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【概要】 

 

１． 遠藤 恆平 助教 （Kohei Endo） ： 11：00～11：40（質疑応答含む） 

 

「発展する有機化学と新たな課題」 

現在の社会基盤は有機分子によって成立し

ている．２０１０年ノーベル化学賞は，広

範に渡る有用有機分子の骨格構築に多大な

貢献を果たし，なお汎用性を増していくク

ロスカップリング反応の開発者の一部に与

えられた．半世紀に渡るクロスカップリン

グ反応への取り組みは受賞者らを含む先駆

者たちの先見性により成し遂げられたもの

であり，今もなお発展の兆しを見せている．

このように研究の究極目標を最初に設定し

新しい潮流を生み出す必要性が，有機化学のみならず様々な分野で求められている．近年，

有機化学では，半世紀に渡り先駆者たちが築き上げた土壌が熟成しつつある．そこで若手研

究者の奮起により，社会問題だけに左右されない，有機化学から社会を動かすような新しい

潮流の提案が望まれる．ところが，幅広い分野での有機合成化学の活用とは裏腹に，現状は

停滞時期へと突入しつつある印象を否めない．現在の有機化学を軸に最新情報と課題を概説

したい． 

 

" Next Benchmark and Development in Organic Chemistry " 

 

The organic molecules are fundamental for the sustainable society. The Nobel Prize in 

chemistry 2010 for the palladium-catalyzed cross couplings for organic synthesis clearly 

indicates that the pliable strategy to the various types of organic molecules is essential 

for the contribution to human beings. The palladium-catalyzed cross coupling is the 

excellent example of the fine tunings and designs in organic chemistry, where chemists 



should consider what the final goal is before the beginning of their own projects. 

However, recent organic chemists would like to follow the typical trend in the social 

problems. In this seminar, state-of-the-art will be summarized to elucidate the recent 

problems in organic chemistry. 

 

２．七丈 直弘 准教授 （Naohiro Shichijo） ： 11：50～12：30 （質疑応答含む） 

 

「科学研究のダイナミクス」 

先端科学技術の世界では、研究領域はきわ

めて細かく分化している。このような研究

分野の細分化は研究者の研究活動にどのよ

うな影響を及ぼしているであろうか。「効

率」の面からは、特定の研究領域で集中的

に活動することが好ましい印象を得るが、

少数の極端に優れた業績を挙げている研究

者をみれば、必ずしもそうではないことが

わかる。一見非効率な境界領域研究の選択

も、それが高インパクト研究に結実する可

能性を考慮するならば、合理的な判断ともいえる。同様に、産学連携も、学術研究の量的拡

大には直接結びつかず、短期的には研究生産性の阻害要因になりうるが、課題解決型研究を

行うことで開拓される研究フロンティアは将来豊かな成果をもたらす研究土壌となりうる。

これらを主として計量書誌学を基に実証的に示したい。 

 

" Dynamics of Scientific Research " 

 

In advanced scientific fields, the research areas are differentiated extremely in detail. 

How such subdivision of research fields influenced researchers’ scientific activities? At 

the first glance, it seems more “efficient” if one select specific research subject to 

investigate intensively, observation on several star scientists shows their posture are 

opposite. The selection of “boundary-area (or interdisciplinary) research”, even though 

seemingly inefficient, could be rational choice considering its potential to prevailing 

high-impact output. Similarly, although, recently promoted University-Industry 

collaboration may undermine academic productivity in short term, the research frontier 

developed by U-I research would become a fertile research soil for future. I’d like to show 

these empirically mainly based on bibliometrics. 


