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工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：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、工学分野全体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動向調査を行った。環境問題、エネル

ギー問題、資源問題をも包含する持続性（サステナビリテ

ィ）の問題が顕在化し、我々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での発見を工場レベルでの生産

につなげるスケールアップとそのプロセス最適化のニー

ズから生まれた学問である。今日においては化学工学の対

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、更に最近では社会そのものの設計まで対

象となっている。よって、今回の調査研究では環境、エネ

ルギーの視点から、化学工学を中心に、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、

地域や工学各分野間の程度の差こそあるものの、工学全体

が個別の問題からシステムの問題へ、すなわち社会や人々

の生活により近い部分に展開しているということが明ら

かとなった。 

 学術振興方策に関しては、欧州における工学分野の最高

峰に位置するスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH)及

びローザンヌ校(EPFL)を訪問し、スイス連邦における学術

動向ならびに研究システムに関する調査を行った。基本的

な運営費は連邦政府予算すなわち国税からの歳出である

こと、国民間での科学技術に対する期待が大きく、若者の

科学技術分野への進学希望が高く、更に同大学に対する期

待が大きいため、この伝統が維持されているとのことであ

った。これらの調査を通じ、我が国における現在の学術施

策がどのような将来を生み出すかについて、深く考えるき

っかけとなった。 

 

 

 

 

工学系科学分野に関する学術研究動向及び学術振興

方策に関する調査研究 

－テラヘルツ電磁波科学と光電子融合材料・デバイ

ス工学の新たな展開－ 

尾辻 泰一（東北大学電気通信研究所・教授） 

 

 まず，テラヘルツ電磁波科学分野および光電子融合材

料・デバイス工学分野全般にわたる最新の学術研究動向に

ついて，当該分野に関連する国際会議での研究発表・聴

講・海外研究者との討議を通して調査研究を行った．凝集

系固体光電子物性領域の理学・工学的深化によってテラヘ

ルツ電磁波光源出力の高強度が進み，テラヘルツ光を励起

源とする物性探索が深化している．一方，光電子融合デバ

イス関連では，共鳴トンネルダイオードの負性微分抵抗を

利用したテラヘルツ発振素子の高周波化が著しい．従来の

電子走行に立脚するエレクトロニクスと，電子軌道準位間

の電子遷移に立脚するレーザー等のフォトニクス，および

電子分極の集団素励起に立脚するプラズモニクスとが融

合する新たな動作領域に突入しており，複合量子物性とそ

のデバイス応用に関する学術研究の展開が進んでいる． 

次に，テラヘルツ電磁波科学分野の中で，特にメタマテ

リアルおよびプラズモニクスに関する分野と光・無線融合

技術分野に焦点をあてて学術研究動向調査を行った．対象

とする電磁波の回折限界よりも十分にスケールの小さい

人工構造を物質に織り込むことによって特異な電磁気応

答を発現・応用するメタマテリアルの研究は，構造敏感な

狭帯域応答をいかに広帯域化するかが工学的応用におけ

る最大の課題となっているが，パラダイムシフトを想起さ

せるいくつかの新しい発想に基づく萌芽研究が見出され

る．一方，無線通信の高速・大容量化に伴い，光ファイバ

ーや自由空間といった伝送媒体に依存しない光・無線融合

化技術の実現に向けた学術研究が徐々にではあるが，着実

に発展している傾向が伺える．いずれの分野も，今後の展

開が注目される． 

学術振興方策に関しては，グラフェンをはじめとする二

次元原子薄膜材料の創製ならびに物性とその工学的応用

に関する領域を対象として，欧州連合における学術振興方

策の現状とその利害得失ならびに将来の動向について，我
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が国の学術方策と対比して調査研究を行った． 

 

知能機械学・機械システム分野に係る学術研究動向

に関する調査研究～フィールドロボティクスの研究

動向とニーズ調査～ 

淺間 一（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 ロボット技術は，成長戦略の柱の一つとして位置づけら

れ，その研究開発が活発化しつつある．日本政府が策定し

たロボット新戦略では，ロボット技術による産業革命が掲

げられ，それを実現するための方策が記載されている．し

かるに，それを実現するは，実用化・事業化にのみ注目す

ることなく，社会的ニーズに基づくロボティクスに関する

学術的研究活動のさらなる活性化が必須であると考えら

れる． 

福島原発事故の廃止措置においては，燃料（デブリ）の

取り出しが重要なミッションとして残っているが，内部の

調査，サンプリング，汚染水対策，止水，除染などにおい

ても，ロボット活用のニーズが高い．また，自然災害（地

震，台風，土砂災害，火山爆発など），社会インフラ（ト

ンネル，道路，橋梁，ダム等）や産業インフラ（プラント，

コンビナートなど）の事故に対する予防対策としては，イ

ンフラのモニタリング，点検，診断，補修などにおいて，

また災害対応としては，災害発生直後の調査，応急復旧な

どにおいて，ロボット技術活用のニーズが高いことが明ら

かになった． 

災害現場等のフィールドは，自然環境に由来する環境の

変化や不確定性などが存在するために，そのような無限定

環境においても安定，かつ確実に動作するためのフィール

ドロボティクス研究が学術的に極めて重要になると考え

られる． 

フィールドロボットの学術動向に関しては，陸上，空中，

水中などの環境において，様々な情報収集や作業を行うこ

とが求められるため，その遠隔操作に関しては，オペレー

タとの通信や，ヒューマンインタフェースの技術において

多様な研究開発が行われている．現場で用いられるケース

ではまだ遠隔操作が主流だが，ドローン（マルチロータヘ

リ）の自律飛行や自動車の自動走行など，自律制御技術の

開発も活発に行われており，今後自律化も進展するものと

考えられる．また，複数のロボットの協調に関する研究や，

IoT，AI（深層学習を含む）などをロボティクスに応用す

る研究なども非常に活発化しており，フィールドロボット

のさらなる知能化が期待される． 

災害対応などにおいては，現場での問題解決が求められ

ており，それに対応するためにはソリューションの導出も

含めたシステムインテグレーションが重要になる．その意

味でも，フィールドロボティクスは，機械工学，電気電子

工学，制御工学，情報工学，計算機科学，認知心理学など，

多分野にまたがる学際領域研究，分野融合型研究として推

進する必要がある． 

 

 

熱工学分野に関する学術研究動向 —燃焼研究にか

かわる新たな潮流— 

松尾 亜紀子（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

 機械工学、特に「熱工学分野」においては、燃焼、伝熱、

熱物性など幅広く研究が推し進められている。ここでは

「燃焼」に係わる研究に注目し、その中でも水素燃焼に係

わる安全問題と航空宇宙推進機関への応用の 2点に着目し、

2 つの国際会議において行った研究動向調査結果の要点を

述べる。 

 

・水素燃焼に係わる安全問題 

 水素利用は各国がクリーンエネルギーの利用推進とと

もに全世界的に利用が広がってきており、貯蔵、運搬、各

種インフラ、移動体、規制など様々な分野において水素が

新たに利用されることから、その安全性について多くの課

題がある。研究のキーワードは以下に示すものが挙げられ

る。Safety in H2 infrastructure, H2 fueling stations 

deployment experience, Safety in H2 vehicle/station 

interface, Safety in H2 vehicles, H2 Safety aspects in 

other applications/industries/technologies, Safety of 

energy storage, Behavior of gaseous and liquid hydrogen 

and hydrogen mixtures, Hydrogen effects on materials 

and components. 
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・航空宇宙推進機関への応用 

 従来から行われている数多くの航空宇宙推進に係わる

研究動向は継続して行われているが、最近の動向として、

デトネーションを用いた新たな推進機関への取り組みに

関する数多くの発表がある。Pulse Detonation Engine(Ｐ

ＤＥ)と Rotating Detonation Engine(ＲＤＥ)という二つ

のコンセプトがあり、従来は PDEに関する研究が盛んであ

ったが、今回の研究動向調査ではＲＤＥに関する研究報告

が多数行われていた。また、従来からのデトネーション研

究者ではなく、新たに参入したと思われる企業や研究機関

におけるデトネーションエンジンに関する研究発表も多

く見受けられ、基礎研究の段階から一歩進んだ段階へきて

いる。 

 

 

電子デバイス・電子機器分野に関する学術研究動向 

－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） 

 

 電波と光の中間にある周波数 0.1～10THz のテラヘルツ

帯は、分光分析やイメージング、大容量通信など種々の応

用の可能性を持つことから、幅広く研究が行われている。

本調査研究では、前年度に引き続き、電子デバイス・電子

機器分野のうちで、とくにテラヘルツ応用の重要な要素で

ある光源の最近の進展に関して調査を行った。 

電子デバイスによるテラヘルツ光源では、シリコントラ

ンジスタ集積回路が著しく進展している。欧米では、数百

GHz の発振回路や増幅回路、検出回路が報告され、イメー

ジングや無線通信への応用も行われている。日本でも

300GHz 帯 100 ギガビット/秒の高速伝送が報告され、最近

まで欧米に比べやや立ち遅れていた感があったが、今後急

速な進展が期待できる。化合物半導体トランジスタでは、

昨年度はデバイス性能に大きな進展は無いが、大容量無線

通信などへの応用が報告されている。トランジスタ以外で

も、単一走行キャリアフォトダイオードや共鳴トンネルダ

イオードにおいて周波数上昇や応用への広がりが見られ

る。また、マイクロ真空管によるワットクラス光源が米国

と日本で研究されている。 

光デバイスでは量子カスケードレーザーの研究があり、

従来から問題の 200K 程度までの低温動作は依然向上して

いないが、最近、窒化ガリウム系半導体による 5～7THzの

新たな周波数帯の動作が実現し、性能向上の研究が行われ

ている。また、中赤外の集積量子カスケードレーザーによ

る室温での差周波数テラヘルツ波発生の出力向上や、グラ

フェンレーザーなどの新たなデバイスの研究も前年度に

引き続き盛んに行われている。 

テラヘルツ波は応用が期待され、幅広く研究されてきた

にもかかわらず、社会や産業への浸透は未だ十分でない。

これについて、時間領域分光などの高度で高価な光源しか

ないために拡がりにくいという意見も学会等で出ており、

小型高性能光源の開発はテラヘルツ分野の今後の発展の

鍵になると考えられる。 

 

 

電気電子計測工学分野における学術研究動向：医用

超音波計測技術 

松川 真美（同志社大学理工学部・教授） 

 

 医用電子計測技術の分野で、今年度は超音波応用技術の

研究動向について調査研究を行った。これまで、超音波画

像診断装置は Bモード画像による形態診断と、血流計測に

よる診断が中心であった。前者において、近年は造影剤と

呼ばれる微小気泡を利用する手法の研究が進んでいる。造

影剤気泡は血液中に投与されるが、外部から照射される大

振幅超音波に対して良好な散乱特性を有するだけでなく、

非線形的に振動する。この非線形振動から再放射される音

波の分調波成分や高調波成分を利用したコントラストハ

ーモニックイメージングの研究が活発である。また悪性腫

瘍周辺の新生血管などを対象に、特定の生体分子を特異的

に認識するリガンドで造影剤表面を装飾し、生体分子に付

着した造影剤の分布を画像化する分子イメージングの研

究も行われ始めた。この超音波分子イメージングはまだ感

度に劣るが、簡便で比較的安価な手法として今後の発展が

期待される。 

超音波エラストグラフィに関する研究も活発である。エ

ラストグラフィでは疾病で形状変化を起こす前に、組織の
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硬さ変化を評価ができる可能性がある。現在、強い超音波

パルスの照射により組織中に音響放射力を励起し、その放

射力によって生じた組織の変位をドプラ法などにより計

測する手法や、音響放射力により組織内に発生したせん断

波の伝搬速度からせん断弾性を評価する手法が主流であ

り、超音波画像診断装置の実用機に組み込まれつつある。

ただし、まだこれらの手法では、組織が不均一である場合

に診断画像が実際と異なる問題が残されている。 

これまでの超音波診断は軟組織の評価が中心であった

が、近年は高齢化で問題となる骨粗鬆症診断を目的に骨の

臨床超音波診断に関する研究も進んでいる。欧州を中心と

した骨内ガイド波の伝搬速度測定法や、長骨骨端内部の海

綿骨部を伝搬する縦波を利用した日本の臨床用装置など

が見受けられ、改良と治験が精力的に進められている。 

 

 

建築構造・材料分野にかかる学術研究動向に関する

調査研究 

大崎 純（京都大学大学院 工学研究院・教授） 

 

 建築構造・材料の研究分野において，体育館やスタジア

ムなどの大規模な空間を覆うシェル・空間構造の設計と解

析は，通常の骨組形式の構造とは異なり，力学，生産，材

料，意匠デザインなどのさまざまな分野を包括した横断的

研究分野である。2020年の東京オリンピックの開催に向け

て，大規模スポーツ施設の建設は，社会的関心を集めてい

る。 

この分野の研究は，concrete shell, membrane structure, 

latticed dome structure などの古典的な領域に加えて，

3D printing や BIM (building information modeling)な

どの情報システム技術と関連の深いテーマも見られるよ

うになり，環境問題や保存問題も学術的に重要なテーマと

なっている。また，computational designや form-finding

は，形態創生という建築独自の研究分野を確立しているが，

機械工学の最適設計や形状最適化との横断的研究が望ま

れる。さらに，体育館などの公共施設は地震時に避難所と

して使用されるため，天井などの設備も含めた総合的耐震

性能の向上のための研究が期待される。 

一方，計算機のハードウェアとソフトウェア技術の最近

の飛躍的発展にともない，構造解析や各種のシミュレーシ

ョンに用いられる計算工学のみならず，建築設計プロセス

のモデリング，計測技術を含む情報システム技術，高性能

化・知能化のための IoTを利用した情報通信技術などが建

築の構造・計画・環境の諸分野において重要性を増してい

る。また，センシング技術を用いた高齢化社会や環境問題

への対応も重要な研究課題である。 

建築関連の学協会では，情報システム技術分野の調査研

究が活発化しているが，研究者のほとんどは，構造・計画・

環境のいずれかを主たる研究分野としており，建築情報シ

ステム関連を主たる研究分野とする研究者はほとんど育

っていないため，応用的研究が主体である。 

 人工知能・機械学習の建築への適用も重要な課題である。

1990 年代には知識工学やニューラルネットによる学習な

どが建築でも研究されたが，最近の機械学習の飛躍的進歩

によって，人工知能が再認識されつつある。建築の高知能

化への直接的な適用に加えて，設計プロセス，サービス工

学，建築防災などへの人工知能の適用に関する研究が期待

される。 

 

 

土木工学・地盤工学分野に関する学術研究動向―震

災復興とエネルギー政策展開に寄与する土木・地盤

工学の展開― 

小峯 秀雄（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

 東日本大震災からの震災復興および福島第一原子力発

電所事故からの復旧，ひいては今後のエネルギー政策展開

の観点から，土木工学・地盤工学分野および原子力工学を

はじめとする周辺分野におけるトレンド，新たな研究領域，

新たに生まれつつある分野横断的・融合的な研究分野，今

後重要性を増すと思われる研究分野等の動向調査を実施

した．また，土木工学・地盤工学専門分野，またはその周

辺分野における国内外の研究例や注目すべき研究事例の

動向調査も実施した．具体的には，以下のような動向調査

を行った．すなわち， 

① 平成 27年度に開催された土木学会年次学術講演会
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および地盤工学研究発表会に参加し，上記の観点か

ら動向調査を行った． 

②  日本大学工学部（福島）で開催された環境地盤工

学シンポジウムやカナダ・モントリオール・コンコ

ルド大学で開催された GEE2015に出席し，同学術情

報の収集を行った． 

③ 福岡県博多で開催された国際地盤工学会第 15回ア

ジア地域会議に出席し，同学術情報の収集を行った． 

④ 土木工学・地盤工学分野における学会発表論文や学

術図書出版の傾向，データベースを利用した解析を

行った． 

以上の動向調査の結果，土木工学・地盤工学は，社会基

盤施設の老朽化と点検の重要性，維持管理のためのデータ

ベースの構築の必要性の他，地球温暖化やエネルギー政策

と土木工学の係りを念頭に置いた研究が活発になってい

ることが分かった．また土木工学・地盤工学は地球規模で

生じている課題を解決に導く可能性も秘めており，このよ

うな観点の研究が進められ，その数も増えていることが分

かった．例えば，福島第一原子力発電所の廃止措置に向け

た具体的な技術開発，放射性廃棄物処分，地球温暖化に伴

う社会基盤への影響評価と適応策などの研究の数が増え

つつあることが分かった．これらの動向調査結果を，今後

の土木工学分野における科学研究費助成事業の系・分野・

分科・細目，キーワードなどに反映させる必要性が明らか

になった． 

 

 

化工物性・移動操作・単位操作およびナノ材料工学

分野に関する学術研究動向 ―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） 

 

 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・実用化の例はいまだ限られたものに留まる。ここに重

要視すべきは，単に「モノができればいい」という製造技

術ではなく，ナノ材料が発揮すべき「機能」をもたらす「構

造」の因果である。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。 

・柔軟ナノ多孔体 

 「吸着に誘起された結晶構造転移」という，分子分離・

貯蔵に新たな工業的応用が期待されるナノ多孔材料が注

目される。 

 この種の材料の優位性は，ゲストに対する吸蔵特異性と，

構造変化ゆえの吸着量のステップ的な立ち上がりであり，

わずかな圧力の変動でゲスト吸蔵と放出を達成可能な点

で極めて有用である一方，その作用機序が未解明ゆえに，

絨毯爆撃的な材料開発と応用探索に留まっている現状に

ある。 

 本命題に対し，数年前に提唱された「多孔体結晶の構造

転移の自由エネルギー損」と，「ゲスト受入による利得」

の大小が転移を支配する鍵因子であるとのモデルがよう

やく理解の広がりを見せつつある。今後，このメカニズム

の多種材料への適用が進むことで，材料開発指針の構築と

実用分離操作への展開が大いに期待される。 

・ナノ粒子とその複合材料 

 化学工学は，流体系をベースに発展した歴史を持つが，

昨今はむろんナノ粒子系材料に多くの努力が振り向けら

れている。ミクロン系粒子にはないナノ粒子ゆえの特異な

挙動など，多くの情報が認められ，いままさに「揺籃期」

と感ずる。特に光学的あるいは電磁気的な機能発現が多く

認められたが，理論的に予想される機械力学的あるいは不

均一流体力学的な機能の報告例は少なく，今後の発展が望

まれよう。 

・適用対象 

 材料系の開発・適用例は，「エネルギー」に関連するメ

タンや水素などの吸蔵や分離，あるいは温暖化対策として

の CO2吸蔵が多い。これらは古くて新しい研究対象である

が，そのような領域の研究報告が多すぎるように感じたの

は僻目に過ぎようか。学問の発展はただ社会や政府の要求

に応えるのみでは先細りしかねない。いま少しの自由な研

究展開を見られればと感じたのも事実である。 
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材料工学分野（無機材料・物性/複合材料・表界面工

学）に関する学術研究動向～次世代エネルギー技術

に関わる無機・複合材料の新たな展開～ 

松田 厚範（豊橋技術科学大学大学院工学研究科・教授） 

 

 低炭素社会の実現に向けた次世代エネルギー技術とし

て、燃料電池、全固体リチウムイオン二次電池、金属空気

電池、太陽電池等が注目されており、これらの電気化学素

子の高性能化において、無機材料とその複合材料に寄せら

れる期待は非常に高い。今回、高分子材料関連学会、セラ

ミックス関連学会、電気化学関連学会等で情報収集を行う

と共に文献数推移も調べたので、その概要を以下にまとめ

る。 

第 64 回高分子討論会（2015.9.15-17 仙台）において、

「エネルギー変換・貯蔵デバイスに貢献する高分子材料の

最前線」に関する討論が行われた。燃料電池に関しては、

高分子電解質膜の信頼性やプロトン伝導性の向上、高分子

の高度構造解析、電極三相界面設計等が議論され、材料開

発とその複合化技術の重要性が確認された。 

 20th International Conference on Solid State Ionics

（2015.6.14-19, Colorado, USA）では、今回、高分子電

解質や無機有機ハイブリッドに関する発表も多く、燃料電

池に加えてセンサや太陽電池のセッションが設けられた。

固体イオニクスの学術・技術をエネルギーデバイスへ応用

し、社会実装しようとする大きな動向が感じられた。 

 The XVIII Edition of the International Sol-Gel 

Conference（2015.9.6-11, Kyoto）では、ゾル－ゲル法に

よる電解質材料や電極材料の作製が報告された。電気化学

会および電池討論会では、広範な分野の研究者が参加して

研究発表と討論がなされており、参加者も多く学術的にも

産業的にも益々重要な分野に成長していることがわかっ

た。 

文献検索調査（Scopus 1983年以降）では、【Fuel Cell】

のキーワードで総数 109,331件がヒットし、固体高分子形

燃料電池 PEFCは 2011年をピークに減少傾向にあり、固体

酸化物形燃料電池 SOFC は、2008 年以降堅調に推移してい

ることが明らかとなった。また、【Lithium ion battery】

のキーワードでは、総数 38,948 件の文献が検索され、毎

年確実に増加していた。特に全固体化に関する論文が 2014

年から 2015 年に掛けて大幅な増加が見られ、革新的蓄電

池として注目されていることがわかった。 

 

 

高エネルギー物質分野に係る学術研究動向に関する

調査研究 

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，極めて高い時間分解能を有する計測

システムの開発により，発生圧力や反応速度のナノ秒オー

ダーでの実時間計測が可能となったことから，計測結果と

数値計算により現象を精緻に再現することで，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。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，さらに温度変

調制御に伴う反応挙動計測，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による情報取

得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。日本を含む当該分野を牽引する技術先進国からは，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
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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，技術開発とともに社会実装研究が

加速しつつある。 

 

 

総合工学（地球・資源システム工学）分野に関する

学術研究動向－物理探査技術のグローバル化と技術

動向－ 

三ケ田 均（京都大学大学院工学研究科・教授） 

 

 地球・資源システム工学分野の研究は，主としてエネル

ギーや資源の有効利用を目指し，持続的発展性を強く求め

られる今世紀の人類社会に取り，必要不可欠な学問である。

しかしながらエネルギー資源である炭化水素という在来

型の資源は国内に乏しく賦存するに過ぎず，この分野のう

ち物理探査学に係る研究では国内の空洞化が進み，技術や

研究成果の海外依存強まっている。こうした中，より高精

度な結果を求められる物理探査学分野における技術・研究

トレンド，そして同分野の研究者育成の現状についての調

査を実施した。国内外で開催される参加者 5,000名以上の

学会として，国内では日本地球惑星科学連合の年次総会，

国 外 に お い て は 欧 州 の European Association of 

Geoscientists and Engineers 及び米国の Society of 

Exploration Geophysicists の年次総会に参加し，本調査

を目的とする展示を行った。その結果，技術・研究動向の

把握を図ると同時に若手研究者の育成・キャリアパスにつ

いても調査することができた。最近の石油価格の影響を受

け，海外両学会への参加者数・展示数とも一時的に減少し

ており，双方とも一万名に達しなかった。この不景気も手

伝い，地下資源の調査のコスト・パフォーマンスへの要求

傾向はさらに加速され，コスト削減と調査の高精度化双方

が同時に求められるという環境変化が著しいことが判明

した。調査データ取得技術として光センシング技術への要

求が，調査データ解析技術においては記録されたデータを

遍く利用することが求められている。どの国の大学などの

研究機関や企業においても若手研究者の採用や育成に苦

労しており，育成の対象に，優秀なアジア・アフリカの開

発途上国の若手人材までを含め，学会を候補者面接の場と

して積極的に利用していることは同分野の国際的な現状

を示している。持続的社会に必須の学術分野として，わが

国における同研究分野の再活性化を考える必要があろう。 

 

 

応用物性分野にかかる学術研究動向に関する調査研

究 

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、昨年度

は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た。本年度は磁気学に関し

て歴史の古い，日本磁気学会において，2006年以降の学術

講演会の講演数をカテゴリーごとに整理した。 

 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．磁気物理，２．性材料，３．センサ・アクチュエータ・

パワーマグネティクス，４．バイオマグネティクス，５．

磁気ストレージ，６．スピンエレクトロニクス、の６つの

領域に整理した。まず，日本磁気学会の推移をみると，も

っとも特徴的な点は 2006 年に多くの件数をだしていたス

ピントロニクスが年々講演数を減らしていることである．

これは応用物理学会にスピントロニクスのセッションが

新設されたことにより，研究者が応用物理学会にシフトし

たことによるもので，この領域が衰退しているわけではな

いと思われる．一方，磁気ストレージも件数を減らしてき

ている．こちらは応用物理学会に特に大きなセッションが

新設されたわけではない．こちらは純粋に研究者人口が減

少したと思われる．大手の HDDメーカが撤退し，米国に買

収されたわけで，これに伴い，多くの研究者がこの分野か

らシフトしたものと推測する．その他の領域は 10 年前と

比較してもそれほど大きな変化はみられない．敢えて言え

ばセンサのセッションが件数はそれほど増えていないが，

割合は少しずつ上昇している．これは近年の IoT,車載環境

におけるセンサニーズの高まりによる． 
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電子電気材料工学、薄膜・表面界面物性、デバイス

関連化学分野にかかる学術研究動向-評価技術にお

ける新たな潮流と展開 

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

機分子の機能に着眼した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。有機分子は

構造的に柔軟である点に特徴があり、この機能を様々な応

用領域と組み合わせた研究が展開されている。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

持つ柔軟かつ独特な材料物性との関連性が、機能発現の要

となっている。そのため、表面・界面の電気的現象を評価

する技術、作製プロセス、さらに通常のフレキシブルデバ

イスに加えてセンサデバイスまでも包含した研究は活発

である。昨年も報告したが、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（ソフトマ

ター物理）も研究には必要になっている。そのため、化学、

物理、電気、生物などの分野に跨って協調的に研究活動を

推進することが重要であるが、国内外の国際集会は、こう

した分野の人々が一堂に介して議論できる場や人的ネッ

トワーク形成の場として機能している。 

アジアに目を向けると、各国とも研究力を急激につけて

いる状況がよくわかる。昨年は、中国について報告したが、

今回は、韓国、インド、マレーシアについて簡単に触れる。 

韓国の研究の特徴は応用指向が強く、企業との連携で進

められている点が特徴である。最近では、グラフェン、カ

ーボンナノチューブなど新材料を使った研究が流行りで

ある。その一方で、研究の深さには物足りなさも残る。研

究者はとにかく研究費を集めなければならないため、流行

の研究を追いかける傾向が強い。スピード感のある研究の

推進をしているが、研究内容は雑であり科学技術の育成と

いう点では見劣り感もある。しかし、貪欲に企業と大学と

が組み、挑戦的に研究を進めている点は学ぶべきである。 

インドのムンバイにはＢＡＲＣ原子力研究所がある。Ｂ

ＡＲＣはインドを代表する研究機関であり、博士取得した

インドの研究者は是非とも入所したい機関となっている。

研究設備は整い、待遇もよい。そのため、インド研究者の

人気も高い。そのためか、パーマネントポジションの就職

を優先させる傾向が強い。海外での研究経験は必要に応じ

て行えばよいという考えが強く、ＪＳＰＳの 2国間交流事

業は魅力があるようだ。ＢＡＲＣの研究は、放射線、ガス、

化学物質などのセンシングの研究で組織的かつ徹底的に

行われている。有機薄膜の作成やデバイスの研究はこうし

た研究の基礎研究の一テーマとなっている。  

マレーシアのトップの大学であるマラヤ大学は 20 年前

には、国の基礎レベルを上げることに関心が高く、教育に

非常に熱心で研究については欧米や日本の研究を真似る

という状況であった。しかし、今は状況が一変した。明ら

かに世界でトップレベルの大学を目指し、研究レベルの向

上に力を注いでいる。研究内容も独自の考えのもと、欧米

や日本の研究を参考にするというスタイルに急速に変わ

っている。有機薄膜の研究では、デバイスと薄膜作成、バ

イオ物質とを結んだＤＮＡセンサデバイスの研究などに

力を入れている。とくに、マレーシアは、森林資源が豊富

であることから、マレーシア産の身近な植物がＤＮＡセン

サデバイスの研究にとりあげられている。マラヤ大学では、

物理、化学、バイオの分野など異分野の研究者が、共同で

研究を進められるような組織となっている点も特徴の一

つである。そのため、日本では取り組みにくいテーマも実

施可能な状況である。今後日本はこうした国々の研究の展

開にも注目してゆく必要がある。 

 

 

薄膜・表面界面物性分野に関する学術研究動向—先端

計測技術開発と応用— 

重川 秀実（筑波大学 数理物質系・教授） 

 

 ここ数年，グラフェンに続く二次元系材料として遷移金

属ダイカルコゲナイド(TMD)等の研究が盛んである。講演

会や論文発表でも多くが取り上げられ，新しいアイデアを

取り入れた新たな材料やデバイスの創成が期待されてい

る。グラフェンが海外主導で展開したこともあり，日本で
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の進展が望まれる。また，分子機能の基礎解析及び分子デ

バイスへの応用として単一分子伝導の研究が進められて

いるが，Nature系雑誌，Science，Nano Letters，ACS Nano，

Phys. Rev. Lett.等を対象として論文の掲載状況を調べた

結果，分子伝導（関連）は 135件を占め，高い興味が確認

された。計測関連では時間分解測定が 28 件と，光電子分

光をはじめとして，トポロジカル絶縁体等，表面科学分野

においてダイナミックス計測・評価が中心となってきた最

近の流れが反映されている。新しい光の応用や，ナノスケ

ール計測での光との組み合わせもここ数年の取り組みで 3

７件がヒットした，太陽電池については，様々な情報が伝

えられているが，応用物理学会の関連分野（薄膜表面等，

2016年春）では，有機太陽電池 57件，Si太陽電池 57件，

化合物薄膜太陽電池 14件と主要課題の一つである。他に，

グラフェン 59 件，ナノカーボン 104 件，カーボン系薄膜

74 件，超伝導 41 件，酸化物エレクトロニクス 126 件，ナ

ノバイオテクノロジー65 件，薄膜新技術 58 件，等の講演

が行われた。光関連では THz 関連の講演が 79 件を占めて

い る。ニ セコで 開催され た応用 物理学 会主催の

ICSPM(International Colloquium on Scanning Probe 

Microscopy)は，走査プローブ顕微鏡分野に関わる国内の

研究者が一堂に会する会議で，海外からの招待講演者と関

係を深め国際的に活躍する研究者を育てること等が目的

とされている。他の会議も含め，若手研究者の育成を念頭

にポスター賞等が企画されるのが最近の流れと言える。 


