
平成 23 年度学術動向等に関する調査研究報告（化学専門調査班） 
 
化学分野に関する学術振興方策及び学術動向の調

査研究 

岡畑 惠雄（東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

1. 2011 年６月７日から１３日にスイスのローザンヌで開催され

た EPFL-ETHZ-Tokyo Tech Joint Symposium of Chemistry, 

Bioscience & Biomaterials for Bio-Eco & Bio-Med Technology

に出席し、招待講演を行った。このシンポジウムはスイス連邦

工科大学ローザンヌ校とチューリッヒ校と東京工業大学での生

物化学に関する国際会議で、約５０名の研究者が集まった。生

命科学に関する２３件の講演があり、化学分野からの生化学分

野への研究のシフトが世界の潮流であることが感じられた。 

2. 2011 年７月２５-２６日に関西大学で開催された第２１回バイ

オ高分子シンポジウムに出席し、招待講演を行った。DNA やタ

ンパク質などの生体高分子に関する研究会で全国から約１００

名の研究者が集まった。高分子学会でもバイオ分野へシフトし

た研究発表が多く見られた。 

3. ２０１１年９月２８-３０日に岡山大学で開催された第６０回高

分子討論会に参加し、研究発表を行った。約６００名の研究者

が参加し、プラスチックから電子材料、バイオ材料に関する約２

００件の研究発表があり、バイオ関連研究が益々拡大する傾向

が読み取れた。 

4.  ２ ０ １ １年１１月２８日に九州大学で GCOE satelite 

symposium on nanobioscience, nanobiotechnology, and 

nanomedicine が開催され招待講演を行った。これは九州大学

の化学と生命科学に関する GCOE のサテライトシンポジウムで

国内外から１８名の研究者が招待され、生命科学の最近のシ

ンポについて野議論と研究発表を行った。 

5. ２０１１年１２月１３-１６日にパシヒコ横浜で開催された第３４

回日本分子生物学会年会で招待講演を行った。分子生物学

会でも化学に興味を持つ研究者は多く、今後は化学と分子生

物学の協会は益々無くなっていくだろう。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

 平成２５年度からの分科細目の改正に関する意見聴取のた

めに、日本化学会、高分子学会、日本生化学会、日本分子生

物学会などに出席し、研究者と意見交換を行った。化学分野と

しては大きな分野変更をしたいという意見は少なく、結果として

細目の微細な変更にとどまった。生命科学との境界領域は

益々盛んになり、そのための細目も増やした。 

 

化学に関する学術研究動向調査研究及び科研費分

科細目の改正に係るフォローアップ 

大野 弘幸（東京農工大学大学院工学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

化学関連の学会等の発表件数は増加傾向にあり、依然とし

て化学が重要な役割を果たしていること、さらには社会から期

待されていることを示している。 

高分子関係では、基礎化学に分類される高分子合成、高分

子物性解析等はコンスタントな発表件数が認められ、着実に基

礎を構築していることがわかる。機能高分子の展開は興味深く、

光学材料、磁性材料、電子材料、生体材料など、様々な分野

を支える基幹材料となってきている。天然高分子の利用も急速

に研究が盛んになってきており、そのものが持つ特異的な特性

が再認識されている。石油に代わる新しい原料としても期待さ

れるため、研究例が増えている。 

エネルギー関連では、大別してエネルギー変換と畜エネル

ギー技術に分けられる。前者は太陽電池、燃料電池、バイオ

マスエネルギー変換、各種発電技術などがあり、後者には各

種電池、キャパシタ、などがある。これらには電気化学の知識

が不可欠であり、電極と電解質の開発には化学の基礎が重要

となる。これらはいずれも我が国がリードする分野であり、資源

が乏しい我が国の現在と将来を支える技術として、重要な課題

である。特に炭素材料は研究が盛んである。グラフェンに関す

る研究は、ノーベル賞受賞も関係があると思われるが、グラフェ

ンには様々な機能が見出されており、今後も研究例が増えると

予測される。他の炭素材料も研究報告数が増加している。 

我々が興味を持っているイオン液体も単なる反応溶媒では

なく、環境問題やサステナブル社会に寄与できる新規機能材

料として注目されている。環境にやさしいバイオマス処理プロ

セスへの利用が期待されている。研究例も増加しており、単な

る新しい溶媒としての展開から機能媒体としてエネルギー関連

からトライボロジーまで広い展開が見られる。我が国はイオン液

体研究では世界をリードするクオリティの高さを誇る。 

化学全般に言えることであるが、環境問題やサステナブル

社会の構築などへの関心が高まり、化学への期待が一層高ま

っていることが伺える。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

今回の科研費分科細目の改正案において、化学関連分野

は小さな見直し等はあったものの、大幅な変更は無かった。そ

のせいか、化学関連の研究者に改正案について個人的に聞

いたところ、特筆すべき意見は無かった。そこで、審査方法に

ついて意見を集めた。「分科細目が細分化されすぎていて、特

定の研究者集団の中だけで採否が決まる」という印象を持って

いる研究者は一人もいなかった。むしろ、専門的な見地から適

切な審査が行われていることに確信を持てた。 

 

２．その他 

国際会議でのポスターセッションでは、情熱のある多くの若

手研究者を見ることができたが、それらは中国、韓国の若手が

多く、我が国の若手はもっと積極的に(しかも品良く)、世界に打

って出るべきであろう。我が国は優れた研究をしている研究者

が多い割には、国際社会で大きく羽ばたいている研究者が多



いとは言えない。これからの国際社会での躍進には専門的な

切り口だけでなく、文化や古典の話もでき、ソシアルダンスも踊

れる研究者を育成することも視野に入れるべきではないだろう

か。もちろん歌って踊れるただの人は論外であるが、研究者で

あると共に社会人であることも考慮した人材育成の必要性を感

じた。 

 

物理化学分野に関する学術動向の調査研究 

中嶋 敦(慶應義塾大学理工学部・教授) 

 

１．調査研究活動の概要等 

a. 学術情報収集と整理分析 

物理化学分野に関する学術動向を調査研究することを目的

として、国内外の研究会ならびに学会、討論会に出席して、物

理化学分野で用いられる実験技術、ならびに理論計算に関す

る学術情報を収集するとともに、国際学術論文などの文献調

査を行なった。 

大学ならびに民間企業の研究機関を訪問して金属クラスタ

ー触媒の実用に関する情報収集とサイズ・組成選択的クラスタ

ー基板蒸着のための実験装置を見学し、実験手法の情報収

集を行なった。また、23年11月には兵庫県播磨の放射光施設

SPring-8の実験において、大型実験施設を用いた研究状況に

関する情報収集にあたった。この他にも、国内では、第 9 回ナ

ノ学会大会や分子科学討論会、また、国際学会では平成 23

年 7 月にドイツにおいて開催されたクラスターの実験と理論に

関する国際ワークショップなどに参加し、物理化学関連の研究

発表から情報収集を行ない、学術動向の調査を行なった。こ

れらの会合で得られた学術情報とともに、アメリカ物理学会、ア

メリカ化学会、ヨーロッパの各種学会の発行する学術誌を随時

閲読し、これらの最新の学術論文の情報を併せて最新の動向

を分析した。 

物理化学分野では、アメリカ化学会の発刊する学術誌の種

類と論文数から、新たに ACS Catalysis や ACS Macro Letters

が創刊されるなど、新しいナノ構造体の構築とそのナノ機能物

質、さらにはナノ物質の集積体に関する研究が、急速に拡がり

充実していると判断した。これに比して我が国では、日本で発

刊する新たな国際学術論文は皆無であるばかりか、既刊の国

際学術論文の位置づけは低迷している。新しい研究領域の醸

成に、個々の研究者が努力しながらコミュニティーを形成する

ことは重要であるが、併せて情報発信媒体が創設されることは、

世界を先導する研究を進める上で重要であると考えている。 

b. 実験データ収集と分析 

既存研究設備による実験結果の検証として、物理化学的方

法論の開拓と確立、ならびにその利用についての調査研究を

進め、今後の学術動向を展望する題材として活かした。 

 

有機合成化学分野に関する学術動向の調査研究 

丸岡 啓二(京都大学大学院理学研究科・教授) 

 

１．調査研究活動の概要等 

１０月１７〜１８日（月、火）には、研究担当者が組織委員長と

なり、滋賀県琵琶湖畔の大津プリンスホテルにて、日本学術振

興会の後援を受けて、「第２回大津会議（Otsu Conference – 

2011）」を開催した。一般講演者は、日本学術振興会の特別研

究員（DC）１5 名からなり、また特別講演者として、山本尚教授

（アメリカのシカゴ大学）、柴崎正勝教授（微生物化学研究所）、

丸岡啓二教授（京都大学）が選ばれ、有機合成化学を中心に

研究者として独り立ちする際の心構え等についての講演を行

い、非公開で英語による活発な研究討議を行った。この大津

会議の特徴は、専門分野のレベルアップだけでなく、科学界に

おける真のリーダーとしての資質を養成する目的で昨年度から

始められたもので、極めてユニークな会議である。今後も、この

大津会議を将来有望な若手研究者の登竜門として広く認知さ

れるような会に成長させる努力を続けて行きたい。 

また、６月６〜７日（月、火）にフィンランドのユヴァスキュラで

開催された「第１２回合成化学春季学会」や、６月７〜８日（火、

水）にロシアのセントペテスブルグで行われた「第５回脂肪族ジ

アゾ化合物の化学に関する国際シンポジウム」に参加すること

により、フィンランドやロシアの有機合成化学に関する研究の

様子やレベル等が把握できる機会が持てて有益であった。さら

に、１１月下旬から１２月初めにかけては、台湾の大学や中国

化学会年会に訪問、参加する機会ができ、台湾の大学の有機

合成化学に関する研究レベルを把握する良い機会になった。 

 

無機化学、無機工業材料分野に関する学術動向の

調査・研究 

西原 寛 (東京大学大学院理学系研究科・教授) 

 

１． 調査研究活動の概要等 

無機化学、無機工業材料分野に関する国内外の研究活動

について、主に国際学会にて情報収集を行った。以下に参加

した国際学会の順に調査結果の概要を述べる。 

ISE Spring Meeting on "Electrochemical sensors: from 

nanoscale engineering to industrial applications."が フィンラン

ドの Turku で 2011/5/9-11 に開催され、参加者は 300 名ほど

であった。電気化学センサーに関して、環境科学に関係したガ

スセンサーやバイオセンサーを対象とし、高選択的高感度測

定ができるシステムが多く報告された。 

日仏錯体シンポジウム（FJCCS）がフランスの Rennes で

2011/6/28−7/2に開催され、日本側 25名、フランス側 24名の

招待講演が行われ、150 名が参加した。触媒、生物無機、多孔

性材料、機能性分子材料、ナノ材料、超分子、界面、有機金

属、理論のテーマごとに議論され、両国には、活発な研究分野

に多少の違いがあるものの機能性物質に関してはかなり類似

の研究の方向性が示された。 

高分子錯体の国際会議 MMC-14 がフィンランドの Helsinki

で 2011/8/14-17 に開催された。現在は、広義“「錯体」として、

超分子系も含む機能材料を対象とする学会であり、高分子と



界面の融合系、複合物性を示す高分子、特徴的幾何構造の

高分子、生体模倣機能高分子などが注目されている。 

高分子金属錯体のシンポジウムが 242nd ACS National 

Meeting のシンポジウムとして米国 Denver で 2011/8/28−9/1

に開催され、約 100 名が参加した。上記の高分子錯体の会議

との差は、参加者の顔ぶれと主題がより金属錯体系に偏って

いたことである。金属錯体の光機能や電子機能を高分子に組

み入れた新しい物質系が紹介された。 

第 3 回アジア錯体化学会議  (ACCC-3) が、インドで

2011/10/17−20 に開催され、約 500 名が参加した。エネルギ

ー、環境、ナノテクノロジー・ナノサイエンスに関して、新しい化

学構造、物理構造の金属錯体とその複合体が数多く報告され、

生体関連として生体反応のモデルや生体模倣の超構造物質

の合成に関する発表も目立った。また、アジアの研究レベルが

飛躍的に高くなっていることが分かった。 

電気化学でエネルギーとのかかわりが深い分野であるバッ

テ リー と 燃料 電 池 を中 心と し た 国 際会 議、 Advanced 

Electrochemical Energy Symposium が香港で 2011/12/28-30

に開催された。バッテリーに関して、ポストリチウム電池として、

ナトリウム硫黄電池の研究が多く報告され、燃料電池に関して

は特に車両掲載用途の話題が多かった。 

 

２．その他 

 平成 23 年度は東日本大震災の影響で、科学技術に関する

様々な課題が浮き彫りになった。公正に学術的に価値の高い

研究を審査し、適正に研究費を交付するために、本センター

のさらなるシステムの充実と役割の強化が望まれる。 

 

レーザー計測科学分野に関する学術研究動向調査

研究 

今坂 藤太郎（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 

 日本分析化学会は International Congress on Analytical 

Sciences (ICAS2011)を京都で開催した。研究員は、その会議

で質量分析のセッションと学術出版に関するフォーラムを企画

したが、学術関係ではバイオと環境に研究者の関心が集まっ

たようである。欧米とアジアでは研究の規模、内容において、と

くに先端的な分野では大きな差があるように感じられた。しかし、

研究者人口と論文生産数については、今後アジアが中心的存

在になると考えられる。そのような将来において日本がどのよう

に生き残りを図るかは、今後の大きな課題と言えよう。 

 わが国における学術雑誌の出版が、諸外国の著名な出版

会社に委託される傾向が最近見られる。このため、わが国にお

ける学術雑誌出版のノウハウが失われる懸念がある。研究員は

Analytical Sciences の編集委員長をしており、本稿では最近の

学術誌出版における問題点を報告したい。現在、学術雑誌と

して最も大きな関心事は Impact Factor である。上記の雑誌の

Impact Factor は国内誌では比較的大きく 1.5 前後であるが、

欧米の 3～6 と比較するとかなり小さい。今後、わが国で Impact 

Factor をどのように増強するか組織的に考える必要がある。も

う一つの問題点は、論文を投稿する研究者の倫理である。二

重投稿、盗用、剽窃などがしばしば行われ、それらの対処に割

く時間も無視できない。今後、論文投稿が増えれば、この傾向

は更に大きくなると思われる。この問題は国際的な場で議論が

必要であろう。 

 レーザー多 光子イオン 化飛行時間型質 量分析

(MPI/TOF-MS)の分野における調査研究を実施した。とくに、

ガスクロマトグラフ(GC)と組み合わせる GC/MPI/TOF-MS は、

GC/MS の二次元データ表示法により数 100 種の化合物を一

挙に測定できる特長がある。最近開発された高出力ピコ秒レー

ザーを光源とする方法では 1 fg 以下の検出限界が得られてお

り、高性能計測機器として知られる高分解能ガスクロマトグラフ

／高分解能質量分析計(HRGC/HRMS)を超える感度が得られ

ている。GC/MPI/TOF-MS は最近市販化が開始されており、

今後、広範な分野での利用が期待される。 

 

２．その他 

わが国では年金、消費税等が重要課題であり、通常の国家

予算が減縮される傾向にある。科学研究費については一定の

配慮がなされているが、今後は限られた予算を有効に活用す

る方策を真剣に考える必要がある。すなわち、各研究機関に

おけるローカルルール等を撤廃し、限られた資金で有効な活

用を図るのも、日本学術振興会が今後目指す方向の一つと考

えられる。 

 

有機化学分野に関する学術研究動向調査研究 

神戸 宣明（大阪大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

新規機能を有する物質の創製と優れた合成手法の開発は、

有機化学が目指す重要なテーマである。その一つとして、炭素

－水素結合の直接変換反応は、次世代型合成反応として大き

な発展が期待される。この分野の新領域研究が２年前に立ち

上がり、高い選択性と高い反応効率を両立した新触媒反応系

の開発が進んでいる。金属触媒の高度化とともに、有機触媒

や高原子価ヘテロ元素を用いる合成反応も大きな進展が期待

される。また、近年フッ素原子による新機能発現とその応用を

目指した新材料開発が注目されつつある。これに関連して、含

フッ素化合物の新規合成法や反応制御に関する研究も進展し

ている。新しい合成手段として、マイクロリアクターを用いたフロ

ーシステムが注目される。マイクロリアクターは合成装置として

の利用にとどまらず、反応開発のための手法としても広く利用

されると期待される。 

産学共同研究が進んでいる反面、企業からの学会発表、論

文発表は少ない。知的所有権に関する制約が大いと考えられ

るが、企業には実用触媒や機能材料など、多く学術的にも優

れた先端知識が多く蓄積されていることから、日本の産業界の



活性化と若者への情報発信としても、企業からの研究発表が

増えることが望まれる。 

 教育制度に関しては、ヨーロッパにおいて大学制度を統一

する方針で教育制度の変革が進んでいる。高等教育の国際化

を押し進めるため、国外の大学を含めた３大学での単位取得

を義務化する教育制度「エラスムス・ムンドゥス（Erasmus 

Mundus）」も始まり、日本でもこの制度に参加する大学が出て

きた。わが国としても留学生の受け入れのみに尽力するのでは

なく、日本の学生を海外に派遣する制度の確立が望まれる。

研究と異なり、教育は短期的なプロジェクトでは教員の負担が

大きく教育効果が出ないしその評価もできないので、日本の教

育制度の基本方針を明確にして，それに沿った継続的な制度

が必要と考えられる。研究に関しては、近年中国やアジアの国

の躍進がめざましく、欧米の主要論文誌への掲載論文数が急

速に伸びている。我が国の研究のオリジナリティーはこれらの

国と比べてまだ高いが、高等教育への財政支援のOECD並充

実など、優位性を維持するさらなる方策が望まれる。 

 

生命化学分野に関する学術動向の調査研究 

杉本 直己（甲南大学フロンティアサイエンス学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

昨年度の調査研究から、欧米の生命化学の研究は急速に

進展しており、特に核酸に関する化学の進展は著しいことが認

識できた。しかし、東欧や中国・韓国などのアジア諸国の生命

化学の研究動向は、情報量の入手の困難さもあり、十分には

把握されていない。 

そこで、本年度は、８月から９月にかけてハンガリーのブタペ

ストで開催された生命化学研究分野の国際会議 4th European 

Conference on Chemistry for Life Sciences (4ECCLS)に出席し、

米国や西欧のみならず東欧の生命化学（特に、ＤＮＡやＲＮＡ

に関する化学）の第一線の研究者の研究成果や研究動向を

調査した。その結果、東欧においてこの分野の研究の進展が

著しいことに驚かされた。例えば、スロベニアの National 

Institute of Chemistry の J. Plavec 博士のグループが、NMR を

活用して四重鎖構造のDNAと陽イオンの相互作用を解明する

新しい手法を構築し、その成果を得つつあることがわかった。 

ポーランドの主要研究機関である Polish Academy of 

Sciences などでも、核酸化学の研究は中核的であり、急速にそ

の成果を蓄えつつある。例えば、R. Kierzek 博士らは、米国ロ

チェスター大学との共同研究において、人工核酸の合成と新

しいナノバイオデバイスの創製を行い、核酸化学の新しい分野

の開拓を始めている。この共同研究は、歴史的な背景を乗り越

えた、米国と東欧の科学研究者の相互扶助の成功例である。 

アジアにおいての調査では、一般に公開はされなかったが、

昨年度から始まった、中国、韓国および我が国の３カ国の主要

研究者だけの研究会議、第２回 Asian 3 Round Table on 

Nucleic Acids (A3RONA)が、本年度１０月に中国の武漢で開

催された。出席者は我が国１０名、中国１０名、韓国５名の計２５

名のみの会議であり、参加者全員が現在の成果および今後の

展望について発表し、議論を行った。昨年度とは異なり、かな

り具体的な今後の研究動向に関する意見交換も行われ、意義

のある会議であった。特に、Changchun Institute of Applied 

Chemistry (CIAC), Chinese Academy of Sciences の X. Qu 博

士らは、グラフェンと核酸の結合を利用した新規バイオセンシ

ングの手法を開発しつつあることがわかった。第３回は来年度、

韓国の Pohang での開催が予定されている。 

 

タンパク質化学・ペプチド化学分野に関する学術動

向の調査研究 

藤井 郁雄（大阪府立大学大学院理学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本調査研究では，国内外の最近のタンパク質化学やペプチ

ド化学分野における進化分子工学的手法についての研究動

向を調査するとともに，国内外における第一線の研究者との議

論を通して，今後の展望を得ることを目的としている。最近のタ

ンパク質化学やペプチド化学の研究分野では，自然界におけ

る進化の過程「多様性の発生と選別」を人為的にコントロール

して，新しい機能をもつタンパク質やペプチドの創出を目指す

進化分子工学が注目されている。すなわち，免疫システム（抗

体ライブラリー）や細胞表層提示法（ペプチドやタンパク質ライ

ブラリー）により，多様な分子ライブラリーを効率的にスクリーニ

ングし，目的とした機能を持つ生体分子を獲得する手法である。

本研究分野にセミナーを，大阪府立大学大学院理学系研究

科にて開催した（”生体分子科学シンポジウム” 平成２４年３月

21 日）。その概要について報告する。 

産業技術総合研究所・健康工学研究部門の萩原義久博士

よりラクダ科動物由来の単ドメイン VHH 抗体の蛋白質工学に

ついての報告があった。進化分子工学の中で，最も研究され

ているのが抗体（Ig G）であり，分子標的医薬として利用されて

いる。一方，研究が進むにつれ，抗体の基本構造に起因する

問題点が指摘されている。そこで，IgG 構造を利用せず，目的

の標的タンパク質に対して特異的に結合する分子標的薬の開

発研究が始まっており，近年，ラクダの抗体に大きな注目が集

まっている。 

ラクダ科動物の血清中には軽鎖及び CH1 ドメインを欠いた

極めて特殊な抗体，すなわち重鎖抗体が存在することが知ら

れている。軽鎖を持たない構造から，重鎖抗体の重鎖可変

（VH）ドメインは天然起源の単ドメイン抗体として利用可能であ

り，VHH 抗体と呼ばれる。VHH 抗体は単ドメインであるため分

子量が小さく， VL ドメインと VH ドメイン間の相互作用の必要

がないことから，微生物によるVHH抗体の製造効率が良い。ま

た，VHH 抗体は 90℃での熱処理後も，室温に戻すと処理前と

ほぼ同じ抗原結合活性を発揮するなど，極めて高い構造再生

能力を有する。こうした性質から，VHH 抗体は抗体融合酵素，

さらには複数の抗体の結合による多価抗体，多重特異性抗体

と言ったタンパク質工学的な抗体改良を行う上での魅力的なタ



ーゲットと目されている。 

 

２． その他 

 学術システム研究センター専門委員となり，科学研究費や

特別研究員の採択システムがいかに公平であるかを知り得るこ

とができた。多くの研究者に，この採択システムとその公平さを

認知してもらうための対策が大事である。 

 

シンクロトロン放射光の化学への応用分野に関する

学術動向の調査研究 

横山 利彦（自然科学研究機構分子科学研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 化学分野全般において不可欠な物質の解析・評価技術とな

っているシンクロトロン放射光利用研究に関して、主に学会等

に参加することによって、最近の動向を調査した。シンクロトロ

ン利用研究は、化学分野だけにおいても、有機化合物・無機

化合物・生体関連物質・環境関連物質・触媒・溶液・薄膜・表

面・液晶など極めて多岐にわたり、解析手法も光源や計測機

器の高度化や理論の進歩のおかげで現在もさらに発展を遂げ

つつある。放射光利用を網羅的に調査できる国内学会として

は、日本放射光学会年会や日本 XAFS 討論会などがあり、本

調査研究費を活用するなどして合計 18 件の国内会議に出席

した。 

第 25 回日本放射光学会年会は平成 24 年 1 月 6 日から 9

日の間、佐賀県鳥栖市民文化会館で開催された。放射光分野

全体としては X 線自由電子レーザーSACLA の一般利用が始

まり、物理化学の気体分野への応用研究が再興傾向にある。

日本 XAFS 討論会は平成 23 年 9 月 9 日から 11 日の間、岡崎

コンファレンスセンターで開催された。X 線吸収分光に特化さ

れた学会ではあるが、関連手段を含めて化学分野としては非

常に多くの情報を収集することができた。触媒関連の発表が多

かったが、新たに、地球化学・電池(燃料電池、太陽電池、蓄

電池)・顕微法などの発表が増える傾向があった。 

 ここでは特に今後の我が国の化学研究上重要と思われる研

究成果例を紹介する。1 つは X 線マイクロビームである。

SPring-8 を用いたサブミクロン径の高輝度 X 線が利用できるよ

うになり、不均一触媒やマイクロリアクター中の微小領域(粒子

1 個など)の構造解析研究が加速され、また、X 線自由電子レ

ーザーによりさらにビーム径が小さくなると期待できる。もう 1 つ

は軟X線領域の大気圧下での吸収測定である。極薄の窒化ケ

イ素窓材が開発され、液体・溶液・大気下などの観測が可能に

なった。水やアルコールなどの基本的な有機溶媒の構造研究

が一気に加速され今後の展開が期待できる。 

 

２．その他 

本調査研究による学会動向調査ならびに学術システム研究

センター化学班会議等に出席することで大変有益な学術情報

を得ることができ、日本学術振興会に感謝いたします。 

 

ソフトマテリアル分野に関する学術動向の調査研究 

原口 和敏（一般財団法人川村理化学研究所・所長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

材料化学におけるソフトマテリアル分野の研究は近年、幅広

い展開を見せている。ヒドロゲルや自己組織化材料を含むソフ

トマテリアル研究に関して、国内および海外（特に、アジア）で

の学会・シンポジウムに出席して、調査を行った。 

第３３回オーストラリア高分子シンポジウムに出席してナノコ

ンポジットゲルについての発表を行うと共に、豪州の主たる高

分子研究室の発表を聴講し、調査した。機能性を目指した自

己組織化材料やゲル材料について多くの発表が行われ、内容

的には日本と極めて似た動向であった。参加者には、インドや

中近東の研究者および欧米系企業の研究者が多く参加して

おり、彼らとの議論では、学術的な研究討論に加えて、ソフトマ

テリアルで得られつつある学術成果を活かして事業的な可能

性を探ろうとする方向性が見られた。 

Ｒａｐｒａ主催のラテックスと合成高分子分散系に関する国際

シンポジウム（クアラルンプール）に参加して、アジアでのゴム

系および分散系ソフトマテリアルに関する調査を行った。特に、

ゴムやラテックス材料に機能性を付与するため、ＣＮＴ、クレイ、

金属ナノ粒子などを複合化したナノコンポジット化を目指す動

き、及び、医療材料を中心に生分解性、耐細菌性を付与する

研究動向が見られた。ゴム系ソフトマテリアルは日本などでは

古い材料と見られやすいが、インドを含む東南アジアの各国に

とっては、重要な産業の一つであり、最新の学術研究の流れを

その材料に取り込もうとする熱意が感じられた。 

その他、インド・チェンナイで開催された再生医療に関する

国際シンポジウムに参加して基調講演を行うと共に、インド、カ

ナダの医療関連研究者と、生体代替材料および高機能細胞

培養基材などの必要性能について情報収集を行った。また、

インド工科大学を訪問し、講演を行うと共に Gupta 教授等との

情報交換を行った。九州大医学部永渕教授を訪問し、医療材

料分野でのソフトマテリアルの研究動向について情報収集を

行った。その他、国内の学会や討論会（ポリマー材料フォーラ

ム、高分子ゲル討論会）に参加して、ソフトマテリアル研究の新

しい取り組みと将来可能性について調査を行った。 

 

２．その他 

本年度下期から専門委員となって大変有益な学術動向情

報を得ることができた。 

 


