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化学研究分野に関する学術研究動向調査研究活動の

概要 

杉山 弘（京都大学 大学院理学研究科・教授） 

 

 DNA の中には、生命の維持、活動に必要な情報が全て書

き込まれており、山中教授らによる iPS細胞研究は、分化

後の細胞のもつ DNA情報からでさえ、初期化を介して様々

な組織へ再分化可能であることを示している。いわば、DNA

情報は、全ての生命の根源を担う設計図であるといえる。

実際に、将来的な臨床応用に向けた iPS細胞の人への移植

研究が官民挙げた研究体制で進展しており、治療効果の実

証と低コスト化が本格的な実用に向けての課題となると

考える。また、最新の DNAマイクロアレーや次世代シーケ

ンサーを用いた解析技術の精度はますます向上しており、

膨大なヒトゲノム全体の塩基配列やエピジェネティクス

遺伝情報をどのように活用していくか、が重要となると考

える。特に、平成 27年は、DNA二本鎖を特異的に切断して、

任意の DNA 情報を挿入する新しい遺伝子改変技術、

CRISPR-Cas9 を用いた、ほ乳類動物への本格的な応用が進

み始めた年だったと言える。 

本調査研究では、国内外の最近の DNAを中心とした化学

分野におけるケミカルバイオロジーや核酸化学の研究動

向を調査するとともに、研究に携わる第一線の研究者と議

論を通して、今後の学術研究の在り方を検討した。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、京都大学大学院理学系研究科にて、第３回

生体分子科学シンポジウム（平成２８年１月８日）を開催

し、核酸化学分野で活躍中の３名の若手研究者（遺伝学研

究所構造遺伝学研究センター、近畿大学農学部、東北大学

大学院薬学研究科）を招聘した。遺伝学研究所からは、生

細胞内のクロマチン構造とダイナミクス、特に、ヒトテロ

メア構造に関する興味深い報告がなされた。近畿大学から

は、成長に伴う X染色体上での特定遺伝子の不活性化に関

する分子機構の知見が報告された。東北大学からは、

DNA/RNAグアニン四重鎖構造が関連する神経性疾患、ATR-X

病における病態の解析結果が報告された。本シンポジウム

において、細胞生物学や医学に対する核酸化学の果たす役

割、ケミカルバイオロジー研究として生体応用を目指す場

合の課題などについて学生も含めて活発に議論した。 

 

 

化学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策—

化学および関連分野における新たな研究領域と分野

横断的な研究動向 

八島 栄次（名古屋大学大学院工学研究科・教授） 

 

キラリティ（不斉）は、化学や物理、薬学や農学、医学、

工学や材料科学などの分野と深く関わっており､まさに分

野横断的な研究対象であると言える。また、キラリティは

学問的興味の対象に止まらず、医薬品工業、食品工業、化

学工業など広範な工業分野での研究・開発の重要な対象の

１つとなっている。以上を踏まえ、7月に Bostonで開催さ

れた Chirality 2015、札幌で 8月下旬から 9月上旬に開催

されたThe 15th International Conference on Chiroptical 

Spectroscopy、9 月に長春（中国）で開催された The 4th 

International Supramolecular System Symposium、12 月

にホノルルで開催された環太平洋化学国際会議の 2つのセ

ッションに参加した。前者の２つの会議はキラリティが中

心課題であったが、後者の超分子に関する国際会議でもキ

ラリティに関わる発表が大半を占め、多くの化学関連分野

でキラリティが興味の中心になっていることを再認識し

た。不斉合成・不斉触媒やキラル識別・光学分割と言った

これまでの研究対象にとどまらず、複雑な構造を有するキ

ラルな超分子の精密合成、構造解析と応用、キラリティの

高感度分析手法の開発や円偏光を利用した高度の不斉誘

導、らせん構造を有する低分子や高分子の合成と応用研究

が当該分野における新たな研究の流れとなっている状況

が感じられた。国内で毎年開催しているモレキュラー・キ

ラリティー・シンポジウムでも同様の傾向が見てとれた。

不斉合成やらせん高分子研究は、現時点でも日本が世界を

先導している研究分野であることを実感しつつも、アジア、

特に中国の研究者の研究発表はその量と質、ともに格段の

進歩を遂げていることも実感した。キラリティの高感度分

析技術の開発は、物理を専門とする研究者との共同研究が

不可欠であるが、欧米に較べ我が国はそのあたりの共同研

究の進め方に課題があるように感じた。 
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 一方、2015 年 12 月にスイスのジュネーブ大学およびス

イス連邦工科大学チューリッヒ校（ETH）を訪問し、セミ

ナーを行うとともに、化学・高分子材料系の多くの研究者

や学生、両校に留学中の研究室の博士課程学生（特別研究

員 DC1）と話しをする機会を得た。欧米では博士課程に進

学する学生の生活費を国や大学、教授の研究費で支援して

いるが、国内の経済状況の悪化により、かなりの数の学生

が欧州の他国からスイスに進学しており、経済格差が学生

の進学先にまで影響を及ぼしている様子が垣間見えた。教

育・研究支援体制は極めて充実しており、企業との共同研

究も組織的に進められている。学生時代に海外のトップ校

へ留学する機会を得ることが若手研究者の育成にいかに

重要かを研究室の学生との会話を通して改めて強く感じ

た。 

 

 

無機化学，機能物性化学分野に係る学術研究動向に

関する調査研究 

大塩 寛紀（筑波大学数理物質系・教授） 

 

 無機化学，機能無機化学分野における国内外の研究活動

について，学会出席，研究機関訪問，平成 25,26,27 年度

学術誌調査により研究動向を調査した． 

 無機固体物性化学分野では，磁気秩序と強誘電が共存し

電気分極と磁気秩序との間に強い相関をもつ物質探索が

進み，電気分極の磁場制御や磁化の電場制御など新たな機

能探索へ研究が展開されている．このようなマルチフェロ

イック機能を分子性化合物で実現し，さらに分子特有の機

能を付加することは，分子性導体や分子磁性体研究者の新

たな研究ターゲットになるであろう．また，グラフェンな

ど二次元物性に注目が集まっているが，d 軌道と p 軌道か

らなる金属錯体二次元単分子（原子）膜の物性・化学反応

探索が始まっている． 

 グリーンイノベーションにつながる光化学分野におい

ても，無機化合物の機能探求が進んでいる．これまで，マ

ンガン酸化物やチタン酸バリウムなどの強相関ペロブス

カイトが固体物性の観点から研究が進められてきたが，同

じペロブスカイト結晶構造をもつヨウ化鉛と有機物の融

合体が色素増感型太陽電池の色素部分に有効であること

が見出され，極めて高い変換効率を達成するなど日本が世

界をリードする分野の一つとして成長している．金属微粒

子では複数の金属からなるコンポジットナノ粒子の合成

により新たな機能展開が見られる．また，紫外光駆動半導

体光触媒にコンポジット金属微粒子や，二段階光励起の仕

組みを組み込んだシステムにより可視光による高効率水

酸化触媒の実現が近づきつつある．金属微粒子の光電場増

強を利用した高効率光エネルギー変換の実現も期待され

る．さらに，金属微粒子と金属錯体や CNTとの融合化やナ

ノ粒子配列などの技術開発により，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． 

 錯体化学分野では反応・物性研究における新展開が強く

望まれる．金属有機複合体（MOF）では，バルクからメゾ

スケール，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 や金属基盤に成長させた MOF(SURMOF)におい

て反応・分離を兼ねた触媒機能発現など新展開が見える．

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展開する可能性があ

る．グリーンケミストリーを指向した触媒開発は極めて重

要な研究課題である．安価な触媒開発，メタンや二酸化炭

素からメタノールをつくる触媒開発など困難な課題は多

いが，大変チャレンジングであり重要な研究分野である．

これまで，有機・無機複合体である金属錯体は，高い電気

エネルギーが必要な水分解には不向きであると考えられ

てきたが，昨年の水を酸化する鉄錯体触媒の報告を機に，

多電子酸化金属多核錯体触媒の研究が一挙に進むことを

期待する．  

 公的研究資金削減による基礎研究の脆弱化が顕著にな

りつつあり，基礎研究を支える科学研究補助金はまますま

す重要になってきた．限られた研究資金を有効に使うには，

申請課題の正当な審査が必要であり，審査委員は「科研費

審査が，我が国の学問の将来に大きな影響を与える」とい

う認識を持つ必要がある．また，平成 30 年度より新たな

枠組みで科研費申請が行われる．特に，大型研究課題（大
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区分）では専門分野外委員も含め審査することになるが，

審査委員選出には十分以上の慎重を期する必要があろう． 

 

 

合成化学分野に関する学術研究動向－有機金属化学

と有機合成化学の境界領域における新たな潮流と展

開－ 

高井 和彦（岡山大学大学院自然科学研究科・教授） 

 

（１）国内外の学術集会への参加と情報収集（敬称略） 

 有機合成を指向した有機金属化学に関する国際学会

（OMCOS）が隔年で開催されている。この OMCOS-18（6 月

28 日－7 月 2 日）とその関連シンポジウム（XXI EuCOMC、

7 月 5-9 日）がヨーロッパで開催された。OMCOS では基調

あるいは招待講演者として Bergman、茶谷、Sanford、

Gevorgyan、Ning Jiaoらが選ばれたことは C-H結合など不

活性結合の活性化が今の Hot Topicであることを示してい

る。基調講演で Bergman は、C-H 活性化の次の研究として

ホスト－ゲストで形成したクラスターをナノ反応容器と

して用いる反応を取りあげていた。また、EuCOMCでは各国

の研究者が発表したが、とくに若手の発表で女性研究者の

割合が４０％程度あり、日本との潜在的な人数の差が感じ

られた。欧州ではある程度の年齢以上の研究者は、一人ひ

とりが独自の根の張った研究を進めている感がある。特別

講演で有機金属化学の大御所である M. L. Green（Oxford

大）が有機金属化合物の構造を記述するときに用いる共有

結合の分類に関する話をしたが、基礎研究の重要性を今一

度認識させられる講演であった。このような基礎的な研究

を科学研究費でカバーできるかが学術振興における厚み

を表しており、我が国に問われていると感じた。 

 アメリカ、カナダ、中国、韓国、オーストラリアなどの

化 学会が 合同で おこなう 環太平 洋国際 化学会議

（PACIFICHEM 2015－12月 15-20日）が 12月にハワイで５

年ぶりに開催された。有機化学の発表はヒルトンハワイア

ンビレッジの会場を中心におこなわれた。こちらでも近年

注目を集めている研究テーマ「C-H 結合活性化」のセッシ

ョンが、他の研究テーマとは異なり、会期を通し発表がお

こなわれていた。アメリカや日本で数多くの先導的な研究

がおこなわれているテーマであるが、とくに発表の量から

も中国においても重点的に研究が推進されていることが

わかる。 

 国内では、第 62回有機金属化学討論会（9/7-9、関西大

学）、有機合成化学セミナー（9/15-9/17、湯河原）、CSJ化

学フェスタ 2015（10/13、公開企画 新学術領域「分子活性

化」、東京）に出席し、有機金属化学、錯体化学、有機合

成化学に関する成果発表を通して研究動向に関する情報

を収集した。 

 

 

機能物性・生体関連・デバイス関連化学分野に関す

る学術研究動向 ―機能物性化学と他分野の融合研

究領域における新たな潮流と展開― 

森 初果（東京大学物性研究所・教授） 

 

 平成 26 年度は、機能物性・生体関連・デバイス関連化

学分野について、国内および国際会議を 4件開催し、研究

動向を調査したので、そのうち３件について報告する。 

1. 東大物性研究所ワークショップ機能物性融合科学研究

会シリーズ（２）「ソフトダイナミクス」を、物性研究所

（千葉県柏市）で、2015年 4月 2-3日に開催した。横断分

野型の融合科学研究会シリーズの第２弾で、ソフトマター

（高分子、ミセル・液晶などの高次構造体、複雑流体、生

体系など）をベースにし、それらが特徴的なダイナミクス

を示すとともに、興味深い機能を現出する系の話題を様々

な分野から集め、139 名の参加者があった。次世代のソフ

トマターのダイナミクスは機能に繋がり、学術としても非

平衡系として興味深い研究分野であることを参加者は認

識することができた。 

2. 東大物性研究所短期研究会「機能物性融合科学研究会

シリーズ（３） 「反応と輸送」を物性研究所（千葉県柏

市）で 2015 年 6 月 24-26 日に開催した。横断分野型の融

合科学研究会シリーズの第 3 弾で、 (1)不均一系（表面、

界面）における反応と輸送、(2)固体内および界面におけ

る電荷・スピンダイナミクス、(3)原子やイオンの輸送、

(4)分子系における反応と輸送の４つのセションに 211 名

が参加し、熱い議論が交わされた。マルチスケール・階層
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的複合構造をもつ物質システムを俯瞰する基礎学理を構

築するためには、物理・化学・生物・計算科学・工学など

既存の学問分野に留まることなく、融合科学・学際科学を

構築することが必要であることが感じられた。 

3. The International Chemical Congress of Pacific Basin 

Societies (Pacifichem2015) に お い て 、 Functional 

Molecular Materials and Devices (#128 Symp.)をHonolulu, 

Hawaii (USA)で Dec. 18-20(2015)に開催した。分子性機

能物質と有機デバイスの研究は、世界中で行われている。

日本、欧州では、コンセプトを作る多様な基盤研究が進め

られているが、中国、韓国などのアジアではデバイス応用

を中心として研究が進められている。今後益々、エネルギ

ー、環境など、社会の課題解決を視野に入れた研究はニー

ズが高まるが、物質・材料から、実験的および理論的な機

能評価までシステム全体を理解する融合型の基盤研究が

重要となってきている。 

 

 

物理化学分野に関する学術研究動向 —光物理化学，

ナノ光科学における新領域の展開— 

岡本 裕巳（分子科学研究所光分子科学研究領域・教授） 

 

 本調査では，物理化学とナノ光科学，また広い化学の研

究領域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。 

 従来の限界を超えた，先端的な光の特性を用いるいくつ

かの方法が，物理化学分野にも取り入れられており，それ

が影響力のある研究領域として発展しつつある。回折限界

を超えたナノスケールの空間に局在した光を物理化学過

程に応用することは，先端的な研究分野として発展してい

るとともに，高感度化学分析法，医療応用を意識した研究

も展開しつつある。広い分野への応用に必要な柔軟性・汎

用性の高さ，簡便さの向上の試みが様々な観点とアプロー

チで検討されている。光の時間特性に関しては，フェムト

秒までの短時間パルスの分光学的な利用が，様々な目的・

系に適した手法の開発と応用に向かっている。ピコ〜フェ

ムト秒の時間領域で X線源，電子線源を発生させて，回折

法や電子顕微鏡法により時間・空間の両域で高い分解能を

持って計測を行う試みも注目されるが，現時点では非常に

限られた研究機関のみで可能で，広い分野に波及するには

時間を要すると思われる。また光の量子性に関わる性質を

活用する研究分野の萌芽が見られ，これらの物理化学分野

への波及効果は未知数であるが，これらも注視に値する。 

 キラリティの関わる物理化学関連研究では，光学活性の

関連する分光学的研究，キラルな構造を持つ物質の物性等

があり，ともに伝統のある分野である。前者では非線形・

時間分解分光法や，顕微鏡，ナノ光学的手法との組み合わ

せによる斬新な試みがあり，新たな研究領域の創出を期待

させる。また後者では，キラリティと磁性に関する研究に，

強相関電子系などの新奇な物質群の特徴を取り入れて新

しい磁性を開拓することや，ナノ光学との融合を模索する

動きなどもあり，新しい物質開発研究への波及効果が期待

される。 

 昨今の国際会議の発表の動向の中には，我が国で見出さ

れた独創的な研究領域の萌芽が，海外で大規模な人的及び

資金的基盤の上に大きく展開している例が，しばしば目に

つくように感じる。海外に波及することは重要だが，国内

でもそのような萌芽を大きく展開できるような仕組みが

今以上に望まれると感じている。 

 

 

無機物質化学、無機工業材料分野に係る学術研究動

向に関する調査研究～ハイブリッド材料、メソスケ

ール化学における新展開～ 

黒田 一幸（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

 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。特にハイブリッド材料、

メソスケール化学における展開について記す。 

 無機系およびハイブリッド系材料の注目すべき動向の

一つとして多孔質物質関連があるが、多孔性金属錯体の研

究が極めて多様に展開され、本物質系に特化した国際会議

も開催されている。吸着、分離、触媒などの応用に限定せ

ず、内部空間を活かした高分子の分子量制御、有機化学反

応制御、ナノメディシン応用など広範な展開が図られてい

る。組成面では有機骨格のみからなる多孔質物質の研究も
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進んでいる。また液相多孔体合成の報告もあり、固体系と

は異なる展開の可能性がある。ゼオライト研究では、ナノ

サイズ制御、新合成法の開発などが進んでいる。分離膜に

よる省エネルギーへの貢献も着実に進展している。 

 既存の材料系では到達しない物性への期待からハイブ

リッド材料の研究が続いている。ビルディングブロックア

プローチを用いたハイブリッド合成も種々報告されてい

る。組成のハイブリッドのみならず、ナノ粒子を含む形態

制御されたハイブリッド合成も進んでおり、構造、形態の

ハイブリッド化が進んでいる。 

 米国科学アカデミーから昨年出版された Mesoscale 

Chemistry: A Workshop Report は、米国においても当該分

野の重要性が意識され始めたことを示す。メソスケール化

学は multi-length scaleの化学創出を目指すものである。

スケールを意識した化学研究は勿論数多くあるが、従来以

上に multiscale を意識して研究方向を設定することは、

新たな学術創造に繋がる可能性を秘めている。生体模倣化

学はある意味でメソスケール化学の典型ともいえ、種々の

スケールでのデータを統一した新たな描像を生み出す可

能性も期待できる。 

 上述の諸分野は今後研究がさらに大きな拡がりをみせ

るものと思われる。 

 

 

生体関連化学分野に係る学術研究動向に関する調査

研究〜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。酵素研究をカバーする

学協会は極めて多岐にわたるが，5 年に一度ハワイで開催

される化学の祭典「 2015 環太平洋国際化学会議

（PACIFICHEM 2015）」では，Biologicalセッションの 1/3

以上が酵素に関するものであった。 

 新規酵素の取得に際しては，自然界からの生産菌の検索

が多く行われてきた。通常の土壌微生物以外に，極限環境

微生物，深海微生物，地殻内微生物など，酵素の分離源を

あげれば枚挙にいとまがない。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される。環境中の土壌試料等か

ら DNAを抽出し，メタゲノムから新規酵素（遺伝子）を検

索するという手法が，今後の新規酵素検索技術の中核とな

っていくことであろう。一方で，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うという，メタ

ゲノムとは対極的な手法にも注目が集まっている。 

 食品用途以外の産業用酵素としては，遺伝子組換え技術

を用いた組換え酵素が用いられることも少なくない。組換

え酵素生産の宿主としては，最も遺伝子発現系が充実して

いる大腸菌が一般的であるが，それ以外に糸状菌，酵母，

放線菌なども用いられる。また，組換え酵素の分泌発現目

的で，バシラス・ブレビスやコリネバクテリウム・グルタ

ミカムの系が市販されている。好熱菌由来の耐熱酵素や好

アルカリ性菌由来のアルカリ酵素は，大腸菌を用いて生産

されることが多い。一方で，高度好塩菌由来の酵素生産や

カロテノイド生産の宿主として，高度好塩菌の利用が注目

されている。 

 酵素は水溶性であるため，酵素反応は水溶液中で行うこ

とが常であった。近年，有機溶媒，超臨界流体，イオン液

体といった非水系溶媒中での酵素利用に関する報告が増

えつつある。酵素の各種非水溶媒耐性機構が解明されれば，

酵素の応用範囲が格段に広がることは間違いない。 

 

 

機能物性およびエネルギー関連化学分野に関する学

術研究動向－革新的機能性物質の創成に向けて－ 

加藤 昌子（北海道大学大学院理学研究院・教授） 

 

 複合化学分野は、低分子から高分子、生体関連物質に至

るまで種々の化学物質を合成、機能・物性の観点から広く

探求し分析する必要がある。本調査研究では、このような

広い視野での物質研究に焦点を当て、本担当者が専門とす

る無機化学、錯体化学、光化学を中心に、最新の学術動向

調査を行った。さらに複合化学分野の視点から、様々な取

組みが重要となるエネルギー関連化学、グリーン・環境化

学の動向にも注目して、学会、国際会議において包括的に

調査した。 
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様々な実験装置やソフトウェア等の進歩は著しく、例え

ば、Ｘ線構造解析による低分子の構造決定は、専門家でな

くても物質合成化学者が自身で気軽にできるようになっ

てすでに多くの実績を挙げている。最近では、光Ｘ線結晶

解析や時間分解ＸＡＦＳによる励起状態の構造追跡が注

目される。実験装置等の向上に伴って物質研究は加速化し

ている。一方で理論研究の発展はそれを上回る勢いで、物

質開発研究においても励起状態や反応の遷移状態などは

理論計算に基づいて議論することがほぼ必須になってき

ている。このような状況では、従来分野の区別はますます

薄れ、融合研究が重要となるとともに、新分野の創成を見

据えた研究展開が重要と考えられる。例えば、本調査研究

担当者の専門分野においては、近年、弱い刺激や環境のわ

ずかな変化に鋭敏に応答して発光や発色が変化するクロ

ミック結晶が次々と報告されている。このような現象は、

錯体化学、有機化学、結晶化学、物理化学の様々な分野か

ら同時多発的に見いだされており、物質研究手法の進歩と

無関係ではないことは明らかである。これらの興味深い現

象を上記のような最先端の計測法と理論計算を駆使して

解明されることにより、環境応答性材料としての発展も期

待され、新たな物質材料の学問分野も創成されることが期

待できる。 

 

 

高分子・繊維材料および有機ハイブリッド材料に関

する学術研究動向 

伊原 博隆（熊本大学大学院自然研究科・教授） 

 

 本年度は、ハイブリッド化・コンポジット化によるポリ

マー材の高機能化にフォーカスし、国内外の様々な学会や

国際会議等への出席ならびに研究発表を通じて近年の研

究動向を調査した。 

 ポリマー材料の進化の一翼を担っている技術の一つに、

汎用性ポリマーとフィラーと呼ばれる微粒子との複合化

技術がある。ポリマーに乏しい機能をフィラーのブレンド

によって補う手法であり、汎用性ポリマーをそのまま利用

できる点で優位性の高い技術である。中でも、光をエネル

ギー源とする物質変換やエネルギー変換のプロセスでの

利用を想定する場合、複合化材料の透明性の維持が必須と

なり、フィラーには光散乱性の少ないナノサイズの微粒子

が広く用いられている。その典型的な研究分野が高屈折率

材料である。一般にポリマー材料は柔軟性、加工性、透明

性に富むが、高屈折率化は難しく、原子屈折率の高い無機

材との複合化が必然的な改善策となっている。古くは光学

レンズの分野で開発が進められてきたが、近年では、太陽

電池やＬＥＤ、ディスプレイを始め、光導波路や反射防止

膜、分光フィルター等の分野において研究開発が活発化し

ている。原子屈折率の高い元素を含有するナノフィラーと

しては、ナノ粒子化技術が確立されている酸化亜鉛（ｎ＝

１．９〜２．０）やジルコニア（ｎ＝２．０〜２．２）、

チタニア（ｎ＝２．５〜２．７）が広く用いられている。

一方、ナノフィラーをポリマー中にブレンドする方法には

重大な課題が山積している。たとえば、材料のナノ化は大

幅なコストアップに繋がる。これに加えて、ナノ材料の多

くは高い比表面積を有し、これによって粒子間の自己凝集

が促進されるため、界面処理等による分散性の向上が必用

不可欠な開発要素となっており、しばしばこれが開発研究

の障壁となっている。このような現状から、ナノフィラー

は工業界だけでなく学術的な立場から大学や研究所等に

おいても活発に研究されている。この研究トレンドは我が

国を始め韓国や中国、台湾等、東アジア圏で活発であり、

関連する国際会議やセッションは年々増加している。その

一端は、最大の材料科学会の一つであるＭＲＳ（Materials 

Research Society）主催の国際会議に見られる。例年、春

季は San Francisco市（米国）において、また秋季は Boston

市（米国）において開催されているが、２０１６年から春

季開催場所が Phoenix市（米国）に移されている。年２回

の開催にも関わらず、毎回４０００人以上が参加し、東ア

ジア圏（あるいは米国在住の東アジア圏出身者）の参加が

目立つ。この国際会議は、多数の特設セッションから成り

立っている。ナノ粒子やナノロッド、ナノコンポジット、

ナノアロイ等をキーワードとして検索すると、多数のセッ

ションで関連発表が見られる。下記はＭＲＳ Ｓｐｒｉｎ

ｇ ２０１６での関連セッションの一例である。 

・Emerging Materials and Phenomena for Solar Energy 

Conversion 



平成 27 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（化学専門調査班） 
 
・Advancements in Solar Fuels Generation—Materials, 

Devices and Systems 

・Mechanics of Energy Storage and Conversion—Batteries, 

Thermoelectrics and Fuel Cells 

・ Hydrogen and Fuel Cell Technologies for 

Transportation—Materials, Systems and Infrastructure 

・Titanium Oxides—From Fundamental Understanding to 

Applications 

・Optoelectronics of Two-Dimensional (2D) Materials 

・Materials for Next-Generation Displays  

・Materials, Interfaces and Devices by Design 

 今後ナノフィラーに関する研究は益々活発化、深化する

と予想されるが、一次ナノ粒子の製造プロセスはもとより、

２次凝集の抑制、ポリマーコンポジット中での均質分散化

技術および分散状態の評価がより重要な研究課題となり、

近い将来、様々な分野でポリマー複合材料が重くて脆いガ

ラス材料に置き換わる日が到来することを願っている。 

 

 

高分子・繊維材料、エネルギー関連化学およびデバ

イス関連化学分野に関する学術研究動向 －高分子

化学と他分野の境界領域における新たな潮流と展開

－ 

大西 敏博（大阪大学太陽エネルギー化学研究センター 

特任研究員） 

 

 高分子・繊維材料、ナノ材料や有機・無機ハイブリッド

材料に根差したデバイス関連化学、およびエネルギー関連

化学の分野において、材料研究、機構解明、および素子構

築プロセス等について最新状況の調査を行った。学会・講

演会への参加による調査、所属機関の職員を代理にして、

国内外の学会や著名な研究者から直接最新の研究動向を

調査した。さらに学生にも太陽電池に関する新しい潮流に

ついて調査をまとめてもらい、最新の学術動向を調査した。 

最近の動向を把握するために、有機デバイス関連化学に

ついて SCOPUS検索を行った。有機薄膜太陽電池では、2015

年は若干論文数は減少したが、3000件以上であり、依然高

い論文が発表されていた。一方、ペロブスカイト系の太陽

電池では、2015年は前年に比べて、倍増以上の論文が発表

されていた。有機トランジスタ、有機エレクトロルミネッ

センスに関する論文は 2015年はいずれも 2400件程度あり、

論文数は高止まりしている。しかしながら、いずれの分野

とも論文数では、中国、米国に大きく引き離されている。

国内では基礎研究から応用・実用化開発まで多くの研究者

がいる分野であるので、関連する分野・細目は維持すべき

と考える。 

有機太陽電池は粘り強く材料開発が継続されており、１

０％以上の変換効率が多くの研究機関で報告されている。

学会での発表件数は多く、関心は高いレベルに留まってい

る。新しい潮流として、ペロブスカイトへの関心は急激に

高まっている。 

太陽電池全体としては、新しい材料の開発をされている

一方、系統連系への接続に制限があることから、オフグリ

ット用途として、水素製造や炭酸ガスの還元など、化学エ

ネルギー変換などへの関心が再燃している。 

 一方、カーボンナノチューブ（CNT）高純度の半導体性

の CNTの製造方法が開発され、今後応用展開されると期待

される。有機 EL 関連材料では、熱活性遅延蛍光材料への

関心が高く、活発に大学や企業で研究されていた。また、

バイオミメティックの分野への関心も高まっている。 


