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工学系科学分野にかかる学術研究動向に関する調

査研究及び学術振興方策に関する調査研究 

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 

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 2000 年に提案され以来、

LSI 上光配線への適用を目指した超小型・超低消費電力・超

高速光デバイスの研究が活発化している。 

Si の CMOS 集積技術を用いて低損失光導波路や光合分波

回路、および超高速の光変調器や光検出器を集積する研究

は、シリコンフォトニクスと呼ばれる分野を構築しつつあり、従来、

長距離光ファイバ通信や広帯域ネットワークに関するデバイス

やシステムの研究が報告されていた著名な国際会議（Optical 

Fiber Communication Conference: OFC、European Conference 

on Optical Communications: ECOC）でもシリコンフォトニクスが

重要な分野として位置づけられるようになってきている。また、

2012年 5月には米国 Santa Feで第一回Optical Interconnects 

Conference （OIC 2012）が開催された。既に、スーパーコンピ

ュータのラック間、ボード間、あるいは CPU 間および GPU 間を

光配線で置き換える技術は実用化されており、2012 年には世

界最高の処理速度（16 ペタフロップス、 PFLOPS）と低消費電

力性（7.9 メガワット、 MW）を備えた IBM社の「Sequoia」がロー

レンス・リバモア国立研究所で本格稼働している。この光配線

には、伊賀健一東京工業大学前学長が発明した面発光レー

ザが 33 万個使用されており、電気配線のみで構成された理化

学研究所のスーパーコンピュータ「京」の 1.6 倍の処理速度が

約 0.6 倍の消費電力（処理速度/消費電力の比では 2.7 倍高

性能）で達成されていることから、今後も光配線が低消費電力

化の鍵となると考えられる。 

今後の進展が大いに期待されるものとして、NTTフォトニクス

研究所の松尾氏らが報告したフォトニック結晶レーザの極低電

力・高速動作が挙げられる。2012 年 9 月には極低しきい値電

流動作（しきい値電流 7.8 µA）と極低エネルギー高速変調（5.3 

fJ/bit @12 Gbit/s）を達成すると共に、同一基板上に形成した

光検出器との間で極低消費電力の光リンク（14 fJ/bit @12.5 

Gbit/s）の初期的動作に初めて成功したものであり、今後ます

ます超高速・低消費電力化が求められる次世代 LSI 上光配線

の方向性を示唆している。 

 

２．その他 

平成 22-24 年度の 3 年間、学術システム研究センターの主

任研究員として、わが国の学術振興に最も影響力のある科学

研究費補助金のシステムおよび審査体制を間近に見る機会に

触れ、専門家による評価プロセスを基にした審査の公平性は

可能な限り担保されていることを再認識した。しかし、非常に僅

かな評点の差により採択・不採択の明暗が分かれ、all or 

nothing とする現在のシステムでは、不採択の場合、最低 1 年

間はその研究計画を具体的に進めることができないだけでなく、

それまでの研究を維持することも不可能になる。新たな方向性

や困難でも大きな成果を志向した研究申請を奨励するために

は、高額の研究種目の申請で僅差で不採択となった課題の中

から、次年度の申請に向けた準備研究が開始できるようなセー

フティーネットがあるべきではないかと考える。 

 

熱工学・熱物性分野にかかる学術研究動向に関する

調査研究及び学術振興方策に関する調査研究 

長坂 雄次（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 ①学術研究動向 

熱工学は工学の中でも成熟度の高い分野とも言えるが、近

年はエネルギー・環境にかかわる応用・基盤研究だけではなく、

ナノ・マイクロ技術、電子機器・情報通信、バイオ・メディカル技

術、宇宙技術など従来からの機械工学の守備範囲を大きく超

えて、広範な融合的な研究分野にも展開している。ここでは、

その中でもナノ・マイクロスケール熱物性研究に焦点を絞って、

最近の学術研究動向をまとめる。 

 ナノ・マイクロスケールに関する熱物性研究は、大きく分ける

と次の４つのカテゴリーに分けられる。(1) ナノスケールの材料

あるいは構造体の熱伝導率やふく射性質のバルクとの違いを

実験的あるいは理論的に解明する研究。(2) ナノ・マイクロスケ

ールの固体や流体の様々な輸送性質（熱伝導率、粘性係数、

拡散係数など）や平衡性質（比熱や表面張力など）を正しく計

測する手法に関する研究。(3) 分子シミュレーションを用いて

(1)を解明する研究。(4) ナノスケールの特異な熱物性を利用し

て新しいバルク材料を開発する研究。(1) の中でも、様々な薄

膜材料の熱伝導率がどのようにバルク値と異なるかを定量的

に明らかにすることは、ナノ・マイクロデバイスの熱問題を解決

するために不可欠である。その対象物質は、カーボンナノチュ

ーブ、導電性高分子、高温超伝導材料、酸化チタン、透明電

極材料、CVD ダイヤモンドなど多岐にわたり、様々な薄膜デバ

イスにおいける熱設計が重要な課題になっていることがわか

る。 

 また、上記 (4)に関する研究では、カーボンナノチューブや

BN ナノワイヤ等の高い熱伝導率を利用して高熱伝導性ポリマ

ー複合材料を開発する研究は数多く行われているが、製法の

難しさや界面熱抵抗の問題のため、実用になるレベルに必ず

しも至っていない。一方全く逆の応用例として、ナノ構造体を

利用して熱伝導率の非常に小さい材料を意図的に作成して、

熱電材料としての効率を向上させる研究も非常に盛んである。

熱電材料の効率を示す性能指数 Z （
2ZT S Ts l= 、 :T 絶対

温度、 :S ゼーベック係数、 :s 電気伝導率、 :l 熱伝導率）の向

上を、ナノ構造体を用いて電子輸送特性は維持しながら、フォ

ノンによる熱輸送を大幅に低減させることにより達成させる様々

な試みが行われている。具体的には、超格子構造、ナノコンポ
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ジット、あるいは表面を粗くしたナノワイヤなどを利用することに

より、熱伝導率 1/100 にまで低減させている例もある。現時点

では ZT は１に達していないが、垂直配向ナノワイヤは大面積

化して大きな熱電デバイスにできる可能性もあり、今後この方

向の研究の動向は注目される。 

②学術振興方策 

ナノ・マイクロスケールの熱物性および伝熱に関する学術国

際交流については、日本学術振興会と NSF から財政的支援を

得てきた、日米セミナー「US-Japan Joint Seminar on Nanoscale 

Transport Phenomena –Science and Engineering-」が、重要な

役割を継続的に果たしている。本セミナーは 1993 年に金沢で

第 1回が開催され、その後3年に 1回日米で交互に開催され、

2011 年 12 月には第 7 回が志摩で開催された。この 20 年以上

に及ぶ日米の学術交流は、当該分野の日米双方の若手研究

者育成と相互交流に決定的とも言える大きなインパクトを与え

ており、今後のさらなる継続が日米双方に大きな学術的利益を

もたらすと思われる。 

 

産業界におけるシミュレーション活用の動向 

佐々木  直哉（株式会社日立製作所日立研究所・主管研究

長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

（1）産業界における大規模シミュレーション 

産業界においては、シミュレーション技術を構築し、それを

色々な分野に応用しており、最近の計算機性能の向上に伴い、

大規模シミュレーション活用が徐々に実施されてきている。 

大学発の先端的ソフトウェアを活用したいくつかの産学連携研

究も行われている。 

複雑現象の詳細解析はまだ技術的に難しい点もあるが、例

えば、騒音解析では大規模な計算格子を用いることで、ある程

度の広範囲の周波数帯で実験結果に近い値が得られてきて

いる。また、汎用ソフト活用では大規模計算におけるライセンス

費用の負荷が増大する傾向にあり、オープンソースの活用が

検討されている。自動車、ポンプ、建築・環境で大規模な流体

解析が行なわれつつある。  

アカデミアにおいては、従来から基礎研究、大学における高

度シミュレーション技術、革新的ソフトウェアに関する研究は高

いレベルにある。現在も、理研や文部科学省を中心にした

「京」スーパーコンピュータを始めとするプロジェクトが多様な分

野で進められており、単に新しいアルゴリズムやソフトウェアを

開発するだけでなく、それを実際のものづくり現場で実用化す

る部分の工夫も検討しながら大規模シミュレーションが推進さ

れており、今後の産学連携に期待がかかる。 

（2）産業界におけるシミュレーション活用の課題 

計算科学シミュレーション技術は実際の産業界のものづくり

の現場にも普及しつつあり、その技術は大規模化、高度化し

つつある。しかし、大規模、高度シミュレーション技術を駆使で

きる企業はまだ少なく、産業分野や企業規模によって大きな差

が存在している。さらに、シミュレーション環境の構築や解析技

術ノウハウ蓄積にも課題が多く、シミュレーションの信頼性や結

果解釈等、ものづくりとの連携が十分にできているとは言えな

い。また、実際に産業界のものづくり現場で用いられているソフ

トウェアはその大部分が外国製であり、大学等アカデミアの技

術、研究成果を産業界でまだ十分生かされていないことが想

定される。 

シミュレーションの産業界における活用の実態を調査した事

例 と し て 、 産 業 競 争 力 懇 談 会 （ COCN ： Council on 

Competitiveness-Nippon）が 2011 年度に実施した調査報告

（企業アンケートを実施、31 社、回答者数 41 名）によれば、大

きく二つの課題が見えてくる 

(1)多様なシミュレーション情報と技術者をうまくつなぐ連携技術

としての解析情報活用技術、効果あるモデリング方法論、人材

育成のあり方。 

(2)シミュレーション技術活用の活性化、シミュレーションを基盤

とした日本におけるものづくり連携のあり方。 

（3）今後のシミュレーション活用のあり方 

グローバルに見て、産業界の競争力を強化、活性化するス

ーパーコンピューティングというのはどうあるべきかを、いくつか

の切り口から議論し進めていく必要がある。   

(1) シミュレーションと異分野の連携 

(2)スーパーコンピューティングによる価値創造 

(3)ものづくりにおける低コスト化、システム化への貢献 

(4)アカデミーとインダストリーの連携 

(5)大規模複雑システムにおける解析品質人材の育成 

  

応用物理学一般分野及びナノ・マイクロ構造デバイ

ス・プロセス分野に関する学術研究動向調査研究 

新宮原 正三（関西大学システム理工学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 ナノマイクロ構造の形成技術に関しては、ナノインプリント法

によるナノパターンの周期構造2次元周期配列形成や、ナノ粒

子の自己組織化配列、カーボン系ナノマテリアルの生成と配

列化、などの分野が近年は活発化している。微細パターン形

成においては、最少線幅 15nm レベルを可能とする極端紫外

光（EUV）技術が量産技術として試作レベルに来ているが、並

行して DSA(directed self-assembly)による高分子のナノレベル

の 2 次元周期構造形成技術が活発に検討されている。また、

半導体ナノワイヤの成長技術が近年飛躍的に向上しており、

量子サイズ効果を具現化する機能素子の研究が急速に進展

している。 

不揮発メモリー技術分野においては、相変化メモリ

（PCRAM）、抵抗変化メモリ（ReRAM）、磁気ランダムアクセスメ

モリ（STT-MRAM）、原子スイッチング素子などが活発に検討さ

れている。本分野においては、アジアでは日本以外に韓国な

どで非常に活発であり、産官学の共同研究プロジェクトが複数

進行している。また、欧米においても、活発な研究がなされて
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いる。論文発表件数でみると、ReRAM に関するものが圧倒的

に多いが、この件数がそのままReRAMの技術的優位性を示す

かどうかは、まだ判然としない。大学等の研究施設が十分でな

いところでも、それなりの研究成果を挙げやすい分野であるこ

とを反映している可能性もある。また、STT-MRAM の研究開発

に関しては大規模な設備や多人数チームを必要とするため、

大学よりも国立研究所や企業研究所が主体となる傾向がより

鮮明となっている。次世代の不揮発メモリーの必要要件として

は、大容量化、微細化のみならず、低消費電力化、高速化、

高信頼化という高付加価値が求められている。 

 

介護・医療福祉ロボット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 

世界の介護・福祉ロボットやそれに関するロボット制御研究

の動向を調査するために、下記のような国際会議に参加し、研

究論文の発表をするとともに、研究調査を行った。 

①韓国で開催された IAS-12 国際会議では、アメリカと日本の

遠隔制御実験の報告を行った。多くの最先端の遠隔制御の報

告がなされていた。 

②米国で開催された CLAWAR2012 ロボット会議では、全方向

車椅子の研究、および、吊上げ免荷式歩行訓練ロボットの研

究発表を行った。John hopkins 大学は、全米一の医学部をも

ち、最先端手術ロボット“ダビンチ”を見学した。なお、この学会

で発表した歩行訓練ロボットの研究で論文賞を受賞した。 

③ローマで開催された ICINCO制御国際会議では、2輪ビーク

ルの発表を行った。倒立型のパーソナルビークルの研究が盛

んであった。各種センサを搭載したインテリジェントビークルの

研究や、知能制御の研究発表が多くあった。 

④韓国で開催された 8th IEEE International Conference on 

Automation Science and Enginerring (CASE 2012)では、3 次元

インテリジェント搬送機の障害物回避の発表を行った。 

⑤ブルガリアで開催された 13th IFAC Symposium on Control 

in Transportation Systems (CTS'12)においては、3 次元インテ

リジェント搬送機の経路計画の発表を行った。 

⑥クロアチアで開催された 2012 IEEE Multi-Conference on 

System and Control (MSC 2012)では、液体の振動を抑えた物

体の搬送制御の研究成果を発表した。非線形制御などの発表

や、人と機械の協調制御の発表が多くあった。 

⑦ポルトガルで開催された世界的に有名なロボット学会 IROS

における、IROS 2012 Workshop on Progress, Challenges and 

Future Perspectives in Navigation and Manipulation Assistance 

for Robotic Wheelchairs で、全方向車椅子のパワーアシスと

制御、および、2 輪ビークルのろバスト制御について発表した。

車いすの最新の研究成果が発表された刺激の多いワークショ

ップであった。 

⑧伊良湖で開催された、 The Asia-Pacific Interdisciplinary 

Research Conference 2012 (AP-IRC 2012)では、人に優しい超

音波モータの開発や、介護ロボットの研究発表を行った。セン

サ技術、医療技術、ロボット技術など異分野融合型の研究が

多くあり刺激的なものであった。 

ロボットの国際会議では、ICRA と IROS が、世界最大規模で、

質の高い会議である。IROS は日本が設立した国際会議で、設

立当時は、投稿すれば論文もほとんど掲載されたが、現在は、

採択率５０％以下で、質の高い学会になった。ICINCO と IEEE 

MSC 国際会議は制御の応用分野の学会としては質の高い、

実用的な制御の学会である。工学的な意味で、産業界とも結

びついたよい学会であるといえる。なお、規模的には、

IFAC(世界自動制御連盟) world congressが 3年に一度開催

される世界最大規模の伝統ある制御の国際会議である。制御

理論の分野で世界最高の質と定評の高い国際会議は、IEEE 

CDC である。この二つの会議は、多くの人が投稿するが、採択

率は５０％程度である。AP-IRC 伊良湖コンフェランスは、豊橋

技術科学大学が 2 年前から、毎年開催している国際会議であ

る。異分野融合型の国際会議で、分野の範囲が広くイノベー

ションが生まれる可能性のある今後の発展が期待できる国際

会議である。 

 

機械工学分野に関する学術研究動向調査研究 

河井 昌道（筑波大学システム情報系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要 

機械工学分野の学術研究動向、特に、専門とする機械材

料・材料力学領域の学術研究動向について、国際会議・国内

会議への参加と関連分野研究者との意見交換により、情報の

収集と調査を行った。 

（１）国内の学術会合に基づく調査結果 

科研費の分科細目表に従えば、工学分野の機械工学分科

は７つの細目（Ａ：機械材料・材料力学、Ｂ：生産工学・加工学、

Ｃ：設計工学・機械機能要素・トライボロジー、Ｄ：流体工学、Ｅ：

熱工学、Ｆ：機械力学・制御、Ｇ：知能機械学・機械システム）に

分類されている。日本機械学会の年次大会においては、これ

らの機械工学分科細目についてだけでなく、原子力工学、宇

宙工学、工学教育などの総合工学分野についても研究発表が

ある。当該年度年次大会の１３００件を超える講演の分布を調

べてみると、およそＡ：３３％、Ｂ＋Ｃ：１５％、Ｄ＋Ｆ：３１％、Ｆ＋

Ｇ：２１％となっており、すべての細目について適度なバランス

で研究報告のなされていることが分かる。近年の傾向として、

ほぼすべての細目について、マイクロ・ナノスケールにおける

現象の解明、機能の創製、およびその応用展開、あるいはそ

れらへの接続を意識した研究が増加している。また、メカトロニ

クス、機能性素材の応用、バイオメカニックスなど、融合的領域

の研究課題の取り組みも堅調である。細目研究と融合領域研

究の深化に伴い、研究だけでなく評価を担う研究者の育成の

重要性が増している。 

（２）国外の学術会合に基づく調査結果 
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専門研究員の研究テーマである複合材料の力学について、

当該年度に開催された第１５回欧州複合材料国際会議

（ECCM15）の状況を述べる。２０００件を超える応募に対して世

界８０カ国から口頭発表９８０件とポスター発表３２０件が採択さ

れた。同シリーズの会議としては過去最大級の規模となった。

日本からの発表は約１２％で、欧州外からの大きな貢献を果た

している。６０のオーガナイズドセッションに加えて、一般セッシ

ョンも５０あり、広範な課題についての講演を選考したことが窺

える。ナノ強化材を用いた複合材料についてはしばらく前に比

べてやや落ち着いたものとなっている。自動車や風車等への

応用に関する研究はターゲットが明瞭なことから堅調である。

先進と謳われた複合材料は、航空・宇宙機器への応用だけで

なく、エネルギー効率の向上や大型構造の軽量化などの要請

を受けて広範な機器への応用が求められる時代を迎えている。

それに伴って従来手法の適用できない複合材料の耐久性評

価技術などの開発と整備に関心が高まっている。当該分野の

数年後の優劣を左右する技術開発の世界的な競争は激化し

ており、独創性のある学術研究を通してこれらの技術開発を支

える研究者・技術者の育成が急がれる。欧州ではこの分野に

おいても女性研究者・技術者が増加傾向にある。この会議に

参加しての印象である。 

 

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 

原子力学会の発表件数について、開催毎の数字の変動幅

は大きいが、2011 年の震災前後で発表件数に有意な変化は

見られない。しかしその内容については変化が見られ、原子炉

設計・発電所の建設と検査関連や核燃料サイクル・ウラン濃縮

関連が震災後は大幅に減少し、放射性廃棄物処理や保健物

理・環境科学関連が倍増している。これは震災後に原子炉新

設の機運低下や核燃料サイクル政策の見直し、また福島第一

における溶融燃料の問題や原子力災害時の公衆衛生に対す

る注目といったものが反映されたものと考えられる。核融合分

野については、第一壁やダイバータなどの核融合機器工学関

連の発表が減ってきており、これは特に ITER 関連で学術的な

活動から実際の機器の製作に移行していったことがその原因

として考えられる。その他については、核融合中性子工学関連

が増えており、現実的な形状における中性子輸送解析による

詳細設計などがあり、核融合研究がより具体性を帯びてきてい

ることの証左と考えられる。 

さらに、日米の核融合関連のワークショップでは、核融合炉

実証のための次期核融合装置における工学的な課題に対す

る研究の進捗状況の報告・次世代ＤＴ核融合装置の最新の概

念設計についての議論がなされ、LiPbやFlibeを使用した液体

ブランケットシステム、He冷却タングステン材料のプラズマ対抗

機器、分割型超伝導マグネットについて研究進展の状況が報

告され、実用化に向けた研究開発の進展が示された。 

一方、検査・評価に関する研究報告に関しては、配管内減

肉に対する各種検討を始めとして、実環境における適用試験

の成果という点での進展が多く報告されている。その一方、報

告の多くが既存技術の新しい適用例の報告的な色合いが強く、

新しい技術の開発という点では全体としてやや停滞感が感じら

れることも否めない。新技術とされるマイクロ波やテラヘルツ波

に関しても実用にはまだ少なからぬ段階を踏む必要が有ると

考えられる。尚、欧文雑誌における論文発表という観点では、

中国からの発表論文数の顕著な増加が近年特に際立っており、

我が国における関係する研究者各位のより一層の活躍を期待

したいところである。 

 

航空宇宙工学分野に関する学術研究動向調査研究 

佐宗 章弘（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 

現在、航空宇宙機に限らず、自動車、風車、高速鉄道等の

構造体への複合材応用が注目され、国際競争も激化している。

我が国は、ボーイング７８７型機の複合材主翼製造を担当する

など、熱硬化樹脂複合材製造技術は世界最先端を走っている

が、その設計技術や熱硬化樹脂複合材に関しては、特に欧州

に遅れを取っている。国を挙げての複合材研究の協力体制を

確立することが急務であり、これに対する大学等の研究機関に

かかる期待は大きい。 

JAXA 名古屋空港飛行研究拠点ジェット FTB 施設は、当面

国産初のジェット旅客機開発、特に搭載機器の性能試験に利

用されるとのことであるが、数年後には大学を交えた研究教育

目的に利用できる可能性もあり、現段階で具体的方策を検討

しておくことが必要である。 

レーザー技術の宇宙航空応用について、デバイス開発側の

レーザー学会と利用側の日本航空学会が合同で研究会を今

年度立ち上げた。今後の活動が、注目される。 

超音速飛行技術は、JAXA でも低ソニックブーム化研究等が

進められているが、アメリカでも 20 年スパンの開発計画を公表

しており、今後国際競争が激化するものと予想される。また、プ

ラズマを用いた流体制御に関する研究がアメリカで活発で、ア

メリカ空軍等からも予算援助されている機関がアメリカ国内の

みならずフランス、イギリスなどにもあるようである。この分野に

限らず、日本が世界的競争力を持つためには、この予算的な

制約も大きい。Indian Institute of Science、 Bangalore の極超

音速研究センターでも、国を挙げての強力な支援体制が確立

されている。航空宇宙推進工学の分野では、電気推進技術の

大電力化が重要課題の一つである。 
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制御・メカトロニクス分野の学術研究の将来動向に関

する調査研究 

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 

工学、特に電気電子工学分野は、実学の色彩の強いもので

ある。大学･研究機関の研究は研究成果が企業化され注目さ

れることにより活性化されるポジティブフィードバックの傾向が

ある。即ち、技術が企業化され収益を生むとさらに投資が行わ

れ、研究資金が潤沢になり人材が集積しより良い研究開発が

なされる。平成 24 年度の電気系はこの現象が裏目にでてネガ

ティブフィードバック傾向となり全体的に縮退した印象を受けた。

この状況を乗り越えるために、電気電子分野の研究テーマと人

材の２面から調査を行った。 

電気電子分野の研究はシーズ先行型、機能実現型の研究

が多いが、２１世紀の先端的知財は、多くの分野の研究者が協

力して新しいものを創造する多分野融合型の研究開発成果が

重要と思われる。ロボットおよびスマートハウス関連の実学の分

野で調査を行ったが、融合型研究は依然、世界的に容易では

ない状況が続いている。このような研究体制を促進させるため

には長い期間が必要である。また研究者と現場（研究成果の

ユーザ）との距離は依然離れており、このギャップを埋める努

力を引き続き行う必要があることが分かった。 

人材については、以前は日本の電気電子分野で学ぶ希望

を持った海外からの留学生も数多くおり、彼等の存在が日本の

電気電子分野の研究を下支えしていた。ところが、欧米の大学

は中国やインドの工学系の優秀な大学の学生を欧米に大学院

留学生として呼ぶために競い合い、優秀な学生を欧米に招聘

している。インドネシア、マレーシアの大学などの後発国からの

留学生の可能性を調査したが、すでに韓国、台湾、シンガポ

ールの大学が多額の奨学金を与えて大学院留学生として学生

を集めている現状であることが分かった。日本も何らかの方法

で海外の優秀な工学系学生を集めることが肝要であると思わ

れる。インドネシア、マレーシアの大学でも、大学教員に対する

厳格な評価が行われており、且つ、これらの評価は Outreach 

活動などを含む多面的なものである。これらの多面的な評価基

準を毎年満たした大学教員の方が、将来の多分野融合型研

究への移行が容易と思われる。 

 

光マイクロ波工学分野に関する学術研究動向調査研

究 

永妻 忠夫（大阪大学大学院基礎工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要 

現代の光ファイバー通信と無線通信をそれぞれ支えている

光技術とマイクロ波技術の融合/境界領域を扱う学際分野を、

「マイクロ波フォトニクス」、「光マイクロ波工学」と呼んでいる。情

報通信分野において、今後も両技術が継続的に進展していく

ことは言を俟たないが、本学際分野において、電磁波の産業

利用という観点から近年注目を集めているものは、マイクロ波と

光波の間に位置する 100GHz から 10THz に及ぶ未開拓の電

磁波である「テラヘルツ波」に関する技術である。本調査研究

では、国際会議やセミナー、海外の研究機関への訪問等をと

おして、主に欧米におけるテラヘルツ波技術の研究動向と我

が国との比較について調査した。 

我が国のテラヘルツ波技術に関する基礎研究は世界的に

見てアクティビティが高く、科学研究費補助金においてもテラ

ヘルツをキーワードとする多くの研究が行われている。そのほ

とんどは材料、物性、デバイスに関連するもので、特に光技術

（レーザ技術）を利用したものが大半である。我が国のテラヘル

ツ研究者の多くが光技術分野を専門としているという背景があ

る。一方、欧米の研究動向において目を見張るものは、シリコ

ンや化合物半導体によるテラヘルツ集積回路技術の進展であ

り、マイクロ波や電子工学分野で長年活躍してきた研究者が支

えている。特筆すべきは、エレクトロニクス産業界の主流である

シリコンCMOS技術で、200～400GHz帯の発振器や無線通信

用の送受信回路が実現されてきたことである。テラヘルツ波技

術の本格的な産業化においては、この集積回路技術の実用

化が鍵を握っていることから、我が国としても後塵を拝すること

にならないよう、今後の動向を注視するとともに、戦略的な研

究・教育体制の構築が必要であろう。加えて、テラヘルツ電磁

波の安全性（特に生体への影響）、電磁波の干渉の問題、なら

びに周波数利用における標準化（特に計測技術）等、電気電

子工学分野を跨いだ体系的な研究が望まれる。 

 

建築学分野に関する学術研究動向調査研究 

高田 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 

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、特に地域型木造住宅に関わる施策の

研究動向分析を行った。地域型木造住宅に関わる施策の代

表的なものとしては、1983 年に創設された地域住宅計画

（HOPE 計画）がある。近年では、木造住宅生産に関わる地域

連携体制を支援することを目的として「地域型住宅ブランド化

事業」等が実施されている。HOPE 計画とは、国土交通大臣が

指定した自治体が、良好な住宅市街地の形成、地域住文化の

育成、地域住宅生産の振興等に関する具体的施策を内容と

する計画を策定するものである。HOPE計画に関わる施策に関

連した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、

①HOPE 計画の計画内容や策定手法に関する研究、②HOPE
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計画により整備された住宅・住環境の地域性に関する研究、③

HOPE 計画の事業推進体制に関する研究、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、

HOPE 計画を策定した自治体を対象に、その計画内容や策定

手法について分析を行っている研究や、HOPE 計画に関連し

て策定された建築協定・地区計画等といった付随制度につい

ての運用実態と課題について検討している研究がある。②に

ついては、地域の気候風土に適合した住宅や、地域産材の活

用など地場産業との連携を図った公営住宅の計画、歴史的な

街並みを考慮した道路整備状況等、HOPE 計画によって整備

された住宅・住環境の地域性がどの程度実現できたのかにつ

いて検討している。③についは、HOPE 計画を機に発足したま

ちづくり活動組織について、全国の事例を対象に類型化を行

い、運営の持続可能性について検討した研究や、特定の地域

のまちづくり活動組織に着目し、HOPE 計画による事業が地域

内の他まちづくり活動に与える影響について検討している研究

がある。 

 

土木材料・施工・建設マネジメント分野に関する学術

研究動向調査研究 

岸 利治（東京大学生産技術研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要 

本調査研究では、社会基盤施設の経済的な長寿命化に資

する材料・設計・管理手法、点検方法、補修方法に関して、文

献調査および学会参加により、海外と国内の研究動向、学術

および実用化研究の進展を調査した。 

新たな研究領域として、「材料の自己治癒技術」に関する研

究の重要性が増してくるものと思われる。総合科学技術会議で

は、「次世代インフラの構築」を提唱しており、インフラ維持補

修・更新事業において科学技術を応用して効果が期待される

事例として、ひび割れ等の損傷の発生を自ら感知し、損傷部

分を自ら修復できる機能を持ち、劣化の進行を抑止する自己

修復機能材料等の新技術材料の使用を挙げている。今後、

「次世代インフラ」の具体的なテーマとして、「自己修復機能材

料」が取り上げられるとものと考えられる。 

一般にコンクリートの耐久設計では、塩分の侵入を単なる拡

散現象として取り扱っており、コンクリート中への液状水の侵入

がダルシー則には従わずに停滞現象を起こし、塩化物イオン

の拡散場がないことにより深部への拡散が生じないという実構

造物で生じる現象を考慮していない。諸外国でも状況は同じ

であり、コンクリート構造物の耐久性評価において液状水の挙

動に着目したアプローチが、従来のパラダイムを大きく変える

可能性がある。 

また、融合的な取り組みとしては、複雑な空隙構造を有する

コンクリート中での諸現象の機構の理解を進めるために、ナノ

テクノロジーを応用した学術研究などの重要性も増すと考えら

れる。その他に、コンクリートの耐久性を支配する表層品質の

定量評価手法の開発が各方面で精力的に進められていること

から、規準等に導入する機運が高まってくると思われる。また、

膨大な数の既設構造物の維持管理は深刻な問題であり、コン

クリート中の鉄筋の腐食を促進する液状水の侵入リスクに着目

した合理的な維持管理手法の開発も今後の重要な課題にな

る。 

 

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 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

バイオ系の材料工学・プロセス工学分野では、近年有機・無

機材料を融合させるマテリアル研究が注目され、高性能のヒド

ロキシアパタイト系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て合成する融合マ

テリアル技術の創製を行っている。 

新規のバイオミメティックに関する科学と工学領域の興隆も

起ってきている。1980 年代から生物有機化学を中心として発

展した第１期バイオミメティック研究は、2010 年代に入って、物

理や材料、機械工学を交えた広範な応用思考もふまえた第２

期に成熟してきている。生物のマイクロ・ナノ構造に基づく機能

発現を模倣した新たな機能材料やデバイス設計を行う研究な

どである。さらに、生物から学ぶ製造プロセスとして、自己集

合・自己組織化による階層構造化技術を確立するバイオミメテ

ィック・エンジニアリングの体系化が始まっている。 

また iPS細胞やES細胞を利用した再生医療技術の基盤とな

る細胞工学を応用したバイオ材料研究に拍車がかかってきて

いる。高分子工学分野では、人工の細胞外マトリクスを創出し、

三次元での細胞培養工学を発展させ、より高度な組織構築技

術の発展がなされてきている。さらに、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、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、タンパク質工学、ケミカルバイオロジーやゲノム工学と

融合して医薬品などの物質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さらに発展を遂げている。また、ゲノ

ム解析技術の飛躍的な発展に伴い、ヒト腸内微生物のメタゲノ

ム解析を通じた健康管理技術も注目を集めている。 

＜専門分野における若手研究者の育成、キャリアパス等に関

する動向＞ 

日本化学会、高分子学会等各学協会において、若手研究

者の育成やキャリアパス構築についてのシンポジウムやセミナ

ーが積極的に開催されている。 
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材料工学・プロセス工学分野に関する学術研究動向

調査研究 

堀田 善治（九州大学大学院工学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要 

金属材料に大量の塑性変形を与えることで結晶粒が超微細

化し高強度で高延性の材料が創製できる。塑性変形の大量付

与が可能な巨大ひずみ加工法に Equal-Channel Angular 

Pressing (ECAP)法、Accumulative Roll-Bonding (ARB)法、 

Hig-Pressure Torsion (HPT)法がよく知られている。このような

巨大ひずみ加工法は、力学特性改善ばかりでなく機能特性の

新規創出および特性向上に繋がる新たな材料組織制御法とし

ても期待されるが、どのような加工法がどのような材料と目的を

持って研究されているのか実態は明らかではない。そこで本調

査では、金属材料系の主要論文誌に発表された文献探索とと

もに、関連の国際会議やシンポジウムに参加して最新情報を

集約した。調査対象論文誌には Acta Materialia (4.226)、 

Scripta Materialia (3.024)、 Materials Science Engineering A 

(2.226), Metallurgical and Materials Transactions Ａ (1.545)の

４誌を選び、2012 年度掲載の論文を調べた。（括弧内は各論

文誌のインパクトファクター）。また、調査対象の国際会議やシ

ンポジウムは米国や欧州で毎年開かれている TMS や DPG の

国際会議を含めた７集会とした。 

まず、巨大ひずみ加工法の種類別使用頻度はいずれの論

文誌でもHPT法と ECAP法が高く、ARB法や通常圧延技術が

これに続いた。国際会議やシンポジウムでも論文誌と同じ傾向

となった。 

巨大ひずみ加工の対象試料には Al と Cu が最も多く使用さ

れ、Fe、Mg、Ti およびその合金を含めて、これらの試料で占め

る割合は 85%以上に及んだ。同様に米国での TMS 国際シンポ

ジウムでも、Al や Cu を対象とした発表が多かったが、ドイツで

の DPG 国際シンポジウムでは金属間化合物に適用した研究

例が多数であった。 

関連論文や講演の発表件数を国別に整理すると、米国から

が最も多く、続いて中国となった。まお、MSEA 誌では中国から

の発表件数が圧倒的に多く、続いてイランからの発表となった。

これらの国では巨大ひずみ加工に関する研究が活発に行わ

れていることを改めて知ることとなった。 

最後に、研究報告はやはり力学特性に関するものが大半で

あったが、電気伝導性、磁気特性、熱電特性、水素貯蔵特性

をはじめ、耐食性や生体適合性など機能性に関する研究発表

も見られた。新たな特性向上も報告されており今後機能特製に

関する報告が増えていくことが予想される。 


