
平成 22年度学術動向等に関する調査研究報告（総合・複合新領域専門調査班） 
 
環境学分野に関する学術振興方策及び学術動向の

調査研究 

藤江幸一（横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本調査研究では、バイオマスおよびバイオマス系廃棄物の

利活用に焦点を当て、主要な国際学会での情報収集に加え

て、国内外の研究者から得た情報、各種公開情報をもとに、学

術研究や技術開発の動向について調査した結果を整理した。 

 The 3rd International Symposium on Energy from Biomass 

and Waste（2010 年 11 月 8～11 日、於ベニス）では、各国から

バイオマスおよびバイオマス系廃棄物のエネルギー利用を中

心に 390 件の発表があり、内訳は開催国イタリアの 80 件、ドイ

ツとスペインの 33 件、以下、フィンランドの 16 件、日本とポルト

ガルの各 13 件などであり、開催地とは言え欧州におけるバイ

オマスに対する関心の高さが窺える。研究分類では嫌気性消

化によるメタンガス回収関連と燃焼や高温ガス化によるエネル

ギー回収で 40％に達している。バイオマスからの水素、バイオ

エタノール、ディーゼル燃料(BDF)の生産に関する研究発表は

５％程度、藻類によるバイオ燃料生産は３件にとどまった。バイ

オ燃料の生産や利用における土地利用改変や環境負荷に関

する研究発表も行われており、欧州の研究動向は現実路線の

最適化と見受けられる。 

 次に、バイオマス系資源循環リサイクル技術に関する研究お

よび技術開発に関して、内外研究者からの聞き取りや公開情

報をもとにまとめた。 

 米国では各種バイオマスの乾燥・熱分解・ガス化システムの

開発と環境面、経済面からの技術評価、実証事業が推進され、

関連する産業力の向上に繋がっている。欧州では、固相メタン

発酵技術や木質系バイオマスの燃焼・ガス化技術を活用し、

地域におけるバイオマス利活用システムの構築が推進されて

いる。 

 中国でもバイオマス系残滓利活用の研究・技術開発が盛ん

になり、その水準も急速に向上している。韓国では、生ゴミの飼

料化、堆肥化、燃料化などの研究が盛んで、開発技術の地域

システムへの導入が進んでいると判断した。 

 

総合・複合新領域分野に関する学術振興方策及び

学術動向の調査研究 

西田豊明（京都大学大学院情報学研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

情報学，環境学，生命科学，総合領域について文献レビュ

ー，識者へのインタビュー，国内外研究者との意見交換，現地

調査などを行い，学術動向の把握を行った．学術動向調査に

ついては，専門の情報学を中心とし，環境学，生命科学，総合

領域については，情報学の視点からのものとした．情報学につ

いては，研究分野における黎明からの研究を俯瞰し，チューリ

ングマシンの万能性こそがコンピュータの急速な発展を支えた

中心的概念であること，情報ネットワークと連携して生まれるメ

ディアとしての役割が今日のネットワーク文明を作り出している

ことを指摘した．また，知能情報学の歴史と我が国の貢献を概

括した．情報学の視座で，環境学，生命科学，総合・複合新領

域の他の分野のアプローチを概観し，情報学との共通点・相違

点について議論した．これに基づき，現在の学問分野の系・分

野・分科・細目表の見直し案としてまとめた．我が国において

数多くの大学に情報系の学部・学科・大学院が設置され，「情

報学」分科に 3500 件近くの研究調書が提出される今，「情報

学」を分科レベルから分野レベルに引き上げるべきであるとい

う声がパブリックコメントにおいても複数提出されている．これを

受けて，「情報学」を分野に引き上げることを提案した．パブリッ

クコメントにおける具体的な提案を吟味し，学会における研究

会や論文のグルーピングの仕方を参考に検討を行い，新分野

「情報学」のもとに，「情報学基礎」，「計算基盤」，「人間情報

学」，「情報学フロンティア」の 4 分科を設けることを提案した．  

 

２． その他 

学術調査活動については，EU FP7 の eCute, SSPNet プロジェ

クトに，それぞれ，PI, アドバイザとして参加し，日本の研究に

参考になる部分を探った．また，審査・評価において透明性を

確保し，環境に配慮し，かつ効率も良く管理もしやすい文書の

配布のために電子メディアの使用範囲を拡大すべきであると

指摘した．また，エフォート率の管理については，一定の考察

のもとに，エフォート率を明示すべきであるという提案を行っ

た．  

 
知覚情報処理分野に関する学術動向の調査研究 

八木康史（大阪大学・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

知覚情報処理分野のうち，視覚情報処理分野の研究動向

調査を実施した． 

 

国内調査として、電子情報通信学会 PRMU 研究会技術報

告に基づいた調査を実施した。 

５月３６件、６月２０件、８月、９月３１件、10 月２５件、１３件、１月

７５件、3 月６１件と多くの論文が発表されている。医用画像は、

視覚情報処理における需要な応用分野である。そこで、2011

年１月 18,19 日に開催された医用画像研究会に出席し、医用

画像に関する最新動向の調査を行った。 

 国際調査としては、アジア圏での研究動向を知るべく、中国

北京大学、フィリピン De La Salle Univ.韓国全南大学に訪問

し、研究室見学、セミナーの開催などを行い、情報収集を行っ

た。北京大学は、アジア有数のコンピュータビジョン研究拠点

であり、幾何解析、Manifold Learning、ITS 応用、デジタルアー

カイブなど、多岐に渡る研究を実施している。また、アジア全般

に、人物追跡、ジェスチャー認識など人画像処理に関する研

究事例が多い。 



さらに他分野での視覚情報処理の利活用として、材料ならび

にデバイス分野におけるナノテクノロジーを調査してみたが、ま

だあまり視覚情報処理技術は取り入れられていないことから今

後の発展が望める分野と考える。 

 

ソフトウェアおよび計算機システム・ネットワーク分野

に関する学術動向の調査研究 

加藤和彦（筑波大学大学院システム情報工学研究科・教授） 

 

 オペレーティングシステムについては，クラウドコンピューティ

ングのための実質的オペレーティングシステムとなる，基盤ソフ

トウェア技術を調査した．Eucalyptus, OpenNebula 等を調査し

た．いずれも仮想マシンをサービスとして提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service)型のクラウド基盤を提供可能してい

る．当研究室で開発しているクラウド基盤システムKumoiシステ

ムとの比較も行った． 

 プログラム言語については，現在注目されているマルチコア

プロセッサを用いた並列プログラミングを高生産性のもとで作

成することを目指して設計と実装が進められている X10 につい

て調査した．並列分散環境を隠蔽するのではなく，抽象化して

プログラマによる明示的制御を可能にする PGAS（Partitioned 

Global Address Space）と呼ばれるアプローチに基づく． 

 ネットワークセキュリティ技術については，クラウドコンピュー

ティングとセキュリティの関係について調査を行った．クラウドセ

キュリティに関する団体Cloud Security Allianceによる議論を調

査した．共有技術による脆弱性，データ損失と漏えい，悪意あ

る内部者，通信の傍受と乗っ取り，安全でない API，邪悪なクラ

ウド利用等の内容を含む． 

 グリーン IT 技術については，省エネルギーと高効率化を両

立させるグリーン IT 技術動向に関して調査研究を行った．今

年度は，ITシステムの中でも特に電力使用量が大きいと考えら

れるディスクストレージの省電力化技術を調査した． 

 

2. その他 

JSPS 内で使用しているクライアント/サーバ型の情報システ

ムを使用しながら，ユーザインタフェースやシステムレスポンス

について，改善の余地があると感じた． 

 

総合・複合新領域分野に関する学術動向の調査研

究 

中森義輝（北陸先端科学技術大学院大学・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

総合・複合新領域の中で新たに検討すべき研究分野と

して知識科学に関連する学術動向調査を実施した。具体的に

は、英語圏における研究科・学部、国際学会・会議、及び国際

ジャーナルの現状を調査した。並行して、知識マネジメント、技

術マネジメント及びサービスマネジメントに関連する国際ジャー

ナルの発行状況と国際会議の開催状況について、最近 10 年

間の動向調査を実施した。 

知識マネジメントに関係する学術組織は、 International 

Society for Knowledge Organization など 10 数団体存在してお

り、実務者や広範囲の職業分野からの参加を認めている団体

が活発に活動している。国際学会で最近毎年開催しているも

の は The Conference on Information and Knowledge 

Management など 10 数団体あるが、ほとんどが 2007 年ごろか

ら始まった新しい学会である。国際ジャーナルについては

Journal of Knowledge Management など 20 数ジャーナルを数え

ることができる。国際的には、知識マネジメントと知識工学・シス

テム工学を融合した新しい領域（例えば、知識科学、サービス

科学）を創設していこうとする動きがみられる。 

知識マネジメントについてはこの名前を冠した新しい学部

や学科は増設されていないが、研究・教育センターは数多

く設立されてきた。また、ほとんどのビジネススクールでは知

識マネジメントが教育されている。研究論文数は一時減少

したものの近年増加傾向にある。技術マネジメントは 30 年

以上の歴史がある分野であり、近年、日本でも注目されてき

たが、論文数自体はそれほど増えていない。サービスマネ

ジメントも最近注目され、いくつかの大学で社会人向けコー

スが設置され始めたが、論文数からみると、まだ爆発的な増

加に至っていない。しかし、オペレーションナル・リサーチや

システム工学の研究者を中心にサービス科学の研究が着

実に増加しつつある。 

 

金属ナノ構造の創製・光応用技術に関する学術動向

の調査研究 

山田 淳（九州大学大学院工学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

近年、金属ナノ粒子・ナノ構造を用いるプラズモニクス研究

が一段と活発化している。プラズモニクスは、エレクトロニクス、

フォトニクスと密接に関連する分野で、光科学技術イノベーショ

ンを起こしうる分野の一つとしての期待が大きい。一昨年度か

ら、金属ナノ・マイクロ構造体に関する学術動向について継続

的な調査研究を行った。 

(1)学術会合等を通じての学術研究動向調査結果 

関連する国内学協会主催の学会（6 件）、国際学会（3 件）に

出席した。プラズモン励起による太陽電池の創出やガン治療

への応用など、ナノ構造による光閉じ込めとナノスケールでの

応用展開が注目された。また、特定領域研究（番号：470）「光

－分子強結合反応場の創成」が最終年度にあたり、アメリカ電

気化学会の講演会や環太平洋国際科学会議で光－分子強

結合場としてのプラズモンナノ構造の基礎と応用に関係するシ

ンポジウムが開催された。また、後者の学会では、本領域主催

のシンポジウム以外に、プラズモニクスやラマン分光のシンポ

ジウムが相次いで開催され、その発展ぶりが伺えた。発表内容

はほとんど金属ナノ構造のプラズモン特性や応用に関するも

のであった。 



(2) 文献、データベース等に基づく学術研究動向調査結果 

 関連するキーワードの動向について、1999 年～2010 年の期

間について、Web of Scienceと JDreamIIを活用して、金属ナノ・

マイクロ構造に関連する主なキーワード（金ナノ粒子、プラズモ

ニクスなど８件）の該当件数を調べた。 

金・銀ナノ粒子との応用例(SPR, SERS)についていずれも件

数は大きな増加を示していた（例：2000 年に対する 2010 年の

割合：金ナノ粒子 34 倍、銀ナノ粒子 8 倍）。日本化学会におい

ても明確な増加が認められた（例：2000 年に対する 2010 年の

割合：金、銀ナノ粒子ともに 1５倍程度）。世界全体でもプラズ

モニクスという用語は著しい増加傾向が認められ、ナノ・マイク

ロ科学分野への寄与もますます大きくなってきていると考えら

れる。 

 

環境学の学術動向調査 

渡邊眞紀子（首都大学東京・都市環境科学研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

めざましい発展と今後 10 年の動向を見据えた環境学の再

編案として、環境を解析する、環境を創成する、環境を保全す

る、という学問的構造に対応した編成が科研費分科・細目見直

し作業で検討されてきている。科研費の申請・審査をしやすく

することを趣旨とする分科・細目の整備が、環境変化や環境問

題への社会的関心の高まりにより学術分野が広く環境に関わ

る環境研究の体系化を誘導する可能性は高い。一方で、環境

学の裾野が広くなるにつれて“巨大な仮想学問”が形成されて

いく可能性もある。環境関連分野がどのように融合し、新しい

学問領域として発展していくか、常に国際的な動向をみていく

必要がある。 

22 年度の環境学の学術動向調査では、大規模国際学術連

合体である IAIA（国際連合環境プログラム UNEP の後援で開

催される環境政策、影響評価に関する会議）、EGU（ヨーロッパ

地球科学連合）と国際化学工学会議（8th World Congress on 

Chemical Engineering: WCCE8）に関する研究発表資料を用い

て学術動向の統計的な分析調査を行った。また、SOM 会議

（Organic Matter Stabilization and Ecosystem Functions、平成

22 年 9 月 19-23 日、トゥーロン、仏）と Co-Evolution of Soil and 

Organic Substances、平成 23 年 3 月 2-4 日、ランドウ、独）で開

催された二つの小規模会議に参加し、研究者との意見交換を

通じて学術動向調査を行った。 

ヨーロッパを中心に毎年開催される 1 万人規模の会議では

“気候変動”といった地球規模の大型プロジェクトの成果公開

の場となっていることがキーワードからも読み取れる一方で，近

年の傾向として，IAIA，EGU ともに用語の使用には慎重さ見ら

れた。特に EGU では地球規模の物質循環を客観的に明らか

にする姿勢が見られ，自然科学の立場を象徴しているようであ

った。政策に直結する立場から研究が行われている IAIA でも

“climate change”が減少を示し，反対に EGUで“governance”，

“management”が増加する，といったように，自然科学や政策

科学が同じ地球規模の課題に直面し，両者の境界が重なりつ

つあると考えることもできる。また，会議を俯瞰してみると，減災

やリスク管理への関心が高まりつつあり，また“soil”のように複

合的かつ（炭素貯留など）社会の要請に答え得るテーマが増

加している。一方で，急激な動向変化を示さない基礎研究を

含む，安定した学問領域も存在している。 

キーワード検索にもとづけば，環境材料・リサイクルに関する

用語として日本で多用されている green(innovation, business), 

zero emission, universal design といったキーワードがほとんど

用いられていないことが明らかとなった。また，自然共生型社

会の代名詞として国内で認識が高まった生物多様性 biological 

diversity は国際会議での同調がみられない。これは環境学が，

産業界の要請や政策誘導を伴う学術分野としての側面をもつ

ために必ずしも研究者個人に浸透されないためと考えられるが，

日本イニシアティブで国際事業を牽引しようとする際に，キーワ

ードの用い方いかんでは世界の環境研究の学術動向と隔たり

を生む可能性も示唆され、今後留意すべき点である。 

テーマを絞り込んだ小規模な会議の場では，土壌有機物を

鍵として化学、生物、鉱物学が土壌科学と融合していくプロセ

スを見ることができた。研究員が参加したドイツ・トウーロン会議

の表題になった co-evolution という用語に象徴されるように，

人類の発展にも表（利益）と裏（損失）があることを示唆する、環

境現象の本質を理解する概念が提示された。ヨーロッパは，学

術の新しい概念を生んで，発信していく力が勝るという強い印

象がもたれた。 

 

総合・複合新領域分野に関する学術動向の調査・研

究 

佐久間 一郎（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等  

国内外の下記に示すような学術集会に参加し，生体医工学，

福祉工学，コンピュータ外科学等の研究動向調査と関連研究

者との意見交流を行うとともに，文献調査も併せて実施し調査

研究を行った。 

１）従来生体医工学研究を主に行っている学問領域のほか，ロ

ボット工学，計測自動制御工学などの分野でも盛んに ヒト，生

体を対象とする研究がおこなわれている。特に機械系に関して

は福祉関連や人間支援に関する研究が盛んになってきている

が，従来生体医工学などで行われていた研究成果が十分に

活用されていない部分も存在し，学問領域の融合を促進する

活動を進める必要が認められる。全般的にこの分野の学術的

な活動は活発化している。欧米で見られるような各個別分野学

問の独立性を維持しつつ，総合の融合を図り全体としての研

究推進を効率化するための考察が必要であると思われる。 

２）人間医工学の臨床研究への展開に関する所見 

 従来，我が国においては臨床研究が弱いとの指摘がなされ

ているが，学会発表や関連研究者との情報交換の結果では一

定の改善に向けての努力はなされているものの，問題が存在



する。福祉機器技術や医療機器技術を開発する上で重要とな

る臨床研究への展開能力の養成が必須である。研究費的なイ

ンセンティブ，業績評価軸の多様化も視野に入れた検討が必

要であると考えられた。 

３）レギュラトリーサイエンスに関する所見 

国際標準化，医療技術規制と学術活動の関連性について

検討した。我が国においては医療技術の基盤技術開発に力

点が置かれているが，学問研究成果に基づく合理的なリスクア

セスメント手法を適用し，研究成果の臨床展開を加速する研究

の必要性が認められた。 

４）アジア諸国の動向 

中国・韓国・台湾なでのアジア諸国における生体医工学関

連の研究層が厚くなっている。また各国政府もこの分野を知識

集約型産業振興につながる重要な学問分野と位置付けている

と思われた。また Medical Image Analysis や Biomedical 

Engineering における中国出身で米国・欧州で活発に活動して

いる研究者が中国国内大学と連携し国際的な研究ネットワーク

の構築を模索している。我が国が今後このような動向の中でど

のような研究戦略を立てるかについては十分考えていく必要が

ある。 

 


