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総合系領域分野に関する学術研究動向及び学術振興

方策 

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、情報学や総合系領

域分野でホットな研究テーマとなっているビッグデータ

サイエンスやモノのインターネット（Internet of Things 

(IoT)）、セキュリティ、エッジコンピューティング、環境

センシング、スマート社会、医療・ライフサイエンスなど

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、分散システムやユビキタスコン

ピューティング、信頼性保証技術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。 

 情報学分野では、近年 AIやビッグデータ、IoT、セキュ

リティ関連研究の推進が謳われてきている。10年後には１

兆オーダーのセンサーが都市環境を知的にセンシングす

るトリリオンセンサー社会が到来すると予想されている。

トリリオンセンサー社会では、人、車、センサー、機械な

どから連続的に湧出されるセンシング情報を活用した新

たな都市基盤が構築されようとしている。本学術研究動向

調査においては、これらの技術分野に関連する国際会議や

シンポジウムに出席し、最新の研究動向や注目すべき研究

テーマなどの動向調査を行うと共に、関連分野の研究者か

らの情報収集・意見交換を行った。ICT 技術を活用した総

合系領域分野では、スマート社会の構築やスマートグリッ

ド研究などの分野で先進的な研究成果をあげている欧州

の研究機関を訪問し、スマートシティや都市のエネルギー

削減に関連する研究課題について、当該研究所の研究者ら

と集中的に意見交換を行った。 

 学術振興方策の調査研究においては、米国 NSF主催のワ

ークショップに出席すると共に、EUの FP8の研究助成に関

与している研究者を訪問し、関連部門のプログラムディレ

クターやファンドディレクタと意見交換を行うことで、欧

米における情報学分野や総合系領域の研究助成の方法や

学術振興方策、学術の国際交流の取り組みなどを調査研究

した。 

 

総合系分野（とくに環境学）に関する学術研究動向

及び学術振興方策―総合系分野における学融合・国

際化の動向― 

恒川 篤史（鳥取大学乾燥地研究センター・教授） 

 

 環境分野においては、2015年は以下の２点において重要

な年であった。 

 第一に、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ／

SDGs」の採択である。2015年の 9月 25日～27日、ニュー

ヨーク国連本部において開催された国連サミットで「持続

可能な開発目標」(Sustainable Development Goals: SDGs)

を中核とする「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

が採択された。持続可能な開発目標 (SDGs) は、2015年を

目標年次としたミレニアム開発目標（MDGs）の後継の開発

目標であり、2030 年を目標年次として 17 の目標と 169 の

ターゲットから構成されている。今後、17の目標と 169の

ターゲットについて、それらを具体的にどのように計測し、

どのように報告をしていくのか、それらの詳細が検討され

ることになり、研究者の貢献も求められる。 

 第二に、「パリ協定」の採択である。2015 年の 11 月 30

日～12 月 13 日、フランス・パリにおいて、国連気候変動

枠組条約第 21回締約国会議（COP21）が開かれ、新たな法

的枠組みとなる「パリ協定」を含む COP決定が採択された。

これまで 2020 年までの枠組みとして「京都議定書」があ

ったが、「パリ協定」は 2020年以降の地球温暖化対策を定

めるもので、京都議定書が先進国に対して温室効果ガス排

出の削減を義務づけるものであったのに対し、パリ協定で

は途上国を含むすべての国が参加する枠組みとなってい

る。今後、日本を含む世界の国々は、気候変動と経済成長

の両立の鍵となる革新的技術の開発や、低炭素技術の開

発・普及等を通じて世界全体の排出削減を実現していかな

ければならない。また地球規模の気候変動観測や将来の気

候変動の予測等、科学的知見を社会に発信していくことが

求められている。 
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知覚情報処理分野にかかる学術研究動向に関する調

査研究－国際会議 ICDAR, UbiComp/ISWC, ISMAR, 

ACPR 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) 国際会議参加等から得た知見 

 知覚情報処理分野の国際会議として文書解析認識に関

する国際会議（ICDAR）,アジアパターン認識会議(ACPR)の

２会議に参加した．前年に他の会議でも経験したことであ

るが，両会議とも，深層学習に代表される機械学習ならび

にその適用が，参加者の興味の中心にあった．その理由は

やはり性能差にある． 

 周辺分野の動向を探るために，昨年度に引き続き，ユビ

キタス＆ウエアラブルコンピューティング分野の主要会

議である UbiComp/ISWC に参加した．知覚情報処理の分野

とは異なり，この分野では深層学習に代表される機械学習

技術の導入は端緒についたところではあるものの，最優秀

論文賞の一つはそのような手法に与えられていることを

考えると，今後，適用は加速されるものと思われる．また，

UbiComp/ISWCと ISMARの双方で共通して重要な点は，人の

状態のセンシングとそれに基づくサービス提供が注目さ

れていたことである．UbiComp ではスマートフォンの利用

履歴から人の退屈さをセンシングする研究，ISMAR では人

の目の動きを利用して拡張現実を提供する技術が発表さ

れていた． 

 また，ドイツの人工知能研究センター（DKFI）とマレー

シアの電子システム研究所(MIMOS)を訪問し，研究動向を

調査した．DFKIでは，機械学習とビッグデータを組み合わ

せて実現された感情解析の技術を紹介された．これは画像

に対してそれを形容する単語（形容詞）を自動的に選択す

るものであり，この分野の技術の進展を感じることができ

た．一方，MIMOS ではアフリカ諸国との研究協力を積極的

に行っていることを知り，我が国でも今後重要になってく

る方向性の一つであると感じた． 

 

(2) 若手研究者育成 

 若手研究者を育成するためには，学部学生や修士課程学

生を対象とした留学や国際会議発表をさらに促進すべき

である．これは，諸外国にはあまりない我が国に特徴的な

取り組みである．若いころから国際的な環境で様々な国々

の人と交わって研究する環境が実現できれば，国際化が加

速されるものと思われる． 

 

 

情報・物理セキュリティ分野に関する学術研究動向  

― 自動運転システムに求められるセキュリティ 

松本 勉（横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授） 

 

 自動運転、自動走行を実現するために不可欠である情

報・物理セキュリティ技術に関する調査研究を行った。こ

れまで安全運転支援システムが実用化され自動車に導入

されてきたが、将来、自動運転での走行が健全に実現でき

るためには、従来とは「格の違う」情報・物理セキュリテ

ィ技術の活用が見込まれる。自動運転においては、車車間

通信、路車間通信、歩車間通信などの通信や、クラウド（デ

ータセンタ）との連携などによる、車と外部との間のデー

タ授受が必須であることから、外部から自動車内部の制御

系ドメインに向かう未知の不正な通信の検出と防御が必

要であることは既に指摘されており、技術的検討が深まっ

ている。また、電子制御ユニット（ECU）間を繋ぐ車載ネ

ットワークにおけるセキュリティが重要であることも広

く把握されている。一方、自動運転においては、人間の代

わりに、いわばロボットが運転を行うことになるため、ロ

ボットの目や耳に相当するセンサからの環境情報や車内

情報の取得に係るセキュリティも考慮する必要がある。こ

のようなセンシングに係るセキュリティ、すなわち「計測

セキュリティ（Instrumentation Security）」は、自動走

行に限らず、あらゆる技術領域においてニーズがあり重要

であるにもかかわらず、これまで十分に研究がなされてい

ない。言い換えれば同分野は極めて魅力的な研究分野であ

る。この事実を指摘し、計測セキュリティに関する具体的

な研究項目を提案した。また、計測セキュリティを一項目

としてカバーする学術的な組織「ハードウェアセキュリテ

ィ時限研究専門委員会」を電子情報通信学会に 2016 年 6

月に立ち上げる目途をつけた。 
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計算機システム分野に関する学術研究動向 -ハード

ウェアの信頼性・安全性に関する新たな展開- 

井上 美智子（奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究

科・教授） 

 

 半導体プロセステクノロジーのさらなる発展が、ハード

ウェアの信頼性・安全性に影響を及ぼし、その対策が研究

されている。 

 半導体プロセステクノロジーが発展することで、LSI の

高性能化・多機能化が加速し、医療装置、自動運転など、

高度な安全性が要求されるアプリケーションでの LSIの利

用が拡大している。一方、トランジスタといった個々の素

子レベルでは、微細化により信頼性が低下し、経年劣化に

よる障害等が懸念されている。LSI の信頼性は、一時的な

誤りであるソフトエラー対策が主であり、永久的なハード

ウェア自体の故障には出荷時の厳しい検査で対処してい

た。しかし、経年劣化により出荷後に顕在化する故障は出

荷検査だけでは防ぐことができず、信頼性確保には新しい

技術が必要とされている。経年劣化に関しては、HCI(ホッ

トキャリ注入), NBTI（負バイアス温度不安定性）, TDDB

（酸化膜経時破壊）など、様々な劣化メカニズムが解明さ

れてきて、それらを個別または統合的に扱う信頼性手法が

研究されている。 

 暗号回路など、システムの安全性のため LSIが広く使わ

れている。そのため、暗号回路の秘密鍵の保護など、LSI

には高度な安全性が要求されている。また、LSI の設計・

製造プロセスが複雑化しコストが増大している。低コスト

化のために、一部の工程のアウトソーシング化がなされ、

ハードウェアであってもトロイ回路と呼ばれる誤動作や

情報漏洩を引き起こすための悪意のある回路の混入が懸

念されている。そこで、設計工程、製造工程で混入された

トロイ回路の検出技術など、安全性のための新しい技術が

要求されている。トロイ回路は、誤動作や情報漏洩を実行

するペイロード回路とペイロード回路を起動するトリガ

回路から構成される。一般に、トリガ回路は特定の条件で

しか作動しないためその検出は困難な問題であり、それを

解決するための様々な研究が行われている。 

 

環境技術分野にかかる学術研究動向に関する調査研

究―米国の水環境技術関連の研究動向を中心にして 

松井 佳彦（北海道大学大学院工学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

環境技術，特に「水」に関する環境技術研究が最近，活

発に行われている。これらの研究内容，研究成果を学会発

表や学術誌などから調査し，国内の学術研究動向や，研究

の課題設定，最新の研究動向や注目すべき研究例などを調

査した。これらの内，米国 Water Quality Technology 

Conference に出席し水質関連の研究動向を調査した結果

の概要を報告する．特別セッションやワークショップとし

ては，以下の課題が設定されていた．① Cyanobacteria 

identification,toxin detection, methods and treatment．

② Cyanobacteria and cyanotoxins: revieweing the state 

of cyanotoxins and treatment challenges through 

experience．③ Beyond fear: communicating risk related 

to drinking water contaminants．④ Water treatment with 

superfine powdered activated carbon for organic 

removal．⑤  Lead and cupper rule compliance．⑥ 

Strontium health effects, occurrence and treatment．

⑦ Opportunistic pathogens in distribution systems and 

premise plumbing．その中で，⑥と⑦について着目したい．

⑥：米国環境保護庁（USEPA）では 2013年からストロンチ

ウムに関する調査を始めているが，その理由は健康影響指

標となる濃度値が 4 mg/Lから 1.5 mg/Lの低い値に再設定

され，4.9％の水供給システム（主に地下水を水源として

いる）の最大濃度は指標濃度超過となり，Strontium を基

準化するかに関する検討結果が議論されている．さらに，

水処理性等についても並行して検討が進められ，陽イオン

交換や逆浸透膜（RO）などの膜分離処理，粉末活性炭吸着

の他に硬度除去のための石灰軟化などが研究対象になっ

ている．⑦：先進国では家屋内配管内のバイオフィルム内

に生息している病原微生物が日和見感染症の主原因にな

っていることから，調査，対策に関する研究が進んでいる．

今後の欧米が特別セッションやワークショップとして取

り上げるような研究課題を日本においても見出し，研究を

支援して行くことが望まれる． 
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また，学会誌等の特集記事のテーマから着目すべき動向

は，マンガンのリスク評価と制御である．飲料水中のマン

ガン濃度は着色などの受容性の観点から水質基準が定め

られてきたが，近年の北米における健康影響研究が引き金

になり子供の神経毒性が議論され，それに伴って実態調査

や水質制御関連の研究も行われるようになっている． 

昨年度まで米国の水環境技術関連の研究動向を米国科

学財団(National Science Foundation, NSF),水研究財団

(Water Research Foundation)などで進行中のプロジェク

トについて調査し，当該専門分野における新たな研究領域、

融合的な研究分野や複合的な研究分野、今後重要性を増す

と思われる研究分野等について考察したが，直近のプロジ

ェクトとして，シェールオイル・ガス採取に伴う廃水処理

の研究が活発に行われていることもあげておく．例えば，

NSF 関連では，2014 年より Scalable Manufacturing of 

Nanostructured Membranes for Fracking Wastewater 

Treatmentがスタートしている．  

 

２．その他 

なし 

 

 

環境学分野に関する学術研究動向－持続可能な社会

構築のための水・物質循環と水資源・環境研究の役

割‐ 

小野寺 真一（広島大学大学院総合科学研究科・教授） 

 

 今回は、(1)水循環・物質循環および水資源・環境に関

わる研究について、国際誌のレビューを行い、国際的に評

価の高い最近のトレンドおよび今後の分野横断的な新規

の方向について調査し、(2)主要な国際会議をレビューし、

そこで注目されている最新のトレンドを調査するととも

に、若手研究者育成のための取り組みについても明らかに

し、(3)国内学会の学会誌および学会のレビューを行い、

国際的にも評価されている日本独自のトレンドを調査す

るとともに、その開催状況やキャリアパスへの取り組みに

ついても現状と課題を明らかにし、(4)本分野における研

究費獲得状況、特に科研の系・分野・分科・細目の調査分

析を行い、その動向を確認した。 

以上の結果、主に Nature 誌について関連の水環境・水

資源・物質循環というキーワードで環境分野についてみる

と、全体に対する割合は主要とはいえないものの、掲載数

は伸びてきているといえ、世界的には進歩してきた分野で

あると評価できる。特に、国際会議の場においては、環境

学分野で分野横断的な研究や文理融合的な研究の進捗が

確認できた。特に、環境経済学や政策的な内容など社会実

装をイメージできる研究が増えてきた。また、本分野にお

ける若手育成に対する支援は、科研費の若手サポートと同

様に、国内外ともに 10 年前に比べると明らかに進化して

いきたと評価できる。その一方で、科研費の環境分野につ

いては、創設された当時の分科・細目・キーワードに関す

る分野融合・横断的な趣旨が十分理解されているとはいえ

ず、世界的な論文数の傾向とは対照的で、基盤 Aの応募数

は伸び悩み依然として既存分野で申請されていることが

予想される。そのため、さらなる広報が必要であり、加え

て新たな枠組み（特設分野）の創設などへの着手も重要で

あると考える。 

 

 

ナノ材料工学分野に関する学術研究動向－新しいナ

ノ磁性デバイスとその微細構造解析手法－ 

喜々津 哲（(株)東芝 研究開発センター・研究主幹） 

 

ナノ・マイクロ科学/ナノ材料工学領域における磁性デ

バイスやスピントロニクス技術に関して、国際会議および

国内の研究会等に参加して新規デバイス技術やその新た

な応用に向けた研究動向を調査した。特に、近年関心が高

まりつつあるヘルスケア分野に対して、ナノ・マイクロ科

学やスピントロニクス技術が展開されている状況を調べ

た。また、高密度磁気記録技術は、ナノメートルサイズの

微細構造を持つ記録媒体・記録ヘッド・再生ヘッドの集積

技術であり、最近はこれに近接場素子を導入してナノメー

トルレベルの加熱を行う熱アシスト記録技術の実用化に

向けた開発が盛んである。この技術の状況も調査した。 

ヘルスケア分野といった新しい技術・応用に対しては、米

国は大学横断の国家プロジェクトを行うなど活発なアク
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ションを行う傾向があるため、米国での情報を収集すると

ともに、アジアや欧州での萌芽的研究も把握することに努

めた。 

 高齢化が全世界で進んでいることもあり、ヘルスケア応

用のデバイス開発は、デバイス、システム、アプリケーシ

ョンの各レベルで活発になっている。この分野に対するス

ピントロニクス技術の展開としては、特定の抗体を付与し

た磁性ナノ粒子を使ったタンパク質検出デバイスが従来

から検討されてきているが、その技術の高度化とともに、

HDD 技術を応用した高感度磁界センサーを使って生体磁界

(脳磁界や心磁界)を計測し、MRI や脳波計では得られない

情報を得ようとする試みが盛んになってきている。米国で

は、ナノ・マイクロ機械デバイス(N/MEMS)の分野のヘルス

ケア向け展開が進んでおり、デバイスだけでなく得られた

大量のデータをビッグデータ解析する試みが分野横断の

大きな国家プロジェクトとして動いている。日本では、日

本磁気学会で高感度磁界センサーの研究会が立ち上がり、

日本発祥の技術である MI(Magneto-Impedance)素子やフラ

ッ ク ス ゲ ー ト セ ン サ ー 、 あ る い は TMR(Tunneling 

Magneto-Resistance)素子を使った、小型高感度な磁界セ

ンサーの報告が多くなされている。 

 

 

ナノマイクロシステム分野に関する学術研究動向-

マイクロ化学システムの進展 

高村 禅（北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエ

ンス研究科・教授） 

 

 当該学術分野は、生命や医療といった大きな社会的課題

と密接に関連している研究も多く、変化も激しいため、国

際的な研究トレンドを 把握しておくことは重要と考える。

本年度は、当該分野における代表的な学会に参加し、その

発表動向を調査し、またキーパーソンにインタビューする

ことで、海外の研究環境や予算の状況を調べた。ナノマイ

クロシステム分野は比較的新しい学術研究分野であるが、

大きく取り上げられるようになってから 10 年以上経ち、

研究内容も変化してきている。特に、マイクロ化学システ

ム領域は、以前は基礎的な現象解明、技術開発に関する研

究が多かったが、昨今はそれらを使って何を解決するか、

社会ニーズに根差した一課題に取り組む応用研究が目立

ってきている。 

生命分野に関連した最も大きな国際会議であるThe 19th 

International Conference on Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences （化学と生命科学のための

微小化システム国際会議）では、 3D printing や

Paper-based Microfluidics, Paper-based Assay 等の新

しい技術に関する口頭発表セッションが新設され、また応

用分野では、Spheroids on chipや Yeast & Worm Analysis

など、より大型の構造物や小動物へ、研究のトレンドがシ

フトしていることが伺えた。また、主に電子デバイスの研

究者が参加する 2015 International conference on Solid 

State Devices and Materials （固体素子および材料に

おける国際会議）では、デバイス開発に結び付けた高度な

技術開発に関する発表が主であった。その分、実用化まで

には時間がかかるものも多いが、日本の強みである半導体

技術に根差した学術的に新しい試みが多くみられ、将来の

応用研究の芽を育む上で重要と感じた。 

 

 

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 

成瀬 恵治（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・教授） 

 

 生体医工学学会の定款には"本会は、生物学における電

子工学、機械工学などの方法、および工学における医学、

生物学的知見の応用に関する研究の発展、知識の交流およ

び社会における事業の振興をはかることを目的とする" 

とあるように、総合的な学問領域である。現在生体医工学

学会ホームページに広範なキーワードが掲げられている

が、この数年はほぼ同じであった。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、最新の展示会からヒントを得ること

が重要である。そこで、国外学術研究動向として米国、特

に東海岸は肺メカニクスの権威であるボストン大学

Biomedical Engineering の Suki 教授の講演会を主催しデ

ィスカッションを行った。また西海岸は B-Bridge 
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International社、OAS Design Group/Create Technologies

社、Anacor Pharmaceuticals 社など CEO・CSO とのディス

カッションを通じシリコンバレー界隈の動向に関して調

査した。また学会としては 8th FAOPS Congress にてオセ

アニアにおける生体医工学分野に関する動向を調査し、

60th Annual Meeting Biophysical Society にて Prof. 

Borris Martinac 等とメカノバイオロジー関連のディスカ

ッションを行った。企画としては、第 54 回日本生体医工

学学会、第 53回日本生物物理学会年会、第 93回日本生理

学会大会においてシンポジウムをオーガナイズし座長と

して専門家による最新のデータの発表・討論を行った。展

示会などでは MEDTEC Japan 2015にて医療機器・医工学関

連の要素技術・システムに関する最新情報、特にナノ・再

生 医 療 に 関 す る 情 報 を 中 心 に 収 集 し 、

TECHNO-FRONTIER2015 にて生体医工学関連製品の基本構成

部 品 に 関 す る 最 新 情 報 に 関 す る 情 報 収 集 し 、

INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2015 にて健康・医

療・福祉に活躍する看護・介護ロボットに関する情報収集

を行った。 

 

 


