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総合・複合新領域分野 
中静 透（東北大学大学院生命科学研究科・教授） 

 

（１）Future Earth 計画について 

FE は ICSU を中心として計画され、一部実行に移され

ている研究計画で、人間活動を含む地球システムの持続性

を研究する超学際的な研究計画である。超学際的研究を実

効あるものにするため、研究計画のガバナンスの中心に科

学委員会と並行して、ステークホルダーの代表からなる

Engagement Committee を設け、計画段階から協働し、

成果の公開広報においても効率的に行うことを可能にす

る。一方、IGFA が Belmont forum を設立して、FE に対

する国際的資金支援を行う。この一つとして、2012 年か

ら国際共同研究が公募されているほか、民間を含む多様で

階層的な資金計画をもっている。2013 年 11 月には、初期

計画が発表されているおり、国内外の地球環境や持続的社

会に関する研究集会でその動向が大きな注目を受け、日本

学術会議や文部科学省のほか、各学会でこれに対応する動

きが始まっている。地域的な組織化も起こっており、アジ

ア地域での研究提案などが 2013 年から 2014 年にかけて

活発に行われている。 

（２）生態系サービスと生物多様性について 

2010 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議（CBD 

COP10）で発表された地球規模生物多様性概況では、CBD

で目標としてきた 2010 年目標が達成できなかったことが

確認され、愛知目標が定められた。これをうけ、その進捗

状況が 2014 年 10 月に GBO4 として報告される予定であ

る。愛知目標の達成という政策側のニーズに対して、2012

年には生物多様性に関する科学的助言を行う政府間プラ

ットフォームが設立され、研究者多数が参加してその実行

計画が策定中である。一方、生態系サービスの経済評価は、

2010 年の TEEB 以来、各国で進められており、日本でも

生態系サービスの定量化や経済評価に関する研究が進み

つつある。さらに、TEEB ではこうした自然資本の経済勘

定への組み込みが進められようとしているほか、生態系サ

ービスへの支払い（PES）の制度に関する提言も行われて

おり、日本でも、こうした政策的ニーズに応じた研究が始

まっている。 

総合系領域分野 
東野 輝夫（大阪大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

 近年情報学や環境学分野でホットな研究テーマとなっ

ているビッグデータサイエンスやクラウド、環境センシン

グなどの研究に関連する最新の研究動向や注目すべき研

究テーマを調査すると共に、EU の FP8 (Horizon 2020)

などで取り上げられている医療、エネルギー、環境、社会

システム、交通分野における社会的課題への取り組みなど

の学術研究動向の調査を行った。さらに、クラウドコンピ

ューティングやモバイル・ユビキタスネットワークなどに

関連する国際会議やシンポジウムに出席し、当該分野の最

新の研究動向を調査すると共に、新たな研究領域の開拓や

融合的・複合的研究分野における学術の国際交流などに関

する調査を行った。 

 安全・安心な都市基盤の構築や都市のスマート化を目的

としたビッグデータ・ICT 技術の活用に関しては、近年、

人・車・機械などから位置トレースデータや定点カメラの

映像ストリーム、実時間ソーシャルコンテンツなどが大量

且つ連続的に生成されるようになってきており、多様な時

空間から様々なメディアを介して溢れ出る非構造的・非画

一的な大量の「情報流」を統一的に高次処理した上でリア

ルタイム活用するための収集解析技術や融合技術、セキュ

リティ・プライバシ保護技術が重要になってきている。ま

た、様々な社会システム基盤の構築には、クラウドソーシ

ング技術の活用や、実社会へのリアルタイムフィードバッ

クを目指したサイバーフィジカルシステム（CPS）研究の

推進、レジリエントなシステム構築のためのクラウドコン

ピューティング技術の応用なども今後の重要な研究課題

になってくると思われる。 

 学術振興方策の調査研究においては、米国 NSF や EU

の FP8 (Horizon 2020)などの研究プロジェクトを中心に、

ビッグデータ活用やモノのインターネット（Internet of 

Things）研究、Smart CPS（サイバーフィジカルシステ

ム）などの研究プロジェクトの推進の方策について調査す

ると共に、今後の研究課題設定等に関する動向調査を行っ

た。 
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機械学習およびその応用の分野 
松井 知子（情報・システム研究機構統計数理研究所・教

授） 

 

 機械学習を中心に、その応用の音声・音響情報処理の分

野を含めて、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、IBIS2013 に、

国際会議では ICASSP2013、ICML2013、Interspeech2013、

MLSP2013、NIPS2013 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。 

 当該分野では一昨年度に引き続き、 “ビッグデータ”、 

“ディープラーニング”のバスワードが注目されていた。

ビッグデータを対象とす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

トワークやマーケティング解析など）が含まれる。膨大な

データに対しては全探索は困難であるため、先駆的な知識

を利用したり（ベイズアプローチ）、シミュレーションな

どの技術と組み合せる技術が注目されていた。一方、ディ

ープラーニングではデータが内包する複雑さ（不均一性や

非一様性）に関する課題を扱う。ディープニューラルネッ

トワークなどを用いて、データ同士の因果性や潜在的な関

係性を暗に／深く捉えることを狙う。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、従来法を凌ぐ

トップ性能が多く報告されていた。現在、いろいろなビッ

グデータビジネスが展開されはじめており、ビッグデータ、

ディープラーニングに関わる技術は今後しばらく重要視

され続けると考える。 

 

知覚情報処理分野 
黄瀬 浩一（大阪府立大学大学院工学研究科・教授） 

 

知覚情報処理分野の最新の研究動向を知ること、ならび

に当該分野における若手研究者の育成について情報を得

ることを目的として、調査研究活動を行った。成果を以下

に示す。 

(1) 視覚情報処理分野の最新の研究動向 

 ３つの国際会議（UbiComp，ISWC, ICCV）に参加する

とともに、ドイツ人工知能研究センターを訪問することに

よって、視覚情報処理分野ならびにその周辺分野における

最新の研究動向を調査した。その結果，動向として以下の

点を得ることができた。 

・視覚情報処理はそれだけで目的となる時代は終わりつつ

あり、どのように人の役に立つのかが大きなテーマとなり

つつある。このための研究トピックとして、人の行動を認

識し、好みの推定、記憶補助、食事、スポーツ、医療・看

護に関する情報取得や解析に役立てる研究が数多くなさ

れている。使われているセンサーは画像に加えて、加速度

や方位など様々である。 

・装着型デバイスが注目を集めている。特に Google Glass

の招待講演は注目の的であった。 

・視覚情報処理の分野では、大規模データによる学習の台

頭、動作認識への注目、画像と言語という複数メディアを

対象とした処理が、大きなトレンドとなりつつある。 

(2) 若手研究者の育成に関する情報収集 

 欧米と日本の違いについて聞き取り調査を行った。その

結果、費用負担、研究着手時期に大きな違いがあることが

わかった。具体的には以下の通りである。まず費用負担に

ついて述べる。日本では学部や修士のみならず博士課程で

も授業料を払う必要がある。一方，欧米では博士課程の学

生は給料をもらって研究を行う。聞き取り調査から，この

差が進学率の差の一因であるとの結論に至った。一方、研

究着手時期については、日本が学部であるのに対して欧米

は博士課程からとなる。こちらについては聞き取り調査の

結果，日本の方が若手研究者にとって良いとの結論に達し

た。今後、研究の量、質ともに日本が欧米と肩を並べるた

めには、費用負担への対策が急務である。 

 

情報・物理セキュリティ分野 
松本 勉（横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授） 

 

セキュリティへのニーズが高いが適用条件の厳しい組

込みシステムと、そのためのセキュリティ技術の動向につ

き調査した。 

（Ａ）社会インフラや産業系などのデータをリアルタイム
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に送り合い制御を行う組込みシステム。例えば、電力流通

システムは、発電所で発電された電気を工場や一般家庭等

の需要家まで安定して供給するためのシステムであり、ス

マートグリッドではオープン化が進みつつあり、その一部

はイーサネット等の汎用通信技術をベースに構築されて

いるものが増えている。従って重要インフラである電力の

安定供給のためにセキュリティが非常に重要となる。新た

なアプローチによる、情報量的セキュリティに基づく暗号

鍵交換プロトコルが関心を持たれている。 

（Ｂ）多数の電子制御装置（ECU）を含む内部制御ネット

ワークを持つ自動車等の組込みシステム。自動車は、ECU

が各センサやアクチュエータなどを制御し、車載 LAN

（Local Area Network）を介して通信することで高度な機

能や制御を実現している。車載 LAN におけるセキュリテ

ィ技術は大きく三種に分けられ、（１）通信の内容を暗号

化することにより守秘性を実現する手法や認証子や署名

を付加することで認証機能を追加する手法などの暗号技

術を使う手法、（２）IDS（Intrusion Detection System：

侵入検知システム）やファイアウォールを使って車載 LAN

を保護する手法、および（３）エラーフレームの機構など

を活用した不正送信阻止方式などがある。 

（Ｃ）楕円曲線暗号 組込みシステムにおいては、楕円曲

線暗号は、RSA 方式 と比較したとき、約 10 分の 1 の短

い鍵長で同程度のセキュリティを保証できることや、鍵生

成に関する運用上の問題が発生しにくいという利点を有

しており、近い将来公開鍵暗号の中心的な役割を担うこと

が想定される。ただし、省電力の制約のもとでリアルタイ

ムのアプリケーションに楕円曲線暗号を有効に活用する

ためには、半導体デバイスのアーキテクチャを含むハード

ウェア・ソフトウェアの最適化が必要であると見込まれる。 

 

環境学分野 

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） 

 

昨今日本地理学会では、地理学が学問としていかに生き

残るべきかを模索している。平成 30 年をめどに、科研費

の分科細目を半分ほどに減らすべしとの方針が存在して

いる。たとえば環境学などにくっつけられた場合、ここに

は自然科学系に特化した体系での評価が行われている分

野もあり、地理学における従来のものとは異なる価値観で

の審査が進められる。その場合、分野として淘汰に向かう

リスクはゼロではない。 

 中国の地理学は実学である。特定の問題について、人と

自然との関係をいかに総合化できるかが売りである。彼ら

自身も自らの政治的位置づけを高めるため、たとえば「地

理」→「工業地理」、「農業地理」、「自然災害」あるいは「観

光地理」というように、看板の掛け替えを行った経緯も少

なくない。一方日本では、既に周辺諸学によって開拓済み

の分野も多く、それは容易ではない。「人と自然との関係」

についても、土木学会などが「環境システム」という概念

を提唱し、この数十年かなりの開拓を行っている。 

 中国における「日本地理学」のプレゼンスは非常に高い

のであるが、その「日本地理学」の少なからぬ部分は、土

木工学など、関連する周辺諸学において行われている成果

であり、決して日本地理学会のプレゼンスが高いというわ

けではない。 

地理学の本質は、他の分野で解明されている理論や法則

を用い、総合的にある地域を理解するところにある。しか

し中には、他の分野で行われていることに対し、地図や空

間といった概念を強調しているに過ぎないものもある。大

学院以降は別の分野へ進学させ、就職させるような人材育

成を心がけるべきであるとも感じられる。また、個々の地

理学者が興味本位で研究を進めるスタンスを見直し、学会

がリサーチナビゲーション機能を発揮し、研究動向を望ま

しい方向に導いていく必要もあろう。さらに、資金の適切

な配分の場面において、今以上に JSPS が重要な役割を担

うべきである。 

 

環境技術分野 

松井 佳彦（北海道大学大学院工学研究院・教授） 

 

環境技術、特に「水」に関する環境技術研究が国内で活

発に行われている。本年度は米国における水環境技術研究

の状況について調査を実施した。米国 NSF（The National 

Science Foundation）における環境工学関連の研究は
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Engineering 系の Division of Chemical, Bioengineering, 

Environmental, and Transport Systems の中の 

Environmental Engineering and Sustainability 

Program として費目化されていた。2010 年以降の３１採

択課題の中で、特に、着目すべきプロジェクトは以下のよ

うである。未知汚染物質関連では、廃棄物埋め立て処分場

からの有機フッ素化学物質の溶出に関しては、どのようは

廃棄物から、どの程度の濃度を調査し、最終的にはインベ

ントリーモデルを使って有機フッ素化学物質を推定しよ

うとしている。さらに、米国 West Virginia で起こった、 

4-Methyl-cyclohexane methanolによる水道原水汚染事故

後に、汚染物質の移動，拡散，滞留に関する研究が２件、

採択され、研究が実施されている。特に、水道用管、特に

合成管材料が化学物質の移動に及ぼす影響や汚染された

管材料をフラッシングする際の添加剤などにまで検討範

囲が広がっていることがことは着目に値する。上記の例は，

実務事例を契機に開始された研究であった。その他の基盤

的環境技術研究としては、トリハロメタン、ハロ酢酸，n-

ニトロソジメチルアミンの前駆体の除去を目的としたカ

ーボンナノチューブの細孔などの物理的性質や官能基な

どの化学的性質を改変し吸着材を製造するする研究，カー

ボンナノチューブの吸着性に関する QSAR モデルの研究、

医薬品などの化学物質除去を目的とした微小粒度吸着材

と膜分離による微量汚染物質処理などがあげられる。一方、

米国環境庁（USEPA）の飲料水質・水処理関連の 2010 年

以降の公募課題は、小規模水道に関連した一課題のみであ

った。課題名 Research and Demonstration of Innovative 

Drinking Water Treatment Technologies in Small 

Systems の下で 11 のプロジェクトが進行中であり、それ

らは給水末端における水処理（point of use water 

treatment）の技術と社会経済学的な持続性を調査する研

究や Mn-TiO2/Al-Fe2O3/carbon nanofiber filterの応用な

どから構成され、多様な側面の課題研究が進行している。

さらに、水研究基金（Water Research Foundation）では

６価クロムや医薬品による水道原水汚染やそれらの処理

技術などNSFに比べてより応用的な側面の 11課題の研究

が進行中であった。 

 

ナノ・マイクロ科学 
射場 英紀（トヨタ自動車株式会社電池研究部・部長） 

 

持続可能な社会における自動車のあるべき姿を「サステ

ナブルモビリティ」と定義して、それを構成する基幹部品

の環境性能を革新的に向上させる取り組みを実施してい

る。本報告では、このような基幹部品に適用可能な新材料

の開発の中で、特にナノ・マイクロ科学の視点から基盤研

究が必要とされる内容について提言する。 

電池討論会や固体イオニクス討論会（本年は、SSI19 と

して京都で国際会議も開催）では、従来はリチウムイオン

電池の研究が主流であったが、最近では、全固体電池や金

属空気電池さらにはナトリウムイオン電池などの革新型

の二次電池の研究報告が増加してきている。これらの革新

電池において、共通基盤材料である炭素材料がさまざまな

目的で用いられているが、炭素材料の構造因子を定量的に

計測し、それと電池特性との関係という形でまとめられた

研究がほとんどないことは大きな課題である。最新のナ

ノ・マイクロ科学で構築された多くの分析・解析手法で炭

素材料の構造因子を定量化し、電池特性と関連づける研究

にチャレンジする研究が増えることを期待したい。 

現在ハイブリッド車のモーターには永久磁石が用いら

れているが、その耐熱性の向上のために添加されるディス

プロシウムの低減や効果の発現メカニズムの解明がナ

ノ・マイクロ科学の分野で実施されてきた。次のステップ

として期待したいのは、インターメタリックスの佐川氏が

NdFeB を発見したような理論と実験の組み合わせによる

研究プロセスによる新しい磁石組成の発見で、特にまった

く希土類元素を用いない組成についての期待が大きい。こ

の手掛かりとしては、ナノオーダーで磁石のハード相とソ

フト相を複合させたような材料が期待されている。 

次世代のインバータとして期待される SiC や GaN など

のワイドギャップ半導体においては、大口径で高品質の単

結晶が製造できるかということが最大の課題である。液相

法などの手法で作成した試作品に対して、ナノ・マイクロ

オーダーの手法を活用し欠陥の量や形態を制御しようと

する研究が進展しているが、さらに踏み込んで、単結晶の

欠陥が、どのようなメカニズムで生成するかの解明やその
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生成機構を基本的に排除できるような新しいプロセスの

発見に期待したい。 

 

ナノマイクロシステム分野 
関 実（千葉大学大学院工学研究科・教授） 

 

 ナノマイクロシステム分野の中でも、近年、化学・バイ

オ分野で発展の著しい、マイクロ流体工学、あるいは、そ

の応用システムに関する学術研究動向について、いくつか

の代表的な学会等に参加し、その発表動向およびキーパー

ソンからの情報収集結果、ならびに、いくつかの成書にお

ける論述を基に調査を行った。 

まず、学術研究動向調査として、マイクロ空間の特徴を

生かした流体操作手法（マイクロ流体工学：microfluidics）

を応用して、新規な化学反応や分離技術を開発しようとす

る研究開発の現状・背景・可能性について調査した。この

分野は、マイクロ反応工学（Microreactor 技術）とマイク

ロタス（MicroTAS）の分野に分かれて議論されることが

多いが、その歴史的な経緯と関連性、発展の状況について

調査した。また、それぞれの分野で、今後、期待される分

野についても現状の分析に基づいて纏めた。 

さらに、マイクロ流路技術の応用分野として、バイオ分

野、特に、近年盛んに研究がなされている細胞や組織工学

に関する研究について調査した。同様に、光学素子として

流体システムを利用するオプトフルイディクスの状況と

可能性についても言及した。 

 続いて、学術振興方策として、マイクロ流体工学分野に

おける代表的かつ最も権威のある国際会議「化学と生命科

学のための微小化システム国際会議」（MicroTAS）につい

て調査した。この分野の世界の研究・開発において、日本

がどのような位置を占めてきたのかを現状とともに調査

した。この分野においても日本の優位性が崩れつつある状

況、基盤技術としての必要性があることを示した。さらに、

今後、関連学会の間の連携、分野横断型基盤研究プロジェ

クトの創設、産学連携のための組織的な仕組み等の必要性

について調査し、纏めた。 

 

 

生体医工学分野 

成瀬 恵治（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・教授） 

 

生体医工学分野では医学・医療において工学的手法を用

いることにより、これまで成しえなかった時間的・空間的

精度で実現させることを主眼としている。生体医工学学会

は雑誌「生体医工学」を年に 6 巻出版し約 50 編のオリジ

ナル論文を掲載している。基礎的実験的なものから医療現

場での評価に関するものが含まれ、呼吸・循環器疾患に関

する研究が多く見られた。また特筆することとして最近の

スマートフォンの発達・拡大に伴い、スマートフォンを利

用したソフトまたはその生体に与える影響に関する研究

が散見された。また、学会発表では Preliminary ではある

が潜在的な研究動向を初期段階でとらえることができる。

当該領域では日本生体医工学学会大会が開催されるが、今

年は 2013 年 7 月 3-7 日で大阪国際コンベンション セ

ンターにて生体医工学学会が、IEEE・EMBC2013 と合同

で開催された。会議は、医用生体工学、医療技術、医療お

よび臨床アプリケーションなどの多様なトピックをカバ

ーし、招待講演、シンポジウム、ワーク ショップ、招待

セッションおよび口頭・ ポスター セッションで構成され

ていた。すべての論文は査読され受理された演題のみが発

表された。当 EMBC2013 のテーマがヘルスケアであった

ことから、ヘルスケアに関連付けた発表が多く見られた。 

EBMC2013 は米国・日本の動向を反映するのに対し、

MEDICON2013 は 3 年に一度欧州で開催される学会であ

り、欧州での生体医工学の動向を調査するためには適切な

学会であった。MEDICON 2013 年の全体テーマは、「持

続可能なヘルスケアの為の技術の研究・開発」であった。

近年、様々な技術が発展し医学や生物学にインパクトを与

え、いわゆる治療医学からヘルスケア・福祉といった側面

を持つ予防医学において顕著な進歩が見られた。これも近

年流行りではあるが、個別医療というキーワードも繰り返

し出てきたのも特徴的であった。 


