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化学分野にかかる学術研究動向に関する調査研究

及び学術振興方策に関する調査研究 

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  

化学分野の研究動向を学内外の関連する学会に参加する

機会に調査したので、ここに纏める。これまで我が国の化学分

野は優れた研究者・研究成果を輩出しており、世界をリードし

ている。これら多くの先進化学分野については良く知られてい

るので紹介は省略し、最近の社会情勢を反映した展開を中心

に述べる。 

化学分野ではエネルギー問題や食糧問題など、化学分野

が主体的に関与して解決を図るべき課題が多い。一方、新物

質、機能物質設計など、これまでに無い新しい機能・特性を持

った物質群の創成にも期待が寄せられている。このように、化

学分野は様々な分野と協力しながら次世代の社会をより良くす

るために果たすべき課題は多い。換言すれば、化学こそが将

来の明るい社会を支える基幹学問であると言える。 

近年の大きな研究の発展はエネルギー問題に関わるイノベ

ーションである。即ち、省エネルギー型窒素固定用触媒の開

発や人工光合成を達成できるシステムの開発である。金属錯

体が主役であるこれらの研究分野は我が国が先頭を走ってい

ると言え、今後もこの勢力を維持することが重要である。また、

畜エネルギー関連では、リチウムイオン電池の開発に続いてリ

チウム/空気電池の研究が急がれる。一方では、燃料電池の

電極や触媒の開発も重要課題である。究極のエネルギー変換

システムは、太陽光で水を分解し、水素と酸素を得、これを燃

料電池で反応させて電気エネルギーを得るシステムであるが、

そのための触媒設計が重要となる。その実現までは、バイオマ

ス燃料電池の改善が望まれる。そのためには、省エネでバイオ

マスを処理する必要がある。これまでの熱エネルギーを使って

バイオマスからセルロースなどを抽出するシステムに代わり、非

加熱で植物から直接セルロースを抽出できるイオン液体が注

目されている。これにより、真のバイオマスエネルギー変換が

具体的に展開されるようになるであろう。 

先年実施した分科細目の改正において、化学関連分野で

は小さな見直し等はあったものの、大幅な変更は無かった。こ

れは化学関係者には概ね高く評価されている。また総合・複合

領域は今後その存在意義が大きくなるであろうとの声も聞こえ

た。 

 

化学分野に関する学術研究動向に関する調査研究

及び学術振興方策に関する調査研究 

塩谷 光彦（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 ① 学術研究動向について 

新しい学問分野は本来、科学者の純粋な動機により発掘さ

れるものであるが、一方、社会のニーズや関連分野における重

要な発見・発明により境界領域が活性化され、やがて分野とし

て定着する場合も多い。例えば、化学と生物学の融合は、細

胞内可視化技術の向上により著しく促進されている。研究助成

機関は、このような動向をいち早く検知し対応する必要がある。 

アジア化学生物学会議、EUROBIC11 等の国際会議に出席

した。当分野では、日本が牽引的な役割を果たしているが、ア

ジア諸国の若手の活躍が印象的であった。また、Grenoble 研

究所のMINATECで開催されたElecMol12に参加した。化学、

物理学、工学、生物学にまたがる活発な学術交流が行われた。

本地は、原子力・エネルギー・ナノテクノロジー関連の産学連

携拠点であり、若手育成、研究者養成、国際学術交流が相乗

効果を生み出している。今後の調査対象の候補である。 

ドイツ化学会誌の編集委員長や英国化学会常務理事と、国

際情報発信に関する意見交換を行った。各国とも、既存学術

誌の刷新や、新領域を対象とする学術誌の創刊に力を入れて

いる。国内でも今年度より、国際情報発信強化の研究助成が

始まる。数多くの国際学術誌が競合する中、各組織の使命を

明確にし、経済的運営基盤を強く支える施策は時機を得てい

る。今後は、これらの動向を注視し、日本独自の国際情報発信

力強化を図る必要がある。 

② 学術振興方策について 

数カ所の諸外国研究機関を訪問し、学術振興方策に関する

意見交換を行った。例えば、Oxford 大学の A. D. Hamilton 副

総長と、学生への経済支援、ギャップ・イヤーと研究推進、大

学の研究費獲得に関する情報・意見交換を行った。英国では、

学生支援やキャリアパスの確保が十分でないため、社会的力

学を考慮したインセンティブ構造の見直しが必要とされている。

寄付が一つの経済基盤である英国と日本を単純には比較でき

ないが、今後の英国の施策は注視する必要がある。 

ストラスブール研究連絡センター長の中谷陽一教授のご協

力の下、第 5 回東京大学−ストラスブール大学合同シンポジウ

ムを開催し、材料化学、超分子化学、生命化学を軸とした学術

交流を行った。各国の研究連絡センターとの協力体制は、学

術交流や情報交換を大いに円滑にすることを実感した。今後

も強力に連携を図るべきである。 

 

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（東京大学大学院理学系研究科・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、学会や研究会、研究機関訪問にて情報収集を行っ

た。以下に参加した各国際イベントについて調査結果の概要

を述べる。 

Eurasia Conference on Chemical Science はアジアと欧州を

軸とする化学のほぼ全領域を含む国際会議であり、シンポジウ

ム形式で行われている。今回は 12 回目で 2012 年 4 月 16-21

日にギリシャの Corfu で開催された。無機化学関連のシンポジ
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ウムに参加したが、新しい材料として、多孔質材料の合成と気

体などの吸蔵特性を調べる研究報告が多かった。 

2012 年 5 月に香港のHong Kong Baptist University で大学

院生および研究者を対象にした集中講義を行うとともに、研究

ディスカッションや教育状況の調査を行った。特に興味深い情

報として、中国はほとんど産学連携制度が発達しておらず、新

規の結果を論文投稿するために特許出願をするやり方はほと

んど行われていないとことがわかった。香港の大学は中国本土

の大学とは一線を画している感があり、中国の大学を卒業して

香港の大学院に入る学生が多い状況であった。 

Japan-China Joint Symposium on Metal Cluster Compounds

は２年おきに、日本と中国で交互に開催されている金属錯体

化学分野の二国間会議であり、関連分野を含む両国の代表的

な研究者が集う研究会である。今回は 9 回目として 2012 年 8

月 13－16 日に福岡で開催された。両国の 20 名ずつが研究発

表を行ったが、「多孔質」、「配位プログラミング」、［磁性］、「発

光特性」、「分子活性化」、「光エネルギー変換」、「生体関連」、

「超分子」などがキーワードであった。中国側はたくさんの物質

をつくる研究が多いのに対して、日本側は新しい物質系や物

性、機能の探求が多かった。 

Annual Meeting of the International Society of 

Electrochemistry は電気化学の国際会議であり、毎年、世界を

巡って開催される。前回は日本で開催され、東日本大震災の

影響があったが、今回の第 63回大会（2012年 8月 19－24日）

の開催場所は欧州のプラハだったため、2000 名ほどの参加者

だった。「リチウム電池」、「燃料電池」、「電気化学センサー」、

「色素増感太陽電池」、「電気化学測定法」、「腐食」、「イオン

液体」、「修飾電極」などがキーワードであった。欧州、米国、ア

ジアの他に、南米、特にブラジルの研究者の参加が多いのが

目立った。 

日 独 の 錯 体 化 学 に 関 す る 二 国 間 研 究 会 議

Japanese-German Symposium on Coordination Programming が

2012 年 10 月 25-27 日に初めてドイツのミュンスターで開催さ

れた。錯体化学に関しては、これまで二国間研究会議、日中

（上記参照）、日韓のようにアジアの隣国や、日米、日加のよう

に北米、日英、日仏のように欧州で開催されてきた。二国間研

究会議では、その国でどういう分野・領域の研究が盛んに研究

されているか、研究者人口分布はどうかを実感することができ

る。今回の日独では、化学の伝統のあるドイツならではの独創

性の高い研究の推進が強く感じられた。特に新構造、新結合、

新反応のように、教科書に掲載されるような重要な基礎科学の

研究が多かった。日本の研究者の独創性も非常に高いことも

示された。  

以上の国際調査に加えて国内学会、セミナー、シンポジウム

に基づき、我が国の無機化学・無機工業化学分野の科学技術

の現状をまとめると下記のようになる。 

1) 日本では、空間材料、汎用元素を使う機能物質創製（元

素戦略）などの新概念の研究が生まれ、世界をリードして

いる。 

2) 日本では、独創性を大事にするので、広い分野に研究者

が分布しているのに対し、中国等では、大きな発見や概

念が出ると、それに関連する領域に多くの研究者がシフト

し、集中する傾向がある。鉄系超伝導体や MOF（または

PCP）はその例である。 

２． その他 

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災から 2 年余りが

経過し、被災地の復旧はまだ多くの問題が残されているとはい

え、被害を受けた東北、関東地方研究機関はほぼ研究ができ

る状況に回復した。一方、科学技術の国際競争は激化してお

り、日本が人口減少の中、世界をリードし続けるようにするには、

将来を見据えた研究の活性化が重要である。研究費を公正に

将来性のある学術的価値の高い研究を審査し、適正に研究費

を交付するために、本センターのさらなるシステムの充実と役

割の強化が望まれる。 

 

均一系触媒化学、合成有機化学分野に関する学術

研究動向調査研究 

茶谷 直人（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 

平成24年度は、中国、韓国、台湾、香港などアジアを中心と

した国々を訪問する機会があり、学会参加だけでなく、北京大

学（中国）、清華大学（中国）、清華大学（台湾）、香港中華大

学（香港）などを訪問し、多くの研究者や学生と話をすることが

できた。現在、化学の分野でも、これらアジアの台頭は著しく、

今では、欧米と並ぶ第三極となっている。特に、中国では、組

織・個人の評価において、論文数、引用数、impact factor など

数字を重視する傾向がある。組織の評価も日本以上に、これら

の数字で行っている。北京大学化学科では、博士課程の学生

の学位取得の条件も論文の数ではなく、impact factor の合計

で決めているとのことだった。したがって、研究も impact factor

の高い論文に出しやすい研究分野に偏っている傾向があるよ

うに思われる。例えば、有機化学の分野では、ひじょうに多くの

中国の研究者が炭素－水素結合の活性化の研究を行ってい

るが、他の分野には、ほとんど研究者がいないということもある。

また、韓国や台湾では、一部の研究者を除いて、基礎化学の

研究に資金が十分でなく、多くの研究者が材料化学など応用

分野にシフトしているように思われる。これは、アメリカも同様で、

多くの均一系触媒化学の研究者がバイオプラスチックとの関連

からリグニンの分解研究を始めている。これらに比べると、わが

国は、科学研究費を中心に基盤研究などにもある程度の資金

が回ってくるため、研究に縛りが少ないように思われる。 

10 月 18-20 日には、中国で 1st International Conference on 

Organometallics and Catalysis (OM&Cat)が開催された。この国

際シンポジウムは、アジアを基盤とする均一系触媒反応を中心

とする学会で、私は、International Advisory Board として、この

国際学会の立ち上げに参加した。今までの国際学会・シンポ

ジウムは欧米中心であったので、招待講演者も欧米の研究者
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の割合が多かった。そこで、アジア中心の国際シンポジウムを

開催することにより、アジアの若手研究者、学生をエンカレッジ

していくのが、この国際会議設立の目的である。第 2 回は、

2014 年 10 月に奈良で開催の予定である。 

 

光化学分野に関する学術研究動向調査研究 

三澤 弘明（北海道大学電子科学研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

光化学分野においては、グリーンイノベーションに繋がる研

究として新規太陽電池や人工光合成などの研究が注目され、

極めて活発な研究が進められている。なかでも、金属ナノ微粒

子表面に存在する自由電子が光の電磁場と共鳴して集団的

な振動運動が誘起される局在表面プラズモン現象は、光を金

属微粒子近傍に閉じ込めることを可能にして大きな光電場増

強が実現できることから、最近、光エネルギー変換への応用が

注目されている。本調査においては、光化学分野の中の光エ

ネルギー変換に関する学術研究動向の調査を行うとともに、プ

ラズモン研究の光化学、光電気化学、分析化学などの研究分

野への展開についても、関係する国内・国際会議に出席して

調査した。 

The International Conference on the Nanostructure-Enhanced

Photo-Energy Conversionは、平成 24年 6月 2日〜6日の間、

東京お台場の日本科学未来館において開催された。国内外

のプラズモンの化学応用を進める著名な研究者（11 カ国）が多

数参加して、活発な議論が繰り広げられた。電場増強を大きく

することが可能な形状を有する金属微粒子の合成手法、太陽

電池への応用などについて活発な討論が行われた。また、

ACS の JPC の Editor-in-Chief である G. Schatz 教授(米国

Northwestern Univ.)が基調講演を行い、将来のエネルギー変

換系におけるプラズモンが果たす役割などに関する議論も行

われ、本研究分野が益々大きく広がる気配を感じた。

International Conference on Materials, Energy and 

Environment は、平成 24 年 5 月 10 日〜11 日の間、米国の

Toledo の Park Inn Hotel Toledo で開催され、有機太陽電池

や有機無機ハイブリッド太陽電池など、最新の太陽電池の研

究が紹介されるとともに、次世代太陽電池に関する議論も行わ

れた。 

化学分野において、これまでプラズモンの研究は分析化学

などの狭い分野に限定されてきたが、今後は光エネルギー変

換などに広く展開されるものと期待できる。 

 

２．その他 

 今年度から専門研究員となり、大変有益な学術情報を得るこ

とができたことを大変感謝している。 

 

 

 

 

計測科学分野に関する学術研究動向調査研究 

今坂 藤太郎（九州大学大学院工学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 ＜学術研究動向調査研究について＞ 

本年度は、米国（サンノゼ）における CLEO 国際会議、ドイツ

（ミュンヘン）における Analytical Conference 国際会議に出席

したので、これらの開催状況と研究動向について報告する。前

者の国際会議は、レーザーに関する最も権威のある会議の一

つであり、わが国からも毎年多数の研究者が出席している。レ

ーザーに関する最先端の研究成果はもちろん、最近ではどの

ような産業に貢献できるかが重要なポイントになっている。一方、

後者の国際会議は欧州における計測技術に関する最大の展

示会の一つであり、最先端技術について多くの講演がなされ

た。ドイツでは大学や研究所から生まれた技術が産業で数多く

利用されており、産学連携の実績が上がっている。わが国では

基礎研究の成果が実際に使用されることが少なく、産学の両

方の努力が必要であると痛感した。 

 

＜東日本大震災の学術研究への影響について＞ 

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災は、多くの人々

の生活を根幹から揺るがすことになった。東日本大震災では

大量の瓦礫が発生し、その処分が問題になっている。研究員

は、東日本各地で土壌を採取し、独自に開発したガスクロマト

グラフ／レーザーイオン化質量分析計を用いて土壌中のダイ

オキシン等の汚染物質の濃度を測定した。その結果、有害な

ダイオキシンや塩素化ビフェニル（PCB）が比較的高濃度で観

測された。中には再調査が必要なレベルに達している場合も

あった。現在、瓦礫の処分が行われており、作業者の安全を確

保するためにも、事前の測定が緊急に必要と考えられる。 

 

２． その他 

最近、わが国を中心とした原子力発電施設の閉鎖と米国を

中心としてシェールガス採掘に関するニュースが話題となって

いる。地球温暖化対策のための二酸化炭素の削減努力はどう

なったのか、と考えざるを得ない。一方、シェールガス採掘に

当たって新たな環境汚染が懸念されており、科学者に寄せら

れる期待は大きい。 

 

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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度は、生体関連化学に関する我が国の学術研究動向

について、特に躍進が期待される核酸化学関連分野を中心に

調査研究した。 

欧米における核酸化学の第一線の研究者の研究成果や研

究動向を調査するとともに、我が国の核酸化学の国際的な評

価を把握するために、平成２４年８月にカナダのモントリオール
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で開催された核酸化学研 究分野の国際会議、 20th 

International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and 

Nucleic Acids（IRT2012）に出席した。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の一つで、欧州や

米国の参加者を中心に数百人規模の学会である。今回、日本

からもかなりの人数の発表者・参加者があり、核酸化学分野で

の我が国の研究が興隆していることがわかった。注目すべき研

究例として、米国ニューヨーク州立 Binghamton 大学の E. 

Rozners 博士らは化学合成によって得られた人工核酸を活用

して、核酸の三重らせん構造を形成させ、医療分野へ応用す

るという新しい研究成果を発表し、注目されていた。 

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（ISNAC）として開催されている。本年度（ISNAC2012）は、名

古屋において１１月に開催された。招待講演１１件、口頭発表３

８件、ポスター発表１１７件と研究発表件数も多く、貴重な成果

発表や活発な議論が英語で展開され、本分野の研究動向に

勢いがあると判断できた。特に、米国 Rochester 大学の D. H. 

Turner 博士の招待講演は、インフルエンザ RNA の高次構造

予測と発見についての新しい成果であり、核酸化学の新しい

分野の開拓に貢献すると期待される。来年度は、横浜で開催

される予定である。 

また、核酸を含めた生命分子全体の国内学会である、バイ

オ関連化学シンポジウムが札幌で９月に開催された。このシン

ポジウムは、日本化学会の生体機能関連化学部会、バイオテ

クノロジー部会、生体機能関連化学・バイオテクノロジーディビ

ジョン、フロンティア生命化学研究会の主催で、日本薬学会、

高分子学会、電気化学会等が共催である。北海道大学の西村

孝司博士が革新的がんワクチンについて、同じく北海道大学

の原島秀吉博士がナノ医療について招待講演をされた。これ

らの講演によって、化学分子の新しい医療への活用法に関し

て、多くの化学者が最先端の研究成果に触れることができた。 

今年度、特記すべきことは、日本化学会の生体関連化学部会

が第１回の国際シンポジウム （ The First International 

Symposium on Biofunctional Chemistry; ISBC2012）を開催した

ことであろう。基調・招待講演者は海外研究者を中心に２６名と

多く、素晴らしい講演ばかりであった。特に、東京工業大学の

岡畑恵雄博士の基調講演は、これまでの生体分析化学やバイ

オセンサーの研究を体系的に概観した秀逸な内容であった。

また、米国Louisville大学の J. B. Chaires博士が新規な薬剤を

独自な方法で探索し顕著な研究成果を得つつあることがわか

った。今後、注目すべき研究であろう。 

日本化学会編集の総説集『CSJ カレントレビュー』の第１０巻

は「ここまで進んだバイオセンシング・イメージング」と題して、１

分子から細胞や脳までも対象とした研究成果の特集号であり、

平成２４年１１月に刊行された。この成書や国内外の学会での

調査から、生命化学分野における我が国の研究が今後さらに

発展すると強く感じた。 

 

 

タンパク質化学・ペプチド化学分野に関する学術研

究動向調査研究 

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 

ポストゲノム時代におけるタンパク質の構造や機能解析の進

展にともない、分子標的ツール（特に、分子標的医薬品）として

抗体が注目を集めている。20 年前までは、抗原を動物に免疫

して、抗体産生ハイブリドーマを作製することがモノクローナル

抗体作製の唯一の方法であったが、現在では、組換え抗体タ

ンパク質が分子進化工学的手法により、免疫することなく標的

抗原に対する抗体を獲得することが可能となっている。この進

化分子工学的手法について国内外における第一線の研究者

との議論し、研究動向を調査した。 

分子進化工学では、まず、多種多様な抗体をファージ表層

に提示させたファージ表層提示ライブラリーを構築し、このライ

ブラリーを標的抗原でスクリーニングし、標的抗原に結合する

抗体を獲得する。これまでに、ファージ表層提示法をはじめと

して酵母表層提示法、大腸菌表層提示法など、さまざまライブ

ラリー作製法が考案されている。一方、抗体ライブラリーのスク

リーニングは、バイオパニングと呼ばれる手法によって行われ

ている。しかし、このステップがかなり厄介である。このことは、

国内外の研究者との議論の中で共通した認識である。バイオ

パンニングによるスクリーニングにはダイナミックレンジがあるた

め、ライブラリーに存在する結合ファージの中から稀少の高結

合ファージのみを濃縮することができない。このような進化分子

工学の重要な問題を解決する画期的な方法が、日本動物細

胞工学会 2012 年国際会議（JAACT2012 ”The cutting-edge 

technologies in single cell-based analyses and measurements” 

名古屋、平成 24 年 11 月 27-30 日）において報告された。 

 黒田ら（名大・農）は、バイオパンニングの問題点を解決する

ために、１細胞単離解析装置の開発を行った。本装置は、最

大 40 万ウェルがプラスチックスライド上に微細加工されたナノ

チャンバーを用いて細胞を分画し、各細胞の蛍光と透過像を

CCD カメラで測定し目的細胞を同定したのち、キャピラリー吸

引システムで 1 細胞ずつ単離する。ナノチャンバーの丸型ウェ

ルの直径を調整することで、さまざまな細胞に適応可能で、酵

母細胞は直径 10 μm の丸型ウェルに収まる（血球系細胞：10

〜20 μm、 その他の動物細胞：30 μm）すなわち、酵母表層

提示ライブラリーと本装置を組み合わせることにより、網羅的な

スクリーニングをすることができるので高活性抗体の獲得が可

能になり、進化分子工学のさらなる発展に貢献する。 

 

２. その他 

化学専門調査班専門研究員として学術システム研究センタ

ー業務に従事する機会を得て、科学研究費や特別研究員の

採択システムがいかに公平であるかを知り得た。残念ながら、

多くの研究者が科研費の採択方法ついて知らないのが現状で

ある。まず、この採択システムとその公平さを認知してもらうため
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の対策が必要である。 

 

環境調和型合成、生体触媒反応化学分野に関する

学術研究動向調査研究 

伊藤 敏幸（鳥取大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 下記に示す学会に参加し、研究動向を調査した。 

【国内】 

1) JACI/GSC シンポジウム、東京、平成 24 年 6 月 12、13 日 

・我が国のＧＳＣ研究の進展状況の調査（国内）。合成化学、有

機化学分野については、この分野では不均一系の触媒反応

に関する研究発表が多く、均一系触媒の合成反応とバイオテ

クノロジーによる物質生産研究については限られた研究グル

ープからの発表であったが優れた成果が発表されている。 

2)有機電子移動化学討論会、東京、平成 24 年 6 月 21、22 日 

・有機電子移動を活用する環境調和型有機合成手法の国内

研究状況の調査（国内）。学会の規模は大きくないが、ユニー

クな研究成果が披露されており、我が国の本分野のポテンシャ

ルは高い。 

3) 第 20回国際フッ素化学コンフェレンス（20th ＩＳＦＣ）、京都、

平成 24 年 7 月 25 日〜27 日 

・世界のフッ素化学に係る合成化学分野の研究状況調査(国

内で開催されたが海外)。新規登録の医薬の 20％以上、農薬

に至っては 60〜70％がフッ素を分子内に含んでいる。また、液

晶や有機ＥＬ素子にもフッ素を含んでおり、機能性分子の開発

にはフッ素化学の力が重要である。本大会での合成化学分野

では遷移金属触媒反応を利用して C-F 結合を切断して化学

変換する研究がトレンドであり、フッ素化学は我が国の化学産

業の生命線になる可能性があると思われる。 

4) 12 月 7、8 日、第３回イオン液体討論会、沖縄、平成 24 年

12 月 7 日〜9 日 

・イオン液体を活用する環境調和型有機合成手法の国内研究

進展状況の調査（国内）。イオン液体の物性や、電解液機能に

関する研究、バイオマス溶解に関する優れた研究が多く発表さ

れていたが、合成化学分野に関する発表数は少ない。 

6) 12 月下旬、第１６回生体触媒化学シンポジウム、富山、２泊

３日 

・生体触媒を用いる環境調和型有機合成法における国内研究

状況の調査（国内）。遺伝子工学の進歩が著しく生体関連分

野の研究で優れた発表が多いが、新規有用微生物の探索や、

酵素反応を有機合成に活用する研究はやや減少し、全般的

に方法論がやや画一的になっている。 

 

【海外】 

1)第 5 回オーストラリア、イオン液体シンポジウム（ASIL-5）、メ

ルボルン、オーストラリア、平成 24 年 5 月 1 日〜4 日 

・イオン液体、ならびに電子移動材料にかかる分野のオースト

ラリアにおける研究状況調査（海外）。セルロース溶解性イオン

液体などバイオマス利用のためのイオン液体技術に関する研

究が多数発表され、当該分野への感心が非常に高い。 

2)第 3 回有機フッ素、医薬、機能材料、農薬にかかる国際シン

ポジウム-バレンシアフルオリンデイズ、バレンシア、スペイン、

平成 24 年 5 月 20 日〜24 日 

・フッ素含有有機分子の合成法について世界の研究状況調査

(海外)。遷移金属触媒反応を利用して C-F 結合を切断して化

学変換する研究がトレンドであり、含フッ素有機分子は機能材

料として欠かせぬ存在であり、その効率的な合成法の開発成

果は有機合成上、大きな感心がもたれている。 

2)第 244 回アメリカ化学会年会、 Philadelphia、 USA 、平成

24 年 8 月 17 日〜22 日 

・環境調和型有機合成法開発における米国の研究状況調査

（海外）。グリーン・ケミストリー・シンポジウムにおいて依頼講演

を行う共に、米国の当該分野についての研究動向を調査した。

合成化学分野では、固体触媒、遷移金属触媒、生体触媒、

様々な分野で成果が発表されており、バイオマス活用技術の

発表が多数行われていた。 

3)第 3回アジア-太平洋、イオン液体及びグリーンプロセス国際

会議（3rd APILGP） 北京 中国、4 泊 5 日 

・イオン液体化学を活用する環境調和型有機合成手法に関す

る中国の研究状況の調査（海外）。イオン液体による二酸化炭

素吸収に係る研究が非常に盛んに行われ、実用化にむけての

プラント建設も検討されていた。この分野では我が国に先行し

ている中国ではイオン液体を中心にグリーンケミストリー分野に

非常に大きな投資が行われている。研究者数も多く、当該分

野のみで我が国の全科研費の 10 倍以上の金額が投資されて

いる。現在の所は、我が国が先行している研究分野も多いが、

このままではたちまち追い抜かれると強く危惧される。  

4) 2012 年-ISAB(先端生物工学シンポジウム)、桂林、中国、4

泊 5 日 

・酵素触媒を使う環境調和型有機合成化学手法の動向にアジ

アを中心とする国際的研究状況の調査（海外）。我が国と同様

に遺伝子工学的研究が主流であり、生物色が強まり合成化学

的な見地からは単純な反応が多いと感じられた。  

 

シンクロトロン放射光の化学への応用分野に関する

学術研究動向調査研究 

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に発展を遂げ

つつある。24 年度は本調査研究費などを活用して 13 件の学
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会に出席した。 

第 15 回X線吸収微細構造国際会議は 2012 年 7 月 22 日～

28日の間、中国・北京で開催された(参加者は 34か国 340名、

発表 401 件)。X線吸収分光に限らず、放射光利用研究は、空

間分解と時間分解、あるいはその双方に関する開発が盛んで

ある。特にSwiss Light Source (スイス)では、シンクロトロンの電

子バンチをスライスすることで、通常数 10ps程度の放射光パル

ス幅を 100fs程度まで短縮し、超高速分光を実現している。具

体的には、fsレーザーをポンプ光としそれに同期したバンチス

ライス放射光をプローブに用い、光触媒の基本物質である

TiO2の紫外光(~400nm)吸収励起状態の 100fsレベルの時間分

解Ti-K吸収の測定に成功していた。一方、ナノビームを用い

た吸収測定もSPring-8 を中心に発展しており、10nmレベルの

ビームサイズでのナノクラスター1 粒子観測に成功していた。日

本ではX線自由電子レーザーSACLAにおいてX線吸収分光

実験が始まりつつあり、今後の時空間分解X線吸収計測に大

きな期待が寄せられる。 

国内の第 15 回 XAFS 討論会で SACLA の X 線吸収分光へ

の応用が議論され、25 年度の本格的利用に向けて現状が報

告された。また、ナノビームを用いた硬 X 線磁気円二色性測定

によりナノドット磁石１つずつの磁化観測などが目を引いた。第

26 回日本放射光学会年会でも放射光分野全体としては

SACLA の利用研究が注目できた。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。 

 

２．その他 

本調査研究による学会動向調査ならびに学術システム研究

センター化学班会議等に出席することで大変有益な学術情報

を得ることができ、日本学術振興会に感謝いたします。 

 

ソフトマテリアル分野に関する学術研究動向調査研

究 

原口 和敏（一般財団法人川村理化学研究所・所長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

ソフトマテリアル分野の研究は近年、幅広い展開を見せてお

り、特に、従来、力学的に脆弱で取扱いが困難なため、材料と

しての視点での研究が殆どなされていなかったヒドロゲルでは、

新たな分子設計に基づき、柔軟で、伸長性があり、高い破壊エ

ネルギーを有する材料が得られることが次々と報告されている。

また、自己組織化材料やゲル微粒子などでも、電子、光学、分

子認識、アクチュエータ、ＤＤＳなどの幅広い分野で広範囲な

研究がなされている。これらの動向を調査するために、国内・

海外での学会に出席して調査を行った。 

国外では、「国際ネットワークシンポジウム」（PNG2012：ｼﾞｬｸ

ｿﾝﾎｰﾙ）に参加して依頼発表および動向調査を行った。会議

では、分子変性による自己組織化や Biomimetic 構想による材

料合成に関する報告が多くなされ、機能を求めると言うより、新

たな構造構築システムを作り上げるのに重点が置かれていた。

機能では、複雑なネットワーク系での刺激応答性などが注目さ

れていた。米国化学会 National Meeting (ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ）に参加

して、会議の主題である「Materials for Health & Medicine」に関

して研究動向調査を行った。ソフトマテリアルに限っても、新材

料合成、微細加工技術、自己組織化による形態制御、機能表

面創出、構造と機能の関係、生体相互作用、生物学的安全性

（毒性）などの分野で興味深い発表が見られた。その他、スマ

ートマテリアル国際会議（ﾓﾝﾃｶﾙﾃｨｰﾆ）、ケミカルバイオロジー

国際会議（ｳｨｰﾝ）に参加して、招待講演や依頼発表を行うと共

に研究動向調査を行った。国内では、第９回国際ゲルシンポ

ジウム、環太平洋高分子国際会議に参加して研究動向調査を

行うと共に、第５１回生体医工学会学会で招待講演「ＮＣゲル

の医療分野への適用可能性」、学振・産学協力研究委員会

「情報科学用有機材料第１４２委員会」で招待講演「ＮＣゲルの

開発と機能」、第２９回医用高分子研究会講座で招待講演「ソ

フトＮＣおよびゲルの細胞培養特性」、無機マテリアル学会総

会で特別講演「有機－無機ハイブリッドの開発」を行い、参加

研究者とソフトマテリアルの展開可能性について意見交換、情

報収集を行った。その他、高分子学会年次大会、高分子討論

会、高分子ゲル討論会などに参加し、また、九大、東大、山口

大などを訪問して研究動向に関する情報交換を行った。 


