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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 

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 

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
 

橋本  秀樹

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 RN
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 /

「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 /

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
サイエンスデザイン教育研究

教授

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/

P

京都大学 大学院工学研究科  教授

京都大学  大学院理学研究科  教授

立命館大学総合科学技術研究機構  SRセンター
特別招聘教授／SRセンター長

公益財団法人医療機器センター／
一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構  理事長

理化学研究所創発物性科学研究センター  客員主管研究員

大阪市立大学複合先端研究機構  教授

京都府立医科大学大学院医学研究科  教授
松  哲郎髙
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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 

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 

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
 

橋本  秀樹

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 RN
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 /

「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 /

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
サイエンスデザイン教育研究

教授

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/

P

京都大学 大学院工学研究科  教授

京都大学  大学院理学研究科  教授

立命館大学総合科学技術研究機構  SRセンター
特別招聘教授／SRセンター長

公益財団法人医療機器センター／
一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構  理事長

理化学研究所創発物性科学研究センター  客員主管研究員

大阪市立大学複合先端研究機構  教授

京都府立医科大学大学院医学研究科  教授
松  哲郎髙
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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   

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   

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   

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    

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  

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 /

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  

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  

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

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 /

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

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

  

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 /
九州大学大学院工学研究院　准教授 

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 /  
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  

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  

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。

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

助教

岡山大学大学院医師薬総合研究科　教授 自治医科大学分子病態治療研究センター

台湾国立交通大学  講座教授
（応用化学系及分子科学研究所）

教授

教授

准 授教

教授

特任

准教授
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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   

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   

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   

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    

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  

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 /

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  

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  

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

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 /

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

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

  

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 /
九州大学大学院工学研究院　准教授 

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 /  
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  

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  

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。

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

助教

岡山大学大学院医師薬総合研究科　教授 自治医科大学分子病態治療研究センター

台湾国立交通大学  講座教授
（応用化学系及分子科学研究所）

教授

教授

准 授教

教授

特任

准教授
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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

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  

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  

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  

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  

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
専任研究員  

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 /

 

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  

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

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 /

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  

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   

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 /

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 /

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  

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。

平成22年度採択研究［3期生］

フランス カール デシュライバー
ルーバンカトリック大学  名誉教授（H21.12 ～）

ヨハン ポプキンス
ルーバンカトリック大学  教授（H25.2 ～）

シモン ワイス
カルフォルニア・ロサンゼルス校化学・生物
化学・生理学科  教授（H22.4 ～）

祭　定平 
台湾国家実験研究院儀器科技研究中心  所長

（H23.4 ～）

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 /
サセックス大学  

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  

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

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。

（台湾）中央研究院應用科學研究中心　副研究員 九州大学大学院理学研究  准教授

ビームライン基礎研究部

京都大学学術複合教育研究推進センター
電気通信大学大学院情報理工学研究科

准教授

院

准教授

教授 

物理・宇宙学部博士研究員

大阪市立大学大学院理学研究科　特任教授

特定講師
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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

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  

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  

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  

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  

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
専任研究員  

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 /

 

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  

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

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 /

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  

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   

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 /

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 /

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  

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。

平成22年度採択研究［3期生］

フランス カール デシュライバー
ルーバンカトリック大学  名誉教授（H21.12 ～）

ヨハン ポプキンス
ルーバンカトリック大学  教授（H25.2 ～）

シモン ワイス
カルフォルニア・ロサンゼルス校化学・生物
化学・生理学科  教授（H22.4 ～）

祭　定平 
台湾国家実験研究院儀器科技研究中心  所長

（H23.4 ～）

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 /
サセックス大学  

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  

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

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。

（台湾）中央研究院應用科學研究中心　副研究員 九州大学大学院理学研究  准教授

ビームライン基礎研究部

京都大学学術複合教育研究推進センター
電気通信大学大学院情報理工学研究科

准教授

院

准教授

教授 

物理・宇宙学部博士研究員

大阪市立大学大学院理学研究科　特任教授

特定講師
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