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総合系分野（とくに環境学）に関する学術研究動向

及び学術振興方策―総合系分野における学融合・国

際化の動向― 

恒川 篤史（鳥取大学乾燥地研究センター・教授） 

 

 環境分野においては、2015 年 9 月に策定された「持続

可 能 な 開 発 目 標  (Sustainable Development Goals: 

SDGs)」についてその指標の詳細が検討されるとともに、

各国・各セクターにおいて SDGs の推進・実行が進められ

た。 

 第一に指標の検討状況についてである。SDGs は 17 の

ゴール（目標）とその下位目標である 169 のターゲットか

ら成るが、そのゴールとターゲットの進捗を測定するため

の指標（indicator）については 2015 年 9 月の国連サミッ

トにおいては定められず、その後、国連統計委員会や関連

会合（「SDG 指標に関する機関間専門家グループ（IAEG-

SDGs）会合」等）において検討が進められている。2017

年 3月に開催された国連統計委員会第 48回会合で、IAEG-

SDGs によって開発されたグローバル指標フレームワーク

が採択され、今後、国連経済社会理事会（ECOSOC）を経

て、国連総会において最終決定される見込みである。 

 第二に日本での取り組みについては、内閣総理大臣を本

部長とし、すべての国務大臣が本部構成員となる「持続可

能な開発目標（SDGs）推進本部」が設置され、同本部は、

2016 年 12 月 22 日に「持続可能な開発目標（SDGs）実施

指針」を決定した。その優先課題としては、2030 アジェン

ダに掲げられている五つの P、すなわち People（人間）、

Planet（地球）、Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、

Partnership（パートナシップ）に対応した８項目が示され

ている。科学者コミュニティについては、「我が国の優れた

科学技術イノベーションの活用を図るとともに、SDGs 達

成のための適切な指標の設定及びモニタリング、各施策同

士の相乗効果・相殺効果の分析、フォローアップ・レビュ

ー等においては科学的な分析や根拠に基づく取組を進め

ることが不可欠である」とされている。 

 我が国の学術の面からは、各国、とくに開発途上国にお

ける目標の設定、指標値の計測等についての支援が課題と

なるであろう。 

 

 

 

 

 

 

総合系領域分野に関する学術研究動向及び学術振興

方策 

―総合系領域分野における異分野融合・新分野創成

― 

岡部 寿男（京都大学学術情報メディアセンター・教授） 

 

学術研究の高度化が進展し、各学問分野の専門化・細分

化が進むなか、独創的な先端研究・融合研究の推進による

学術・社会のイノベーションの創出のためには、文系・理

系の区分にとらわれない総合系領域分野の強み・特色をさ

らに伸ばすとともに、異なる視点を持つ研究者の知を結集

させ、異分野融合・新分野創成の促進を図ることが重要と

考えられる。そのような視点から、本年度の学術研究動向

調査では、情報ネットワーク分野を主軸に、クラウドコン

ピューティング、エッジコンピューティング、センサネッ

トワーク、ウェアラブルコンピューティング、 IoT 

(Internet of Things)などの最新の情報通信技術（ICT）

と、それが社会へ及ぼす影響としてのセキュリティやプラ

イバシー、トラストなど人間や社会との関わりに関する研

究動向と、情報系の研究分野と他の研究分野との学際的研

究の可能性について調査を行った。 

学際的な研究テーマの具体例として、従来のエネルギー

科学・工学に情報通信ネットワーク、情報処理技術を融合

させたスマートエネルギーマネジメントを取り上げた。従

来のエネルギー科学・工学に情報通信ネットワーク、情報

処理技術を融合させたスマートエネルギーマネジメント

は、CO2 の排出権取引、再生可能エネルギーの固定価格買

取制度など、21世紀型の社会経済体制の構築にも深い関わ

りを持ち、環境学、交通工学、農学など様々な分野との関

わりから、異分野融合と新分野創成を考える上でのよい事

例であった。 

学術振興方策に関しては、研究成果を社会実装し展開す

ることの重要性に鑑み、学術研究の成果の国際標準化や製

品化・商用サービス化等の動向の調査を通じて、大学等で

の学術研究の成果が企業等により実用化されるまでの諸

課題や大学での研究成果を国際標準にすることの課題、国

際標準化を目指した国際共同研究の動向などを調査した。 

並行して、学術研究の成果である論文や研究データ等の

オープン化の動向と、その基盤となる情報システムについ

て調査した。平成 28年度には本会が「独立行政法人日本学

術振興会の事業における論文のオープンアクセス化に関

する実施方針」を制定したところであるが、さらに進んで

研究データそのもののオープンな利活用についても検討

が求められており、そのプラットフォームとしての情報シ
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ステムの現状と課題について調査を行った。 

 

 

知覚情報処理ならびにユビキタスコンピューティン

グ分野の学術研究動向に関する調査研究 

サブタイトル：国際会議 DAS, UbiComp/ISWC, 

IDAKS, ICPR やサマースクール SSDA への参加を通し

て得た知見 

黄瀬 浩一（大阪府立大学大学院工学研究科・教授） 

 

(1) 国際会議等への参加から得た知見 

 文書解析分野の動向は，DAS, ICPR とそのサテライトワ

ークショップから知ることができる．文書解析分野での動

向は，多言語 OCR, 深層学習，Digital Humanities の３つ

のキーワードで語ることができる．多言語 OCRを実現した

り深層学習を用いたりするには，大量のラベル付きサンプ

ルを収集することが必要である． Google では，認識装置

を使ってラベル付き学習サンプルを収集するという，一見

すると矛盾にも思える方法論によって，この問題を解決し

ている．Digital Humanities については，ヨーロッパ諸国

はこれまで長年の経験や蓄積があり，研究も進んでいる．

近年，我が国でもこの分野の重要性が認識されつつある．

今回の発表も含めてこれらの成果は，今後の我が国での取

り組みに参考になるものと思われる． 

 ICPRのサテライトワークショップでは，文書解析分野の

新しい分野が取り上げられていた．これは，漫画の解析と

いう分野である．日本は世界に冠たる漫画大国であるが，

諸外国でも漫画の人気は高まりつつある．ディジタルデー

タとして漫画を記録，解析することによって，新しいサー

ビスを確立しようというこの分野は，端緒についたところ

である．  

 ICPRの本会議では，様々な分野の研究成果が発表されて

いた．特に注目に値するものは深層学習の利用である．全

発表論文 673件のうち，深層学習に関連するものは 122件

（18%）であった．このような傾向はまだ当面続くと思われ

る． 

(a) ユビキタスコンピューティング分野の学術動向調査 

 ユビキタスコンピューティング分野の著名会議である

UbiComp/ISWC に参加し，学術動向を調査した．従来からの

重要分野であるセンシングや行動認識などに加え，これら

の結果をうまくつかってユーザをより良い方向に導く研

究（例えば，行動変容など）が重要になりつつある．後者

の研究は，ユーザに対して作用を及ぼす仕組み（アクチュ

エーションの仕組み）がポイントとなる．これについては，

例えば，心拍を模した振動を与えることによって，人に誤

解を生じさせ，その結果として心拍に影響を及ぼすという

研究が報告されている．  

 もう一つ注目すべき動向は，ビッグデータの収集に関す

るものである．先進諸国では，データを収集する際，被験

者のプライバシや人権に十分配慮することが必須となっ

ている．このため，大規模で詳細なデータ収集は，場合に

よっては容易ではない．一方で，そのような制約をあまり

厳密に適用しなくてもよい国々もある．その結果，機械学

習の入力として，質，量ともに十分なデータを得ることが

できるため，優れた成果を挙げることが可能となっている．

このような差を生じさせないためにも，プライバシや人権

に配慮しつつ，大規模データが一般の研究者にも利用可能

となるような仕組み作りが，先進諸国では急務であると考

えられる． 

 

(2) 若手研究者の育成に関する知見 

 インドで開催されたサマースクールに参加した．その際，

特に学生の積極性について日本からの参加者と他の参加

者，特にインドからの参加者に違いが見受けられた．その

原因として考えられるのは，言葉の問題も重要であるもの

の，積極的に振る舞う必要性を学生自身が感じることと，

その際の心理的なバリアを低くすることではないかと思

った．例えば，今回のようなサマースクールを我が国で積

極的に開催し，諸外国の学生と日本人学生の交流を図るこ

とができれば，両者の問題を解決する一歩になるのではな

いかと思った次第である． 

 

 

計算機システム・情報学基礎理論分野に関する学術

研究動向 –ディペンダブルシステムのための実践

的アプローチと理論的アプローチにおける新たな展

開 

井上 美智子（奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究

科・教授） 

 

 ディペンダビリティの研究に関し、計算機システムに関

する実践的なアプローチと情報学基礎に関する理論的ア

プローチに関して動向調査を行った。 

 計算機システムに関する実践的なアプローチでは、特に、

LSI のディペンダビリティについて調査を行い、出荷テス

トの品質、信頼性、安全性に対して幅広く研究が行われて

居ることがわかった。また、IoT システム、自動運転技術

など、急速に利用が拡大している分野において、それぞれ
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のシステムに特化したシステムや LSIの信頼性、安全性に

対する要求があり、研究が活発であることがわかった。ま

た、LSI テストの分野では、膨大なテストデータをビッグ

データと捉えて、機械学習を用いてテスト品質の向上、テ

ストコストの削減に活用するなど、機械学習、人工知能の

手法を取り入れて実用化する研究もさかんであることが

わかった。 

 情報学基礎に関する理論的アプローチでは、複数のプロ

セスからなる分散システムのディペンダビリティに関す

る理論的なアプローチに関する調査を行った。この分野で

は、ターゲットとなるシステムを数学的なモデルで表し、

ディペンダビリティも数学的な性質として厳密に定義し

議論することで、より厳密な議論を可能としている。ター

ゲットとなるシステムである、計算機ネットワーク、自律

移動ロボット群、ブロックチェーン、ターゲットとなるデ

ィペンダビリティである、故障耐性、自己安定性、などは、

実システムからの要求に基づいたものであり、実際のシス

テム開発と相補的にディペンダビリティの検証、向上に役

立っている。 

 

 

生命・健康・医療情報学分野に関する学術研究動向 

－情報学と生命・健康・医療分野の融合研究の新た

な展開－ 

松田 秀雄（大阪大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

 生命・健康・医療分野と情報科学の融合を図る研究につ

いて、最近の新たな展開に関して調査を行った。生命・健

康・医療分野と情報科学の研究の接点としては、当初は、

生命情報学と、健康・医療情報学に分かれる傾向にあった

が、近年、これらの間の境界がなくなりつつあり、異種で

かつ多様なビッグデータへの対応を指向した研究開発が

盛んになってきている。 

 具体的には、従来はゲノム情報に代表される網羅的な生

体分子データと、電子カルテなど健康・医療情報の電子化

データについて、個別にデータベース構築やデータ解析の

技術開発が行われてきたが、近年は、がん研究に代表され

るように、両分野の情報を統合した異種ビッグデータの解

析技術や、ビッグデータからの知識発見を目指すデータ駆

動型の研究開発が進められている。さらに、解析のための

データ基盤の構築のためのデータ管理技術の開発や、RDF 

(Resource Description Framework)等のセマンティック・

ウェブ技術を用いたデータ統合など、基盤的な情報科学技

術の活用も行われている。 

 別の展開として、深層学習等の人工知能関連技術の適用

が急速に盛んになりつつある。生命・健康・医療分野では、

前述のようにデータの多様性・異種性が極めて大きいこと

と、データにノイズや欠損値が含まれることが多く、統一

的なアプローチでの適用は現状では困難である。このため、

現状では、細胞の顕微鏡画像データ、遺伝子発現量の時系

列データ、ゲノムの塩基配列データなど、個別のデータタ

イプごとに適用方法を検討している状況である。ただし、

従来の機械学習法で個々に設定が必要であった特徴量の

学習が、深層学習では原理的には自動化されるため、異種

で多様なデータを解析することが必要となるこの分野に

は非常に有望な技術と期待されている。今後は、個別デー

タの学習により構築したニューラルネットワークを統合

するようなアプローチに進展するものと考えられる。 

 

 

環境学分野における水環境研究に関する学術研究動

向  

－他分野との融合および新領域創成を想定して‐ 

小野寺 真一（広島大学大学院総合科学研究科・教授） 

 

水環境に関わる研究について、国際誌、国際会議、国内学

会のレビューを行い、あわせて科研費の採択情報について

も検討を行った。その結果、以下のような特徴が確認でき

た。(1)環境学における水分野の需要は多岐にわたって各

細目すべてに関わってきていると判断できた。気候変動や

地球環境問題の過程や地震などの自然災害にともなう水

資源を含む水環境の動態という視点、原発事故以降の放射

性物質を含む環境汚染の影響評価という視点、汚染された

水を浄化し再生する視点、生態系として役割・関わりとい

う視点、持続可能な社会形成のための視点および政策的な

視点などであった。(2)また、今後に向けては、食糧とエネ

ルギー生産に関わる水資源とその配分・再生問題、生態系

に関わる物質循環相互作用問題、近年国内で施行された海

洋基本法・計画（2008年）、水循環基本法・計画（2016年）

を踏まえた水環境の持続可能性に関わる国際的・政策課題

などへの寄与が期待される。(3)キャリアパスについての

取り組みは、積極的に取り組まれていることが確認できた。

(4)国内的に特徴的な取り組みとして、単なる自然保護と

いう姿勢とは異なりより積極的にかつ持続的に資源を利

活用するという発想に基づく「里山」や「里海」という視

点が、世界的にも独自性の高いものと確認できた。(5)本分

野における研究費獲得状況については、環境学分野におけ

る科研費の採択は維持されているものの、各基盤的な分野
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（理学・地球惑星、工学・土木、農学・農業土木/水産）で

の採択も目立ち、環境学で採択されても良いような内容も

多く含まれている現状である。これは、環境学分野の進展

や発展において脆弱な点だと考えられ、より一層の分野交

流のための広報が必要であろう。 

 

 

「自然共生・持続可能システム分野に関する学術研

究動向」 

-技術と開発の社会受容性に関する新たな学術分野-

土屋 範芳（東北大学・大学院環境科学研究科・教授） 

 

自然共生社会，持続的社会の創成のためには，新たな技

術や新たな開発により社会を維持するといった観点では

もはや社会のニーズを満たすことは出来ない．その技術や

開発がその社会に受け入れられるものなのか，受け入れら

れるとすればどのような観点での技術開発や開発計画の

立案が必要か，地域（社会）への組み込みや利害対立の解

決方法などを多角的に解析する必要がある．すなわち技術

と開発の社会受容性についての新たな学術分野を考えて

いく必要がある． 

社会受容性，SLO（Social License to Operation），ス

テークホルダーと技術や開発との関わりに関する研究動

向調査，ならびにステークホルダーの連関についてのモデ

ル化手法についての情報収集を行った． 

コロラド鉱山大学（アメリカ），モスクワ大学（モスクワ），

ポルトガル，（国際会議），マドリード大学（スペイン），

カールスルーエ工科大学（ドイツ）等を訪問し，技術開発

と社会受容性との関わりに関する研究の最新動向を調査

した．特に，コロラド鉱山大学はこの分野の研究がさかん

であり，資源開発（鉱山開発）にともなう地域社会への影

響についての研究を進めており，この影響分析を ABM（ｴｰ

ｼﾞｪﾝﾄ ﾍﾞｰｽﾄﾞ ﾓﾃﾞﾙ）により記述する手法の開発が行わ

れている．今回の訪問で，このｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法について，議

論を行い，最新の研究成果を得ることができた．これらの

成果をもとに，ビッグデータの取得と利用，AIの活用など，

技術と社会（もしくはステークホルダー）の関わりに関す

る研究（学術分野）の発展が見込まれる，新たな学術分野

の設定に重要な情報を得ることができた． 

また，国際ワークショップを仙台で開催して，地球科学

（資源開発と地熱開発）と社会受容性に関する研究の進め

方などについての研究発表及び討論を行った． 

キーワード： 

SLO，社会受容性，ステークホルダー，Agent Based Model 

(ABM)，ベイズ推論，ビッグデータ，社会インパクト，共生

社会，資源開発，エネルギー開発，環境政策 

 

 

マイクロ・ナノ材料工学分野に関する学術研究動向 

－新しいナノ磁性デバイスとその応用－ 

喜々津 哲（（株）東芝 研究開発センター 研究主幹） 

 

ナノ・マイクロ科学領域における磁性デバイスやスピン

トロニクス技術に関して、国際会議および国内の研究会等

に参加して新規デバイス技術やその応用に関して研究動

向を調査した。特に、近年関心が高まりつつあるバイオ応

用分野に対して、ナノ・マイクロ科学やスピントロニクス

技術が展開されている状況を調べた。この分野では、研究

予算や研究者人口が急増しているアジアから新しいシー

ズが出てくる可能性があり、また、流行り廃りに惑わされ

ずに基礎研究を実直に進める欧州において全く新しい発

見が得られる可能性がある。この視点に立って調査を進め

た。 

ナノ・マイクロ磁気デバイスのバイオ応用は海外で活発

になってきている。フランスの SPINTECはスピントロニク

スで欧州をリードする国立研究機関であるが、かなりのリ

ソースをバイオ応用に向けており、反強磁性結合したナノ

磁性ディスクによるガン細胞のアポトシス誘起などの興

味深い検討を進めている。また、欧州では共同して GMRや

TMR などの高感度磁界センサーをバイオ応用向けに展開す

る枠組みができている。韓国では DGISTでスピンデバイス

開発が盛んであるが、BiC-SPINという、スピントロニクス

の生体/医療応用を目的とする研究所が設立された。研究

の加速が予想される。細胞内に磁性粒子を取り込ませて

「磁化」させ、それを所望の位置に輸送して検出するマイ

クロデバイスといった、半導体技術を転用した検討は韓国

や台湾で盛んである。一方、日本では、脳磁計・心磁計と

いった生体応用系の研究が活発になってきている。 

スピントロニクスに関しては、欧州でナノ構造磁性体を

利用したマグノニクス、およびそれを利用した新しいスピ

ン波デバイスの基礎検討が盛んになってきている。これ以

外にも欧州発である光誘起ピコ秒磁化反転の研究が進ん

でいるが、この分野では日本でもスピン波誘起やその観察

といった新しい展開が見られ、有意性を保っている。 
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ナノマイクロシステム分野に関する学術研究動向 

- ナノマイクロシステム分野における新たな潮流 

高村 禅（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究

科・教授） 

 

ナノマイクロシステム分野は比較的新しい学術研究分

野であり、また化学・物理・工学・バイオイオの広い領域

の内容を含み、それぞれの最先端の研究を組み合わせた

様々な融合研究も多くなされており、ダイナミックで変化

の激しい学術分野でもある。また、ここ 10年程度の間に世

にでてきた、iPS 細胞や、次世代シーケンサ、最近ではゲ

ノム編集など、革新的な技術は、順次実用化され、最新の

治療法や、研究ツールとして、研究のあり方にも少なから

ぬ影響を与えている。技術の進歩により、学術研究により

将来的に解決すべき社会における課題そのものが大きく

変化したケースも少なくない。このような分野において最

新の研究動向を調べ把握しておくことの意味は大きい。本

年度は、国内外の主たる学会に参加し、またキーパーソン

と情報を交換し、また最新の文献等を取り寄せて、特にマ

イクロ化学システムの分野における学術研究動向を調査

した。 

 主に、化学系、特に分析化学の研究者が参加する国際会

議および展示会である、The Pittsburgh Conference on 

Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy 2017 

(Pittcon 2017 分析化学と応用分光学に関するピッツバー

グ会議)においては、従来の分析技術のセッションに加え

て、新しく脳機能の解析に関するセッション、 Food 

security, Food safety に関するセッション、homeland 

security に関するセッションの新規増設が目立った。ま

た小型の質量分析器に関するセッションは立ち見の出る

賑わいを見せていた。また、主に電子デバイス系の研究者

が参加する The 11th Annual IEEE Int'l Conference on 

Nano/Micro Engineered & Molecular Systems（IEEE-NEMS 

2016）では、MEMS/NEMS の要素技術・加工技術から、ナノ

材料、ナノカーボン、ナノ分子、ナノ計測、微小流体デバ

イス、バイオ・医療応用まで、多岐にわたる分野の発表が

あった。プレナリートークは 2 次元材料に関するもので、

この分野でも 2次元材料が注目を浴びている。特筆すべき

点として、分子・ナノロボットやそのアセンブリに関する

セッションが 4つもあり、この分野への感心の高さが反映

されていると考えられる。 

 

 

 

メカノバイオマテリアル、メカノメディシン分野に

関する学術研究動向 

—生体医工学・生体材料学とメカノバイオロジーの融

合領域における医療応用への潮流— 

木戸秋 悟（九州大学先導物質化学研究所・教授） 

 

人間医工学分野における注目すべき新潮流でもあるメ

カノバイオロジーおよびメカノメディシン領域と、再生医

工学の基盤技術の一つであるバイオマテリアル領域との

融合研究領域、すなわちメカノバイオマテリアル研究の最

新動向について調査を行った。メカノバイオマテリアル研

究に関する国内外の最新の研究例や注目すべき研究例な

どの動向においては、特に幹細胞操作に関わる材料設計の

開発研究が欧米を中心にますます盛んとなっており、

Nature 系列や Cell 系列の論文誌などでの報告がコンスタ

ントになされている。粘弾性高分子材料、機能性ハイドロ

ゲル、ファイバーマトリックス、マイクロ流体デバイス等

を活用する系における幹細胞操作技術の開発とともに、幹

細胞自体の細胞生物学基礎研究も拡充されつつあり、幹細

胞ニッシェの構築のバイオメミティックス研究との関わ

りも発展しているものと見受けられる。さらに、複雑な組

織構築、組織再生のために技術として、細胞集合体の自発

的秩序構造形成（オルガノイド）を誘導する環境設計にも、

メカノバイオロジーを考慮したバイオマテリアルの活用

が模索される研究例もあり、再生医学におけるメカノバイ

オロジーの役割がさらに拡大しつつある。医療展開に向け

た実験系はまだあまり多くはないが、上記に進展中の多く

の基礎研究は原理的に医療展開に結びつく可能性を強く

有しており、今後の動向をさらに注視すべきものと思われ

る。 

 

 

 


