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工学系科学分野（とくに熱工学） 

長坂 雄次（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

これまでの熱工学は、熱エネルギーを中心とする輸送現

象および相変化や燃焼等について、その基礎と応用を主に

現象論的に扱う学術分野であった。しかし、現象の微細化

や様々な現象との複合化に対応して工学として大きな貢

献をするためには、ナノ・マイクロスケール輸送現象と諸

事象との連成関係に係る新たな基礎学理を確立し、その応

用技術を体系的に提示する「ナノ・マイクロスケール熱工

学」の構築・発展が必要不可欠であり、当該分野は、近年

国内外で新たな研究領域あるいは分野横断的・融合的な研

究分野として注目されている。そういった意味で、8th 

Japan-US Joint Seminar on Nano/Microscale Thermal 

Engineering for Innovative Energy Technology は（日本

学術振興会二国間交流事業セミナーおよび NSF からの財

政的支援を得て開催された）、「ナノ・マイクロスケール熱

工学」に関する最新の学術動向を把握する上で重要であり、

筆者は日本側議長として出席した。以下にその内容をまと

める。 

本セミナーは 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。日米両国から 104 名の参加者があり、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実施した。主なセ

ッションは次の通りであった。・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、・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、・ナノスケールの輸送現象、・エネルギー変

換、・応用技術。オープニングセッションでは、Gang Chen

教授（MIT）、丸山茂夫教授（東京大学）の基調講演があ

った。Chen 教授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、ま

た丸山教授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網羅した講演であった。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

の材料物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、日米で

の研究目標設定の違いが鮮明であった。また，ナノスケー

ルの熱伝導については、Ballistic、Coherent および 

Quantum Heat Conduction の概念が示され、フォノンエ

ンジニアリングの新たな展開が示された。カーボンナノチ

ューブ、金属有機構造体（MOF）などの新素材をエネルギ

ー技術へ応用展開する新しい可能性についても示された。 

 

工学分野：環境、エネルギー関連分野を中心に 

大久保 達也（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 学術研究動向に関しては、環境、エネルギー関連分野を

中心に、工学分野に関する国内外の最新の研究動向や注目

すべき研究例の調査を行った。環境問題、エネルギー問題、

両者が結びついた地球環境問題、加えて資源枯渇をも包含

する持続性（サステナビリティ）の問題と、人類が直面す

る課題は益々複雑で深刻なものになっている。私の専門で

ある化学工学は化学関連分野における実験室レベルでの

発見を工場レベルでの生産につなげること（スケールアッ

プ）やそのプロセス最適化のニーズから生まれた学問であ

る。社会の複雑化に加え、今日においては環境問題、エネ

ルギー問題、更には持続性の問題に取り組む中から、化学

工学の対象は化学関連分野を大きく超え、製造プロセスの

関わる様々な工学分野に展開した。更に最近では社会その

ものの設計までもが化学工学の対象となっている。化学工

学以外の工学分野においても同様な展開が起きており、今

回の調査研究では環境、エネルギーの視点から、現代の工

学の研究動向に関わる調査を行うこととした。国内外の調

査を通じ、一度組み上げたシステムが機能しなくなってし

まっている局面が様々な分野で生じていること、これを如

何に強化して運用していくのかが共通する課題であるこ

とがわかった。 

 学術振興方策に関しては、国内において工学・総合班合

同でワークショップを豊橋技術科学大学で開催し、同大学
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の教員の方々も含めて集中討論を行った。また国外に関し

ては、イタリアの JSPS に対応する機関である CNR を訪

問し、ヒアリング調査を行った。また英国ロンドンで開催

された日英工学教育シンポジウムに参加した。これらを通

し、イタリア、英国、欧州の学術振興動向に関する情報収

集を行い、工学が現在直面している課題と各国の対応を調

査した。これらの調査を通じ、歴史的な大きな変化が世界

におとずれていること、この中で工学の果たす役割が極め

て大きいことが明らかとなった。 

 

機械工学分野 

河井 昌道（筑波大学システム情報系・教授） 

 

 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。当該年度に開催された第 16 回

欧州複合材料国際会議（ECCM16）の研究発表状況調査に

基づいて、報告者の研究テーマである複合材料分野の研究

動向の要点を述べる。 

・次世代型輸送機器用複合材料の創成と力学 

 網羅的な国際会議であり、思い浮かぶすべてのテーマに

ついて充実した数と内容、そして質の高い講演が多い。そ

の中で特に聴衆の多かったセッションには、まずは世界的

な自動車産業を擁することもあって、高強度高剛性炭素繊

維複合材料の自動車構造要素への応用に関するセッショ

ンをあげることができる。熱可塑性樹脂を利用した自動車

用複合材料の開発、高速な成形加工技術の開発、衝突安全

性の観点から衝撃応答の解明などの研究に特徴がある。 

・プラスチック系複合材料のリサイクル技術 

 関連して、実用の観点から複合材料のリサイクル技術に

も高い関心が示されている。 

・設計シミュレーション技術の整備と標準化 

 欧州では、実験の経費を節約したいとする産業界の要請

から、航空機産業から自動車産業にかけて、複合材料を用

いた部材のシミュレーションベースの設計技術を整備す

る動きが活発化しており、関連する内容の講演が多数あっ

た。実現象との対比に基づく検証と精密化はこれからでは

あるが、この領域のアプローチに関する国際標準化の動き

には注視する必要がある。すなわち、この分野における設

計解析の基礎となる材料の変形と破壊のモデル化の研究、

それらのインプリメンテーション、構造シミュレーション

手法の確立、そして手順の確立には積極的な推進と先進性

が求められている。 

・学術基礎研究 

 欧州会議は若手による基礎研究が多く発表されること

にも特徴がある。今回は全参加者の 42％が学生となってお

り、若さに溢れた活気のある会議であった。欧州における

当該分野の発展と注目度を窺わせる。産業界との連携を中

心とする枠組みの中で学術的な科学・技術研究も強力に推

進されている。 

 

知能機械学・機械システム分野 
～ソーシャルレジリエンスのためのロボティクス

の動向～ 
淺間 一（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 自然災害や人工災害などの脅威に対してソーシャルレ

ジリエンスを高め、安全・安心な社会を実現することが重

要となっている。その実現においては、人が行うことが困

難な作業、危険な作業などが多く存在することから、ロボ

ット技術の活用が求められている。 

 ソーシャルレジリエンスのためのロボティクスの学術

動 向 と し て は 、 Stochastic robotics, Performance 

evaluation and benchmarking，Ambient intelligence, 

Functional safety, Spatial awareness，Robot system 

integration science ， Human robot interaction ，

Real-world real-time intelligence ， Spatio-temporal 

system design, Physics-based Control などが注目すべき

キーワードとして挙げられる。 

ソーシャルレジリエンスのためのロボット技術のニー

ズに関しては、福島原発の廃炉に加え、自然災害や、社会

インフラや産業インフラなどの人工物の点検・保守・維持

管理／事故への対応、さらには犯罪やテロへの対応などの

多様なニーズが存在することが明らかになった。特に、こ

こでは、屋内環境だけでなく、屋外環境（陸・海・空）で
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も安定に動作するロボット技術のニーズが高い。 

これまでに、産業競争力懇談会の災害対応ロボット関連

のプロジェクトにおいても様々な提案が出され、SIP のイ

ンフラ維持管理・更新・マネジメント技術をはじめ、各省

庁で災害対応やインフラ維持管理などに関する様々なプ

ロジェクトが立ち上がっている。ImPACT の「タフ・ロボ

ティクス・チャレンジ」においても、未知で状況が変化す

る屋外の極限災害環境でも安定して動作可能な遠隔自律

ロボットの研究開発が行われている。また、災害対応ロボ

ットの実証試験や機能評価、オペレータの訓練のためのモ

ックアップ試験施設やテストフィールドの設置が検討さ

れ、「ロボット新戦略」の中でも取り上げられるなど、今

後ソーシャルレジリエンスのための社会実装に向けての

ロボット技術の活用が加速すると考えられる。 

ただし、ロボット技術の社会実装を推進するには、ニー

ズに応えられるだけの十分な機能がロボット技術におい

てまだ実現できていない状況を考えると、単なる既存のロ

ボット技術の応用研究開発のみならず、さらなる基礎研究、

基盤技術開発を推進し、ロボティクスの様々な学術的な取

り組みをニーズ駆動の活動と連動させることが重要と考

えられる。 

 

電子デバイス・電子機器分野：ミリ波・テラヘル

ツ波集積回路技術の研究動向 
永妻 忠夫（大阪大学大学院基礎工学研究科・教授） 

 

 電子デバイス・電子機器分野にかかる学術研究動向に関

して、ミリ波からテラヘルツ(THz)波領域における集積回

路技術に関する国内外の研究動向について調査研究を行

った。 

国際マイクロ波シンポジウム(International Microwave 

Symposium: IMS 2014) においては、現在の電波産業の雄

である携帯電話や無線 LAN に代表される 10GHz 以下の

マイクロ波に関する論文が、半分近くの 45%を占める一方

で、ミリ波（30GHz～300GHz）、テラヘルツ波(100GHz

～10THz)に関する論文が 33%に達し、また、10 件にひと

つが 100GHz を超える周波数帯を扱った論文である。欧米

は大学の貢献度が高く、試作ラインを持たずファンドリー

を活用している。現在、Si-CMOS を用いた 200GHz～

300GHz 帯の回路に関する研究が最もホットであるが、残

念ながら我が国からの貢献は無い。テラヘルツ帯の回路技

術の研究は、マイクロ波帯の技術の延長では対応できない

困難な課題が山積しており、それを解決するための新たな

設計技術分野が形成されつつある。 

一方、半導体電子集積回路だけでなく、光集積回路技術

分野においても、海外ではファウンドリーを活用した研究

開発が進んでいる。特に活発な欧州における光集積回路の

ファンドリープログラムについて調査を行った。代表的な

例として、JePPIX と呼ばれるフレームワークがある。そ

こでは、３種類のプロセスサービスが、年に 2～4 回の頻

度で行われている。“Generic integration”というキーワ

ードが語るように、回路の研究者は、共通デバイスとその

集積プロセスを使って、自分たちの利用目的や用途に特化

して設計した集積回路 chip を試作するが、そこで新しい

回路構成やコンセプトが次々と生まれている。 

最近 3年の科学研究費補助金に採択されたテーマを調べた

が、THz 波集積回路技術に関する研究テーマは皆無であっ

た。THz 集積回路の設計には、材料・デバイス工学、電子

回路工学、電磁気学を総合的に組み合わせる力が不可欠で

ある。また応用に関しては、生物学、医学等との連携も必

要であり、分野を跨いだ研究を推進するための支援体制が

望まれる。 

 

電子デバイス・電子機器分野（半導体テラヘルツ

デバイスとその応用） 

浅田 雅洋（東京工業大学大学院総合理工学研究科・教授） 

 

電波と光の中間に位置する、周波数がおよそ 0.1～

10THz のテラヘルツ帯は、化学・医療・バイオなどの分野

における分光分析やイメージング、大容量通信など幅広い

応用の可能性を持つことから、盛んに研究が行われ、大き

な分野として成長している。テラヘルツ光源や検出器など

のデバイスの研究は、その中核となる重要な要素のひとつ

である。本調査研究では、昨年度に引き続き、電子デバイ

ス・電子機器分野のうちで、とくにテラヘルツ帯に関連す

る電子デバイスおよび光デバイスの研究動向に関する調
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査を行った。 

テラヘルツ電子デバイスの研究では、前年度と同様に、

インジウムリン系の化合物半導体およびシリコンによる

トランジスタや、それらを用いた集積回路の研究が著しく

進展している。化合物半導体トランジスタでは、1THz で

の増幅回路が米国で最近実現された。シリコン集積回路の

進展も著しい。これらトランジスタと集積回路に関する研

究は、主として欧米で行われており、日本は依然としてや

や立ち遅れているが、比較的低い周波数からの着実な研究

も始まっている。トランジスタ以外の電子デバイスによる

研究として、単一走行キャリアフォトダイオードや共鳴ト

ンネルダイオードによるテラヘルツ波発生の研究も行わ

れており、種々の応用も報告され始めている。ワットクラ

スの高出力光源に向けて、マイクロ真空管による電力増幅

デバイスの研究も始まっている。 

光デバイスでは量子カスケードレーザーの研究があり、

高出力化などの進展はあったものの、動作温度が 200K 程

度までであることが依然として課題である。最近の新たな

研究として、窒化ガリウム系半導体による 5～7THz の新

たな周波数帯のレーザー動作実現や、ガリウムアンチモン

系半導体の導入による動作温度向上の理論的予測、中赤外

の量子カスケードレーザーの差周波数によるテラヘルツ

発生が報告されている。グラフェンによるテラヘルツレー

ザーなど、新たなデバイスの研究も昨年度に引き続き盛ん

に行われており、今後の動向が注目される。 

 

土木材料・施工・建設マネジメント分野 

岸 利治（東京大学生産技術研究所・教授） 

 

 東日本大震災から 3年が経過し、高速道路・鉄道の復旧、

震災廃棄物処理と土木材料としての利用、津波対策として

の防潮堤、凍土方式遮水壁、下水道の耐震対策、浮体式洋

上風力発電などの復興事業が最盛期を迎えるとともに、過

去に例を見ない数々の新たな課題に対処するため、課題解

決型の実践的な学術研究が進展した。また、膨大なインフ

ラの維持管理・アセットマネジメントが最重要課題として

浮上してきたのに続き、集中豪雨等の異常気象の頻発によ

り自然災害も激甚化する傾向にあることが顕著になって

きた。2014年 8月に広島市北部で発生した豪雨災害では、

地滑り・土石流が人家近くで発生するなど、最近の災害は

大規模化、頻発化している。このような状況下で、自然災

害に対する対策と、ダメージからの復興・レジリエンスが

益々重要になっている。 

土木工学は「市民のための工学」であり、人の生活との

関わりが最も強い学問分野であるといえる。土木学会は

2014 年に創立 100 周年を迎え、そのミッションを再認識

する契機となった。100 周年記念事業として「社会と土木

の 100 年ビジョン」を策定し、また、これを踏まえてその

核となる部分を抽出した「土木学会創立 100 周年宣言」を

公表した。あらゆる境界をひらき、持続可能な社会の礎を

築くことを目標とし、重点課題として、原子力発電所事故

を含む東日本大震災からの復興、インフラの維持・更新、

地球規模の課題への対応、持続可能な都市経営・都市構造

の再構築とそのための環境整備などを挙げている。 

また、高橋裕・東京大学名誉教授が、「流域管理の革新

的概念の創出と水災害軽減への貢献」により、2015 年（第

31 回）JAPAN PRIZE 日本国際賞を土木工学分野として

初めて受賞した。この分野の研究は、地球全球規模の水循

環・大気循環に関する研究へと発展し、現在は水や酸素の

安定同位体比の測定と数値解析シミュレーションを駆使

した世界をけん引する学術研究へと発展している。 

 

建築構造・材料分野 

大崎 純（広島大学大学院工学研究院・教授） 

 

 建築構造・材料の研究分野は、土木、機械、航空などの

工学の他分野との関連が深く、構造力学、固体力学、材料

力学、流体力学、計算力学などの力学の諸分野が、工学で

の横断的研究の基礎となっている。また、構造物の軽量化

や、ライフサイクルコスト低減の観点から、建築構造の設

計と生産において、最適化技術の積極的活用が望まれる。

本調査研究では、横断的研究という観点から、計算力学と

構造最適化における研究の現状を調査した。 

計算力学の分野では、数値流体力学や生体力学などの実

用化に関する研究が活発になってきている。また、

multi-scale 解析も含めたモデリング手法や model 
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validation の重要性がますます高まり、今後の実験的研究

と数値解析による研究の協調が望まれる。 

また、「京」コンピュータや「ポスト京」コンピュータ

に代表される many core 形式の計算機での並列化特性を

高めるとともに、膨大な解析結果から意味のある結果を抽

出するためのデータマイニング、ビッグデータ処理技術の

応用技術の開発が重要である。「ポスト京」の重点課題の

ひとつに、建築構造にも関連する「防災・環境問題」があ

り、地震・津波シミュレーション、避難シミュレーション

などの基礎的手法の発展が望まれる。 

建築構造に近い計算力学の分野としては、リバースエン

ジニアリングが挙げられる。最近の 3 次元計測技術の発展

により、表面の形状のみならず、CT スキャンによって内

部の断面形状も正確に計測できるようになった。したがっ

て、工業製品の製作過程において，精度管理にコストをか

けるのではなく、実際に製作された製品の特性を数値解析

で検証することによって，製品の性能保証が可能となる。 

計算機資源に余剰が生じているともいえる現在におい

て、構造最適化は有力なアプリケーションの分野である。

最近は、一つの大域最適解を求めるのではなく、関数の極

値、順序統計量や各種の統計量を高い精度で求めて、ロバ

スト最適化や信頼性設計を行うためのランダム化手法

（randomization）が注目されている。また、3D プリンタ

ーなどの製造技術の高性能化により、複雑な最適形状を実

際に製作できるようになり、「材料を付加して成形する」

という意味での additive manufacturing を想定した方法

へ、構造最適化の研究分野も変化していくものと考えられ

る。 

 

材料工学・プロセス工学分野：巨大ひずみ加工を

利用した機能特性発現と向上に関する現状 

堀田 善治（九州大学大学院工学研究院・主幹教授） 

 

変形しても形状が変わらない巨大ひずみ加工法は、主に

高強度化・高延性化のような力学的特性向上を目指して研

究開発が進められている。しかし、最近では、種々の機能

特性向上に繋がる可能性があることが示されている。本調

査研究では、インターネットによる文献探索を主として最

新の情報を集約した。調査対象の材料系学術誌には 2011

～2014 年に発行された９つの学術誌を選んだ。検索時の

巨大ひずみ加工に関するキーワードは severe plastic 

deformation を含め４つとし、対象とする機能特性のキー

ワードには electrical conductivity (電気伝導性)などの 11

項目とした。 

 最も論文数が多かった項目は耐食性で、７編の論文がい

ずれも J. Mater. Sci. 誌より発表されている。なかでも

ECAP プロセスで加工した場合が３編で多く、HPT プロ

セスによる加工の場合は１編、その他のプロセスで３編と

なっている。材料別では Al 合金、Mg 合金、Fe 合金に関

していずれも２件ずつである。巨大ひずみ加工した材料は

組織を超微細化することで耐食性が向上する報告がなさ

れている。耐食性の研究は、巨大ひずみ加工プロセスが特

定国に偏ることがなく、世界的に実施されている。 

 また、発表論文数が７編となったのは、熱電特性に関す

る研究である。Acta Mater.に発表された論文は５編と大

半を占め、すべて墺国からの発表で、スクッテルダイト型

の結晶構造を対象にした研究となっている。 

続いて発表論文数が多い項目は電気伝導性に関する研

究で、総数は５編である。電気伝導性としては Al に対す

る研究が３編で最も多い。Cu は導電線として一般に用い

られるが、Al に比べて重量的に重く価格も高価であること

から Al の利用が望まれることになる。しかし、機械的な

強度的は小さく、Al の電気伝導性を損なわずに強度を上げ

ることが課題となっている。 

 形状記憶特性に関する研究は４編で、すべて B2 型結晶

構造を有するNiTi金属間化合物を対象にした研究である。

巨大ひずみ導入による組織の微細化で高温形状記憶特性

が改善することが報告されている。 

 

化工物性・移動操作・単位操作およびナノ材料工

学分野 ―ナノ構造制御と機能発現に対するプロ

セス・化学工学的アプローチ― 
宮原 稔（京都大学大学院工学研究科・教授） 

 

 21 世紀初頭の、米国クリントン大統領の提言以来、ナノ

材料は実験規模では注目を集めているものの、工業化・実
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用化の実例はいまだに極めて限られたものに留まる。ナノ

材料実用化には、発揮すべき「機能」をもたらす「構造」

の因果と、その構造を実現すべき「化学工学・プロセス」

的な技術が必要である。すなわち、プロセスによる構造制

御、構造ゆえの機能発現という王道を一歩ずつ固めてゆか

ねばならない。種々の学会にて調査・分析を行った概要を、

以下に報告する。 

・粒子規則配列材料 

 ナノ粒子規則配列材料の困難は、点欠陥・線欠陥の発生

や乾燥時のその拡大である。ナノ粒子間を、屈折率の異な

る素材で埋めることと、配列形成時の「アニーリング」的

な技術の導入により、無欠陥・大面積の粒子配列膜作製に

成功した事例があり、注目すべき成果と言える。 

・ナノ粒子・ナノ多孔体：電池系 

 電池系デバイスでは、気体／触媒／導電体の三相接触が

求められる。これに適したナノ粒子の集合構造や、ナノ多

孔体の利用が活発に展開されている。また、カーボンは、

ユビキタス元素でありながら結合と構造の様式によって

種々の機能を発現し得る点で、その多様な可能性が期待さ

れよう。 

・ナノ多孔体：吸蔵系／構造転移系 

 メタンや水素の吸蔵にナノ多孔体を利用しようという

試 み は 古 く か ら あ る が 、 近 年 の Metal-Organic 

Framework (MOF)の進展により、実用域に近づきつつあ

る。その利点は、ある気相圧力において、自らの構造を吸

着に伴い転移させることで、ほぼ零吸着から飽和吸着量に

まで一気に吸蔵が可能なことであり、吸蔵／放出の所用動

力を劇的に改善させる点で画期的であり、活発に研究がな

されている。 

・メタ材料 

 1898 年 Bose に遡る事例では、その構造スケールは目に

見える程度のサイズであって、ミリ・センチ級の電磁波に

対する特異な機能（負の屈折率など）が例示されてきた。

最近は、可視光領域の電磁波に対する応用―すなわちナノ

レベルの構造付与―が活発になされている。一方で、リソ

グラフ等に依らないボトムアップ型作製手法が望まれよ

う。 

 

航空宇宙分野 
佐宗 章弘（名古屋大学大学院工学研究科・教授） 

 

 多くの先進国では、航空宇宙工学は防衛政策とも直結し、

ＮＡＴＯ（北太平洋条約機構）加盟国に加え、中国、イン

ドなどでも国家による強力な研究支援がなされている。特

に、中国の当該分野での展開には目を見張るものがある。

平成 24 年には全長 300m、試験時間 200ms の超大型衝撃

波風洞を完成させ実験を開始したが、平成 26 年には超音

速燃焼実験設備も完成し、本格的実験研究を開始している。 

 航空工学の分野では、今後の 10 年で 2 倍程度の成長が

予測される民間航空輸送業界において、それに応じた新た

な技術課題が整理されている。ＮＡＳＡは 2013 年に下記

の 6 大航空研究課題を掲げ、重点的な研究投資を行ってい

る。 

1.グローバル輸送システム運用における安全性・効率性の

向上 

2.民間超音速機技術におけるイノベーション 

3.超高効率の民間飛行機 

4.低炭素排出推進システム 

5.実時間、システム全体に対する安全性確保 

6.信頼性の高い無人航空輸送 

ロシアの基礎研究に根付いたオリジナリティーの高い

研究開発については、今後の動向が引き続き注目されると

ころである。ロシアでのオリジナル研究に端を発する「エ

ネルギー付加による高速流れの制御」に関する研究は、欧

米の研究機関がコンソーシアムを組み、特に超音速エンジ

ンのインテーク（空気取入れ口）の性能向上に対する効果

に注目が集まっている。また、ヨーロッパ連合各国の大学

研究者、航空宇宙関連企業を中心としたコンソーシアム

「Transition Location Effect on Shock Wave Boundary 

Layer Interaction」が組織され、衝撃波‐境界層干渉、特

に境界層が層流から乱流に遷移する位置に関する研究に

注目が集まっている。 
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高エネルギー物質分野 

三宅 淳巳（横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授） 

 

調査研究対象である高エネルギー物質は、極短時間に大

きなエネルギーを発生し、通常の反応では得られない高速、

高温、高圧場を提供することから、その現象解明、適切な

制御と有効活用が研究の中心である。高エネルギー物質の

爆発現象については、センサおよび計測システムの高度化

によりナノ秒オーダーでの圧力の実時間計測が可能とな

ったことから、欧米、インド、イスラエル、日本等で、圧

力履歴を実験および数値計算により再現することで、短時

間・高密度に付与されたエネルギーによる反応開始、反応

進行に伴うエネルギー発生挙動を解明しようとする研究

が注目される。また、爆発衝撃による人体への影響を定量

的に評価する研究も開始された。一方、反応挙動解明の鍵

となる温度計測についてはいまだ信頼性のある計測はな

されておらず、今後の課題である。他方、熱エネルギーの

ように、比較的低密度・長時間に付与されたエネルギーに

よる反応については、熱分析や熱量測定による測定が汎用

的であるが、これらに赤外分光やラマン分光、質量分析等

の装置を接続した複合装置により、反応進行に伴うエネル

ギーの発生とともに、生起、消失する化学種を online また

は inline で計測したり、顕微鏡を接続することによって物

質の変化の様子をその場観察する手法が信頼性を高めて

きたといえる。新規エネルギー物質としては、次世代のロ

ケット推進薬やエアバッグの燃焼基材や酸化剤の開発動

向が注目される。米、スウェーデン、ドイツ、日本からは、

それぞれ注目する物質，組成物の開発や評価関する発表が

あり、従来型の物質に比べエネルギー密度や圧力指数を高

め、小型軽量かつ制御性を高めつつ、有害性や環境負荷を

低減しうる薬剤やデバイスの開発が各国で進められてい

る。さらに、代替エネルギー、新エネルギーに関する研究

も盛んに実施されており、特に水素関連の研究では、社会

実装を念頭に置いたインフラのリスク評価に資する研究

が世界的な潮流になっており、今後もさらに続くと見られ

る。 

 

 

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 
新宮原 正三（関西大学システム理工学部・教授） 

 

 ＬＳＩの微細加工技術については、最少線幅 10nm 以下

を如何に達成するかを議論するところまで微細化が進ん

でいる。目下のところ、リソグラフィーのみでそれを達成

する技術は完成しておらず、リソグラフィー技術とＤＳＡ

（directed self-assembly）とを併用する方法（トップダウ

ンとボトムアップ融合）にて活発な議論がなされている。

極端紫外光（EUV）技術は露光装置の単価が非常に高く、

また量産装置としてのスループットなどの成熟度が高い

ようであり、現状では ArF エキシマレーザー露光装置の延

命策として多重露光法（ダブルパターニング及びトリプル

パターニング）により解像度を向上する方法が活発に検討

されている。また、制御された自己組織化法（guidede 

self-organization）により、ドットパターンの規則配列パ

ターンを形成して、リソグラフィーと組み合わせる方法が

ブロックコポリマーを用いて検討されている。ナノインプ

リント法については10数年来実用化が検討されてきたが、

最近はやや下火傾向である。 

なお、ナノファブリケーションについては、量子ドット

の自己集合体を用いたＳＡＲＳ（表面増強型ラマン分光）

に基づく新規化学センサー技術などが成熟してきている。

従来型のドライエッチングや選択成長技術はシリコンに

関しては完成された感があるが、シリコン以外のワイドギ

ャップ半導体などの材料に関してはこれから盛況となる

傾向が見て取れる。 

 半導体やＬＳＩプロセス・デバイス技術分野において、

ここ数年での我が国の国際的地位の凋落は明らかである

が、メモリ技術においては東芝を核として未だ世界のトッ

プの一角を占めている。我が国のこの分野の研究開発力は

未だアジアの中ではトップレベルであるのは間違いない

が、研究者の高齢化が深刻な問題となっている。そこで、

若手研究者の養成に産学官で取り組む必要が大いにある

と思われる。 
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応用物性分野 

安藤 康夫（東北大学大学院工学研究科・教授） 

 

 スピントロニクス分野においては、近年新たな研究領域、

融合的な研究分野や複合的な研究分野が盛んになってき

ている。この分野の研究動向の変化をみるために、この分

野で最も研究者が多く登録している応用物理学会におけ

る発表数の動向を調べている。調査した内容は、2006 年

から２年ごとに春季応用物理学関係連合講演会のスピン

トロニクス・マグネティクス分野の講演数をカテゴリーご

とに整理したものに対して、2015 年春季応用物理学関係

連合講演会の結果を加え、整理した。 

 最初に、本セッションおよび大分類における発表件数を、

１．新物質創製、２．スピントルク・スピン流・回路・測

定技術、３．GMR・TMR・磁気記録技術、４．半導体・

有機・光・量子スピントロニクス、の４つの領域に整理し

た。本年度は全体の件数は若干増えているが、その内訳を

みると、特に新材料、新物質に関わる研究に関しての伸び

が著しい。これは、スピンメモリ、スピントルク等、スピ

ンエレクトロニクスの次のアプリケーションが明確にな

っていない状況において、新しい材料系を探索し、新しい

産業領域を開拓していこうとする傾向が強まった結果で

あると推測される。次に、注目されている特殊な材料の傾

向を分析した。①酸化物スピントロニクスは注目されてい

る材料系のひとつである。一部の研究者は他の大分類の分

野 6.3 薄膜表面－酸化物エレクトロニクスへ研究者が流

れている可能性がある。②ホイスラー合金は近年再び研究

者が増加に転じている。③有機材料：有機スピントロニク

スは昨年少し落ち込みを見せたが、本年は少し盛り返して

きていいる。有機材料のもつ多様性に期待して地道な研究

が行われていると思われる。④磁性半導体はここにきて急

速に延びている。磁性半導体材料としての研究から、金属

と融合したデバイス創成、新現象の解明等、研究領域が広

がったことによると推察される。 

 

 

 

 

電子電気材料工学、薄膜・表面界面物性、デバイ

ス関連化学分野 
岩本 光正（東京工業大学大学院理工学研究科・教授） 

 

電子材料や電気材料の薄膜・表面界面物性とエレクトロ

ニクスとを結ぶ分野の研究の展開は急である。なかでも有

機分子に関係する分野は新しい材料開発が急ピッチであ

ることから、世界的に注目されている。表面・界面は多様

な電子機能を発現する場であり、特に、有機材料の持つ特

異な材料物性との関連性はその要となっている。そのため、

表面・界面の電気的現象などを評価する技術、作製プロセ

ス、さらにデバイスまでも包含した研究が盛んである。将

来的にはナノ界面現象の理解の十分な理解の下で、界面領

域にデザインされた 2次元構造を導入することが求められ

るが、有機電子材料系では、固体系材料と異なり、ソフト

な分子構造の理解のもとで研究が必要となっている。化学、

物理、電気、生物などの分野に跨って研究活動の推進が欠

かせないが、国内外での国際集会は、こうした分野の人々

が一堂に介して議論できる場として重要になっている。た

とえば、国際集会 ICOMF-LB15 では、有機界面膜、自己

組織化膜、生体分子膜など多様な界面膜の持つ物性の理解

のもと、バイオセンサ・システムや有機電子デバイスなど

への展開が、物理、化学、エレクトロニクス分野の人々の

間で共通の話題として議論されている。また、最近関心の

高いグラフェン系の材料についても、様々な角度から議論

され、ナノ界面物性の持つ特徴や機能に焦点をあてた研究

が、融合的な研究領域の中から急ピッチに進展しているこ

とを実感させる内容となっている。また、主催した国際集

会 ICNME2014 は、有機・分子エレクトロニクス、バイオ

エレクトロニクス分野での応用研究に繋がる研究が活発

に発表されている。有機太陽電池、有機 EL、有機 FET、

有機メモリー素子など、実際のデバイス動作までを包含す

る応用指向の研究が目立つものの、解析・基礎を掘り下げ

るタイプの研究が若干減少気味なのは気にかかるところ

である。IDCNICE2014 は主催した日韓国際会議である。

この 10 年で目覚しく日韓研究者のこの分野の研究の質が

たかまっている。韓国の研究の特徴は応用に特化していて、

かつ、企業連携のもとで進められている様子が顕著になっ
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ている。そのほか、国内の学会やヨーロッパなどの国際集

会にも参加したが、グローバル化が一層進むなか、日本の

研究者の特質を活かした研究が益々必要であると感じら

れた。 

また、｢若手育成｣の視点から、台頭する中国での若手研

究者の置かれた状況を探った。ヒアリング調査から、中国

では、有力大学や研究所の研究費は年２０％増の割合で増

加し続けていて、こうした機関では現在はお金の問題はほ

ぼ無い状態であることがわかった。問題は、研究投資金額

に対する重要な研究成果の比率が低いという点にあるよ

うだ。その原因は、研究評価システムに潜んでいるようで

ある。具体的には、評価は数値的統計評価であり、SCI 発

表論文の IF の和が評価基準として採用され、研究費、給

与を決められている。その結果、極論すると、若い研究者

は、ジャーナルの IF が高いということが関心の第一であ

る。その結果、創造的な論文は少なく、論文数は世界第 2

位にまでなったが、科学という点から見るとまだまだの状

況である。さらに、中国政府が、海外にいる中国人研究者

に目を向ける傾向が強いのも、中国発のオリジナルの仕事

が出にくい状況の一因であるようだ。 


