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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 26 年 8 月 22 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局    慶應義塾大学・理工学部               

（ふりがな）         ながさか  ゆうじ 

職・氏 名   教授・長坂 雄次               
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  米国   ）とのセミナー（振興会対応機関：   OP    ） 

 

 

2． セミナー名 革新的エネルギー技術創出のためのナノ・ミクロスケール熱工学に関する        

日米セミナー                                

 

 

3． 期   間  平成 26年 7月 13日 ～ 平成 26年 7月 16日（ 4  日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） サンタクルーズ（カリフォルニア州）, Chaminade Resort                                            

 

5． 参加者数   日本側       32  名（うち、滞在費等本会負担  7  名） 
（代表者を含む） 

相手国側     72   名（うち、滞在費等本会負担  0  名） 
 

その他の国   0  名 
 

参加者  計  104 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

嘉副 裕＊ 

河野 正道＊ 

塩見 淳一郎＊ 

大宮司 啓文＊ 

宮崎 康次＊ 

村上 陽一＊ 

井上 修平 

内田 健 

遠藤 明 

菊川 豪太 

杵淵 郁也 

志賀 拓麿 

高橋 厚史 

千足 昇平 

徳増 崇 

野村 政宏 

花村 克悟 

伏信 一慶 

松田 亮太郎 

丸山 茂夫 

矢吹 智英 

髙田 幸宏 

堀 彰宏 

柏木 誠 

加藤 哲平 

萩野 春俊 

堀 琢磨 

山下 恭平 

他３名 

東京大学・大学院工学系研究科・助教 

九州大学・大学院工学研究院・准教授 

東京大学・大学院工学系研究科・准教授 

東京大学・大学院工学系研究科・教授 

九州工業大学・大学院工学研究院・教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科・准教授 

広島大学・工学研究院・准教授 

慶應義塾大学・理工学部・教授 

産業技術総合研究所・環境化学技術研究部門・グループ長 

東北大学・流体科学研究所・講師 

東京大学・大学院工学系研究科・講師 

東京大学・大学院工学系研究科・助教 

九州大学・大学院工学研究院・教授 

東京大学・大学院工学系研究科・講師 

東北大学・流体科学研究所・准教授 

東京大学・生産技術研究所・准教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科・准教授 

京都大学・大学院工学研究科・准教授 

東京大学・大学院工学系研究科・教授 

九州工業大学・大学院工学研究院・助教 

青山学院大学・理工学部・助教 

理化学研究所・空間秩序研究チーム・特別研究員 

九州工業大学・大学院工学研究院・大学院学生 

東京理科大学・大学院工学研究科・大学院学生 

九州工業大学・大学院工学研究院・大学院学生 

東京大学・大学院工学系研究科・大学院学生 

東京大学・大学院新領域創成科学研究科・大学院学生 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 University of California, Berkeley・Associate Professor       

Dames Christopher                       

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

John Bischof 

David Cahill 

Gang Chen 

Kenneth Goodson 

Arun Majumdar 

Pamela Norris 

Patrick Phelan 

Ali Shakouri 

Li Shi 

Jennifer Lukes 

Pramod Reddy 

他 60名 

University of Minnesota・Professor 

University of Illinois, Urbana-Champaign・Professor 

Massachusetts Institute of Technology・Professor 

Stanford University・Professor 

Google / Stanford University・Professor 

University of Virginia・Professor 

Arizona State University・Professor 

Purdue University・Professor 

University of Texas at Austin・Professor 

University of Pennsylvania・Associate Professor 

University of Michigan・Associate Professor 

 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

該当なし  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

太陽電池、燃料電池、熱電変換素子など様々なエマージング・デバイスの高度化・商業化、ある

いは最先端の革新的なエネルギー技術の開発に当たっては、ナノ・ミクロスケールでの輸送現象の

理解が非常に重要であると考えらえる。このような背景から、従来マクロスケールの熱の輸送現象

を主な研究対象としてきた「熱工学」分野に、ナノ・ミクロスケールの輸送現象を対象とし、新た

な基礎学理の確立と応用技術への展開を目指す「ナノ・ミクロスケール熱工学」という研究分野を

つくり、活動を展開している。本セミナーにおいては、ナノ・ミクロスケールの輸送現象，および

ナノ・ミクロスケールの輸送との連成現象について、新たな基礎学理を確立して応用技術への展開

することを目指し、最新の研究成果を交換するとともに徹底的な討論を行う。同時に、日米の当該

研究グループの持続的ネットワーク形成を目指す。 

 

実施状況： 

セミナーは 2014 年 7 月 13 日から 16 日までの 4 日間にわたり米国カリフォルニア州サンタク

ルーズで開催された。日米から 104名の参加者を集め（米国側 72名（教員・研究者 38名、ポスド

ク・学生 34 名），日本側 32名（教員・研究者 25名、ポスドク・学生 7名））、基調講演、口頭発表

（キーノート、一般）、若手研究者によるポスター発表、パネルディスカッションなどを、以下の

日程で実施した。 

 

7月 13 日（日） 参加登録、レセプション 

7 月 14 日（月） 開会あいさつ、基調講演、ナノスケールの熱輸送、1D, 2D 構造における熱輸送，

輻射伝熱、パネルディスカッション、ポスター発表 

7 月 15 日（火） ナノスケールの物質輸送、ナノスケール伝熱、熱マネージメント、実験計測技術、

エクスカーション、セミナーバンケット 

7 月 16 日（水）ナノスケールの輸送現象、エネルギー変換、応用技術、総評、閉会あいさつ 

 

セミナーはホテルの１つの会場で実施した。参加者全員が一同に会し、最新の研究成果を交換し、

議論を深めるためである。また、ポスターセッションは、参加者の教員の研究室に所属するポスド

ク、学生を中心に 40件ほどの発表があった。内容の充実した発表が多く、盛会であった。 

 

成果等： 

オープニングセッションでは、Stanford 大学の Arun Majumdar 教授の開会あいさつに続き、MIT

の Gang Chen教授、東京大学の丸山茂夫教授に基調講演をしていただいた。Chen 教授にはナノスケ

ールの熱伝導の基礎からコヒーレント、および量子的熱伝導など先端的な話題まで、丸山教授には

カーボンナノチューブの基礎物性から太陽電池などへの応用技術までを講演していただいた。先端

的な基礎研究について、歴史や将来の応用可能性など、背景も含めて分かり易く解説していただい

た。口頭発表では、米国側は固体の熱伝導の研究を中心に、輻射伝熱、生体における輸送現象、新

しい計測技術などについての発表があった。固体の熱伝導の研究については、基礎研究から熱電変

換や半導体デバイスの熱マネージメントまでその取り組みは様々であった。日本側はナノスケール

伝熱に関する研究に加えて、ナノカーボン、多孔質材料などの材料特性を基礎とした分子スケール

輸送、燃料電池、太陽電池など応用を意識した研究が数多く発表された。パネルディスカッション

においては、大学、企業、ファンディングエージェンシーの代表者から「ナノ・ミクロスケール熱

工学への期待」について話題提供があり、その後、議論された。日米の研究者とも社会への成果還

元を考えた基礎研究の重要性を強く意識しているが、その組み方が様々であることを再認識させら

れた。基礎研究と応用研究、研究対象の集中化と多様化のバランス、あるいは産官学の取り組みに

ついて、立場を越えて考えを共有することができたことは大変有意義であった。なお、詳細な成果

報告については、学術誌（Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering）に投稿する

予定である。 


