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近年のノーベル賞（物理学賞、化学賞）

2000 （物理） Z. Alferov, H. Kroemer 半導体レーザーなど
2001 （物理） E. Cornell, A. Ketterle, C. Wieman BEC 原子物理
2005 （物理） R. Glauber, J. Hall, Th. Haensch 光コム、超精密計測
2008 （化学） 下村脩、M. Chalfie, R. Tsien 蛍光タンパク
2009 （物理） Ch. Cao, W. Boyle, G. Smith 光ﾌｧｲﾊﾞｰ、CCD光検知器
2012 （物理） S. Haroche, D. Wineland ﾚｰｻﾞｰ冷却原子量子計算
2014 （物理） 赤崎勇、天野浩、中村修二 青色LED、LD

（化学） S. Hell, E. Betzig, W. Moerner 超解像レーザー顕微鏡
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さきがけ「光極限」領域のめざすもの

本質的な限界を持たないといわれる光を使って
限界に挑戦し、それを超えようとする。

 光の特徴を活かして、次世代の人材育成につな
げる。

 概念構築から実用化への壁の原理的究明まで
 さきがけは道場
 旧い世代の経験を選択的に吸収する場も提供。
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限界追究研究の意義

 研究の真髄：限界への挑戦を通じて、科学や
技術の本質を理解し、発展させる。そのため
に必要なことは“すべてやる”。

 サイエンスに限定せず：高度に発展した技術
も、現時点での限界に満足せず、理論限界を
追求しながら、社会的に有用・有益な技術や
デバイスに結実させるのも限界追究研究。

 絶え間ない限界への挑戦を繰り返し、新たな
地平を生み出すことを、本研究領域では狙い
たい。 公開鍵暗号

Martin Hellman
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想定する研究内容の例

 光が介在するバイオ、医学応用において、イメージ
ングを超えたアクティブ機能発現

 ナノフォトニクス技術を応用して新機能発現させたデ
バイスとその具体的応用提案

 冷却原子による極限物性追究、光格子時計による
時空間計測の科学と技術の創出

 高エネルギー密度、高強度電場が生み出す新しい
物質との相互作用、高エネルギー物理とそれを可能
とする新しい光科学技術の創出

上記に限らず、
限界に挑戦する研究提案を求めます。
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先端光科学の現在
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 光科学は現代のあらゆる科学技術の基盤を与える存
在である。出口はいろいろあっても、原理は光というも
のが数多く存在する。

 21世紀は光の時代（2015年は国際光年）
毎年のように光関係でノーベル賞（2000年以後で22名）
物理、化学、バイオなどあらゆる分野に関係している。

 10の18乗（アト秒科学、ペタワット集光、マイナス18乗
精度の時計）、その後をどうするか？

 大きな飛躍（パラダイムシフト）のための準備が必要。



運営・採択方針

光科学技術の軸を通して異分野との交流を積極的に
行い、多様で複雑な対象を扱う分野の先端研究にお
いて、新たな視点や発想の創出を目指す。

限界の追究とは、明確な目標を持つことでもある。研
究者には、自身の目で研究を俯瞰し、目標と限界ま
での距離を計りながら努力してもらう。

採択にあたっては、提案者自身の構想実現に向けた
「強いこだわり」と、異分野との交流・連携によって大
きく発展し得る研究提案を重視。
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2017年夏
国際会議招待講演に8名
推薦、招待へ



領域アドバイザ

井上 宏明 日本オクラロ株式会社 執行役員 ＣＴＯ

神成 文彦 慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 教授

竹内 繁樹 京都大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 教授

武田 光夫 電気通信大学 名誉教授

塚田 秀夫 浜松ホトニクス株式会社 中央研究所 PETセンター長

寺川 進 浜松医科大学 名誉教授

年吉 洋 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

波多野 睦子 東京工業大学 工学院 電気電子系 教授

松尾 由賀利 法政大学 理工学部創生科学科 教授

三澤 弘明 北海道大学 電子科学研究所 教授
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人工光合成にむけたＰ
ＳＩＩ機構解明
秋田 総理 （岡山大）

微弱QED過程の極限制御
植竹 智 (岡山大）

重元素低主量子数電子
の電離機構の解明
西内満美子（量子機構）

局所応力イメージン
グ
齊藤尚平（京大）

固体量子光源
岩崎孝之（東工大）

ホログラフィックマ
ルチカラーセンシ
ング
田原 樹（関西大）

新奇ナノプローブ
上村直 （九工大）

量子多体系の非平
衡物理
松永隆佑（東大）

光メタ表面の機能
化
種村拓夫（東大）

極低温化学反応
向山敬（電通大）

深紫外モノサイクルパルス光源
貴田祐一郎（理研）



Kyoto（磯村、岡本、齋藤）
Kizu（西内）
Osaka（時田、余語、田原）
Himeji（貴田）

Kokura（上村）

Okinawa（久保）

Okayama（秋田、植竹）

Nagoya（井上）

Sapporo（小笠原、小川）

Tokyo（沖野、坂本、田中
岩崎、種村、松永、向山）

Sendai（小澤、松本）

Blue: 2015
Red:  2016PRESTO Distribution



2015-2016年度選考結果

• 非常に多くの優秀な研究応募があった。

• 科学、技術にこだわらず、本当に新規な分野を開拓できる
かどうかを重視した。

• 限られた枠のため、優れた多くの提案を不採用とせざるを
得ず、残念な気持ちが残った。

• 計算機パワーを最大利用した新しい光学技術など、我々が
知らない魅力的な新分野の提案も。

• 今回の募集にあたっても、特に研究方針を変更することは
ない。

• 何かにぶつかる、新しいことに遭遇する能力を発見したい。

• 自分の世界を持ち、自身の価値基準で研究推進する研究
者を結果的に選抜しており、それが成功だったと評価してい
る。



さきがけ「光極限」領域会議

• 2017年4月22-23日、クロス・ウェーブ幕張

• さきがけ研究者とアドバイザが参加

• 各分野を俯瞰しながら、各自の研究を紹介してもらった。

• 期待通り、“将来の大家”から研究紹介の講義をしてくれて、大
いに勉強になった。

• 着実な研究成果と予想以上の新しい成果が生まれた。

• これまでの領域会議の議論や提案が刺激となって新展開が。

• その後のナイトセッションや議論を通じて、活発、かつ正直な意
見交換を行った。

• 異なった分野ごとの交流、衝突を楽しんで、早速の成果も生み
出した。



さきがけ研究の意義

「楽しい研究生活：雇われてこそ自分の能力が発見できる」 東
大CORAL特別講義

さきがけに応募するということ
社会に自分のアイデアを披露する
社会からの期待を背負う
期待を背負うことで、大きく成長する

物理、化学、光学、生物、医学、工学
異分野衝突、交流、協力

世代を超えた学術文化の継承と発展
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A. Kudryashov
New Mega Grant
Deformable mirror 
Adaptive Optics

ナノダイヤ発光
点光源

＋

無収差3次元光学顕微鏡が可能
に？

レーザーガイド星による
空気擾乱の除去

＋ パワフルな計算機光学の能力



バイオ生物科学における刺激のバリエーション

光刺激、電気刺激、化学的（薬剤）刺激

ナノモーター（田中）等による力学的刺激の例はあるのか。

ナノの力学的刺激は、他の細胞に影響を与えない、究極の個別
細胞の刺激となりうるのでは？

磯村さん（細胞のリズム制御）
小笠原さん（細胞機能の目覚め）
小川さん（細胞の内圧、表面張力計測）

最も小さい ナノモーター P. Cohkum (PRL, 2000)
（Cl2 (H-C≡N), J=400) 分子を光の回転電場で駆動）



その他、超高出力、超短パルスレーザー開発と粒子加速、実験室
天文学、さらには 超伝導物理、加速器を使わないニュートリノ物
理、巨視的量子力学など科学応用研究のグループが

科学研究を目標としながら、泥臭い技術開発に従事していること
を互いに理解している。

一方、有機エレクトロニクス、ダイヤモンドGeV、光とマイクロ波の

結合技術、光の特殊な性質を利用した新しい顕微鏡技術や自然
光ホログラフィーカメラのバイオ応用など、さまざまな新技術開発
提案があり、それらが互いに関係しあうために、自然に情報交換
ネットワークや協力関係が形成されている。

これらのネットワークに自然と入り込んで、他の
分野の文化と哲学、技術を学びながら互いに成
長するような活動に参加する さきがけ研究者を
求めます。


