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総合・複合新領域、特に環境学に関する学術研究動

向の調査研究及びアジア諸国での学術振興方策に

関する調査 

藤江 幸一（横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

1964 年に東京で開催された第２回国際水質汚濁研究会議

を契機に我が国に於ける水環境に関する研究が本格化した。

1967 年に制定された公害対策基本法に基づいて、1971 年に

は水質汚濁防止法が施行され、公共用水域の水質環境基準

と、この基準を達成するための排出基準が合わせて設定され

たことから、水環境および下排水処理に係る研究の急速な発

展をもたらし、当時の水質汚濁研究協会（現、(公社)日本水環

境学会）の年会における研究発表件数は 1973 年度の 20 件か

ら、82 年度には 82 件、92 年度には 224 件、そして 2002 年度

には 541 件に達し、以降の発表件数は概ね横這いである。 

窒素・リンの流入による湖沼や閉鎖性海域での富栄養化と

増殖した藻類による水質汚濁が深刻になり 73 年度は僅か 20

件の研究発表で 4 件がこの話題であった。82 年度に窒素・リン

の水質環境基準が設定され、同年度の窒素・リン関係の研究

発表は20件を超えていた。生活系排水による水質汚濁の深刻

さに関する研究も多数見受けられた。 

87年度の全国下水道普及率は約 40％にとどまり、下水道未

整備地域へ導入する簡易排水処理の開発、洗剤、化学物質、

農薬等の流入による河川の水質汚濁と自浄作用等に関する研

究が注目された。窒素・リンによる水質汚濁やそれらの除去技

術の研究は相変わらず盛んであった。 

1992 年度の主要課題として登場したのはハイテク産業で洗

浄剤や溶剤として大量消費された有機塩素化合物による土

壌・地下水汚染の調査と対策であった。遺伝子毒性や変異原

性を利用した環境水や水道水の毒性・健康影響の評価に関す

る調査・研究も注目された。   

97年と 2004年に国土交通省が「排水再利用・雨水利用シス

テム計画基準」を策定した。97 年度の研究発表では、排水処

理に関する研究発表が全体の 45％にあたる 190 件に達し、水

質改善と水リサイクルを促進するオゾンや紫外線照射を利用し

た排水の高度処理に関する研究開発の増加が注目された。藻

場・干潟等の生態系サービスを利用した水質浄化にも関心が

集まっていた。 

2002 年度には PCR-DGGE など遺伝子的手法を利用した微

生物群集構造・動態の解析に関する研究でにぎわった。膜分

離活性汚泥法、オゾン・紫外線照射を利用した高度処理、窒

素・リンの除去効率向上などの研究開発も活発であった。農薬、

窒素・リン、重金属や有害化学物質の農地や都市域からの流

出に対する降雨の影響を解析する研究も積極的に行われてい

た。遺伝子毒性や生態毒性に着目した環境水や下排水処理

水の水質評価に関する研究の増加も見られた。 

2007 年度の研究発表の特徴として、抗生物質等医薬品の

水環境への流出に加えて、社会的話題となったノロウイルスに

関する研究を挙げることができる。03 年度に全亜鉛の水質環

境基準が追加されたことを反映し、河川中での亜鉛に着目した

発表も見受けられた。面源負荷に関する途上国での調査事例、

湿地や水路等の生態系を利用した水質浄化に関する研究も

継続して実施されていた。 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と福島第一原子力発電

所事故を受けて、その後の研究発表では、津波で大量流出し

たと思われる汚濁物質による水質への影響や、放射性セシウ

ムに対する除染や環境中での挙動に関する発表も多くみられ

るようになった。 

我が国における水環境研究では、水質評価が一貫して行わ

れてきた反面、排水処理に関する発表は 90 年代をピークに減

少し、他のアジア諸国よりもその割合が低い傾向にある。水質

分析や遺伝子毒性・生態毒性を利用した水質評価が増加傾

向にあり、農薬やその分解物などの微量物質を高感度で簡易

に分析する手法の開発など新たな展開が見られる。医薬品や

病原性ウイルス等の水環境での挙動解析やそれを支援する技

術の開発に関する研究の進捗も期待されている。 

 

総合領域、特に情報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 

西田 豊明（京都大学大学院情報学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

総合領域、特に情報学における学術研究動向において、学術

と技術がこれからの社会および他の学術領域にどのような貢献

をすべきかについて、総合的に調査研究した。 

①学術研究動向 

人工知能に焦点をあて情報技術の光と影の側面について

論じ、今後の研究で重点的に推進すべき学術的課題・技術的

課題と、基礎的研究として経常的な取り組みが考えられる学

術・技術的課題について検討した。平成25年度科研費への応

募概要について検討し、平成 25年から改訂を行った系・分野・

分科・細目表において新設された情報学分野の動向について

予備検討を行った。 

平成 23 年度に続き、小規模パイロットスタディ（インタラクショ

ン・ゲーム・デザイン）を実施することにより、情報学に関する最

先端の研究の流れのなかで、現在の情報学の学術研究の潮

流を主体的に把握し、情報学の学術と技術の発展に貢献し、

情報学の学術研究の今後の展開の可能性を探った。国際的

な研究プロジェクト(eCute)の実施と評価への主体的な参加を

通して、国際研究ネットワークへの貢献を実践した。  

②学術振興方策 

小規模パイロットスタディをモデルケースとし、その分析と一

般化を行うことにより、総合領域、特に情報学において、学術

振興会事業におけるボトムアップ支援の分析を行い、支援制

度のあり方と評価の仕方について検討した。実施者・評価者の

観点から国際的なネットワークの中での日本のより良い貢献の
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道を探り、日本の文化学術の特色を生かして日本らしい貢献

のあり方と新しい国際共同研究体制のあり方について提案した。

大学院教育を通した人材育成に焦点をあて、主として博士課

程学生が国際ネットワークの中で博士論文研究を行い、産学

連携、ポスドク、インターンシップなど研究との関わりの制度に

ついても視野に入れて、独立した研究者として社会で貢献でき

る人材づくりの支援のあり方について検討した。 

 

ソフトウェアおよび計算機システム分野に関する学術

動向の調査研究 

加藤 和彦（筑波大学システム情報系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

当研究員の専門分野で、トップレベルの国際会議の一つで

ある USENIX Symposium on Operating System Design and 

Implementation（OSDI 2012、開催場所は米国カリフォルニア州

ハリウッド）の論文調査を行った。この会議は 2 年おきに開催さ

れる、コンピュータシステムのシステムソフトウェア分野で最高

水準の国際会議であり、今回は 215 件の論文が投稿され、採

択は 25 件、採択倍率 8.6 倍という難易度を誇る。下記のような

テクニカルセッションによって構成され、各セッションでは 3 件

ずつの論文発表が行われた：Big Data, Privacy, Mobility, 

Distributed Systems and Networking, Security, Potpourri, 

Replication, Testing & Debugging, Isolation。 

本調査研究では、代表的な研究の調査を行った。「フラット

なデータセンターストレージ」は、高性能、耐障害性のある、巨

大スケールの、分散バイナリデータ格納ができるストレージシス

テムである。「PowerGraph: 自然グラフ上の分散グラフ並列計

算」は、べき乗分布を持つグラフの特徴分析を行い、

PowerGraph という抽象を提案している。「GraphChi: PCで巨大

グラフ計算」は、10 億個レベルの辺を持つグラフ計算をディス

クベースで行うGraphChiシステムについて述べたもので、一台

のパソコンで高速に動作する。「Spanner: Google’s 広域分散

データベース」はGoogleの、スケーラブルで、複数バージョン、

広域分散、同期的複製のデータベースである。地球規模で分

散を行い、外部一貫な分散トランザクションをサポートしている。

「地理的に分散複製されたシステムの、必要時一貫性のある高

速化法」では、結果整合性と強整合性を組み合わせた手法に

より、題目に示された内容を実現する手法を提案している。 

 

総合・複合新領域分野に関する学術研究動向調査

研究 

中森 義輝(北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科・

教授) 

 

１．調査研究活動の概要等 

新たに細目となった「ウェブ情報学・サービス情報学」に関し、

特に、サービス情報に関わる国際研究動向を調査した。調査

に当たっては、サービスマネジメント、サービスシステム及びサ

ービスサイエンスに注目して、2001 年から 2011 年における英

文のジャーナル論文とカンファレンス論文によって発表された

ものを収集した。 

サービスマネジメントに関する研究はこの 10 年間に研究が

活性化してきた。研究を分野に分類すると、圧倒的多数の論

文はコンピュータ科学に関連しており、そのうちの半分は電気

通信分野に関連している。サービス品質とコンピュータネットワ

ーク管理に関しては、11 年間持続して研究が続けられている。

また、2005 年以降いくつかの新しいキーワードが登場している。

それらは情報技術、Web サービス、及び顧客サービスである。 

次に、サービスシステムに関する研究動向は、サービスマネ

ジメントと同様な傾向がみられるが、その数を見れば「システ

ム」が急激に注目を集めていることが確認できる。さらに詳しく

キーワードで分類すると、情報サービス、顧客サービス、モバイ

ルコンピューティング、インターネット、サービスの質、プロダクト

デザイン、ウェブサービスなどがある。この中では特にインター

ネットとウェブサービスに関する研究が多く、科研費の細目名

を「ウェブ情報学・サービス情報学」としたことは適切であったと

考えられる。 

サービスサイエンスという研究は 2004年以降に登場したもの

と考えられるが、論文数は多くない。サービスマネジメント、サ

ービスシステム及びサービスサイエンスに関する研究では、イ

ンターネット、サービス品質、ウェブサービス、顧客サービスな

どのようないくつかの類似したキーワードを共有する。この３つ

の分野に関する研究の数はまだ多くはないが、新しいキーワー

ドが増加していることから、これから発展していくことが期待でき

る。 

 

機械学習およびその応用の分野に関する学術研究

動向調査研究 

松井 知子（情報システム研究機構統計数理研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

知覚情報処理（音声・音響情報処理）、知能情報学（機械学

習）、統計科学の分野について、国内外の会議参加を通して

研究動向を調査した。国内会議では日本音響学会研究発表

会、IBIS2012（第 15 回情報論的学習理論ワークショップ）に、

国際会議では ICML2012（The 29th International Conference 

on Machine Learning）、NIPS（Neural Information Processing 

Systems）2012 に出席し、発表内容やセッションテーマなどから

研究動向を探るとともに、参加者から注目トピックスを聴取し

た。 

当分野で目立ったバズワードは“ビッグデータ”、“ディープ

データ”、“ディープラーニング”であった。ビッグデータでは、

Volume（膨大な量） 、Variety（多種多様なデータ源と種類）、

Velocity（高速度でのデータ入出力）の三つの“V”が主な課題

とされている。それらの課題に直面している分野は多岐にわた

り、情報学（Web 検索など）はもとより、環境学（気象予測など）、

総合生物（ゲノム解析など）、社会科学（ソーシャルネットワーク
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やマーケティング解析など）が含まれる。一方、ディープデータ

では、データが内包する複雑さ（不均一性や非一様性）の課題

に注目している。データ同士の因果性や潜在的な関係性をデ

ィープに解析することを狙う。ディープラーニングは、多層のニ

ューラルネットワークを構成して用い、データから有効な情報を

自動抽出すること試みる機械学習法である。多層のニューラル

ネットワークを事後解析することは難しいので、複雑さの解明を

目的とするディープデータの課題には直接適用できない危惧

があるが、分類や回帰などの高精度化を目的とするビッグデー

タの課題には役立つことが期待される。ディープラーニングは

現在、音声や画像認識などのパターン認識のいろいろな問題

において、高度な特徴量を抽出する方法として従来法を凌ぐト

ップ性能を示している。当分野ではビッグデータ、ディープデ

ータ、ディープラーニングに関わる技術は分野横断的であり、

今後重要性を増すと思われる。 

 

ナノマイクロ科学に関する学術研究動向調査研究 

射場 英紀（トヨタ自動車株式会社電池研究部・部長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

日本におけるものづくりの基盤形成を期待して、ナノマイクロ

科学に対する研究投資が盛んに行われてきている。本調査研

究では、文部科学省や経済産業省の実施する種々の施策の

中で、特に、ナノテクノロジーや材料に関する基盤研究とその

応用について、学会やプロジェクト報告を通して情報を収集し、

現状の把握と今後の課題について考察する。 

金属学会では、ここ数年、「水素、水素貯蔵材料」に関する

セッションが、最大の会場で実施されてきている。これは、

NEDO のプロジェクトの関係もあるが、やはり平成１０年から実

施された科研費の特定領域研究で育成された研究者が中心

研究者となっていることが大きい。 また、「磁石材料」のセッシ

ョンには、３日間を通して多くの講演があり、常に会場は満席で、

文部科学省の拠点型元素戦略プロジェクトにより研究領域が

活性化していることが感じられた。また同様に拠点型元素戦略

に関連する「プラストン」のセッションも、２５年春季大会で初め

て実施された。構造材の機械的特性は、代表的な欠陥である

転位で理論的に説明されてきたが、この取り組みでは、転位以

外の連続体の結晶部分をプラストンと定義して、理論展開や計

算を実施しようというもので、構造材料の新コンセプトとして今

後の展開が期待される。 

蓄電池の研究分野では、電気化学会の下部組織の電池技

術委員会が主催する電池討論会が最大の学会である。最近で

は、国内外から２５００人以上の研究者が参加し、５００件以上

の講演が実施される。講演は大きく蓄電池と燃料電池にわか

れるが、蓄電池の講演件数が年々増えてきている。さらにその

内容は、一般的なリチウムイオン電池改良の研究がほとんどで

あるが、革新的な高性能にチャレンジする全固体電池や金属

空気電池の研究が増えてきていることも大きな特徴である。特

に、２０１２年の講演大会では、リチウムイオン電池の講演の中

で、特にリチウム過剰正極、Ｓｉ負極に関する講演が多く、その

会場には聴講者も多かった。これらは、ＮＥＤＯのプロジェクト

などで、多くの研究投資が実施されてきたこともあるが、実用化

が視野に入ってきたことも関係していると考えられる。また最近

の傾向として、革新電池として位置づけされるＬｉ空気電池や全

固体電池の講演も数多くみられたが、新しくポストリチウム電池

として、ナトリウムやマグネシウムに、チャレンジする研究も何件

かあり、リチウム電池を越える性能が得られる可能性も示唆さ

れており、たいへん期待される。 

PRIME2012 (日米の電気化学会の共同開催)では日米から

約３５００人の研究者が参加。全体のうち半分以上が電池に関

連するセッション。その中で電池の種類により、明らかに聴講

者の数に違いがあった。従来から、聴講者が多く大きな会場が

割り当てられている大型リチウムイオン電池の会場はきわめて

聴講者が少なく、それに対して、固体電池やポストリチウムとい

うような新しい電池の会場はいつも満席という状況であった。 

 

水利用・水循環分野に関する学術研究動向調査研

究 

宮 晶子（水 ing 株式会社法務審査室・室長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

膜分離は海水淡水化や排水の再利用などの用途で注目さ

れる技術であり、IWA の国際会議（釜山）でも多くの発表があっ

た。特に、膜の閉塞（ファウリング）の原因と対策は大きな課題

であり、海水淡水化では微細藻類の菌体外高分子物質などの

寄与が注目されている。排水からの栄養塩類（窒素、リンなど）

の除去は、依然として大きな課題である。特に経済発展が著し

い中国の都市部では、環境中に放出された有機物や窒素やリ

ンなどが原因で、深刻な水質汚濁問題を引き起こしている。

IWA が主催する栄養塩類除去技術をテーマとした専門家会議

が 2012 年はその中国ハルビンで開催された。省エネ的な窒素

除去技術である嫌気性アンモニア酸化技術に対する関心は高

く、本セッションとは別に、中国での研究開発事例を紹介する

ワークショップも開催された。嫌気性アンモニア酸化について

は、現在中国では浙江大学をはじめ約 20 の大学や研究機関

で研究が行われており、論文数も 2001 年以前は年間 10 編未

満であったのが、2009 年は年間 121 編と増加している。 

下排水処理分野では、膜分離活性汚泥法及び嫌気性アン

モニア酸化への関心が国内でも高い。また産業界では省エネ

ルギー・二酸化炭素排出量削減技術への関心は高く、紙パル

プ業界で開催される年次大会には、約 1,000 人の参加があり、

メタン醗酵技術等についての発表があった。 

有機性排水・廃棄物から直接電気エネルギーを取り出すこ

とができる微生物燃料電池は、実用化にはまだ遠いものの、微

生物レベルの基礎研究が進んでいる。 

環境中に散布された農薬は、ただちに水や二酸化炭素など

の最終分解物まで分解されるとは限らず、加水分解物や光分

解物などの農薬変化体（Pesticide Transformation Products in 
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Water environments: PTPWs）が水環境中に残留する可能性

がある。水環境学会誌原著論文編に掲載された文献研究では、

多数の文献、書籍をもとに作成された 14 農薬の 73 種類の

PTPWs のリストが報告されている。今後 PTPWs の浄水処理工

程における処理特性等の検討が進み、飲料水の更なる安全性

確保に貢献することが期待される。 

 

環境学分野に関する学術研究動向調査研究 

一ノ瀬 俊明（独立行政法人国立環境研究所社会環境システ

ム研究センター・主任研究員） 

 

１．調査研究活動の概要等 

アジア太平洋諸国が目前の気候変動を耐えぬき、さらなる

繁栄を遂げていくためには、気候変動への適応を国家の発展

政策の主流とすべく、従前のやり方を改め、さらなる努力が必

要であることはいうまでもない。多くの開発途上国では、不適切

な関連制度の現状に加え、存在する金融制度や技術へ十分

なアクセスがなされていない。 

都市における具体的な気候変動適応策のうち、最もわかり

やすいのは、都市の温暖化に対する直接的な対策である。当

該分野における特筆すべき傾向のひとつに、数値シミュレーシ

ョンにおける進展（都市気候モデルにおけるマルチスケール化

など）がある。また、全球規模で都市形態情報（建物の高さや

色、材質など）をデータベース化し、モデルに取り込む動きが

進んでいる。さらに、ツールとしてのWRF モデルの普及が印象

的である。しかも単発事例の解析ではなく、数年間の長期積分

での評価も増えている。CFD 計算においても、熱・安定度を考

慮した乱流計算がこの３年間の進展と思われる。IPCC の第五

次評価報告書（AR5, Fifth Assessment Report）において Urban 

Area の章が追加され、将来都市気候予測（全球気候変化と都

市）の研究も充実してきた。そこでは GCM や領域気候モデル

による力学的手法のみならず、統計的ダウンスケーリング手法

も増えている。都市境界層の観測とモデル化については、ドッ

プラーライダーによる観測事例が多数出てきており、都市境界

層研究における有用性が強調されている。また、都市域で増

加する二酸化炭素濃度がそのまま都市域で問題を引き起こす

のではないが、都市域生態系での温室効果ガスの挙動につい

ての観測とモデリングについても、ようやく全球規模での当該

研究に歩調を合わせようとする動きが出てきた。 

 

生体医工学分野に関する学術研究動向調査研究 

佐久間 一郎（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

生体医工学は、臨床診断治療に新たな手法を提供する応

用科学的な側面と、基礎生物学における定量的かつ再現性の

高い計測・解析・分析手法を与えるという基礎研究的な側面を

有する。その例として以下の５つの例を中心に調査研究を行っ

た 

１）低侵襲診断治療関連分野 

腹壁に開けた単一の孔を介して外科手術を行う単孔式手術

や、軟性内視鏡との組み合わせにより、より低侵襲な手術の実

現の試みがなされている。また放射線治療技術に関しては、画

像誘導により照射精度を向上し健常組織への影響を低減しつ

つ幹部への放射線量を高める照射を可能とする Intensity 

Modulated Radiation Therapy(IMRT)の進歩が近年著しく、呼

吸運動や体動による標的組織の動きに追従して、より安全か

つ精密に放射線治療を可能とする技術の開発が進められてい

る。 

２）ロボット技術を融合したリハビリテーション技術分野 

ロボット技術を活用して適切な刺激を患者に与えることにより、

神経系の望ましい再構築を促進できる可能性が指摘されてい

る。失われた機能の代替ではなく機能回復を目標としたリハビ

リテーションにロボット技術を活用するためには、機械工学、ロ

ボット工学、生体工学、運動生理学、脳科学、リハビリテーショ

ン医学等の融合研究の実施が不可欠である。 

３）在宅医療関連分野 

情報通信技術と医療機器・医療デバイスが融合することによ

り新たな医療サービスが創出され新たな産業となることが多方

面から期待されている。疫学的にも適切に関連する技術を評

価し、本技術の健康福祉の向上の科学的評価が今後求めら

れる。 

４）組織工学・再生医療工学関連分野 

再生医療の本格化のためには、これまで工学が人工物に対

して体系化してきた生産システム工学の知見を活用し、この分

野に適した工業的な生産方式や多品種少量生産技術を確立

するとともに、培養された組織の機能評価・安全性評価手法の

確立が不可欠である。 

５）レギュラトリーサイエンス関連分野 

開発された医療機器や医薬品の有効性と安全性を科学的

に検証する手法の確立が重要である。最先端の科学技術研究

の成果には、革新的な治療法の実現の可能性がある反面、未

知の危険を有する可能性を持つ。適切に科学技術が与える恩

恵とその陰の部分である未知の危険の存在ならびに、何が現

段階では明らかではないかを社会に発信する学術活動が重要

となる。 

 

２．その他 

研究費の執行に関する研究活動とは直接関与しない業務

から研究者を開放し、研究者により研究時間の確保を進めるた

めの、リサーチアドミニストレータ制度の検討をなされることが望

ましい。 

 


