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総合・複合新領域の分野 
中静 透（東北大学大学院生命科学研究科・教授） 

 

 総合・複合新領域分野の環境分野のうち、とくに生物多

様性と生態系サービスに関する分野、および生態系を基盤

とした防災・減災、気候変動に対する適応策の分野での動

向調査と振興策について検討した。前者に関しては、生物

多様性条約の第 12 回締約国会議、後者に対しては第 3 回

国連防災世界会議にも出席し、それらに対する社会的ニー

ズに関しても調査した。 

 

（１）生物多様性と生態系サービスについて 

生物多様性および生態系サービスに関しては国際的に

も社会的ニーズが大きく、研究に対するファンディングも

応用的側面からのものが多いが、基礎的な部分で解明の必

要な点も未だに多い。そのため、大きな社会的ニーズに対

して科学的に答えられない部分が生じているのが現実で

ある。Future Earth などでは、ファンディングエージェ

ンシーとともにステークホルダーも研究の計画段階から

加わるという方式が採用されようとしているが、基礎研究

のニーズも非常に高いことは注意する必要があり、科研費

のようなボトムアップ型の研究振興の意義は大きい。 

 

（２）生態系を基盤とした防災・減災、気候変動に対する

適応策について 

今後予想されている気候変動による極端現象の増加や、

巨大地震などに対する対策として、いわゆるグレーインフ

ラだけに頼る手法は、予算や時間の制約などを考えると現

実的ではない。一方で、人口の減少や分布の変化を考える

と、土地利用や生態系などの再配置を含む EbA、EcoDRR

の考え方をもっと発展させる必要がある。すでに欧米では

かなり主流化が進んでいるものの、日本では応用的な評価

も十分ではなく、政府の施策などにはまだまだ盛り込めて

いない。したがって、研究振興も必ずしも十分とは言えず、

事例の収集や、理論的統合などが望まれている現状である。

したがって、この面でも、基礎研究あるいは、基礎研究的

な研究ファンドの役割は大きいと言える。 

 

総合系領域分野 

東野 輝夫（大阪大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

学術研究動向の調査研究においては、情報学や環境学分

野でホットな研究テーマとなっているビッグデータやモ

ノのインターネット（Internet of Things (IoT)）、環境セ

ンシングなどの研究に関連する最新の研究動向や注目す

べき研究テーマの調査を行った。また、ユビキタスコンピ

ューティングや車両の自動運転を支える ICT 基盤などに

関連する国際会議に出席し、当該分野の最新の研究動向や

融合的・複合的研究の可能性、学術の国際交流などに関す

る調査を行った。さらに、米国 NSF や EU の FP8 (Horizon 

2020)などの支援を得て大型研究プロジェクトを推進して

いる研究機関を訪問し、最新の研究プロジェクトの研究内

容や若手研究者の育成方法などの調査を行った。 

近年情報学分野では、大量のセンシング情報を前提とし

たモノのインターネットに関連する研究の促進が謳われ

ており、ギガオーダのセンシング情報の収集、分析、フィ

ードバックを目的とした超分散技術（エッジコンピューテ

ィングやフォグコンピューティング）がホットな研究テー

マとなってきている。従来はすべてのセンシングデータを

遠隔のクラウドサーバに集約してスーパーコンピュータ

などで分析整理するという手法が主流であったが、スマー

トグリッドやスマートシティ、車両の自動運転、ヘルスケ

アなどギガオーダのセンシング情報をリアルタイムに取

り扱う必要がある分野においては、時空間的に湧出するセ

ンシングデータを地域毎のマイクロクラウドに蓄積し、多

数のマイクロクラウドと中央のクラウドサーバが連係し

てリアルタイムにフィードバックを行おうとする自律的

超分散技術の研究が盛んになってきており、実社会へのリ

アルタイムフィードバックを目指した研究が益々盛んに

なってきている。 

学術振興方策の調査研究においては、米国やカナダ、EU

の FP8 (Horizon 2020)の総合系領域に関連する研究プロ

ジェクトを中心に、環境センシング、自動運転、都市のス

マート化、モノのインターネット、サイバーフィジカルシ

ステムなどに関連する研究プロジェクトの推進の方策や

今後の研究課題設定などに関する動向調査を行った。 
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機械学習およびその応用の分野 
松井 知子（情報・システム研究機構統計数理研究所・教

授） 

 

 機械学習の分野では、平成２６年度は特に画像や映像、

音声、言語のメディア情報処理において、deep learning

に関する研究が活発に行われ、従来法を凌駕する成果が数

多く報告された。Deep learning の代表的なモデルとして

deep neural network(DNN)が挙げられる。DNN は 5〜10

層程度の多層のニューラルネットであるが、Dropout や

Autoencoder などの効果的な学習アルゴリズムが提案さ

れたこと、ビッグデータ時代を迎えて DNN の学習に必要

な大量データが利用できるようになったことから、ここ数

年で広く利用されるようになっている。機械学習に関する

世界最高峰会議の一つ、Neural Information Processing 

Systems（NIPS）2014 会議においても、論文タイトルに

“deep”を含むものが、NIPS2013 に比べて約 2.5 倍に増

加した。海外では Google や Facebook などの IT 企業が

deep learning 研 究 に 重 点 を 置 く 研 究 所 （ Google 

DeepMind（英国）、Facebook AI Research（米国））を設

置するに至っている。なお、日本の deep learning 研究は

現在、静観もしくはやや後追いの状況にあると考える。 

 また機械学習は、ビッグデータ処理における重要な技術

として、ますます多様な分野で応用されている。その中で、

例えばリスク管理の分野で、これまで個々に研究されてい

た地震と核のリスクに関して、機械学習の技術を核として

融合的に研究をしようとする動きが見られるようになっ

た（GEM Foundation など）。機械学習は分野横断的な研

究を推進する技術としても注目される。 

 

知 覚 情 報 処 理 分 野 ： 国 際 会 議 ICPR, 
UbiComp/ISWC 参加等から得た知見 
黄瀬 浩一（大阪府立大学大学院工学研究科・教授） 

 

(1)国際会議参加から得た知見 

 知覚情報処理分野の動向を調査するため、 ICPR

（International Conference on Pattern Recognition）と

いう会議に参加した。この会議はこの分野で世界最大規模

の会議の一つである。得た知見は、機械学習が同分野にお

いて必須となりつつあることである。招待講演の 6 割、一

般発表の 1 割以上が学習に関するものであった。 

 周 辺 分 野 の 動 向 を 調 査 す る た め 、 UbiComp 

(International Joint Conference on Pervasive and 

Ubiquitous Computing ) と ISWC(International 

Symposium on Wearable Computing)という併設された

２会議に参加した。その結果、認識技術がこの分野で重要

になりつつあること、応用分野としては、医療・健康が重

要性をさらに増していること、加えて、人の目の動きを捉

えて様々なサービスを提供するようなアイトラッキング

の技術が重要な分野となりつつあることが分かった。 

 また、この会議では Terepresence Robot による遠隔参

加が試みられた点も興味深かった。旅費や VISA の関係で

出席できない研究者にも出席の機会を与える技術であり、

今後益々重要性を増していくと思われる。 

(2)若手研究者育成 

 上記とは別に諸外国の研究者と若手研究者育成につい

て情報交換した。諸外国と比べて日本が遅れている点は、

博士後期課程やポスドクなどの経済的援助である。諸外国

の多くでは、これらの人々は外部資金で雇用される存在で

ある。一方、日本では少数の例外を除いては，学費を払う

存在である。この差を埋める制度が、日本と諸外国の差を

埋めるために必要と考えている。一方で、日本が優れてい

る点は、学部生の段階から研究に携わる点である。海外の

研究者の評判もよいし、日本に留学に来た学生の評判もよ

い。これは若手研究者育成に優れた制度である。 

 

ナノマイクロシステム分野 

関 実（千葉大学大学院工学研究科・教授） 

 

 ナノマイクロ科学の中でも，近年，化学・バイオ分野で

発展の著しいマイクロ流体工学を基盤とするマイクロ・ナ

ノ流体システムに関する学術研究動向について，いくつか

の代表的な学会等に参加し，その発表動向を中心に，キー

パーソンからの情報収集結果，ならびに，いくつかの成書

における論述を含めて調査を行った。具体的には，主に，

当 該 分 野 に お け る 最 大 規 模 の 国 際 会 議 で あ る
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MicroTAS2014（10 月 26-30 日，USA）における先端研究

の成果を中心に，研究状況と今後の見通しについて纏め

た。 

まず，口頭発表の講演分野から，現在，バイオ関連マイ

クロシステムとして盛んに研究が行われているマイクロ

チップ上での各種の微小スケール細胞培養システムに関

する研究動向とその背景について纏めた。また，診断や医

学の基礎研究へのマイクロ技術の応用という観点から，ガ

ン診断，低コスト診断， DNA/RNA操作・解析，等につい

ても方向性を整理した。さらに，マイクロフルイディクス

関連では，多孔性材料，遠心力，ナノ孔，ナノ流路，ナノ

マイクロ粒子，液滴操作，エマルション，ベシクル等のキ

ーワードに基づいて，研究動向を纏めた。 

続いて，ポスター発表の研究領域を整理し，近年の研究

動向に関して特徴的な点を纏めた。その際，①細胞･生物･

組織，②診断･治療･医学研究，③マイクロ･ナノ流体工学，

④統合化マイクロ流体デバイス，⑤マイクロナノスケール

工学，⑥センサー･アクチュエーター･検出技術，⑦マイク

ロスケールの分離と反応，⑧他分野への応用の８領域に大

別した。 

 最後に，学術振興方策として，マイクロ流体工学の重要

性と，関連する国内の学術団体の状況について述べ，分野

横断型のプロジェクト研究の振興，ベンチャー企業の育成

の必要性等について述べた。 

 

都市環境分野 
一ノ瀬 俊明（独立行政法人国立環境研究所社会環境シス

テム研究センター・主任研究員） 

 

ドイツとイタリアで行われた都市の人為的気候変動に

関する２つの会議（自然科学的側面と工学的側面）に出席

し、研究における世界の動向を調査した。 

 

7th Japanese-German Meeting on Urban Climatology

（第７回独日都市気候学会議 ドイツ・ハノーファー 

2014 年 10 月） 

 1990 年代半ばより、ドイツの気象学者と日本の建築環

境学者を中心として、都市スケールの人為的気候変動に焦

点を当てたワークショップが３年に一度両国交互に行わ

れてきている。今回はハノーファーで行われた。独日両国

は、この分野においてはトップレベルの研究水準にあると

国際的に評価されており、毎回精緻な議論が戦わされてい

る。研究対象は、流体力学や伝熱工学、気象学などの基礎

的な自然科学に始まり、学術的知見の都市計画への応用な

ど、社会科学方面へも広がっている。 

IPCC の世界では統一されているはずの mitigation, 

adaptation などの概念が、ステイクホルダーや国、学術分

野によってかなりバラバラな意味で使われている。また、

同じ「気候保全」というコンセプトに対しても、政策決定

者と科学者とでは潜在的な定義が異なり、話が通じにくい

ことを感じた。 

 

Third International Conference on Countermeasures to 

Urban Heat Island（第３回ヒートアイランド対策国際会

議 イタリア・ベネチア 2014 年 10 月） 

 一方、次週に行われたこの会議は、ローレンスバークレ

イ国立研究所（米国）の研究者が中心となって 10 年ほど

前に立ち上がり、今回はベネチアで行われた。ほとんどの

講演がアメリカとイタリア、ギリシャ、日本、ドイツから

のものであった。とりわけアメリカやギリシャでは、建築

表面素材の熱環境改善効果に特化した研究が主流になっ

ており、ビジネスへの偏重、サイエンスの軽視に対する警

鐘も発せられている。閉会式では、「日本のこの分野に対

する十数年間の多大な貢献（自治体における対策推進に資

する研究および行政支援活動）」に対して、日本人参加者

全体が表彰され、環境省委員会で座長などを務めた小生も

ステージに上げられた。 

 
環境技術分野 
松井 佳彦（北海道大学大学院工学研究院・教授） 

 

本年度は昨年に引き続いて米国における水環境技術研

究の状況について、複数の Web や IWA World Water 

Congress などより調査を行った。さらに、WHO（世界保

健機構）の飲料水質ガイドライン関連の情報を調査した。 

米国 National Science Foundation における環境工学関連
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の研究の中で、昨年度紹介した以外しきれなかった消毒お

よび消毒副生成物関連の主なプロジェクトは１）耐塩素性

病原微生物の強化消毒のための光照射による遊離塩素の

光分解とヒドロキシル・ラジカルの生成、２）消毒副生成

物の生成と分解に対する配水管バイオフィルムの影響、３）

水道原水に含まれる微量 X 線造影剤からのヨウ素系消毒

副生成物の生成、４）オゾン処理におけるハロニトロソメ

タン類とニトロソアミン類の生成である。消毒副生成物の

全容解明については着実な研究が進行しているとともに

耐塩素性病原微生物対策として消毒を強化する様々な方

策が検討されている。 

WHO の飲料水ガイドライン策定委員会において議論さ

れた課題の中では、下記を挙げておきたい。定量的微生物

リスク評価：十分なデータの存在がその適用を可能とする

が、データが少ない場合にも適用できる方法も記述するこ

とで、発展途上国へも適用可能とすることなどが議論され

た。また、有機スズについては環境水や飲料水における実

態調査データ、特に浄水処理性に関する情報が不足してい

ることが認識された。耐用１日摂取量に基づく飲料水質ガ

イドライン評価値は、飲料水からの寄与を考慮して算定さ

れるが、飲料水からの寄与を割当率としてどのくらいに見

積もるかについて Health Canada の最新のレギュラトリ

ーサイエンス研究が紹介された。飲料水質ガイドラインや

環境基準などについても科学的な研究結果等に基づき評

価し、社会に受け入れられるように調整・管理することが

必要であり、社会的不確実性を抱える状況において規制施

策や対策を推進していく場合には、様々な分野におけるレ

ギュラトリーサイエンスの進歩が望まれる。 

 

ナノ・マイクロ科学分野―中、露における磁性デ

バイスを中心とした研究開発状況調査― 
喜々津 哲（株式会社東芝研究開発センター・研究主幹） 

 

磁性デバイスを中心とした、ナノ・マイクロ科学、ナノ

材料工学、ナノデバイス分野の学術研究動向について、国

際会議や国内学会・研究会に参加して動向調査を行った。

この分野は、これまでのシリコン半導体系デバイスを置き

換えて今後の産業の基盤となるべく、研究開発が活発に行

われている領域である。中国を始めとするアジア各国は、

近年の経済の好転を背景に科学技術開発に注力しており、

当該分野も例外ではない。しかし、これらの学術領域は欧

米での学会開催が多いため、情報は偏りがちである。そこ

で、これらの学会での発表機会が少ないと思われる中国や

ロシアでの学会に参加し、研究状況の調査を行った。 

 ロシアでは、研究活動の中心は、モスクワ大とロシア科

学アカデミー(RAS)である。最先端のデバイス作成実験と

いうよりも、磁性の理論や材料に関するもの、および、ス

ピン波・プラズモニクス・マグノニクスといった理論に絡

んだ磁気光学関連の研究が盛んなようである。また、欧州

との連携は意外と強く、研究者の交換プログラムや政府主

導の共同研究活動が行われている。 

 中国では、昨今の経済成長を反映して、研究開発費の大

幅な増加と分野集中投資が行われているようである。材料

系の研究が盛んであり、最先端の微細デバイス系はそれほ

ど進んでいない。また、半導体関連では、自前で一貫して

生産できるようになるためのキャッチアップ研究に集中

している。 

 

生体医工学分野 
成瀬 恵治（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・教授） 

 

生体医工学分野にかかる学術研究動向に関する調査研

究を行った。日本生体医工学会は当該分野での代表的な学

会であり、その HP に関連キーワードが掲げられている。

ここで挙げられているキーワードは広範囲にわたるが、昨

年の調査時とほぼ同じであった。従って、今後重要性を増

すと思われる研究領域などの動向を把握するには学会発

表およびディスカッションからヒントを得ることが重要

である。そこで、国内学会としては仙台で開催された第 53

回日本生体医工学会大会、国際学会として今回は特に欧州

での動向を調査するために NBC16＆MTD10 に参加し現

地調査を行った。 

当該分野での動向を端的に示すものとしてはこれら学

会で行われたシンポジウムのタイトルを俯瞰するとよい。

「e-ヘルスケアのこれまでとこれから」、「医工学によるス

トレス計測技術」、「ナノテクノロジーと物理エネルギーの
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融合による新しい標的化診断・治療」、「メカノバイオロジ

ーによる生理と病態の解明」、「ヒト生体イメージングを目

指した革新的バイオフォトニクス技術の構築 」、「お家に

帰った人工臓器＝人工臓器の在宅管理に向けた医工学」な

どが列挙できる。特に生理的指標を用いた生体計測、各種

センサを用いたウエアラブル計測装置、3 次元映像などが

あげられる。欧州で行われた NBC16&MTD10 は、特に北

部欧州からの参加者中心の学会であった。幹細胞 2 次元お

よ び 3 次 元 培 養 な ど の 基 礎 科 学 的 な 話 題 か ら

PHOTODIAGNOSTICS IN BRAIN TUMOR SURGERY

など臨床の話題まで発表されていた。動向としては日本の

学会と大きくかけ離れているわけではない印象を受けた。

2nd International Symposium on Mechanobiology を岡

山にて主催し、10 数か国、200 名の参加者が集まった。上

記、日本生体医工学学会においても同様なシンポジウムが

解されているが、本国際学会ではより分子・細胞生物学的

な視点からの発表が多く見られた。また、更に、3 月 2 日 

スタンフォード大学森松賢順博士を招聘しアメリカでの

メカノバイオロジー分野での動向を発表して頂いた。 


