
平成 22年度学術動向等に関する調査研究報告（化学専門調査班） 

化学分野に関する学術振興方策及び学術動向の調

査研究 

岡畑 惠雄（東京工業大学 大学院生命理工学研究科 教

授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

2010 年 4 月 1 日に、東京工業大学の新人 FD 研修の一環

として科研費についての説明会を行った。 

１） ２０１０年５月２６日から２８日にかけてパシヒコ横浜で行わ

れた第５９回高分子年次大会に参加した。年会 3日目に、

学術システム研究センターの宮嶌氏により科研費に関す

る説明会があり、70名近い人が参加し、講演の後で多くの

質問があった。 

２） 2010年 6月 10-11日に、名古屋大学の工学研究科で「社

会と科学」と題した講演会があり、「ベンチャー企業の設立

と基礎研究のバランス」というテーマで講演した。 

３） 2010 年 7 月 2 日に、学術システム研究センターで、化学

分野での日米共同研究プロジェクトの選考会があり、NFS

とのテレビ会議で意見交換し、プロジェクトを選定した。 

４） 2010 年 7 月 1５-17 日に、三重県亀山市で生体関連化学

若手の会があり、講演者としてあるいはオブザーバーとし

て参加した。 

５） ２０１０年７月２８，２９日に東京大学先端科学研究所で行

われた第２０回バイオ高分子シンポジウムに参加した。 

６） ２０１０年９月８日から１０日にかけて英国のロンドン郊外で

開 か れ た CS ３  (Chemical Sciences and Society 

Symposium)に学振代表として参加した。 

７） ２０１０年９月１５日から１７日にかけて北海道大学で行われ

た第５９回高分子討論会に参加した。 

８） ２０１０年９月２４日から２６日にかけて大阪大学で行われた

第４回バイオ関連化学合同シンポジウムに参加した。 

９） 2010 年 9 月 27 日に、東京工業大学の先生方に「科研費

獲得への道」と題して、科研費申請書の書き方、審査員の

役割、学振の学術システム研究センターの役割などにつ

いて講演した。 

１０） ２０１０年１１月１３日に京都教育大学で開かれたときめき

ひらめきサイエンスに学振側から参加した。 

１１） 2010 年 12 月 15 日から 21 日にかけて米国ホノルルで開

催された PACIFICHEM２０１０（環太平洋化学連合国際会

議）に出席し、講演と各国の研究者と意見交換した。 

１２） ２０１１年３月７日から１３日にかけてスイスのチューリッヒ工

科大学に共同研究の打合せのために訪問した。 

 

化学分野に関する学術振興方策及び学術動向の調

査研究 

大野 弘幸（東京農工大学 大学院工学研究院 教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

化学関連の学会等の発表件数は増加傾向にあり、依然とし

て化学が重要な役割を果たしていること、さらには社会から期

待されていることを示している。 

 高分子関係では、基礎化学に分類される高分子合成、高分

子物性解析、等は従来と同様の発表件数があり、着実に基礎

を構築している。機能高分子の展開は興味深く、様々な分野

に広がる科学技術を支える基幹材料としての機能設計が伸び

てきている。導電性、光導波、刺激応答、などの特徴を持った

高分子が様々な分野に応用されるものと期待される。また、天

然高分子の利用が将来期待されるため、新しくはないもののこ

れらの研究例も増えている。特に天然高分子を抽出し生成す

る方法論や、異種の天然高分子をブレンドし、新規材料に展

開する研究などは今後重要性を増すものと予測される。 

 エネルギー関連では、大別してエネルギー変換と畜エネル

ギー技術に分けられる。前者は太陽電池、燃料電池、バイオ

マスエネルギー変換、各種発電技術などがあり、後者には各

種電池、キャパシタ、などがある。これらには電気化学の知識

が不可欠であり、電極と電解質の開発には化学の基礎が重要

となる。これらはいずれも我が国がリードする分野であり、資源

が乏しい我が国の現在と将来を支える技術として、重要な課

題である。 

 化学全般の国際会議として 5 年に一度開催されている環太

平洋国際化学会議の第 6 回会議がハワイで開催され、300 を

超えるシンポシウムが開かれ、1 万人を超える化学者（とその

卵）が参加し、発表と活発な討論が行われた。化学全般に言

えることであるが、環境問題やサステナブル社会の構築など

への関心が高まり、一層化学への期待が高まっていることが

伺える。米国ではバイオからナノへの転換が顕著であるが、こ

れは研究費獲得の可能性と無関係ではないだろう。ポスター

セッションでは、情熱のある多くの若手研究者を見ることができ

たが、概して我が国の若手は大人しい印象がぬぐえない。 

 我々が興味を持っているイオン液体も環境問題やサステナ

ブル社会に寄与できる材料として近年注目されているが、これ

に関係する学会や国際会議での発表も増加している。蒸気圧

のない有機の液体という特徴を生かし、環境にやさしいプロセ

スへの利用が期待されている。研究例も増加しており、単なる

新しい溶媒としての展開から機能媒体としての飛躍も見られる。

我が国はイオン液体研究では世界をリードするクオリティの高

さを誇る。 

 

２． その他 

 昨年秋に鈴木章名誉教授、根岸英一特別教授らがノーベル

化学賞を受賞され、我が国の化学に対する評価と興味が増し

た。特にクロスカップリング反応の触媒が多方面で使われてい

ることが認識され、基礎化学の重要性が改めて認識された。し

かし、受賞対象となった研究はだいぶ前に行われたものが契

機になっており、近年の化学のみならず科学全般の技術ある

いは教育の軽視を鑑みるに、この政策の延長線上にノーベル

賞受賞者の出現は考えにくい。今後も化学教育を充実させる
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ための施策を持続するだけでなく、優れた化学者を輩出する

ための強力な対策を立てることが重要であろう。 

 

物理化学分野に関する学術動向の調査研究 

中嶋 敦(慶應義塾大学 教授) 

 

１．調査研究活動の概要等 

a. 学術情報収集と整理分析 

物理化学分野に関する学術動向を調査研究することを目

的として、国内外の研究会ならびに学会、討論会に出席し

て、物理化学分野で用いられる実験技術、ならびに理論に

関する学術情報を収集するとともに、国際学術論文などの

文献調査を行なった。 

国内学会では、平成 22 年 5 月に開催された第 8 回ナノ

学会大会や同年 9 月に開催された分子科学討論会、また、

国際学会では平成 22 年 7 月にイギリスにおいて開催された

クラスターと表面の相互作用に関する国際ワークショップや

同年 8 月にクロアチアで開催された表面電子物性の国際シ

ンポジウムにおいても、物理化学関連の研究発表から情報

収集を行ない、学術動向の調査を行なった。これらの会合

で得られた学術情報とともに、アメリカ物理学会、アメリカ化

学会、ヨーロッパの各種学会の発行する学術誌を随時閲読

し、これらの最新の学術論文の情報を併せて、アルバイト雇

用者 1 名の補助のもと、最新の動向を分析した。 

物理化学分野では、アメリカ化学会の発刊する学術誌に、

速報性を強調した新しい媒体の発刊と、触媒やナノ物質に

対する学術誌の充実を見ることができた。また、表面電子物

性やナノクラスターの研究では、国際会議の登壇者などから

判断すると、アメリカの研究活動よりもドイツでの研究の充実

ぶりを見ることができ、特に人材の若返りと新しい研究拠点

の立ち上がりを認識した。我が国では、若手には研究費支

援も大切にしながら、将来像の描ける雇用環境の整備が必

要である。 

b. 実験データ収集と分析 

既存研究設備による実験結果の検証として、ソフトランデ

ィングや表面光電子分光の実験、さらには有機金属錯体合

成を行ない、物理化学的方法論の開拓と確立、ならびにそ

の利用についての調査研究を進め、今後の学術動向を展

望する題材として活かした。特に、新しいナノ物質の物理化

学について、これまでの方法論、解析手法に加えて、より高

い空間分解能とエネルギー分解能を併せもつ電子分光法

の開拓について、ナノ構造体の機能解析という点で今後の

発展性があるものと認識している。 

 

有機合成化学分野に関する学術動向の調査研究 

丸岡 啓二(京都大学大学院理学研究科 教授) 

 

１．調査研究活動の概要等 

 １０月１８〜１９日（月、火）には、研究担当者が組織委員長と

なり、滋賀県琵琶湖畔の大津プリンスホテルにて、日本学術振

興会の後援を受けて、「第１回大津会議（Otsu Conference – 

2010）」を開催した。一般講演者は、日本学術振興会の特別研

究員（DC）１６名からなり、また特別講演者として、山本尚教授

（アメリカのシカゴ大学）、柴崎正勝教授（微生物化学研究所）、

丸岡啓二教授（京都大学）が選ばれ、有機合成化学を中心に

研究者として独り立ちする際の心構え等についての講演を行

い、非公開で英語による活発な研究討議を行った。この大津会

議の特徴は、専門分野のレベルアップだけでなく、科学界にお

ける真のリーダーとしての資質を養成する目的で始められたも

ので、極めてユニークな会議である。 

 １１月１１日（木）には、研究担当者が組織委員長となり、京都

大学理学研究科にて「Fifth Asian Symposium on Advanced 

Organic Synthesis」を開催した。アメリカ（オレゴン州立大学）、

サウジアラビア（触媒センター）、中国（上海有機化学研究所、

華東師範大学）、香港（香港中文大学）、台湾（中央化学研究

所）、日本（京都大学）から９名の講演者が有機化学一般分野

の講演を行い、５０名ほどの聴衆が参加して活発な研究討議を

行った。 

 １２月１７〜１８日（金、土）には、研究担当者が組織委員長と

なり、アメリカ、ハワイ州ホノルルのヒルトンハワイアンビレッジに

て、「The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin 

Societies (PACIFICHEM 2010) 」 に お い て 「 Asymmetric 

Organocatalysis Symposium」を開催した。アメリカ（スクリップス

研究所、コロンビア大学、ブランダイス大学、マサチューセッツ

工科大学、ハーバード大学、カリフォルニア大学、プリンストン

大学、コロラド州立大学、シカゴ大学、ニューメキシコ大学、ノー

スウェスタン大学、ワシントン大学、南フロリダ大学）、イギリス（イ

ンペリアル・カレッジ）、中国（中国科学技術大学、中国科学

院、上海有機化学研究所、華中師範大学）、シンガポール（シ

ンガポール大学）、日本（学習院大学、立命館大学、京都大

学、名古屋大学、名古屋工業大学、東北大学、静岡大学、東

京農工大）から３３名の講演者が有機化学一般分野の講演を行

い、１５０名ほどの聴衆が参加して活発な研究討議を行った。 

 

無機化学、無機工業材料分野に関する学術動向の

調査・研究 

西原 寛 (東京大学 教授) 

 

１．調査研究活動の概要等 

 無機化学、無機工業材料分野に関する国内外の研究活動

について、主に国際学会にて情報収集を行った。参加した国

際学会の順に調査結果の概要を述べる。 

第 8 回日中クラスター会議（ 8th CJSMCC) （西安、

2010/8/10-14）は金属クラスター錯体を中心とした二国間会議

であり、中国側は多孔性金属錯体フレームワークの合成、構造

解析と機能が最も多く、さらに磁性、発光特性などの物性や光

触媒反応に関する研究も紹介された。日本側からは、優れた物

性や化学機能、生物機能を視野に入れた新しい錯体、超分子
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錯体、有機金属化合物の合成や錯体触媒反応の研究が紹介

され、さらに電極上での錯体ボトムアップ合成やナノ粒子などの

新しい系が生まれつつあることを示した 

第 11 回ユーラシア化学国際会議（EuAsC2S-11）（ヨルダン、

2010/10/4-11）はユーラシア大陸の化学分野の発展を目的と

して始められた会議であり、全化学分野が含まれる。金属錯体

のシンポジウムでは、 日本、韓国、ドイツ、中国およぎ開催国

の研究者が講演を行い、金属錯体を基盤とする三次元ナノ構

造体や磁性、光物性などの構造、物性科学が新しく、応用性の

ある研究分野であることが示された。 

2010 環太平洋国際化学会議(Pacifichem2010) （ホノルル、

2010/12/13-21）は全化学分野が含まれ、無機化学、無機工業

化学に関する様々なシンポジウムが開催された。無機材料、有

機金属材料の電気化学や電子移動を主題とするシンポジウム

では、錯体の電子移動と電気化学的挙動をテーマに、クラスタ

ー系、高分子系、分子導電体、生体系、界面系と関連した新し

い金属錯体の電気化学的性質、電子物性や挙動に焦点があ

てた研究が報告された。今後、色々なハイブリッド系をプログラ

ムして新現象を発現する超構造体創製の観点から、新分野が

生まれることが予測される。 

 日韓錯体化学シンポジウム（沖縄、2011/2/10-12）では、生

物と錯体、エネルギーと錯体、電子工学と錯体、貯蔵材料と錯

体などの観点からの研究成果が報告され、金属錯体を中心と

する新しい潮流が起こっていることが認められた。 

また国内の異分野（物理、電子工学）の大学研究者との議論

から、分子科学と電子工学とを組み合わせることによって、単電

子移動計測、単光子検出などの新しい極限の科学と技術を生

み出せる可能性があることが示された。 

 

環境分野に関する学術動向の調査研究 

今坂 藤太郎（九州大学 主幹教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

環境中には、有毒なダイオキシンや発がん性多環芳香族化

合物などが多数存在する。東北大震災では、海水中の塩分が

付着した多量のがれきが生じており、これらの化合物による環

境汚染が問題になっている。したがって、これらの化合物の分

析は、環境保全においてはもちろん、将来の生体影響を評価

する上でも重要である。そこで、このような有害物質の分析に適

用が期待されているガスクロマトグラフ／レーザー多光子イオン

化／飛行時間型質量分析計(GC/MPI/TOF-MS)の有用性、将

来性について調査研究した。 

土壌試料の簡易前処理方法の検討、電子機器中の多塩素

化ビフェニル(PCB)の分析における GC/MPI/TOF-MS の有用

性について検討した。また、この装置の実用性、汎用性につい

て検討するため、文献や学会発表などの資料を基に、他の分

析機器と性能を比較した。その結果、真空紫外光を用いる単一

光子イオン化質量分析法より高感度であること、並びに分子イ

オンが観測される優れた特長をもつことがわかった。一方、食

品中の農薬の分析例では、従来のガスクロマトグラフ／四重極

質量分析計(GC/QMS)では測定できない３種の農薬を検出で

きることが判明した。しかし、一部の農薬については分析感度

が不十分であること、熱的に不安定な化合物に対して適用でき

ないなどの問題点があることも判明した。さらに、アジアを中心

とした諸外国における有用性を調査研究した結果、大量のエネ

ルギー消費及び交通に伴う排ガスが大きな問題となることがわ

かった。したがって、今後の地球環境の保全には、このような新

興国との連携が重要な課題である。 

GC/MPI/TOF-MS の市販装置としての有用性については、

公官庁を訪問してご意見を頂くと共に、企業の研究者から貴

重なコメントを頂いた。その結果、今後の商品化にはレーザー

の性能、価格が重要な因子になることがわかった。 

 

有機化学分野に関する学術動向の調査研究 

神戸 宣明（大阪大学大学院工学研究科 教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国内外のシンポジウムに参加し、各分野で先駆的研究

を行っている多くの研究者と最先端の研究成果･現状およ

び将来の見通しについての情報交換を行った。本年度は、

国内会議４回、国際会議５回に参加し、化学分野のうち、有

機化学に重点を置き、関連する学術動向の調査研究に重点

をあてた。外国人研究者との会談にあたっては、研究内容

のみならず、広く教育･研究システムについても調査および

意見交換を行い、日本の教育制度の改革につながるデー

タの収集を行った。 

石油関連化学に関連する分野では、企業側からは化学工学

に関連する研究が、また大学・研究所からはファインケミカルズ

合成、リフォーミングやメタンの直接変換などの固体触媒研究

分野の研究発表が多く発表された。企業・大学ともバイオ燃料

の関心は高い。バイオの研究対象として、デンプンからセルロ

ースへと原料の転換が進んでいる。今後輸送機の形態も大きく

変化する中で、日本の競争力の強い分野を維持・強化すべき

であろう。均一系触媒の分野は、日本は非常に高いレベルを維

持している。しかしながら、近隣の韓国、台湾、中国の研究レベ

ルの向上が急速に進んでいる。インドも含めて、これらの国々

で高度教育を受けた有能な技術者が増えれば、有機合成の分

野で産業のシフトにつながると推測される。特に、インドでは医

薬中間体の合成に関心が高い。日本では、資源・環境・省エネ

などの分野への貢献、及びグリーンケミストリーへの更なるシフ

トが進むと考えられる。 

シンガポールで開催されたアジア－ヨーロッパ会議では、日

本の他、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、スイス、韓国、中

国、台湾、香港、シンガポールから３２名による最新の研究成果

発表があり、有機合成化学の動向を知る事ができた。ストラスブ

ール（仏）、アーヘン（独）での会議では、化学の広い分野の研

究者と議論した。この中で、ノーベル賞受賞者のーベル賞受賞

者の Richard R. Schrock 教授（ＭＩＴ）のメタセシス反応の現状と
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課題、及び将来展望に関する講演は、化学の更なる発展を示

唆する内容であった。また、ホノルルで有機フッ素化学とクロス

カップリングのジンポジウムを開催した。特に、有機フッ素化学

のセッションには多くの研究者が高い関心を持って参加した。 

 

 

生命化学分野に関する学術動向の調査研究 

杉本 直己（甲南大学フロンティアサイエンス学部 教授 兼

甲南大学先端生命工学研究所所長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

フランスや韓国で開催される核酸化学研究分野の国際会議

に出席し、世界的レベルでの生命化学（特に、ＤＮＡやＲＮＡに

関する化学）の研究動向や進展を調査するとともに、フランスの

主要大学における生命化学の研究について調査を行った。ま

た、我が国で開催された核酸化学シンポジウムに出席し、我が

国の生命化学の分野の研究動向調査を行い、欧米やアジアで

の調査と比較して、今後の生命化学分野における研究の方向

性を探った。 

フランスのリヨンで核酸化学研究分野の国際会議（The 19th 

International Roundtable on Nucleotides and Nucleic Acids；

IRT2010）が開催された。このIRTは、２年毎に開催される核酸

化学分野で最大の国際学会で、通常５００−７００名の参加者が

ある。今回のIRT2010 も欧州及び米国を中心に数百名の参加

者があった。特記すべきはフランスでの会議であったにもかか

わらず、日本からの参加者がかなり多く、数十名に達した模様

であり、核酸化学分野での我が国の研究が興隆している様子

をうかがい知ることができた。また、ボルドー大学のJ.-L. 

Mergny博士らは核酸四重鎖の応用研究で、J. M. Escudier博

士らは化学合成によって得られた人工核酸のデータベース化

において顕著な研究成果を得つつあることがわかった。 

韓国でもこの分野の研究が急速に進んでおり、Pohang にお

いて“Mini-Symposium on Nucleic Acid Chemistry”と題して国

際会議が開催された。出席者は数十名ではあったが、Postech

の Kim 博士らが精力的にこの分野の国際交流を行おうとしてい

る熱意が感じられた。 

一方、我が国では、核酸化学シンポジウムが毎年、国際シンポ

として開催されている。本年度は、横浜において開催され約３０

０名が参加し、基調・招待講演９件、口頭発表３６件、ポスター

発表１１２件であった。活発な議論が英語で展開され、本分野

の研究動向に勢いがあることが十二分に理解できた。 

 

シンクロトロン放射光の化学への応用に関する学術

動向の調査研究 

横山 利彦（自然科学研究機構・分子科学研究所・教授 

 

１．調査研究活動の概要等 

化学分野全般において不可欠な物質の解析・評価技術とな

っているシンクロトロン放射光利用研究に関して、主に学会等

に参加することによって、最近の動向を調査した。シンクロトロン

利用研究は、化学分野だけにおいても有機化合物・無機化合

物・生体関連物質・環境関連物質・触媒・溶液・薄膜・表面・液

晶など極めて多岐にわたり、解析手法も光源や計測機器の高

度化や理論の進歩のおかげで現在もさらなる発展を遂げつつ

ある。放射光利用を網羅的に調査できる国内学会としては、日

本放射光学会年会や日本XAFS討論会などがある。第 24回日

本放射光学会年会は放射光分野全体にわたる学会であるが、

SPring-8 で建設中の X 線自由電子レーザーの応用研究の可

能性を探る分野が創成されており、また、電池(燃料電池、太陽

電池、蓄電池)分野が国策として強化されていることを反映して

関連発表が多く目に留った。日本 XAFS 討論会は X 線吸収分

光に特化された学会ではあり、触媒関連の発表が多いが、新た

に、地球化学・電池・顕微法などの発表が増えている傾向があ

る。本調査研究費を活用して、上記を含めて合計 12 件の国内

外の会議に出席した。 

 ここでは特に今後の我が国の化学研究上重要と思われる2つ

の例を紹介する。1 つ目は走査型透過軟 X 線顕微鏡である。X

線を 30 nm 程度まで集光し、試料を上下左右に掃引することで

吸収係数の空間分布を計測し、化学状態の空間分布を調べる

ことのできる手法である。地球化学・宇宙化学的試料をはじめ

化学全般にわたっての分析に欠かせない手法であるにもかか

わらず、我が国が保有していない分析手法であり、日本の研究

者が欧米施設を利用している現況を考えると早急な導入を切

に望むものである。2 つ目は気体雰囲気下光電子分光法であ

る。光電子分光法は表面近傍の化学状態分析手段であるが、

一般的な利用は超高真空下に限定される。ところが、最近の技

術開発により、数mbarの圧力下での計測が可能になってきた。

この分野でも日本は欧米に比べて遅れをとっているが、漸く導

入が始まり、触媒化学・表面化学分野などにおいてその場観察

の非常に有効な手法として今後注目すべきものである。 

 

２．その他 

本年度から専門委員となって大変有益な学術動向情報を得る

ことができた。 

 

タンパク質化学・ペプチド化学分野に関する学術動向

の調査研究 

藤井 郁雄（大阪府立大学大学院理学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 最近のタンパク質化学やペプチド化学の研究分野では，自然

界における進化の過程「多様性の発生と選別」を人為的にコン

トロールして，新しい機能をもつタンパク質やペプチドの創出を

目指す進化分子工学が注目されている。すなわち，免疫システ

ム（抗体ライブラリー）や細胞表層提示法（ペプチドやタンパク

質ライブラリー）により，多様な分子ライブラリーを効率的にスク

リーニングし，目的とした機能を持つ生体分子を獲得する手法

である。本研究分野におけるシンポジウム“１分子１細胞アッセ
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イ技術に基づく生物工学の最近の潮流”が第６２回日本生物工

学会（平成２２年１０月２７日〜２９日・宮崎）で開催されたので，

その概要について報告する。 

 現在，ナノテクノロジーの著しい進展にともなって，「１細胞・

１分子単位で精密に」かつ「全細胞・全分子を網羅的に」解析

する「１細胞１分子アッセイ技術」が注目されている。良元（名

大院・生命農）は，スライドグラス上に約 400K 個の細胞を配置

（細胞アレイ化）できるナノチャンバー，全自動で蛍光を読み

取り蛍光強度と位置情報をリスト化する解析装置，及び指定し

た細胞を自動的に培地中で１細胞ずつ取り出すマイクロマニ

ピュレータを組み合わせた全自動１細胞単離装置について報

告した。また，黒田ら（名大院・生命農）は，今後の細胞育種は，

細胞塊（クローン）単位ではなく，１細胞単位で行う必要がある

と考え，全自動１細胞単離装置を用いて，ハイブリドーマ及び

マウス胚性幹細胞の選抜を行った。中野ら（名大院・生命農）

により，患者や実験動物から得た抗体産生細胞１細胞を用い

て，迅速に目的抗体分子を大量に得る SICREX（Single cell 

RT-PCR linked in vitro Expression）法を報告された。 

 

２．その他 

 新しい進化分子工学の手法として，酵母表層提示法を検証

した。 

 


