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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） 

 

 物質科学の基幹をなす化学が関連する分野は極めて多

岐にわたっている。中でもキラリティ（不斉）は、化学や

物理、薬学や農学、医学、工学や高分子を含む有機・無機

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。一方、高分子材料は、多く

の学問分野で日常的に使われている基盤材料でもあり、そ

の精密合成技術とバルクでの構造制御技術の開発は、ナノ

テクノロジーやバイオサイエンスを格段に進展させる上

で重要である。以上を踏まえ、7 月に Sydney で開催され

た IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry、

続いてソウルで開催された The 11th International 

Symposium on Macrocyclic and Supramolecular 

Chemistry、8 月に Philadelphia で開催された The 252nd 

American Chemical Society Meeting の「A Materials 

Genome Approach to Materials Structure and Function」

セッション、翌年 1 月と 2 月には、中国の Sanya と天津

でそれぞれ開催された有機化学、超分子と高分子材料全般

に関わる国際会議に参加した。特に、2017 年 2 月に天津

で開催された国際会議は、2016 年に分子マシンの開発で

ノーベル化学賞を受賞した J. Fraser Stoddart 教授のお祝

いを兼ねた会議でもあり、他の 2 名のノーベル化学賞受賞

者を含め、世界中から多様な化学分野を代表する研究者が

集まった。多くの講演でキラリティが研究の中心になって

いることを再認識するとともに、高活性不斉触媒反応の開

発、基盤表面での分子の精密キラル配向、複雑な構造を有

するキラルな超分子の合成、構造と応用、らせん構造を有

する人工タンパク質や人工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ことを実

感した。超分子化学分野でも、これまでの単なる合成から

機能、特にケミカルバイオロジー分野への応用に向けた研

究が加速されていることも見てとれた。Stoddart 教授の分

子マシンに関連した研究でも、一方向に回転運動する分子

の合成とその直接観察など、分子マシンを実用に供するに

は、一分子の構造とその動きを直接可視化可能な高度な分

析手段の開発とキラリティの制御が不可欠であることも

分かった。国内外の多くの会議やシンポジウムに参加し、

不斉合成やらせん高分子研究を含むキラルに関する研究

が、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、昨年同様、アジア、特に中国の研究

者の講演内容はその量と質ともに格段の進歩を遂げてい

ることを改めて感じた。 

 一方、2016 年 7 月に、日米を代表する若手研究者、世

界的にも著名な高分子科学者が一同に介する高分子合成

と応用に関する日米セミナーを北海道のニセコで開催し

た。日米からそれぞれ 18 名が講演をし、日米の企業から

の参加者 20 名らとともに 4 日間、講演会場と同じホテル

に寝泊まりする合宿形式の本セミナーは、通常の国際会議

とは異なり、食事中も含め熱い議論が交わされるなど、今

後の国際共同研究や学生の留学のきっかけにもなる実り

の多いセミナーであったと言える。講演内容は多岐にわた

るものの、高分子の精密合成ならびにそれを可能にする重

合触媒の開発、高分子の自己組織化と応用など、高分子科

学分野では若手も含め、日米双方が世界のトップランナー

であることを実感した。ただ、米国側の研究の多くが企業

からの支援を受けての研究である点が印象に残った。研究

費を公的機関から獲得する難しさと常に応用に向けた研

究を企業と積極的に推し進める米国流の研究スタイルを

反映していると言える。 

 

 

「化学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策」 

―分子組織化学の環境・エネルギー関連分野におけ

る学術動向と学術振興方策― 

君塚 信夫（九州大学大学院工学研究院・教授） 

 

本調査研究では、分子の自己組織化をキーワードに、再

生エネルギー､なかんずく太陽光の利用技術（太陽電池､光

触媒､光エネルギーの分子貯蔵）に関し､新たに生まれつつ

あるエネルギー変換科学分野の動向を対象とした。

Chalmers 工科大学（スウェーデン）において開催された

The 1st International Symposium on Singlet Fission and 

Photon Upconversion- Emerging Solar Energy 

Technologies- (ISPF2)においては、太陽電池の高度利用

に資することが期待されるフォトン・アップコンバージョ

ンとシングレット・フィッション分野における世界トップ
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レベルの研究者が一同に介し、最新の成果の紹介と今後の

方向に関する議論がなされた。1960年代初頭に見いだされ

た三重項―三重項消滅(TTA)機構に基づくアップコンバー

ジョン(TTA-UC)には、次の未解決問題がある。１）限られ

たアンチストークスシフトと波長範囲、２）分子拡散機構

の問題、３）酸素による励起三重項の失活。１）－３）の

問題のうち、近赤外→可視光領域のアップコンバージョン

手法として、C. J. Bardeen 、M. A. Baldo らのグループ

により、半導体ナノ粒子を三重項増感剤とする報告がなさ

れ、850nm より長波長の光を 568-612nm 域にアップコンバ

ージョンできている。量子収率が 0.01-1.2%と低く、数十

W/cm2 の強い励起光が必要であるなど、改善すべき問題点

も多いものの、今後、フォトン・アップコンバージョンと

ナノ材料科学の融合が進むことは明白である。一方、２），

３）の課題については、筆者らが、アクセプター分子の自

己組織化系において、三重項エネルギーマイグレーション

機構に基づく TTA-UC を、太陽光レベルの低強度励起光下

で達成した。また酸素ブロック機能を有する分子組織体を

開発し、大気下での TTA-UCも実現した。ISPF2では、さら

に高分子ゲル中における分子拡散型 TTA-UC（Y.C. Simon）、

高分子エラストマー中において量子収率 21%を観測した例

（A. Monguzzi）、フォトクロミズム色素を用いて TTA-UC

を光制御した例(J. Zhao)など、高分子化学や有機光機能

材料との融合によるフォトン・アップコンバージョン材料

が発表されていた。諸外国において、従来の光物理化学研

究者と、合成化学、高分子化学分野の研究者による分野融

合が進んでいる一方、我が国では各分野の研究者の連携に

基づき、未開拓領域を攻める戦略性において課題を残すよ

うに思われる。 

 

 

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） 

 

国連の「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を

見ると、有機合成化学の分野からは、医薬、農薬、有機機

能性材料（とくにエネルギー関連）の開発が求められてい

る。それら有機化合物をできるだけ環境に影響を与えずに

合成するためには、有機金属錯体を用いる均一系触媒反応

の果たす役割は大きい。本調査研究では、「有機金属化学

と有機合成化学の境界領域」の最新の研究が発表される国

内外の学術集会に参加し、この分野の新たな潮流、動向を

調べた。 

 平成２８年度は、国際学会は２学会に参加して研究動向

を調査した。精密化学品と触媒に関する国際会議(C&FC)が

２－３年おきにアジア各地で開かれている。台北で 11 月

10 日-14 日に開催されたこの C&FC2016 に出席した。参加

者は、台湾のほか、中国、韓国、日本、シンガポールなど

近年、報告がさらに増えているアジアからが大半である。

この分野では、遷移金属触媒を用いる C-H活性化や C-C結

合切断を基盤とする炭素－炭素結合形成のほか、Lewis 酸

触媒、有機分子触媒に関する研究が依然として多い。また、

それらの複合利用による協働作用のほか、光をキーワード

とするいくつかの研究が全体講演、基調講演として選ばれ

ており、この分野での関心がとくに高いことがわかる。国

内で開催された国際学会として、京都で開催された第 20

回均一系触媒国際会議（ISHC20）7月 10日-15日にも参加

した。この学会には、国内からは大学だけでなく企業から

の参加者が多い。これら国際会議で気になったことは、研

究資金の配分が影響しているためか、韓国や台湾では材料

化学などの応用分野研究に重点が置かれており、その基礎

である有機合成化学、有機金属化学の純粋な研究が少なく

なっている点である。そのほか国内の学会としては、有機

合成化学セミナー（プレセミナーを含む 9/5-9/8、北海道

ニセコ）、第 63回有機金属化学討論会（9/14-16、早稲田

大学）、日本化学会第 97 春季年会（3/16-19、慶応大学）

に出席し、有機金属化学、錯体化学、有機合成化学分野の

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２８年度は、分子性機能物質および生体系機能物質

について、国内・国外の会議への出席、および研究会・セ

ミナーの開催で、動向を調査した。  
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分子を基盤とした分子性機能物質分野において、電気伝導

性、磁性、誘電性などを有する分子性物質の開発、物性・

機能性の研究は日本が先導する分野である。その研究の流

れの中、「導電性高分子」が発見され、白川秀樹教授がノ

ーベル化学賞を受賞されている。低分子結晶を舞台として、

基礎的な構造と物性の調査により、機能創出の概念が確立

し、それを高分子などに適用して、有機エレクトロニクス

として展開されている。 

分子性機能物質中、強誘電性に関しては、高分子の PVDF

（ポリフッ化ビニリデン）が有名であるが、分子の双極子

モーメントを電場反転させるため、大きな抗電場が必要で

あった。近年、電子ドナー・アクセプター型強誘電体や、

酸―塩基型強誘電体など、多様な有機強誘電性結晶が開発

された。イミダゾール誘導体の水素結合超分子においても

強誘電性が発見され、室温プロセスで、抗電場の低い強誘

電性薄膜が開発された。このような物質科学の展開に合わ

せて、強誘電性の電場応答をオペランドで見るドメイン工

学も発展している。強誘電体は、焦電性を利用した高感度

のセンサーや、圧電性を用いたアクチュエーター、光学素

子と応用範囲は大変広く、今後化学、物理、工学分野の連

携で、有機強誘電体の発展が期待できる。 

生体系機能物質として、光応答性のタンパク質であるロ

ドプシンは、中心のレチナール分子が光を吸収し、そのエ

ネルギーでタンパク質の中をイオンが一方向で輸送され

る光応答性のイオンポンプ機能を有する。これまで、プロ

トンポンプが知られていたが、近年、深海生物の細菌性ロ

ドプシンからナトリウムポンプなど多様なイオン輸送機

能が発見され、その機構が解明されている。さらに、タン

パク質中のアミノ酸を変異することにより、カリウム、ル

ビジウム、セシウムポンプまで作り出されている。またこ

のような光応答性のタンパク質をネズミの神経に埋め込

むことにより、光を当てて、神経伝達のパルス、ひいては

動物の行動を制御するオプトジェネティクス（光遺伝学）

分野に発展している。機能性タンパク質が大きく発展した

のも、そのタンパク質の結晶構造の解析の成功や、変異タ

ンパク質を調整する技術の向上など、化学ばかりでなく、

生物や工学分野への広がりであることが、調査により明ら

かとなった。 

 

 

無機化学、機能物性化学分野に係る学術研究動向 －

無機固体材料の合成分野と評価分野の連携研究の現

状と今後の展望－ 

島川 祐一（京都大学化学研究所・教授） 

 

 無機固体材料に関する研究は、化学分野においては、合

成手法の開発を含めた物質・材料合成が主となるが、構造

評価や物性評価を含めた関連分野との連携が極めて重要

となってきている。今年度、日本化学会、日本物理学会、

応用物理学会、セラミック協会などの学会発表で目立った

のは、「物質合成と情報科学の接点を探る」という企画が

多かったことである。近年の計算機の大幅な能力向上を背

景に、マテリアルズインフォマティックスや機械学習をキ

ーワードとして情報学の手法を材料開発に活かすための

方策を多くの分野が模索している。実際に日本では、電池

寿命を大幅に伸ばすリチウムイオン電池の電極材料の設

計開発（京都大学、東京工業大学）などの報告もあり、既

に成功例として大きな注目を集めている成果もあった。物

質構造と物性を機会学習で結びつけることは、ある意味で

これまでにない視点からの物質合成と特性評価の接点と

も言え、間に化学や物理が介在しない状況での材料開発と

いう観点では、新しい物質合成を提案する手法として非常

に興味深いものがある。また、合成物質の評価に情報学的

な手法を用いるという方向性にも新しいものがあった。コ

ンビナトリアルのような手法による一括合成実験に対し

て、大量の評価実験データを効率的に処理することで実験

効率の大幅な向上を目指している。現実的な材料開発のた

めの「時間」と「手間」を省くための効率的な『大規模シ

ミュレーション』に近い手法ともいえる。将来的には、安

全上の問題などで実験がしにくい分野の物質に関する情

報を AI で予測したり、これまでにない大きなスケールの

化学プラントなどの最適設計を行うなど、「安全性」や「大

型化」を目指すための手法としても使われていくことが容

易に想像される。無機材料研究分野における AI や機械学

習の活用は始まったばかりではあるが、進展の速い領域な

ので引き続き今後の動向には注意を払っていく必要があ

る。 
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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等に出席し，学術分野

の動向を調査した。 

 分子の特性を研究する分光手法として，時間，周波数，

空間，強度などの極限条件下での挙動を追求する実験法が

従来から発展を継続し，成果を上げている一方，それとは

異なる方向性として，分子のシステムとしての挙動を解明

する先端的な計測を開発・活用しようという試みが広がり

を見せはじめている。分子システムの機能は単一分子の機

能の単なる加算とはならず，分子の特性が複雑に絡んだ結

果として生まれる。このようなシステムの挙動を解明する

手法を模索する動きが，将来的に物性化学，化学反応学，

ナノ化学，生体分子化学などの分野に波及すると考えられ

る。その方法論が体系的に展開するかどうかは，今後の課

題であろう。 

 化学において分子のキラリティは古くから現在に至る

まで重要な研究対象であるが，最近幾つかの新たな方向性

が出てきている。一つは，分光手法としての拡大で，非線

形分光による光学活性の検出法，時間分解分光，表面分光

への展開，また気相中の孤立小分子に対する新たなキラリ

ティ検出法等があり，今後の波及効果に注視すべきであろ

う。今一つの方向は，例えば強相関電子系，磁性物質や，

ナノ構造物質（例えばプラズモン物質）等の新たな物質群

における，キラリティや光学活性に関する研究，また円偏

光発光を示す物質・デバイスに関連する研究である。すで

に様々な学会でのセッションやシンポジウムが催される

ようになっている。 

 光の力学的効果による分子レベル，ナノレベルの物質に

対する光マニピュレーションにおいて，最近注目すべき展

開が見られ，化学に関わる研究内容として，光圧により局

所的に特定の物質を空間のある位置に集めること，また円

偏光電場や光渦によってキラルな構造を創生することな

どがある。今後これらが化学においても波及効果のある分

野融合的な研究領域となる可能性がある。 

 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。 

 

 

無機化学に関する学術研究動向－無機・有機複合系

における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） 

 

本調査研究では、本担当者が専門とする無機化学、錯体

化学、光化学、分析化学を中心に、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、国際会議等において包括的に調査

を行った。また、上記の分野における物質研究を推進する

ために重要となる実験装置やソフトウェア等の開発動向

についても学会に付設の企業展示会等を通じてその最新

事情を調査した。 

実験装置等の向上に伴って物質研究は加速化しており、

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

なってすでに久しい。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。一方

で理論研究の発展はそれを上回る勢いである。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、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。加えて、現在注目されている理論計算に基

づく結晶構造予測などが今後より複雑な分子集合系に適
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用されれば、物質理解が飛躍的に向上し新規物質の創成に

も拍車がかかるものと考える。無機物質研究にとどまらず、

広く物質科学においては、インフォマティクスとの連携が

注目されているが、今後はさらに発展して、人工知能（AI）

との融合研究が注目されるようになると考えられる。物質

材料分野と情報分野の融合は、物質創成の効果的推進を可

能にするだけでなく、物質創成に優れた人材を育成すると

いう観点からも有効になるであろう。 

 

 

生物分子科学分野に関する学術研究動向 

－天然物化学とケミカルバイオロジーの新展開― 

村田 道雄（大阪大学大学院理学研究科・教授） 

 

 化学と生物学の境界分野における学術研究動向につい

て、筆者が調査して得た情報をもとに現状認識を述べる。

日本化学会や日本薬学会、化学生物学会などにおいて動向

を調査した結果、わが国の化学・生物学境界分野としては、

ケミカルバイオロジーや生合成工学などの分野において

新展開が生まれつつあることを再認識した。ケミカルバイ

オロジーにおいて重要な分野である蛍光プローブの開発

については、さらに特異性、感度、波長が大幅にレベルア

ップしており、プローブを使い分けることによって生細胞

を含めた生体分子の動態を観察することが現実になって

きている。また、2014年のノーベル化学賞の対象ともなっ

た超高解像度の顕微鏡の開発が、蛍光ブローブの分子デザ

インにも新たな展開を生んでいる。多様な高性能プローブ

の開発が契機となって、観測手法として単一分子観察が普

及してきたように思われる。単一分子観察は、光学顕微鏡

が基本となっているために空間分解能と時間分解能にお

いてまだ十分な域に達していないが、技術的なブレークス

ルーがもたらせると画期的に進展することが期待される。 

 我が国でも盛んな生合成工学の分野も多様な展開を遂

げている。遺伝子工学の利用と、アミノ酸などの合成品を

組み合わせて新しい機能を持ったペプチドなどを合成す

る技術が発達してきている。なかでも、化合物ライブラリ

ーを効率的に作製する手法が注目を集めており、実際に創

薬研究などに盛んに応用されるようになってきた。特に、

海洋天然物化学に関する日米セミナーに参加して、米国で

は遺伝子工学を中心とする生合成的な手法を新たな天然

有機化合物の探索や創製に応用する研究が広範に発展し

ていることが印象に残った。これらの核酸やタンパク質を

対象とした実験手法が長足に進歩する一方で、脂質や糖質

の研究展開は比較的遅い。脂質研究の動向を調査すること

を目的に、国際学会および国内集会に参加した。なかでも、

スイスで行われた脂質の生化学に関する国際会議（ICBL,9

月, シャモニー）に参加して、主に生化学的な研究分野に

おける最近の研究展開について調査することができた。脂

質の生物学的・医学的研究は最近注目を集めており、化学

者や分析機器研究者（企業）が参加することによって、脂

質の網羅的分析であるリピドミックスの研究手法が確立

されてきた。細胞内オルガネラなど、以前より小さな範囲

での脂質組成が分かるようになってきている。その結果、

一部の脂質が細胞内の小器官特異的に存在することが分

かってきたので、今後、脂質の分子種に特異的な生物機能

の理解が深まるものと期待している。 

 

 

無機工業材料，エネルギー関連化学分野に関する学

術研究動向－ナノ材料およびエネルギー関連材料の

新たな潮流－ 

森口 勇（長崎大学大学院工学研究科・教授） 

 

国内外の学術集会において，ナノ多孔材料およびエネル

ギー関連材料を中心とした学術研究動向を調査した。ナノ

多孔材料については，ゼオライトやメゾポーラスシリカ，

活性炭等の無機系多孔材料における吸着・分離，触媒，電

気化学機能等の向上のみならず，Metal Organic Framework 

(MOF)の多様な空間構造を活かした機能発現に関する研究

が活発化している。例えば，MOF へのガス吸着の圧力に依

存したゲート効果に対する熱力学的基礎から特異的吸着

特性の解明など，これまでの錯体合成段階から機能開発へ

の展開が進められている。ナノカーボン材料においては，

ナノチューブに加えて，ナノホーンやカップスタックナノ

チューブ，グラファイト様窒化カーボンなどの新たな構造

体を対象とする研究も行われ，カーボンナノ構造のバリー

エション拡大に伴う新機能，高機能の創出が期待されると

ころである。  

エネルギー関連材料では，キャパシタや電池，燃料電池

等の材料開発研究に加えて，オペランド測定による反応・
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構造追跡研究が活発化している。二次電池関連研究では，

Li イオン電池のみならず，元素戦略の観点より Na イオン

電池や Mgおよび Caイオン電池の材料開発が行われ，特に

前者は盛んになってきている。高エネルギー密度電池開発

の観点では，空気電池や Li－S電池，コンバージョン反応

や合金系反応の可逆性向上に関する研究が行われている。

また，安全性向上の観点において，全固体型電池に関する

研究も増加してきており，特に，高いイオン伝導性を有す

る硫化物系固体電解質を用いた全固体型電池に関する研

究が進展している。一方，液系電解質（有機電解液）にお

ける発火やケミカルハザード等に対する安全性対策の観

点から，水分解電位より高電位まで利用できる高濃度水系

電解液の研究も最近進められている。 

 

 

有機・ハイブリッド材料分野にかかる学術研究動向

に関する調査研究－ハイブリッド材料と他分野の境

界領域における新たな潮流と展開－ 

山元 公寿（東京工業大学・科学技術創成研究院・教授） 

 

 有機－無機ハイブリッド材料の関連する分野は、材料化

学はもとより、高分子化学、錯体化学、無機・金属化学、

ナノサイエンス、バイオサイエンスと多岐にわたる。材料

開発は、精密化、微小化、ハイブリッド化の方向へ進み、

機能を発現、増幅させる方法がますます重要になってきて

いる。国内外の学会、シンポジウムへ参加し、当該分野の

先端研究の現状、特筆すべき研究例等について調査した。

Lisbon で開催された 5th International Conference on 

Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 及び、5th 

Annual Conference of AnalytiX 2017 (AnalytiX-2017)に

参加し情報収集を行なった。全体は網羅できないが、ハイ

ブリッドナノ材料に注目し、トピックスをピックアップし

た。 

１） 産業のコメと成っている希少元素材料は、リーマンシ

ョック以来、少量化、代替化の研究が元素戦略プロジ

ェクトとして展開されている。中でも燃料電池触媒の

開発は活発に行われているが、４，５，６族の Ta, Zr, 

W, の窒化物の構造欠陥が白金類似のイオン化エネル

ギーをもつとして、白金触媒の代替の可能性に注目さ

れている。一方で、従来までの表面積増大効果ではな

く、サイズを 1桁さげて量子サイズ効果に注目したサ

ブナノの金属粒子の研究の展開も興味深い。新しい機

能発現が期待されているが、未だ気相系での研究例が

多い。 

２） 医療診断の分野でバイオセンサーは極めて重要なデ

バイスである。これまで、ナノ粒子コロイドのハイブ

リッド材料が量子ドットとしての発光機能によりセ

ンシングが行われてきた。次元性をあげた３次元、枝

分かれ、折れ曲り構造のナノワイヤー化が行えるよう

になり、細胞イメージングやセンシングの高感度化に

むけた応用が活発に研究されている。 

３） 金粒子の接触によりラマン増強させる新しい計測法

(SHINERS法)が提案されている。表面へのシリカなど

無機層を導入したハイブリッド化により、10 倍以上

の感度増加と安定性を達成している。粒子の形状をコ

ントロールして、ナノロッドやナノスターを利用した

さらなる増強が試みられている。 

ハイブリッドナノ材料としてのナノ粒子の分野は、実用

化に向けた応用展開が幅広く、企業も含め精力的に硏究展

開がなされている。特に、中国の研究例は数多いが最近の

研究発表はサイエンスとしても質の高いものも見受けら

れる。 

 

 

デバイス関連化学分野に関する学術研究動向―光・

放射線化学における先端計測技術開発の動向を中心

に 

浅井 圭介（東北大学大学院工学研究科・教授） 

 

本調査では，光や放射線に対する応答としての励起・電離

状態を機能発現に利用するデバイス関連化学分野での研

究動向を分析した．工学の一部に分類される当該分野にお

いても，基礎科学的知見の重要さは言を俟たない．生成す

る励起・電離状態のダイナミクスの解明こそが，この分野

の根幹を成す課題であり，基盤的使命の一つである．この

ダイナミクスの結果として生じる現象の用途および工学

的応用は真に多彩である．現状では，各々の現象とそこか

ら直接的・限定的に導かれる帰結・効果に焦点を合わせた

研究が主流となっており，通底するユニバーサルな法則・

学理の重要性に主眼を置く研究展開は，傍流にすらなり得
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ていない． 

 光関連では，やはり太陽電池への応用を想定した研究が

数多く見られる．特にペロブスカイト化合物を用いた太陽

電池に関する研究は，国内外を問わず，隆盛を極めている．

一方，企図においてこれと軌を一にして展開する他材料研

究には，進展の質・量双方における相対的遅滞が生じてい

ると言わざるを得ない．研究者の関心が，同一（あるいは

類似）材料系に過度に集中することが招く斯様な弊害を解

消するためには，萌芽的な段階での研究活動を強力にサポ

ートするための仕組みの整備・創設が不可欠であろう． 

 特に深刻な問題として提起すべきは，放射線が生ぜしめ

る基礎物理・化学的過程の解明を担う研究者の不足である．

光化学分野の研究者人口の推移と比較すると，当該研究者

数の減少は顕著である．当該分野の動向を局所的に見て，

福島第一原子力発電所事故後の放射線計測・影響評価にお

ける研究開発ニーズの急増にも拘らず新規参入研究者が

極めて少ない点を指摘し問題視する意見もある．しかし，

問題の実相は実に非局所的であり，その根は遥かに広範囲

かつ長期的に広がっている． 放射線科学・工学分野での

グラントが，装置開発に過度の力点を置いたもの，あるい

は放射線を分析用プローブとしてのみ利用するものに限

定されがちであることが，斯様な事態を招いた一大要因で

はないだろうか． 

 上述の懸念事象の多くは，グラントが戦略目標を益々明

確化していく傾向へ，研究者の多くが（動もすれば過剰に）

適応した結果として生じたものであろう．この点での研究

者の対応は迅速・機敏であり，いわゆる外部ラグはほとん

ど存在しない．これはグラント改革の即効性を強く示唆す

る．研究者個人の萌芽的興味や創造性に富む問題意識を惹

起し育成するための極めて強力なグラントとして，科研費

の果たす役割の大きさは弥増すばかりである． 

 

 

 


