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化学分野 

塩谷 光彦（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

 地球規模の資源・エネルギー・環境問題は、化学の国際

的潮流をつくっている。例えば、窒素、二酸化炭素、水な

どの小分子の活性化や変換を可能にする金属触媒反応の

研究は、生体系の窒素固定や光合成システムの解明や社会

のニーズにより加速的に発展しつつある。最近、自然界の

ような穏和な条件で窒素固定ができる画期的な金属触媒

やコンポジット錯体が理研、東工大、東大などで開発され、

分子認識、活性化、遷移状態、変換、電子授受、反応空間

構築に関する研究は、益々重要になりつつある。物質変換

触媒、太陽電池、高機能性材料の開発研究は、多くの大型

研究費の配分対象になっており、実用化を目指して企業と

連携しているケースが多い。 

 上記の傾向は、学会の施策にも大きな影響を与えている。

日本化学会主催の CSJ 化学フェスタは、｢産学官の交流｣

と｢化学の社会への発信｣を目的として、平成 23 年から毎

年開催されている。平成 25 年は産学官から約 2,200 名が

参加し、資源開発、触媒、材料、有機系太陽電池、エレク

トロニクス、創薬化学、ナノ材料・素子・バイオ、化学と

生物学の融合、化学人材育成、ビジネス戦略と製品開発、

新学術領域研究など、多岐にわたるセッションが企画され

活発な情報交換が行われた。 

 The 5th Chemical Sciences and Society Summit (CS3) 

Symposium では、日米仏独中 5 カ国の著名化学研究者お

よび研究助成機関、日本学術振興会、日本化学会、科学技

術振興機構の関係者が集い、元素の有効利用の現状と将来

に関する活発な議論が行われた。資源問題解決に向けた希

少資源や不足資源の代替材料・技術開発の重要性に加え、

若手研究者の育成・奨励と意識改革の必要性が強調された

（平成 26 年 4 月白書発行）。米国 NSF から、多国間の共

通課題解決に向けた共同研究助成が提案され、今後継続的

に検討することとなった。 

 

 

 

 

化学研究分野 
杉山 弘（京都大学大学院理学研究科・教授） 

 

 生命の設計図である DNA の中には、生命活動に必要な

情報が全て書き込まれていると言える。2006 年の山中教

授による iPS 細胞の全能性の発見は、まさに DNA が生命

の根源を担う設計図であることを実証している。 

 化学には、これらの細胞のリプログラミングや分化に対

しても、新しい技術や方法論を提供することが求められて

いる。機能性核酸•機能性分子を利用する遺伝子スイッチ

というコンセプトには、特定の遺伝子発現をコントロール

することで、細胞の初期化や分化を促すことを可能にする

と考える。さらには、様々な遺伝子発現レベルの異常や変

異が原因となっている様々な病態に対する新しい分子標

的型医薬のコンセプトを提供できるだろう。 

 各種文献調査、国内外の研究会議参加、他機関の研究者

との打ち合わせを行い、学術動向の調査を実施した上で、

京都大学大学院理学系研究科にて生体分子科学シンポジ

ウム（平成２６年１月）を主催した。国内の関連分野の研

究者を日本大学、千葉がんセンター研究所、株式会社ハイ

ペップ研究所から招聘し、講演会を実施した。 

 その際、それぞれの研究分野における最近の研究の進捗

状況が報告された。皮膚の増殖に関連する遺伝子を特異的

に抑制することや、変異したがん遺伝子を特異的に抑制す

ることによる創薬への可能性が述べられた。企業側からは、

機能分子を実際に大量合成した際に、発生した合成的な問

題点とその対応法が報告された。本シンポジウムにおいて、

人工遺伝子スイッチの応用に向けた学術的な方向性と、創

薬を目指す場合に問題となる産業的な課題について討議

した。 

 今年度、本研究分野の研究動向の調査、DNA 関連研究

者の議論を通して、一層の iPS 細胞関連の研究分野に対す

る社会的な関心の高まりを感じた。これらの研究成果を真

摯に考察し、どのように社会へ還元していくべきか考える

良い機会だったと考える。 
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均一系触媒化学、合成有機化学分野 
茶谷 直人（大阪大学大学院工学研究科・教授） 

 

平成 25 年度は、昨年度に引き続きアジア諸国の均一系

触媒化学、合成有機化学分野の研究動向調査を実施した。

9 月 26-30 日には、仙台で The 16th Japan-Korea Organic 

Seminar が開催された。このセミナーは、ほぼ 2 年ごとに

開催される有機化学を基盤とする日本・韓国の二国間シン

ポジウムで、私は組織委員長として会を運営した。また、

11 月 25-30 日には、大阪で The 4th New Phase 

International Conference on Cutting-Edge Organic 

Chemistry in Asia (NICCEOCA-4) が開催された。この学

会は、毎年、アジア各国で開催される国際会議であるが、

今回は日本で開催された。アジアの有機化学の研究者が一

堂に会するので、研究動向調査に都合が良い国際会議であ

る。これら、国内外での学会参加だけでなく、浙江大学、

中国科学院福建物質構造研究所（中国）、Hanyang 大学、

Sungkyunkwan 大学（韓国）、Royal Melbourne Institute 

of Technology、University of New South Walls（オース

トラリア）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。 

中国では、論文数、引用数、impact factor など数字を評

価の基準として重視する傾向がある。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。また、全く同じ研究領域に同じ大学の研

究グループが複数といったように学科としてアンバラン

スもあるような気がした。また、あまりにも近い分野の研

究が多いので、独創性に問題がある研究も多く見受けられ

た。また、韓国や台湾では、基礎化学の研究に資金が十分

に回っておらず、多くの研究者が材料化学、物性科学など

応用分野にシフトしているように思われる。オーストラリ

アでは、触媒化学の研究を行っているグループは少ない。

しかし、オーストラリアでは天然物合成あるいはエネルギ

ー関連の研究は盛んに行われている。東南アジアでは、均

一系触媒化学の研究を行っているグループはほとんどい

ない。触媒として比較的高価な金属を必要とすることもそ

の一因の必要かもしれない。これらのアジア諸国の事情と

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、研究成果にとらわれ

ることなく、比較的自由に研究ができると思われる。しか

し、最近、今まで受けた科学研究費からの研究成果（アウ

トプット）を金額で推し量るアンケートを受けた。短期間

での成果を期待しすぎると、日本科学技術の長所が失われ

ることを懸念する。 

 

光化学分野 
三澤 弘明（北海道大学電子科学研究所・教授） 

 

 光化学分野においては、再生可能エネルギーの活用の観

点から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。本調査においては、

光化学分野の中の光エネルギー変換、とくに太陽電池、お

よび人工光合成に関する学術研究動向の調査を行うとと

もに、応用物理学の研究分野において研究が進められてき

たプラズモン研究のエネルギー変換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。 

 2014 年 3 月 27 日〜30 日に愛知県名古屋市で開催され

た日本化学会第 94 春季年会では、中長期テーマシンポジ

ウムとして「太陽光エネルギー変換最前線—人工合成と太

陽電池—」が企画され、第 1 線で活躍されている研究者よ

り、水を電子源とする可視光による炭酸ガスの光固定反応、

可視光に応答する半導体微粒子を用いた水の完全分解、プ

ラズモンを利用した長波長光による水の分解、マンガンを

用いた水の光酸化、ペロブスカイト系色素を用いた色素増

感太陽電池、有機太陽電池の最前線、などの研究が紹介さ

れた後、今後の研究の展開やブレークスルーに必要な課題

などが何であるかなど、活発な議論がなされた。また、ベ

ルギー・ルーバン市において 2013 年 7 月 19 日〜20 日に

開催された Symposium on Plasmon-based Chemistry 

and Physics においては、プラズモンやマイクロキャビテ

ィと分子系の強結合を利用した新しい光化学反応や、その

エネルギー変換に関する研究発表が行われ、これらについ

ても活発な議論が繰り広げられた。 

 プラズモンに関しては、従来、化学の研究領域では分析

化学などの狭い分野に限定され利用されてきたが、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
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る。 

 今回の動向調査により、光化学、とりわけ光エネルギー

変換に関する非常に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。 

 

無機化学，機能物性化学分野 
大塩 寛紀（筑波大学数理物質系・教授） 

 

 無機化学、機能無機化学分野における国内外の研究活動

について、学会出席、研究機関訪問、平成 25 年度学術誌

調査により研究動向を調査した。 

 機能無機化学の分野では無機化学・錯体化学・触媒化学

を融合したエネルギー問題解決に特化した大型プロジェ

クトが進められている。未だ化学物質によるエネルギー変

換の決定的解決策を見出せていないという現状を鑑みる

と、人工光合成研究を代表とするエネルギー・物質変換研

究の重要性は益々増すであろう。金属ナノ粒子の研究は増

える傾向にある。これまでの単一成分ナノ粒子だけでなく、

コンポジットナノ粒子の合成研究が進み、単にサイズ効果

による物性・反応性の追求だけでなく、元素の組合せによ

る多様な機能開発へと研究は進展していくと考える。基礎

学問分野に目を向けると、分子を操作できる研究環境が整

うことでバルク物性から単一分子の組織化や物性制御（特

に量子物性）についての研究が可能になり、単分子機能操

作などの研究進展が期待される。また、平成 25 年には福

島原発事故由来の環境放射能研究に特化した新学術領域

研究「福島原発事故により放出された放射性核種の環境動

態に関する学際的研究」が発足し、今後数十年の単位で続

けるべき研究の基盤を作っている。 

 Nature と Science を含む８つの海外学術誌（化学）を

対象に、12 のキーワードで無機・錯体化学関連掲載論文

（2013 年度）を調査した。最も多い掲載論文は無機・錯

体合成、触媒研究であり、ナノ物質、固体物性研究、次に

多孔性化合物、超分子の研究報告が続いている。一方、日

本化学会の雑誌についても同様の調査を行ったが、錯体合

成についての論文数が多いこと以外ほぼ海外学術誌と同

じ傾向を示している。継続的な調査なしに研究動向を予測

することはできないが、エネルギー問題の研究動向を注視

する必要があろう。 

 無機化学・機能物性研究分野の大型プロジェクトを俯瞰

すると、応用指向のプロジェクトが多いことが気にかかる。

我が国におけるサイエンスの基盤を創るためにも、今こそ

基礎研究の充実が必要であると考える。 

 

環境調和型合成，生体触媒反応化学分野 
伊藤 敏幸（鳥取大学大学院工学研究科・教授） 

 

下記に示す学会に参加し、研究動向を調査した。 

【国内】 

１）第 4 回日中韓フッ素科学セミナー、名古屋市、平成 25

年 4 月 10 日～11 日。 

・日本、中国、韓国のフッ素化学の研究進展状況の調査（国

内，海外）。フッ素化学は我が国の化学産業の生命線にな

る可能性を持ち、その合成法開発は重要である。フッ素化

合物の合成において最近遷移金属触媒反応を活用するの

が世界的トレンドになってきており、このセミナーでもそ

の傾向が顕著に認められた。 

２）第 2 回 JACI/GSC シンポジウム（第 13 回 GSC シン

ポジウム）、大阪市、平成 25 年 6 月 6 日、7 日。 

・我が国のＧＳＣ研究の進展状況の調査（国内）。不均一

系の触媒反応に関する研究発表が多く、均一系分子触媒を

活用する合成反応とバイオテクノロジーを活用する物質

生産研究について発表数がやや少なかった。これらの研究

分野の我が国の研究水準は高く、しかも GSC 推進に貢献

するはずであり、これらの分野の研究者の参加をさらに勧

誘すべきであると思われる。 

３）有機電子移動化学（EOC）討論会、ならびに同若手の

会、岡山市ならびに倉敷市、平成 25 年 6 月 19 日～22 日。 

・電子移動化学反応を利用する有機合成法にかかる動向調

査（国内）。学会としての規模は大きくないが、有機電解

反応や光触媒反応、電子移動に焦点を当てた遷移金属触媒

反応など高レベルの研究成果が発表された。これらの研究

は、グリーンケミストリーの観点から今後重要になると考

えられる。 

４）向山アルドール反応 40 周年記念シンポジウム、東京、

平成 25 年 8 月 31 日。 
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・向山アルドール反応が発表されてから 40 周年を記念と

する国際シンポジウムであり、M. Reetz 教授、野依良治理

研理事長をはじめとする世界的に著名な有機合成化学者

10 名の講演があり、アルドール反応を中心に有機合成化学

の方法論の進歩をよく把握できるシンポジウムであった。

我が国が得意とする分野であり、当該分野の研究をさらに

推進すべきである。 

５）有機合成化学シンポジウム、倉敷市、平成 25 年 17 日

～19 日。 

・有機合成化学にかかる先端研究動向調査(国内)。有機合

成化学協会の主催の代表的シンポジウムの一つであり、そ

の年の向山 Award 受賞者、有機合成化学奨励賞受賞者の

講演では非常に水準の高い有機合成研究化学の成果を聞

くことができ、若手研究者による活発なポスター発表を含

め、有機合成化学を学ぶ若手研究者や学生にとって素晴ら

しい機会になるシンポジウムであった。 

６）第 40 回有機典型元素化学討論、東大阪市、平成 25 年

12 月 5 日～7 日。 

・ヘテロ原子を含む有機化合物に関する機能と環境調和型

合成法に関する国内研究進展状況の調査（国内）。窒素、

リン、イオン、ケイ素、ハロゲン、などヘテロ原子を持つ

有機化合物は近年材料化学分野で重要度が増しており、当

該分野における最先端情報を得ることができた。本会は非

常に基礎的な分野から応用までを議論している優れた討

論会である。 

７）第 17 回生体触媒化学シンポジウム、岡山市、平成 25

年 12 月 20 日～21 日。 

・生体触媒を用いる環境調和型有機合成法における研究状

況の調査（国内）。このシンポジウムは従来、有機合成の

観点から生体触媒反応をとらえた研究発表が多い点に特

徴があり、多彩な反応が発表され、農芸化学や生物工学分

野のシンポジウムとの違いになっていた。生体触媒分野の

研究は最近、国際的に遺伝子工学に強くシフトしている傾

向が見られるが、このシンポジウムでも遺伝子工学を活用

するタンパク工学的な研究発表が多く、その特徴がやや薄

れてきていることを感じた。 

【海外】 

１）イオン液体国際コンフェレンス、ポルトガル、平成 25

年 4 月 20 日～28 日。 

・イオン液体を活用する環境調和型有機合成手法における

国際的な研究状況の調査（海外）。イオン液体に係る世界

最大の学会であり、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

された。イオン液体にかかる研究では、有機合成反応の反

応媒体としての研究例は減少したが、一方でイオン液体の

特異な物性の起源を探る物理化学的研究がさらに増加し、

また、イオン液体を機能材料としてとらえる研究が増加し

ていることがわかった。また，セルロースやリグニンなど

のバイオマスを溶解させる研究が大きなトレンドになっ

ており、イオン液体研究の幅が広がったことが実感された。  

２）フッ素化学欧州国際会議、フランス（パリ）、平成 25

年 7 月 17 日～28 日。 

・含フッ素機能分子の環境調和型合成手法にかかる欧州の

研究状況の調査（海外）。有機化合物中の水素をフッ素に

置換すると生物活性や機能が大きく変化するためにフッ

素は機能材料開発に欠かせない原子素材である。本会では

有機フッ素化合物の合成に係る優れた研究例が多数発表

された。トリフルオロメチル基などを遷移金属触媒反応で

導入する研究や、遷移金属触媒による C-F 結合活性化が国

際的なトレンドになっていることがわかった。 

３）第 11 回国際有機反応化学シンポジウム(ISOR11)、台

湾、平成 25 年 11 月 19 日～23 日。 

・有機合成化学の先端研究に係る動向調査（海外）。我が

国と台湾を中心に電子移動型の有機合成化学反応を中心

に多くの優れた研究成果が発表された。台湾サイドは合成

反応開発の研究が減少し、応用と有機機能材料分子の開発

にややシフト気味であった。現在は地味と思われても基礎

研究を充実させることを忘れるべきではないと考えられ

る。 

 

物理化学分野 

岡本 裕巳（自然科学研究機構分子科学研究所 光分子化

学研究領域・教授） 

 

 物理化学、特に分光学や光化学の分野では、最近のナノ

光学の進展の影響を強く受けた潮流が展開している。それ
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に深く関わる内容を含む欧州、米国、東南アジア、及び国

内で開催された学術会合にいくつか出席し、その状況を俯

瞰した。 

 ナノ光科学と物理化学の接点に関わる研究報告の内容

は多岐に渡り、プラズモン物質の作製法、その基礎的な光

特性の研究、イメージング法への展開、局在した光場と物

質の相互作用と光化学・光エネルギー変換、分光分析法や

生物・医学応用展開等があり、裾野が広い。応用展開に関

わる研究が相当の進展を見せている一方で、現在でも継続

的に、ナノ構造体の新たな基礎的光学特性が見いだされ、

これまでにない展開が起っている点が特徴的に感じられ

る。少し違った展開の方向性として、光マニピュレーショ

ンの新たな潮流がみられる。光ピンセットは従来μm オー

ダーの物体を操作するのに用いられたが、最近 nm オーダ

ー、或いは分子スケールに迫る大きさの物を操作する方法

としての可能性が広がり、また共鳴現象や非線形光学効果

による新たな展開もあり、新時代を迎えつつある。ナノ微

粒子や大きな分子を光で操作した例が報告され、物理化学

における新手法としての重要性を少しずつ増している。 

 物質励起と反応の本質を解明する手法としての超高速

分光法は確立した方法論となっているが、現在でも多くの

報告がなされ、また注目すべき新たな発展の方向性も見ら

れる。一つは、従来の限界を超えた顕微観測手法や回折法

と超高速分光の組み合わせによる新潮流、今一つは、光と

物質系のコヒーレンスをあらわに考え、光による物質励起

の制御への展開を目指すものである。いずれも今後の物理

化学の基礎研究における展開として、様々な分野に波及す

る可能性をもつ印象を受けた。 

 東アジアの諸国での科学技術分野における昨今の研究

水準の向上は著しいが，個人的な印象では，独創的な新し

い研究分野を醸成し，次世代の科学技術の進展のための種

を蒔くことに重要性を最も見いだしているのは我が国の

研究者達であると感じる。その点での優位性を維持し，将

来の科学技術の基礎の種を蒔くことは，我が国の地位の維

持向上にとって重要であろう。それには科学研究費のシス

テムが極めて重要な役割を負っている。 

 

 

機能物性化学、無機物質化学、無機工業材料 
黒田 一幸（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

国内外の研究動向について、学会や研究会に出席した情

報を中心に調査結果の概要を記す。 

 エネルギーやサステイナビリティを主題に多くの会議

が開催され、着実に研究成果が集積されている。米国化学

会年会(Spring Meeting, New Orleans)では、Chemistry of 

Energy and Food を統一テーマに多彩なシンポジウムが

開催された。人類・社会のニーズにどう応えるかを前面に

だし、基礎学術の進展に加えて、幅広くかつ分野融合した

取り組みが必要であることを示している。有機無機を問わ

ず物質化学研究が非常に盛んで、同年会におけるハイブリ

ッド材料やナノ複合材料に関する二つのシンポジウムで

は、世界からトップクラスの化学者を集め、特にメタマテ

リアル創製やメソスケールエピタキシーとも称すべきメ

ソ多孔体の結晶形態制御に関する研究成果など今後の材

料開発への貢献が期待されるトピックがあった。ナノ複合

材料に関するシンポジウムは、現状を大きく変革するほど

のトピックはみられなかったが、深い理解に基づく優れた

無機―高分子ナノ複合材料の創製が今後さらに展開する

ことが十分期待される。 

 低次元無機構造体の研究は、グラフェンに代表される無

機層状物質研究が極めて盛んになっており、グラフェンの

組成・構造を制御して機能発現や材料開発につながる報告

が急増している。さらに炭素系にとどまらず、多様な組成

の層状物質への関心が改めて高まっており、関連する国際

会議においても、単に無機層状物質のインターカレーショ

ンに焦点を絞ることなく、多様な無機物質系のホストゲス

ト相互作用を含めて取り上げられる傾向もあった。 

メソスケール構造体に関して集中的に議論された国際

会議や種々の学術情報から判断すると、エネルギー応用に

関連した炭素系メソ多孔体の研究が注目される。またハイ

ブリッド系メソ多孔体の触媒開発や環境貢献など、今後の

進展が期待される研究分野であろう。加えてコロイド状メ

ソポーラスナノ粒子の制御やそのバイオ応用に関する研

究が急速に進みつつある。ナノ化学関係の学術誌でもメソ

ポーラスナノ粒子のバイオメディカル応用に関する総説
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が相次いで発表されており、今後急速に発展する可能性の

ある分野として注目したい。 

ゾルゲル法に代表されるセラミックスの液相合成と材

料開発は、無機物質化学分野での代表的な分野であるが、

分離膜設計への精緻な制御法としての有用性が注目され

る。一方ゼオライトなど多孔質物質分野では、電子顕微鏡

法にとどまらない最新の多孔体構造研究の成果が発表さ

れ、今後の進展が非常に興味深い。また、二次元層状ケイ

酸塩からのゼオライト合成関連研究が盛んになってきた。

加えて多孔体合成法や触媒応用に関しても新たな展開が

あった。 

無機系機能材料開発研究では、環境・資源関連材料やエネ

ルギー関連材料、液相プロセスなど中心に調査し、加えて

表面・界面改質や結晶成長に関わる最新研究情報を取得し

た結果、着実な進展がみられ、我が国のこの分野の研究者

層の厚みとレベルの高さを再確認できた。 

科研費が我が国の発展にとって如何に重要であり続け

ているかを簡明に示す努力も必要となっている。科研費か

ら生まれた成果の中で、特に一般社会から見てわかりやす

い成果を集積し、発信する仕組みの構築が必要になってい

るように思う。 

 

生体関連化学分野 
中村 聡（東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授） 

 

 主として生体関連化学分野，特に生体触媒（酵素）にフ

ォーカスした調査研究を実施した。 

 従来，新規酵素の検索に際しては，自然界からの生産菌

の検索が多く行われてきた。とりわけ，高温・低温環境，

酸性・アルカリ性環境といった極限環境から，多くの有用

酵素の生産菌が分離されつつあることは，現在も変わりが

ない。一方で，新規酵素の分離源としては，培養可能な微

生物から未（難）培養微生物へと主流がシフトしつつある

ように感じる。もともと顕微鏡観察等により環境中の存在

が確認されている微生物のうち，培養可能なものは 0.1%

以下ともいわれており，未（難）培養微生物を酵素の分離

源とすることで，取得可能な酵素のバリエーションが格段

に広がることは論を待たない。環境中の土壌試料等から，

培養を行わずに，直接，目的酵素遺伝子を PCR 増幅する

ことで，未（難）培養微生物からの酵素（遺伝子）の取得

が可能となる。環境試料から抽出した DNA を網羅的に解

析することをメタゲノム解析とよぶが，ここ 1〜2 年で新

規酵素（遺伝子）のメタゲノムからの検索に関する学術論

文が急増しており，この手法が今後の新規酵素（遺伝子）

検索技術の中核となっていくことであろう。 

 酵素の機能向上に関しては，立体構造に基づき部位特異

的アミノ酸置換を行う，いわゆるタンパク質工学的手法が

多用される。この手法を用いることで，酵素の比活性，基

質特異性や反応特異性，反応至適温度などの酵素学的性質，

耐熱性などの極限環境耐性など，各種酵素機能の向上例が

報告されている。また，ランダム突然変異を導入した酵素

遺伝子を導入した宿主微生物ライブラリーの中から，たと

えば耐熱性の向上など，目的の性質に合致する酵素を選抜

する手法もしばしば用いられる。進化分子工学とよばれる

本手法は，立体構造が解かれていない酵素の機能向上に際

してとりわけ有力である。この場合，いかに多くのクロー

ンを効率的に検索できるかが研究の成否を分けることに

なり，各研究者が工夫を凝らしたハイスループットスクリ

ーニング系を構築している。 

 

材料化学分野 

伊原 博隆（熊本大学大学院自然科学研究科・教授） 

 

材料化学（科学）分野における国内外での国際会議に関す

る動向調査 

 化学材料の進歩の歩みを、自動車産業の歩みに照らし合

わせてみると、ハイブリッド車や電気自動車の登場・定着

によって、明らかに、自動車を構成するすべての材料に超

高性能化が求められるようになったことは間違いない。た

とえば、この数年で求められる軽量化技術は、従来の要求

レベルとは異次元のものと言えるだろう。畜電池の軽量化

はますます重要度をましており、大容量化と高速充放電性

能の下に実現しなければならない。騒音の原因であった燃

焼系エンジンから電気モーターへのシフトにより、制震性

や低振動性を兼ね備えた素材開発が求められるようにな

った。また燃費ロスの原因となるサーマルコントロール技
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術やこれに対応する素材開発なども要求されている。需要

のパラダイムシフトと言うべき劇的変化が起こっている

と言っても過言ではない。本調査は、このような時代の要

求に応える材料化学の動向を、材料に関わる国際会議への

出席、WEB による調査、国際シンポジウムの開催等を通

じて調査した。 

○Material Research Society （MRS 2013 Fall） Meeting 

 開催日等：December 1-6, 2013, Boston, USA 

 最大級の材料科学会が米国で年 2 回開催されている。抜

群の集客力と運営力の観点から春にサンフランシスコ、初

冬にボストンで開催されている。2013 年度の秋の材料科

学会（MRS 2013 Fall）では、ポスター発表件数だけで 5000

件を超えた。このような集客力の高い学会が年 2 回定期的

に実施・運営されていることは驚異的である。MRS 2013 

Fall について、参加国の視点から動向を調査すると、発表

件数の約半数は北米からのもので、その多くは開催国の米

国からとなっている。アジアと欧州がほぼ同数の貢献があ

ることも興味深い。アジアでは日本からの発表件数が一番

多く、これに韓国、中国が続く。半導体生産や家電供給等

で世界的なシェアを失いつつある我が国ではあるが、材料

の差別化により活路を見いだそうとする現状とよく相関

している。同様な傾向は欧州においても認められ、ドイツ、

英国、フランスが牽引している。いわゆる米国、日本、ド

イツ、英国、フランス等の基礎科学先進国が、材料科学の

世界をリードしていることが推察される。 

○Kyusyu-Seibu/ Pusan-Gyeongnam Joint Symposium 

on High Polmers(16th) and Fiber(14th) 

 開催日等：November 8-10, 2013, Saga, Japan 

 このシンポジウムは、九州と韓国の釜山・慶南地区の大

学が中心となって２年毎に開催されている高分子化学お

よび高分子繊維に関わるジョイント国際会議である。元来、

高分子物性を強みとするグループの研究が本シンポジウ

ムを牽引してきたが、明らかにグラフェンやフラーレンを

含むソフトマテリアル系、電子材料系、ナノ構造構築・解

析系の研究発表が活発になっている。 

○IX Conference and Congress of the Polish Ceramic 

Society 

 開催日等：September 19-22, 2013, Zakopane, Poland 

 ポーランドのセラミック科学会が主催する国際シンポ

ジウムにおいて、光有機材料としての基調講演を行った。

ほとんどの研究発表が無機材料系であったが、有機・無機

ハイブリッド化に対する高い関心と有機エレクトロニク

ス材料への展開を模索する意図が伺えた。 

○International Workshop on Molecular Technology for 

Photo-Electro Organics 

開催日等： March 21, 2014, Bordeaux, France 

 日本学術振興会が促進する若手人材育成事業と連動さ

せて、有機光電材料に関するジョイントシンポジウムをフ

ランスのボルドー大学と連携して開催した。博士後期課程

の学生ならびに若手研究者による海外での口頭発表の機

会を提供するとともに、光電・電光変換を主題とした有機

材料に関する意見交換の場を提供した。なお、若手研究者

主体の研究発表ということもあり、一部の発表では産業化

への道筋が明確なものも見られたが、その多くは基礎研究

に関する研究発表が中心となった。 

○英国の大学事情について 

 日本学術振興会ロンドン研究連絡センター（JSPS 

London）を訪問し、英国の学術研究及び高等教育に関す

る最新の動向について情報収集・意見交換を行った。近年、

ラッセルグループ（英国大学ランキング）の 5 位～20 位

の間で大きな変動が見られること、この要因の一つに 1960

年代に設立された大学で、学長主導の大学改革が見られる

ことや、その一方で、老舗の大学で財政不足による運営危

機に陥る大学も見られること、また、ラッセルグループの

大学だけでなく、地方の元気な大学に着目すべきこと（た

とえば、ハイランズ・アイランズ大学 オークニー校やウ

ェールズのランピター大学）など、興味深い情報が得られ

た。日本と同じく島国である英国の現状（とくに国際化戦

略）を考えると、日本の大学の国際化への取り組み速度は、

周回遅れではないかとの指摘もあった。 

 

ナノ材料科学、デバイス関連化学、エネルギー関

連化学分野 

大西 敏博（住友化学株式会社・フェロー） 

 

有機材料やナノ材料を用いて非真空下で印刷などの簡
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便なプロセスでエレクトロニクス素子を製造するプリン

テッドエレクトロニクス（PE）が活発に研究されている。

その中で基幹分野として注目されているナノ材料科学、デ

バイス関連化学、エネルギー関連化学分野を調査した。 

国内では、高分子材料の研究動向として、C-H の直接活

性化による重合、新しいｎ型材料の合成、界面修飾の影響

と開放電圧の制御、電荷生成のダイナミックスにおける結

晶性の影響、有機トランジスタのセンサーへの応用が報告

されていた。 

有機薄膜太陽電池では、高効率材料の合成、高分子ブレ

ンド系、分子配向の影響、過渡吸収法、インピーダンス分

光法など新しい解析方法などが報告された。 

 有機トランジスタに関する研究動向としては、CNT、グ

ラフェンの利用、縮合環型の骨格、およびその側鎖の非対

称化、分岐鎖による高移動度化が報告されている。 

 一方、海外に関して、まず、韓国ではグラフェン、CNT

を中心とした炭素系材料、量子ドットなど広く材料を検討

している傾向がみられた。しかし、発表の件数、質とも、

本分野は日本が先導している。 

有機薄膜太陽電池では、ITO 代替の技術として有機導電

性材料、Ag ナノワイアやカーボンナノチューブ、グラフ

ェンの利用が報告されている。また、劣化については、酸

素やモルフォロジー変化の影響が大きく、封止により材料

変化は抑えられると報告されていた。 

 欧州では、ワインボトルなどの商品に取り付ける有機

EL タグ、センサーアレーや OTFT 集積回路の試作など、

応用に重点を置いているようであった。 

調査活動を行うことで文献調査からではわからない最

新の研究動向を把握することができたと思われる。今後も

調査研究は是非継続していただきたい。 

 また、これまで審議の検証の作業が中心であったが、こ

れらの調査研究結果を踏まえて、分野・分科・細目につい

ての議論を深めていきたい。 


