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化学分野 
－日本発の新融合領域研究の動向と展望－ 
塩谷 光彦（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

 資源・エネルギー関連の研究における化学の役割は大き

い。実際、様々な学際融合分野において、資源・エネルギ

ー問題の解決に向けたアプローチが進められているが、特

に化学関連分野からのブレークスルーが待ち望まれてい

る。このような状況の中で、日本発の太陽電池に関する研

究成果が、国際的な新潮流をつくっている。桐蔭横浜大学

の宮坂力教授が 2009 年の米国化学会誌で発表した、有機

無機ハイブリッド構造型ペロブスカイト太陽電池である。

その主役である CH3NH3PbX3の組成から成るペロブスカ

イト結晶は、1990 年代に我が国でその物性と発光特性が

研究されていたが、2009 年に光電変換に使った最初の例

が報告された。2012 年の Science 誌に、これを有機の正

孔輸送材料と接合した全固体の素子で 10％を超える効率

が報告されるやいなや、3 年間で関連論文数が飛躍的に増

加し、その被引用回数も指数関数的に増加し（2012 年の

数十回に対して、2014 年には数千回に達した）、2013 年

には Science 誌の Breakthrough of the year に選ばれて

いる。このような日本発の研究に対して、2014 年には日

本で国際学会が開催され、日本化学会は早急に化学会速報

誌や Website で本トピックを取り上げ、本研究分野の国際

的可視化や活性化に注力しつつある。 

 高効率のエネルギー変換や、炭素や窒素源となる小分子

の固定・変換に関わる化学は、基礎学理の構築と基盤技術

の開拓の両面からのアプローチが必要である。今後の方向

として、エネルギー変換、分子認識・分離、指向的な物質

輸送とエネルギー伝達、物質変換が連携した高機能性シス

テムの開発研究がチャレンジングである。これを実現する

ためには、同分野の共同研究に留まらず、異分野研究・技

術者や社会の動向に精通した研究者の間で、相互的かつ相

補的な協同作業や情報交換を行うことが重要である。今後

は、自由な発想からスタートする研究とトップダウンから

のアプローチを融合させる施策がより強化され、力量のあ

るリーダーの育成やバランスの取れた研究費配分に十分

な配慮がなされるべきである。 

 上述の日本発の研究に対して、ジャーナルの果たすべき

役割は重要である。ジャーナルはこれまで、国際的な学術

情報発信や研究分野の活性化に多大な貢献を果たしてき

たが、近年のジャーナルの環境や流通体制の大きな変化に

より、世界的な動向を視野に入れたジャーナルの運営が必

要になってきた。特に、世界的なジャーナル数の増加、お

よびオープンアクセス化の傾向に伴い、各国の化学会や有

力出版社は、優れた論文や著者の確保に力を注いでいる。

日本化学会の国際学術誌（Chem. Lett.および Bull. Chem. 

Soc. Jpn.）は、平成 25 年度から国際情報発信強化のため

の科学研究費助成を受け、トムソン・ロイター社や国内の

出版社との協力体制を保ちつつ、化学論文の国際的可視化

を進めている。特記すべき施策としては、日本発の研究

（例：ペロブスカイト太陽電池）や新学術領域研究（例：

配位プログラミング）に関する総説や速報論文を、オープ

ンアクセス論文として紹介する特集サイトが Website に

設置されたことが挙げられる。このサイトには、今後の関

連注目論文も加えられる予定である。このような Website

上に新しい情報を逐次組み上げる形の論文特集は、米国化

学会も着手したばかりである。今後、このような施策によ

り、日本発の研究成果情報が早期に発信され、新しい研究

領域が活性化されることが期待される。 

 

化学研究分野 

杉山 弘（京都大学大学院理学研究科・教授） 

 

 生命の設計図である DNA の中には、生命活動に必要な

情報が全て書き込まれていると言える。2006 年の山中教

授による iPS 細胞の全能性の発見は、分化された細胞の

DNA からも様々に分化した組織や個体ができること、ま

さに DNA が生命の根源を担う設計図であることを実証し

ている。また、将来的な応用に向けた iPS 細胞の臨床研究

が平成 26 年に開始された。しかし根本のリプログラミン

グの分子機構については、エピジェネティックな遺伝子発

現の制御機構が明らかになっていないため、まだほとんど

理解されていない。今後は再分化の過程と治療効果がこれ

から実用化に向けて問われることになると考えられるが、

将来的な実用に向けた安全性を確保するためにも、遺伝子
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発現の制御機構の解明や iPS細胞のリプログラミング過程

や分化過程の詳細なメカニズムの解析を、化学と生物の領

域をまたいだ研究体制で進めていく必要があるだろう。 

各種文献調査、国内外の研究会議参加、他機関の研究者と

の打ち合わせを行い、学術動向の調査を実施した上で、学

術講演会（平成２６年４月１６日）を開催し、国内の若手

核酸化学分野の研究者（大阪大学産業科学研究所、京都工

芸繊維大学 ２名）を招聘して実施した。その際、それぞ

れの研究分野における最近の研究の進捗状況が報告され

た。京都工芸繊維大学からは、「眠れぬ遺伝子」から「働

く遺伝子」への転換を機能性 RNA によって特異的に制御

する手法が報告された。大阪大学産業科学研究所からは、

蛍光の点滅(blinking)現象から、核酸の配列、構造情報を

解析する光センシングに関する興味深い報告がなされた。

本学術講演会において、核酸化学がケミカルバイオロジー

研究の発展に向けて果たす役割と可能性や問題点につい

て討議した。 

 本研究分野の研究動向の調査を通して、一層 iPS 細胞関

連の研究分野に対する期待が膨らんでいることが分かる。

同時に、研究者と研究成果の向き合い方、研究者として果

たすべき道義的な責任についても更なる議論を深める必

要があるだろう。 

 

均一系触媒化学、合成有機化学分野 
茶谷 直人（大阪大学大学院工学研究科・教授） 

 

 平成 26 年度は、日本で国際シンポジウムを開催して調

査研究を行った。主な行事は、10 月に奈良において、私が

組織委員長として運営した the 2nd Organometallics and 

Catalysis (OM&Cat-2014)と、同じく奈良で開催された

Progress in Catalytic C-H Activation over the Past 

Twenty Years (Murai Symposium)、京都で開催された

Conference on C-C Bond Cleavage である。これらの国際

シンポジウムにおいてアジア諸国の情報を収集した。また、

エジプトで開催された the 13th Ibn Sina International 

Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry

にも参加し、エジプトの化学の調査も行った。 

従来の国際シンポジウムの運営、招待講演者などが欧米

中心なのに対して、OM&Cat-2014 は、アジアを中心とし

た国際シンポジウムを開催し、アジアの若手をエンカレッ

ジするために始められた国際シンポジウムで、今回が 2 回

目の開催となる。したがって、International Advisory 

Board Member には、欧米の研究者も含まれているが、半

数以上がアジアから選ばれている。また、シンポジウムは

アジアで開催され、招待講演者の半分は、アジアで活躍し

ている若手研究者を招へいすることになっている。

OM&Cat-2014 には、日本を含めたアジア諸国からは 13

名の研究者を招へいした。 

中国からの論文の数は、ひじょうに多くなっている。し

かし、類似研究が多く、同じ中国人が始めた研究の追随研

究も多く、誰が始めたのかわからなくなっている研究も少

なからずある。また、同じ大学の隣の研究室から同じよう

な論文が発表されることも珍しくない。他の分野はわから

ないが、均一系触媒化学、合成有機化学分野の分野ではま

だまだ独創的な研究は少ないのが実情である。また、韓国

や台湾では、基礎化学の研究に資金が十分に回っておらず、

多くの研究者が材料化学、物性科学など応用分野にシフト

しているので、均一系触媒化学、合成有機化学分野の研究

者は減っている。シンガポールは、外国からの研究者を多

く採用しているのもあり、かなり質の高い研究が多くなっ

てきた。ただ、国が小さいので、論文の数は多くはない。

エジプトでは、複素環関係の国際シンポジウムに招待され

たが、レベルとしては残念ながら低いと言わざるを得ない。 

 

光化学分野 
－太陽光エネルギー変換に関する研究動向－ 

三澤 弘明（北海道大学電子科学研究所・教授） 

 

最近、有機−無機ハイブリッドペロブスカイト太陽電池

において高い太陽光エネルギー変換効率が得られること

が明らかとなった。これらの研究動向について、225th 

ECS Meeting に参加し調査を行ったが、これまで色素増

感太陽電池の研究者の多くが、注目度の高いペロブスカイ

ト太陽電池の研究に参入していたことは大きな驚きであ

った。昨年末の時点で、実験室レベルでの値ではあるが、

エネルギー変換効率〜24%を実現したとの報告が韓国の
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研究グループからなされ、早くも効率としては飽和した感

がある。しかし、ペロブスカイトを構成する金属である鉛

を他の金属に代替すると、変換効率は極端に低下するなど、

ペロブスカイトの中におけるエキシトンの挙動や電荷分

離などについては不明な点も多く、学術的には、今後、そ

れらの機構を解明することが強く望まれる。有機太陽電池

に関する研究については、継続的な研究が行われており、

変換効率も徐々にではあるが増加している。また、局在プ

ラズモンを利用したプラズモン太陽電池もペロブスカイ

ト太陽電池や、有機太陽電池に金属ナノ微粒子が加えられ、

変換効率の向上を図る研究が報告され、注目を集めていた。 

 人工光合成の研究も、太陽電池とならび、現在、エネル

ギー関連領域において非常に注目される研究分野となっ

ており、光化学の国際会議として最も大きな会議である

The XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry にお

いても、金属錯体を用いた均一系、半導体ナノ微粒子を用

いた不均一系、金属ナノ微粒子の局在プラズモンを利用し

太陽光の捕集系を有する金属/半導体基板を用いた系など、

多くの研究が報告され、本分野の研究が国際的にも活発に

進められていることが示された。 

 また、米国 Rice 大学において局在プラズモンの化学的

応用に関する研究を積極的に進める複数の教授との意見

交換を行った。局在プラズモンは、光学的なナノフォトニ

クス研究として発展してきたが、電子移動など化学として

重要なプロセスが局在プラズモンによって誘起される現

象が見出され、化学領域への展開がここ数年極めて活発に

行われている。今後、大きな研究分野に発展する可能性が

あるとの見解が複数の教授から示されたことは、大変興味

深かった。 

 

無機化学、機能物性化学分野 
大塩 寛紀（筑波大学数理物質系・教授） 

 

無機化学、機能物性化学分野に係る国内外の研究動向に

ついて、学会出席、研究機関訪問、平成 25、26 年度学術

誌調査により調査した。 

無機固体化学分野では非溶液型低温反応合成法により、

遷移金属酸化物・窒化物・硫化物などの新物質・革新的機

能探索が進んでいる。金属微粒子の研究分野では、これま

での単一元素によるナノ粒子だけでなくコンポジットナ

ノ粒子の精密合成が可能になりつつある。また，金属錯体

との融合化やナノ粒子配列などの技術を開発することで

強磁性、近接場光、エネルギー輸送、電荷分離など新たな

研究展開を見せている。錯体化学では、MOF (Metal 

Organic Framework)に関する研究が非常に多い。バルク

からメゾスケールの MOF、メソ多孔体薄膜、配向性ナノ

薄膜、垂直配向性メソ多孔体薄膜など新しい物質開発が進

められ、サイズと形状に特有な機能の開拓が進んでいる。

また、金属微粒子を内包した MOF や金属基板上に成長さ

せた MOF(SURMOF)において高効率な触媒機能が発現す

るなど、新たな展開が見られる。超分子化学では、ケージ

構造をもつ金属錯体結晶において微量の蛋白質を結晶化

する方法が開発された。汎用性のある分子性結晶開発によ

り基礎から応用へ一挙に研究が展開する可能性がある。グ

リーンケミストリー(Renewable sources of energy)を指向

した触媒開発は極めて重要な研究課題である。ここ数年で、

可視光で水を分解する半導体触媒や二酸化炭素を一酸化

炭素に還元する貴金属錯体など、目覚ましい成果が発表さ

れている。安価な材料を使った錯体触媒開発、二酸化炭素

をメタノールまで変換する触媒開発など、今後の課題は多

いものの大変チャレンジングで重要な研究分野である。 

革新的物質開拓・技術開発等の応用研究には基礎研究が

不可欠であるにもかかわらず、公的研究資金の削減により

基礎研究が脆弱化することが危惧される。限られた研究資

金を有効に使い基礎研究を磐石にするには、科研費申請研

究課題の適正な評価・審査が重要である。このためには、

審査委員が「基礎研究を補助する科研費の審査が、我が国

の将来に大きな影響を与える」という認識を共有するため

の施策が必要ではないだろうか。 

 

合成化学，有機化学，生体関連化学，グリーン・

環境化学分野 

伊藤 敏幸（鳥取大学大学院工学研究科・教授） 

 

下記に示す学会に参加し，研究動向を調査した。 

【国内】 
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１）イオン液体討論会(東京)、平成 26 年 6 月 17 日、イオ

ン液体を活用する環境調和型有機合成手法に関する研究

状況の調査（国内） 

２）有機電子移動化学討論会(岐阜)、平成 26 年 6 月 25 日

〜27 日、電子移動化学反応を利用する有機合成法に関する

動向調査(国内)  

３）第26回 有機金属化学国際会議(ICOMC2014)（札幌）、

平成 26 年 7 月 14 日〜15 日、有機金属を活用する有機合

成手法における世界の研究状況の調査(国内-国際会議) 

４）第 37 回フッ素化学討論会(大阪)、平成 26 年 11 月 29

日〜31 日、フッ素化学における研究動向調査(国内) 

５）第 41 回有機典型元素化学討論(山口)、平成 26 年 11

月 27 日〜29 日、ヘテロ原子を含む有機化合物に関する機

能と合成法に関する国内研究進展状況の調査（国内）60

千円 

６） Active Enzyme Molecule 2014（ ERATO Asano 

project）、第 18 回生体触媒化学シンポジウム(富山)、平成

26 年 12 月 17 日〜19 日、生体触媒を用いる環境調和型有

機合成法における研究状況の調査（国内） 

 

【海外】 

・第 4回グリーンプロセス国際会議（スペイン、セビリア）、 

平成 26 年 4 月 6 日〜14 日、バイオテクノロジーにおける

イオン液体の利用について基調講演を行うと共に、環境調

和型有機合成手法に関する国際的な研究状況の調査（海

外）、有機触媒、遷移金属触媒を固体担持して触媒のリサ

イクル使用プロセスやバイオテクノロジーによる合成反

応、イオン液体を使う環境調和型の合成反応場の研究が多

く発表された。 

・第 255 回米国電気化学会年会（米国）、平成 26 年 5 月 9

日〜17 日、有機薄膜太陽電池素子用アクセプター分子の開

発について口頭発表を行うと共に、環境調和型合成手法に

関する国際的な研究状況の動向を調査した。有機薄膜太陽

電池素子の研究は、ペロブスカイト型の素子の研究一色に

なり、当該分野で世界中で成果が競われていることがわか

った。また。この機会にフロリダ大学を訪問し、フッ素化

学物の合成にかかるセミナーを行うと共に、フロリダ大学

で展開されている環境調和型合成手法に関する国際的な

研究状況を行った（海外）。 

・フッ素化学欧州国際会議(フランス，リヨン)ならびに

EUCHEM(エストニア)、平成 26 年 7 月 1 日〜12 日、含

フッ素機能分子の環境調和型合成手法に関する欧州の研

究状況の調査ならびにイオン液体を活用する環境調和型

有機合成手法に関する国際的な研究状況の調査（海外）。

セルロース溶解性イオン液体などバイオマス利用のため

のイオン液体技術に関する研究が多数発表され、当該分野

への関心が非常に高いことがわかった。 

 

物理化学，ナノ光科学分野 
～光の関わる融合的分野を中心として～ 
岡本 裕巳（自然科学研究機構分子科学研究所・教授） 

 

本調査では、物理化学とナノ光科学に関連する国内外の

学術会合に出席し、学術分野の動向を調査した。また英国

の大学においてナノ光科学の物理化学・分析応用に関する

調査を行った。 

物理化学、分光学や光化学の分野では、最近のナノ光学

の進展の影響を強く受けた潮流が展開しており、その成果

が分析化学や医療応用等にも波及しつつある。プラズモン

に関わるナノ光学の研究を接点として、分野融合がさまざ

まな領域で見られる。これまではプラズモンの研究では基

本原理の探索と検証が主であったが、現場で実用的に用い

ようとする研究が、この２、３年の間に増加しつつある印

象を持った。また、機能性物質にプラズモン等を介してナ

ノレベルで光電場を作用させ、従来になかった光機能を発

現させようとする研究が伸張している。いわゆる光物性の

分野ばかりでなく、これまであまり光との接点がなかった

物性分野の研究者がプラズモンに興味を持ち始めている

動向もあり、今後の進展を注視したい。 

光マニピュレーションの新たな潮流の物理化学分野へ

の波及にも注視した。最近ではさまざまな手法（プラズモ

ンによる増強電場の利用もその一つ）によりナノ物質や分

子にも光ピンセットの原理を適用する研究が拡大してき

ている。レーザー工学で注目されている光渦などの利用を

模索する動きもあり、新たな融合分野の萌芽となる可能性

がある。 
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その他、超高速現象の研究では分子のアト秒ダイナミク

スの観測や制御への展開が進んできている。１分子蛍光計

測法は既にほぼ成熟した技術となっているが、生物・医学

分野で研究対象の拡大が進んでいる。新しい光計測概念と

して、真空の場（電磁場のゼロ点振動）と物質励起状態の

強結合、光アンチバンチング（単一光子光源）等に関わる

研究が、まだ少数だが進展してきている。それらの先端技

術が新しいイメージング研究に波及し、格段に進展する可

能性も考えられる。 

英国訪問では、グラスゴー大学化学科と物理学科を訪問

し、関連施設の Nanofabrication Centre を見学した。研

究の強力な支援体制、学科間の敷居の低さとそれに基づく

共同研究の密度の高さは我国の研究体制を考える上で大

変参考になった。 

 

機能物性化学、無機物質化学、無機工業材料分野 

黒田 一幸（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

機能物性化学、無機物質化学、無機工業材料などの複合

化学に関わる国内外の学術研究動向を調査した。無機有機

複合材料・ハイブリッド物質や種々のスケールを構成ユニ

ットとする構造体形成と機能発現に関わる研究にも関心

を向け、最新動向について調査した。 

種々のスケールを構成単位とする構造体研究は、原子分

子レベルの従来化学とは異なる方向性と方法論を示す新

学問分野であり、階層構造を有する構造体形成に関する研

究が、無機物質のみならず有機物質、あるいは無機有機複

合系など対象範囲が広がっている。 

無機層状物質やハイブリッド材料に関する国際会議の

発表論文傾向から判断すると、ナノシート研究がさらに発

展しており、ケイ素からなるシリセンを用いたデバイス作

製なども報告された。このように低次元物質研究は

“beyond graphene”をキーワードに研究の広がりが顕著

である。また異種ナノシート積層の多様性から独特な物性

発現が期待されている。今後多成分系無機ナノシートに関

する研究が合成、積層、機能発現の観点から急速に進歩す

るものと期待される。層状ケイ酸塩の topotactic 

conversion を経る三次元化は、新規ゼオライト構造、欠陥

制御、形態制御などの観点から関連研究者の興味・関心を

集めており、新しい研究の流れができつつある。 

多孔質体化学分野の進歩は顕著で、特に metal organic 

framework (porous coordination polymer)分野では国際

会議での発表件数が飛躍的に増大しており、触媒や膜形成

など応用面が急拡大している。また有機化合物のみからな

る規則性多孔体形成も進歩しており、構造多様性のみなら

ず、金属錯体との複合化など触媒機能を含め多様な展開が

ある。シリカ系ナノ空間制御なども着実な進展がみられ、

従来と異なる手法でゼオライト構造内にメソ孔を生成さ

せ、拡散性の向上を生かした材料構築に大きな進展がみら

れている。 

バイオメディカル応用も含めハイブリッド材料研究は

順調に発展しているが、光学、触媒など多方面の機能開発

に関連する研究が増加している。特に表面・界面制御によ

るバイオメディカル応用など研究発表件数が増加してい

る。 

これらの分野に関わる研究は世界的に増加しているが、

我が国が先導できる分野の一つであり、今後も強力な支援

策をもって研究推進を図る必要がある。 

 

生体関連化学分野 
〜生体触媒（酵素）研究の現状と将来展望〜 

中村 聡（東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授） 

 

主として生体関連化学分野、特に生体触媒（酵素）にフ

ォーカスした調査研究を実施した。 

新規酵素の取得に際しては、自然界からの生産菌の検索

が多用される。とりわけ、極限環境から分離された微生物

（極限環境微生物）由来の酵素(極限酵素)は、極限環境に

おいても機能することから、産業応用上有用である。すで

に多くの極限酵素が産業応用されているが、それらの極限

環境適応機構には不明な点が多く残されており、今後のさ

らなる進展が望まれる。近年、深海底や地殻内より新規な

微生物が次々と発見され、これらの微生物が生産する酵素

が産業応用される日も近いと思われる。 

未（難）培養微生物を酵素の分離源とすることで、取得

可能な酵素のバリエーションが格段に広がることが期待
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される。環境中の土壌試料等から抽出した DNA を網羅的

に解析することをメタゲノム解析とよぶが、この手法が今

後の新規酵素（遺伝子）検索技術の中核となっていくこと

であろう。さらに、顕微鏡下で観察した 1 つの微生物細胞

から遺伝子クローニングを行える時代もすぐそこまで来

ている。 

近年、非水溶媒中での酵素反応に関する報告が増えつつ

ある。リパーゼを有機溶媒中で用いることでエステル化反

応を行うことは以前から知られていたが、他の酵素の有機

溶媒中での利用例も報告されている。酵素の有機溶媒耐性

機構には不明な点が多いが、とりわけ高度好塩性古細菌の

酵素が注目されている。一般に高度好塩性古細菌タンパク

質はその分子表面に酸性アミノ酸を多く含み，当該酸性ア

ミノ酸を介して溶媒の水分子を強く結合することで、高塩

濃度環境においても活性発現に必要な構造を維持できる

という耐塩機構が提唱されている。このことから、高度好

塩性古細菌酵素は、高塩濃度環境と同じく水分含量の低い

有機溶媒中においても機能できると期待される。また、有

機溶媒中だけでなく、超臨界流体やイオン液体中での酵素

の利用についても研究例が蓄積されつつある。 

 

材料化学分野～ナノ粒子に関する研究動向～ 
伊原 博隆（熊本大学大学院自然研究科・教授） 

 

化学材料の進化は必ずしも新材料の開発のみに頼って

いるわけではなく、むしろ近年では汎用材料の活用とその

改善が重要な歩みとなっている。その一翼を担う技術が汎

用性材料とフィラーと呼ばれる微粒子との複合化技術で

ある。本調査は、このような時代の要求に応える微粒子化

学の動向を、米国化学会と英国王立化学会を抽出して調査

した。総括すると、両化学会ともに、この１０年間でナノ

粒子に関わる発表論文数が大幅に伸びているが、その総数

を比較すると、米国化学会で圧倒的に多い事実は大変興味

深く、ナノサイエンスに対する米国の重点施策の成果を垣

間見ることができる。その一方で、英国化学会における該

当論文数は米国化学会に比して約１／６程度であるが、こ

の１０年間の伸び率は１０倍に達しており、今後の展開が

興味深い。本調査では、有機系、無機系、ハイブリッド系

の比率や、研究分野毎の比較調査も合わせて行った。 

（フランスにおける高等教育に関する諸事情） 

我が国では一昨年に研究大学促進事業２２校（国立総合

大学１２校）が採択され、さらに昨年度はスーパーグロー

バル大学創成支援事業（採択３７校、国立総合大学１３校）

が１０年間という異例の長期教育プログラム（大学改革事

業）としてスタートした。教育・研究面の両面でグローバ

ル化と国際競争力の強化を進める文部科学省の画期的な

施策の一つと位置づけられる。その背景には、世界ランキ

ングによる高等教育機関の序列化の圧力が大きいと考え

られる。海外においても同様であり、たとえば、フランス

では、統合による総合大学化が始まり、２００９年のスト

ラスブール第１、第２、第３大学の統合に始まり、昨年１

月にはボルドー６大学中の３校（第１、第２、第４）が統

合され、学生数は一挙に６万人となった。世界ランキング

における規模ファクターの重要性は、２０１４年１１月に

発表された NATURE INDEX という新たな指標の登場で

さらに加速されるものと予想される。このような世界的な

動向の中で、高等教育機関の国際評価も我が国とってはた

いへん厳しい立場に立たされていることは間違いないが、

大規模型だけでなく、個性を強調した、たとえば国際経営

型や先鋭型、重要対応型など、多様な進化が必要と考えら

れる。 

 

ナノ材料化学、エネルギー関連化学およびデバイ

ス関連化学分野－有機分子や高分子の分子機能を

基にした新しい電子デバイス化学やエネルギー変

換デイバス化学の研究動向の調査－ 
大西 敏博（住友化学株式会社・フェロー） 

 

有機材料やナノ材料を用いて非真空下で印刷などの簡

便なプロセスで、分子機能に基づいたエレクトロニクス素

子を製造するプリンテッドエレクトロニクス（PE）が活

発に研究されている。その中で基幹分野として注目される

ナノ材料科学、デバイス関連化学、エネルギー関連化学分

野を中心に調査した。 

１）プリンテッドエレクトロニクス 

光電変換材料等のエネルギー関連化学において、有機薄
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膜太陽電池(OPV)では国内外で材料開発が進み、効率１

０％が多くの研究機関で達成している。一方、ペロブスカ

イト系太陽電池が急速に進展して２０％を超える効率が

報告され、世界的に研究が進んでいる。日本発の材料であ

るだけに、大いに支援をする必要がある。 

有機トランジスタ材料およびデバイス関連化学では、移

動度はホッピングの限界を超え、バンド伝導の領域の特性

を示す単結晶材料が報告されている。一方、3 次元型の構

造やトランジスタアレイの試作なども始まっており、幅の

広い開発が続けられている。 

有機エレクトロルミネッセンス材料のデバイス関連化

学では、新しい原理に基づく発光材料の開発が活発である。

さらに照明への応用についても実用化が図られている。 

PE 技術の国際標準化に関しても、本格的に議論が始ま

り、導電性インクや基板等やデバイスの標準化がほぼ終了

している。 

２ ） World Conference on Photovoltaic Energy 

Conversion (WCPEC)-6 が京都で開催される機会に有機

薄膜太陽電池に関するサテライトミーティングを企画し

た。参加者は４０名程度であり、会場はほぼ満席であった。

国内外から著名な研究者を招待した。発電機構の本質に肉

薄した解析結果や新しい材料の発表があり、活発な議論が

なされ、本分野の研究を活発化させることができたと思わ

れる。また、最新の研究動向の調査に大いに参考になった。 


