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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） 

 

 化学が関わる分野の裾野は広く、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

さに分野横断的かつ学際的な研究対象であると言える。以

上を踏まえ、2017 年 5 月にスイスの Les Diablerets で開

催された「Self-Assembly & Supramolecular Chemistry」

に関する Gordon Research Conference、続いて 7 月に東

京で開催された Chirality 2017、8 月末から 9 月に京都お

よび中国の長春で開催された先端材料全般と超分子に関

わる国際会議に参加し、基調講演もしくは招待講演を行っ

た。スイス、東京、長春での国際会議は、発表の多くが不

斉に関わっており、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。特に、分子や高分子集合体のキラリテ

ィの制御とその構造の顕微鏡による直接観察、らせん分

子・高分子・超分子の新規な合成法の開発と不斉触媒反応

やキラル分離への応用など、これまでの伝統的なキラリテ

ィに関する研究だけでなく、新たなキラリティ制御の手法

の開発や応用など、多くの進展が見られた。研究担当者ら

が見出した日本発・世界初の成果である「記憶力を有する

らせん高分子の合成とキラル分離への応用」は、そのユニ

ークさから多くの聴衆の関心を集めた。また、国内外での

多くの会議やシンポジウムにも参加し、不斉触媒反応やキ

ラリティを駆使した超分子合成、らせん高分子の合成と円

偏光発光材料に関する研究等、キラルに関する研究は、日

本が世界を先導している分野であることを実感した。一方、

最近の傾向として、アジア、特に中国の研究者の研究内容

が、その量・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、2017 年 7 月に欧米を代表する著名なキラル分離

に関する研究者が一同に介する国際シンポジウム「第 2 回

キラル分離に関する名古屋シンポジウム」を名古屋大学で

開催し、当該研究分野の最先端の研究動向と今後の研究の

流れについて調査した。世界的な製薬・化学会社の大手か

らの 3 名を含む、欧米合わせて 6 名の講演内容は、新しい

キラルカラムの創製とキラル分離への応用、創薬における

キラリティとキラル分析、大スケールの医薬品製造におけ

るキラル分離の現状等、多岐にわたっていたが、キラルカ

ラムを用いたキラル分離が、分析と分取両面にわたってキ

ラリティ研究、特に創薬には必要不可欠の技術であること

を改めて再認識した。また、2018 年 2 月にフランスのモ

ンペリエ大学を訪問し、セミナーを行うとともに、化学系

の多くの研究者や学生、留学中の研究室の博士課程学生

（若手研究者海外挑戦プログラム、特別研究員 DC2）と話

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、教授の研究費でその大半を支援しており、

教育・研究支援体制は極めて充実していた。国際共同研究

も活発で、構造決定や分子動力学シミュレーションの専門

家が加わったチームを結成し、短期間にも関わらず、共同

研究がかなり進展していることに驚いた。博士課程在学中

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。 

 

 

化学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策 

―光エネルギー変換分子集積材料における学術動向

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） 

 

本調査研究においては、太陽光の有効利用技術に関し、

励起三重項状態を利用するフォトン・アップコンバージョ

ンならびに、シングレット・フィッションを中心に、新た

に生まれつつある光エネルギー変換分野の動向を調査し

た。昨年１２月に当該領域における世界のトップ研究者８

名 を九州大 学に招へ いし 、 5th CMS International 

Symposium (2017. 12/5-6, Nishijin Plaza)を開催して、

二日間にわたり最新の展開に関する研究発表ならびに討

論を行った。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)は、太陽光レベルの弱い励起光

で作動する特徴を有するが、１）限られたアンチストーク

スシフト、２）酸素による励起三重項の失活 などの問題

を有する。S. Balouchev (MPI Mainz)は、ナノカプセル、

マイクロカプセル中に TTA-UC 色素を分散させるアプロー

チにより、酸素の影響を低減できることを示した。J. Zao

（Dalian Univ. Tech）は、TTA-UC ドナーとして、安定ラ
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ジカルである TEMPOを BODIPY色素に連結することにより、

系間交差を促進できることを報告し(JACS, 2017, 139, 

7831)、重金属を用いないドナーの開発指針として、重要

な方法論になるものと考えられた。A. Monguzzi（Univ. 

Milano-Bicocca）は、アクセプター発色団を配位子として

合成された金属有機構造体(Metal –organic framework, 

MOF)の内部にドナー分子を取り込ませた TTA-UC 系におい

て、太陽光より弱い励起光強度で効率的なアップコンバー

ジョンが起こることを実証した。このように、我々が 2013

年以降提唱しているデザインされたアクセプター分子組

織系におけるエネルギーマイグレーションの利用は、世界

的に広まりつつある。M. L. Tang (Univ. California)は、

量子ドット表面とアクセプターの連結系において、距離を

系統的に変化させることにより、極めて低い励起光強度

（3.2 mWcm-2）において近赤外（NIR）光を可視光に高効

率変換するシステム（ΦUC = 8.4 %）の開発に成功してい

る。(JACS, 2017, 139, 9412)。K. Hanson (Florida State 

Univ)は、TiO2 電極表面にアクセプター吸着単分子膜を作

製し、Zn錯体形成を介して Ptポルフィリンの TiO2/A/D 連

結構造を構築して、太陽電池としての性能を評価している。

このように、我々がこれまで提案してきた分子組織化と

TTA-UCの融合は、デバイス分野に応用されつつあり、三重

項光化学（科学）における新たな展開が生まれつつある。

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爆発的に進ん

でいる一方、我が国では依然として、異分野の研究者の連

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） 

 

とくに国外の二つの学会に出席して得た情報を中心に

取りあげる。英国王立化学会主催の有機合成の国際シンポ

ジウム（25th International Symposium : Synthesis in 

Organic Chemistry）が 7月 17日－20日にオックスフォー

ドで開催された。この学会での招待講演者を見ると大学だ

けでなく企業からの発表も少なくなく、講演で取りあげら

れた内容も多岐にわたり有機合成化学全体のバランスに

配慮されていた。日本からは藤田誠（東大）が招待されて

いた。興味深いのは、最近の結果の発表ではあるが、かな

り昔の研究にその発想の元があることをうかがわせるも

のが少なくなかったことである。たとえば、Lawrenceの天

然物合成は Biomimetic 合成の再流行を予感させるもので

あり、Aggarwal のホウ素を用いる合成は Matteson の研究

をさらに発展させたものと見ることができる。研究がスパ

イラルを描きながら進んでいくことを示唆している。もう

一つの学会は、VII EFMC International Symposium on 

Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry で 8 月

27 日－31 日にウィーンで開催された。医薬品の開発に有

機合成の進展は大きな影響を与え続けている。本学会はヨ

ーロッパにおけるその分野の学会で毎年開催されており、

今年、日本からは菅裕明（東大）が招待されていた。昨年

の別の国際学会でも感じたが、光は重要なキーワードであ

る。光で生体内での反応を制御するという Traunerの話は

興味深い。また Molander の発表は、光と関係してラジカ

ル化学がもう一度注目を集めることを予感させるもので

あった。両学会で言えることだが、欧米では、若手の発表

で女性研究者の割合が４０％近くあり、日本との潜在的な

人数の差が感じられた。日本では現在の研究者を優遇する

ことで女性上級研究者を増やそうとしているが、ピラミッ

ドの底辺にあたる大学院生の男女の割合を変えていくた

めの長期的な視点からの施策が必要であろう。（敬称略） 

 

 

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２９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。  

電子の波動性と粒子性が拮抗することで多彩な電子物

性を与える強相関電子系の研究は、π電子系有機導体でも

精力的に行われている。有機伝導体は、分子自体を設計し

て凝集体を合成することができ、分子の内部自由度に無限
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の可能性を秘めている。また、分子は柔らかく、小さな外

場（電場、磁場、光、圧力）で大きな応答を示すところが

興味深い。 

最近の有機結晶のトピックスとして、π電子に加えて、

その次に軽い水素のダイナミクスをカップルさせた物

性・機能性が発現していることである。電子供与性とプロ

トン供与性を兼ね備える分子を用いた、π電子―プロトン

相関系のκ-H3(Cat-EDT-TTF)2 が合成されており、脱プ

ロトンによるホールドープにより自己キャリアドープ型

単一成分有機伝導体となる。低温では、プロトンの量子揺

らぎとカップルしたπ電子の量子スピン液体状態が出現

する大変興味深い系である。さらに大きな重水素同位体効

果を持ち、水素結合デュ―テロンの熱的無秩序―秩序転移

とカップルした、π電子系の磁性および伝導性スイッチン

グを発現する。この水素―電子カップリングは、有機伝導

体に限らず、ヒドロゲナーゼなどのタンパク質や、燃料電

池の電解質となるヒドリド伝導体でも精力的に研究され

ており、水素―電子カップリングを俯瞰的な学理として確

立することは、機能物性の開発や制御に繋がり、今後なさ

れていくと思う。 

さらに、有機結晶のトピックスとして、ヘテロな界面を

作り、その界面を生かし電場印可による絶縁体―金属、ひ

いては超伝導スイッチングなど機能物性が開拓されてい

ることである。シリコンや無機基盤の上に強相関電子系の

モット絶縁体薄結晶を置いて電界効果を調べると、ホール

キャリアもエレクトロンキャリアも導入されて、超伝導が

発現する。さらに、界面に光応答性の自己組織化膜(SAM)

膜を置くと、光の照射により分極して、キャリアが注入さ

れ、光応答型超伝導が発現している。このように界面を生

かした機能物性は、今後ますます発展すると感じる。 

 

 

無機化学、機能物性化学分野に関する学術研究動向  

－世界情勢変化に伴う国際研究連携における問題と

今後の展望－ 

島川 祐一（京都大学化学研究所・教授） 

 

 英国での国民投票による EU 離脱の決定、さらに米国で

の反グローバリズムを掲げたトランプ大統領の選出とい

う大きな世界情勢の変化が科学・技術分野にどのような影

響を与えたのか、無機化学、機能物性化学分野での国際連

携研究に注目して学術研究動向の調査を行ってきた。国内

外で開催された国際会議やワークショップ、また日本側コ

ーディネーターを務めている JSPS 研究拠点形成事業 

(Core-to-Core Program)－A. 先端拠点形成型－「遷移金

属酸化物の固体化学：新物質探索と革新的機能探求」など

の機会を利用して調査研究を行うとともに、外国人若手研

究者との議論から、若手のキャリアパスについても調査を

行った。特に、国際連携による共同研究が主流となってい

る放射光 X線や中性子を使った大型量子ビーム実験施設で

の動向を、無機化学、機能性材料科学分野との関連を中心

に注視してきた。その結果、実際には、当初危惧されてい

たほどの唐突かつ劇的な変化は直ぐには現れてはいない

ように見受けられた。実際の影響が明らかになるには、も

う少し時間が必要なのかもしれない。ただし、長期的にボ

ディブローのように効いてくる影響には今後とも注視が

必要である。一方、若手研究者にとっては、英国および米

国でのキャリアパス形成には大きな不安が生じている様

子が窺えた。科学技術大国であり先進的な研究を展開して

きた両国でキャリアを積むことは若手研究者にとって重

要なステップであったが、今後の両国での外国人研究者の

将来性が不透明になったことや国際連携の発展性の不安

定さを背景に、両国でのキャリアアップがあまり魅力的に

は映っていないようである。見方を変えれば、このような

世界情勢の変化は、日本に優秀な若手研究者を呼び込むチ

ャンスでもある。日本には既に様々な国際連携の枠組みが

あるが、機動的にこのような機会を捉えることも重要と思

われる。 

 

 

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



平成 29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） 

 

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。 

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、実験室系の装

置においても、微少結晶（10 ミクロン）、短時間（1～数

時間）で回折データの収集が可能であり、自動解析ソフト

ウェアの進化と合わせて構造解析を身近なものにしてい

る。また、大型放射光施設では、光Ｘ線結晶解析や時間分

解測定による励起状態の構造や反応ダイナミクスの追跡

研究が盛んである。このような実験装置等の向上に伴って

物質構造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。このような状況で従来分野の区

別は薄れ、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必要と考えられる。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

い現象を最先端の計測法と理論計算を駆使して解明する

ことにより、新たな物質材料の学問分野が創成されること

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

用されれば物質理解が飛躍的に向上すると考える。幸い、

本報告者が代表を務める新学術領域研究「ソフトクリスタ

ル：高秩序で柔軟な応答系の学理と光機能」を平成 29 年

度より開始することができた。今後この領域の構築に各段

の注力を行っていく。 

 

 

生物分子化学分野に関する学術研究動向 

      －小分子と生体高分子の相互作用― 

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

て調査して得た情報をもとに現状認識を述べる。本年度、

国内においては、日本化学会やケミカルバイオロジー学会、

核磁気共鳴学会などにおいて学術動向調査を実施した。そ

の結果、わが国の化学・生物学境界分野において、化学者

が積極的に生物学・医学分野の研究者と共同研究を行う姿

勢がより鮮明になってきたと感じる。特に、合成生物学や

システム生物学が発展するなかで、分子構造を操ることに

よってモデル系で生物機能を再現しようとする研究が長

足に進歩している。これは、本年 10 月に訪れたオランダ

における研究集会「ハラタマシンポジウム」においても顕

著に現れており、ゲノム編集を活用し、あるいはノックア

ウト生物の創出技術を適用することによって、短期間に決

定的な研究成果を得ることが可能となってきた。これらの

技術革新は、化学・生物融合領域においても大きな影響を

もたらしており、今後数年間に研究手法の劇的変化をもた

らす契機となると考える。 

 また、脂質膜の生物学的・医学的研究が最近注目を集め

ている。細胞内オルガネラ研究の進展に加えて、エキソソ

ームと呼ばれる分泌小胞が多彩な生物機能を担っている

ことが明らかにされ、大いに注目を集めている。歴史的に

は、細胞膜の研究法は個別に発展してきたが、ケミカルバ

イオロジー的手法による生体分子の分離や質量分析によ

る網羅的解析など先端的技術を生かして、汎用的手法へ転

換する時期を迎えた。今後、これらの技術革新によって膜

脂質の分子種に特異的な生物機能の理解が大いに深まる

ものと期待される。一方で、脂質二重膜を含む自己会合体

についての基礎研究は、その重要度に反して進捗のスピー

ドが遅い。例えば、細胞膜に形成され、重要な生物機能を

有する脂質ラフドは脂質のみで形成されることがわかっ

ているが、その正確な分子間相互作用、形成機構や消長過

程は分かっていない。この原因として、弱い分子間相互作

用を精密に取り扱い実験手法が充分には確立されていな

いことが挙げられる。今後、化学者による多様な分野との

融合研究の推進が強く求められる。これらの基礎研究を格

段に進捗させることも、脂質膜研究分野における重要課題

のひとつといえる。 
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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－無機ナノ材料およびエネルギー関連材

料開発の新たな潮流－ 

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ける調査やデータベース

Chemical Abstracts Service「SciFinder」による学術論

文発表数や特許件数のキーワード検索・分析により，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，活性炭等の無機系多孔材料に

おける吸着・分離，触媒，電気化学機能等に関する研究が

活発であり，また，Metal Organic Framework (MOF)の多

様な空間構造を活かして吸着や触媒，電気化学等の機能発

現に展開する研究が積極的に行われている。例えば，ナノ

カーボン材料においては，ナノチューブやナノホーン，グ

ラファイト様窒化カーボンなどの新たな構造体における

新機能，高機能の創出が研究されている。一方，MOFでは，

ガス吸着材料としての特性評価等が継続して多く研究さ

れているが，MOF を鋳型にしたカーボン合成など新しい展

開も見られている。 

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，オペランド測定技術の開発と

ともに反応・構造追跡研究が継続して活発に行われている。

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，Caイオン電池の材料開

発が行われ，ごく最近では，K イオン電池の開発研究も発

表されてきている。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

を活用した大容量電池電極開発が精力的に行われている。

また，安全性向上の観点より，全固体型電池に関する研究

が急増しており，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開発に関する研究が

進展している。 

 

 

 

 

 

 

機能物性化学と薄膜・表面界面物性分野に関する学

術研究動向 

-創エネルギーと省エネルギーを支えるサイエンス- 

大西 洋（神戸大学大学院理学研究科・教授） 

 

機能物性化学と薄膜・表面界面物性の研究をできるだけ

広くとらえて、人類全体の課題である創エネルギーと省エ

ネルギーを支えるサイエンスの動向を調査した。国内学会

5 と国際学会 7 に出席して動向を調査したところ、物質材

料の分析からデバイスの分析にパラダイムシフトしつつ

ある計測評価技術を活用して、エンジニアリングを支援す

ると同時に、既存デバイスの動作メカニズムを深く追求し

ていくことから新しいサイエンスを見いだそうとする研

究スタイルの重要性と実現性が高まっていることがわか

った。人工光合成をめざす半導体光触媒を例にとると、天

然光合成に匹敵凌駕するような高い量子収率で水を全分

解することがなぜ可能なのかを説明しようとする研究か

ら、光触媒自身を高機能化する方策に加えて、電子励起状

態にある半導体結晶の特徴を理解するサイエンスが生じ

つつある。 

このようなデバイスから学ぶサイエンスの典型例とし

て（1）人工光合成光触媒と（2）固液潤滑界面の分子論的

計測評価について、学術論文として発表された研究を収集

してデータベースを構築しインターネット上で公開した。

現在の掲載件数は（1）200 件程度と（2）100 件程度であ

りアップデートをつづけていく。 

タイとトルコから大学院生と若手研究者を神戸大学へ

短期招聘して、彼らからみた日本における学術研究の強み

と弱みをインタビューした。博士課程の大学院生による研

究への貢献に対して給与を支払うことの重要性を繰り返

し指摘された。また、若年人口の減少が不可避である日本

が、科学技術先進国として世界の中で果たしていくべき役

割として、これまで整備してきた教育研究インフラストラ

クチャー（設備と組織）を活用して諸外国から研究者・学

生・生徒を広く受け入れることが提言された。このような

活動によって短期的には日本国内の研究を活性化し、長期

的には国の安全保障に資することができる。 
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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、触媒化学、バイオ

サイエンスと多岐にわたる。中でも実用的な展開が望まれ

る触媒材料開発は、精密化、微小化、ハイブリッド化の方

向へ進み、環境・エネルギー問題に関連の深い二酸化炭素

やメタンなどの選択的な活性化が活発に展開されている。

同時に詳細なメカニズムの解明がますます重要になって

きている。周辺領域も含めた幅広い分野の国内外の学会、

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。全体は網羅できないが、

ナノ触媒材料に注目し、トピックスをピックアップした。 

 

１）資源の有効利用に資するメタンからメタノールへの

温和な条件での変換を達成した論文が報告された。ゼ

オライトに担持した微小な銅触媒が有効であること

を発見している。安価な銅で繰り返し使用も可能であ

り、今後の展開が期待される。この報告に限らず、メ

タンの変換は温和条件、大気酸化反応、高選択変換を

目指して、凌ぎを削っている分野である。 

２）温室効果ガスとして環境問題となっている二酸化炭

素の資源化も、従来から引き続き活発に研究展開され

ている。極めて有望な方法で二酸化炭素のメタンへの

変換を達成した例が報告された。鉄ポルフィリンとい

う極めてありふれたしかも安価な材料を用いながら、

二酸化炭素からメタンを極めて高選択性で、しかも、

常温常圧下、光駆動で得ることに成功している。電気

利用の変換は例があるが、光エネルギーを利用する点

で極めて意義ある成果である。今後、光合成のモデル

反応として新しいサイエンスの展開も期待される。 

３）反応の難度化と触媒の微細化が進み、触媒反応のその

場測定で得られる表面分子情報を得る計測法の確立

が強く望まれている。最近、シェル被膜ナノ微粒子増

強ラマン分光法を用いて、反応中心となる金属微粒子

を増強素子に直接乗せることで、触媒反応のその場観

察に成功した論文が報告された。今後、プローブとな

るナノ粒子の形状を制御してさらなる高感度化が望

まれている。 

４）触媒開発においても、機械学習を取り入れた触媒化学

とデータ科学の境界領域である触媒インフォマティ

クスを積極的に取り入れた開発が期待されている。 

 

 

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，それらの

入射により生じる励起・電離状態の利用を念頭に置いた，

デバイス関連化学分野での研究動向を分析した．デバイス

関連化学分野における学術上の最大の特徴は，取り扱う物

質系の多様性であろう．所望の特性を実現するために，有

機物，無機物，あるいは有機無機ハイブリッド材料が利用

される．これらそれぞれの材料を，精緻な構造制御を施し

ながら作製し，そのデバイスとしての特性を評価するのみ

ならず，その動作機序解明のために多様な分光法が駆使さ

れる． 

光あるいは放射線デバイスとしての機能を考慮する場

合，その動作機序は，電子正孔対の挙動により決定される．

この挙動を，エネルギー軸，空間軸，および時間軸の３つ

の側面から解析することにより，その系での電子正孔対の

挙動や励起状態の緩和過程を司る動力学が明らかにされ

る．この知見に基づいて，新規材料が設計される． 

光および放射線入射により生じる効果には共通点があ

るものの，この２つの分野では，着目される物質系の傾向

が異なる．現在，光デバイスとして研究対象とされている

物質の多くは有機物あるいは有機無機ハイブリッドであ

る．特に，材料科学一般としてではなく，「化学」を冠す

る学会や論文誌では，この傾向が顕著である．一方で，新

規の放射線デバイスとして開発されている物質系の多く

は無機結晶である．光と放射線では，その入射により生じ

る電子正孔対の挙動などに相違点があるものの，対象とな

る物質系の顕著な相違は興味深く，なおかつ双方の交流に

よる新たな研究展開の萌芽を感じさせる．この観点では，

近年，有機材料を扱う研究者の放射線計測分野での参入は，
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放射線デバイス分野において，新たな潮流を生み出しつつ

ある． 

これらのいずれの分野においても，募集分野を限定した

グラントの存在が，その研究展開（流行）に大きな影響を

与えている．しかしながら，真に新しい成果を得るための，

研究者個人の萌芽的な興味や問題意識を後押しするため

のグラントとして，科研費の果たす役割はきわめて大きい

と考えられる． 


