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総合・複合新領域、特に環境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 

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 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

International Water Association(IWA)主催のアジア・太平洋

地域水会議での約 1000 件の研究発表、韓国、中国で開催さ

れた国際会議に加えて、IWA の学術誌に掲載された論文等に

基づいて、水環境に係る研究の動向についてアジア諸国を主

な対象として、調査を行った結果を報告する。 

日本を除くアジア諸国からは排水処理に係る研究発表が 30

～50％に達しており、地域に適合した処理技術の開発が大き

な課題であることが窺える。排水処理技術の研究開発は 3 方

向に分化していると判断される。それらは地域に適合した現場

対応型の研究開発、水ストレスが高い地域への導入や先端産

業を支える用途の応じた水リサイクル技術の研究開発であり、

３つ目は話題性に流されたテーマの選択や、実用化に必要な

要件を考慮することなくインパクト・ファクター(IF)の高い論文誌

への投稿を狙った研究である。偏った指標を用いた研究業績

の評価がもたらす環境研究の方向性に対するネガティブな影

響が懸念される。 

水リサイクルや水環境の保全に欠かせないのが適切な水質

評価指標の確立である。分析機器やアッセイ系の発達によっ

て、投薬された医薬品を含む未規制の極微量物質や環境残

留性物質(POPs)などの追跡と水環境生態系への影響の解析・

評価が進んでいる。多様な微量成分を逐一分析する方法に替

えて、水利用用途や水質評価の目的に応じて Whole Effluent 

Toxicity(WET)として、遺伝毒性や生態毒性を指標とした評価

手法が活用されている。公共用水域に放流される下水処理水

の評価や、処理方式による毒性低減効果などに関する研究が

展開されている。 

気候変動は水資源と水環境に対して多大な影響をもたらす。

洪水による濁質の増加に加えて、事業所等の点源や農耕地や

道路などの非点源から公共用水域に流入する多様な汚染物

質について、発生源の特定と定量化や水環境・生態系への影

響を追跡する研究が進んでいる。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

１）環境研究のあり方とアプローチ 

環境学に係る研究は環境解析、環境保全、環境創成に大

別することができる。まず、環境・生態系での物質の循環や多

様な変化・変動のモニタリングとその解析やモデル化、放射線

や化学物質によるヒトの健康等に対する影響の解析と評価、人

間活動の影響や環境保全対策の効果を解析・評価する取り組

みを挙げることができる。次に、人間活動による環境負荷の低

減と汚染物質等の適正な処理・処分、汚染実態の適切な把握

に基づく除染や修復、人為起源汚染物質の環境動態把握に

基づくリスクの評価と制御、資源循環技術の開発など、環境の

保全、修復、リスク制御等に係る研究を挙げることができる。加

えて、人間活動と環境・生態系の共存関係についての検討を

はじめ、限られた資源や環境容量のもとで、人間活動に必要な

機能を持続的に提供できる技術システム、社会システムの構

築に係る総合的な研究が求められている。 

 

２）環境学および関連研究分野に係る従来の細目およびキ

ーワードと課題 

従来の分科としての環境学には環境動態解析、環境影響評

価・環境政策、放射線・化学物質影響科学、環境技術・環境材

料の４細目が設定されており、全細目の合計で毎年約 1500 件

の応募があった。前述したように環境学は、多様な研究分野か

らのアプローチにより環境の解析・評価から、環境保全や持続

可能な社会の創成をめざした研究が行われるが、従来の細目

では、広範な環境学に係る研究を十分にカバーできない状況

にあった。環境影響評価や環境動態解析など、人間活動によ

る負荷の環境生態系や地球規模での影響解析、環境生態系

での物質の循環や環境変動を理学的な手法で取り扱う細目と

して比較的充実した内容であったのに対して、工学や社会科

学的な手法による研究が多い環境保全、環境技術、社会シス

テム等の研究に対しては細目およびキーワードの設定は十分

とは言えず、このような研究課題では応募しにくい状況にあっ

た。 

一方、総合工学の細目としてリサイクル工学が設定されてい

たが、材料科学的色彩が濃いキーワードであり、応募件数は

漸減の状況にあった。環境学には細目「環境技術・環境材料」

にリサイクルに係るキーワードが設定されているが、細目の性

格が必ずしも明確とは言えず、こちらも応募数は漸減していた。

加えて、時限付き細目として「バイオマスエネルギー」が設定さ

れていたが、この分野の関心が高いにもかかわらず、種目が基

盤（C）に限られていることから応募件数は伸び悩んでいた。 

 

３．分科細目設定と考え方と応募数の動向について 

環境学に係る研究の有るべき姿、環境研究の動向および今

後の発展、応募状況等に鑑みて、環境学を新たに分野として

設定し、上記した問題点を解消すると共に、その成果が社会に

貢献できるようなバランスの取れた環境研究としての発展を目

指して、新たな分科・細目の設定とキーワードの選択を行うこと

とした。 

 「１）環境研究のあり方とアプローチ」に示した環境学の考

え方に従い、環境学分野の分科として「環境解析学」、「環境

保全学」、「環境創成学」を設定することとした。各分科には、そ

れぞれ以下の細目で構成するものとした。 

i）分科「環境解析学」に細目として「環境動態解析」、「放射

線・化学物質影響科学」、「環境影響評価」を設定する。 

・環境動態解析：従来の環境動態解析(細目)には 450 件程度

の応募あった。新たに設定する分科「環境保全学」に細目

「環境モデリング・修復」が設定されるので、工学系からの環



境モデル、環境計測等に係る応募が、そちらに移動すると

予想される。新細目としての「環境動態解析」には従来から

のキーワードにリモートセンシングを追加した。  

・放射線・化学物質影響科学（A）：従来から 200 件程度の一

定数の応募あり規模的に適切であることから、キーワードと

して放射線管理の追加にとどめた。 

・放射線・化学物質影響科学（B）：従来から 130-150 件の応

募が数あり一つの細目としても十分な規模であると判断する

こともできたが、細目数の増加を抑えること、新細目「環境リ

スク制御・評価」の設定により、この分割(B)への応募数の減

少も見込まれることから従来通りとした。  

・環境影響評価：従来は「環境影響評価・環境政策」の分割

(A)として 170-180 件の応募があった。環境政策とは内容的

にも、切り口的にも異なる部分が多いので、「環境解析学」

分科の１細目として独立させ、環境影響評価の研究におけ

る一般的なキーワードを追加した。 

     

ii）分科「環境保全学」の細目として「環境技術・環境負荷低

減」、「環境モデリング・環境修復技術」、「環境材料・リサイク

ル」、「環境リスク制御・評価」を設定する。 

・環境技術・環境負荷低減：従来の細目「環境技術・環境材

料」分割(A)には 350 件を越える応募があった。環境技術は

とは「環境負荷低減、環境対策等」および「環境調査、モデ

リング、修復」など内容が多岐にわたることから、前者を細目

「環境技術・環境負荷低減」、後者を細目「環境モデリング・

修復技術」とした。 

・環境モデリング・修復技術：この細目では、環境中での汚

染質動態や汚染実態の把握とモデリングを行い、生物機能

をはじめ多様な手法を利用することによって、汚染質の適切

な除去と環境の修復を行う研究を対象として考えている。従

来の「環境技術」への応募課題のうち上記の趣旨に合致す

るものと、「環境動態解析」に応募された課題の一部がこの

細目に移動するものと判断した。 

・環境材料・リサイクル：既往の細目「環境技術・環境材料」

分割(A)への応募件数が 70 件程度で低迷していること、分

科「総合工学」の細目「リサイクル工学」への応募数も 70-90

件程度まで減少していた。環境学分野にバイオマス利活用

や物質循環システムに係る細目として「持続可能システム」

が設定されることから、「リサイクル工学」と「環境材料」を統

合して、新たに細目「環境材料・リサイクル」を設定すること

が適切であると判断した。                                                                                      

・環境リスク制御・評価：生活環境における多様なリスクの低

減による安全・安心な社会を実現するためには、特に社会

の関心が高い人為起源汚染物質について、その性状・特性

を把握した上で、環境中での動態把握に基づいたリスク評

価とその制御対策の確立が不可欠である。これらの研究成

果に基づく環境管理基準の設定からリスクコミュニケーショ

ンに至る総合的な環境管理とリスク低減を実現するための

研究をカバーすることを目的として、新細目「環境リスク評

価・制御」の設定が適切であると判断した。 

 

iii）分科「環境創成学」に細目として「自然共生システム」、

「持続可能システム」、「環境政策・環境社会システム」を設定

する。 

・自然共生システム：生物多様性に関する COP10 開催など

による社会的関心の高まりに加えて、生態系サービス、生態

系リスク、生態系保全・修復等に関する社会的取組みが活

発になり、細目「基礎生物学」の範疇を超えて、この分野の

研究が一層発展するものと判断される。加えて、河川、湖沼、

干潟や沿岸生態系の保全・修復を目指した工学からの取り

組みも活発であること、環境立国戦略においても持続可能

社会に向けた"自然共生社会"の実現が掲げられており、生

物学、工学等の多方面からの研究を対象とする細目として

「自然共生システム」の設定が適切であると判断した。  

・持続可能システム：少ない資源・エネルギー消費と環境負

荷で人間活動に必要な多様な機能を過不足なく提供できる

社会、すなわち持続可能社会を実現するには、物質・エネ

ルギー収支やライフサイクルの解析を基盤として、化石燃料

を含む枯渇性資源の循環利用、バイオマスや水資源、再生

可能エネルギー等の有効利用と総合的な環境負荷低減に

よる次世代の社会システム、産業システム、ライフスタイルの

創成が必要である。自然科学分野からのこれらの課題にア

プローチし、その実現を担う研究を推進するための細目「持

続可能システム」を設定することとした。 

・環境政策・環境社会システム：既往の細目「環境影響評

価・環境政策」分割(B)には約 170 件の応募があった。環境

影響評価とは研究内容が異なる部分が多いので、環境創

成学分科の細目として独立させ、安全快適かつ持続可能社

会の実現に向けて自然科学系の知見や環境に関する情報

等を活用しつつ人文・社会科学的な手法による研究の実施

を対象とする細目「環境政策・社会システム」を設定すること

が適切であると判断とした。 

 

情報学および総合領域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 

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 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

 情報学は情報という人類にとって最も普遍的かつ基本的な

概念にもとづいて、自然界、人間界のさまざまな現象を理解す

るだけでなく、情報の感知・伝達・集積・処理・創出までも行う

人工物（情報ネットワークに接続されたコンピュータの集合体と

してのクラウドコンピュータ）の設計と理解までも視野に入れた

研究領域である。情報処理技術の急速な発展に刺激され、情

報学も急速に構築が進んでいる。情報処理学会全国大会での

招待講演の一つにおいて、コンピュータに媒介された社会経

済システムがもたらすインパクトが論じられたことに象徴される



ように、最近は、情報学研究者の視野が技術を超えて社会経

済システム全般へと広がっている。特にここ 1 年間は、クイズ解

答システム IBM Watson や、音声アシスタント機能 iPhone Siri

など、知能情報処理技術が一般端末においても使用されるよう

になったことが話題を呼んだ。人々の関心が情報通信技術を

社会に埋め込み、人々の間の連帯やさらには社会知を高める

ために多様な知を結集すべきであるという認識が情報学研究

者を中心に定着しつつある。社会知を解明し、さらに有益な社

会知を作り出していくための理論構築、実践、評価を行ってい

くため、コミュニティレベルで作用するマクロレベル社会知、グ

ループレベルで作用するメゾレベル社会知、フェースツーフェ

ースのインタラクションレベルで作用するミクロレベル社会知の

解明・強化・連携させるための理論構築と実装が望まれる。以

上の動向を主体的に把握するため、小規模パイロットスタディ

を実施した。対象は異文化コミュニケーションとし、情報技術に

よるコミュニケーション支援に関わる基本的な考え方とビジョン

を明確にすることをめざした。昨年度に引き続き国際的な研究

プロジェクトである EC FP7 eCute に参加し、他の研究者と意見

交換するだけでなく、中間評価にも参加し、知見を得ることが

できた。 

 

＜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 年度から新設する分科細目である「エンタテインメン

ト・ゲーム情報学」についてさらに検討を重ね、その背景や研

究意義について調査し、整理した。また、情報学に関して国民

への意見募集（「パブコメ」）に対して寄せられた４つの意見に

ついて検討し、対応した。 

 

２．その他 

科研費の採択率と充足率の関係について必ずしも審査委

員の認識が共有されていないと思われる点について例題を作

り、検討した。 

 

知覚情報処理分野に関する学術研究動向調査研究 

八木 康史（大阪大学産業科学研究所・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。 

本年度は、アジア・オセアニア地区の著名なコンピュータビ

ジョン研究者を多数招聘し、ワークショップを開催することで、

アジア・オセアニア地区における最新情報を一度に収集し、最

新の学術動向を整理することとした。具体的には、2012 年１月

10 日開催の 3rd AFCV International Workshop on Recent 

Trends in Computer Vision に、海外より１０名の研究者を招待

し た 。 ま た 、 こ の 会 議 に 連 催 で 、 The 15th SANKEN 

International Symposium / The 10th Sanken Nanotechnology 

Symposium を主催し、ナノ解析から人映像解析まで、画像をキ

ーワードとして、１３名の研究者を招待した。これまで、アジアの

研究は、欧米と比べ、応用研究が多いと一般に言われてきた

が、各国を代表する研究者は、必ずしもそうではなく、古典的

な、幾何解析やパターン認識等の基礎研究を行っている印象

を受けた。具体的には、幾何６件、パターン認識３件、画像処

理１件、応用４件である。一方、欧米は、一件応用と思われが

ちな人映像解析に関する研究が多かったが、実際には、問題

設定をしっかり行った上での基礎研究であり、単なる応用研究

ではなかった。イメージング分野を調査してみたが、顕微鏡の

光学系の工夫に関する研究が中心で、視覚情報処理技術は

あまり取り入れられておらず、今後発展が見込まれる分野との

印象を受けた。最後に、全体を通して２１４名の登録参加者が

あった。 

その他に、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。 

 

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（筑波大学システム情報系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 当研究員の専門分野で，トップレベルの国際会議である

ACM Symposium on Operating System Principles（SOSP 2011）

の論文調査を行った。 

(http://sigops.org/sosp/sosp11/current/index.html) 

 以下，セッション毎に要約を述べる。 

 

●Key-Value Store 

・メインメモリとフラッシュメモリを組み合わせた KVS システムの

提案。 

・一貫性の維持機能を持ちながら，高いスケーラビリティを有す

る分散ストレージシステム。 

・KVS を分散サーバーマシン上のメインメモリ上に保持すること

によって，高速かつスケーラブルな KVS システムを作る方法。 

 

●Storage 

・クライアント／サーバーシステムのストレージに対する，多次

元，多層分析結果の報告。 

・入出力の種類に応じて，OS の低レベル層（ハードウェアに近

いレベル）においてデータ管理ポリシーを設定し，そのポリシ

ーを強制(enforce)する方法。 

・個人ユーザのファイルシステムにおけるファイルアクセスのパ

ターン分析。 

 

●Security 

・DBMS 中の暗号化されたデータに対して SQL 処理を行う方



法。 

・データベースを利用した Web アプリケーションで，侵入して悪

意ある更新が行われても，それを消し去る方法。 

・カーネルモジュールが乗っ取り攻撃を受けても，コアカーネ

ル部を守る方法。 

 

●Reality 

・Google で開発された，大規模クラウドシステムのための

notification システム。 

・マイクロソフト社のクラウドストレージ，Windows Azure Storage

の概要。 

・コンフィギュレーションエラーの実際。 

 

●Virtualization 

・一つの物理スマートフォン上で，複数の仮想スマートフォンを

動作させるアーキテクチャ。 

・仮想マシンモニタ Xen に対して，機能を損なうことなく，小さな

モジュールの集合体として再構成し，セキュリティ攻撃を受けた

際の耐性を上げる方法。 

・Xen で，制御仮想マシンが信頼できない場合でも，システムを

安全に運用する方法。 

・Web ブラウザをマイクロカーネル的アプローチによって再構

成し，強固性を増しながら，より拡張的にする方法。 

 

●OS Architecture 

・最近注目されている GPU に対して，OS レベルで抽象化を与

え，プログラマ利用しやすくする方法。 

・信頼できる計算のための，論理的な取り扱いに優れた新しい

オーソリゼーション・アーキテクチャ。 

 

●Detection and Tracing 

・動的なインタフェース・リダクションにより，ソフトウェア・モデル

検査を実際的に行う方法。 

・高速に分散システムの障害検出を行う方法。 

・ネットワークシステムがなぜその状態になっているのかを説明

することが出来るシステム。 

・分散システムのトレース分析を支援するシステム。 

 

●Threads and Races 

・決定性のあるマルチスレッドライブラリ。 

・マルチスレッドの多くの部分では競合が起きないことに着目し，

競合が起きそうな部分のみ並列実行を制御することで，実行時

オーバーヘッドを削減する方法。 

・複数プロセスが競合を起こすことを検出するシステム。 

・並行プロセスの同一データの書き換え競合問題をデータ競

合と呼ぶ。データの複製に対して，並行プロセスを動作させ，

競合を検出する方法を提案。 

 

●Geo-Replication 

・離れたサイト間のキーバリューストア・システム。データの複製

を非同期的に維持しながら，一サイトにおいては強い一貫性を

維持する。これを実現するために preferred sites と counting 

sets という技術を用いている。 

・広域複製を行うキーバリューストア型分散システムで，強い一

貫性機能を提供する方法を提案。書き込みを行う前に，キー

間で causal dependencies があるかどうかを検査する。 

 

総合・複合新領域分野に関する学術研究動向調査

研究 

中森 義輝（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科・

教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

Kansei engineering を 対 象 に  ISI Web of Knowledge 

(http://apps.isiknowledge.com/) というデータベース検索ツー

ルを用いて、2000 年から 2011 年までの感性工学関連の学術

研究動向調査を実施した。 

調査によると、Kansei Engineeringに関連する研究は2000年

以降毎年増加し 2009 年にピークを迎えている。研究分野別動

向については、計算機科学と工学の分野で盛んであるが、最

近は工学分野のほうがやや多くなってきた。数学分野でも研究

が盛んであるが、2011 年はマテリアル科学にとってかわられて

いる。また、人文科学系の研究が下火となり、かわってビジネス

や経済関係が増加してきた。 

 「Kansei Engineering」関連の研究は量的には落ち着いて

きた感があるが、今後、中国の研究者が参入してくる傾向がみ

られ、論文数は増加する可能性がある。分野にしても、これま

での工学系から「感性マーケティング」などといった経営系、ビ

ジネス系への進出傾向が伺える。もともと日本初の学問分野で

あり「Kansei」という日本語をそのまま学問用語として用いてい

るために爆発的な広がりになっていない可能性もある。

Emotional Engineering や Affective Engineering という言い方が

広まれば、研究者数も増加すると期待される。 

 

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 

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とし

ての期待が一段と高まっている。昨年度に引き続き、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（５件）、国際学会（４件）に

出席した。昨年同様、プラズモンを活用する光エネルギー変換

（例：太陽電池）への応用展開や、ガン治療や計測への応用な



ど、ナノ構造による光閉じ込めとナノスケールでの光応用技術

の研究例が注目された。また、特定領域研究（番号：470）「光

－分子強結合反応場の創成」が終了し、メンバーが中心となっ

て「プラズモニック化学研究会」が設立された。また Workshop 

in Nanoplasmonicsという国際ワークショップも開催され、世界中

から約 200 名の参加者があった。発表内容はほとんど金属ナノ

構造の作製とそ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～2011 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・銀ナノ粒子の応用例(SPR, SERS)についていずれも件数は

継続的な増加を示していた。例えば Analytical Chemistry 誌で

は、SPRと SERSについて 2000年に対する 2011年の割合はそ

れぞれ４倍と７倍であった。日本化学会における発表件数も、

それぞれ 3 倍と 10 倍に増加していた。世界全体でもプラズモ

ニクスという用語が多方面で見受けられるようになり、ナノ・マイ

クロ科学分野への寄与も一段と大きくなってきていると考えられ

る。 

 

ナノマイクロ科学に関する学術研究動向調査研究 

射場 英紀（トヨタ自動車株式会社電池研究部・部長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

科学技術基本計画における重点領域が、グリーンイノベー

ションとライフイノベーションの２領域に、大括りにされたが、従

来、重点領域であった「ナノテク・材料」は、グリーン、ライフの

いずれの基盤ともなる重要領域である。今回の動向調査では、

ナノテク材料を中心に取り扱う金属学会、代表的な応用の出

口である電池討論会および関連する学術会合の実施状況に

ついて報告する。 

金属学会は、これまでの構造材料中心のセッション構成から、

機能材料中心に移行してきている。機能材料の中でも、非晶

質材料や水素貯蔵材料から、磁石や触媒、電池といった元素

戦略に関連する発表テーマも増えてきている。これらは、文部

科学省やＮＥＤＯのプロジェクトとの関連性も強く、たとえば新

元素戦略に関するシンポジウムでは多くの聴講者が参加して

いた。 

電池討論会は、最近では、国内外から２０００人以上の研究

者が参加し、５００件以上の講演が実施される。５００件は大きく

蓄電池と燃料電池に分かれるが、図１に示すように蓄電池の講

演件数が年々増えてきている。さらに一般的なリチウムイオン

電池改良の研究がほとんどであるが、革新的な高性能にチャ

レンジする全固体電池や金属空気電池の研究が増えてきてい

ることも大きな特徴である。 

これらの学協会の動向は、文部科学省の施策の影響が大き

いことはいうまでもない。特に、ナノテク・材料の関係は、いくつ

かの「元素戦略」に関連するプロジェクトの影響が大きい。「元

素戦略」の各会合での議論の中で、大きなテーマは、「ナノオ

ーダーの特異な特性をスケールアップすること」「理論・計算科

学の活用」であり、今後これらを解決するプロジェクトが構想さ

れているため成果が期待される。 

 

環境学分野の学術動向調査 

渡邊 眞紀子（首都大学東京大学院都市環境科学研究科・教

授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

今年度は２つの統計分析を行った。一つ目は環境学の新し

い分科・細目区分「環境創成学」を代表する 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）と「環境解析学」に該当する EGU（ヨーロッパ地

球科学連合大会）のいずれも参加国 100 カ国以上，参加者数

1 万人規模で毎年開催される会議を対象に、セッション、発表

論文タイトルのキーワード検索にもとづく最近 6 年間の環境学

の研究動向の分析調査を行った。地球環境、温暖化という用

語よりも、気候変動を裏付ける科学的事実をより的確にとらえる

用語として、地球規模の物質循環に関わるキーワードを用いて，

自然科学の立場を明確化する意図が伺えた。一方で、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，両者の境界が重なる傾

向がみられた。２つの会議を俯瞰すると，減災やリスク管理へ

の関心が高まりつつあり，具体的な要素に課題を設定し、社会

の要請に答え得るテーマが増加している。海洋関連のキーワ

ードの著しい増加傾向がみられることは、注目すべき点である。

海洋国日本からの成果が世界のこうした動向に応じて伸びて

いるのか、別途、詳細な調査をしていくことも必要であろう。 

二つ目は、環境 environmentをタイトルに含む学術雑誌の発

行動向に関する調査であり、環境関連の国際学術雑誌 145 誌

を対象に、1950年代から2011までの構造特性の変化とわが国

の環境学研究の成果発信の現状を調べた。その結果、電子ジ

ャーナル化の動きに伴う新興国による国際学術雑誌の発行事

業への参入などにより、2005 年以降は、1 誌の年間平均論文

掲載数は 100 編超、多いものでは 1500 編超という級数的な増

加がみられた。日本の研究者が関わる論文の掲載実績（イン

パクト・ファクター上位５誌についてそれぞれの系の過去5年間

の推移）は、生物理工系では、微生物、ゲノム科学分野で掲載

割合が 5％程度と比較的高く、また、水・大気環境問題の個別

事例に対する技術開発型の研究の掲載数は比較的多い。一

方、グローバルな地球環境問題を取り扱う雑誌に関しては、生

物理工系、人文社会系ともに日本人研究者の投稿論文数は

0％とほとんど参入していない。インパクト・ファクター上位 5 誌

のみ対象としているので、日本の研究者の公表論文の国際動

向を正確にみることはできていないが、環境学分野における日



本人の論文の国際誌への掲載割合は、平均 5％程度と見積も

られる。 

環境学を基軸にしたアジア近隣諸国への日本の学術的役

割を探ることを目的として、モンゴル国立大学を訪問し、JSPS

の事業について研究者との意見交換を行った。産業の発展を

優先するアジア新興国において環境学の若手研究者の育成

を支援していく必要性が感じられた。さらに、地球物理学と考

古学の融合科学である第 9 回 Archeological Prospection 会議

と、ゲノム科学と土壌学の融合分野で世界を牽引する米国ア

ルゴンヌ国立研究所の第 3 回 Annual Argonne Soil 

Metagenomics Workshopに参加した。2つの会議参加を通して、

科学の融合は研究者個人で育まれても一代限りであり、科学

の融合と継承の難しさが改めて感じられた。 

 

水利用・水循環分野に関する学術研究動向調査研

究 

宮 晶子（水 ing 株式会社法務審査室・室長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

有機性排水・廃棄物のメタン発酵については、わが国にお

いてはプロセス及び微生物の両面からの研究が活発であるが、

実用面では排水・廃棄物処理技術として位置づけられており、

エネルギー供給源としての普及が進んでいるとは言いがたい。

東京電力福島第 1 原子力発電所事故以来、エネルギー供給

源の多様化は喫緊の課題とされていることから、今後はバイオ

ガスに関し、技術面だけでなく社会システム面での研究が進む

ことが期待される。有機性排水・廃棄物から直接電気を取り出

すことができる微生物燃料電池（MFC）は、発電効率は実用レ

ベルにはまだ及ばないものの、基礎研究の底辺が広がってき

ている。MFC では発電効率に対して電極性能や装置構造の

寄与する割合が高い。材料やプロセスの研究と微生物学的研

究の連携が必要なテーマである。 

 膜利用水処理技術への関心は依然として高い。海水淡水

化については中東産油国などでの導入が進んでいるが、膜処

理運転コストは産油国といえども課題になっており、膜のファウ

リングとともに大きなテーマである。一方、カリフォルニアでは以

前から地下水涵養を介して再生水を飲料水として利用してきて

おり涵養する再生水の水質等に関する厳しい規制を設けてき

た。下水再生水の直接飲料水化は、海水淡水化等の既存の

プロセスに比べエネルギー消費が少なく経済的であるとされて

おり、将来的には水資源の逼迫した国や地域においては水資

源の一つとして重要になっていくと思われる。Water Reuse 

California などがまとめた報告書「Direct Potable Reuse」では、

直接飲料水化における将来の研究課題として、原水管理、流

入水モニタリングシステム、流量平均化、排水処理、水質モニ

タリング、高度処理、緩衝機能を持った貯留施設、ミネラル濃

度バランス、表流水や地下水とのブレンド、緊急時対応施設な

どが挙げられている。 

 

生体医工学・治療工学分野に関する学術研究動向

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 

生体医工学、画像誘導治療学、低侵襲治療工学、福祉工

学に関連する国内外の学会大会への参加、研究者との交流

により、生体医工学関連特に医療機器工学、治療工学関連の

学術動向調査を行った。工学技術の医療福祉分野への応用、

たとえばロボット工学の医療福祉分野への応用研究は国内外

においても活発であり、融合研究が進展している。一方バイオ

サイエンス分野の知見と治療工学の融合分野も悪性腫瘍の分

子イメージングや、DDS とエネルギー集束型治療機器の融合

による治療、再生医療工学基盤技術などで活発な研究活動が

行われている。一方、生体の生理的な応答を数学的にモデル

化するための分子・細胞・組織・臓器など多階層モデルの研究

も国際的に広がっており、大規模計算を必要とする計算科学

のひとつの有力な応用分野となりつつある。また少子高齢化社

会における医療の効率化を実現するために遠隔医療などへの

期待も高まりつつあり、マイクロナノデバイスの在宅医療への応

用、情報通信技術の遠隔医療への応用などの研究活動が盛

んであるが、基礎研究から臨床研究への展開に多くの課題が

存在する。 

国内外においても、先進国、新興国に関わらず医療分野への

科学技術応用は新たな産業創出につながるものとして大きく

期待されている。しかし特にリスクの高い治療工学分野におい

て、医療技術としての有効性・安全性をいかに担保しつつ臨床

研究を実施には多くの課題が存在する。生命科学に関する基

礎研究成果を臨床応用するために必要となる、科学的な技術

評価・安全性評価の手法を研究する Regulatory Science が注

目されている。我が国においてもレギュラトリーサイエンス学会

が発足し分野横断的な研究が開始されている。しかしながら医

療機器分野における体系的な理解には至っておらず、まずは

ケーススタディによる検討が行われている。 

 

２．その他 

本年度は科学研究費の分科・細目の改定作業が行われた

が、学会との情報交換を行いながら、作業を進めたが改定のた

めの基本的なルール、新たな分野を創設するために求められ

る条件に関する情報が、学界に完全には周知されているわけ

ではなく、次回の改定スケジュールに合わせたロードマップを

公表し、より透明性の高い作業プロセスとすることが望ましいと

考えられる。 


