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化学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策―

分子システム化学の学術動向と学術振興方策― 

君塚 信夫 （九州大学大学院工学研究院・教授） 

 

本調査研究においては、低エネルギー光の有効活用技

術に関連して、励起三重項状態を利用するフォトン・ア

ップコンバージョン(TTA-UC)を中心に、ソフトマテリア

ル系分子システムにおける研究動向を調査した。従来の

溶液系における TTA-UC 研究は、有機溶媒を使用する問

題、結晶系におけるドナー・アクセプター分子の非相溶

性や、無輻射トラップサイトの存在が UC 効率を低下させ

る原因として残されている。酸素による励起三重項の消

光は、UC の展開を阻んでいる。 

一方、最近になって、水溶液系における分子組織体や

ゲルなどのソフトな材料において TTA-UC 科学の新展開

が見られている。Schmidt らは、ソルビトール誘導体をゲ

ル化剤として、ジフェニルアントラセン(DPA)と Pd(II)テ

トラフェニルポルフィリン(PdTPP)、テトラリンを溶媒と

してオルガノゲルを作成し、テトラリン溶液中における

TTA-UC との比較検討を行っている（J. Mater. Chem. C, 

2015, 3, 616）。その結果、TTA-UC 特性は溶液中とゲル

中でほぼ等しく、すべてのプロセスはゲル中の溶媒相で

進んでいる。同様な結果は、Simon らによる高分子ゲルに

おいても得られたが（Mater. Horiz. 2015, 2, 120）、いずれ

も溶液相にドナー、アクセプター分子が存在し、溶存酸

素により励起三重項状態が失活している。我々は、分子

組織化と TTA-UC の融合化学を展開し、光捕集機能と

TTA-UC を両立できる分子組織化オルガノゲルにおい

て、酸素バリア機能を達成した(J. Am. Chem. Soc., 2015, 

137, 1887)。TTA-UC の光有機化学反応への応用として、

Wangelin らは、TTA-UC おける励起一重項からアリルハ

ライドへの光誘起電子移動(SET)を利用する脱ブロモ水素

化反応を(Chem. Eur.J., 2015, 21, 15496)、Diaz らはこの反

応系を、上記の分子組織化オルガノゲルにおいて、溶存

酸素存在下で達成している（Chem.Commun, 2015, 51, 

16848）。Campos らは、TTA-UC で生じた励起一重項か

らの SET を利用する脱ハロゲン化反応をラジカル重合に

応用している（Nature, 2019, 565, 343）。CTTA-UC を水系

における光反応に応用した例として、Wengner らにより

溶存酸素存在下におけるトリクロロ酢酸の脱クロル化反

応が報告されたが(Chem.Sci, 2018, 9, 6670）、筆者らは、

ゼラチンゲル中における光捕集性 TTA-UC を酸素雰囲気

下で達成した（J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10848.）。即

ち、TTA-UC に基づく薬物徐放と、Theranostics への応用

が可能な段階となっており、光化学、分子組織化学と生

体関連・DDS 化学との融合に基づくバイオ系の分子シス

テム化学が、今後大きく発展するものと予想される。 

 

化学分野に関する学術研究動向及び学術振興方策－

有機合成化学の動向と新たな潮流－ 
秋山 隆彦（学習院大学 理学部・教授） 

 

有機合成化学は、有機化合物を合成する方法論の開発およ

びその方法論を活かして、新たな化合物を合成することを

目指した研究領域である。その対象は、医薬、農薬から、

機能性材料まで滝に渡っている。選択的かつ効率的に欲し

い化合物のみを合成手法の開発研究が重要な研究分野の

一つである。以上を踏まえ、2019年 9月にフィレンツェで

開催された 22th International Conference on Organic 

Synthesisに出席した。本会議は、2年毎に開催される有機

合成化学の分野ではもっとも規模が大きく、権威のある国

際会議であり、活発な討論が行われた。ノーベル化学賞受

賞者である Ben Feringa （The University of Groningen, 

The Netherland）は、Dynamic Molecular Systems と題し

て分子マシンに関して、また、photoredox reactionのパ

イオニアであり、現在世界をリードしている David 

MacMillan（プリンストン大学、米国）は、New Photoredox 

Reactionsと題する基調講演を行った。Photoredox反応は、

可視光を用いてこれまでに行うことのできない反応が可

能となすことから、一大潮流となりつつある。 

 中国の大学を中心に訪問し、2018 年 4 月に青島農業大

学、2019年 3月に上海交通大学，蘇州大学において、セミ

ナーを行うとともに、有機合成化学分野の研究者、大学院

生と議論をする機会があった。中国では、新たな大学が数

多く創設され、Thousand Talents Programにより、欧米で

博士号を取得あるいはポスドクを経験した優秀な若手研
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究者が中国に帰国し、潤沢な研究資金および整った研究設

備の下で、優れた研究成果を挙げている。有機合成化学の

分野でも、国際的な学術雑誌においても、中国からの投稿

論文が膨大な数になっており、今後益々の発展が期待され

る。 

 

デバイス関連化学分野に関する学術研究動向―光・

放射線化学における先端計測技術開発の動向を中心

に  

浅井 圭介（東北大学大学院工学研究科・教授） 

 

 本調査では、光および放射線デバイス開発に関する研究

動向について、主に材料開発の観点からの分析を進めた。

双方のデバイスとも、励起状態（あるいは電子正孔対）の

挙動を制御することにより、所望の特性を得ることとなる。

一方で、相違点の一つは、必要となる材料サイズが異なる

点である。光デバイスの場合には、薄膜で十分であるもの

の、放射線デバイスでは、特にＸ線やガンマ線という高エ

ネルギー光子を対象とする場合には、実用的な相互作用確

率を得るためには、mm～cm サイズの材料が必要である点

である。 

 光デバイス開発の観点からは、同様の物性・用途につい

ての材料開発であるにも拘わらず、扱う材料系に応じて、

成果発表を行う場が異なるという傾向が顕著であるとい

う問題意識を抱いた。即ち、有機系材料については、日本

化学会などの化学系学会での成果報告が多いのに対し、無

機材料については、セラミックス協会などが主要な発表の

場であるという印象である。応用物理学会の学術講演会に

おいては、有機と無機の双方についての研究報告がなされ

ているものの、無機材料についての報告では、材料探索よ

りも、むしろデバイス特性についての報告が多い。同様の

用途の材料について、有機無機双方の材料開発者の成果報

告が行われるプラットフォームが必要であると考えられ

る。現状では、用途ごとに特化した研究会などが、このよ

うな意見交換として機能している。 

 一方で、放射線デバイス開発の観点からは、新規材料開

発については、応用物理学会が最大のプラットフォームと

して機能している。必要となる材料サイズに相違はあるも

のの、光デバイス開発で用いられた材料系が、効果的に、

放射線デバイス開発でも利用されている。特に有機系材料

を利用した研究例の増加が顕著である。光デバイス開発分

野と比較すると、研究者人口が圧倒的に小さいために、ほ

ぼ単一のプラットフォームが多用な材料開発を網羅する

ものとなりえている。 

 

無機物質および無機材料化学関連分野に関する学術

研究動向 

－ 無機材料化学研究における量子ビーム大型実験

施設の利用現状と今後の展望 －  

島川 祐一（京都大学化学研究所・教授） 

 

無機物質および無機材料化学分野の研究では、合成した

物質の結晶構造、および発現する物性や機能特性と相関し

た構造変化を明らかにするために、放射光 X線や中性子な

どの量子ビーム大型実験施設での実験の重要性が年々高

まっている。測定技術に関しては、その場観察や非破壊で

の透視手法の発展により、従来の基礎化学での物質・材料

評価を超えて、デバイスや機器の特性評価にも広く量子ビ

ームが使われるようになってきている。また、オペランド

解析など、化学反応の時間変化を追うことも可能となって

きており、従来はブラックボックスであった反応解析にも

有用な情報を与えるようになってきている。これらの結果

は、計算科学との連携により、理論モデルの検証や新たな

理論構築を導いている。さらに、最近では AIを用いた機械

学習を利用した回折パターンの解析も始まっており、いず

れこのような全自動解析が無機合成化学や材料研究の手

法を大きく変えることも起こりえると思わせる進歩がみ

られる。 

国内の量子ビーム大型実験施設の動向をみると、新たな

放射光実験施設の建設計画が具体化してきたほか、既存施

設からも着実な成果が報告されている。さらに比較的小型

の放射光 X線源の利用も急速に広まっており、多様な施設

での実験から基礎物質・材料科学から応用に至る成果が生

み出されている。中性子に関しても J-PARC の高出力化が

進んでおり、強力な実験手法として有用となっている。一

方で、これらの量子ビーム大型実験施設の次世代を担うべ
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き人材の育成が大学では難しくなっている現状を危惧し

ている。特に日本の施設は、アジアの最先端中心であり、

国内の各実験施設の高いプレゼンスを示し続けることが、

日本の化学や物質・材料科学を高いレベルで維持していく

ためにも必要である。施設運用も含めて、将来に向けた対

策をとることが望まれる。 

 

 

生物分子科学分野に関する学術研究動向－分子間相

互作用の解析を中心に― 

村田 道雄（大阪大学大学院理学研究科・教授） 

 

 化学と生物学の境界分野における学術研究動向につい

て調査したので、概要を以下に述べる。国内においては、

日本化学会やケミカルバイオロジー学会、スフィンゴテラ

ピィ研究会などにおいて学術動向調査を実施した。大きな

流れとしては、わが国でも化学・生物学境界分野の重要性

が広く認識されるようになってきたことを感じた。例えば

生体膜の研究分野における最近の動向では、高解像度の蛍

光顕微鏡による生細胞の観察が一般化したことや、原子間

力顕微鏡を用いた水和膜の観測が複雑な系に拡張された

ことが挙げられる。また、本年 9月に米国ストーニーブル

ック大学に訪れた際には、蛍光プローブ分子を用いた分子

イメージング手法が多様な生体膜試料に適応した研究例

に触れることができた。一例として、人工膜や生体膜に蛍

光プローブを導入して行う蛍光エネルギー移動法（FRET）

を用いて、生体膜上に形成される微細構造のサイズを高精

度で測定する手法が普及するなど、計測・観測法の新展開

が数多く報告されている。これらの新技術は、化学・生物

融合領域においても影響を与えており、今後、生体膜研究

にブレークスルーをもたらす可能性がある。 

 分子イメージング技術の長足の進歩に比較して、脂質二

重膜に形成されるナノドメインなどの自己会合体につい

ての物理化学的研究は、発展速度が遅いといわざるを得な

い。細胞膜に形成され、重要な生物機能を有する脂質ラフ

トについて、脂質の分子構造と分子の配向を調べる研究は

学術基盤を確立する上で重要な分野であり、長い研究の歴

史を有する。最近では、中性子回折の実験施設などを含め

て研究環境の改善が認められるが、広い研究分野に普及す

るところまでは至っていない。今後、化学者や物理学者が

協力することによって、生体膜研究を推進することを期待

する。 

 また、人工知能の活用が基礎研究の分野でも真剣に検討

されるようになってきており、関連分野において人工知能

の導入による新展開を模索する動きが活発になっている。

また、人工知能に関与する知識を持った人材が不足してい

ることも問題となっており、研究に加えて人材育成も大学

に期待される役割となっている。 

 

無機材料，エネルギー関連化学分野に関する学術研

究動向－無機ナノ材料およびエネルギー関連材料開

発の新たな潮流－ 
森口 勇（長崎大学大学院工学研究科・教授） 

電気化学や電池，吸着，炭素材料等をベースにした国内外

の学術集会において，ナノ多孔材料およびエネルギー関

連材料を中心とした学術研究動向を調査した。 

ナノ多孔材料については，活性炭等のカーボン多孔材料

の吸着・分離，触媒，電気化学機能等に関する研究が活発

であり，近年では，Metal Organic Framework (MOF)の多

様な空間構造を活かした機能発現に展開する研究が急増

している。例えば，ナノカーボン材料においては，ナノホ

ーンやグラファイト様窒化カーボンなどの新たな構造体

の機能創出から，電極材料や光触媒材料の応用が積極的

に研究されている。一方，MOF では，ゲート効果を利用し

たガス吸着・分離材料や触媒，電気化学機能材料としての

特性評価や応用に関する研究が大きく伸びてきている。 

エネルギー関連材料では，キャパシタや電池等の材料

開発研究は相変わらず活発に行われている。二次電池関連

研究では，Li イオン電池のみならず，元素戦略の観点よ

り Na，K，Mg， 

Ca をキャリヤとする電池の材料開発研究が増えつつあ

り，特に Na イオン電池に関する学術論文発表や特許は

この 5 年間で 4 倍以上に急増し，活発化している。Li イ

オン電池そのもの研究は継続的に活発に行われている

が，従来の有機電解液系電池から全固体型電池へシフト

しつつある。全固体型電池に関する学術論文発表や特許は

この 5 年間で倍増し，特に，高イオン伝導性を有する硫
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化物系固体電解質の全固体型電池への応用研究が進展し

ている。有機電解液系電池は，主にオペランド測定によ

る反応・構造追跡研究や Si 等の大容量負極材料開発

の研究が多い。高エネルギー密度電池開発の観点では，

Li－S 電池や空気電池やコンバージョン反応や合金系

反応を活用した大容量電池電極開発が精力的に行われて

いるが，特に Li－S 電池に関する学術論文発表や特許

はこの 5 年間で倍増した。空気電池の開発では，一時期

活発に行われていた Li－空気系電池に関する研究は減

少しつつある。 

キャパシタ関連の研究では，高エネルギー密度化の観

点より，Li イオンキャパシタに関する研究が特に活発

に行われている。 

 

有機・ハイブリッド材料分野にかかる学術研究動向

に関する調査研究－ハイブリッド材料と他分野の境

界領域における新たな潮流と展開－ 

山元 公寿（東京工業大学・科学技術創成研究院・教授） 

 
有機－無機ハイブリッド材料の関連する分野は、材料化

学はもとより、高分子化学、錯体化学、触媒化学、バイオ

サイエンスと多岐にわたる。中でも実用的な展開が望まれ

る触媒材料開発は、精密化、微小化、ハイブリッド化（合

金）の方向へ進み、環境・エネルギー問題に関連の深い研

究が活発に展開されている。同時にナノ、サブナノ領域の

詳細なメカニズムの解明や観測技術がますます重要にな

ってきている。周辺領域も含めた幅広い分野の国内外の学

会、シンポジウムへ参加し、当該分野の先端研究の現状、

特筆すべき研究例等について調査した。全体は網羅できな

いが、ナノ粒子材料、ナノ計測に注目し、トピックスをピ

ックアップした。 

（１） 多元素ナノ粒子 

多元素からなる金属間化合物のナノ粒子が優れた機械

的特性や触媒特性を示すことが明らかにされる例が増加

してきた。 

（２）ナノ計測 

表面増強ラマン分光法を用いた単分子測定は測定確率

が低く、強度および密度という意味で、局所増強電場（ホ

ットスポット）の表面分布を効率化する必要がある。ホッ

トスポットは金などのナノ構造体の鋭い先端または狭い

隙間で発生する。そのため標的分子が小さな活性領域に到

達する可能性が低く、高効率に高感度測定をすることが困

難である。銀ナノ微粒子を修飾したお椀型ナノ構造体を表

面に構築することで、20 倍という高感度測定を実現し、短

時間での単分子ラマン測定の効率を高める設計に成功し

た例が報告された。同様のコンセプトから非線形光学素子、

プラスモンレーザー、ホット電子への応用に期待される技

術開発である。 

（３）研究が活発になってきた分野や重要になりそうな

分野 

多元素合金が示す特異的な機械強度を持つ材料は「ハ

イエントロピー合金」のようなコンセプトが提唱される

など材料科学の分野でますます活発化してきているが、

化学の分野にも波及し、これらが作る複雑な構造が注目

されるようになってきている。今後、原子レベルの構造

や特性まで突き詰めることで新しい概念が生まれること

が期待される。 

多元素(金属)協働触媒において複数の元素(金属)の特性

を活かした複数の触媒反応をタンデム型に構築した反応

が注目されている。現時点では，均一系触媒反応をベース

にした研究が展開されているのみである。今後、工業化を

にらみ不均一触媒で複数の金属元素の役割を想定して、新

しい反応を構築する触媒技術は重要である。 

金属のナノ構造技術が向上したことと相まって、表面プ

ラズモン現象を応用に結び付けるプラズモニクス分野が

著しく注目を集めており、可視光による様々な物理的、化

学的現象・反応の発現が見出されつつある。銀ナノ粒子修

飾 TiO2担体上での光照射による銀イオン溶出を用いた薬

剤輸送・放出機構、銀ナノ立方体におけるプラズモン誘起

電荷分離に起因する人工光合成システムの構築や光―ナ

ノ発熱変換システムの構築などが報告されていた。持続可

能なエネルギーシステムの構築が世界的にも大いに関心

を集めるなか、紫外線ではなく白色光・赤外光で機能する

エネルギーデバイス素子の一つとして、今後目が離せない

分野である。 
 

 

 

 

 



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（化学専門調査班） 

機能物性化学と薄膜・表面界面物性分野に関する学

術研究動向 -創エネルギーと省エネルギーを支える

サイエンス- 

大西 洋（神戸大学大学院理学研究科・教授） 

 

 機能物性化学と薄膜・表面界面物性の研究をできる

だけ広くとらえて、人類全体の課題である創エネル

ギーと省エネルギーを支えるサイエンスの動向を国

内学会 9と国際学会 5に参加して調査した。これら

の機会に国内外のトップクラスの研究者にインタビ

ューしたところ、物質材料の分析からデバイスの分

析にパラダイムシフトしつつある計測評価技術を活

用して、エンジニアリングを支援すると同時に、既

存デバイスの動作メカニズムを深く追求していくこ

とから新しいサイエンスを見いだそうとする研究ス

タイルの重要性と実現性が高まっていることがわか

った。 

 しかしその一方で、日本国内でイノベーションの旗

手としてもてはやされている研究成果が、海外研究

者に驚くほど認知されていないことがわかった。イ

ノベーションから新しいサイエンス紡ぎ出す、ある

いはサイエンスに立脚したイノベーションを興すと

いう意識を、材料科学にたずさわる日本の研究者は

より明示的にもたなければ世界においてゆかれる。

イノベーションだけで終了、またはサイエンスだけ

で終了させてはもったいない。イノベーションとサ

イエンスの二兎を追うしたたかさが必要である。 

 このようなデバイスから紡ぎ出すサイエンスの典型

として（1）タンタル酸ナトリウムという人工光合成

光触媒材料と（2）固液界面の原子間力顕微鏡による

計測評価について出版された学術論文を集積したデ

ータベースを構築しインターネット上で公開してい

る。平成 30年度中の増補分を含めて現在の掲載件数

は（1）210件程度と（2）160件程度でありアップデ

ートをつづけていく。 

 光 触 媒 材 料 デ ー タ ベ ー ス

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/sci-

onishi/Outcomes/natao3.html 

 固 液 界 面 計 測 デ ー タ ベ ー ス

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/sci-

onishi/Outcomes/forcecurves.html 

 

生体関連化学分野に関する学術研究動向〜配列・構

造情報のさらなる活用に向けて〜 

跡見 晴幸（京都大学大学院工学研究科・教授） 

 

近年目覚ましい発展を遂げているゲノム科学・生物情報

学・構造生物学などの学問領域において、蓄積している

膨大な生物情報（塩基配列・アミノ酸配列・タンパク質

構造）が多様なバイオ関連化学分野に対してどのような

変化をもたらしているのか、どのように利用されている

のかについて調査した。現在、完了あるいは進行中のゲ

ノムプロジェクト数は目覚ましく増加している。特に

2016年頃からの増加は顕著であり、この背景には超ハイ

スループットシーケンシング機器の普及があると予想さ

れる。また最近はメタゲノム解析の数も大幅に増加して

おり、培養を介さない（微）生物の配列解析が活発化し

ていることがわかる。 

これらの配列情報から機能推定が進められ、膨大な数の

タンパク質のアミノ酸配列情報がデータベース内に収め

られている。バイオテクノロジー分野で多用される個々

の酵素についても多数の遺伝子が登録されており、今後

これらのデータの系統学的分類と未解析系統群の特定に

より、新しい基質特異性を示す酵素の同定が可能な状態

にある。現時点では、自ら配列決定したライブラリーの

中の配列スクリーニングに関する報告が大半を占めてお

り、蓄積する一方である配列情報のさらなる利用拡大が

望まれる。 

一方で、配列のみでは機能が推定できない機能未知遺伝

子の数も急増している。これはシーケンシング解読技術

の進歩と比べ、遺伝子機能を解明する技術の開発が追い

ついていないためと考えられる。このような状況の中で、

バイオインフォマティックスによる遺伝子の機能推定・

機能分類の有効性が急速に拡大している。解析の完了し

たゲノム数が大幅に増加したことにより、異なる遺伝子

のゲノム上での出現パターンの連動性・近接・融合を考

慮した遺伝子間の機能相関が確度よく推定できるように

なっている。今後、このような解析により、生物情報を

遺伝子の機能解明や新たな生命機能の発見に結びつける

研究領域が重要となると考えられる。またメタゲノム情

報に立脚した難培養微生物の可培養化の進展に期待した

い。 

 

 

 

 

 

 



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（化学専門調査班） 

有機機能材料関連分野に関する学術研究動向  

– 光とエネルギーの有効利用に向けた超分子 

光化学分野における新潮流に関する研究 

河合 壯（奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研

究科 物質創成科学領域・教授） 

 

生命系や社会生活の基盤物質のほとんどは分子やその

集合系から構成されていることから化学がカバーする領

域は極めて広く、かつ現在もなお急速に拡大を続けてい

る。化学は本来的に分子の有する多様性を学理の根幹に包

含していることから、化学の原理的な理解においては俯瞰

的な視点の確立が極めて重要となる。このような中で、科

学研究費補助金や国際事業などの JSPS の事業を効率よく

かつ円滑に進め化学分野の学理の発展を促すためには、最

新の学術分野の潮流を丁寧に把握することが特に重要と

考えられる。分子の多面的なふるまいのなかでも光合成や

視覚応答に代表される光反応は、生命系の本質的な理解や

その制御にとどまらず、光レジストや光加工などの産業技

術の基盤となっている他、太陽電池や発光デバイスなど光

の有するエネルギーや情報の変換過程や利活用の基盤と

なっている。その学理の進展は光化学分野にとどまらず、

低分子、金属錯体や高分子などの集合系を含むいわゆる超

分子系や液晶や有機 EL 等を含む有機デバイス分野にも広

がっており全体を俯瞰することは容易ではない。このため

には、シンポジウムやワークショップへの参加と共に、個

別の研究者との面談を通じて公表前の学術動向のヒアリ

ングを行うことが有効であると考えられる。このことを踏

まえて本調査研究では、センター研究員が 2回にわたり訪

欧し、現地の研究者の研究状況を調査した。2018年 6月 19

日には、フランス Ecole Normale Sperior-ParisSaclayを

訪問し、研究・国際交流担当副学長および超分子光化学分

野で著名な RamiMetivier 博士らと面談し、フランスにお

ける超分子光化学の最新の状況を聞くことができた。特に

超高速分光法とナノプローブ顕微鏡を融合することで、従

来到達できなかったナノ領域の光力学効果を解明するこ

とが可能となりつつあるなど、公開されていない詳細な研

究動向を直接聞くことができた。また若手研究者の光力学

効果に関するかなり挑戦的なプロジェクトに大きな予算

が配分されている状況に加えて、国立研究機構である CNRS

と大学の関係や CNRS におけるプロモーションや若手支援

の状況など、今後の研究システムを検討するうえで有益な

情報を聞き出すことができた。さらに翌日には、パリ市内

のソルボンヌ大学を訪問し、Matthieu Sollogoub教授らと

面談の上、最近の研究状況に関する説明を受けた。超分子

構造形成のビルディングユニットとしてよく用いられて

いる環状分子であるシクロデキストリンに対する完全位

置選択的分子修飾技術や、光応答分子マシンに関する研究

動向について未発表情報を含めて直接ヒアリングするこ

とができた。また当方から日本における研究動向や科研費

の役割などについても概要を説明し今度の進展に関する

有意義なコメントを受けることができた。2018年 9月には

フランス、Toulouse大学を訪問し分子マシン関連で先駆的

な研究を進める GwenaelRapenne 博士および Claire 

Kammerer博士を訪問し、フランスにおける分子マシン研究

の動向と光エネルギーによる分子マシン駆動の可能性に

関する先駆的なアプローチに関する説明を受けた。さらに

レンヌ大学では StephaneRigaut 博士と面談し、希土類錯

体に対する光スイッチング効果の新しい超分子設計の考

え方に関しての研究動向を聞くことができた。さらにこれ

に先立ち、小規模な国際会議である“3rd International 

Caparica Conference on Chromogenic and Emissive 

Materials (IC3EM 2018)”（リスボン、Caparica市）に出

席し、フォトクロミック分子をはじめとする機能性色素に

関する世界的な研究動向の調査を行った。特に超分子系に

特有の光化学効果を利用する研究が多数見られ、関連分野

の重要性が広く認識されていることが明らかになった。こ

のほか、液晶の光応答などに関する日伊二国間ワークショ

ッ プ “ 9th Italian-Japanese Workshop on Liquid 

Crystals”にラボメンバーを派遣し、最新の液晶光化学分

野に関する情報収集を行った。 

 

 

 

 

 

 



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（化学専門調査班） 

有機機能材料、無機・錯体化学分野に関する学術

研究動向—有機機能材料化学と無機・錯体化学の境

界領域における新たな潮流と展開— 

長谷川 靖哉（北海道大学大学院工学研究院・教授） 

 

金属イオンと有機分子で構成される「金属錯体」は金属イ

オンの持つ d軌道及び f軌道の機能を分子レベルでコント

ロールできる興味深い化合物である。金属錯体の機能は主

に、１）触媒機能、２）光機能、３）電子機能、４）磁気

機能、そして５）エネルギー変換機能に大別される。この

ため、金属錯体に関する研究発表分野は錯体化学だけでな

く、有機合成化学、高分子合成化学、光化学、電気化学、

材料化学、応用物理学など多岐にわたる。これらの多岐に

わたる金属錯体の研究発表の中でも、「発光性の金属錯体」

に関する研究が近年注目されている。金属錯体の発光に関

する研究はこれまでレーザー分光などを用いた光物理過

程の詳細解析が中心であった。現代における発光性の金属

錯体の研究発表動向を調査するため、発光性の金属錯体研

究に関する包括的な調査研究を行った。 

学術論文の近年動向および国内外の学会発表の調査を行

うことにより、近年では発光性金属錯体の研究発表に関す

る２つの潮流「機能化」「キラル化」に関する研究報告が

多く見られることがわかった。この錯体の光機能研究に関

しては、現在は世界に先駆けて日本が先導する立場となっ

ている。研究人口は徐々に増加しており、応用物理学や電

子工学分野の研究者との連携によりデバイス化に関する

研究が近年増加する傾向にある。また、錯体の光機能に関

する研究は中国で活性化してきている。これは、中国が最

大の希土類の産出国であるためと考えられる。 

このように、国内外の学会やシンポジウムでの参加およ

び企画による調査を通して、発光性の金属錯体が近年大き

く注目されていることがわかった。また、発光性の金属錯

体の動向調査を行うため、大学内で使用できる「Web of 

Science」を用いて研究論文のデータベース検索を行った。

そのデータベース検索の結果、近年では温度によって発光

挙動が変化する研究論文が著しく増加しており、その研究

論文の半分以上が希土類錯体であることもわかった。以

上、金属錯体の光機能に関して、学術研究の著しい発展が

確認された。さらに、産業応用を志向した研究も世界的に

増えてきていることが動向調査により明らかになった。 

 


