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　21世紀は光の時代と言われております。光の科学技術

の成果は、日常生活に身近な所としてDVD、薄型ＴＶ、

太陽電池、光ファイバー通信、LED照明、レーザーイルミ

ネーション、光触媒、医療、等々と幅広く利用されており、

基礎科学の物理、化学、生物などの分野でもレーザーや

放射光に代表される新しい光とものとの係わりを駆使し

た量子シミュレーターや光格子時計の研究、光を使って

物質の性質を知るまたは変える物性探索、材料の微細光

加工、化学反応の制御、生体の顕微観察や光による細胞

操作など様々な研究が行われています。その中でも基礎

応用両面に役立つ共通技術として、イメージング技術が

あります。原子分子の配列構造、細胞中の組織の空間的

構造、物質の性質を決める電子の空間分布、等を光技術

によって直接観るまたは再現し、直感的に事象を知るこ

とができる強力な手法です。

　JST CREST「先端光源を駆使した光科学・光技術の融

合展開」領域では、最先端レーザー等の新しい光を用い

た物質材料科学、生命科学など先端科学のイノベーショ

ンへの展開を目指して、高度な性能をもつ最先端レー

ザーに代表される各種の先端光源をブラックボックス化

することなく、光源の特徴を徹底的に駆使した特色ある

「物質と光の係わり」に関する研究を推進しています。そ

の中で様々なイメージング技術が生まれてきています。

　このたび、JSTのさきがけ研究「光の利用と物質材料・

生命機能」と合同で、様々な分野に跨がる６グループの

イメージングに関わる研究テーマについて、その成果を

バックグラウンドと今後の夢とともに御紹介する「進化す

る光イメージング技術～百聞はイメージングに如かず～」

を開催いたします。同時に、JSTのプロジェクト研究にも

関係が深い二人のゲスト研究者に各々の専門分野の光

イメージングの最先端の話題と光科学技術の更なる発展

への期待を語っていただきます。光科学技術のご専門の

方々はもとより、光科学技術にご関心をお持ちの一般の

方々にも分かりやすく御紹介することで、より多くの皆様

がこの分野をご理解いただき、光科学技術のイノベーショ

ンへの期待に向けて力強いご支援と積極的なご参加を頂

けますよう御願い申し上げます。

「CREST」からのご挨拶

伊藤  正領域研究総括

JST CREST 「先端光源を駆使した光科学・光技術の融合展開」領域
大阪大学  ナノサイエンスデザイン教育研究センター　特任教授　　　　

増原  宏領域研究総括

JST さきがけ「光の利用と物質材料・生命機能」領域
台灣国立交通大学理学院応用化学系及び分子科学研究所　講座教授

CREST・さきがけ 光科学技術合同シンポジウム

CREST「先端光源を駆使した光科学・光技術の融合展開」領域・さきがけ「光の利用と物質材料・生命機能」領域

～ 百聞はイメージングに如かず ～
進化する光イメージング技術

先端光科学技術アウトリーチ活動と位置づけ、第１回のテーマとして光科学技術の中で比較的

理解しやすい「イメージング」を取り上げます。学会的な専門にはあまり立ち入らず、研究分野

のバックグラウンドと成果、今後の夢を語っていただきます。科学の知識をお持ちの一般の方に

も光科学技術のイノベーションへの期待を持っていただけるシンポジウムです。

　「百聞は一見に如かず」と昔からよく聞くが、実験研究

者にとってこれほどズシリと心に響く言葉はない。我々実

験屋は、測定精度を高め、時空間分解能をあげ、迅速な

測定を可能とし、より自然を直接見たいと努力してきた。

光科学技術は、この「一見」を現実のものとするために

大いに貢献してきた。とくに1960年に発明されたレー

ザーの役割は非常に大きく、レーザーなしに今日の科学

技術の「一見」は考えられないほどである。

　私の研究履歴で恐縮であるが、私が阪大大学院の博士

課程に入学した1968年前後に日本の化学の研究室に

ナノ秒パルスレーザーが導入された。指導教官の又賀昇

（故人）教授は私に、「将来はすべてのランプはレーザー

にとって代わられる、レーザーを使った化学研究には無

限の可能性がある。」と話され、「ルビーレーザーを使っ

た光化学反応ダイナミクスの研究」を私の学位論文の

テーマとされた。光化学反応は反応機構をもっともクリ

アーに明らかにできる対象として期待されていたが、そ

れまでの研究手法はもっぱら現象的反応速度の解析と生

成物分析に基づいて考察することであった。そこにナノ秒

パルスレーザーが登場し、時間分解分光が可能になり、

電子励起状態、反応中間体を直接測定しそれらのダイナ

ミックスを解析できることになった。これを人はナノ秒化

学と呼んだ。光化学反応についていえば、一見は時間分

解分光による反応過程の測定である。この時から「化学

反応の百聞はナノ秒分光に如かず」の時代になったので

ある。その後は、「ピコ秒分光に如かず」、「フェムト秒分

光に如かず」の時代に進んできたことは言うまでもない。

　まさに「化学反応の百聞はフェムト秒分光に如かず」

の時代が到来しつつある1988年に、私はJST（当時は

新技術開発事業団）のERATO極微変換プロジェクトを

発足させるチャンスをいただいた。私は日本の将来の科

学技術の源流を創ろうというERATO精神に感激し、次

の課題である「フェムト秒分光に如かず」ではなく、その

先に来るであろう、レーザーと顕微鏡を合わせ駆使した

時間分解空間分解化学のプロジェクトを立ち上げた。そ

のころには新しい各種プローブ顕微鏡も登場し、物理、

生物分野ではイメージングが注目を集めつつあったが、

私は化学反応の研究においても顕微鏡イメージングは新

しい地平を切り開くと感じていたからである。かくして科

学技術のあらゆる分野で「百聞はイメージングに如かず」

の時代に我々は突入し、現在に至っている。

　2008年JSTは「最先端レーザーなどの新しい光を用

いた物質材料学、生命科学など先端科学のイノベーショ

ンへの展開」の戦略目標のもと、CREST「先端光源を駆

使した光科学、光技術の融合展開」とさきがけ「光の利

用と物質材料・生命機能」の両プロジェクトを発足させ

た。光が科学技術の基盤として重要と考えられるからで

ある。この光研究のうち今最もチャーミングな研究は、原

子、分子から細胞、器官、個体にわたるあらゆるレベル

でのイメージングであろう。本シンポジウムにおいて「百

聞はイメージングに如かず」の研究代表例をお聞きいた

だくが、これからが本番を迎える科学であり、技術である。

本当に原子レベルで動的過程を追跡できるか、本当にナ

ノレベルで電子状態は非局在化しているか、生きた個体

の動的変化から何を学ぶか、また何百万というイメージ

像から本当の情報をどう抽出するのかなど、光科学技術

の最先端の話題をやさしく聞かせてもらえると期待して

いる。

「さきがけ」からのご挨拶
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（招待講演）
光電子ホログラフィーと原子立体写真による3D原子イメージング

大門 寛 
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授

13:40-14:30

蛍光から化学発光へ：バイオイメージングの新潮流

永井 健治 
大阪大学 産業科学研究所 教授

10:10-10:50

覚醒する光波の潜在能力とイメージング

佐藤 俊一 
東北大学 多元物質科学研究所 教授

10:50-11:30

集束X線が拓くナノイメージング

山内 和人 
大阪大学 大学院工学研究科 教授

17:00-17:40

 X線姉妹光子を利用した超高分解能イメージング

玉作 賢治
理化学研究所 放射光科学総合研究センター 専任研究員

16:20-17:00

高速誘導ラマン分光による生体組織イメージング

小関 泰之
東京大学 大学院工学系研究科 准教授

15:40-16:20

（招待講演）
１分子ナノイメージング：生体分子の働きを直接見る

柳田 敏雄
大阪大学 大学院生命機能研究科 特任教授

14:30-15:20

15:20-15:40 休　　憩

15

11

19

21

23

革新的蛍光イメージングが拓く新たながん研究とがん医療 

今村 健志
愛媛大学 大学院医学系研究科 教授

11:30-12:10

9

12:10-13:40 昼　　食

7

開会の辞
10:00-10:10

研究総括　伊藤  正
大阪大学 ナノサイエンスデザイン教育研究センター 特任教授

P R O G R A M

5

閉会の辞
17:40-17:50

研究総括　増原  宏
JSTさきがけ「光の利用と物質材料・生命機能」領域
台灣国立交通大学理学院応用化学系及び分子科学研究所 講座教授
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日　時 2013年6月20日（木）　
10:00-17:50

東京大学  弥生講堂・一条ホール

「進化する光イメージング技術 ～ 百聞はイメージングに如かず ～」
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永井 健治 Takeharu Nagai 
大阪大学  産業科学研究所  教授

さきがけ研究者

蛍光から化学発光へ：
バイオイメージングの新潮流

１．この発表の基礎知識
下村脩博士らのノーベル化学賞受賞で知られる蛍光タ

ンパク質の開発・実用化に伴い、生きた細胞や組織、個体
内で繰り広げられる生理現象を観察するいわゆる“ライブ
イメージング”技術が普及し、昨年度のノーベル生理学医
学賞を受賞した山中伸弥博士のiPS細胞研究にも大いに
利用されています。しかしながら、蛍光観察に不可欠な紫
外線などの光照射は細胞に対して毒性を示す上に、生体
試料によってはそれ自身が有する蛍光分子のために強い
蛍光を放ってしまうため見たいものが上手く観えないとい
う問題がありました。さらには植物のように光を当てると
光合成などの反応を起こしてしまい、生理環境が変化して
しまうものもあり、蛍光観察で利用される比較的強い光を
当てて観察することは御法度でした。そこで、私たちは光
の照射を必要としない“生物発光”を利用できないものか
と考えました。生物発光とはホタルなどが出す光のことで、
ルシフェラーゼと呼ばれる酵素タンパク質の触媒反応によ
り、化学エネルギーを用いて発光物質ルシフェリンが発光
する現象です。光の照射を必要としない点で優れているも
のの、蛍光に比べて暗いためライブイメージングへの応用
は進んでいませんでした。今回の講演では蛍光タンパク質
とルシフェラーゼを遺伝子工学により巧みに融合すること
で、極めて明るく光るようになった人工タンパク質につい
てお話しします。

２．はじめに
蛍光タンパク質をはじめとする蛍光プローブの普及に

伴い、生物個体を生きたまま可視化するいわゆるライブイ
メージング技術が著しい発展を遂げています。観察対象が
さまざまな動植物種に広がる一方で、蛍光観察が有するサ
ンプルへの光毒性や自家蛍光といった問題が浮上してき
ました。これらの問題を回避するために、私たちはホタル
に代表される「生物発光」を用いたライブイメージングに
取り組んできました。生物発光は発光タンパク質が発光基
質の酸化を触媒する事で光が発生する現象です。有名なホ

タルも発光タンパク質と発光基質（それぞれルシフェラー
ゼとルシフェリン）によって発光する事がわかっています。
生物発光は蛍光と違い外部からの励起光を必要としない
ため、自家蛍光や光毒性といった問題を回避することがで
きます。

このような利点があるにも関わらず生物発光は蛍光に
比べて明るさが足りないという弱点があったためライブイ
メージングの道具として有用ではありませんでした。

３．高輝度発光タンパク質 Nano-lanternの開発
私たちは生物発光を用いてライブイメージングをする

ために、従来用いられてきた発光タンパク質（改変型ウミ
シイタケルシフェラーゼ; RLuc）の明るさを改善する事を
考えました。そのためにまずRLucのタンパク質安定性を
向上させることが知られているアミノ酸変異を導入後、エ
ラー誘発PCR法を用いてランダムに変異を導入し様々な
変異体を作製しました。その中からより明く発光する能力
を得たものをそれぞれのスペクトルを測定して選択しまし
た。さらに、私たちは発光するクラゲ等の刺胞動物がその
発光器官内で行なっている「生物発光共鳴エネルギー移
動（BRET）」というユニークな現象を利用して発光の効率
を飛躍的に上昇させる事を着想しました。BRETは発光基
質が光を放出するために使うエネルギーを非常に近傍に
ある蛍光タンパク質に移動する現象です。BRETが起こる
と結果として発光タンパク質ではなく蛍光タンパク質が光
を放出します。発光タンパク質よりも蛍光タンパク質が光
を放出する効率が高い場合、発光量が増える事になりま
す。そこで、発光タンパク質と蛍光タンパク質が隣接するよ
うな状況を強制的に作るために、両者の融合タンパク質を
作製しました（図１）。大腸菌に発現させ精製したこの融
合タンパク質の発光能を測定した結果、既存のRLucに比
べて10 倍以上明るく発光することがわかりました（図１）。
自発的に発光するナノスケールの光源という意味を込めて

「Nano-lantern（ナノ-ランタン）」と名付けました。

図１　Nano-lanternの模式図と発光スペクトル

４．Nano-lanternによる細胞や癌の可視化
生体内で実際に明るく発光するという事を示すためにま

ず培養細胞での検証を行いました。細胞内オルガネラに局
在するNano-lanternを作製したところ、蛍光に遜色ない
画像が得られました（図２）。次にNano-lanternを発現
させた癌細胞をマウスの皮下に移植して、生物発光で癌細
胞を検出する実験を行う事にしました。これは癌細胞の成
長・転移を調べるためにこれまでも蛍光や生物発光を用い
て行われきた実験です。これまでは蛍光で検出する場合は
蛍光励起のための光を当てるためにマウスの毛を剃って光
の透過性を上げる必要がありました。生物発光で検出する
場合は暗いため麻酔して動かないようにして長時間露光撮
影する必要がありました。これらの処置をする事無く、私た
ちはNano-lanternを用いる事で、自由に動き回るマウス
の背中で光る癌細胞の様子をビデオレートで撮影すること
に成功しました（図２）。この事はNano-lanternを用い
る事で抗癌剤の評価や癌の転移をマウスを手術する必要
なく、しかも簡便に評価できる事を意味します。

図２　Nano-lanternによる細胞観察と癌の検出

５．Nano-lanternによる生理活性因子の可視化
さらに 私 た ち は こ れ まで 蛍 光 で は でき な かった

イメージングを 行うた め に 、細 胞 内で重 要 な 働きを
持つ C a 2 +、c A M P 、A T Pを検 出する機 能 性プローブ
を作製しました。これはNano- lanternの発光タン
パク質 部 分 に 、C a 2 +、c A M P 、A T P それ ぞ れ に 結 合
して構 造 が 変 わ るタン パ ク質 配 列 を 挿 入 する 事 で
達 成できました 。それ ぞ れを検 出する小 分 子 の 名 前
をとって、Nano-lantern （Ca2+）、Nano-lantern 

（cAMP)、Nano-lantern (ATP)と名づけました。
従来のCa2+プローブでは不可能だった高速度でのイ

メージングを試みるために、Nano-lantern（Ca2+）を
HeLa細胞に発現させたところ、これまでの発光性Ca2+プ
ローブでは不可能だったビデオレート（1秒間に30枚）で

のイメージングに成功しました（図３）。
さらにこれまで自家蛍光や光応答の問題があり蛍光で

の観察が困難であった植物葉のイメージングに取り組みま
した。葉緑体に局在発現させたNano-lantern（ATP1）
を作製し、光合成でATP産生が起こる様子を世界で初め
て観察する事に成功しました（図４）。

図３　Nano-lantern(Ca2+)によるCa2+イメージング

図4　Nano-lantern(ATP)によるシロイヌナズナの葉緑体における
光合成依存的なATP合成の可視化

６．今後の展望
Nano-lanternおよびそこから生み出されたプローブ

は遺伝子にコードされているため、任意の生物の多様な
組織における計測を可能にします。Nano-lantern を用
いることで、特別な処置する事無くマウスを生物発光で観
察できるので多くの疾病の原因究明やより効果的な創薬
スクリーニングが期待されます。また、励起光を必要とし
ない Nano-lanternは、光照射により細胞の活動やタン
パク質の機能を制御する「光遺伝学的技術」と組み合わせ
ることが容易です。例えば、神経ネットワークのコントロー
ルと神経活動のモニタリングを同時に行うことができるた
め、複雑で実験が困難であった高次神経活動（行動、思考、
記憶）のメカニズムに迫る事が可能となります。

［1］ http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/bse/

参考 HP

［1］ Nat. Commun. 3, 1262, 2012
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１．この発表の基礎知識
光は電磁波の一種であり、電場と磁場が振動しながら伝

播する。その振動方向の偏りは偏光と呼ばれる。光ビーム
には、波長（周波数）、強度（振幅）、パルス幅、コヒーレン
スなどのさまざまなパラメータがあるが、偏光や位相、強
度の空間分布も重要なパラメータである。従来の光学の
分野では、これらが一様な空間分布をもつ光ビームの研
究がほとんどであったが、最近、不均一な空間分布を持つ
光ビームに注目が集まっている。電場や磁場はベクトル量
であり、偏光分布が不均一である光ビームはベクトルビー
ムと呼ばれている。

本発表では、偏光だけでなく、位相や強度分布も不均一
な分布を持つベクトルビーム（図1）の研究によって明らか
にされつつある光波の新しい能力を紹介し、その応用の
ひとつとして、超解像イメージングを取り上げる。

図１　偏光、位相、強度分布を制御したベクトルビームの概念。

２．はじめに
一般に良く利用されている光学顕微鏡では、ランプの光

を照明に用いて、試料を透過した光をレンズで結像して試
料の画像を得ている。これに対して、小さく絞った光のス
ポットを試料上を走査しながら、試料からの反射光や発光
信号を検出し、画像を得ることもできる。走査型レーザー
顕微鏡が代表的な例のひとつである。一般に光学顕微鏡
の分解能は200nm程度と言われており、数ナノメートル
以下の分解能が得られる電子顕微鏡には遠く及ばない。し
かし、対象が生体試料である場合、光学顕微鏡では、生き
たままの状態で生じている現象を観察することができるた
め、広く利用されており、同時に、分解能向上の努力も続
けられている。今日、光の回折限界を超えた分解能を有す
る顕微鏡が続々誕生しており、超解像顕微鏡とも呼ばれて
いる。超解像顕微鏡の一般的な解説は、他に譲ることとし

［1］、本文では、光スポットのサイズを小さくすることによっ
て高分解能を実現する走査型レーザー顕微鏡を紹介する。

３．光はどこまで小さく絞ることができるか？
走査型レーザー顕微鏡の分解能は、用いる光スポットの

サイズに大きく依存し、スポットが小さいほど高い分解能が
期待できる。では、光はどこまで小さく絞れるのであろうか？

これまでの光学の「常識」からすると、答えは

　　　　　　　　　
0.51λ

NA
d=  (1)

である。ここでdは光スポットの半値全幅、λは光の波長
である。またNAは光を集光するのに使用したレンズの開
口数で、nを媒質の屈折率、αを集光角の半角としたとき、
NA=nsinαで表される。（1）式は、一様な強度分布を持
つ光波に対する円形開口によるFraunhofer回折像である
Airy diskの中心ピークの半値全幅に対応し、光学の教科
書の多くに記載されている。ところが、130年以上も前に、
円環状の強度分布を持つ光ビームを集光すると以下の式
で表されるような、より小さな光スポットが得られることが
予測されていた。

　　　　　　　　　
0.36 λ

NA
d=  (2)

ただし、この場合入射する光ビームの円環の幅は無限
小と仮定されている。現実にはそのような光ビームを作る
ことは不可能であるので、実際の光スポットは（2）式で表
されるサイズよりも大きくなる。図２は入射光ビームの強
度分布が（a）一様な場合と（b）円環状の場合の、焦点面
での強度分布の計算例である。（b）では、（2）式で表され
るように、中央スポットのサイズが小さくなっている。

図２　光スポットの計算例。直線偏光の入射光ビームの強度分布が
（a）一様な場合と（b）円環状の場合。（NA=0.12）

４．偏光の重要性
以上の議論は、用いるレンズのNAが小さい場合には問題

はないが、大きなNAのレンズを用いて、波長と同等あるいは
それ以下の小さな光スポットを形成しようとする場合には、光
の偏光の効果を適切に考慮する必要がある。図３はNA=1.4
の油浸系レンズを用いた場合の、焦点面での強度分布の計
算例である。ここで入射光の偏光方向は水平方向としている。
図からわかるように、分布は円筒対称ではなく、偏光方向に
伸びて拡がっているほか、（b）では大きく歪んでいる。

この結果より、式（2）で表されるような小さなスポットを
形成するためには、光ビームの偏光を考慮することが重要
であることがわかる。これまでの研究成果から、偏光分布
が光軸に対して放射状に分布した光ビーム（径偏光ビーム）
によって、（2）式のような光スポットが形成可能であること
がわかっている。しかし、前述したように円環の幅が無限小
である必要があり、実現は難しい。しかし、これに近い特性
を持つ光ビームが見出されており、図4（a）に示すような6
重のリング状強度分布を持つビームは焦点面で（b）のよう
に円筒対称で小さな光スポットを形成する。この時のスポッ
ト径は0.38λ/NAとなり、（2）式とほぼ同じ値が得られる。

図３　光スポットの計算例。直線偏光の入射光ビームの強度分布が
（a）一様な場合と（b）円環状の場合。（NA=1.4）

図4　（a）入射する径偏光ビームの強度分布と（b）焦点面での強度分
布。（NA=1.4）

５．ベクトルビームとは
電磁波は電場と磁場が振動して伝播する波であり、本来

ベクトル量で表される。振動の向きの偏りが偏光であり、
従来の光学では、図２で示したように、偏光が空間的に一
様であるスカラービームを中心に体系化されてきた。しか
し、最近になって不均一な偏光分布を持つ光ビーム（ベク
トルビーム）は、スカラービームには無い多くの優れた、
あるいは新奇な特性を有していることが明らかにされつ
つある［2］。典型的な例のひとつが、図４で示した微小ス
ポット形成である。図５に代表的なベクトルビームを示す。

径偏光
図５　代表的なベクトルビーム

方位偏光 ハイブリッド

 

これらのビームは、特殊な光学素子を使った既存の直
線偏光ビームの変換や、レーザー共振器からの直接発生
によって得ることができる。

６．ベクトルビームによる超解像イメージング
図４に示した６重リングの径偏光ビームを用いた超解

像イメージングの例を図５に示す。試料は直径が 170nm
の蛍光ビーズが多数凝集して塊となっているもので、図５

（a）のように、直線偏光ビームを使用した場合は、大き
さや形状が異なる複数の塊としか見えないが、（b）ではひ
とつひとつの蛍光ビーズが明瞭に区別できる。これは、直
線偏光ビームよりも６重リング径偏光ビームの方が小さな
光スポットを形成し、顕微鏡の分解能が向上したためであ
る。分解能はおおよそ30％改善している。

この方法は、①既存のレーザー走査型顕微鏡を使用
できるので、高速なin vivoイメージングに適している、 

②ほとんどの蛍光物質に対応できる、③ベクトルビーム形
成に液晶素子を用いることができるので、偏光や位相を電
気的に制御できる、などの特徴がある。

図６　凝集した直径170nmの蛍光ビーズ像。（a）直線偏光ビーム 
および（b）ベクトルビーム。

７．おわりに
ベクトルビームを強く集光すると、波長程度の領域におい

て複雑な偏光、位相、強度分布を自在に形成できることが
わかりつつある。その結果のひとつが、ここで紹介した微小
スポット形成であり、その他、強い軸方向電場やダークスポッ
トの形成が可能であることが見出されている。これまで眠っ
ていた光の潜在能力が、偏光、位相、強度分布を制御するこ
とによって、ようやく今、覚醒しつつあると言うことができる。

ここで紹介した超解像イメージングにおいても、ダーク
スポットを利用することによってさらに分解能を改善する試
みも行われている。また、ベクトルビームは、レーザー加工
や超小型粒子加速器などへの応用が期待されている。その
ためには、既存のフォトニクス技術を基盤にして、斬新な
ベクトルビーム発生技術の開発も重要な課題のひとつであ
る。我々は、未だ眠っている光の潜在能力を探索しながら、
将来は、所望の電磁界分布をテーラーメイド的に形成する
ことが可能になると期待しながら研究を進めている。

［1］ 根本知己「細胞生物学における超解像撮像技術」パリティ、
vol. 26, no. 6, pp. 44-49（2011）.

［2］ 小澤祐市、佐藤俊一、「ベクトルビーム 覚醒する光波の潜在
能力」、 応用物理、vol.82,no.1,pp. 27-32 (2013).
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革新的蛍光イメージングが拓く
新たながん研究とがん医療

1．この発表の基礎知識
がんは日本人の死亡率の１位であり、日本人の３人に

１人はがんで亡くなっている。医療技術が発展している現
代において、がんで死亡される患者さんのほとんどは再発
や転移によるものなので、現在のがん治療の最大の課題
は再発と転移の克服と言っても過言ではない。がんが一度
転移または再発すると、多くの場合は手術不能で、さらに
現存する化学療法や放射線療法が無効なことが多い。最
近、発がんから、がんの再発や転移にいたるまで、がん幹
細胞（cancer stem cells）が重要な働きを担っていると
考えられるようになり、がん幹細胞仮説として注目されて
いる。がん幹細胞は、がん細胞の中でも組織幹細胞と類似
した性質を持った細胞で、幹細胞と同様に、分裂して自ら
と同じ細胞を作り出すことができ（自己複製能）、またいろ
いろな細胞に分化できる（多分化能）という２つの重要な
性質を持つと考えられている。1997年に急性骨髄性白血
病において初めてヒトのがん幹細胞の存在が報告され、そ
の後、脳腫瘍や乳がんなどさまざまなヒトがんにおけるが
ん幹細胞の報告が相次いだ。

以前、がんは均一な細胞集団と考えられていた。ところ
が、がん幹細胞仮説により、がんは不均一な細胞集団であ
り、特に、幹細胞様の性質を持ったごく少数のがん幹細胞
が、特に転移・再発に関与していると考えられるようになっ
てきた。さらに、がんは周囲を血管や間質といったがん微
小環境（tumor microenvironment）が支えている複
雑な組織であるが、このがん微小環境が発がんや転移に
も強く関わる可能性がわかってきた。特に、がん幹細胞は、
ニッチ（niche）と呼ばれる特殊な環境によって自己再生
能や多分化能の維持、制御された増殖や分化等の特性を
付与されると考えられている。以上のことから、これから
のがん研究では、がん幹細胞とニッチを中心としたがん-
がん微小環境から構成される複雑なネットワークを理解し
て、その分子メカニズムを解析し、新規診断法や治療法を
開発する必要があると考えられる。

従来のがん研究では、がん患者さんやがんのモデルマ
ウスから臓器や組織を取り出して、遺伝子やタンパク質を

抽出して分子生物学的・生化学的に解析、固定して病理・
組織学的に観察する手法などが多く用いられてきた。しか
し、これらの手法だと、静的な情報は得られるが、がん転
移の研究に必要な、生体内でのがん細胞の挙動など動的
でダイナミックな情報を得ることが出来ない。さらに、取り
出した臓器や細胞は生体に戻せず、同一個体を使った経
時観察ができないことも欠点である。

このような問題点を解決するために必要なテクノロジー
の一つにバイオイメージング技術がある。バイオイメージ
ング技術には、レントゲン線やCTなどの放射線を用いる
技術、PETなどの放射性同位元素を用いる技術、さらに、
MRI、超音波や蛍光イメージングなどその他の技術があ
る。この中で、蛍光イメージングは、簡便で安全性が高く、
同一個体を低侵襲で経時的に高空間分解能・リアルタイ
ムの解析をおこなうことが可能で、さらにプローブにさま
ざまな工夫を凝らすことで多元的解析や機能解析が可能
であり、抗体等を付加することで選択性・特異性が高いイ
メージングが実現できる。近年、分子生物学の進歩による
新しい蛍光タンパク質の発見と改良、蛍光有機小分子を
用いた蛍光プローブ作製技術の進歩、さらにレーザーや
蛍光検出器などの光学機器の性能の飛躍的向上などによ
り、細胞のシグナル伝達から細胞周期までライブでイメー
ジングすることが可能になり、発生学、神経科学からがん
研究に至る幅広い生命科学研究分野で光イメージング技
術が活用されている。一方で、生体の光学的特性、特に散
乱の問題などから、生体深部での蛍光イメージングは難し
く、その問題解決のためのテクノロジーの進歩が望まれて
いる。

２．はじめに
我々は、これまでに、蛍光イメージングの特性を活かし

て、マウスにヒトがん細胞を移植し、がんの増殖に伴い、
血管新生が起こる様子を経時的にイメージングすることに
成功し、がん微小環境が発がんや転移に与える影響を解
析し、さらに血管新生阻害剤（抗VEGF抗体）の有用性を
明らかにしてきた（文献３、図１）。

図１　抗VEGF抗体のがん血管新生に対する効果
ヒト線維肉腫細胞をマウスの皮下に移植し、血管標識用近赤外波長蛍光
プローブをマウスに投与し、生きているマウスでがん血管を観察した。

蛍光イメージングシステムを用いた実験系は、血管新生
阻害剤などを評価する上で、作用を同一個体で評価できる
ため、統計的な解析に必要な実験個体数を削減できるの
で有効なツールとなる。

さらに、がん細胞に緑色蛍光タンパク質（GFP）遺伝子
を導入してGFPを安定に発現するがん細胞株を作ると、生
きているマウスの中でがん細胞をイメージングし、その動
態を観察することができる。また、細胞周期を可視化する
Fucci（fluorescent ubiquitination-based cell cycle 
indicator）システム（文献
４）を用いると、生きている
マウスの中で増殖している
細胞と休止している細胞を
区別することが出来る。実際
に我々は、Fucciを導入した
ヒト乳がん細胞をマウスに
移植し、マウスが生きている
状態でがん細胞の細胞周期
を3Dイメージングすること
に成功している（図２）。

ところが、がん幹細胞ニッ
チが存在するとされる骨髄は、高散乱体である骨に囲ま
れ、しかも生体深部に存在するために、一般的な蛍光顕微
鏡や共焦点レーザー顕微鏡では、生きているマウスで骨髄
ニッチに存在するがん幹細胞をイメージングすることは難
しい。そこで、この問題を解決するために、本研究では、２
光子励起顕微鏡を改良し、さらに、光パラメトリック発振や
超小型波長固定超短パルスレーザーなどの新規光源と、多
様な生体内での光学的パラメーターを最適化する補償光
学系とを駆使し、非線形光学過程を用いた生体深部蛍光イ
メージングを可能にする革新的in vivo光イメージングの
確立し、がん細胞とその周囲環境の多元的な生体内イベン
トのリアルタイム画像化を実現させることを目指した。

３．新規補償光学型長波長２光子励起顕微鏡
本研究では、新規長波長パルス光源および補償光学を

駆使した新規２光子励起顕微鏡システムを開発し、波長、
パルス幅、ビーム径、波面収差など光学的なパラメーター
の in vivo実験での最適化をおこなった。これまでに、が

ん移植モデルで、新型高感度検
出器 GaAsP 検出器 ( 既に製品
化)等の改良によって700μmを
越える深さ（通常は数百μm）で
がん細胞をイメージングするこ
とに成功した（図３）。

さらに、「長波長対応2光子
顕微鏡」については、赤外対応
光学系作製、GaAsP検出器と専
用対物レンズの作製(既に製品
化）を推進し、1mm以上のin 
vivo深部脳観察を達成し、骨髄
内のがん細胞イメージングにも
成功している。また、「補償光学
系」については、リレー光学系及
び波面センサー導入光学系の作
製と画像フィードバック制御アルゴリズムの作製を推進し、
ビーズ・培養細胞での蛍光強度改善に成功した。

４．新規光プローブ・新規がんモデル動物の開発
細胞周期を可視化できる各種Fucci-がん細胞を作製

し、抗がん剤開発に応用した。特に、Fucci-MCF-7乳が
ん細胞株については、矢守隆夫博士との共同研究でPI3K
阻害剤ZSTK474によるがん細胞のG1アレスト誘導をin 
vivoで可視化することに成功した（文献1・2）。ZSTK474
は独自性の高い薬剤で、現在Phase1臨床試験中であり、
このまま医薬品化まで繋がれば、本研究成果が創薬にも
役に立つインパクトの高いものであることを意味する。さ
らに、他のがん細胞株についてもその有用性の検討を進
めている。また、光機能性分子でラベルした抗CEA抗体
を用いたCALI実験をin vitroで成功させた。

５．おわりに
われわれは、研究成果を臨床応用に繋げることを考え

ている。新規光源の小型化は非線形光学の医療応用に結
びつく。さらに、SHG、THGや自家蛍光等、プローブを用
いないイメージング法についても検討を行っており、今後
も精力的に研究を進める予定である。

［1］ Hara-Miyauchi C, Tsuji O, Hanyu A, Okada S, Yasuda A, Fukano T, Akazawa 
C, Nakamura M, Imamura T, Matsuzaki Y, Okano HJ, Miyawaki A, Okano 
H. (2012) Bioluminescent system for dynamic imaging of cell and animal 
behavior. Biochem Biophys Res Commun. 419:188-93.

［2］ Dan S, Okamura M, Mukai Y, Yoshimi H, Inoue Y, Hanyu A, Sakaue-
Sawano A, Imamura T, Miyawaki A, Yamori T. (2012) ZSTK474, a specific 
phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor, induces G1 arrest of the cell cycle in 
vivo. Eur J Cancer. 48:936-943.

［3］ Hanyu A, Kojima K, Hatake K, Nomura K, Murayama H, Ishikawa Y, Miyata S, 
Ushijima M, Matsuura M, Ogata E, Miyazawa K, Imamura T. (2009) Functional 
in vivo optical imaging of tumor angiogenesis, growth, and metastasis 
prevented by administration of anti-human VEGF antibody in xenograft 
model of human fibrosarcoma HT1080 cells. Cancer Sci. 100: 2085-2092.

［4］ Sakaue-Sawano A, Kurokawa H, Morimura T, Hanyu A, Hama H, Osawa H, 
Kashiwagi S, Fukami K, Miyata T, Miyoshi H, Imamura T, Ogawa M, Masai H, 
Miyawaki A: Visualizing spatiotemporal dynamics of multicellular cell-cycle 
progression. Cell. 132: 487-98, 2008
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図２　がん細胞の細胞周期の
生体イメージング
ヒト乳がん細胞を移植したマウ
スで、G1期（核が赤色）とS/G2/
M期（核が赤色）を区別してイ
メージングした。

図３　生体深部のがん細
胞のイメージング
ヒト線維肉腫細胞をマウス
の皮下に移植し、２光子励
起顕微鏡を用いて、生きて
いるマウスの組織深部のが
ん細胞をイメージングした。
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光電子ホログラフィーと
原子立体写真による
3D原子イメージング

1．この発表の基礎知識
●  研究のバックグラウンド

物質を構成する原子の並び方は物の性質を決める重要

な要素である。たとえば、同じ炭素原子からできていても、

ダイヤモンドと炭では色や固さ、電気抵抗までも極端に違

う。原子配列はⅩ線回折や電子回折を用いて解析されて

いるが、これらの解析においては、原子配列の単位格子

が繰り返している（並進対称性がある）ことが必要である。

そのため、ドーパントのように規則的に並んでいない原子

のまわりの局所的な構造は解析できない。また、解析にお

いては単純なフーリエ変換は使用できず、原子配列モデル

を試行錯誤的に構築して実験との一致を判断するという

間接的な手法がとられている。

最近の電子顕微鏡は分解能が高くなり、原子像が見え

る。しかしその場合は、結晶の見たいところだけを薄く切

り出して、電子線をその対称軸に沿って入射して、原子配

列の二次元的な投影像を見ているもので、立体的な配置

は直接わからないものである。直接的な原子配列構造観

察には、細い針で表面をなぞるSTM（走査トンネル顕微

鏡）も良く用いられているが、STMで見ているものは電子

の密度であって原子そのものではないし、最表面の凹凸の

情報だけなので一層目と二層目の原子位置の立体的な関

係はわからない。

これらに比べて、可視光で見る「ホログラム」は計算

をすることなしに直接立体像が見えるというメリットがあ

る。最近、放射光技術の進歩と測定・解析技術の進歩が相

まって、光電子や蛍光Ⅹ線の放出角度分布から着目してい

る原子の周りの原子配列構造を三次元的に直接観測する

「光電子ホログラフィー」、「蛍光Ⅹ線ホログラフィー」な

どの「ホログラフィー法」が長足の進歩を遂げている。ま

た、我々は、光電子の角度分布における円２色性という現

象を利用して、原子配列の立体写真を直接撮影できる手

法を発明した１）。本発表ではそれらの測定装置、原理、測

定例などを説明する。
● ホログラフィー

　ホログラフィーとは、図1（a）に示すように、干渉性の良

い光を物体に当てて、散乱されてきた光（物体波）と、半

透鏡で分けた元の光（参照波）を干渉させ、その干渉パ

ターンをホログラムとして写真乾板上に記録し、そのホロ

グラムに図1（b）のように参照波と同じ光を照射すると、

観測者からは物体が立体的に見えるものである。図1（a）

におけるホログラム上の光の強度と位相分布が図1（b）

のホログラム上で再現されるので、ホイヘンスの原理によ

り、その下に図1（a）の点線の物体波が図1（b）の実線の

ようにできてくるのは当然であり、観察者には元のままの

物体が見えることになる。

図１　ホログラフィーの原理

２．光電子回折

「光電子ホログラフィー」の手法は、「光電子回折」を基

にしているので、まず、光電子回折の説明をする。原子の

内殻電子に、その結合エネルギー以上のエネルギーを持

つⅩ線を照射すると、その電子は光電子として真空中に放

出される。図２のように原子から放出される光電子は球面

波となって広がる。それを直接波Ψ 0とする。光電子は真

空中に出て行く過程で回りの原子によって散乱され、散乱

原子を中心として広がる散乱波Ψ S ができる。光電子の平

均自由行程（数Å）程度の距離内にある原子は全て散乱

原子となる。十分遠方のスクリーンで観測される、もしく

は検出器を動かして測定される「光電子の放出角度分布」

には、直接波と散乱波の干渉パターンが現れ、それを光

電子回折パターンという。光電子回折パターンには散乱原

子の位置の情報が入っているので、計算と比較することに

よって、放出原子の周りの原子配列構造を決定することが

できる。光電子の運動エネルギーは、Ⅹ線のエネルギーか

ら内殻準位の結合エネルギーと仕事関数を引いたもので

あるので、内殻準位のエネルギーが異なれば、運動エネ

ルギーが異なり、運動エネルギーを選別することによって、

元素の種類及び環境を特定し、その原子の周りの構造解

析をすることができるのが、光電子回折の特長である。

図２　光電子回折・ホログラフィーの原理

３．光電子ホログラフィー

図２において、直接波Ψ 0 は原子の内殻という小さな空

間から発する干渉性の良い波であるので、球面波と平面

波の違いはあるが、図１の参照波とみなせる。散乱波Ψ S

は、その周りの原子配列から放出される物体波である。ス

クリーンでは、直接波Ψ 0と散乱波Ψ S が位相情報を保持

して干渉パターンを作っているので、スクリーン上のパター

ンはホログラムと考えられることが Szökeによって示され

た２）。電子回折やⅩ線回折の場合に観測されるパターン

は実空間をフーリエ変換したものの2乗になって、位相の

情報が消えてしまっているのに対して、図２のホログラム

では物体波の位相が参照波の位相を基準としてそのまま

保存されているため、単純なフーリエ変換で試行錯誤なし

に原子分布が再現される。これがホログラフィー法と回折

法の決定的な違いである。

単純なフーリエ変換の式はBartonによって最初に定式

化され３）、ツイン像や多重散乱による効果を消すため、い

くつかのエネルギーで足し合わせる式がさらに提案され

た４）。しかし、実際に変換を行ってみると、原子配列は再

現されるものの、散乱波が等方的な球面波でないために、

あまり精度が良くないことがわかった。近年、原子の種類

まで考慮して散乱波を計算し、最大エントロピー法を用い

てホログラムを再現する手法（SPEA-MEMと呼ばれる）５）

が開発され、原子配列の再現精度が飛躍的に向上した。

InP結晶のIn3d全半球光電子ホログラム図3（a）から

この解析法で立体的な原子配列を計算した結果６）を図3

（b）に示す。この結果、InP結晶（図6（e）参照）の多く

の原子位置を再生することに成功している。

図３　InP結晶からのIn光電子ホログラム（a）と、SPEA-MEMを用い
て再生した原子の分布（b）

４．二次元表示型球面鏡分析器

光電子ホログラフィーの解析には、広い角度範囲の光電

子角度分布が必要であるため、二次元表示型の分析器が

効果的に用いられている。「二次元表示型球面鏡分析器」7） 

（図４）は、我々が独自に開発したもので、±60°（1πsr）と

いう広い立体角で放出光電子の二次元角度分布を歪みな

く表示することができる。通常の分析器では、ある小さな立

体角（±2°程度）の範囲だけしか測定できないため、この

分析器の測定効率は立体角の比だけ高く、数千倍になって

いる。

（a）

（b）

招待講演



�� ��

図４　二次元表示型球面鏡分析器

５．立体原子写真の撮影と原理

物体が立体的に配列しているとき，それぞれの物体を

左右の目で見ると、観測者から物体までの距離によって左

右の目で見る角度が少し違うが、その角度のずれを視差

角という。我々はその視差角の大小によって物体までの遠

近を判断することができる。左右の目で見た像の中の物体

の位置は視差角の分だけずれており、それらの一組の像

を並べたものが立体写真である。それぞれの写真を左右

それぞれの目で見ることにより、もとの立体配置を三次元

的に認識することができる。

立体原子写真の撮影には、「円偏光Ｘ線で励起された

光電子角度分布における前方収束ピークの回転」という

現象を利用している。原子で散乱される波は、原子の前方

方向で非常に強いため、光電子を放出した原子と散乱原

子を結ぶ方向に前方収束ピークという強いピークが現れる

（図５）。励起Ⅹ線が円偏光の場合には、前方収束ピーク

が円偏光の電場の回転の向きにΔだけ回転することを発

見した８）。

普通のＸ線によって励起された光電子は、図５の上の

図のように、周りの原子による前方収束ピーク（明るい影）

が遠くのスクリーンに投影される。右回りと左回りの円偏

光Ｘ線によって励起された時には光電子が軌道角運動量

を持つため、下の図のようにスクリーンに映る像の位置が

ずれる｡ このずれは、原子の両側にbだけ離れたところに

両目があって周りを見たときの視差角と同じになっている。

したがって、 円偏光Ｘ線を照射して出てきた電子の角度

分布を二次元的に測定すると、光電子を出した原子から周

りを見た時の立体写真が撮れることになる。

図５　通常のX線励起での光電子の広がり方と前方収束ピークのでき
方（a）と、時計回り（青）と反時計回り（赤）の円偏光X線で励起した光電
子の広がり方と前方収束ピークのでき方（b）。

６．立体原子写真の例と3DSによる表示

　これら２つの角度分布パターンを左右それぞれの目で

見ることによって原子配列構造を立体観察することがで

きるが、2枚の写真を並べて立体視できる人は少ないの

で、多くの人に原子の世界を堪能してもらうため、３次元

表示できるポータブルゲーム機（ニンテンドー３DS：ニン

テンドー３DSはニンテンドーの商標）を利用することに

した（図６（f））。この装置で表示できる形式のファイルを

大学のホームページhttp://mswebs.naist.jp/LABs/

daimon/index-j.html に置いた。これにより、3DSを

持っている人なら誰でも、日本だけでなく世界中の人がダ

ウンロードして原子の世界を立体的に体験することが可能

になった。

　具体例として、InP結晶の中の原子の立体写真を紹介す

る９）。測定はSPring-8のBL25SUで行った。図６（a）、（b）

は、In原子とP原子からなる結晶中のIn原子（図（e）の

Ｏ）から隣のP原子（Ａ）の方を見た原子配列の立体写真

である。また図６(c)、(d)は、P原子（Ａ）から隣のIn原子

（Ａ’）の方を見た原子配列の立体写真である。図（e）の

Ｏから見たＢ、Ｃ原子の位置と、ＡのＰ原子から見たＢ’、

Ｃ’原子の位置は同じであるが、中心に見える原子までの

距離がInから見た場合よりPから見た場合の方が長くなっ

ていることが実感される。こうして、自分があたかも一つ

の原子になったかのように、自分の周りのPやIn原子の

配列を立体的に直視することが出来る。

　この方法は「回折」ではなくて「投影型立体写真」なの

で、周期構造は必要ではなく、原理的には分子1個でも観

測可能である。単結晶のような周期構造を持つものは、単

位胞の構造がそのまま見えるし、周期を持たなくても、表

面に同じ向きに吸着した分子などは、分子の構造がその

まま解析できる。結晶中に不純物としてドープされた原子

の周りの構造などは最適な例である。ダイヤモンドにホウ

素をドープすると超伝導になるが、その解析はこの手法で

行った 10）。このように、単結晶が不可欠な通常のⅩ線回折

や電子線回折では不可能な局所的な構造解析が行える。

図６　(a)、(b)と(c)、(d)はInおよびP原子から見た立体写真。  
（e） インジウムリン結晶の中の原子の配列。

７．おわりに

現在は、この分析器にレンズシステムを備え、拡大像を

作って、微小領域からの光電子で像を作る装置を開発し

ている。現在は一枚の画像の測定に速い場合でも数分程

度かかっているが、円偏光の強度が強くなって回転の向き

も高速で変化することができるようになると、左右の像を

100分の１秒程度で交互に分析器の蛍光板に映すことが

できるようになる。それに同期して表示すれば、テレビの

速さ程度の実時間測定も可能になると期待される。

これは、手法も装置も日本発の新しい技術である。この

技術では元素ごとの構造解析が直接できるため、レアメタ

ルの探索や、新機能物質の原子レベルの開発が容易にな

ることが期待される。また、小学生でも原子の世界が体験

できるようになったため、理科好きな若者が増えると思わ

れ、日本の製造業の興隆に繋がることを期待している。

［1］ H. Daimon: Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 2034.
［2］ A. Szöke: AIP Conference Proceedings, No.147, AIP 
New York 1986.

［3］ J. J. Barton: Phys. Rev. Lett. 61, 1356 (1988).
［4］ J. J. Barton: Phys. Rev. Lett. 67, 3106 (1991).
［5］ T. Matsushita, A. Agui, and A. Yoshigoe, Europhys. 
Lett. 65, 207 (2004).

［6］ T. Matsushita, F. Z. Guo, F. Matsui, Y. Kato and H. 
Daimon, Phys. Rev. B, 75, 085419 (2007).

［7］ H. Daimon: Rev. Sci. Instrum. 59 (1988) 545.
［8］ H. Daimon, T. Nakatani, S. Imada, S. Suga, Y. 
Kagoshima and T. Miyahara: Jpn. J. Appl. Phys., 32 Part 2 
(10A) (1993) L1480.

［9］ T. Matsumoto, F. Matsui , T. Matsushita, K. Goto, Y. 
Kato, H. Daimon, e-J. Surf.Sci. Nanotech. 7,181-185, (2009)

［10］ Y. Kato, F. Matsui, T. Shimizu, H. Daimon, T. 
Matsushita, F. Z. Guo and T. Tsuno: Appl. Phys. Lett. 91 
(2007) 251914.
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1．はじめに

私たちの体では、蛋白質や遺伝子などが実に巧妙に

働いている。その働きの仕組みを調べたい。膨大な数の

多種多様な分子が一見ぐちゃぐちゃの細胞の構造の中で

時々刻々変化しながら働いているので、細胞丸ごと計って

も種類の異なる多くの分子の情報が入り交じって何がな

んだかわからない。そこで、生命科学者達は細胞をすりつ

ぶして、精製した分子を沢山集めて化学反応を計ったり、 

結晶構造を調べたりする方法をとった。これはこれで、生

命科学を飛躍的に発展させている。しかし、これでは個々

の分子がどのように働いているのかはわからない。そこ

で、我々は個々の分子の動きや反応を直接観察し、ナノ

メーターの精度で計測する１分子ナノイメージング法を開

発した。

２．1分子ナノイメージング

生体分子の大きさは大きくても数十ナノメーターしかな

い。しかも、水溶液中で運動しているものを観察しなくて

はいけない。となると、可視光の光学顕微鏡で空間分解能

以下のものを見ることになり、原理的に破綻している。し

かし、生体分子に蛍光分子を付けて、それを光らせてみれ

ば、夜空の星をみるように見える可能性はある。蛍光分子

１個を乾燥したところでみることは、化学や物理の分野で

はできていた。生物に応用すべく多くの研究者が長年常温

水溶液中での観察にも挑戦したが成功しなかった。水溶

液中では水分子による消光、ラマン散乱、ゴミによる散乱

光などバックグランドノイズを十分遮断できず、またラジカ

ルイオンですぐ退色しまうからである。我々はエバネッセン

ト場による局所励起、光学系の改良、退色防止などの対

策をきめ細かく行い、バックグランドノイズを通常の2000

分の１に落とし、1995年に初めて水溶液中での１分子蛍

光分子イメージングに成功した（図１上）。

蛍光でぼやかして分子を見る事ができたが、そのままで

は、空間分解能は光の波長程度、数百ナノメーターでしか

ない。観察対象の生体分子の大きさは数ナノメーターな

ので、その詳細な動きを見ることができない。この問題も

簡単な画像処理で蛍光像の中心を決める事で、1ナノメー

ター、１ミリ秒の精度で蛍光分子の動きを追跡する技術が

開発され解決した（図１中、下）。また、使用範囲が限られ

るが量子ドットを用いると、輝度が数倍明るく退色しにく

いのでさらに高分解能の計測が可能となる。

図１　１分子イメージング　エバネッセント場（近接場）による局所励起
を使った蛍光分子の１分子イメージング（上）。コンピュータで蛍光像の
強度分布（中）をガウス分布でフィット（下）してその中心の位置を求める
と１nmの空間分解能が得られる。

３．生物分子モーターの運動観察

まず、この１分子ナノメージング法を使って神経細胞な

ど細胞の中で様々な物質（小胞）の輸送を担っている蛋白

質分子モーター（ミオシン分子）の動きを見た。ミオシン分

子モーターは図2（上）のように二つの頭を持った形をし

ており、遺伝子工学を使って運動機能に影響のない頭の

ある位置に蛍光色素結合部位を作りそこを蛍光標識した。

ミオシン分子モーターはアクチン分子が重合したフラメン

トに沿って連続的に長距離運動することが解った（図２左

下）。さらに、ミオシン分子の２つの頭部に蛍光分子を付

けてそれらの動きをナノメータ精度でみると（図２右下）、

まるで人が歩くようにアクチンフラメントのラセンに沿って

運動している事が解った。

図２　物分子モーター、ミオシンの運動
頭部を蛍光標識したミオシン分子（上）がアクチンフィラメント上を運
動している（左下）。その運動をナノメーター精度で捉えると36x２＝
72nmのステップで前後しながら進んでいた（右下）。

４．生物分子モーターのユニークなしくみ

生物分子モーターには人工機械にはない何か巧妙なメカ

ニズムが働いているのだろうか？分子モーターの頭部の動

きを1ナノメーター、サブミリ秒の高分解能でみた（図３

上）。ミオシンの頭部はきちっとカチカチ動いているのでは

なく、ブラウン運動でふらふらと歩いている事が解った（図

３中）。すなわち、ミオシン頭部の運動はブラウン運動（ノ

イズ）で、そのランダムな運動のうち前方向の運動のみが

選択されて一方向に運動していたのである。分子モーター

はATP（アデノシン三リン酸）を加水分解したときの化学

エネルギーを使って運動するが、そのエネルギーは頭部を

動かすのに使われているのではなく、ランダムな運動から

順方向の運動を取り出すのに使われていたのである。これ

は、ノイズを遮断し正確に動く人工機械とは対照的である。

　なぜ、生物分子モーターはこのような動きをするのであ

ろうか？人工機械の場合は、その動きは正確にコントロー

ルされている。しかし、分子モーターの動きは大まかには

コントロールされるが、複雑でダイナミックに変動する細

胞の環境にあって、分子モーターは自分自身でその動き

を状況に合わせてコントロールする必要がある。ここで、

ふらふらした動きは有効に働く。ふらふらは、言い換えれ

ば、試行錯誤でよい動きを探している過程といえる。ミオ

シン分子はひずみセンサーを持っているので、このセン

サーとふらふらとした動きを組み合わせて、混み合った細

胞の中で衝突や脱線する事なく物を運んでいたのである 

（図３下）。

図３　ブラウン運動でふらふら進む分子モーター

５．ふらふら動く分子モーターのシステム化：
筋肉で働く分子モーター

これまで説明してきた分子モーター（ミオシン分子）は

細胞で単独で小胞を輸送していたが、筋肉では集団で共

同して働く。ここでは、筋肉分子モーターを説明する。この

１分子ナノイメージング：
生体分子の働きを直接見る　

招待講演
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たりしたときの応答を見事に説明することが解った（図

５左下）。さらに、理研HPCIプロジェクトのチーム（UT-

Heart）が筋肉細胞が集団で働く心臓の拍動のシミュレー

ションをペタコン、“京”を使って行ったが、分子モー

ターがブラウン運動でふらふら運動が、心臓の効率の良

いスムースな拍動を可能にしている事が解った（図５右

下）。

図５　筋肉分子モーターの運動　分子モーターのブラウンステップ（上）
とそれをベースにした筋肉と心臓のシミュレーション

図８　癌増殖に関連する細胞情報伝達の１分子イメージング

６．１分子イメージング技術の生命科学への貢献

１分子イメージング法は大げさに表現すれば、生命科学

に革新をもたらせたと言える。ここでは、分子モーターの

例をあげたが、これ以外に、生命機能の本質に関わる様々

な反応の観察に使われ、多くの大きな成果が上げられて

いる。例えば、超高速DNA1分子シークエンスに使われ、

人間の全遺伝子を安価に数時間で読み解くことができると

期待され大きな注目を浴びている（図６）。また、遺伝子

発現の制御がどのように行われているのか（図７）、細胞

が刺激を受けた後その情報がどのようにして伝達処理さ

れているのか（図８）などを１分子のレベルで実時間解析

することも精力的行われている。これらの研究は、癌の発

症のメカニズム、免疫反応、iPS細胞の分化など臨床研究

にも直結している。１分子ナノイメージング技術に様々な

光技術を融合すれば、さらに大きな展開が期待される。今

後イメージング技術が生命科学の飛躍に大きく貢献するこ

とは間違いない。

分子モーターは、アクチンフィラメント上と長距離運動しな

いので、イメージングだけでは調べられない。そこで、光

ピンセットを使った分子ナノ操作法を併用して測定した（図

４）。光ピンセットで0.2−0.5μ径の２つのビーズを捕え、

それらにアクチンフィラメントの両端を結合する。そして、

アクチンフィラメントを操作してガラス表面に固定したミオ

シン分子と相互作用させる。ビーズの変位をnmの精度で

計測する事で、相互作用で生じた変位と力を計測する。ま

た、ミオシン分子はATP（アデノシン３リン酸）の分解で得

られる化学エネルギーで働いているが、そのATPの分解

サイクルを、蛍光標識したATP（とADP）の結合解離を１

分子イメージングで力学反応と同時に捉える。計測の結果、

ミオシン分子はアクチン分子の上をバイアスされたブラウ

ン運動で前後しながらふらふらとステップを踏んで進んで

いく事が解った（図５上）。

筋肉分子モーターもブラウン運動を利用していた。で

は、このような分子モーターを筋肉と同じように多数並

べたとき、どのような恊働運動になるだろうか？コン

ピュータその動きをシミュレーションした。結果は、筋

収縮速度と力の関係や筋肉に急激に引っ張ったり、緩め

図４　筋肉分子モーターの計測

図７　細胞中の遺伝子発現１分子イメージング　
DNAから読まれてつくられるmRNAを黄色に、それから作られる蛋白質
を黄色で蛍光標識されるようにして（上）、それらが作られる経過を１分
子レベルで観察（下）。緑色の細胞中に赤と黄色いスポットが見える。

図６　１分子超高速DNAシークエンス
より局所励起が行える井戸型近接場を使った１分子イメージングを使っ
て、４色で染め分けた４つの塩基が順次重合していくところを見て、シー
クエンスする（BioPac社）。
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高速誘導ラマン分光による
生体組織イメージング

１．この発表の基礎知識
生体組織を顕微鏡でそのまま観察すると、多くの場合は

ほぼ透明です。この透明な生体組織を観察するために、医
療現場では薬剤で組織を色づけする染色技術が長く使わ
れてきました。但し、そのような染色処理には数十分程度
の時間を要します。もし、染色処理を行うこと無く組織を
迅速に観察し、例えば腫瘍の除去手術などにおいて腫瘍
と正常組織を見分けることができれば、医師や患者の負担
を大きく和らげることができると期待されます。

透明な生体組織を迅速に観察する新しい光学顕微鏡と
して、誘導ラマン散乱（stimulated Raman scattering, 
SRS）顕微鏡が注目されています［1-4］。SRS顕微鏡は我々
を含む日米欧のグループにより独立に実証された方式で
す。SRS顕微鏡では光を用いて生体分子の分子振動を検
出します。可視光に対しては透明な生体分子でも、脂質、
タンパクなど、構成する分子の構造が違えば、異なる分子
振動スペクトルを持つので、分子を見分けられるというわ
けです。SRS顕微鏡では2色のレーザーパルスを生体に
照射し（図1）、光と分子振動の相互作用によってごく僅か
に生じる光強度の変化を捉えることで、生体分子の振動を
検出し、生体を可視化することができます。しかし、従来の
SRS顕微鏡では、2色のレーザーの波長で一意に決まる特
定周波数の分子振動しか検出できませんでした。そのた
め、分子振動スペクトルに重なりがある分子は見分けられ
ない場合があります。

そこで我々は、複数の分子振動周波数の情報を高速取
得可能なSRS分光顕微鏡（図2）を開発しました。この顕
微鏡により、生体組織のわずかなスペクトルの違いを識別
し、無染色の生体組織を染めたかのようにイメージングす
ることができるようになりました（図3）。本発表では、SRS
顕微鏡の原理と、高速SRS分光顕微鏡による生体観察の
例をご紹介します。

２．SRS 顕微鏡の原理と特長
SRS顕微鏡の基本構成を図1に示します。2色のレー

ザーパルスを用意し、一方の光パルスに対して強度変調
を与えておきます。強度変調とは、光を時間的にON/OFF
させるということです。この2色の光パルスを試料に集光

します。もし、集光点に存在する分子の振動周波数が、2
色の光の周波数の差と一致すると、SRS効果が発生します。
これは2色の光が分子を強制的に振動させ、その反作用
によって一方の光が減衰し、もう一方の光が増幅される
効果です。ここで、一方の光が ON/OFFされているので、
SRS効果もON/OFFされます。その結果、もう一方の光
パルスに対して強度変調が転写されます。この転写された
強度変調を、光検出器とロックインアンプという電気回路
によって検出することで、SRS信号が得られます。あとは、
集光点の位置をレーザー走査することで、イメージングを
行うことができます。

このSRS顕微鏡は、ラマン顕微鏡と呼ばれる顕微鏡の
一種ですが、高速なイメージングが可能［4］な上、分子密
度に比例した定量的な信号が得られる［1-3］という特長
を持っています。このため現在、日米欧で開発競争が繰り
広げられています。

図１　SRS顕微鏡の原理模式図 OB: 対物レンズ、IM: 光強度変調器

３．高速 SRS 分光顕微鏡による組織観察
我々は、SRS顕微鏡の分子識別能を更に向上させるた

め、異なる分子振動周波数におけるSRS像を高速に取得
可能なSRS分光顕微鏡を実現しました［5］。図2（a）に
SRS分光顕微鏡の構成を示します。レーザー光源として広
帯域Ybファイバーレーザー（YbF）とチタンサファイアレー
ザー（TiS）を用います。それぞれの繰り返し周波数は38 
MHz及び76 MHzであり、これはYbFパルスが 38 MHz
でON/OFFされた状況と等価です。YbFパルスを波長可
変フィルターに導入し、任意のスペクトル成分を抜き出し
ます。このフィルターはガルバノスキャナー（GS）、レンズ、

回折格子から構成され、その透過波長はGSによって制御
することが可能です。波長切り替えに要する時間はわずか
1/1000秒程度です。フィルターにより抜き出された光パ
ルスを光増幅したところ、スペクトル幅約3cm-1 の光パル
スを生成することができ、また波長が 300cm-1 にわたって
可変であることがわかりました（図2（b））。この光パルス
を時間幅４psのTiSパルスと合波し、SRS顕微鏡に導入
しました（図2（c））。ビデオレートでの分光イメージングを
行うため、高速なレーザースキャナーを用い、また、広帯
域なフォトダイオード回路や、高速ロックインアンプ、それ
らの制御系などを開発しました。その結果、500 x 480ピ
クセルの画像をフレームレート30.8枚/秒で取得しつつ、
フレーム毎に光パルスの波長を制御することができ、これ
によって高速なSRS分光イメージングに成功しました。

分光像の解析手法の開発も重要です。我々は、多変量解
析の一手法である独立成分分析（ICA）をSRS顕微鏡に適
用することで、どのような振動スペクトルの物質が空間的
にどのように分布しているかを求めることに成功しました。

このシステムを用いて動物組織の観察を行った結果を
図3に示します。図3（a）はラットの肝臓組織の観察結果で
す。波数2800～3100cm-1のCH伸縮振動領域において、
91枚の分光像を取得しました。信号対雑音比を高めるた
め、10回積算を行ったものの、総取得時間は30秒以下で
あり、非常に迅速な観察ができています。得られた分光像
をICAにより解析し、独立成分像をカラー合成することで、
染色したかのようなカラー像を得ることができました。脂肪
滴、繊維構造、細胞質、細胞核、血管構造などが明瞭に見
てとれます。図3（b）は、ラットの肝臓の血管周辺の繊維構
造の3次元像です。CH2 伸縮振動、CH3 伸縮振動に対応す
る2つの波数をフレーム毎に切り替えながら、試料を奥行
き方向に走査し、更にICA処理を用いることで繊維の3次
元構造を可視化することができました。図3（c）は、マウス
の小腸を観察した結果です。SRS顕微鏡の3次元分解能を
活用し、深さを5.6 µmずつ変えながら、それぞれの深さ
において91枚の分光像を得ました。像1枚当りの取得時
間は3秒、総取得時間は24秒です。核（青）や細胞質（赤）
などの3次元構造をクリアに可視化できました。

４．おわりに
高速波長可変光源を用いたSRS顕微鏡を開発し、その

高い分子識別能を活用することで、無染色の生体組織を
迅速に観察できることを実証しました。とはいえ、本SRS
顕微鏡システムはまだ原理検証レベルであり、より実用性
の高いレーザー光源の開発や、解析ソフトウェア環境を含
めた使いやすいシステム環境の整備が急務です。これらを
早急に進めつつ、医学応用における有効性を実証してい
きたいと考えています。

最後に、本研究は、大阪大学大学院工学研究科伊東研
究室でなされたものであり、ご指導頂きました伊東一良教
授及び実験に尽力した梅村航氏に感謝致します。また、本
稿で紹介した観察実験は大阪大学 福井希一教授、住村和

彦博士、名古屋大学 西澤典彦教授、キヤノン 橋本浩行博
士、大塚洋一博士、佐藤秀哉博士との共同で進められまし
た。ここに感謝致します。

図２　高速SRS分光顕微鏡の（a）模式図、（b） 波長可変パルスのスペク
トル、（c） 顕微鏡周辺の外観及び高速ロックインアンプの回路基板。

図３　生体組織の無染色観察結果
（a） ラットの肝臓組織のマルチカラー像、（b） ラット肝臓血管周辺の繊
維構造の3次元像、（c） マウス小腸の3次元マルチカラー像

［1］ C. W. Freudiger et al., Science 322, 1857 (2008).
［2］ P. Nandakumar et al., N. J. Phys. 11, 033026 (2009).
［3］ Y. Ozeki et al., Opt. Express 17, 3651 (2009).
［4］ B. G. Saar et al., Science 330, 1368 (2010).
［5］ Y. Ozeki et al., Nature Photon. 6, 845 (2012).
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X線姉妹光子を利用した
超高分解能イメージング

１．この発表の基礎知識
波の持つ性質は様々な物理現象に現れる。例えば、声

は空気の振動として伝わり、我々は18,000ヘルツ、すな
わち、１秒間に18,000回の振動まで聞き取ることができ
る。電話は4,000ヘルツより低い周波数の振動しか伝え
ないので、意志の疎通は出来るが、声色は十分には伝わ
らない。より正確な情報を伝えるにはより高い周波数、つ
まり細かい振動が必要となる。

光も波としての性質を持つ。このため、電話の例と同様
に、光を使ってモノを見るときの空間的な分解能−どこま
で細かく見られるか−は、最終的に光の波長、λ、に依存
する。最小の空間分解能は、一般に半波長、λ/2、までで
ある。これを「回折限界」と呼ぶ。図１に示したように、顕
微鏡では赤血球は見えるが、野口英世が苦労したようにウ
イルスは見ることができない。

図１　物を調べる光の波長と空間分解能の２次元プロット。それぞれ
の空間分解能で見ることのできる構造を書き込んである。右下は回折
限界により見ることができない。

回折限界に従えば、より細かいモノを見るためには、よ
り短い波長の光を使わなければならない。例えば、Ｘ線を
使えば物質を構成する結晶の構造まで見ることが可能とな
る。これによって分解能の問題は解決したかに見える。し
かし、波長と分解能をプロットした図１から分かるように、
右下側は見ることが出来ない。

これによってどのような不都合が生じるのであろうか？
今、赤い物質を調べたいとする。赤色の光を用いれば、こ
の物質が赤いことを科学的に示せる。しかし、物質を構成
する分子構造のどの部分が赤くしているのかを、赤い光を

使って調べることはできない。何故ならば、赤い光では0.3
ミクロン程度までしか見られないからである。Ｘ線を用い
れば、分子構造まで見ることが出来るが、赤い性質を調べ
ることはできない。なぜなら、Ｘ線は赤くないからである。

もし、Ｘ線の持つ原子分解能と長波長の光の性質を両
立することが出来れば、分子構造のどの部分が色の原因
を担っているのかを見ることができる。そうすれば、色の
性質を自由に操作・設計する直接的な指針が得られると期
待される。また、ある波長の光に対する物質の応答を原子
分解能で見ることができれば、それを通じて物質の発現す
る様々な性質をより深く理解できる。

２．はじめに
我々は長波長の光に対する物質の振舞を原子分解能で

見たい―すなわち局所的な光学応答を知りたいわけであ
る。しかし、容易に想像できるように、これは簡単ではない。
単に光とＸ線を照射するだけでは、それぞれ別々に反射さ
れたり吸収されるだけで有用な情報は得られない。これは
光とＸ線が何の相関も持たない、言ってみれば他人同士
だからである。

Ｘ線と光に共同作業をさせるには、パラメトリック下方
変換と呼ばれる特殊な現象を利用しなければならない。こ
れは非線形光学現象の一つである。パラメトリック下方変
換をＸ線の領域で起こさせると、１つのＸ線光子が物質と
相互作用することで、Ｘ線光子と長波長の光子２つに分裂
する。この場合、１つの親光子から、姉光子（Ｘ線）と妹
光子（長波長の光）が生まれるため、２つの特徴を活かす
ことが可能となる。

図２　Ｘ線パラメトリック下方変換の模式図。親子光子（Ｘ線）が、姉光子（Ｘ
線）と妹光子（長波長の光）に分裂する。２次の非線形光学過程の１つ。

実際には非常に煩雑な計算が必要であるが、結果のみ
言うと、姉妹光子に分裂する変換効率（２次の非線形感受

率）が、妹光子と物質との相互作用の強さに依存し、かつ、
その変換効率が原子分解能の空間構造を持つことを示す
ことができる。すなわち、Ｘ線を照射して、姉妹光子が生
まれる確率を測定することで、妹光子（長波長の光）がど
のように物質と相互作用しているかを姉光子の持つ原子
分解能で可視化（イメージング）することができるのである。

３．ダイヤモンドの局所光学応答
本当に姉妹光子を使えば、波長の限界を遥かに超えて、

細かいものをみることができるか実験した。このために、
ダイヤモンドでＸ線パラメトリック下方変換の観測を行っ
た。このとき妹光子を波長20.7ナノメートル（1ミクロン
=1,000ナノメートル）の真空紫外光に選んだ。これを化
学反応式のように「Ｘ線→Ｘ線＋真空紫外光」と書く。妹
光子である真空紫外光は吸収されてしまうため測定でき
ない。そこで、親Ｘ線からどのくらい姉Ｘ線が生まれるか
を正確に測定した。その確率は非常に小さく、1,000億分
の1程度である。

さて、Ｘ線の領域では、可視光領域のような高性能なレ
ンズが存在しないため、姉Ｘ線を結像させてイメージを
見ることはできない。そこで図３のようにＸ線回折を測定
し、そのデータをコンピュータ上でフーリエ変換することで
イメージングを行う。言ってみれば、レンズで行なっている
光学的な作用をコンピュータで数学的に処理するわけであ
る。なお、回折はCDやDVDの記録面で虹のような模様
が見える現象であり、構造と波長が同等の大きさを持つ時
に現れる。

図３　Ｘ線パラメトリック下方変換の回折条件の模式図。赤丸は原子
を表し、青線は回折させる面を示す。様々な回折面で姉妹光子の生成
確率（２次の非線形感受率のフーリエ成分）を測定することで、対応す
る周期の情報が得られ、最終的に３次元的な構造に変換される。

ここで、やや専門的になるがＸ線パラメトリック下方変
換と回折について概説する。この非線形過程では、変換の
前後で光子エネルギーが保存される。従って、親光子の持
つ光子エネルギーは、姉と妹の和に等しくなければならな
い。また、運動量の保存（位相整合）も同時に満たされる
必要がある。Ｘ線領域の位相整合は、結晶を特徴付ける
逆格子ベクトルを使った回折により実現される。逆格子ベ
クトルは、図３のような面の間隔の逆数の大きさを持ち、
面に垂直な方向を向く。物理量は逆格子ベクトルで展開で
きるので、様々な逆格子ベクトルで測定すれば、２次の非
線形感受率の空間構造を再構成できる。これはＸ線回折
から結晶構造が求まるのと同様である。

さて、様々な回折の条件でダイヤモンドからの姉光子の
生成確率を測定して得たイメージが図４である。これが妹

光子に対してダイヤモンドの中の電子がどのように応答し
ているかを示している。この図から応答の仕方で２つに分
類できることが分かる。１つ目は、炭素原子の位置に局在
した電子である。これは原子核に強く捉えられている内殻
電子に相当する。この部分の符号から真空紫外光の波に
対して、同じ位相で動いていることが分かる。もう１つは、
炭素原子の間にある電子で、原子同士を結びつけている
結合電子である。こちらの符号は内殻電子と逆で、従って
真空紫外光に対して逆位相で動いていることが分かる。こ
れら以外の部分は、大きな寄与を持たない。

図４のように個々の電子の運動まで見ることができるの
は、この像の空間分解能がΔx=0.054ナノメートルと極
めて精緻であることによる。今調べている波長が λ=20.7
ナノメートルであるから、この空間分解能は波長の僅か
380分の1に相当する。姉妹光子を利用することで、最初
に述べた回折限界の2分の1波長に比べて遥かに小さい
値が実現できたことが分かる（図１）。

図４　波長20.7ナノメートルの真空紫外光に対するダイヤモンドの局所光
学応答。１辺0.36ナノメートルの単位格子を示した。青色の球の中心に炭
素原子があり、お互いに黒線の方向で結合している。青色の球と赤色の円盤
は、それぞれ負と正の適当な値を持つ等強度面を表す。球の部分は原子核に
束縛された内殻電子の寄与に、また、円盤の部分は結合を担う電子の寄与
にそれぞれ対応する。カラープロットは結合を含む断面の強度分布を示す。

４．おわりに
以上見てきたように、姉妹光子を利用することで波長の

限界を遥かに超えた超高空間分解能のイメージングが実
現できる。ここで示した実証研究は、真空紫外光という短
波長の光で行った。今後の技術の進歩により「Ｘ線→Ｘ線
＋可視光」が測定出来れば、はじめに議論したような可視
光領域での原子分解能イメージングが実現できる。

現在測定できる真空紫外領域には様々な金属元素の吸
収端が存在する。この吸収端に妹光子を合わせることで―
つまりL吸収端（2p→3d遷移）に共鳴させることで、金属
元素の特定の電子軌道に関する情報を得ることができる。
近年、3d遷移金属酸化物で高温超伝導を始めとする興味
深い性質が発見されているが、これらは3d軌道の電子が
重要な役割を担っていると考えられている。3d電子だけを
見ることができれば、より直接的な材料・物性研究が可能
になると考えられる。

［1］ K.Tamasaku et al., Nature Phys. 7, 705-708 (2011).
［2］ 玉作賢治他、月刊化学 67巻2月号、12-16 (2012).
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集束X線が拓く
ナノイメージング

１．この発表の基礎知識
第3世代放射光施設SPring-8やX線自由電子レーザー

施設SACLA（http://xfel.riken.jp）など、日本には世界
レベルの放射光施設が整えられており、最先端のX線光
源を利用した研究が、医学、生物学、材料学等の分野で活
発に進められている。本発表では、放射光を利用した高空
間分解能なX線分析において、ビームサイズの微小化を
可能にする光学系の開発と、その結果実現するX線イメー
ジングについて述べる。

２．はじめに
レントゲンによってＸ線が発見されて以来、Ｘ線分析技

術は、DNAの二重螺旋構造を明らかにしたように、医学・
生物学・材料科学など、多くの分野の最先端研究の進展
に不可欠な存在となっている。そして、SPring-8などの第
３世代放射光が稼働したことが契機となり、Ｘ線顕微鏡技
術は急速な発展を遂げている。Ｘ線顕微鏡は、空間的に
収束されたナノサイズのX線ビームを試料上で走査し、走
査点ごとに得られる信号をイメージングする走査型Ｘ線顕
微鏡と、比較的広い領域にコヒーレントＸ線を照射し、そ
こから発生する回折光の角度分布を計測して、フーリエ光
学にもとづく計算によって、あたかもレンズがある様にイ
メージングする回折顕微鏡の２つの方法に大別できる。前
者は電子顕微鏡における分析型の走査型電子顕微鏡に相
当しており、X線によって刺激された試料からでる蛍光Ⅹ
線や回折X線などをとらえて、試料の中の元素分布や化
学結合状態分布、局所結晶構造分布などの情報をイメー
ジングすることができる。後者は透過型電子顕微鏡に相当
しており、試料中の電子密度分布をイメージングすること
ができる。X線は電子線とちがって、試料に対する透過性
が高く、試料内部の情報を正確に抽出することができ、例
えばCT（computer tomography）の手法を使えば、試
料内部の特定の断面の情報をイメージとして取り出すこと
もできる。

私たちは、光学素子開発の立場から、Ｘ線顕微鏡の高
度化に携わり、走査型、透過型の両方のイメージングにお
いて、共に10nmを切る世界最高の空間分解能を達成し
ている［1-6］。このように、最前線では、Ｘ線顕微鏡は電
子顕微鏡にせまる性能を獲得しつつある。こうした発展に

より、特に生命科学や環境科学等の分野では、物質への
透過性や水分の存在する実環境との整合性の高さから、
Ｘ線顕微法がナノスケールイメージングに不可欠な手法と
位置付けられている。

一般に、顕微鏡には、試料の全体像の観察から局所観
察、局所分析までの一連の機能が求められる。マクロス
ケールな構造と、ナノスケール・分子スケールの構造と
の関係をいかに明確に評価できるかが重要であり、電子
顕微鏡では、分析の種類や観察視野の大きさに合わせた
ビームサイズの可変機能によって、高度な複合分析機能が
確立されつつある。一方、Ｘ線顕微鏡は、視野可変の観点
からも、複合分析の観点からも多機能とは言えず、この壁
を越えることが強く求められている。このためには、電子
顕微鏡において確立された電磁レンズに対応する高度な
光学系の可変機能が、Ｘ線顕微鏡の光学系においても実
現される必要がある。

３．光学パラメータ可変集光光学系の開発
私たちは、標記の機能を実現できる光学系として、全反

射を利用したナノ精度の形状可変鏡によって、色収差のな
い視野可変型の高度なズーミング光学系を構築して、走
査型と透過型の複合機能をもったＸ線顕微鏡システムを
実現することを目指している（図１）。 X線を水平方向、
垂直方向の2方向に、それぞれ独立に収束する光学系と
なっているが、簡単のため、1次元の光学系として、その
構成を示したのが図2である。この光学系は2枚の形状
可変鏡によって構成されており、2枚の鏡の間にある共通
焦点の位置を光軸上で移動させ、下流の集光鏡の開口を
変えることによって、実効的な開口数（NA: numerical 
aperture）を変化させている。このことによって、常に回
折限界の条件のもとに、試料点でのビーム径を可変にする
ことができる。整理すると、この光学系は以下のような機
能をもっている。①第3世代以降の放射光光源から最大量
のコヒーレントＸ線を取り出すことができる、②50nm～
10μmレベルの任意サイズの収束X線ビームを試料位置
で実現する、③光量のロスなくビームサイズを変えること
ができる、④ビームサイズ変更は後段鏡のNAによって行
い、常に回折限界の条件を満たした収束状態を維持する、
⑤収束Ｘ線ビームの波面をその場計測し、鏡の形状を最
適化する。ここで、回折顕微鏡において、①～③は強度の

弱い高次の回折光の検出に不可欠である。④は回折光を
取得できない明領域（照射X線が通る領域）を最小にでき
ることを意味し、ビームサイズより小さい構造に起因する
回折光を暗視野内で高感度に捉えることができる。つまり、

『時間当たりの光子数によって統計的に決まる分解能と、
光学系によって波動光学的に決まる分解能の両方を常に
最大にできる光学系』である。また、⑤によって煩雑であっ
たアライメントの自動化も可能になる。走査型顕微鏡とし
ての機能も同時に実現でき、蛍光Ｘ線分析による元素分
布や化学結合状態分布などが、目的の視野と空間分解能
のもとにイメージング可能となる。図3は、本研究で開発
した上流の形状可変鏡のみを用いて、65nm×100nm

（理論的な回折限界での集光径とほぼ等しい）に2次元
集光したときのビームプロファイルである。形状可変鏡に
よって形成されたX線収束ビームの径として世界最小であ
り、回折限界条件での収束を実現した最初の例である。下
流鏡は、上流鏡より鏡の曲率が大きく、X線の当たる領域
が目標の集光径ごとに異なるため、鏡を変形させるため
のアクチュエータの設計が非常に複雑になるが、現在、こ
れを終えたところである。

図１　2組の形状可変鏡を用いる複合顕微鏡システム

図２　光学系の詳細（垂直方向の集光径のみを表示）

図３　形状可変鏡による2次元集光の例

今 日、X 線 自 由 電 子 レ ー ザ ー（XFEL: X-ray free 
electron laser）の利用が始まり、回折型の顕微法を用い
たイメージングに応用されている。しかし、XFELであって
も光子数は十分ではなく、より質の高いイメージングを行
うためにはサンプルサイズに合わせた最適なサイズの収
束ビームの形成が急務と言われている。本光学系は、この
要求に対して、唯一の解決手段となり得る。さらに、第3
世代放射光であるSPring-8では、アップグレードによって
光源輝度を100倍以上に向上させる計画がある。輝度に

比例して収束ビーム内に入る光子数が増加するため、アッ
プグレードされたSPring-8では、収束X線ビームを使っ
たデータ取得の時間が飛躍的に短縮できる。これによっ
て、同じ測定時間内に、同一のサンプルに対する様々な複
合分析が可能になるが、本光学系は、この様な複合分析
システムを実現する意味においても不可欠である。

４.  生物系試料への応用展開
私たちのCRESTでは、国立国際医療研究センターの志

村まり博士と国立遺伝学研究所の前島一博博士、北海道
大学の西野吉則博士との共同研究により、放射光X線を
利用し、抗がん剤である白金製剤の作用機序の解明に関
する研究を進めている。図4は、白金製剤の一つであるシ
スプラチンに対して薬剤耐性を持つがん細胞と持たない
がん細胞について、シスプラチンを投与した場合（＋）と
投与しない場合（ー）の細胞内でのイオウと鉄、亜鉛、お
よび白金の分布を走査型X線顕微鏡によって調べた結果
である［7］。これによって、薬剤耐性をもつ細胞では、亜
鉛の動態が大きく異なっていることを発見し、亜鉛が関与
するたんぱく質によって、白金製剤の細胞外への排除機構
が活性化していることを明らかにしている。ここでは、細
胞内の元素分布のみの計測であるが、本研究で開発中の
光学系の実現によって、細胞の全体像から、小器官、さら
に微細な単位での複合分析が可能になるものと考えられ、
現象の理解を大きく前進させるものと期待している。

図４　抗がん剤シスプラチンに対して、薬剤耐性をもつ細胞と持たない
細胞における細胞内元素動態の違い。

５.おわりに
X線顕微鏡技術は、この10年間で飛躍的な発展を遂げ

たが、次の展開として、これまで単機能であった光学系の
多機能化が求められている。私たちは、波動光学的な回
折限界の条件を満たしながら光学系の開発を進めている
世界で唯一のグループであり、次世代のX線顕微鏡シス
テムの実現に真に貢献するとともに、その成果を生命科学
分野に展開したいと考えている。

［1］ H. Mimura et al., Nature Phys，6, 122 (2010).
［2］ Y. Takahashi et al., Nano Lett，10, 1922 (2010）.
［3］ H. Yumoto et al., Nature Photon, 7, 43 (2012).
［4］ H. Nakamori et al., Rev. sci. Instrum., 83, 053701 (2012).
［5］ S. Matsuyama et al., Opt. Exp., 20 24977 (2012). 
［6］ H. Nakamori et al., NIMA, 710, 93 (2013).
［7］ M. Shimura et al., Cancer Res. 65, 4998 (2005).
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先端超短パルス光源による
光誘起相転移現象の素過程の解明
岩井 伸一郎 /
東北大学大学院理学研究科  教授

光電場の振動を数周期分しか含まない極短パルス光
（可視～中赤外、テラヘルツ）を用いて、光と物質
の相互作用の中でも、最も劇的で複雑な現象“光誘
起相転移現象”の解明に挑みます。光が直接あるい
は、相互作用を介してドライブする電荷、スピン、格
子の素過程を明らかにし、さらに、強相関電子系物
質の電子的性質を光で自由自在に変化させる方法
への道を拓き、光でのみ可能な物質相の創成や光
源開発の方向性を与える成果を目指します。

平成20年度採択

電子線励起微小光源による
光ナノイメージング
川田 善正 /
静岡大学工学部  教授

本研究では、光を用いて試料の微細構造を実時間
で観察でき、ナノメートルの空間分解能を有する実
時間・ナノイメージング法の実現を目指します。電子
線ビームにより蛍光薄膜を励起し、微小光源を形成
し走査するシステムを開発します。この手法は、光
学顕微鏡と電子顕微鏡の特徴を融合したもので、全
く新しい計測・分析手法として先端科学のイノベー
ションに寄与します。

真空紫外・深紫外フィラメンテーション
極短パルス光源による超高速光電子分光
鈴木 俊法 /
京都大学大学院理学研究科  教授

極短パルスによるフィラメンテーション非線形光学
過程を利用して、深紫外、真空紫外域の高輝度極短
パルスを発生させ、この新しい光源を利用した時間
分解光電子イメージングによって、化学反応途上の
分子内に起こる高速な電子状態変化を可視化しま
す。光励起された分子のあらゆる電子状態変化を
一挙に観測する革新的な実験を実現し、精密な量
子化学計算とも連携しながら、生体分子を含む化学
反応機構を明らかにします。

潮田  資勝
（独）物質・材料研究機構  理事長

江馬  一弘
上智大学理工学部  教授

太田  俊明 
立命館大学立命館グローバル・イノベーション
研究機構  教授

岡田  龍雄 
九州大学大学院システム情報科学研究院  教授

菊地  眞 
（財）医療機器センター  理事長

小舘  香椎子
日本女子大学  名誉教授

笹木  敬司
北海道大学電子科学研究所  教授

菅原  充 
（株）QDレーザ  代表取締役社長

瀬川  勇三郎
（ 独）理化学研究所基幹研究所  客員主管研究員

橋本  秀樹
大阪市立大学複合先端研究機構／大学院理学
研究科  教授

山内  薫
東京大学大学院理学系研究科  教授

高繰り返しコヒーレント軟Ｘ線光源の
開発と光電子科学への新しい応用
辛　埴 /
東京大学物性研究所  教授

ファイバーレーザーの出現に伴い、従来のレーザー
ではほとんど不可能であった軟X線領域での物性
研究が新しい主役になりつつあります。本研究では、
レーザーと光電子科学の両者を結びつけた新しい
光科学を目指します。特に究極のエネルギー分解、
時間分解、空間分解を可能にする光電子科学の３
つの分野を開拓し、世界最高の性能とそれらを組み
合わせた新しい物性研究の開発を目標とします。

光ピンセットによる核内ウイルス RNA
輸送と染色体操作
～ウイルスゲノム除去への挑戦～
本田 文江 / 法政大学生命科学部  教授

インフルエンザウイルスは感染すると粒子内のゲノム
RNA／RNAポリメラーゼ／NP複合体（vRNP）が
核内に輸送され複製増殖します。蛍光標識ウイルス
の単一細胞感染、蛍光標識ウイルス感染細胞及び蛍
光標識RNP導入細胞での核内ウイルスRNPの光ピ
ンセットによる輸送を試み、その結果から核内での
RNP輸送に必要な力を計測し、算出された値を基に
凝縮染色体の捕捉と操作に必要な光ピンセットを開
発し、核内のウイルスゲノムの除去手術を試みます。

ベクトルビームの光科学と
ナノイメージング
佐藤 俊一 /
東北大学多元物質科学研究所  教授

ベクトルビームは、偏光、位相および強度分布を同
時に、かつ精密に制御することで初めて形成され
る、全く新しい最先端レーザービームです。ベクトル
ビームの斬新で機能的な特徴が顕著に現れる、焦
点付近での光の振舞いを系統的に探り、新しい光
科学領域の開拓を目指します。さらに、材料科学・
生命科学との融合研究を推進し、遠視野でのナノイ
メージングを可能とする、未踏の超解像光学顕微鏡
法の開発を進めます。

超狭線幅光源を駆使した
量子操作・計測技術の開発
高橋  義朗 /
京都大学大学院理学研究科  教授

ヘルツおよびサブヘルツという極めて線幅の狭い
超高安定な光源を開発し、光格子中のレーザー冷
却された２電子系原子に適用します。これにより光
磁気共鳴イメージングを駆使した単一光格子点の
量子操作・検出技術やスピンスクイジング等を駆使
した新量子計測技術を開発して、光格子量子コン
ピュータのプロトタイプの実現や飛躍的な光格子時
計の精度向上へ応用展開することを目指します。

光技術が先導する
臨界的非平衡物質開拓
腰原 伸也 /
東京工業大学大学院理工学研究科  教授

超高速光デバイス材料、新型高機能触媒、光機能
性たんぱく質など、励起状態での相互作用を利用
する最先端物質の開発を先導する為に、フェムト秒
時間分解光電子顕微鏡（fs-PEEM）と動的Ｘ線観
測の組み合わせ手法、並びにコンパクト短パルス
レーザーを開発し、物質開発への有用性を実証し
ます。これによって現在の構造科学の枠を乗り越え
た、「光励起臨界的非平衡電子構造物性科学」と呼
べる新分野を開拓します。

平成22年度採択

アト秒精度の凝縮系コヒーレント制御

大森 賢治 /  
自然科学研究機構分子科学研究所  研究主幹／教授

物質の量子波を光で制御する技術をコヒーレント
制御と呼びます。本研究では、世界最高レベルのア
ト秒ピコメートル精度の時空間コヒーレント制御法
と光格子中の極低温原子分子結晶を組み合わせた
新しい固体量子シミュレーターを開発します。また、
そこで得られた固体結晶系の量子波の観測制御ス
キームを実在の固体に適用することによって、世界
に先駆けて凝縮系のコヒーレント制御の実現を目
指します。

モノサイクル量子もつれ光の実現と
量子非線形光学の創成
竹内 繁樹 /
北海道大学電子科学研究所  教授

「モノサイクル量子もつれ光」とは、光が１周期振
動する程度の極短時間内に、同時に２つの光子が
存在するという、究極の同時刻性を持つ状態です。
本研究では、擬似位相整合技術を駆使した素子を
開発し、モノサイクル量子もつれ光の実現を目指
します。また、実現したモノサイクル量子もつれ光
を用い、巨大２光子吸収などの新しい非線形光学
を拓き、従来の光の限界を突破する、量子メトロロ
ジーへの応用を図ります。

トポロジカル光波の全角運動量による
新規ナノ構造・物性の創出
尾松 孝茂 /
千葉大学大学院融合科学研究科  教授

光波の「全角運動量」は新しい光パラメータで、光
波面のトポロジカルな構造に由来する軌道角運動
量と偏光に由来するスピン角運動量の量子力学的
ベクトル和で与えられます。本研究では、光波の「全
角運動量」が物質の新しいナノ構造や物性を創出
することから、極限レーザー工学を用いて、光波の

「全角運動量」を自在に操り、物質のナノ構造･物
性の極限的新機能を創出することを目指します。

高強度テラヘルツ光による
究極的分光技術開拓と物性物理学への展開
田中 耕一郎 /
京都大学物質−細胞統合システム拠点  教授

半導体デバイスの内部電場と同程度のピーク電場強度
をもつテラヘルツ波長可変光源を開発し、固体、液体、
生体物質を対象とした究極的なテラヘルツ分光技術
を探求・実現します。特に、波長の100分の１の分解
能を有する実時間動作顕微鏡や巨大な非線形性をも
つ量子構造体を構築し、微小物質のコヒーレント過渡
現象を実時間・近接場の領域で可視化します。これに
より、バンド構造の動的変化や非摂動論的非線形光学
応答などの新たな物性物理学の展開が期待されます。

高性能レーザーによる細胞光イメージング・
光制御と光損傷機構の解明
小林 孝嘉 /
電気通信大学先端超高速レーザー研究センター  特任教授

２種のレーザーを開発します。①超高安定性・超高性能空間・スペクトル域・
時間域コヒーレンスを有する可視−近赤外域多色レーザー②分光用に至適な
性能を有する深紫外−近視外域の３種の極限的超短パルスレーザー①を用
いて同時多色レーザーイメージング法を開発します。生体・細胞を構成する多
種の蛋白・シグナル分子の相互作用を空間・時間分解し、さらに光刺激によ
り細胞内に局所的に生理過程をトリガーし同時に観察して機構を解明します。 
②を用いて深紫外−近紫外光による生体分子・高分子の劣化・光毒の機構、
ケージド分子の光脱ケージ機構を解明します。
これらにより、発癌・記憶・免疫・光毒機構を解明する手法の確立を目指します。

光制御極短シングル電子パルスによる
原子スケール動的イメージング
細貝 知直 /
大阪大学光科学センター  特任准教授

物質が高速で変化する過程をフェムト秒オーダー
かつ原子スケールの時間空間分解能をもつ動的イ
メージング像としてシングルショットで観測するシス
テムを構築します。高性能パルス電子源開発とし
て、極短光パルス駆動プラズマと高周波空洞をもち
いたレーザーバーチャルカソードの研究を推進しま
す。加えて、シングルショットの動的イメージングに
必要な極短光パルスと同期したパルス駆動電磁レ
ンズシステムの開発も行います。

コヒーレントＸ線による走査透過Ｘ線顕微鏡
システムの構築と分析科学への応用
山内 和人 /
大阪大学大学院工学研究科  教授

放射光X線の優れた性能を最大限に活用可能とす
るアダプティブな集光光学系を世界に先駆けて開
発し、顕微鏡システムへと展開します。本光学系は、
コヒーレントX線の波面を制御することで、損失無
しで自由自在にX線のビームサイズをマイクロから
ナノレベルまで変えることができます。これを用い
て、電子密度分布のナノスケール分析と、元素、化
学結合状態の分析機能を併せ持つ走査・透過Ｘ線
顕微鏡システムの構築を目指します。

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

今村 健志 / 愛媛大学大学院医学研究科  教授

光パラメトリック発振、スーパーコンティニウム光、
超小型波長固定超短パルスレーザーなどの新規光
源と、多様な生体内での光学的パラメーターを最適
化する補償光学系とを駆使し、非線形光学過程を用
いた革新的“in vivo”光イメージングを確立します。
特に、がん細胞とその周囲環境の多元的な生体内
イベントのリアルタイム画像化を実現させる過程を
通じて、革新的光源開発を促します。

平成21年度採択
領域アドバイザー

先端光源を駆使した
光科学・光技術の
融合展開

　本研究領域は、物質・材料、加工・
計測、情報・通信、環境・エネルギー、
ライフサイエンスなどの異なる分野で
個別に行われている光利用研究開発ポ
テンシャルの連携、融合を加速し、「物
質と光の係わり」に関する光科学・光
技術におけるイノベーション創出基盤
の形成を目指します。
　具体的には、高度な性能をもつ最先
端レーザーに代表される各種の先端光
源をブラックボックス化することな
く、光源の特徴を徹底的に駆使した特
色ある「物質と光の係わり」に関する
研究を推進します。
　光利用科学技術のブレークスルーを
生み出す先導研究や、ライフサイエン
ス、環境・エネルギーなどの幅広い分
野における目的基礎研究を対象としま
すが、事象の解析や原理の解明だけに
終わることなく、実用化も念頭におい
た、波及効果の大きい技術シーズ創出
に資する研究を対象とします。光源開
発そのものは対象としませんが、研究
の過程で要求される光源に対する的確
で高度なニーズを光源開発にフィード
バックし、光利用科学技術をより実効
的に発展させる研究も含みます。

大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究
センター　特任教授

研究総括 　伊藤 正

戦 略 目 標

最先端レーザー等の新しい光を用いた

物質材料科学、生命科学など

先端科学のイノベーションへの展開

http://www.laser.jst.go.jp/
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プラズモニック物質の波動関数の
光制御とその応用
井村 考平 / 早稲田大学理工学術院先進理工学部  
准教授、自然科学研究機構分子科学研究所  助教

プラズモニック物質（貴金属ナノ構造）は、特異な
光電子特性を示すため、情報通信や化学分析の先
進材料として有望です。本研究では、励起光パルス
の時間・偏光特性の操作によりプラズモニック物質
の機能をアクティブに制御し、そのポテンシャルを
飛躍的に向上させます。また、人工分子の創成や新
しい光計測・光反応制御法を実現し、新しい原理
や現象を探求します。これにより、次世代に繋がる
研究分野を開拓することを目指します。

平成20年度採択研究者［１期生］

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 / 神奈川大学工学部・物質生命化学科  
助教、電気通信大学  日本学術振興会特別研究員

より合理的な新反応・新機能性材料開発を試みる
際には、従来からの試行錯誤的手法ではなく遷移
状態構造を含む詳細な反応機構の解明が必須にな
ります。超短パルスを用いた遷移状態の直接観測
と理論計算とを相補的に用いて、反応機構の本質
を解明することを試み、新しい機構解析の手法とし
て、新反応・機能性材料合成などへの有力な指針
を与えることを目指します。

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
太田　薫 / 神戸大学分子フォトサイエンス研究センター  
特命准助教  同上  特命助教

本研究課題では超短パルス光の振幅や相を時間、
空間領域の２次元で同時に波形制御する新規手法
の開発を行い、さらに３次非線形分光法と融合す
ることにより、微小空間領域での分光計測に挑戦
します。本手法により試料部を走査することなく、3 
次元のイメージングが可能となり、従来の手法では
実現が難しかった微小空間領域での分光計測、化
学反応や様々な緩和過程の 子制御の新たな可能
性を開拓します。

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
佐崎　元 /
北海道大学低温科学研究所  准教授  同上

極地の動植物を凍結から護る不凍タンパク質は、
食品の低温保存や冷凍食品の品質保全、低温医療
などへの応用が期待されていますが、その作用機
構は未だ想像の域を出ていません。本研究では，
高分解光学系を新たに開発し、氷結晶表面上のス
テップ（分子高さの段差）およびラベル化した個々
の不凍タンパク質を直接観察することで、不凍タン
パク質作用機構の解明を目指します。

分子間相対配置の操作による
光化学過程の能動的制御
高木 慎介 / 首都大学東京大学院都市環境科学研
究科  准教授  同上

光化学過程は、時間と距離（空間）に強く依存する
化学過程です。本研究では、距離（空間）の軸を制
御し思い通りの光化学過程を進行させ、“光をより
有効に使い尽くす”ことを目的とします。ナノ層状
化合物上における色素分子の配列・配向制御技術

“Size-Matching Effect”を更に発展させ、色素
分子間の相対配置を制御する事による新奇な光化
学過程の能動的制御技術の確立を目指します。

光機能性・制御性蛋白質による
細胞・個体操作
須藤 雄気 /
名古屋大学大学院理学研究科  准教授  同上  助教

光による物質操作は、高い空間分解能と時間分解
能を実現できます。本研究は、光受容蛋白質で細胞
機能を操作することを目的とし、生命反応が「いつ・
どこで・どのように・どれぐらい」起こっているかを
明らかにします。特にキナーゼ活性化・不活性化、
及び転写調節は生命科学分野で極めて重要な研究
課題であり、本研究では、これを人為的に制御し、
他の手法ではわからない新しい情報を得ます。

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
永井 健治 / 大阪大学産業科学研究所  教授、 
北海道大学電子科学研究所  教授

天然ナノ発光タンパク質であるルシフェラーゼの
発光強度を試験管内分子進化により大幅に向上さ
せ、かつ様々な波長変異体も開発します。これらの
高輝度発光タンパク質を“ナノスケール局所照明光
源”として利用することで、生細胞内のタンパク質1 
分子観察や小動物個体内の生理機能を実時間で観
察可能にします。また、発光基質を細胞内で産生さ
せることで“発光の完全自動化”も達成し、究極の
バイオイメージング法を確立します。

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  同上

クロロフィル生合成系の最終段階の還元反応には、
光に依存する酵素と依存しない酵素が存在してお
り、後者の酵素はニトロゲナーゼと構造的に類似し
ています。ニトロゲナーゼは、窒素分子をアンモニ
アに変換する農業的に大変重要な酵素ですが、酸
素で容易に破壊される脆弱な酵素でもあります。本
研究は、クロロフィル生合成系の光に依存する酵素
を改変することで、光に依存して反応する新規なニ
トロゲナーゼの創出を目指します。

軟Ｘ線レーザーによる
時間分解分子軌道イメージング
新倉 弘倫 / 早稲田大学理工学術院先進理工学部  准教授、
カナダ国立研究機構ステーシー分子科学研究所　博士研究員

アト秒のパルス幅を持つ軟Ｘ線(XUV)レーザーを
用いて、化学反応途中における分子の電子準位の
変化および分子軌道の形状変化を、新規に開発す
る時間分解の光電子分光法および２波長を用いた
時間分解・分子軌道イメージング法により実時間測
定します。本研究により、従来は困難であった軟Ｘ
線・アト秒領域の時間分解分光法を確立するととも
に、電子構造や軌道の変化という観点からの化学
反応研究の新展開を目指します。

光による生命のダイナミズム・不均一性・
確率性の可視化
西村　智 / 東京大学医学部  特任助教  同上、
日本学術振興会特別研究員

生きた動物で細胞・遺伝子を「見て」働きを「知る」技術
を開発し、三大疾病の克服を目指します。高速・深部・高
解像度での生体内イメージング技術を改良・開発し、新
たな形態・機能プローブを適応することで、光を用いた
遺伝子発現の生体内での可視化を目指します。生体での
ダイナミックな細胞動態、特に不均一性や確率的な応答、
その複雑性を可視化することにより、本手法を病態動物
に適応し、複雑病変から形成される生活習慣病の背景に
ある慢性炎症病態の本質に迫ります。

単一分子蛍光計測で探る
キラリティーの本質
深港　豪 / 北海道大学電子科学研究所  助教、
九州大学工学研究院  助教

分子のキラリティー（不斉）は生命現象に密接に関
わる重要な性質です。常の分子集団系では、分子
それぞれに不斉が存在しても、ラセミ混合物では
不斉を議論できません。もし、分子一つ一つの不斉
を測定できれば、たとえラセミ混合物においても不
斉の議論が可能となります。本研究では、単一分子
蛍光計測を応用し、円偏光励起および円偏光蛍光
により分子一つ一つのキラリティーを直接測定する
ことを目指します。

真空紫外域の低次数高調波による
超高速分光
足立 俊輔 /
京都大学大学院理学研究科  准教授

これまでレーザ ー光 の 超 短 パルス化における
空白領域であった、近紫外・真空紫外域（波長
100-400 ナノメートル）での超短パルス光源を、最
新のレーザー技術による高調波発生により実現し
ます。この波長領域は、多くの有機・生体分子の最
外殻電子の励起に必要なエネルギーに対応してい
ることから、物理・化学・生物等の広範な分野に対
するインパクトを与えると考えます。

平成21年度採択研究者［２期生］

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
石坂 昌司 /
広島大学大学院理学研究科  准教授

降雨、降雪の初期過程である気相から水滴が発生する
メカニズムならびに過冷却微小水滴が凍結するメカニ
ズムを明らかにし、地球温暖化に関わる重要な物理
定数を得ることを目指します。そのために気相の温度
と湿度を制御可能なレーザー捕捉・顕微分光システム
を構築し、雲の発生や降雨（降雪）に関わるエアロゾ
ル水滴の物理・化学過程を光学顕微鏡下で人工的に
再現するとともに、これを単一の微小水滴レベルで分
光計測・解析する基盤技術を開発します。

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
雲林院 宏/Katholieke Universiteit Leuven 理学部  准教授、
Katholieke Universiteit Leuven 理学部  上級博士研究員

物質や生体のマクロな性質を理解するためにはミ
クロな世界で起こる化学反応を解明する必要があり
ます。光学顕微鏡はそれらを可視化する強力な手段
ですが、その空間分解能はしばしば生体機能を解明
するのに不十分です。本研究では、プラズモン光導
波路を用いて、回折限界に縛られない高空間分解
能を可能にし、かつ細胞内の分光をも可能にするリ
モート励起ラマン分光によるナノ計測法を開発する
ことを目的としています。

量子相関光子による
光化学反応制御
岡　寿樹 /
新潟大学研究推進機構超域学術院  准教授

従来の光化学反応制御法は、光を「電磁波」とした
理論に基づいています。本研究では、光を量子論的
に取り扱うことで初めて取り扱えるもうひとつの自
由度「量子相関」を化学反応制御に積極的に利用
し、光化学反応の更なる効率的制御を実現します。
また量子相関が持つ「非局所性」を利用した効率
的なエネルギー移動の制御法を探求し、新奇な光
化学反応制御の構築を理論の立場から目指します。

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
小関 泰之 / 東京大学大学院工学系研究科電気系
工学専攻  准教授

誘導ラマン散乱顕微法は、レーザーの量子限界に
迫る低雑音性を活用し、生体を染色せずに高コン
トラストかつ高感度な3 次元イメージングを実現す
る新しい手法です。本研究では、誘導ラマン散乱と
いう光・物質間相互作用の特徴を最大限に活用し、
新しいキラリティ分光手法や超解像手法へ技術的
展開を図ることで、生体分子や生体組織の無染色
イメージング技術の革新を目指します。

共振器位相整合非線形光学の
開拓と新光源への応用
財津 慎一 /
九州大学大学院大学院工学研究院　准教授  同上

独自の発想に基づく新しい学術領域「共振器位相
整合非線形光学」を切り開きます。「分散制御型高
フィネス共振器」により初めて誘起される非線形・
量子光学現象の観測を行います。この方式を基礎
として、共振器内で励起された分子のコヒーレント
な運動を変調機構とし、10テラヘルツを超える繰
り返し周波数で超短光パルスを放射する全く新し
い光源である「分子変調モード同期レーザー」の実
現を目指します。

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
志賀 信泰 / 科学技術振興機構  さきがけ研究者、 
情報通信研究機構光・時空標準グループ専攻研究員

原子時計のポテンシャルを最大限に活かした究極
の計測、制御法の提案と実現を目指します。従来は
安定な原子の振り子の周波数に、安定化したいレー
ザー（マイクロ波）の周波数を合わせる手法を用い、
レーザーの安定度向上が図られてきました。本研究
は原子の振り子の位相にレーザーの位相を合わせ
ることで安定度の飛躍的な改善を追究し、周波数、
時間、長さ、位置、重力等の精密測定分野に新たな
パラダイムを打ち立てることを追求します。

光化学反応を駆使した
分子結晶成長過程の制御
奥津 哲夫 /
群馬大学工学研究科  教授  同上  准教授

光を化学物質に照射すると結晶が成長する仕組み
をタンパク質の結晶育成法に応用し、タンパク質の
光化学反応により結晶核を生成させ、結晶成長が
始まる瞬間を捉えて、質の良い結晶を作る方法を研
究します。また、膜タンパク質のように水に溶けづら
く結晶化が難しいタンパク質を結晶化する方法を光
化学反応の利用によって可能にします。これらの研
究成果はゲノム創薬の発展に貢献すると考えます。

光応答性核酸による単一細胞内での
光遺伝子制御
小笠原 慎治/
北海道大学研究創生機構  特任助教

生物は、遺伝子を「いつ・どこで・どの程度」発現させ
るかを精密に制御し体を形成しています。特に発生初
期では特定のmRNAが細胞内で局在化し、その後の
細胞運命を大きく左右しています。本研究では、“光”
を使い単一細胞内において任意のタイミングで、任意
の期間、任意のmRNAを疑似的に局在化させ、高い
時空間分解能で生命情報を取得・操作できる新手法を
開発します。この技術は万能細胞の分化制御など、あ
らゆる生命研究の革新的基盤技術になると考えます。

　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
ノテクノロジー・材料、ライフサイエ
ンス、環境・エネルギー等の諸分野に
おいて、これまでにない革新技術の芽
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。

奈良先端科学技術大学院大学  物質創成科学
研究科  特任教授 /
台湾国立交通大学  講座教授

研究総括 　増原 宏

戦 略 目 標

最先端レーザー等の新しい光を用いた

物質材料科学、生命科学など

先端科学のイノベーションへの展開

光の利用と
物質材料・生命機能
http://www.raisha.jst.go.jp
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石原　一
大阪府立大学大学院工学研究科  教授

伊藤　繁
名古屋大学  名誉教授（H22.5 ～）

小原　實 
慶應義塾大学　名誉教授

熊野 勝文 
東北大学マイクロシステム融合研究開発センター

（μSIC）客員教授

小杉 信博 
自然科学研究機構分子科学研究所光分子科学
研究領域  研究総主幹

佐々木 政子
東海大学  名誉教授

七田 芳則
京都大学大学院理学研究科  教授

中島 信昭
豊田理化学研究所  フェロー

三澤 弘明
北海道大学電子科学研究所  所長

美濃島 薫 
電気通信大学大学院情報理工学研究科  教授

三室　守
京都大学  教授（ ～ H23.2）

宮脇 敦史
理化学研究所脳科学総合研究センター　
副センター長

吉原 經太郎 
自然科学研究機構分子科学研究所 名誉教授

領域アドバイザー

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
ニコラス アイザック スミス / 大阪大学免疫学フロンティア
研究センター  特任准教授  同上 大学院工学研究科 特任講師

生命体の基本構成単位である細胞の詳細な解析を
行うために、本研究では、新しいナノ加工技術を用
いて細胞内部の加工、細胞のより深い理解、細胞の
より正確な観察や、さらには、細胞活性の光制御も
可能にする直接的手法を開発します。さらに、レー
ザー光の照射、電場の局所的増強、細胞の熱応答
を組み合わせ、ナノ計測技術からフォトダイナミック
スによる療法にわたる応用をめざします。

金属ナノ粒子配列における
プラズモン特性の分子制御
江口 美陽 / 筑波大学数理物質科学研究科  助教  
同上  研究員

光によって金属ナノ粒子に誘起される局在表面プ
ラズモンはナノ粒子内の電子の集団振動が原因で
す。そこで金属ナノ粒子配列を作製し、有機分子に
近接させることで期待される電子的な相互作用と
プラズモンの特性（プラズモン振動数・電場増強
度・プラズモン状態の寿命など）への影響を観察
し、プラズモンの長寿命化と長距離伝播の可能性
を探索します。

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
八ツ橋 知幸 / 大阪市立大学大学院理学研究科  
教授  同上  准教授

レーザーが創り出す強い光を用いることで、物質か
ら瞬時に多数の電子を引き剥がして超多価状態を
創り出し、大きなエネルギーを有するイオンを望み
の方向に放出させることができます。これにより方
向性を持った高エネルギーイオンの発生や固体中
での局所的な高密度イオンの発生、液体中での高
密度電子ビームの発生を達成し、有益な新規化学
反応の開拓を目指します。

モジュールの組み合わせによる
光機能蛋白質の創出
増田 真二 / 東京工業大学バイオ研究基盤支援総
合センター  准教授  同上

光受容体蛋白質は、特定の色の光に応じて構造を
変化させます。その構造変化は、別のタンパク質に
より認識され、情報が伝わり、最終的に具体的な機
能をもった蛋白質の活性を調節します。この光情報
伝達は、いくつかの蛋白質の部品（モジュール）の
組み合わせで多様化していることがわかってきまし
た。本研究では各モジュールの機能を組み合わせ、
任意の酵素活性と遺伝子発現を自在に制御する技
術の確立を目指します。

Ｘ線非線形回折を利用した
局所光学応答解析
玉作 賢治 / 理化学研究所石川Ｘ線干渉光学研究室
専任研究員  同上

ものを見る（調べる）とき、どこまで細かく見ること
が出来るかは最終的に波長が決めると信じられて
きました。本研究では、Ｘ線領域の非線形光学現
象を利用して、この“常識”を覆します。すなわち、
ものを見る（ 調べる）波長から、分解能を決める波
長を切り離します。これによって様々な応用に深く
関わる長波長（低エネルギー）での光学応答を、Ｘ
線のÅ空間分解能でものを見る手法の開発を目指
します。

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
岸本 哲夫 / 電気通信大学先端領域教育研究センター  
特任准教授  同上

移動光格子技術を用いた全光学的手法によって連
続的な高繰り返しのボース凝縮（BEC）生成法を実
現することを目標としています。この手法が確立す
ると、真の連続運転型連続波原子レーザーそれ自
身が研究の対象となるばかりでなく、原理的に複数
原子種の同時捕獲が可能となるため、その汎用性
は高い。また、応用の観点からは、原子レーザーの
実現により、原子線描画技術のフラックスと分解能
の飛躍的向上が期待されます。

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
香月 浩之 / 奈良先端科学技術大学院大学物質創成
研究科  准教授  分子科学研究所  助教

マクロスコピックな量子凝縮系を対象として、その
量子状態の位相や振幅を光位相変調、波束干渉の
手法により、二次元空間内で制御して読み出す技術
を開発します。この技術を応用して、固体系を用い
た量子情報処理や、固体中での励起子状態の時間・
空間発展の様子をイメージングの手法によって可
視化することを目標とします。様々な励起子の形態
とデコヒーレンス過程について調べることで、量子
性が失われる原因に迫ります。

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
小阪田 泰子/京都大学物質ー細胞統合システム拠点

（iCeMS）特定拠点助教

神経は、外界からの刺激などにより、常に機能的に
変化を起こすことで生命の機能を維持しています。
本研究では光スイッチ可能な量子ドットを開発し、
光ナノ加工技術と一分子計測法と組み合わせ、光
によるin vivoでのリアルタイム単一分子イメージ
ングを可能にし、神経のネットワークを光により解
き明かすことを目指します。

磁気光学効果を利用した
光の伝搬特性制御
東海林 篤 / 山梨大学大学院医学工学総合研究部
特任助教  同上  助教

数ミクロン程度の大きさの誘電体内部には内面を
全反射して周回するような光の幾何学的共鳴状態
があり、光電場が局在しています。一方、微小誘電
体を周期的に並べたフォトニック結晶ではバンド端
付近で光電場が局在し共鳴状態を形成しています。
本提案ではこれら光電場の空間構造を磁気光学効
果を用いて変調させ、『光の散乱の様子を変える散
乱場特性制御』及び『光の伝搬方向を変化させる
光の伝搬特性制御』を目指します。

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
佐藤 琢哉 /
東京大学生産技術研究所  助教  同上

反強磁性体は一般にスピン歳差運動の周波数が数
テラヘルツに達し、超高速スピン操作の可能性を
秘めています。本研究では、反強磁性体に円偏光
フェムト秒光パルスを照射することで、外部磁場や
外部電場を必要としない高効率でテラヘルツクラ
スの相制御・光スイッチングを目的とします。また、
任意に光波制御されたフェムト秒光パルスを用い
て、磁性体のコヒーレントな超高速スピン操作・磁
化反転を目指します。

光による熱の固有状態の創成と
波動制御の実現
是枝 聡肇 /
立命館大学理工学部物理科学科  准教授

「熱は拡散するもの」という常識に反して、ある種の
結晶においては「熱の波動」、すなわち「熱の固有
状態」が存在することがわかってきました。本研究
では、レーザーを駆使することによって「熱の波動」
のコヒーレントな励振を試みます。また、これを用い
て物質における様々な素励起や相転移への劇的な
変調を試みます。さらに究極的には「熱の共振器」
の構築や、「熱のレーザー」の実現を目指していき
たいと考えています。

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
バスデバン ピライ ビジュ / 産業技術総合研究所
健康工学研究部門  主任研究員  同上

ナノ粒子を応用すると、高効率でがんの検出と治療
を実現できる可能性があることが知られています。
しかし そのサイズが大きいので、体内の必要な場
所に輸送する効率、および使用後、体外へ排泄する
効率が悪いことが問題です。本提案ではこれらの問
題を解決するために光を駆使します。すなわち、そ
の場で光を用いて調製し、使用後は光分解できる
新しい蛍光ナノ磁石を創製し、さらにこれをがんの
選択的な可視化と治療に応用します。

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  准教授  同上

ガス状細胞情報伝達分子の１つである一酸化窒素
（NO）と関連分子に着目し、細胞・組織中で作用
位置・タイミングを精密に制御する手法を開発しま
す。光照射依存的に、NOや関連分子を選択的か
つオルガネラ特異的に発生する新規ドナー化合物
と、パルスレーザーによる二光子励起の光特性を
組み合わせ、精密な制御を実現します。この手法は
NOの生物学進展に貢献し、関連疾患の治療法開
発に結びつくことが期待できます。

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  助教

水域の主な一次生産者である黄色植物から発見さ
れた転写因子型光受容体オーレオクロムを用い、
その作用機構を解明します。また他の未解明の光
受容体についても探索を行います。そして海産立国
である日本における藻類の基礎的知見の検索およ
び応用技術の革新に寄与します。

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
畑中 耕治 /
東京大学大学院理学系研究科  准教授  同上

本研究では適切な構造の液滴試料に対して、パル
ス幅内で周波数ならびに偏光変化を制御したフェ
ムト秒レーザーを照射することでパルスX 線とTHz 
光を発生させることを目指します。液滴とレーザー
パルスの構造を最適化することで超短光パルスを
無駄なく使い尽くし超広帯域光変換を達成します。

蛍光イメージングによる
幹細胞挙動解析法の創成
樋口 ゆり子 /
京都大学大学院薬学研究科  特定助教  同上

幹細胞は、筋肉、神経などへの多分化能を有する
ため次世代の治療システムとして期待されていま
す。本研究では、細胞内の分子発現機構を利用し、
幹細胞の接着や分化などの挙動に応答してスイッ
チが on/off するように設計した蛍光標識法を開
発し、幹細胞が、いつ、どこで、どのように分化す
るかの可視化を目指します。得られた情報により、
幹細胞の体内動態制御および分化制御が可能にな
り、新規細胞療法の開発へとつながります。

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
岩長 祐伸 / 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  同上  量子ドットセンター　主任研究員

人工的に作るサブ波長構造体、すなわち、メタマテ
リアルにおける転送光学の手法を活用して超解像
光学レンズを実現し、その超解像レンズを核心要素
とする超解像光学顕微鏡を構築することを目指しま
す。さらにその超解像顕微鏡を用いて、10 ナノメー
トルから1 マイクロメートル程度のメゾスコピックな
空間スケールが鍵となる特長的な動的現象を厳選
して、その場観察し、メカニズムを解明していきます。
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領域運営アドバイザー

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、
サセックス大学  博士研究員

目標は、単一イオンと単一光子の量子状態の間の
自在な変換を行う量子インタフェースを実現するこ
とです。光ファイバー共振器と一体となった画期的
なイオントラップにより、イオン‐ 光子間の強結合
が史上初めて達成されると考えられます。これによ
り非常に高性能な単一光子源や量子ネットワーク
の実現が可能となるだけでなく、イオントラップ研
究と光科学そのものを仲介する要素技術が生まれ
ることが期待されます。

哺乳類のＵＶ感覚にせまる
光センサー蛋白質の機能解明
小島 大輔 /
東京大学大学院理学系研究科  講師  同上

太陽光線の紫外領域の成分（UV）は様々な動物種
で環境情報として利用されますが、このような「UV 
感覚」はヒトでは見つかっていません。ところが私
たちは最近、新たなUV センサー蛋白質をマウス
において発見し、このUV センサーがヒトでも機能
する可能性を見出しました。そこで本研究提案で
は、この新規UV センサー蛋白質がどのような生
体機能に関与するかを調べることにより、哺乳類の
UV 感覚の生理的役割に迫ります。

大気中および生体中の
界面光反応のその場計測
江波 進一 / 京都大学次世代研究者育成センター  特定准教授、
カリフォルニア工科大学  日本学術振興会海外特別研究員

超高感度分光法と新規質量分析法、さらに光分解
用レーザーを組み合わせたこれまでにない界面光
反応のその場計測装置を開発します。この手法で得
られる情報は微小液滴の表面部分厚さ数Å～ nm 
に存在する化学種のダイナミックな組成変化であ
り、これを用いて大気中および生体中で重要な役割
を果たしている界面光反応の本質的解明を目指し
ます。本研究が完成すると地球環境問題対策・健康
影響評価の両方面で革新的な発展が見込まれます。


