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工学系科学に関する学術研究動向調査研究及び科

研費分科細目の改正に係るフォローアップ 

藤野 陽三（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について：土木鋼構造分野におけ

る構造工学の変遷と今後の課題＞ 

鋼橋分野における構造工学を、構造材に関る材料技術、構

造解析技術、設計技術（設計クライテリア）の三つの基本的技

術から構成されると考え、これら構造工学の三つの基本技術の

変遷を辿りながら、鋼橋の変遷を概観することにより、今後の構

造工学の進むべき方向を展望した。以下に、得られた主な内

容をまとめて示す。 

（１）鋼材や溶接接合の技術は、鋼材を大量に消費する造船

業界からの技術開発の要請により 1950 年代に目覚ましく発展

し、鋼橋の分野はそれらの技術をうまく転用して技術力を向上

させた。 

（２）その後、いわゆる高度経済成長期（1955 年～1973 年）

に、交通インフラの急速な整備計画に沿って鋼橋の大量生産

時代に入り、鋼橋分野独自の技術開発成果を挙げている。特

に、解析技術においては、大型計算機の開発と並行して FEM

解析の手法が普及したことから、現在の構造解析手法はこの

時期にほぼ確立されたと言えよう。 

（３）1970 年代から 1980 年代の本四連絡橋プロジェト実現の

ための研究開発が果たした長支間橋建設のための材料、解析、

設計、施工技術の進歩への貢献は多大であり、その後の我国

の長支間橋ブームの技術的基礎が構築されている。 

（４）1980 年代には道路橋示方書が最新の技術を取り入れ

て全面改訂され、道路橋技術基準統合の仕上げが行われて

いる。また、80 年代後半には第２東名自動車道が高規格幹線

道路として位置づけられ建設が進められることが決定し、構造

物比率が高いための工事費用増を極力抑えるための技術開

発が進められた。新技術分野であるリニア鉄道も、宮崎実験線

での研究成果を受けて、1990 年に山梨実験線が着工されるな

ど、交通インフラ建設プロジェクトが続き、プロジェクト遂行のた

めの技術開発ニーズに恵まれた時期であった。 

（５）1993年以降、2002年まで、国の財政事情の急激な悪化

に伴う社会資本整備における公共工事コスト縮減対策に呼応

して、鋼橋の分野でも建設コスト縮減のための技術開発が主

流となり。鋼とコンクリートの複合構造という材料技術分野での

融合が盛んとなった。 

（６）1995 年に発生した兵庫県南部地震による過去に例を見

ない被害状況から、耐震・免震・制振に関する研究開発が活

発に行われ、材料、解析、設計、計測などの多くの専門技術分

野での進歩が顕著であった。 

（７）2000 年以降は、国の財政難を反映して建設コスト縮減

に関わる技術開発が継続するとともに、過去に建設された膨大

な社会資本の維持管理コストを抑えるための技術開発ニーズ

が強くなっている。 

（８）現在は、建設プロジェクト遂行のための技術開発ニーズ

もなくなっており、構造工学における従来型の力学系を中心と

した研究テーマは先細りの傾向にあると言わざるを得ない。今

後とも、力学系専門技術の重要性は変わりがないものの、鋼橋

業界以外の業界で進められている材料技術、計測技術、人工

知能技術等の分野での開発成果を積極的に応用することによ

り、構造のスマート化（インテリジェント化とも言われる）を図るこ

とが一つの方向であると考えられる。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

今回の科研費改正関係では総合理工学分野において「計

算科学」を新たに一分科一細目で提案している。日本学術会

議における活動グループ、関連する学協会に今回の改正の趣

旨を伝え、十分な数の申請が行われるように活動を行った。ま

た、日本学術システム研究センター工学班において計算科学

の分野の方を研究員として加わっていただいた。 

 

工学系科学に関する学術研究動向調査研究及び科

研費分科細目の改正に係るフォローアップ 

荒井 滋久（東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センタ

ー・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

CMOS 集積技術を中心とする LSI 性能の向上は、微細化に

伴う配線層の長尺化によって限界に達しつつあるため、光技

術を導入しその限界を打破することが提案されており、LSI 上

光配線への適用を目指した低消費電力および 10Gbit/s を超

える高速動作可能な光デバイスの研究が進んでいる。そのた

めナノフォトニクス技術を取り込むこと、および化合物半導体や

Si や Ge による次世代集積回路を目指した光電融合に関する

研究が近年活発に行われている。 

CMOS 集積技術を用いた光集積回路、および Si や Ge とい

う従来は非発光材料と考えられていた材料による発光ダイオー

ドやレーザ動作に関する発表が世界的にも活発に行われるよ

うになった。国際会議では、Int. Conf. on Group IV Photonics 

(GFP) が 2011年には第8回を迎えたのをはじめ、光デバイス・

技術に関する国際会議および国内学会では光インターコネク

ションや将来の集積回路上光配線を目指した研究に関する特

別セッションが数多く開催されている。国内では 2009年に最先

端研究開発プロクラム（FIRST）に採択された｢フォトニクス・エレ

クトロニクス融合システム基盤技術開発（代表・荒川泰彦）｣の

第 1 回国際シンポジウムが 11 月に開催された。 

この分野で大きな進展が見られた研究成果として、2010 年

秋に NTT フォトニクス研究所の松尾氏らが Nature Photonics

および ECOC 2010 で報告したフォトニック結晶レーザの極低

電力・高速動作（光励起しきい値 0.175 mW、20 Gbit/s 変調時

の光パルスのエネルギー8.76 fJ/bit）の研究が進展し、初めて

室温で電流注入動作（しきい値電流 0.39 mA）する低電流フォ



トニック結晶レーザが実現されたことが挙げられる。 

・S. Matsuo et al., “Room-temperature continuous-wave 

operation of lateral current injection wavelength-scale 

embedded active-region photonic-crystal laser,” Opt. Express, 

Vol. 20, No. 4, pp. 3773-3780, Feb. 2012. 

光励起下での動作とは異なり、電流注入動作構造では未だ

半導体表面や pn 接合界面等での非発光再結合電流成分が

大きく、光励起フォトニック結晶レーザほどの低しきい値動作や

高速変調動作は報告されていないが、最終目標に向けての着

実な進展が大いに期待される。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

平成 24年度まで工学系にあった応用物理学分野は、これま

での申請内容および応用物理学会講演会の発表内容から判

断して物性基礎から材料創製、デバイス応用までを含む広汎

な分野であり、理工系の中でも総合系に近い工学分野である

ことから、新たな分野である｢総合理工分野｣を興し、そこに大き

な柱として｢ナノ・マイクロ科学｣および｢応用物理学｣の分科を

置くことを平成 22 年から計画し、平成 22 年 10 月 28 日の応用

物理学会理事会において藤野主任研究員・荒井主任研究員・

米田専門研究員がその趣旨説明を行った。その理事会席上、

およびその後、応用物理学会側から問題点の指摘は無いこと

を確認した。 

この｢総合理工分野｣は他に｢量子ビーム科学｣および｢計算

科学｣というそれぞれ 1 細目なら成る分科から構成されるが、

｢量子ビーム科学｣は時限付分科細目として数年の実績があり、

平成 24 年度の複合新領域分科として興されたものであり、問

題は無いと思う。 

 

２．その他 

学術システム研究センター主任研究員および専門研究員は、

科学研究費補助金・基金への申請に対する公正な審査と公平

な配分に最も注力すべきと考えるが、近年は結構時間を要す

る業務が増えつつあり、主要な業務を時間的に圧迫している

のではないかと危惧する。 

日本学術振興会賞は優れた研究実績を有する若手（45 歳

未満）研究者を対象としており、国内の最優秀レベルの研究者

25 名程度が選考されている。この賞の受賞者には副賞として

研究奨励金 110 万円が贈呈されている。 一方、平成 22 年度

から開始した育志賞は、34 歳未満の大学院博士課程学生が

対象であり、受賞総数は 16 名程度と、日本学術振興会賞より

も少ない。また、副賞として 110 万円が贈呈されている。 

育志賞がまだ発展段階の大学院博士課程学生を対象とす

るものであり、｢推薦に当たっては、論文等の業績のみにとらわ

れず、将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待

される優秀な者を推薦願います。｣というのであれば、日本学術

振興会賞とは異なる審査体制・方法をとるようにすべきと考える。

また、多くの対象者は既に日本学術振興会博士研究員として

採用されているのであれば、希望により翌年から特別研究員と

して採用するという意義も半減する。既に、日本学術振興会博

士研究員として採用されている学生は十分にその研究能力・

研究実績を評価されて、研究奨励金を受給しているという視点

に立てば、このような研究能力・研究実績の評価では採用が困

難であり、将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期

待される優秀な者を少数名選考するべきと考える。大学院博

士課程学生で、論文実績等が少なく、特別研究員として採用

されていない者の中から、特筆に値すべき活動を行っている者

を推薦していただき、そこから選考するという視点に立った選

考方法に変えることを提案する。 

 

結晶工学・界面物性分野に関する学術動向の調査

研究 

中島 寛（九州大学産学連携センター・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

研究担当者は、Si、SiGe、Ge 等のⅣ族半導体バルク結晶お

よび絶縁膜上の薄膜結晶の成長、評価、界面物性を専門とし

ている。また、半導体結晶上への絶縁膜形成、絶縁膜／結晶

界面、金属／結晶界面の物性評価も専門として研究を実施し

ている。本年度は、進展著しい Ge 結晶のデバイス化技術を中

心として調査した。 

情報通信機器の著しい高性能化（高速・低消費電力化）は、

ULSI の微細化により推進されて来たが、微細化してもデバイス

性能が向上しないことが問題となりつつある。このような背景か

ら、MOS デバイスのチャネルを Si から Ge に置き換え、キャリア

の高速移動を実現しようとする試みが世界中の研究機関で進

められている。この Ge-MOSFET を実現する上で確立すべき

課題は、i) ゲートスタック技術、ii) ソース・ドレイン（S/D）形成

技術、iii)デバイス化技術、iv) 基板技術、v) ひずみ技術、で

ある。それぞれの課題に対して研究開発動向を調査し、その

結果を纏めた。 

i)では、ゲート絶縁膜の等価 SiO2 換算膜厚（EOT）が薄く、

界面準位密度（Dit）の低いゲートスタックの進展が著しい。

EOT＝1.0 nm、Dit=(1-5)×1011 cm-2eV-1 の報告が相次いで

なされている。ii)では、Ge 特有の Fermi Level Pinning を解除

する技術が必要で、その手法として TiN を直接堆積する方法

および TiN を S/D とした n-MOSFET の試作結果が報告された。

iii)では、EOT=1.0 nm 領域の MOSFET が試作され、Si を凌ぐ

電子（正孔）移動度が報告されたことは注目に値する。iv)では、

新規な Ge-On-Insulator 基板作製技術としてエピタキシャルリ

フトオフ法が注目される。この技術により、Ge トランジスタを作

製し、任意の基板に積層させることで、従来デバイスとの混載

化が可能となる。v)では、Ge 基板にひずみを印加した場合の

移動度向上が理論計算から示されている。正孔に対しては 1

軸圧縮歪み、電子に対しては 1 軸圧縮歪みと伸長歪みが有効

である。 

以上の様に、Ge デバイス実現に向けた研究開発が急速に

進展している。今後の展開に目が離せない状況と言える。 



応用物理分野に関する学術動向の調査研究 

米田 仁紀（電気通信大学レーザー新世代研究センター・教

授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

（１）応用物理関係での国内外の学術会合に関する調査 

a. 2011 年 11 月に、金沢で、プラズマ・核融合学会、日本物理

学会、応用物理学会の三学会が共同して、プラズマをテーマ

にした基礎から応用までの国際会議を全日本的に行った。こ

の会議では、プラズマという一つのトピックスでありながら１０００

名を超える参加者を集め、欧米、アジアの諸外国に対しても大

きなメッセージとなっていた。 

b. アジアを中心とした科学拠点を欧米に対抗したものとして形

成されようとしている傾向がある。これには、物理、応物学会が

中心となって行っているが、アジアでこれを作る意義とデザイン

をよく考えていく必要があるように思われる。日本がある程度献

身的に貢献していかなければならないと思われ、注意とともに

研究者の積極的な貢献が必要である。 

（２）学術発表論文やデータベースを利用した解析について 

a. レーザーの分野で、光学素子のダメージ閾値が最近飛躍

的に向上してきている。ここ５年程度でナノ秒赤外レーザーに

対する損傷閾値が１桁程度高くなってきており、この基盤的な

技術を活かした研究を発展させる時期に来ていると思う。また、

さらに、CW レーザーに近い光学素子についての耐力が問題

になるようになってきた。これらについては、メカニズム的にま

だ不明な点が多く、学術的に論議がされにくい面があったよう

に思われる。しかし、産業界を中心に要求が強くなってきてお

り、今後、我が国においても注目すべき点であろう。 

b. 超高出力レーザーの競争分野ではアメリカが NIF を中心と

した大型レーザー、ヨーロッパが EXA ワットに向かった超高強

度レーザーに向いているが、我が国としての進展は少ない気

がする。これらは予算的な問題もあるが、新しいレーザーは新

しい光学技術を要求し、開発が進むことが通常であり、その意

味で、国内でのそういった技術開発が諸外国に比べて少なく

なってきているように思われる。 

 

２．その他 

学術システム研究センターの業務は、科研費などの審査シス

テムの運営、検証などであるが、本来、情報がすべて読めるセ

ンター研究員は、現状のシステムを精査し、次の我が国の科学

分野にあったシステムを構築すべきである。その意味で、分野

間交流を深め、センター内での議論を活発化していく必要が

あるように思える。 

 

分子熱工学分野に関する学術研究動向調査研究 

丸山 茂夫（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 機械工学分野におけるトレンドとして、新奇なナノ材料やナノ

スケール現象を工学として取り込み、その理解と制御をベース

にして革新的な機械の創造を目指す研究が進んでいる。本調

査研究においては、とくに熱工学・エネルギー分野においてナ

ノ材料やナノスケール現象をベースとした研究の学術動向を

調査した。具体的には、フラーレン、カーボンナノチューブやグ

ラフェンなどのナノスケール材料に特有の優れた電子・工学特

性、熱伝導率や機械的強度がミクロなシステムやマクロなシス

テムとしてどのように発現するか、あるいはこれらの系をどのよう

にモデル化するかなどの観点からの研究について重点的に検

討した。 

 燃料電池や太陽電池などのエネルギー変換デバイスの性能

向上や新規デバイスの開発は喫緊の課題であり、熱工学分野

でもナノスケールの現象からデバイス全体の評価や設計に関

わる研究の必要性が増している。また、フラーレン、カーボンナ

ノチューブやグラフェンといった新しいナノ材料が、有機太陽

電池のドナー分子、燃料電池や太陽電池の電極、透明導電

膜などに利用されるようになりつつある。さらに、カーボンナノ

チューブと n 型シリコンのヘテロ接合太陽電池などの新しい概

念のデバイスも提案されている。これらのナノ材料を用いる場

合には、材料個体の物性の評価とともに、そのネットワーク構

造や周辺物質との界面の制御によってデバイスの性能が左右

される場合が多い。例えば、カーボンナノチューブネットワーク

構造体や複合材料の熱伝導率は、カーボンナノチューブ個体

の物性としての熱伝導率よりも個々のカーボンナノチューブと

周囲材料との界面熱抵抗によって実質的に決まってしまう。ま

た、ナノ材料を添加した相変化材料(Phase Change Material)の

熱伝導率が固体となったときに極端に上昇するなど、未解明の

問題も多い。さらに、最近では、マクロサイズのグラフェンの合

成が容易になり、様々な応用デバイスの設計が盛んに試みら

れている。ナノ材料の際だった特性を引き出す理論体系や設

計論の展開が期待され、ナノスケール現象とマクロスケールに

発現する現象を繋ぐ理論体系の確立が急務である。 

 

人間共生ロボット分野に関する学術研究動向調査研

究 

寺嶋 一彦（豊橋技術科学大学工学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

著者は、豊橋技術科学大学 人間・ロボット共生リサーチセ

ンターのセンター長として、フレンドリーなヒューマンインターフ

ェイスの開発や、使われるスマート介護ロボットや介護ステーシ

ョンの研究を行っている。ロボットの要素技術や介護ロボットの

要素技術は世界で凌ぎをけずり研究開発されている。そのた

め、本調査では、国内外の文献調査に加え、国内の著名なロ

ボット研究機関、介護施設、病院などを訪問し、特に、開発が

求められている歩行訓練リハビリロボットの最新状況を調査し

た。その成果は、下記のレビュー論文としてまとめ、掲載されて

いる。 

著者名：Kazuya Kubo, Takanori Miyoshi, Akira Kanai, and 



Kazuhiko Terashima 

論文名：Gait Rehabilitation Device in Central Nervous 

System Disease: A Review 

学会誌名：Journal of Robotics 

巻，年：Volume 2011 (2011) 

歩行リハビリ支援機器としては、装具、吊り上げ式、吊り上げ

式と装具の組み合わせ、歩行機と 4種類に類別される。有名な

ものとしては、装具では、HAL, ALEX, LOPES など、吊り上

げ式では、WARD, FLORA、LOKOLIFT など、吊り上げ式と

装具の組み合わせでは、LOKOMAT, Gaittrainer、Haptic 

Walker、 歩行機では、I-walker、RT-walker 等があげられ

る。 

その制御方式は受動的なものから、能動的なものまで多種

多様である。損傷発生から早期のリハビリが、回復に効果的で

あることが判明しているが、下肢訓練は、理学療法士など介護

者には大変な重筋労働であり、これをロボットなどでアシストす

ることが望まれ、多くの訓練機が開発されてきた。その中でも、

早期訓練には、吊り上げ式が安全で適している。しかし、免荷

力の最適制御がなされていない。また歩行も、その場での訓練

が多く、自由に色々な方向に動ける歩行機が望まれる。全方

向に自由に歩行でき、障害度に応じ最適に免荷力を制御でき

るシステムはいまだ開発されていない。また、血圧、脈拍など

自律神経系のバイタル信号のフィードバックもされていない。さ

らに、リハビリを積極的にやろうという、意欲向上、快適感を与

えるシステムの搭載など未開発であることが調査により分かっ

た。今後は、これらの機能を備えた、歩行訓練ロボットの開発

が強く望まれていることが判明した。 

今回の調査結果に基づき、現在研究している「誰でも、どこ

でも、いつでも、すぐに使える歩行訓練支援ロボット」の開発に

役立てていきたい。 

 

総合工学分野に関する学術動向の調査研究 

阿部 豊（筑波大学大学院システム情報系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

総合工学分野における学術動向について、国内外の研究

動向に関する情報を収集すると共に、その内容を調査し評価

することによって、国内研究動向に対する学術システム研究セ

ンターの調査研究等の業務を遂行した。 

本年度においては、科学研究費補助金で設定されている

「系・分野・分科・細目表」の改訂作業が行われており、この改

訂作業に資するための情報収集としても調査研究を実施し

た。 

「系・分野・分科・細目表」に関連する学協会は、現時点で実際

に行われている学術研究が発表され業活動へも反映される場

となっており、ここから、当該分野の学術動向や研究動向を把

握することための技術情報の提供や学術講演会での第一次

情報の収集を行った。 

総合工学分野は、航空宇宙工学、船舶海洋工学、地球・資

源システム工学。リサイクル工学、核融合学、原子力学、エネ

ルギー学という、極めて広い分野を包含しており、科研費の総

合工学分野に応募している研究者が所属する学協会が、極め

て多数に上っていることが分かった。これは、機械工学に関連

する学協会が、日本機械学会を基本として限られた数の学協

会であることと比較して、際立った特徴である。 

また、現状の「総合工学分科」が、工学分野の中で２つ以上

の分科にまたがる学問分野や研究手法をある目的や志向のも

とに集結させたもの、と捉えることができるとの認識を得た。この

ような目的志向が比較的強い「総合工学分科」においても、大

学等国内研究機関の研究者が自由な発想のもと萌芽的研究

を推進するための経費が、科研費以外ほとんど無いのが実情

であることも明らかとなった。これまで、「総合工学分科」の各細

目が掲げる目的のもとで一体運用することで、大学や国内の研

究機関がそれぞれの応用目的に対して成果をあげてきたと認

識できること、その結果として、「総合工学分科」内の細目が、

目的志向の研究分野においても、基礎的研究・萌芽的研究を

実施し支える上で必要不可欠であることが明らかとなった。 

この調査結果は、「系・分野・分科・細目表」の改訂の最終案に

反映された。 

 

理工系工学分野総合工学に関する学術動向の調

査・研究 

橋爪 秀利（東北大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 総合工学に関する動向調査を行うため、国内外の研究機関

を訪問や外国人研究者を通して、直接、研究者から意見を取

得し、また、国際会議・国内会議に参加し、最新の動向を探り、

得られた情報の整理を行うことを目的として、活動を進めてき

た。 

 原子力分野では、福島第一原子力発電所の事故を受け、震

災直後の「日本原子力学会 2011 年春の年会（2011 年 3 月 28

日〜30 日、福井大学）」は、大会自体は開催されず、要旨集の

みが発行されたという状況であったが、[2012 年秋の大会

（2011 年 9 月 19 日〜22 日、北九州国際会議場）]、「2012 年

春の年会（2011年 3月 19日〜21日、福井大学）」は、予定通り

開催され、発表件数などには、大きな変化は見られなかった。

ただし、分野によっては、大きな変動があり、発表件数が増え

た分野として、原子炉化学・除染等関連（12件→21件→25件）、

保健物理・環境科学分野（22 件→32 件→37 件）、新型炉関係

（37 件→43 件→54 件）があった。また、核融合分野では、核融

合から核融合炉への展開を目指した研究テーマが増える傾向

がみられた。 

 さらに、検査・評価に関する研究報告に関しては、従来技術

の特定の対象に対する適用例報告とその際の課題の解決に

関する実用段階のものと、新技術の実験室レベルでの特性評

価試験という比較的基礎段階のものの二極化の傾向が、より鮮

明となってきた。また、 材料内部に材料母材とは異なった物



性値を人為的に導入することによるきず応答模擬など、従来の

検査・評価技術そのものの高度化とは異なるアプローチでの研

究報告もなされるようになりつつある。なお、航空宇宙工学分

野では、CFD と実験計測の融合・航空宇宙技術とロボット技術

の融合による新たな学問領域の構築が進み、災害対策のため

の航空機研究や火星等の大気を持つ惑星探査のための航空

機開発などの計画が具体化しつつある。 

 

電子デバイス分野に関する学術研究動向調査研究 

藤巻 朗（名古屋大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

電子工学の研究のアクティビティ、あるいはトピックスについ

て、各種データの解析、当該分野の国内主要学会である応用

物理学会ならびに電子情報通信学会が主催する学術講演会

や研究会、それらの学会が発行する学術誌等による調査を行

った。その中でも超伝導エレクトロニクスに関しては、関連する

国際会議への出席ならびに傍聴、関係研究者へのインタビュ

ー等により調査を行った。 

電子工学の研究アクティビティについては、大学等はこの数

年間変化は見られないものの、企業においては低下傾向が見

られる。特に論文数は顕著な低下が見られ、また国内特許出

願件数も低下している。これらは現在の厳しい経営環境が研

究力にも影を落とし始めた現れとも考えられる。 

電子工学の中でも超伝導エレクトロニクスについては、ここ

数年間で研究動向に大きな変化が見られている。国際会議で

の発表内訳を解析すると、ここ数年でアクティビティは急激に

増加しており、電子工学全体の傾向とは少し異なっている。国

際会議における発表件数を増加させている最大の牽引力は、

超伝導検出器となっている。検出器単体での性能の高さに加

え、再現性の良さ、多素子化の容易さなどが、研究を大きく進

展させている。10 年前には、検出器関連の発表は、超伝導エ

レクトロニクス全体の 10%程度に留まっていたが、現在では

30％を超えるようになってきている。 

超伝導デジタル応用に関する発表も、減少傾向から一転し

て、ここ数年は増加している。これは、米国での超伝導スーパ

ーコンピュータプロジェクトを反映したものであり、基本的な思

想はグリーンイノベーションとなっている。すでに、従来の超伝

導回路より 2 桁以上低消費電力の回路動作が実証されており、

他の応用に対しても大きな波及効果が与えた。米国では、最

近になって、研究の軸を論理回路からメモリへと移した。欧州

は超伝導デジタル応用のすべてにおいて、日本はメモリの研

究で出遅れる結果となっており、当面は米国主導で超伝導デ

ジタルエレクトロニクスの研究が進められるものと思われる。 

 

電気電子工学分野に関する学術動向の調査研究 

小林 尚登（法政大学デザイン工学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

米国を本拠地として世界最大の学会、IEEE（The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, Inc.）におけるアジア各国

（日本、韓国、中国、シンガポール）の発表論文数を比較検証

すると以下のようになる。 

4 カ国の発表論文数の合計を１００％とすると、韓国が２０％

前後、シンガポールが１０％前後で 10 年間推移しているのに

対し、日本は４８％から２０％に単調減少している。これとは逆

に、中国は単調増加しており２２％から５４％に増えている。す

なわち、この 10 年で日本と中国の立場が、まさに逆転した。日

本は電気電子分野の学術で、アジアにおける中心的な役割を

する地域ではなくなったと言える。さらに進んだ言い方をすれ

ば、電気電子工学分野を学ぶために、アジア諸国から日本が

留学生として集まってくる時代は、すでに終わってしまったと言

える。日本の大学院はアジアからの留学生で支えられてきた部

分もあり、この留学生の減少は、日本の学術研究に深刻な影

響を与えつつある。 

また、2011 年度の人口 100 万人あたりの論文数をみると、シ

ンガポールが１５１．６、韓国が４１．７，日本が、１７．０、中国が

４．３である。シンガポールが飛び抜けて高い値をとっており、

日本は中国よりも上ではあるが、韓国の半分以下になっている。

この事実を突き詰めて考えると、日本は頭脳集約型の電気電

子分野の産業で生きていくことのできない国になりつつあると

いうことである。 

 日本の電気電子分野の学術研究は国内の視点に立つと大

きく変わってはいないという印象であり出版論文数等も大きく変

わっていない。しかし、他国との比較の観点から考えると相対

的な位置づけは激変している。この事実を認識して、今後の 10

年間に備えるべきである。 

 

工学系科学分野における土木工学に関する学術動

向の調査研究 

松田 泰治（熊本大学大学院自然科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

東北地方太平洋沖地震による東日本大震災から 1 年以上

が経過し、その被災経験から土木工学分野においては取り扱

う社会基盤施設の大規模災害時に果たすべき機能の重要性

は再認識されたと考えられる。社会基盤施設は地震や津波を

はじめとする自然の脅威に耐え、その機能を長期に亘って維

持することが求められる。そのために土木工学分野ではハード

とソフトの両面から様々な研究が精力的に進められている。構

造、地震の分野では震災を受け、新たな免震デバイスや制震

デバイスの開発およびそれらを合理的に活用した新構造の提

案などの研究が行われている。これらのデバイスは建設後 50

年を迎え老朽化が急速に進行している社会基盤施設の補修・

補強に対しても有効に活用する必要がある。海岸の分野では

未曾有の津波被害を受け津波のエネルギーを減少させる構造

物の提案や津波を荷重として評価するための断面に発生する

圧力に関する研究などが行われている。地盤の分野では東京



湾沿岸の埋立地においても広範囲に発生した液状化の発生

予測や構造物などへの影響を評価する研究などが行われてい

る。計画分野では防災性能の観点から見た都市のコンパクト化

に関する研究、都市高速道路を対象とした BCP 構築支援シス

テムの開発研究などが行われている。また、原子力発電所災

害を対象とした大規模避難計画の課題と評価や沿岸災害時に

減災力を向上させる情報伝達法に関する研究なども新たな取

り組みとして行われている。現在、地方自治体では国の防災基

本計画に基づき地域防災計画の見直しを行っている。先の述

べた研究の成果は社会基盤施設の多くを運用する立場にある

行政を中心に有効に活用して被害軽減に結びつける必要が

ある。従って、土木工学分野では各専門分野の成果を有機的

に結びつけながらリスクマネジメントの実践的研究を強く推進し、

それらの成果に基づき体系化を図ることが重要と考えられる。 

 

建築学分野に関する学術動向の調査研究 

髙田 光雄（京都大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

専門分野・領域である建築学（建築計画・都市計画）におけ

る住宅系研究の動向について、日本建築学会・大会学術講演

会、都市住宅学会・大会学術講演会、日本建築学会・住宅系

研究報告会の研究論文、及び、シンポジウム・研究協議会・パ

ネルディスカッションに関する情報収集を行った。 

今年度の研究では、特に地域型住宅の研究動向分析を行

った。地域型住宅は、居住文化の育成に配慮し、地域の気候・

風土に適合した良質な住宅の供給を目指すものである。地域

型住宅は、近年の国の住宅政策の中でも大きな位置づけが与

えられており、宮城・福島・岩手の被災 3 県においても、地域の

住宅生産者団体と県が連携し、国の協力を得ながら「地域型

復興住宅推進協議会」を立ち上げ地域型住宅として住まいを

再建することを支援する取り組みが始動している。地域型住宅

に関する研究動向を探るため、日本建築学会大会の計画系論

文集、及び、学術講演会の発表梗概集（建築計画、農村計画、

都市計画、建築社会システム）をデータベースとして分析した。

その結果、1970年代から現在までの研究内容の推移について、

①地域毎の住宅平面の特徴に関する研究、②地域性を活かし

た木造住宅の生産・供給システムに関する研究、③統計調査

分析からみた住宅事情の地域性に関する研究、の３つが主な

研究動向の特徴であることが明らかになった。①については、

寒冷地域や蒸暑地域における住宅平面、全国の建売住宅や

公的集合住宅の平面の特徴分析を行っている。②については、

地域木造住宅の生産の担い手である大工・工務店、及び、建

材供給から設計・施工に至る関連事業者の連携体制を検討し

ている。③については、統計分析から住宅市場や住宅需給構

造の地域性について検討している。さらに、住宅マスタープラ

ンや地域住宅計画等の地域特性に応じた住宅政策や、住情

報サービス提供のあり方を扱った研究に展開している。 

 

材料工学分野に関する学術研究動向調査研究 

東 健司（大阪府立大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

日本金属学会など材料工学分野における国内会議での発

表動向を調査した。特に日本金属学会第150回春期大会に参

加し、各セッションの発表件数からの最近の国内での研究トレ

ンドを分析した。その結果、国内での発表件数多い研究課題

はバイオ、マグネシウム、水素、金属ガラス、原子力に関連した

ものであることが分かった。このような傾向は過去の日本金属

学会 2010 年春期大会および 2011 年春期大会でも見られてい

たものであった。また、文献データベースを用いて材料工学分

野で最もインパクトファクターの高い欧文誌である Acta 

Materialia における発表件数を調査した。その結果、最近にな

って第一原理計算、金属ガラス、マグネシウム、ナノに関連した

研究発表が増加してきていることが分かった。一方で鉄鋼に関

する論文件数は高い比率で停滞しており、この分野はある程

度成熟していることが分かったが、最近２年間で論文数が大き

く増えており、世界的に鉄鋼の学術研究を見直す傾向があると

思われる。 

また科学研究費補助金データベースを用いて 1990 年から

現在までの「材料工学」分科で採択されている研究課題のトレ

ンドも調査した。採択された課題の研究者所属機関の内訳を

調べてみると、上位５位は東北大学、大阪大学、東京工業大

学、京都大学、東京大学の順であった。「材料工学」分科には

「金属物性」、「無機材料・物性」、「複合材料・物性」、「構造・

機能材料」、「材料加工・処理」、「金属生産工学」の６個の細目

が含まれるが、ナノ、チタン、鉄鋼、マグネシウム、生体、第一

原理、金属ガラスといたキーワードを有する採択課題がどの細

目で採択されているのかを調査した。その結果、「構造・機能

材料」と「材料加工・処理」はいずれの研究キーワードの課題も

採択数が多いが、「無機材料・物性」ではナノとチタンに関する

採択課題が多く、「金属物性」では第一原理計算に関する採

択課題が多く、「金属生産工学」では鉄鋼に関する採択課題が

多いことが分かった。今回、科学研究費補助金データベース

の整理を行うことで研究対象が異なる研究者がそれぞれ、どの

ような細目で申請を行っているか概観を掴むことができた。 

 

材料工学・プロセス工学分野に関する学術動向の調

査研究 

三原 久和（東京工業大学大学院生命理工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

バイオ系の材料工学・プロセス工学分野では、近年遺伝子

工学や細胞工学を応用した方法が注目され、多用されるように

なっている。また、細胞工学（生物、工学、医学）と機械工学分

野が融合した細胞組織工学、人工臓器開発を目的としたバイ

オファブリケーション研究領域が興隆してきている。微生物工

学を主体とする学会においても、医工学との融合領域が盛ん



になってきている。以下に研究トピックスについて記述する。 

 細胞組織工学、人工臓器開発を目的としたバイオファブリ

ケーション研究領域では、細胞工学（生物、工学、医学）と機械

工学分野が融合した研究が国際的にも盛んに実施されるよう

になっている。特徴的な先端研究としては、生体適合性高分

子材料や金属材料をナノ・マイクロサイズに加工した材料を足

場にして、肝臓などの細胞を目的の臓器機能や臓器移植形状

に組織構築していくバイオファブリケーション技術である。 

微生物工学を主体とする学会においても、多様な分野との

融合研究が興隆してきている。旧来の微生物発酵工学にとど

まらず、微生物機能を活用したバイオマス研究、タンパク質工

学を基盤技術として、医薬生産やバイオセンサー、有用物質

生産技術に結び付けるコンビナトリアルバイオ工学研究、ケミ

カルバイオロジーやゲノム工学と融合して医薬生産やバイオイ

メージング技術を目指す合成生物学領域が注目される。 

有機・無機材料を融合させるマテリアル研究も新規の領域を

築き上げることを目的としている。天然は、骨や真珠組織に代

表されるように無機材料とタンパク質などの有機材料を巧みに

組み合わせた融合マテリアルを常温常圧の低環境負荷条件

下で合成し、かつ高機能である。このような有機・無機融合マ

テリアルの構築そのものを研究している領域をバイオミネラリゼ

ーション研究という。新規の領域構築を目指す有機・無機融合

マテリアル研究では、高性能の骨代替材料などの生体材料や

高性能の電子材料などを工学的に低環境負荷技術に合成す

る科学技術の創製を行っている。 


