰴ⛔ᓮࠪࠬ࠹ࡓߦߟߡࡦࡄᯏ⢻ᓮ߿∉ᔕ╵ᓮߦ㑐ߔࠆᣂߚ
制御機構の解明など生命の
⣖߿∉♽ߥߤߩ↢ߩ㜞ᰴⶄ㔀
ߥ⍮ࠍᓧߡߩ╬ࡦ࠴ࠢࡢޔᣂߚߥᴦ≮⸻ᢿᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
統合的理解
ᓮᯏ᭴ࠍ⸃ߒ⛔ޔว⊛ߦℂ⸃ߔ
4
٠㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖ߩ⍮ᯏ⢻߿⊒㆐ᯏ᭴ޔᖱേߣ␠ળᕈߩ⊒㆐ᯏ⢻߿ߩ∉ޔ㜞ᰴ⛔ᓮࠪࠬ࠹
①−４
ࠆޕ
ࡓࠍ⸃ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
⑤−２
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦߩ∉ޔ㜞ᰴ⛔ᓮࠪࠬ࠹ࡓࠍ⸃ߒ∔ࠡ࡞ࠕ∉ޔᖚߩసߩߚߩᣂⷙ
⑤−５
∉≮ᴺ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
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⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

ᬀ‛ߩᄙ᭽ߥઍ⻢↢ޔℂᯏ
⢻߿ⅣႺㆡᔕߩࠪࠬ࠹ࡓ⊛
ℂ⸃ߣᬀ‛↢↥ജะ߳ߩ
9
↪
Ԙ㧙㧠
ԛ㧙㧝㧣

ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ‛ޔᬀ‛ߩ⾰
⊛㊂⊛↢↥ജࠍะߐߖޔ㊂߿ஜᐽ
↪‛⾰ߩะߒߚ‛ޔᬀ‛ࠍߔ
ࠆޔߚ߹ޕᚒ߇࿖ߩ㘩ᢱ⥄⛎₸ߩะߦ
⽸₂ߔࠆߣߣ߽ߦ‛↢ޔᯏ⢻ࠍ↪ߒߚ
ᣂ↥ᬺࠍഃߒޔᚒ߇࿖ߩ┹ജࠍᒝൻ
ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߥ⊛⟜✂ޔᬀ‛ઍ⻢‛⸃ᨆၮ⋚㧔ࡔ࠲ࡏࡠࡓࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓ㧕ࠍᢛߔࠆߣߣ
߽ߦޔᬀ‛ߩઍ⻢ޔᒻᘒᒻᚑޔⅣႺᔕ╵ߥߤ․ߥᓮᔕ╵ࠪࠬ࠹ࡓߦߟߡᣂⷙߩ࿃ሶ߿ㆮવሶࠍ
ᬀ‛ߩ↢↥ജะߦߟߥߍࠆߚ
⊒ߒ↥↢ޔജะߦ↪ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ߩ↢ޔ㐳ޔઍ⻢↢ޔℂޔᒻᘒᒻᚑޔ
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔㄘᨋ᳓↥ᬺߩ↢↥ᕈߩะ╬ߩߚߦޔㄘᨋ᳓↥ᬺߦଥࠆേᬀ‛ᓸ↢‛ߩ↢
ⅣႺᔕ╵ߥߤᬀ‛ߦ․ߥᓮᔕ
⽎ߩ↢ℂ↢ൻቇ⊛⸃ޔⅣႺࠬ࠻ࠬ߳ߩᔕ╵ᯏ᭴╬ࠍ⸃ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
╵ࡔࠞ࠾࠭ࡓߦߟߡ⎇ⓥߔࠆޕ
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦߩ╬ࡀࠗޔ‛߿ᬀ‛ߩ↢㐳ޔᒻᘒᒻᚑޔⅣႺᔕ╵ߥߤ․ߥᓮᔕ╵ࠪࠬ࠹
ࡓࠍ⸃ߒߥ↪ޔㆮવሶ߿ઍ⻢↥‛ࠍหቯߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕

ࡅ࠻ߩ⣺ౝญ⣧ߩᓸ↢‛㧔ࡈࡠ
㧕߿ⅣႺᓸ↢‛㧔ᷓᶏߘߩઁᭂ㒢
多様な環境中の生物集団の
ⅣႺᓸ↢‛ߥߤ㧕ߥߤࠍኻ⽎ߦޔㆮ
メタゲノム解析と個別ゲノム
વሶ⟲ࠍ৻ߦߪߚ߹ޔߩᓸ↢
8 解析、これらに基づく有用遺
‛ߩㆮવሶ⟲ࠍ⸃ᨆߒ⛔ࠍࠄࠇߎޔ
伝子の収集・
活用
วߒߡ↢㑐ଥߦࠆᓸ↢‛ห჻ߩ
①−４
⋧↪ࠍ⸃ߒ↪ޔㆮવሶߩ
㓸ᵴ↪ࠍ࿑ࠆޕ

ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ⩶⚦↪ޔㆮવ
ሶޔઍ⻢‛╬ߩ⊒ជߦࠃࠅޔක≮߮↥
ᬺ↪‛⾰ߦᵴ↪ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔ
ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦࠍࠬࡑࠝࠗࡃޔේ
ᢱߣߒߚวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚ
ൻቇຠ╬ߩㅧᛛⴚ߿ᬀ‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒ
ߚᎿᬺේᢱޔක≮↪ේ᧚ᢱߩ╬⮎⹜ޔ
↪‛⾰ㅧᛛⴚࠍታ↪ൻߔࠆߎߣߦࠃ
ࠅޔᓴⅣဳ␠ળߩታ߿ᣂ↥ᬺߩഃߦ
⽸₂ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖ߣᔃߩ∛᳇ߩ
ᴦ≮ߦߟߥ߇ࠆ⍮߿⠧ൻᯏ᭴ߦ㑐ߔࠆ
⍮ࠍᓧߡޔ⢒ޔᢎ⢒ޔሶ⢒ߡᡰេޔ
ක≮ߩ߳⼔ޔᔕ↪ࠍ࿑ࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ⡯႐ߩࡔࡦ࠲࡞
ࡋ࡞ࠬਇ⺞ߩ੍㒐ᷫዋࠍ࿑ࠆߎߣߦࠃ
ࠅޔᬺ႐ߦ߅ߌࠆోⴡ↢᳓Ḱࠍะ
ߐߖࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߩ࠻ࡅޔౝ߿ᭂ㒢ⅣႺ㧔㧝㧡㧜㧜㨙એਅߩᷓᶏ╬㧕ߩᓸ↢‛ߥߤߩ↢‛⟲ߩࠥࡁ
ࡓ⸃ᨆߦࠃࠅ⥄ޔὼⅣႺਅߢߩࡀ࠶࠻ࡢࠢߥߤࠍ⸃ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔფᓸ↢‛ߩᄙ᭽ᕈࠍ⸃ᨆߔࠆᚻᴺࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࠍࠬࡑࠝࠗࡃޔේᢱߣߒࠄ߆♧ޔวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚൻቇຠߩၮᐙ‛⾰
ࠍ↢↥ߔࠆߚߩ♧ൻᛛⴚ߿㜞ല₸♧ᄌ឵ᛛⴚ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦ↥↢⾰‛ޔᕈࠍะߔࠆ㜞ᕈ⢻ኋ
ਥ⚦⢩ߩഃޔᓸ↢‛ᔕߩᄙ᭽ൻ㜞ᯏ⢻ൻߔࠆߚߩᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦᶏᵗή⣄ᬁേ‛╬ߦ↢ߔࠆᓸ↢‛╬߆ࠄࡔ࠲ࠥࡁࡓ⸃ᨆߦࠃࠅ↪ㆮવሶࠍត
⚝㓸ߒ⽸ߦ╬↥↢ߩ⾰‛↪ޔ₂ߔࠆߚࠍࡉࠗޔ᭴▽ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᓸ↢‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒߚวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚൻቇຠࠍ↢↥ߔࠆᛛⴚࠍ
⏕┙ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔⅣႺਛߩ↢‛㓸࿅߆ࠄ↪ㆮવሶࠍត⚝㓸ߒޔᎿᬺේᢱ߿ක⮎ຠ╬ߩ↢↥
ߦᵴ↪ߔࠆᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⣖ߩ㊀ⷐߥ⍮ᯏ⢻ߣߘߩ⥃⇇ᦼޔᖱേޔᗧᔒቯ␠ޔࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޔળ
ߩਛߢߩੱ㑆ߩᝄࠆ⥰ޔ⠧ൻߩၮᧄේℂࠍࠄ߆ߦߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ∔♖ޔᖚ∔╭⚻ޔᖚޔᗵེⷡ㓚ኂߦߟߡ⚦ޔ⢩ᴦ≮ޔഃ⮎╬ࠍᵴ↪ߒߚᴦ
≮ᴺߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆ∛ޔᘒߩ⚦߿ޔේ࿃ㆮવሶߣߞߚ∔ᖚߩේℂࠍℂ⸃ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢
ഭ⋭㧕
こころの発達と意志伝達機構 ߎߎࠈߩ⊒㆐ᯏ᭴ߣ⸒⺆߿ᗵེⷡߥ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔഭ⠪ߩታᘒ⺞ᩏ߿ၞஜߣߩㅪ៤ߩࠅ߆ߚߩᬌ⸛ߦࠃࠅޔഭ⠪ߩ⡯႐ߦ
並びにそれらの障害の解明 ߤࠍߒߚᗧᔒવ㆐ߩᯏ᭴ࠍ⸃ߔ ߅ߌࠆࡔࡦ࠲࡞ࡋ࡞ࠬਇ⺞ߩ੍㒐ᷫዋࠍ࿑ࠆߚߩലߥᚻᲑࠍߛߔޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
7
ࠆߩࠄࠇߘޔߚ߹ޕ㓚ኂ߇ߎࠆᯏ ٠㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖ߩ⍮ᯏ⢻߿⊒㆐ᯏ᭴ޔᖱേߣ␠ળᕈߩ⊒㆐ᯏ⢻ࠍ⸃ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
①−４
᭴ࠍ⸃ߔࠆޕ
⋭㧕
⑤−５
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦ∔♖ޔᖚ∔╭⚻ޔᖚޔᗵེⷡ∔ᖚߦߟߡ⚦ޔ⢩ᴦ≮ޔㆮવሶᴦ≮ޔഃ⮎╬
ࠍᵴ↪ߒߚᴦ≮ᴺߦߟߡ⎇ⓥࠍⴕ⥃ޔᐥᔕ↪߇ᬌ⸛ߐࠇࠆᲑ㓏߹ߢ㆐ߔࠆ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⡯႐ߦ߅ߌࠆࡔࡦ࠲࡞ࡋ࡞ࠬਇ⺞ߩ੍㒐ᷫዋࠍ࿑ࠆߚߩലߥᚻᴺࠍ㐿⊒
ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
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⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

߅ߒߐ߿ടᎿㆡᕈߩ㜞㜞ຠ⾰ߥ
ㄘᨋ᳓↥‛㘩ຠࠍ↢↥ߔࠆᛛⴚࠍ
㜞ຠ⾰ߥ㘩ᢱ㘩ຠߩቯ
㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦޔૐࠦࠬ࠻⋭ജ
11 ↢↥ଏ⛎ᛛⴚ㐿⊒
ൻᄙൻᛛⴚ╬ߩቯ↢↥ᛛⴚࠍ
ԛ㧙㧝㧣
㐿⊒ߒߺ⚵ࠍࠄࠇߎޔวࠊߖߚᛛⴚ
♽ࠍ᭴▽ߔࠆޕ

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ߿࠻࠶ࡏࡠޔ㧵㨀ࠍᵴ↪ߒߡޔૐࠦࠬ࠻ൻᛛⴚ⋭ޔജൻᛛⴚޔᄙൻᛛⴚ╬ㄘᨋ᳓
↥‛↢↥ࠍะߐߖࠆᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦߺ⚵ࠍࠄࠇߎޔวࠊߖߡ↢↥႐ߢᵴ↪ߢ߈ࠆᛛⴚ♽
ࠍ᭴▽ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᶖ⾌⠪߿ታ㔛⠪࠾࠭ߩ㜞ోߢ㜞ຠ⾰ߥㄘᨋ᳓↥‛㘩ຠࠍ↢↥ଏ⛎ߔࠆ
ߚߩᛛⴚࠍ㐿⊒ߒޔታ↪ൻߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ࿖ౝߦ㜞ຠ⾰ߥ㘩ᢱ㘩ຠࠍቯ↢↥ଏ⛎ߢ߈ࠆᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆߣߣ߽ߦޔ
㐿⊒ㅜ࿖ߢߩ㐿⊒ߦㆡߒߚ⚵឵߃ᬀ‛ࠍߔࠆᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㓸ߒߚㆮવ⾗Ḯ߆ࠄᣂߚߥ↪ㆮવሶࠍන㔌ߒޔᯏ⢻ࠍ⸃ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔേ‛㧔⯻㧕ᯏ⢻ࠍ↪ߒߚޔක≮↪ࡕ࠺࡞േ‛↥↢⾰‛↪ޔᛛⴚ╬ࠍ㐿⊒
ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࠍࠬࡑࠝࠗࡃޔේᢱߣߒࠄ߆♧ޔวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚൻቇຠߩၮᐙ‛⾰
㘩ᢱಽ㊁ޔⅣႺಽ㊁ߦ߅ߌ
േᬀ‛ߩࠥࡁࡓᖱႎࠍᵴ↪ߒߚ↪ ࠍ↢↥ߔࠆߚߩ♧ൻᛛⴚ߿㜞ല₸♧ᄌ឵ᛛⴚ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦ↥↢⾰‛ޔᕈࠍะߔࠆ㜞ᕈ⢻ኋ
ࠆᓸ↢‛േᬀ‛ࠥࡁࡓ⎇
ㆮવሶߩන㔌⸃ᨆࠍⴕޔ㘩ᢱ↢ ਥ⚦⢩ߩഃޔᓸ↢‛ᔕߩᄙ᭽ൻ㜞ᯏ⢻ൻߔࠆߚߩᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
10 ⓥ
↥߿ⅣႺోߩߚߩ⎇ⓥ㐿⊒ߦᔕ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᎿᬺේᢱޔක≮↪ේ᧚ᢱࠍ⾰‛↪ߩ╬⮎⹜ޔ㜞ല₸ߦ㜞↢↥㜞⫾Ⓧߐߖࠆ⚵
ԛ㧙㧝㧠
↪ߔࠆޕ
឵߃ᬀ‛ߩ㐿⊒߮ޔ㐽㎮ဳᬀ‛↢↥ᣉ⸳ߦ߅ߌࠆ↪‛⾰↢↥ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
ԛ㧙㧝㧣
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦⶄޔᢙߩ↪ߥᒻ⾰ࠍ⍴ᦼ㑆ߢዉߔࠆࠥࡁࡓ⢒⒳ᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᓸ↢‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒߚޔวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚൻቇຠࠍ↢↥ߔࠆᛛⴚ
ࠍ⏕┙ߒޔ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔᬀ‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒߚᎿᬺේᢱޔක≮↪ේ᧚ᢱ↥↢ߩ╬⮎⹜ޔᛛⴚࠍ⏕
┙ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕

㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔㄘᨋ᳓↥ᬺߩ⋭
ജൻޔૐࠦࠬ࠻ൻޔᄙൻࠍታߒޔㄘ
ᬺੱญ㜞㦂ൻߦኻᔕߔࠆߣߣ߽ߦޔㄘᬺ
ੱญߩ⏕ߦ⾗ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᶖ⾌⠪߿ታ㔛⠪
࠾࠭ߩ㜞ㄘᨋ᳓↥‛㘩ຠࠍຠൻ
ߒޔᚒ߇࿖ߩ㘩ᢱ⥄⛎₸ߩะߦ⽸₂ߔ
ࠆߣߣ߽ߦޔ࿖↥ߩㄘᨋ᳓↥‛㘩ຠߩ
┹ജࠍᒝൻߒޔャߩჇടߦ⽸₂ߔ
ࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᬀ‛ߩ↢↥ᕈะ
∛ޔኂ⯻⠴ᕈޔⅣႺࠬ࠻ࠬ⠴ᕈߥߤ
ߩ⺖㗴ࠍ⸃ߒޔ⇇ߦ߅ߌࠆ㘩ᢱቯ
ଏ⛎ߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᚒ߇࿖↥ᬺߩ࿖
㓙┹ജߩᒝൻࠍ⋡ᜰߒޔേ‛㧔⯻㧕
╬߇ᜬߟ↢‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒߚᣂߚߥ↢‛
↥ᬺࠍഃߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ✭∝☳⧎ޔ☨ޔ
ⶄว∛ኂᛶ᛫ᕈࠗࡀဳ⨲ޔᡷᄌࠗࡀ╬ࠍ
ታ↪ൻߒޔㄘ↥‛ߩᯏ⢻ᕈ߿↢↥ᕈࠍะ
ߐߖޔ࿖㓙┹ജߩ㜞࿖ౝㄘᬺࠍዷ
㐿ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦࠍࠬࡑࠝࠗࡃޔේ
ᢱߣߒߚวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚ
ൻቇຠ╬ߩㅧᛛⴚ߿ᬀ‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒ
ߚᎿᬺේᢱޔක≮↪ේ᧚ᢱߩ╬⮎⹜ޔ
↪‛⾰ㅧᛛⴚࠍታ↪ൻߔࠆߎߣߦࠃ
ࠅޔᓴⅣဳ␠ળߩታ߿ᣂ↥ᬺߩഃߦ
⽸₂ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
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ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᯏ⢻ᕈߩ㜞㘩
ᢱ㘩ຠࠍຠൻߒޔ㘩ߦࠃࠆஜᐽߩ⛽
ᜬჇㅴࠍࠢࠬ∛∔ޔૐᷫߔࠆߣߣ߽
ߦޔஜᐽ⛽ᜬჇㅴߦ߆߆ࠆᣂߒ↥ᬺ
ߩഃߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㄘᨋ
᳓↥⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ⹜࠻ࡅޔ㛎╬ߩᬌ⸽ߦၮߠ߈ޔᯏ⢻ᕈᚑಽࠍ㜞ߔࠆ㘩ຠ⚛᧚ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘ
ᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߦࠬࠢࡒࡁࠥ࠻ࡘ࠾ޔၮߠߊ㘩ᢱ㘩ຠߩᣂߒஜᐽᯏ⢻ᕈ⹏ଔᛛⴚ㧔࠷
࡞ޔᖱႎ࠺࠲ࡌࠬߥߤ㧕ࠍ㐿⊒ߔࠆߥߤޔㆮવሶᖱႎࠍᵴ↪ߒߡޔᩕ㙃ᚑಽ߇↢ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍ
⑼ቇ⊛ߦ⹏ଔߔࠆᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔஜᐽᯏ⢻߇⑼ቇ⊛ߦⵣઃߌࠄࠇߚޔᶖ⾌⠪࠾࠭㧔∋ഭࠡ࡞ࠕޔࠬ࠻ࠬޔ
╬㧕߇㜞㘩ᢱ㘩ຠࠍ㐿⊒ߔࠆߚߩᛛⴚ♽ࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔක≮ಽ㊁ߣ߽ㅪ៤ߒ⑼ޔቇ⊛⹏ଔߦၮߠߚᯏ⢻ᕈ㘩ᢱ㘩ຠߩ↢↥ߦᔅⷐߥ
ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࠎ߇⊒ޔᕈ‛⾰ߩ㕟ᣂ⊛ࠬࠢ⹏ଔᚻᴺޔ㘩ຠ↱᧪ᗵᨴ∝╬ߩቯ㊂⊛ࠬࠢ⹏ଔᚻ
ᴺ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔㘩ຠోᆔຬળ㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ⇓ߣޔ႐╬ߦ߅ߌࠆ㧮㧿㧱ᬌᩏ↪㜞ᗵᐲㄦㅦᬌᩏᴺޔ㘩ᢱ㘩ຠਛߦሽߔࠆ
㘩ਛᲥ⩶╬ߩㄦㅦ৻ᢧᬌᩏᴺ╬ࠍታ↪ൻߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㘩ຠ╬ߩోᕈࠍ⑼ቇ⊛ߦ⏕ߔࠆߚޔㆮવሶ⚵឵߃㘩ຠߩᗧ࿑ߖߑࠆᣂⷙ
ઍ⻢‛⾰╬ߩ⊒╬ࠍᬌ⸽ߔࠆᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᷝട‛㧠㧡㧜ຠ⋡ߦߟߡోᕈߦ㑐ߔࠆ⑼ቇ⊛⍮ࠍᢛߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㘩ຠߩోߦ㑐ߔࠆࠬࠢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔㘩ຠోᆔ
ຬળޔෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࠄ߆↥↢ޔടᎿᵹㅢ߮ᶖ⾌ߦߚࠆ৻ㅪߩㆊ⒟ߩਛߢࠢࠬޔಽᨆߥߤߦၮߠ
ߚ㘩ᢱ㘩ຠߩᳪᨴ㒐ᱛ߿ෂኂⷐ࿃ૐᷫߩᛛⴚ߿ା㗬⏕ߦ⾗ߔࠆᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔਥⷐㄘᨋ᳓↥‛ߩຠ⒳߿↢↥ࠍ್ߔࠆᛛⴚޔㆮવሶ⚵឵߃‛ߩ㜞♖ᐲㄦ
ㅦߥᬌ⍮ᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᣂߚߦታ↪ൻ߇ㄟ߹ࠇࠆㆮવሶ⚵឵߃‛ߩⅣႺ߳ߩᓇ㗀ࠍ⹏ଔߔࠆᚻᴺࠍ
㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⑼ޔቇࠍࡌࠬߦߒߚㅘᕈା㗬ᕈߩ㜞ޔ㘩ᢱ㘩ຠߩోᕈߦ㑐ߔࠆࠬ
ࠢ⹏ଔᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔㘩ຠోᆔຬળޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕

ᩕ㙃ࠥࡁࡓ⑼ቇ㧔࠾ࡘ࠻ࠥࡁࡒ
ലᕈోᕈߦߟߡߩ
ࠢࠬ㧕ߦၮߠߚஜᐽᯏ⢻ᕈࠍ⹏ଔ
⑼ቇ⊛⹏ଔߦၮߠߚᯏ⢻
ߔࠆᛛⴚ߮ޔᶖ⾌⠪࠾࠭߇㜞ߊ
12
ᕈ㘩ᢱ㘩ຠߩ⎇ⓥ㐿⊒
ోߢലߥᯏ⢻ᕈ㘩ᢱ㘩ຠߩ↢
Ԝ㧙㧠
↥ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ

㘩ᢱ㘩ຠߩ↢↥߆ࠄടᎿᵹㅢ
㘩ᢱ㘩ຠߩోߣᶖ⾌⠪
߮ᶖ⾌ߦ⥋ࠆ৻ㅪߩㆊ⒟ߩਛߢޔ
ߩା㗬ߩ⏕ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ࠬࠢಽᨆߦ⾗ߔࠆ⎇ⓥ㐿⊒ࠍⴕ߁ߣ
13
㐿⊒
ߣ߽ߦᶖ⾌⠪ߩା㗬ࠍ⏕ߔࠆߚ
ԝ㧙㧤
ߩᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㘩ຠଏ⛎ⴕ⒟
㧔ࡈ࠼࠴ࠚࡦ㧕ో⥸ߦߟߡࠬޔ
ࠢಽᨆߦၮߠߊ㘩ᢱ㘩ຠߩో⏕ࠍ
ታߔࠆޕ㧔㘩ຠోᆔຬળޔᢥㇱ⑼ቇ
⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㘩ຠߦࠃࠆஜᐽ
ⵍኂࠍૐᷫߐߖࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㧮㧿㧱ࡊࠝࡦ
߿㜞∛ේᕈࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ╬ߩᬌᩏ
ߩㄦㅦൻ♖ޔᐲะߣ㒐㒰ࠍㅢߓࡈޔ
࠼࠴ࠚࡦߩฦᲑ㓏ߦ߅ߌࠆోࠍ⏕
ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ
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㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴ߩⷐ

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔേ‛㧔⯻㧕╬
ߩᜬߟ↢‛ᯏ⢻ࠍ↪ߒߚᣂߚߥ↢‛↥
ᬺࠍഃߒޔᚒ߇࿖↥ᬺߩ࿖㓙┹ജࠍ
ᒝൻߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦࠍࠬࡑࠝࠗࡃޔේ
ᢱߣߒߚวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚ
ൻቇຠ╬ߩㅧᛛⴚ߿ᬀ‛ᯏ⢻ࠍᵴ↪ߒ
ߚᎿᬺේᢱޔක≮↪ේ᧚ᢱߩ╬⮎⹜ޔ
↪‛⾰ㅧᛛⴚࠍታ↪ൻߔࠆߎߣߦࠃ
ࠅޔᣂ↥ᬺߩഃޔᓴⅣဳ␠ળߩታ߿
᷷ᥦൻߩ㒐ᱛ╬ߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ
᳓↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᓸ↢‛േᬀ‛ࠍ↪ߚ↪‛⾰ߩ↢↥ࠍน⢻ߣߔࠆߚߩၭ㙃ㆮવሶ⚵឵
߃ᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࠍࠬࡑࠝࠗࡃޔේᢱߣߒࠄ߆♧ޔวᚑ᮸⢽⇇ޔ㕙ᵴᕈߣߞߚൻቇຠߩၮᐙ‛⾰
ࠍ↢↥ߔࠆߚߩ♧ൻᛛⴚ߿㜞ല₸♧ᄌ឵ᛛⴚ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦ↥↢⾰‛ޔᕈࠍะߔࠆ㜞ᕈ⢻ኋ
ਥ⚦⢩ߩഃޔᓸ↢‛ᔕߩᄙ᭽ൻ㜞ᯏ⢻ൻߔࠆߚߩᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
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がん、免疫・
アレルギー疾
患、生活習慣病、骨関節疾
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診断・
治療の研究開発
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発達及 Უሶஜක≮ߦ⾗ߔࠆޔሶߤ߽ߩᔃ ≮ᴺߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆ∛ޔᘒߩ⚦߿ޔේ࿃ㆮવሶߣߞߚ∔ᖚߩේℂࠍℂ⸃ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
び女性の健康向上に関する りߩᚑ㐳⊒㆐߮㔍ᴦᕈ∔ᖚߦ㑐 ٠㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦޔሶߤ߽ߩ㔍ᴦᕈ∔ᖚߩේ࿃ߩ⸃⸻ޔᢿᴺ⏕┙ߣᮡḰൻࠍታߔࠆߣߣ߽ߦ⚦ޔ
20
ߔࠆ⎇ⓥޔਇᅧ߮↥ᦼ㓚ኂߦ㑐 ⢩ᴦ≮ޔㆮવሶᴦ≮ޔഃ⮎ߩၮ⋚ᛛⴚࠍ⏕┙ߒ⥃ޔᐥᔕ↪߇ᬌ⸛ߐࠇࠆᲑ㓏߹ߢ㆐ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
研究開発
ߔࠆ⎇ⓥߥߤࠍⴕ߁ޕ
⋭㧕
⑤−１
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦޔਇᅧ↥ᦼ㓚ኂߩේ࿃⸃ߩߚߩ↥ᦼ⎇ⓥࠍᢛߒ↢ޔᱺഥක≮ޔ
ഃ⮎ߩၮ⋚ᛛⴚࠍ⥃ᐥᔕ↪߇ᬌ⸛ߐࠇࠆᲑ㓏߹ߢ㆐ߐߖࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦ∔♖ޔᖚ∔╭⚻ޔᖚޔᗵེⷡ∔ᖚߦߟߡ⚦ޔ⢩ᴦ≮ޔㆮવሶᴦ≮ޔഃ⮎╬
ࠍᵴ↪ߒߚᴦ≮ᴺߦߟߡ⎇ⓥࠍⴕ⥃ޔᐥᔕ↪߇ᬌ⸛ߐࠇࠆᲑ㓏߹ߢ㆐ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
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ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔᯏൻቇߣ↢‛
ቇߩቇߩⲢว⊛⊒ዷߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔ᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ߿ࠎ߇ޔ⣖ޔ⣢ޔ
ᔃ⤳ޔ㜞㦂ൻߦ߁∔ᖚߩࠃࠅᣧᦼߩ⊒
ࠍታߔࠆߣߣ߽ߦ∛ޔ᳇߆ࠄ⊒∝ߦ
⥋ࠆಽሶᯏ᭴ߩ⸃ߦၮߠߚᣂߒᴦ
≮ᴺ߿᛫ක⮎⸻ᢿ⮎ޔ߮↪߇
ዋߥߊߟ߆ޔੱߩ․ᕈߦᔕߓߚ⮎ലࠍ
ߔࠆഃ⮎ࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔ
⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔߩᛛⴚ᳓Ḱ
ߢߪ⸃߇ᭂߡ࿎㔍ߥ㔍⸃ᨆ࠲ࡦࡄࠢ
⾰ࠍ↢↥⸃ޔᨆޔᓮߔࠆᛛⴚࠍะ
ߒޔ⍮⊛⽷↥ࠍ⏕ߔࠆߣߣ߽ߦ㕟ᣂ⊛
ഃ⮎ߩታߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃޔ
ࠫߩᔕ↪ߦࠃࠆஜᐽ⛽ᜬჇㅴߦ߆߆
ࠆᣂߒ↥ᬺߩഃߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ
↥ᬺ⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔߩᛛⴚ᳓Ḱߢߪ⸃߇ᭂߡ࿎㔍ߥ㔍⸃ᨆ࠲ࡦࡄࠢ⾰ࠍ↢↥⸃ޔᨆޔᓮߔ
ࠆᛛⴚߩะ߿⋧↪ᛛⴚࠍ⏕┙ߒߢ߹ࠇߎޔਇน⢻ߢߞߚ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ᭴ㅧᯏ⢻⸃ᨆࠍⴕ߁ޕ
㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߩ⾰ࠢࡄࡦ࠲ޔ᭴ㅧᯏ⢻ᖱႎࠍല₸⊛ലᨐ⊛ߦขᓧߔࠆߎߣࠍታߔࠆޔ
ㆮવሶ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߥߤߩ 㜞ല₸㧔㜞ㅦޔૐࠦࠬ࠻㧕ߢߩ ߩᛛⴚ᳓Ḱߢߪ⸃߇ᭂߡ࿎㔍ߥ㔍⸃ᨆ࠲ࡦࡄࠢ⾰ࠍ↢↥⸃ޔᨆޔᓮߔࠆᛛⴚߩะ߿⋧↪ᛛ
ಽᨆ⸘᷹ߩߚߩవ┵⊛ ࠥࡁࡓߩႮၮ㈩ߩ⸃⺒߿ޔㆮવ
ⴚࠍ⏕┙ߔࠆ ޕᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭
ሶࠍߤߥ⾰ࠢࡄࡦ࠲ޔಽᨆ⸘᷹ߔ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ⥃ޔᐥ႐ߢᵴ↪ߢ߈ࠆࡌ࡞ߢߩㆮવᖱႎ╬߆ࠄ∔ᖚࠍᣧᦼߦ⸻ᢿߔࠆᯏེࠍ㐿
25 ᛛⴚ㐿⊒
ԛ㧙㧝㧡
ࠆߚߩᣂߚߥේℂߩ⸃߿ᛛⴚ㐿 ⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
Ԝ㧙㧟
⊒ߩ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕ
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⇇ᦨ㜞ᕈ⢻ߩ㜞㔍ᐲ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߥߤࠍ⸃ᨆߔࠆࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߔࠆ ޕᢥㇱ
⑼ቇ⋭
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ∔ޔᖚࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ⸃ߩടㅦ⸻ޔᢿᯏེߩ㜞ᐲൻ╬ߦࠃࠆഃ⮎ࡊࡠࠬߩ㜞ᐲ
ൻࠍታߔࠆߣߣ߽ߦޔੱߩ․ᕈࠍ〯߹߃ߚ↢ޔᵴ⠌ᘠ∛߿㔍∛ߩ੍㒐ᣧᦼ⸻ᢿవ┵ක≮ᛛⴚࠍ
ታߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㧰㧺㧭ޔ㧾㧺㧭↢ߩ╬⾰ࠢࡄࡦ࠲ޔ㜞ಽሶߣ․⇣⊛ߦ⋧↪ߔࠆૐಽሶൻว
‛ࠍ㐿⊒ߒ↢ߡ↪ࠍࠄࠇߎޔ㜞ಽሶߩᯏ⢻⸃ᨆࠍⴕ߁ޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ൻቇ↢‛ቇ㧔ࠤࡒࠞ࡞ࡃࠗ ഃ⮎߿ಽሶࠗࡔࠫࡦࠣ╬ߩ⎇ⓥߦ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㜞ㅦ㜞ᗵᐲߦ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ⋧↪ࠍ⸃ᨆߔࠆᛛⴚ߿∔ᖚࠍᓮߔࠆൻว‛
ࠝࡠࠫ㧕ߩ⎇ⓥ㐿⊒
⾗ߔࠆߚ↢ޔ㜞ಽሶߣᯏൻว ߩត⚝⹏ଔᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
24
ԛ㧙㧝㧡
‛ߩ⋧↪߆ࠄ↢⽎ࠍ⸃ߔ ٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔૐ㊂ߢήኂࠅࠃޔᐢ▸࿐ߥൻว‛⟲ࠍᚑߒޔൻว‛ߩᮡ⼂ᣇᴺ߿േᘒ⸃ᨆᴺ
Ԝ㧙㧝
ࠆޕ
ߩ㐿⊒ߥߤಽሶࠗࡔࠫࡦࠣᛛⴚ╬ࠍ↪ߒޔഃ⮎ߩ㜞ᐲൻࠍ࿑ࠅ⮎ߥ↪ࠅࠃޔ‛⾰ߩ⛉ㄟߺ
ߩ♖ᐲߩะޔੱߩ․ᕈࠍ〯߹߃ߚ↢ޔᵴ⠌ᘠ∛߿㔍∛ߩ੍㒐ᣧᦼ⸻ᢿᛛⴚᴦ≮వ┵ක≮ᛛⴚࠍ
ታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦಽሶࠗࡔࠫࡦࠣ
╬ߩᛛⴚࠍᵴ↪ߒߚක⮎ຠක≮ᯏེߩ
㐿⊒ߦ⾗ߔࠆవ┵ᛛⴚࠍㄦㅦ߆ߟല₸⊛
ߦ⥃ᐥᔕ↪ߒޔᚒ߇࿖ߩᱫ࿃ߢࠆ
߇ࠎޔᓴⅣེ♽∔ᖚߩᣧᦼ⸻ᢿ╬ޔଔ
ߢലᨐ⊛߆ߟり߳ߩ⽶ᜂ߇ᭂߡዋߥ
㕟ᣂ⊛ක≮ߩታࠍน⢻ߣߔࠆޕ㧔ᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᣧᦼ߇ࠎߩ⊒
₸߿㔍ᴦᕈ߇ࠎߩ⊒₸ࠍ㘧べ⊛ߦะ
ߐߖࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴ߩⷐ

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㕖ଚⷅᕈ⸻ᢿᴦ≮ᛛⴚᯏེߩ࠻࠲࡞ߩᗵᐲࠍ㧝㧜ߣߔࠆߥߤ㜞ᐲൻࠍ
ታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ᭽․ߥޘᕈࠍߔࠆಽሶࡊࡠࡉࠍ㐿⊒ߒޔㅢၮ⋚⊛ࠗࡉࠍ᭴▽ߔࠆޕ
㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔഃ⮎ߦ߅ߌࠆ⮎ല⹏ଔߦ⾗ߔࠆ࠽ࡁࡌ࡞ᯏ⢻ࠗࡔࠫࡦࠣᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ
㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ࡃࠗࠝࠗࡔࠫࡦࠣផㅴߩ ಽሶࡌ࡞⚦ޔ⢩ࡌ࡞╬ޔ᭽ߥޘ
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㨕㨚ޓ㨟㨕㨘㨕㨏㨛ഃ⮎ᛛⴚ╬ߣߩㅪ៤ߦࠃࠅޔലᨐ⊛ഃ⮎ࠍน⢻ߣߔࠆ࠽ࡁ
ࡌ࡞ߩᯏ⢻ߩ⊒ࠍนⷞൻߒ↢ޔ
23 ߚߩ⛔ว⊛⎇ⓥ
ࡌ࡞᭴ㅧࠗࡔࠫࡦࠣᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
Ԝ㧙㧟
⽎ࠍℂ⸃ߔࠆ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕ
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⣲≌ߩ⊒ߣᖡᕈᐲߩ⸻ᢿࠍࠃࠅᣧᦼߦⴕ߁ߚ⚦ޔ⢩ߩᯏ⢻ᄌൻࠍ㜞ᗵᐲޔ㜞
♖ᐲޔ㜞ㅦߦᬌ⸻ᢿߢ߈ࠆಽሶࠗࡔࠫࡦࠣᯏེࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ↹ޔ⸻ᢿᯏེߩ㜞ᐲൻ╬ߦࠃࠆᬌᩏߩ㜞ㅦൻ߿↢ޔᯏ⢻ઍ⻢ߩนⷞൻߦࠃ
ࠆ∔ᖚߩᣧᦼ⊒ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦⲢߩߣࠫࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃࡁ࠽ޔวࠍടㅦߒޔ㊀ⷐ∔ᖚ㧔߇ࠎޔᓴⅣེ∔ᖚ♧ޔ
ዩ∛ޔ⍮∝╬㧕ߩᣧᦼ⸻ᢿᴦ≮ᛛⴚࠍታ↪ൻߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
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㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴ߩⷐ

ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ⣖ࠍᮨ୮ߒߚߎ
ࠇ߹ߢߦߥࠦࡦࡇࡘ࠲ߩታߦࠃ
ࠅੱޔ㑆ߦ߿ߐߒߊࠡ࡞ࡀࠛޔല₸ߩ
⦟㜞ᐲᖱႎᛛⴚࠍ᭴▽ߒޔᜬ⛯น⢻
ߥ␠ળࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔૐଚⷅߢᣧᦼᓳ
Ꮻ߇น⢻ߥᴦ≮ᴺ߿↢ޔᯏ⢻ߣࠦࡦ
ࡇࡘ࠲ᯏེߣߩࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬߩ㐿
⊒ߦࠃࠆක≮ᛛⴚߥߤޔᣂⷙߩක⮎ຠ
⸻ᢿᯏེᴦ≮ᯏེߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆవ┵
ᛛⴚࠍޔㄦㅦ߆ߟല₸⊛ߦ⥃ᐥᔕ↪ߒޔ
ක≮ᓥ⠪ߩ⽶ᜂࠍシᷫߔࠆߣߣ߽ߦᖚ
⠪ߩ∛⁁ߦᔕߓߚㆡಾߥᴦ≮ࠍឭଏߢ߈
ࠆޔ㕟ᣂ⊛ක≮ߩታࠍน⢻ߣߔࠆޕ
㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ
⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃޔ
ࠫߩᔕ↪ߦࠃࠆஜᐽ⛽ᜬჇㅴߦ߆߆
ࠆᣂߒ↥ᬺߩഃߦ⽸₂ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ
↥ᬺ⋭㧕

٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᖱႎ⑼ቇߣߩⲢวߦࠃࠅޔᄙ᭽ߥ↢‛ᖱႎ߆ࠄ↢‛⽎ߩේℂ߿ᴺೣࠍ⊒
ߒޔ♽ൻߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㕖ଚⷅ⸘᷹ᴺߦࠃࠅᓧࠄࠇߚ⣖ᵴേᖱႎߦࠃࠅޔᄙ᭽ߥⵝ⟎ࠍᠲߔࠆᛛⴚࠍ
㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⣖ဳᖱႎಣℂᛛⴚߩ㐿⊒ࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޟޔ⠨߃ࠆߎߣߢേ߆ߖࠆޠⓥᭂߩࡅࡘࡑࡦࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬᛛⴚߩ㐿⊒ࠍታ
ߔࠆ ޕᢥㇱ⑼ቇ⋭
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ╬‛⮎ޔવ㆐ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߚᣂⷙᕈߩ㜞ᴦ≮ᴺߩ㐿⊒ߦߟߥ߇ࠆᛛⴚࠍ㐿⊒ߔ
ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ߿ࠎ߇ޔਛᨔ⚻♽∔ᖚޔ⣖ⴊ▤∔ᖚ╬ߩᣧᦼ⸻ᢿ߮⚦⢩․⇣⊛ߥᴦ≮ᴺߦߟ
ߥ߇ࠆᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㧵㨀߿࠽ࡁ࠹ࠢࡁࡠࠫࠍᵴ↪ߒߚ⥃ޔᐥ႐ߢᵴ↪ߢ߈ࠆࡌ࡞ߢߩ੍㒐⸻
ᢿߦ⾗ߔࠆᯏེ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᖚ⠪ߩ↢ᖱႎ߿↹⸻ᢿᖱႎ╬ࠍ㜞ല₸ߢಣℂߒޔක≮ᓥ⠪ߩ⽶ᜂࠍシᷫߒ
ߡࠃࠅᱜ⏕ߥᴦ≮ࠍᡰេߔࠆࠗࡦ࠹ࠫࠚࡦ࠻ᚻⴚࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ∛ޔ㒮ౝߦ⸳⟎น⢻ߥᄢ߈ߐߢޔᱜᏱ⚵❱ߩ៊்ࠍᦨዊ㒢ߦᛥ߃⚦ࠎ߇ޔ⢩ࠍㆬᛯ
⊛ߦᶖṌߐߖࠆߎߣߩߢ߈ࠆᰴઍ㧰㧰㧿ဳᴦ≮ࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ∔ޔᖚࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ⸃ߩടㅦ⸻ޔᢿᯏེߩ㜞ᐲൻ⮎ߥ↪ࠅࠃޔ‛⾰ߩ
⛉ㄟߺߩ♖ᐲߩะߥߤߩഃ⮎ࡊࡠࠬߩ㜞ᐲൻࠍታߔࠆߣߣ߽ߦޔੱߩ․ᕈࠍ〯߹߃ߚ↢ޔᵴ⠌
ᘠ∛߿㔍∛ߩ੍㒐ᣧᦼ⸻ᢿవ┵ක≮ᛛⴚࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦⲢߩࠫࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃࡁ࠽ޔวࠍടㅦߒޔ㊀ⷐ∔ᖚ㧔߇ࠎޔᓴⅣེ∔ᖚ♧ޔዩ
∛ޔ⍮∝╬㧕ߩᣧᦼ⸻ᢿᴦ≮ᛛⴚߥߤࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦⴚޔ೨ߦ߅ߌࠆᚻⴚ⸘↹߿ⴚਛߩ↹⺃ዉ
ߥߤߦࠃࠅ♖ޔኒߥᚻⴚࠍታ
ߒޔ㧞㧜㧞㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⸻ޔᢿᴦ≮ᖱႎߩ⛔ว╬ߦࠃࠆૐଚⷅߢᣧᦼᓳᏫ߇น⢻ߥᴦ≮ࠍታߔࠆޕ
㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
↹⺃ዉ㧦ᚻⴚߦ㧹㧾㧵㨮㧯㨀㨮㖸ᵄ↹ߥߤࠍ↪ࠆߎߣޕ

ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦ⣲≌ߩಽሶ․ᕈ߿
ㆮવሶ⊒ࠍቯ㊂⊛ߦ⹏ଔߔࠆᚻᴺࠍ⏕
┙ߒޔᣧᦼ⸻ᢿࠍน⢻ߣߔࠆ⸻ᢿᯏེ
ࠍ㐿⊒ߒޔലᨐ⊛߆ߟり߳ߩ⽶ᜂ߇ᭂ
ߡዋߥ⸻ᢿࠍታߔࠆޔߚ߹ޕ㧞㧜
㧞㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔૐଚⷅߢᣧᦼᓳᏫ߇น
⢻ߥᴦ≮ᴺߥߤޔᣂⷙߩක⮎ຠ⸻ᢿᯏ
ེක≮ᯏེߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆవ┵ᛛⴚ
ࠍޔㄦㅦ߆ߟല₸⊛ߦ⥃ᐥᔕ↪ߒޔ㕟ᣂ
⊛ක≮ߩታࠍน⢻ߣߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᣧᦼ߇ࠎߩ⊒
₸߿㔍ᴦᕈ߇ࠎߩ⊒₸ࠍ㘧べ⊛ߦะ
ߐߖࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔૐଚⷅߢᣧᦼᓳ
Ꮻ߇น⢻ߥᴦ≮ࠍታߥߤ⸻ᢿᴦ≮ⴕὑ
ࠍ㜞ᐲൻߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ
⋭㧕
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٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔಽሶࠗࡔࠫࡦࠣᛛⴚߩ㜞ᐲൻߦࠃࠅޔ⣲≌ߩᴦ≮ߦኻߔࠆᔕᕈߩ⹏ଔޔォ⒖
น⢻ᕈ߿੍ᓟ੍᷹╬ޔ⣲≌ߩᕈ⁁⹏ଔᚻᴺ߿♖⚻∔ᖚߩ⸻ᢿᚻᴺ⮎ޔല⹏ଔᚻᴺࠍ㐿⊒ߔࠆޕ
㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࡁ࠽ޔ╬ࠨࡦࠝࠗࡃ߿ࠬࠗࡃ࠺ޔᛛⴚࠍ㚟ߒߡ↢ޔ᭴ㅧ⚵❱߳ߩㆡวᕈ
ࠍ㜞ߚක≮ᯏེߩ㐿⊒ࠍㅴ⥃ޔᐥᔕ↪߇ᬌ⸛ߐࠇࠆᲑ㓏߹ߢ㆐ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⠧ൻ∔ᖚ╬ߦࠃࠅૐਅߒߚりᯏ⢻ࠍഥઍᦧߔࠆߚߩක≮ᯏེ
ᯏེߩⷐ⚛ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⣲≌ߩ⊒ߣᖡᕈᐲߩ⸻ᢿࠍࠃࠅᣧᦼߦⴕ߁ߚ⚦ޔ⢩ߩᯏ⢻ᄌൻࠍ㜞ᗵᐲޔ㜞
♖ᐲޔ㜞ㅦߦᬌ⸻ᢿߢ߈ࠆಽሶࠗࡔࠫࡦࠣᯏེߥߤ⥃ޔᐥ႐ߢᵴ↪ߢ߈ࠆࡌ࡞ߢߩࡃࠗࠝ⸻
ᢿᯏེࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
㧽㧻㧸ࠍ㜞ࠆ⸻ᢿᴦ≮ ᖚ⠪ߩ㧽㧻㧸ࠍะߐߖࠆ⸻ᢿᯏ
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᖚ⠪ߩ↢ᖱႎ߿ක≮ᓥ⠪ߩേᖱႎ╬ࠍ㜞ല₸ߢ⸥㍳▤ޔℂࠆߔ␜ޔᛛⴚ
ᯏེߩ⎇ⓥ㐿⊒
ེᴦ≮ᯏེ㧔ၒㄟߺဳක≮ᯏེ ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
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ԛ㧙㧝㧡
࠺ࡃࠗࠬߥߤߩଚⷅᕈ߇ૐߊߥᯏ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᖚ⠪⥄りߩ⚦⢩ߩណขၭ㙃߆ࠄ⚵❱ᒻᚑᴦ≮߹ߢߩ⹏ଔࡊࡠࠬ߮⹏ଔၮ
Ԝ㧙㧟
ེࠍ㧕ߩ⎇ⓥ㐿⊒ࠍⴕ߁ޕ
Ḱࠍ⏕┙ߒޔౣ↢ක≮ߩ⥃ᐥᔕ↪ࠍน⢻ߣߔࠆߚߩᄙጀൻ⚵❱ൻᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ∛ޔ㒮ౝߦ⸳⟎น⢻ߥᄢ߈ߐߢޔᱜᏱ⚵❱ߩ៊்ࠍᦨዊ㒢ߦᛥ߃⚦ࠎ߇ޔ⢩ࠍㆬᛯ
⊛ߦᶖṌߐߖࠆߎߣߩߢ߈ࠆᰴઍ㧰㧰㧿ဳᴦ≮ࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ↹ޔ⸻ᢿᯏེߩ㜞ᐲൻ╬ߦࠃࠆᬌᩏߩ㜞ㅦൻ↢ޔᯏ⢻ઍ⻢ߩนⷞൻߦࠃࠆ
∔ᖚߩᣧᦼ⊒ᛛⴚࠍታ↪ൻߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦⴚޔ೨ߦ߅ߌࠆᚻⴚ⸘↹߿ⴚਛߩ↹⺃ዉ
ߥߤߦࠃࠅ♖ޔኒߥᚻⴚࠍታ
ߒޔ㧞㧜㧞㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⸻ޔᢿᴦ≮ᖱႎߩ⛔ว╬ߦࠃࠆૐଚⷅߢᣧᦼᓳᏫ߇น⢻ߥᴦ≮ࠍታߔࠆޕ
㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
↹⺃ዉ㧦ᚻⴚߦ㧹㧾㧵㨮㧯㨀㨮㖸ᵄ↹ߥߤࠍ↪ࠆߎߣޕ
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᔃ╭߿ⴊ▤╬ߩౣ↢ࠍน⢻ߦߔࠆౣ↢ක≮ᛛⴚࠍ⏕┙ߒޔ㧞㧜㧞㧡ᐕ㗃߹ߢ
ߦޔ⢄⤳╬ߩ⤳ེߩᯏ⢻ߩౣ↢ࠍน⢻ߦߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

㧵㨀ࠍ㚟ߒߡ↢ޔߩࠪࠬ࠹ࡓࠍ
ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߔࠆᛛⴚ㧔ࠪࠬ࠹
ࡓࡃࠗࠝࡠࠫࡑࠜࡈࡦࠗࠝࠗࡃޔ
㧵㨀߿࠽ࡁ࠹ࠢࡁࡠࠫ╬
࠹ࠖࠢࠬ㧕߿ޔ⣖ߦ߅ߌࠆ㜞ᐲߥᖱ
ߩᵴ↪ߦࠃࠆⲢว㗔ၞ㕟
ႎಣℂࠍ⎇ⓥߔࠆ⣖ᖱႎቇ㧔࠾ࡘ
ᣂ⊛ක≮ᛛⴚߩ⎇ⓥ㐿⊒
ࡠࠗࡦࡈࠜࡑ࠹ࠖࠢࠬ㧕ޔ⣖ဳᖱႎ
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ԛ㧙㧝㧡
ಣℂᛛⴚ࠻ࡦࠚࠫ࠹ࡦࠗޔᚻⴚࠪ
Ԝ㧝
ࠬ࠹ࡓޔක≮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߥߤࠍ⎇
Ԝ㧙㧟
ⓥߔࠆߣࠫࡠࡁࠢ࠹ࡁ࠽ޔߚ߹ޕ
ߩⲢวߦࠃࠅޔ㕖ଚⷅᕈޔૐଚⷅᕈ
ක≮ᛛⴚߥߤࠍ⎇ⓥߔࠆޕ

㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴
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㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴ߩⷐ
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ٟ㧞㧜㧜㧥ᐕ߹ߢߦ᳓ߩ⇣⥇ⵍኂ₸
ࠍඨᷫߒޔ㧞㧜㧝㧠ᐕ㗃߹ߢߦ⇣⥇ⵍ
ኂ߿᳓⾰ࠍߢ߈ࠆߛߌᣧᦼߦ⸃ᶖߔ
ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔ
ࡒࠢࠬ╬ޔᣂߚߥ⍮ߦၮߠߊ⹏ଔࠍ〯
߹߃ޔੱߩㆮવᖱႎߦᔕߓߚක≮ߦ
↪ߥක⮎ຠߩᛚࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦߩ‛⮎ޔᲥᕈଐ
ሽᕈߩㄦㅦߥ⹏ଔߦࠃࠅߩࠄࠇߘޔ
߿࿖᳃ะߌߩ⊒ᵴേࠍⴕ↪ੂ‛⮎ޔ
ࠍ㒐ᱛߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦ߿⾰‛ࡁ࠽ޔൻቇ
‛⾰ߩࡅ࠻ஜᐽᓇ㗀ߦ㑐ߔࠆ♽⊛ߥ⹏
ଔᚻᴺࠍᵴ↪ߒ࠻ࡅޔஜᐽᓇ㗀ߦ㑐ߔࠆ
ࠬࠢࠍᦨዊൻߒߩ߳࠻ࡅޔోࠍ⏕
ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᬺ႐ߦ߅ߌࠆ
ోⴡ↢᳓Ḱࠍะߒޔోߣஜᐽ߇⏕
ߐࠇߚഭⅣႺࠍᒻᚑߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔක≮ߩో⾰ޔ
߮ା㗬ߩ⏕╬ࠍㅢߓߚߩ⾰ࠅࠃޔ㜞
ല₸⊛ߥක≮ࠨࡆࠬࠍឭଏߔࠆޕ
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔක≮ోߦ㑐ߔࠆ▤ℂߩలታߦ⾗ߔࠆޔක≮ߩ⾰ߩ⹏ଔ♽ߦߟߡ᩺ࠍ
医療の安全の推進、医療の
ක≮ߦ߅ߌࠆࡅࡘࡑࡦࠛ╬ߩ
㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
␜ߔޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
質の向上と信頼の確保に関
㒐ᱛ╬ޔක≮ߩోߣ⾰ߩะߩߚ
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦࠛࡦࡑࡘࡅޔ
29
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߔ߿ߒ↢⊒߇╬ࠛࡦࡑࡘࡅޔㇱ㐷߿ᚻᛛߦኻߒߡ࠲ࡦࡦࡑࡘࡅޔ
する研究開発
ߩ⎇ⓥ㐿⊒ࠍⴕ߁ޕ
╬߇⊒↢ߒ߿ߔㇱ㐷߿ᚻᛛߦኻߔ
࠼࠺ࠩࠗࡦߩⷞὐߢ㐿⊒ߐࠇߚ㧵㨀ᯏེߩዉߦࠃࠆᓇ㗀ࠍᛠីߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
⑥−９
ࠆⷞߩࡦࠗࠩ࠺࠼࠲ࡦࡦࡑࡘࡅޔ
ὐߢ㐿⊒ߐࠇߚ㧵㨀ᯏེߩዉߦࠃࠅޔ
ߩᧂὼ㒐ᱛࠍ࿑ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕

٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ∝ࠬ࠙ࡂࠢ࠶ࠪޔ⟲ߩᴦ≮ߩ᥉ߦᓎ┙ߟఝࠇߚᚻᒁ߈ࠍᚑߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ⥇⇣ޔⵍኂ߿᳓⾰ࠍ⸃ᶖߔࠆߚޔᣢሽኻ╷ߦട߃ߡዉน⢻ߥޔᳪᨴ‛
ߩ⋙ⷞ߿ᵺ᳓ᛛⴚޔ᳓Ḯ߆ࠄ⛎᳓ᩖߦ⥋ࠆ߹ߢߩࠬࠢૐᷫᣇ╷ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߦࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔၮߠߊ⹏ଔᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦᤨޔὐߢࠄ߆ߦߥߞߡࠆੂ↪‛⾰ߩᲥᕈଐሽᕈࠍ⹏ଔߔࠆᛛⴚࠍ⏕┙ߔ
ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔൻቇ‛⾰ߩኂᕈࠍ⹏ଔߔࠆߚߦߚ↪ࠍߤߥࠬࠢࡒࡁࠥࠦࠪࠠ࠻ޔㄦㅦ߆ߟ
㜞♖ᐲߥᚻᴺࠍ↪ߡޔᣢሽߩൻว‛ᛩਈᤨߦ߅ߌࠆㆮવሶ⊒╬ޔၮ⋚ߣߥࠆ࠺࠲ࠍᔅⷐ㊂ขᓧߔ
ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
医薬品・医療機器、組換え微 ක⮎ຠක≮ᯏེߩ↪⚵ޔ឵߃ᓸ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔൻቇ‛⾰ߩሶଏ߳ߩᓇ㗀ߦߟߡޔ⢝ఽᣂ↢ఽߦ․ߥ㓚ኂ╬ߦ㑐ߒߡᖱႎࠍ
生物、生活・労働環境のリス ↢‛↪↢ޔᵴⅣႺ߿ഭⅣႺߩ 㓸ߒߩߘޔ↪ᯏᐨࠍᬌ⸽ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
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ోᕈߩ⏕ߩߚߩࠬࠢಽᨆߩ⎇ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ᧚ࠆࠃߦࠫࡠࡁࠢ࠹ࡁ࠽╬࡞ࠕ࠹ࡑࡁ࠽ޔᢱߦߟߡ↢ౝ⸘᷹ᴺࠍ㐿⊒ታ
ク評価等の研究開発
ⓥ㐿⊒ࠍⴕ߁ޕ
↪ൻߒ࠻ࡅޔஜᐽᓇ㗀ߩ⹏ଔᚻᴺߩ߽ߣߣߥࠆౝേᘒ߿ᓇ㗀⤳ེߥߤࠍ⏕ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
⑥−９
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔഭ⠪߮ഭἴኂߩታᘒ⺞ᩏ߿ഭోⴡ↢ߦଥࠆᛛⴚߩᬌ⸛ߦࠃࠅޔᣂߚߥ
⍮ߢࠆޔ⡯႐ߦ߅ߌࠆഭἴኂࠍ㒐ᱛᷫዋߔࠆߚߦᔅⷐߥᛛⴚࠍࠄ߆ߦߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ߿ࠬࠢࡒࡁࠥࠦࠪࠠ࠻ޔ㧽㧿㧭㧾㧔ቯ㊂⊛᭴ㅧᵴᕈ⋧㑐㧕ࠍ↪ߚޔൻቇ‛⾰ߩ
ኂᕈࠍᬌߔࠆߚߩㄦㅦ߆ߟ㜞♖ᐲߥᚻᴺߦߟߡታ↪ൻߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔൻቇ‛⾰ߩሶଏ߳ߩᓇ㗀ߦߟߡߩᓇ㗀⹏ଔᚻᴺࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ᧚ࠆࠃߦࠫࡠࡁࠢ࠹ࡁ࠽╬࡞ࠕ࠹ࡑࡁ࠽ޔᢱߩࡅ࠻ஜᐽᓇ㗀ߩ⹏ଔᣇᴺࠍ㐿
⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ⡯႐ߦ߅ߌࠆഭἴኂࠍ㒐ᱛᷫዋߔࠆߚߩലߥᚻᴺࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢
ഭ⋭㧕
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㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴ߩⷐ

⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥ
ὐࠍᢛߒߡᗵᨴ∝⎇ⓥࠍⴕޔၮ␆⊛
⍮ߩ㓸Ⓧ߿ੱ᧚⢒ᚑࠍ࿑ࠆࠍᒝൻ
ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ࠭ࠗࠛޔ⢄Ἳ
߿ޔ㠽ࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩޔ㧿㧭㧾㧿ߥߤߩ
ᣂ⥝ౣ⥝ᗵᨴ∝ߦኻߔࠆ࿖᳃ߦㆡಾߥ
ක≮ࠍឭଏߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔᗵᨴ∝ኻ╷ߦ߆
߆ࠆක⮎ຠ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆవ┵ᛛⴚࠍㄦㅦ
߆ߟല₸⊛ߦ⥃ᐥᔕ↪ߒ⊛ᦼ↹ޔක≮ߩ
ታࠍน⢻ߣߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢
ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㧮㧿㧱ࡊࠝࡦ
߿㜞∛ේᕈ㠽ࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ╬ߩᬌᩏ
ߩㄦㅦൻ♖ᐲะߣ㒐㒰ࠍታߔ
ࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ

⠧ൻ∔ᖚ╬ߦࠃࠅૐਅ༚
リハビリテーションや、感覚器
ᄬߒߚりᯏ⢻ࠍ࿁ᓳቢߔࠆߚ
等の失われた生体機能の補
⁁⼔ⷐߪࠆޔᘒࠍ࿁ㆱ߿ޔ
32 完を含む要介護状態予防等
㓚ኂஜߦ⾗ߔࠆߚࡆࡂޔ
のための研究開発
࠹࡚ࠪࡦᛛⴚޔක≮ᯏེ
⑤−６
ᯏེ╬ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㕖ଚⷅ⸘᷹ᴺߦࠃࠅᓧࠄࠇߚ⣖ᵴേᖱႎߦࠃࠅޔᄙ᭽ߥⵝ⟎ࠍᠲߔࠆᛛⴚࠍ㐿
⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⠧ൻ∔ᖚ╬ߦࠃࠅૐਅߒߚりᯏ⢻ࠍഥઍᦧߦ⾗ߔࠆක≮ᛛⴚޔක≮ᯏ
ེᯏེߩⷐ⚛ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔⷡⷞޔ⡬ⷡޔᐔⴧⷡ╬ߩᗵེⷡᯏ⢻ߩ㓚ኂࠍߔࠆ⠪ߩ␠ળෳടߩଦㅴߣ⥄┙ࠍ
ᡰេߔࠆߚߦ㕟ᣂ⊛ߥ੍㒐⸻ᢿᴦ≮ᣇᴺߩ㐿⊒ߦߟߥ߇ࠆ↪ߥ⍮ࠍ⫾Ⓧߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔലᨐ⊛ߥ⼔੍㒐ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒߿⍮∝ߩᣧᦼ⊒ᴦ≮ᛛⴚ╬ߩ⼔੍㒐
߿⼔႐ࠍᡰ߃ࠆߚߩᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᐙ⚦⢩↪ᛛⴚߩ⇇ߦవ㚟ߌߚ⏕┙߿↢ߚ↪ࠍ࠲ࡘࡇࡦࠦޔᯏ⢻ߩᡷ
ༀߩታߥߤޔ⠧ൻ∔ᖚ╬ߦࠃࠅૐਅߒߚりᯏ⢻ࠍഥઍᦧߦ⾗ߔࠆක≮ᛛⴚޔක≮ᯏེ
ᯏེࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ႐ߦ᥉ߢ߈ࠆ⼔੍㒐ᛛⴚ߿⼔႐ࠍᡰ߃ࠆᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⼔੍㒐ᛛⴚ߿
⼔႐ࠍᡰ߃ࠆᛛⴚߩ㐿⊒᥉ߥߤߦࠃ
ࠅޔ㜞㦂⠪ߩⷐᡰេ⁁ᘒⷐ⼔⁁ᘒ߳
ߩ⒖ⴕ߮ᖡൻߩ৻ጀߩૐᷫࠍ࿑ࠆޕ
㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᄬࠊࠇߚ↢ᯏ
⢻ߩቢ╬ߦ⾗ߔࠆක≮ᛛⴚක≮ᯏ
ེᯏེߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆవ┵ᛛⴚࠍ
ㄦㅦ߆ߟല₸⊛ߦ⥃ᐥᔕ↪ߒޔ㕟ᣂ⊛ක
≮ࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ࿖ౝᄖߩஜᐽෂ
ᯏ▤ℂߦ㑐ߔࠆኻ╷⍮߿ၮ⋚ᛛⴚᖱႎ
߇㧺㧮㧯࠹ࡠἴኂ߳ߩኻᔕࠍஜᐽ
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㧺㧮㧯࠹ࡠἴኂ߳ߩኻᔕㆇ↪ߩᒝൻ߿ല₸ൻޔ㒰ᨴ㒐⼔ᛛⴚߩᡷༀޔ
テロリズムを含む健康危機
ἴኂ߿࠹ࡠߩ⊒↢ᤨߦ߅ߌࠆஜᐽෂ
ෂᯏ▤ℂߦㆡಾߦᤋߢ߈ࠆࠍ
ኻ╷⾗᧚ߩ㐿⊒߿⫾ߩല₸ൻ╬ޔኻ╷ߩᒝൻ߿ല₸ൻߦ⾗ߔࠆၮ⋚ᛛⴚ߿ࠝࡍ࡚ࠪࡦᚻᴺߩ㐿⊒
管理への対応に関する研究
ᯏ▤ℂߩߚߩലᨐ⊛ߥኻᔕߦߟ
ᢛߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
31
ߦ߆߆ࠆ⎇ⓥᢛࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
開発
ߡ⎇ⓥߔࠆޕ
ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔၞߦ߅ߌࠆஜ
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔၞߦ߅ߌࠆஜᐽෂᯏ▤ℂߩ⹏ଔᜰ㊎╬ࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
⑥−９
ᐽෂᯏ▤ℂߩ⹏ଔᜰዉ╬ࠍ⏕┙ߒޔ
ᘒ⊒↢ߦኻߔࠆᢛࠍ࿑ࠆޕ㧔ෘ
↢ഭ⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥὐࠍᢛߒߡޔᗵᨴ∝ߩ⎇ⓥࠍⴕޔᗵᨴ∝ߩ੍㒐⸻ᢿᴦ≮
ߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆᖱႎ⍮ࠍ࿖ౝᄖ߆ࠄㄦㅦߦ㓸ߢ߈ࠆࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ᭴▽ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ
⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ࿖᳃ߩஜᐽࠍ⢿߆ߔᣂ⥝ౣ⥝ᗵᨴ∝ߦߟߡ⸻ޔᢿ੍㒐ᣇᴺࠍ⏕┙ߒޔ࿖ౝ
߳ߩଚ⋙ⷞޔലᨐ⊛ߥኻᔕ⸘↹ߩ┙᩺╬ࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦⴕޔേᄌኈ⑼ቇߦၮߠߊࠛࠗ࠭ߦ㑐ߔࠆ᥉⊒⋧⺣ᚻᴺߩ㐿⊒ޔଢᕈߩ㜞
ᬌᩏ᭴▽߿ޔක≮ឭଏߩౣ᭴▽ࠍน⢻ߣߔࠆߚߩ⎇ⓥߦࠃࠅࠍ࠭ࠗࠛޔᴦ≮ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞
ᗵᨴ∝ߩ੍㒐⸻ᢿᴦ≮ ࿖᳃ࠍ⢿߆ߔᗵᨴ∝ߩ⊒∝ᯏ᭴ߩ⸃ ߇น⢻ߥᗵᨴ∝ߦߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
੍߮ޔ㒐⸻ᢿᴦ≮ᛛⴚࠍ㐿 ٤٠㧞㧜㧜㧥ᐕ߹ߢߦޔᗵᨴ∝⒘ዋ∔∛╬ޔ╷⊛ߦኻᔕࠍⷐߔࠆ∔∛ߩ⸻ᢿᴦ≮ᴺߩ㐿⊒ߦ⾗ߔ
30 ߩ⎇ⓥ㐿⊒
ԝ㧙㧣
⊒ߔࠆޕ
ࠆ⎇ⓥᚑᨐࠍᓧࠆߣߣ߽ߦ⊛ᦼ↹ޔක≮ߩታ↪ൻࠍน⢻ߣߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㧮㧿㧱߿㜞∛ේᕈ㠽ࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ╬ਥⷐߥੱㅢᗵᨴ∝ࠍኅ⇓ᗵᨴ∝ߩ
◲ᤃㄦㅦ⸻ᢿᛛⴚ߿੍㒐ᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ࿖᳃ߩஜᐽࠍ⢿߆ߔᣂ⥝ౣ⥝ᗵᨴ∝ߦߟߡޔ࿖᳃ߦኻߔࠆㆡಾߥක≮ߩ⏕
߳ߩ╭ࠍߟߌࠆߴߊ੍ޔ㒐⸻ᢿᣇᴺߩ⏕┙߿ᴦ≮ᴺߩ㐿⊒ࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㧮㧿㧱߿㜞∛ේᕈ㠽ࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦࠩ╬ਥⷐߥੱㅢᗵᨴ∝ࠍኅ⇓ᗵᨴ∝
ߩ◲ᤃㄦㅦ⸻ᢿᛛⴚ߿੍㒐ᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
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ᚑᨐ⋡ᮡ

創薬プロセスの加速化・
効率
化に関する研究開発
35
④−１５
⑤−１

ᮡ⊛ಽሶࠍត⚝ߔࠆᛛⴚ㐿⊒ޔ
ᮡ⊛ಽሶࠍ․⇣⊛ߦ⼂ߔࠆ‛⾰ࠍ
ല₸⊛ߦ⊒ߔࠆᛛⴚޔഃ⮎ࡊࡠ
ࠬߦ߅ߌࠆലᕈ߿ోᕈߩ⹏ଔᛛ
ⴚߥߤޔഃ⮎ࡊࡠࠬࠍടㅦߔࠆᛛ
ⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࠣࡦࠫࡔࠗޔᛛⴚߦࠃࠅㆮવሶ⚦⢩ࡌ࡞ߢߩ⮎‛ߩേᘒࠍᛠីߒޔಽሶᯏ⢻
ࠍ⸃ߒߡ⮎ޔ‛⾰ߩࠬࠢ࠾ࡦࠣࠍᄢߦ㜞ㅦൻߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔක⮎ຠ㐿⊒ߩೋᦼᲑ㓏ߢ↪ߔࠆ࠻ࠠࠪࠦࠥࡁࡒࠢࠬ࠺࠲ࡌࠬ㧔࠶࠻ߩ
⢄⤳ߩㆮવሶ⊒࠺࠲╬㧕ࠍ᭴▽ߒޔ⢄Ქᕈ╬ߩ੍᷹ࠪࠬ࠹ࡓߩㆇ↪㐿ᆎࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᣣᧄੱߦ߅ߌࠆਥⷐ∔ᖚ㧔㜞ⴊ♧ዩ∛߇ࠎ⍮∝╬㧕㑐ㅪ࠲ࡦࡄࠢ⾰
ࠍ⸃ᨆหቯߒ⚿ߩߘޔᨐࠍᵴ↪ߒߡޔක⮎ຠߩ⎇ⓥ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆ∔ᖚ㑐ㅪⰮ⊕⾰࠺࠲ࡌࠬࠍ᭴▽
ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔੱߩ․ᕈߦᔕߓߚᴦ≮߿ഃ⮎ߦ⾗ߔࠆࠃ߁ޔᚒ߇࿖ߦ߅ߌࠆਥⷐ∔ᖚߩ㑐ㅪ
ㆮવሶߩหቯ╬ࠍⴕޔੱߩ․ᕈߦᔕߓߚ੍㒐ᴦ≮ᴺ߿ഃ⮎߳❬ߍࠆߚߩᚻᴺࠍ㐿⊒ߔࠆ ޕᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔੱߩㆮવᖱႎߦᔕߓߚක≮ߦ⾗ߔࠆߚ⮎ޔᔕᕈߩੱᏅߩේ࿃ߣߥࠆ
㧿㧺㧼㨟߿ࡑࠗࠢࡠࠨ࠹ࠗ࠻╬ߩត⚝⸃ᨆࠪࠬ࠹ࡓߩታࠍ␜ߔޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᗵᨴ∝⒘ዋ∔∛╬ޔ╷⊛ߦኻᔕࠍⷐߔࠆ∔∛ߩ⸻ᢿᴦ≮ߦ⾗ߔࠆᣂⷙࡢ
ࠢ࠴ࡦࠍ㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦޔഃ⮎ߦ⾗ߔࠆࡕ࠺࡞േ‛ߩ㐿⊒ࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߦࠬࠢࡒࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔၮߠߊ⹏ଔᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ⋧⾰ࠢࡄࡦ࠲ޔ↪ࡀ࠶࠻ࡢࠢ⸃ᨆᛛⴚ߿∔ᖚߥߤ↢‛⽎ࠍᓮߔࠆൻว
‛ត⚝ᛛⴚ⾰ࠢࡄࡦ࠲⤑ޔ᭴ㅧ⸃ᨆᛛⴚ∔ޔᖚࡕ࠺࡞⚦⢩ߩ᭴▽ᛛⴚߥߤഃ⮎ല₸ൻߩߚߩᛛⴚၮ⋚
ࠍ⏕┙ߒޔഃ⮎࠲ࠥ࠶࠻ߣߥࠆᣂⷙߩ㊀ⷐߥ࠲ࡦࡄࠢ⾰⋧↪ᖱႎ╬ߩᖱႎࠍ⫾Ⓧߔࠆޕ㧔⚻
ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ∔ޔᖚࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ⸃ߩടㅦ⸻ޔᢿᯏེߩ㜞ᐲൻ⮎ߥ↪ࠅࠃޔ‛⾰ߩ
⛉ࠅㄟߺߩ♖ᐲะ╬ߩഃ⮎ࡊࡠࠬߩ㜞ᐲൻࠍታߔࠆߣߣ߽ߦޔੱߩ․ᕈࠍ〯߹߃ߚ↢ޔᵴ⠌ᘠ
∛߿㔍∛ߩ੍㒐ᣧᦼ⸻ᢿవ┵ක≮ᛛⴚࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ♧ޔࠎ߇ޔዩ∛ߥߤߩ↢ᵴ⠌ᘠ∛߿㔍∛ߩᴦ≮⸻ᢿᴺࠍ㐿⊒ߔࠆߚߩၮ⋚ߣߥ
ࠆ⍮ࠍ⫾Ⓧߒ⥃ޔᐥ⎇ⓥߦ❬ߍࠆޕၮ⋚ߩ⫾Ⓧߦࠃࠅޔᚒ߇࿖ߢ↢ߺߐࠇߚၮ␆⎇ⓥᚑᨐࠍᵴ↪
⢒ᚑߔࠆߎߣߦࠃࠅ⥃ޔᐥ⎇ⓥࠍ⚻ߡޔታ↪ൻ㧔ഃ⮎╬㧕ࠍ⋡ᜰߔޔߚ߹ޕᚒ߇࿖ߢ↢ߺߐࠇߚၮ␆
⎇ⓥᚑᨐ߆ࠄ࠻ࡦ࡚ࠬࠪ࠽࡞ࠨ࠴ߦࠃࠅޔታ↪ൻࠍน⢻ߣߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ∔ࠡ࡞ࠕ∉ߩߤߥ∝☳⧎ޔᖚߦኻߔࠆ⍮ࠍ⫾Ⓧߒߩ╬ࡦ࠴ࠢࡢޔᣂߚߥ
治験を含む新規医療開発型
⥃ᐥ߳ߩᯅᷰߒ⎇ⓥ߿ޔක⮎ຠක ᴦ≮⸻ᢿᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕
の臨床研究
≮ᯏེߩᴦ㛎ࠍߡ⥃ᐥ⎇ⓥࠍផ ٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔὐߣߥࠆක≮ᯏ㑐ߩ⥃ᐥ⎇ⓥታᣉࠍᢛ߃᧚ੱޔ⢒ᚑ㧔⥃ᐥ⎇ⓥ⠪⛔‛↢ޔ
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④−１５
ㅴߒޔᣂⷙක≮ᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ
⸘ቇ⠪╬㧕ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠅޔᚒ߇࿖ߩ⥃ᐥ⎇ⓥߦᔅⷐߥᢛࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⑤−１
⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔකᏧਥዉᴦ㛎ߩ⹜ⴕ߿ޔᴦ㛎⊒ᵴേࠍㅢߓߡᴦ㛎ⅣႺߩၮ⋚ࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ
↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⥃ޔᐥ⎇ⓥࠍടㅦߔࠆߚߩၮ⋚ࠍᢛߒޔᚒ߇࿖ߩၮ␆⎇ⓥᚑᨐ߆ࠄᓧࠄࠇߚ
⎇ⓥᚑᨐ߇ޔ㕟ᣂ⊛ක≮ᛛⴚߣߒߡㅦ߿߆ߦታ↪ൻߢ߈ࠆࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔൻว‛ㆬᛯߩᱠ
⇐߹ࠅࠍ㜞ࠆߎߣߦࠃࠅޔᣂ⮎㐿⊒ᦼ
㑆ࠍᄢߦ⍴❗ߒޔ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢ
ߦޔ㕟ᣂ⊛ߥഃ⮎ࡊࡠࠬߩታߦࠃࠅ
ᣂ⮎㐿⊒ᦼ㑆ࠍᦝߦ⍴❗ߒޔᣂ⮎㐿⊒ࠦ
ࠬ࠻ࠍᷫߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦࡁࠥࠦࡑࠔࡈޔ
ࡒࠢࠬ╬ޔᣂߚߥ⍮ߦၮߠߊ⹏ଔࠍ〯
߹߃ߚޔੱߩㆮવᖱႎߦᔕߓߚක≮ߦ
↪ߥක⮎ຠߩᛚࠍน⢻ߣߔࠆޕ㧔ᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔല₸⊛ലᨐ⊛
ߥᣂⷙක≮ࠪࠬ࠹ࡓߩၮ⋚ࠍ⏕┙ߒޔᣣ
ᧄߩ⥃ᐥ⎇ⓥⅣႺࠍะߐߖޔ㕟ᣂ⊛ක
≮ߩ࿖᳃߳ߩㄦㅦߥㆶరࠍታߔࠆޕ
㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧞㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔ࿖᳃ߩ࠾࠭ߦ
วߞߚᣂߒ⸻ᢿᴺᴦ≮ᴺߩ⥃ᐥ႐
߳ߩឭଏࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ
↢ഭ⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᄙ᭽ߥ㔍∛ߩ∛
ᘒߦ㑐ߔࠆ⍮⊛ၮ⋚ࠍၮߦᴦ≮ᣇᴺࠍㆡ
ಾߦ⹏ଔߒޔᖱႎឭଏߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
難病患者・
障害者等の自立 㔍∛ᖚ⠪ߩ↢ᵴߩ⾰ߩะߦ⾗ߔࠆ ٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᄙ᭽ߥ㔍∛ߩ∛ᘒߦ㑐ߒߡᖱႎ㓸ߒޔㆡಾߥᴦ≮ᴺ߇ㆬᛯߢ߈ࠆࠃ߁ߥ⍮⊛
⋭㧕
支援など、生活の質を向上さ ᴦ≮ലᨐ᷹ቯᚻᴺߩ⏕┙߿ޔ㓚ኂ⠪ ၮ⋚ࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㓚ኂ⠪ߩ㧽㧻㧸
33
ߩ⥄┙ᡰេߩߚߩ⎇ⓥ㐿⊒ࠍⴕ
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㓚ኂ⠪ߩߚߦᴦ≮߆ࠄߦࠊߚࠆᐢ㓚ኂஜࠨࡆࠬߩឭଏᚻᴺ
せる研究
ะߣ⥄┙ᡰេߩߚޔᴦ≮߆ࠄߦ
߁ޕ
ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
⑤−６
ࠊߚࠆᐢ㓚ኂஜࠨࡆࠬߩឭ
ଏߦߟߡᚻᴺߩ⏕┙ࠍ࿑ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
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⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ

ٟ⇇ᦨ㜞᳓Ḱߩ↢‛ㆮવ⾗Ḯ㧔↢↱
᧪⹜ᢱࡃࡦࠢࠍ㧕ࠍᢛ▤ℂߒޔ
࿖ౝᄖߦឭଏߔࠆߎߣߦࠃࠅޔߩᐢ
ࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬߩ⎇ⓥᬺࠍዷ㐿ߒޔ
ߘߩᚑᨐࠍᵴ↪ߒߚ⁛ഃ⊛ߥഃ⮎੍ޔ
㒐ᴦ≮ᴺߩ㐿⊒߿↥↢ޔᕈ߿ຠ⾰ߩะ
ߒߚㄘᨋ᳓↥‛㘩ຠߩ㐿⊒╬ߦߟߥ
ߍࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ
᳓↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⛔ޔวൻ߇น⢻߆
ߟㆡಾߥ࠺࠲ࡌࠬࠍኻ⽎ߦޔ㜞ᐲ
ൻᮡḰൻߒߚࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬ㑐ଥ
࠺࠲ࡌࠬࠍᯏ⊛ߦ⛔วൻߒޔଢ
ᕈࠍ㘧べ⊛ߦะߐߖࠆߎߣߦࠃࠅޔഃ
⮎ࡊࡠࠬߩ㜞ᐲൻޔੱߩ․ᕈࠍ〯߹
߃ߚ↢ޔᵴ⠌ᘠ∛߿㔍∛ߩ੍㒐ᣧᦼ⸻
ᢿᛛⴚޔ㕟ᣂ⊛ߥ‛↢↥ߩታߦ⾗ߔ
ࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓
↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㈩ᖱႎ߿᭴ㅧᖱႎߩઁ‛↢ޔ࠲࠺ࠗࠚ࠙ࠬࡄޔㆮવ⾗Ḯᖱႎޔකቇᖱႎޔᢥ
₂ᖱႎ╬ߩᄙ᭽ᄙ㊂ߥᖱႎߩ✂⟜⊛߆ߟᱜ⏕ߥ⛔วߦะߌޔᐢߊ࿖ౝߩࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬ⎇ⓥ⠪ߩ
↪ߦଏߔࠆߚߦᔅⷐߥᮡḰൻᛛⴚޔᬌ⚝ᛛⴚޔಽᢔಣℂᛛⴚޔ㜞ㅦㅢାᛛⴚࡔࠫࡀࡑࠬࡌ࠲࠺ޔ
ࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓ╬ޔᔅⷐߥᖱႎᛛⴚߩ㐿⊒ࠍታߒޔᔅⷐߥੱ᧚ࠍ⏕ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ
⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦߩࠬࠢࠖ࠹ࡑࠜࡈࡦࠗࠝࠗࡃޔዷ㐿ߦਇนᰳߥ࠺࠲ࡌࠬߩ㜞ᐲൻᮡḰൻ↢ޔ
‛ᖱႎ⍮⼂Ⲣวဳߩࠥࡁࡓ⸃ᨆ࠷࡞ߩ㐿⊒ࠍଦㅴߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦࡓࡁࠥޔᖱႎ߮ฦ⒳ㆮવ⾗Ḯߩ․ᕈ࠺࠲ޔಽᏓ⁁ᴫ╬ࠍၮߦߒߚ࠺࠲ࡌࠬ
ࠍ᭴▽ߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ࠻ࡅޔㆮવሶ㈩ᖱႎߦᯏ⢻ᖱႎ߿∔ᖚߣߩ㑐ㅪᖱႎ╬ࠍઃߒߚଢᕈߩ㜞⎇ޔ
ⓥ႐ߢᵴ↪ߐࠇࠆ↪ߥ࠺࠲ࡌࠬࠍ᭴▽ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⛔ޔวൻ߇น⢻ߢߟ߆ޔㆡಾߥ࠺࠲ࠍኻ⽎ߦࡓࡁࠥޔᖱႎ߮ฦ⒳ㆮવ⾗Ḯߩ
࠺࠲ޔකቇᖱႎ╬ࠍ⛔ว࠺࠲ࡌࠬࠍ᭴▽ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭⚻ޔ
ᷣ↥ᬺ⋭㧕

ࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬ⎇ⓥߩၮ␆ߣߥ
ࠆޔേᬀ‛㧔⛘Ṍෂᗋ⒳╬ߩ㊁↢↢
⎇ⓥ㐿⊒ߩၮ␆ߣߥࠆ↢‛
‛࡞࠺ࡕޔേ‛ࠍ㧕ޔᓸ↢‛ߥ
37 ㆮવ⾗Ḯ╬ߩ⏕ߣ⛽ᜬ
ߤߩ↢‛ㆮવ⾗Ḯ߿↢↱᧪⹜ᢱߥ
ԙ㧙㧢
ߤߩ⎇ⓥ↪⹜ᢱߥߤࠍ㓸ሽ
ឭଏ㐿⊒ߔࠆޕ

ㆮવሶ㈩ᖱႎߦޔᯏ⢻ᖱႎ߿∔ᖚ
↢ᖱႎ⛔วൻ࠺࠲ࡌ ߣߩ㑐ㅪᖱႎࠍઃਈߒߚࠅޔㆮવ⾗
ࠬߩ᭴▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㐿⊒ Ḯߩ࠺࠲ߦ․ᕈޔಽᏓ⁁ᴫࠍઃਈ
ߔࠆߥߤޔଢᕈߩ㜞࠺࠲ࡌ
ԙ㧙㧢
38
ԛ㧙㧝㧣
ࠬࠍ᭴▽ߔࠆߣߣ߽ߦޔ㑐ଥߩᷓ
Ԝ㧙㧝
࠺࠲ࡌࠬߩ⛔วൻߦะߌߚࡃࠗ
Ԝ㧟
ࠝࠗࡦࡈࠜࡑ࠹ࠖࠢࠬߩ⎇ⓥࠍⴕ
߁ޕ

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔක⮎ຠක≮ᯏ
稀少疾病等、公的な対応が
ᗵᨴ∝⒘ዋ∔∛╬ޔ╷⊛ߥኻᔕ
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᗵᨴ∝⒘ዋ∔∛╬ޔ╷⊛ߦኻᔕࠍⷐߔࠆ∔∛ߩ⸻ᢿᴦ≮ߦ⾗ߔࠆᣂⷙࡢ ེߩ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆవ┵ᛛⴚࠍㄦㅦ߆ߟല
必要な疾病の画期的医療技
ߩᔅⷐߥ∔ᖚࠍ⎇ⓥߒߥ⊛ᦼ↹ޔක
ࠢ࠴ࡦࠍ㐿⊒ߔࠆߣߣ߽ߦޔഃ⮎ߦ⾗ߔࠆࡕ࠺࡞േ‛ߩ㐿⊒ࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
₸⊛ߦ⥃ᐥᔕ↪ߒޔ⒘ዋ∔∛╬ߦኻߔࠆ
術の研究開発
≮ᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆޕ
㕟ᣂ⊛ක≮ࠍታߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
⑤−１
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٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ⇇ᦨ㜞᳓Ḱߩ↢‛ㆮવ⾗Ḯ㧔⎇ⓥ㐿⊒ߩ᧚ᢱߣߒߡߩേ‛ᬀ‛ᓸ↢‛ߩ♽
⛔㓸࿅⚦ޔ❱⚵ޔ⢩ޔㆮવሶ᧚ᢱ╬߮ߘࠇࠄߩᖱႎ㧕߿⥃ᐥᖱႎࠍ↢↱᧪⹜ᢱࡃࡦࠢࠍᚢ⇛
⊛ߦᢛߒߩߘޔᵴ↪ߩలታࠍ࿑ࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔஜᐽ㘩ᢱ↢↥ⅣႺ╬ߩ⎇ⓥ㐿⊒ߦ⾗ߔࠆㆮવሶޔၭ㙃⚦⢩ޔᓸ↢‛ޔᬀ‛ޔ
᳓↥↢‛↪ޔ⯻ޔታ㛎↪ዊേ‛ޔ㔤㐳㘃߮ᣣᧄੱ↱᧪ࡅ࠻⹜ᢱ╬ߩ↢‛ㆮવ⾗Ḯ╬ߩ⎇ⓥޔ㐿
⊒ޔ㓸ޔჇᱺޔሽޔຠ⾰▤ℂ߮ឭଏ╬ࠍផㅴᒝൻߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥
⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ㓸ሽߒߚᬀ‛ޔᓸ↢‛ޔേ‛ޔ᳓↥↢‛↪ޔ⯻╬ߩㆮવ⾗Ḯߩᒻ⾰ࠍ
⹏ଔߒߡޔᄖㇱ߆ࠄ↪น⢻ߥࠕࠢ࠹ࠖࡉ࡚ࠦࠢࠪࡦߣߒߡᢛߔࠆޕ㧔ㄘᨋ᳓↥⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ⎇ޔⓥ㐿⊒㑐ଥ⠪߳ߩᵴ↪ߩଢᕈะߦ⾗ߔࠆߚޔᓸ↢‛ࠍਛᔃߣߒߚ↢‛
ㆮવ⾗Ḯߩᖱႎࠍ㓸⚂ߒޔឭଏߔࠆ↢‛ㆮવ⾗Ḯᯏ㑐ࡀ࠶࠻ࡢࠢ᭴▽ࠍታߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ
↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦ↥ޔᬺ↪ߥᓸ↢‛⚂㧣ਁᩣࠍ㓸ߒޔឭଏࠍᢛߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠ᚒ߇࿖ߩࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬ⎇ⓥផㅴߦਇนᰳߥ↢‛ㆮવ⾗Ḯ╬㧔↢↱᧪⹜ᢱࠍ㧕ࠍ⇇ᦨ㜞᳓
Ḱߩ߽ߩߣߒߡ⛽ᜬߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
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⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

ᚑᨐ⋡ᮡ

ᜬ⛯น⢻ߥ␠ળ㓚ᐲߩ᭴▽ߩߚ
ߦᔅⷐߥ⎇ⓥ߿␠ળ╷┙᩺
ࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬ߇߷ߔ ߦലߥ⛔⸘⺞ᩏᚻᴺߩ⎇ⓥ߹ޔ
␠ળ⊛ᓇ㗀߿␠ޔળ߳ ߚࠬࠢ࠶ࠪࠛࡠࡘ࠾ޔ߫߃ޔ
40
ߩᵴ↪ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㐿⊒
㧔⣖⎇ⓥߦ㑐ଥߔࠆ↢୶ℂ㧕ߥ
Ԝ㧙㧣
ߤߩ߳࠻ࡅߩࠬࡦࠛࠗࠨࡈࠗޔᔕ
↪ߦࠃߞߡ↢ߓࠆ↢୶ℂߩ⺖㗴ߥ
ߤߩ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕ

٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦᤨޔὐߢࠄ߆ߦߥߞߡࠆ⮎ߩੂ↪‛⾰ߩᲥᕈଐሽᕈߩ⹏ଔᛛⴚࠍ⏕┙
ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ࿖ㅪࡒ࠾ࠕࡓ㐿⊒⋡ᮡ㧔㧹㧰㧳㨟㧕ߢ␜ߐࠇߚએਅߩ⋡ᮡߩ㆐ᚑߦ⥋ࠆᣇᴺ
⺰ߦߟߡᣂߚߥ⍮ࠍᓧߡޕࠆߣ߹ࠅߣޔ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ݸޓ㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦ㧡ᱦᧂḩఽߩᱫ₸ࠍ㧟ಽߩ㧞ߦᷫዋߐߖࠆޕ
ݸޓ㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦᅧ↥ᇚߩᱫ₸ࠍ㧠ಽߩ㧟ߦᷫዋߐߖࠆޕ
ݸޓ㧴㧵㨂㧛ࠛࠗ࠭ߩ⬧ᑧࠍ㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦ㒖ᱛߒߩߘޔᓟᷫዋߐߖࠆޕ
ࠕࡑݸޓ߮ߘߩઁߩਥⷐߥ∔∛ߩ⊒↢ࠍ㧞㧜㧝㧡ᐕ߹ߢߦ㒖ᱛߒߩߘޔᓟ⊒↢₸ࠍਅߍࠆޕ
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔഭജ╬㒢ࠄࠇߚ⾗Ḯߩ␠ޔળ㓚߳ߩല₸⊛ᵴ↪╬ߦ⾗ߔࠆ╷⎇ⓥࠍផㅴ
ߒੱޔญᷫዋߦኻᔕߔࠆߚߩ␠ળ⊛ၮ⋚ᢛߩ⏕┙ߩߚߩᣂߚߥ⍮ࠍᓧࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔක≮ߩ+6ൻߦኻᔕߒߚല₸⊛ߢ⾰ߩ㜞⛔⸘⺞ᩏߩᚻᴺࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ
⋭㧕
٤٠㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔᣂߚߥ↢୶ℂߩ⺖㗴ߦߟߡ࿖᳃ߩᗧ⼂ࠍᛠីߒޔวᗧᒻᚑߦะߌߚบ
ࠅࠍⴕ߁ޕ㧔ౝ㑑ᐭޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦੱޔญᷫዋߦኻᔕߔࠆߚߩ␠ળ⊛ၮ⋚ᢛࠍ⏕┙ߔࠆߚߩᛛⴚࠍ⏕┙ߔࠆޕ
㧔ෘ↢ഭ⋭㧕

ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦޔᣂߚߥ↢୶ℂ
ߩ⺖㗴ߦߟߡᚒ߇࿖ߣߒߡߩ⠨߃ᣇߦ
ߟߡ⚿⺰ߠߌߔࠆޕ㧔ౝ㑑ᐭޔᢥㇱ⑼
ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧜ᐕ㗃߹ߢߦߦ࠲࠺⸘⛔ޔၮ
ߠߊ╷ቯࠍߐࠄߦ⏕ታߥ߽ߩߣ
ߒޔ࿖᳃ߩ↢ᵴߩ⾰ߩะࠍታߔࠆޕ
㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᣣᧄߩฦၞߩ
ஜᐽෂᯏ▤ℂᢛࠍំࠆ߉ߥ߽ߩ
ߣߒޔߩ㓙ߩ࿖᳃ߩஜᐽࠍ⏕ߔ
ࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔ㨃㧴㧻╬ߩ࿖㓙
ᯏ㑐ߦኻߔࠆਥⷐಽᜂ㊄⽶ᜂ࿖ߚࠆᚒ߇
࿖ߩ࿖㓙␠ળ߳ߩ⽸₂ࠍ⏕࿕ߚࠆ߽ߩߦ
ߒޔஜᐽ╷ߦߟߡ࿖㓙⊛ߥᓇ㗀ജࠍ
⏕ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦߩ‛⮎ޔᲥᕈଐ
ሽᕈߩㄦㅦߥ⹏ଔߦࠃࠅߩࠄࠇߘޔ
߿࿖᳃ะߌߩ⊒ᵴേࠍⴕ↪ੂ‛⮎ޔ
ࠍ㒐ᱛߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔዋሶ㜞㦂ੱ
ญᷫዋ␠ળߦ߅ߡᜬ⛯น⢻ߥ␠ળ㓚
ᐲߩ᭴▽ߦ⏕ታߥ⽸₂ࠍⴕ߁ޕ㧔ෘ↢
ഭ⋭㧕

ࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬಽ㊁ߦ߅
ٟ↢ಽሶ⸘᷹⸘㊂ᛛⴚߩ㜞♖ᐲൻ
ࠗࡈࠨࠗࠛࡦࠬಽ㊁ߩㅢၮ⋚ߢ
ߌࠆᮡḰൻߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㐿
٤٠⸘᷹⸘㊂ᛛⴚߩᮡḰൻߦะߌߚ⎇ⓥ㐿⊒ࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦߩࠫࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃޔㅢၮ⋚ߢࠆ ᮡḰൻߦࠃࠅࠬࡦࠛࠗࠨࡈࠗޔ㑐ㅪ↥
ࠆ⸘᷹⸘㊂ᛛⴚߩᮡḰൻផㅴ
39
⊒
↢ಽሶߩᮡḰ‛⾰ࠍ㐿⊒ߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ⋭㧕
ᬺߩ࿖㓙┹ജࠍᒝൻߔࠆޕ㧔⚻ᷣ↥ᬺ
㜞♖ᐲൻߦᔅⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒ࠍⴕ߁ޕ
ԙ㧙㧢
⋭㧕

㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴

ライフサイエンス分野

45

㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴ߩⷐ

⥃ᐥ⎇ⓥߩផㅴߦᔅⷐߥ⥃ᐥ⎇ⓥ
⠪ޔකቇߣᎿቇߩႺ⇇㗔ၞߦㅢߓߚ
⥃ᐥ⎇ⓥ⠪Ⲣޔว㗔ၞ╬ߩ ੱ᧚㧔ක↪Ꮏቇ⠪ޔකቇ‛ℂ჻㧕ߥ
ߤޔᔅⷐߢࠆ߇ޔᚒ߇࿖ߢਇ⿷ߒ
41 ੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔࠆ⎇ⓥ㐿⊒
ԙ㧙㧢
ߡࠆੱ᧚߿ޔᚒ߇࿖ߦ߅ߌࠆᣂ⥝
ಽ㊁ߩ⊒ዷࠍᡰ߃ࠆⲢ⧘⪚ޔว㗔
ၞߩੱ᧚ߩ㙃ᚑࠍⴕ߁ޕ

㊀ⷐߥ⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴
ᚑᨐ⋡ᮡ

ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦޔᗵᨴ∝ಽ㊁ߩ⎇
ⓥ⠪߿↢‛⛔⸘ቇ⠪╬✕ޔᕆᕈ߇㜞ಽ
㊁ߩੱ᧚ࠍჇ߿ߔ╭ࠍߟߌࠆޕ㧔ᢥㇱ
⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕
ٟ㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⥃ޔᐥ⎇ⓥ⥃ᐥ
߳ߩᯅᷰߒߦᔅⷐߥੱ᧚ࠍ⏕ߒޔ࿖᳃
࠾࠭ߦวߞߚో߆ߟലᨐ⊛ߥ㕟ᣂ⊛
ක≮ࠍ⥃ᐥ႐߳ㅦ߿߆ߦឭଏߒޔᚒ߇
࿖⊒ߩක⮎ຠޔක≮ᯏེࠍჇ߿ߔ╭ࠍ
ߟߌࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘ
ᨋ᳓↥⋭㧕

⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޓޓ㧔٤㧦⸘↹ᦼ㑆ਛߩ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡޔ٠㧦ᦨ⚳⊛ߥ⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ㧕

٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥὐࠍᢛߒޔὐߢߩ⎇ⓥࠍㅢߒߡᗵᨴ∝ಽ㊁ߩఝࠇߚੱ᧚ࠍჇ
ടߐߖࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔၮ␆⎇ⓥࠍ⥃ᐥ⎇ⓥߦᯅᷰߒߔࠆੱ᧚㧔∉ቇ╬⸘⛔ࠝࠗࡃޔ㧕ࠍᢙජੱⷙᮨ⢒ᚑ
ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧕
٤㧞㧜㧝㧜ᐕ߹ߢߦޔὐߣߥࠆක≮ᯏ㑐ߩ⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉߔࠆࠍᢛ߃᧚ੱޔ⢒ᚑࠍⴕ߁ߎߣߦࠃ
ࠅ⥃ޔᐥ⎇ⓥၮ⋚ࠍ⏕┙ߔࠆޕ㧔ෘ↢ഭ⋭㧕
٠㧞㧜㧝㧡ᐕ㗃߹ߢߦ⥃ޔᐥ⎇ⓥⲢޔว㗔ၞ߿ᗵᨴ∝ಽ㊁╬ߩ✕ޔᕆᕈࠍⷐߒੱ᧚߇⭯ಽ㊁ߩੱ᧚ࠍ
චಽߦ⏕ߔࠆޕ㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޔෘ↢ഭ⋭ޔㄘᨋ᳓↥⋭㧕

ライフサイエンス分野

46

体制整備の課題

選択と集中

生命の統合的全体像の理解を深める研究を強化。イノベーションの源泉
となり、高い波及効果や我が国のライフサイエンス研究の国際的優位性
の確保が期待できる技術の研究を推進。

生命プログラム再現科学技術
生命プログラム再現科学技術

ライフサイエンス研究の財産を生かしつつ、
成果の実用化の橋渡し研究を強力に推進し、
選択と集中 創薬、新規医療技術などの国民への還元を
抜本的に強化。感染症対策のような人類共
通の課題にも貢献。

新興・再興感染症克服科学技術
新興・再興感染症克服科学技術

標的治療等の革新的がん医療技術
標的治療等の革新的がん医療技術

臨床研究・臨床への橋渡し研究
臨床研究・臨床への橋渡し研究

「よりよく生きる」領域の課題

国際的優位性確保や国際協力などの観点で我が国が整備すべき生命情報の統合化
データベースや生物遺伝資源等の整備、融合研究を強化

世界最高水準のライフサイエンス基盤整備
世界最高水準のライフサイエンス基盤整備

選択と集中

ライフサイエンス研究全体を支える
基礎・基盤研究の課題

安全な食料を低コストで安定的に生産・供給
する研究、生物機能の活用により、産業や
選択と集中 医療に有用な物質生産や環境保全・浄化に
資する技術の開発、実用化の研究を強化。

生物機能活用による物質生産・
生物機能活用による物質生産・
環境改善科学技術
環境改善科学技術

国際競争力を向上させる安全な食料の
国際競争力を向上させる安全な食料の
生産・供給科学技術
生産・供給科学技術

「よりよく食べる」、「よりよく暮らす」
領域の課題

別紙Ⅰ−３ 戦略重点科学技術の体系

