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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的深化と新材料創製ならびにデ

バイス応用技術の工学的深化が継続して進展している。グ

ラフェンの光電子物性を巧みに応用したテラヘルツ帯広

帯域光源として機能する新たな３端子能動デバイスが登

場するなど、特に、グラフェンや遷移金属ジカルコゲナイ

ドを中心とする二次元原子薄膜材料の工業的創製技術、物

性探索、機能デバイス応用の研究進展が著しい。フォトン、

フォノン、プラズモン、スピン、ポーラロン等が複合的に

介在する複合量子物性とそのデバイス応用としての新た

な学問領域の展開が着実に進んでいる。 

 次に、学術振興方策に関して、第一に、テラヘルツデ

バイス・技術の基礎・応用問題に関するロシア－日本－Ｕ

ＳＡ－ヨーロッパシンポジウム RJUSE Tera-Tech 2017

を企画開催し、欧・米・露の各国・各地域の学術振興方策

の現状とその特色ならびに将来の動向について、我が国の

学術方策と対比して調査研究を行った。我が国の学術振興

のあるべき方向性を考察する一助となった。第二に、グラ

フェンを中心とする二次元材料の科学技術分野において

Graphene Flagship をファンディングエージェンシーと

する欧州と JSPS 及び JST をファンディングエージェン

シーとする我が国との間で非公開の合同ワークショップ

を企画開催し、欧州における当該分野における学術振興方

策の現状と将来動向を調査した。我が国の学術振興施策と

対比してその特徴・利害得失を研究した。競争的資金制度

としての課題選考・審査方法について、その多様性と利害

得失を考察する一助となった。 

 

 

工学（特に土木工学）分野に関する学術研究動向及

び学術振興方策 

二羽 淳一郎（東京工業大学環境・社会理工学院・教授） 

 

①フランスにおける既設コンクリート橋梁の維持管理

状況に関する調査、②台湾における水力ダムの維持管理状

況に関する調査、③米国における既設コンクリート橋梁の

維持管理状況に関する調査、④フランスにおける新素材の

適用状況に関する調査、などを行った。 

フランスのボルドーからノルマンディーまで大西洋沿

岸に沿って、長大コンクリート橋を調査した。特にプレキ

ャスト工法が適用されているコンクリート橋を調査した。

プレキャストの PC橋は 1946年のルザンシー橋を始まりと

して、フランスでは多くの実績がある。これらは省力化や

工期短縮を狙ったものであるが、品質管理された工場等で

製作されたプレキャストコンクリート部材を架設場所に

運搬して接合し、橋梁を建設していくプレキャスト工法は、

耐久性の点からも、場所打ちに比べて優れている。特に、

ラ・ロシェルとオレロン島を結ぶ長さ 2862mの海上橋であ

るオレロン橋は、1966 年の竣工であり、完成後すでに 50

年を経過しているが、変状は端部の橋桁下面のみであり、

プレキャスト PC 橋の耐久性に対する優位性を実証するも

のであった。 

米国では、2010年に竣工したコロラド・リバー橋を調査

した。コロラド・リバー橋の右岸側（ネバダ州側）には、

小さな公園があり、コロラド・リバー橋（現在は、Mike O’

Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge と改名されてい

る）に関する説明パネルが展示されている。さらに橋のフ

ーバーダム側には観覧用の歩道が設置されていて、アリゾ

ナ州側まで歩いて行けるようになっている。その歩道の高

欄には、各種の銘板が設置されていて、アーチ橋の建設手

順が説明されているほか、施工したのがわが国の大林組と

PS三菱社であることも明示されていた。このような施設は、

眺望の点からも、また技術の点からも非常に望ましいもの

であり、わが国においても是非見習いたい。 

フランスのモンペリエで開催された UFC（超高強度繊維

補強コンクリート）の適用に関する第 3回国際会議で発表

された論文や報告には、200N/mm2 のような超高強度を求め

ることなく、またこの材料の特徴である初期の熱養生も実

施しない「UFCもどき」のようなものが散見された。また、

会議後に行われた見学会においても、超高強度ではなく、

また初期の熱養生を行わない事例が認められた。本来のフ

ランス指針とは異なるこのような製品が世界的に出回っ

ている。例えば、米国の連邦交通局（FHWA）もその種の材

料を用いた、コンクリート橋の補修事例を大々的に公表し

ている。以上に鑑みると、わが国においても、UFCは UFCと

して、それに代わるより汎用的な中級の材料を、関連する
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設計施工指針とともに整備する時期に来ているように感

じた。 

 

 

工学系科学・情報学分野に関する学術研究動向及び

学術振興方策 ―情報学分野を中核とした異分野融

合・新分野創成― 

岡部 寿男（京都大学学術情報メディアセンター・教授） 

 

学術研究の高度化が進展し、各学問分野の専門化・細分

化が進むなか、独創的な先端研究・融合研究の推進による

学術・社会のイノベーションの創出のためには、文系・理

系の区分にとらわれない総合系領域たる情報学分野の強

み・特色をさらに伸ばすとともに、異なる視点を持つ研究

者の知を結集させ、異分野融合・新分野創成の促進を図る

ことが重要と考えられる。そのような視点から、本年度の

学術研究動向調査では、調査研究担当者の専門である情報

ネットワークや情報セキュリティの分野を一つの軸にし

て、ヒューマンインタフェースやインタラクション、知能

ロボティクスなどの人間との関わり、センサーネットワー

クや IoTを通じた環境との関わり、スマートエネルギーマ

ネジメントを通じた社会との関わりなど、さまざまな研究

分野との学際的研究の可能性について調査を行った。 

特に、そのような学際的な研究テーマの具体例として、

人工知能技術・ビッグデータ解析技術等が広範に用いられ、

サイバー空間とフィジカル空間（現実社会）とが高度に融

合する「超スマート社会」を取り上げた。具体的には高齢

者支援用ロボットの開発者、高齢者の介護を行う医療従事

者などさまざまな立場の研究者や実務者と意見を交換す

るなどして、学際的研究テーマの可能性だけでなく国際共

同研究の課題などについても検討することができた。 

また、工学系科学・情報学分野における研究成果を社会

実装し展開することの重要性に鑑み、学術研究の成果に関

連する分野における国際標準化の動向の調査を通じて、大

学等での学術研究の成果が社会で実用化されるまでの諸

課題を調査した。具体例として、大学で行われた研究開発

が基になった無線 LANの高速認証・接続に関する国際標準

IEEE 802.11ai 標準化事例を通じて検討した。 

並行して、学術研究の成果である論文や研究データ等の

オープン化による研究の振興と、その基盤となる情報シス

テムについて調査した。具体的にはオープンソースで公開

されている学術論文誌の査読システムのサーベイを行い、

その中から Open Journal System (OJS)と呼ばれるオープ

ンソースかつフリーの査読システムを構築し、評価して、

我が国の学会の学術論文誌での利用の可能性について検

討した。 

 

 

熱・流体工学分野に関する学術研究動向 

松尾 亜紀子（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

 航空機の極超音速飛行を目指した推進機関に関する数

多くの研究が世界各国で進められている。その中で、「デ

トネーション推進」と「エアーブリージング推進」に内容

に絞り、これらの研究における世界の潮流を掴むために、

フランスで開催されたデトネーションエンジンに関する

国際講演会と、イギリスにおいて開催された航空宇宙推進

用エアーブリージングエンジン技術に関する国際講演会

において、情報収集を行った。 

・2017 年 6 月、フランス・ポワチエにて開催された

International Constant Volume and Detonation 

Combustion Workshop (ICVDCW 2017)講演会へ参加し、最

新動向について調査を行った。本講演会はアメリカ航空宇

宙学会とフランス航空宇宙学会が始めて共催するデトネ

ーションエンジンに関する講演会で、シングルセッション

で 3日間開催された。回転デトネーションエンジンの近年

の動向について、米国における詳細な状況が報告され、研

究規模が資金的にも人員的にも増してきていることが確

認できた。また，EUフランスにおいても航空用エンジンと

しての位置付けのもと研究が加速していることが確認で

きた。 

・2017年 9月、イギリス・マンチェスターにて開催された

23rd International Society of Air-breathing Engines 

(ISABE)講演会へ参加し、航空宇宙推進用エアーブリージ

ングエンジン技術に関する最新動向について調査を行っ

た。ヨーロッパだけでなく世界各国からの報告が数多く行

われ、エアーブリージングエンジン技術に関して幅広い講

演が行われた。特に、ジェットエンジンメーカー各社から

の講演においては、航空機用エンジンにおける電動化や自

動化に関する報告がなされ、新たなる潮流について興味深

く調査した。 
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機械工学における流体分野の学術研究動向 

－計算力学・高性能計算分野の新たな潮流－ 

青木 尊之（東京工業大学 学術国際情報センター・教授） 

 

 機械工学の中でも流体工学は基礎的な分野であり、学術

的にはかなり成熟している。他の分野と同じように、ここ

でも機械学習を応用した研究発表が増えつつある。特に計

算力学の研究者は機械学習を取り入れ易い環境にあるた

め、新規性を狙う研究としては絶好のツールと言える。大

量のセンサーなど、これまでとは異なるデータを中心とし

た機械学習による手法は新たな方向性と言える。一方、方

程式などのモデルをベースに計算機で生成した大量のシ

ミュレーション・データに対し、機械学習を適用する取り

組みは注目に値する。本来、データの性質は基礎方程式か

ら導き出されるものであり、有効なデータ処理を行って新

しいメカニズムを人間が発見してきたプロセスが機械学

習に置き換わるとしたら、まさに人工知能である。 

機械学習には多くの演算が必要とされるため、早くから

GPU (Graphics Processing Unit) の利用が進んでいる。

毎年サンノゼで開催される  GTC (GPU Technology 

Conference) は年々参加者が増え、2018年 3月開催の GTC 

2018 では参加者が 8,000 名を超えている。完全自動運転

を目指した取り組みを筆頭に、さまざまな機械学習・AIの

応用および演算を高速化させる GPUの内容で会議の殆どが

占められていた。 

GPU は電力比演算が高く、エクサスケールのスパコンの

重要な構成要素となっている。既に Top500 スパコンの 90

以上のシステムが GPUを用いており、科学技術計算におけ

る GPUの認知度は十分に高い。一方、メニーコア・プロセ

ッサとして昨年度までエクサスケールのスパコンに期待

されてきた Intel Xeon Phi は後継の計画が実質的にキャ

ンセルされたため、今後のスパコンで使われるプロセッサ

の選択が x86, GPU, ARM のほぼ 3つになっている。これま

で高性能計算の分野で殆ど実績のない ARM が今後どうな

るのか注目される。 

計算力学の分野では、これまで以上に計算資源を使った

大規模計算を行う研究が増えている。一方、商用アプリケ

ーションやオープンソースのアプリケーションを利用す

る研究も増えている。学術成果が商用アプリケーションに

取り込まれるようになり、計算結果の精度と信頼性が向上

しているためと推測できる。 

 

「計測工学分野に関する学術研究動向」-超音波医用

計測の新たな潮流と展開- 

松川 真美（同志社大学理工学部・教授） 

 

 電気電子計測技術の分野で、超音波医用計測技術の研究

動向について調査研究を行った。 

 医用診断としての超音波技術は、病変などの生体試料を

評価する基礎技術と臨床応用に大別される。近年の軟組織

の超音波診断の研究動向の特徴としては、物性的な基礎研

究の成果と臨床研究の融合が挙げられる。In vitroで得ら

れた生体組織の特徴を臨床の超音波エコー解析にも応用

して、組織の線維化やがん検出などが試みられており、臨

床診断の重要なポイントとなりつつある。また、新たな臨

床計測手法として、光超音波イメージングも提案されてい

る。この技術は生体に近赤外線領域の短パルスレーザ光を

照射し、局所的な光吸収による熱弾性変形により生じた超

音波から組織の 3次元画像を再構成するものである。検出

できる深さは 4－8 mmと浅いが、組織表面付近のがんや血

管新生などの評価に期待される。 

なお、超音波医用計測で今後特に期待される分野の一つ

として、循環器疾患の診断が挙げられる。頸動脈エコーや

経頭蓋超音波ドプラなど、脳梗塞の原因となる血栓や血流

情報をモニタリングする手法は普及しているが、心臓や血

管などの機能の正確な評価には組織の動態計測が重要で

ある。現在、毎秒数千枚の超高速超音波撮像技術も提案さ

れており、心臓内の血流動態の詳細な観測だけでなく、心

筋や動脈壁の収縮・弛緩など循環器の機能評価も実現でき

るようになった。この技術を利用した新たな臨床機器の開

発が望まれる。 

 骨などの生体の硬組織の超音波診断は踵骨測定が主流

であるが、機種毎に測定手法や部位が異なるため、臨床診

断の場で大きな課題となっていた。しかし近年、学会主導

で測定値の標準化手法が提案され、大きな前進が見られた。

またこの分野では、子供から成人まで、様々なサイズの骨

が測定可能な橈骨用臨床装置も開発された。これまで得ら

れていない子供の骨の成長と年齢ごとの基準値を把握す

るため、現在測定が進められている。 

 

電子デバイス・電子機器分野に関する学術研究動向

―超伝導エレクトロニクスに基づく革新的電子デバ

イス技術の動向調査 

吉川 信行（横浜国立大学大学院工学研究院・教授） 
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 電子デバイス・電子機器分野における国内外の学術研究

動向調査を行った。中でも特に革新的な新技術の創生が期

待される超伝導エレクトロニクス分野について集中的に

調査を行った。 

超伝導ディジタルエレクトロニクスの分野においては、

米国、日本を中心に低エネルギーマイクロプロセッサの研

究開発が進んでいる。特に米国においては IARPAの支援に

より Cryogenic Computing Complexity (C3)プロジェクト

が行われている。このプロジェクトは消費電力の増大が著

しいハイエンドコンピュータの低電力化を図るために、単

一磁束量子(SFQ)回路を用いた集積回路技術と磁性体と超

伝導デバイスを組み合わせたメモリの研究開発を目指し

ている。また、超伝導集積回路の設計技術についても

SuperToolsプログラムがスタートし、大規模超伝導集積回

路の設計ツールの研究開発が進められている。日本におい

ては、SFQ 回路を用いたマイクロプロセッサの研究開発が

進められており、メモリを搭載した RISC アーキテクチャ

に基づくマイクロプロセッサの 50GHzでの高速動作が実証

されている。 

 一方で、近年、欧米を中心に超伝導回路を用いた量子ビ

ットの研究が精力的に行われ、量子コンピュータの実現に

向けた技術が飛躍的に進歩している。米国では企業を中心

として研究開発に大規模な投資が行われている他、欧州で

も EUにより大規模なプロジェクトが始められた。近年、デ

コヒーレンス時間の改善により、量子ビット数が飛躍的に

拡大され、量子コンピュータの実現に向けて大きな進捗が

見られた。これらの研究において物理的な量子ビット数は

飛躍的に向上したものの、正確な計算を行うためのエラー

コレクションを考慮すると、デコヒーレンス時間の更なる

向上が必要である。一方で短い量子計算を多数繰り返す量

子−古典演算ハイブリッドアルゴリズムの研究が近年活発

に行われている。 

 

 

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，以下のような計画に基

づき実施した．すなわち， 

⑤ 毎年開催される土木学会年次学術講演会および地盤工

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． 

⑥ 関連シンポジウムに出席し，上記の観点から動向調査

を行った． 

⑦ 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． 

⑧ 研究担当者の研究活動を通じて，土木学会や地盤工学

会，日本原子力学会を通じて交流のある国内の研究者

たち，常日頃交流のあるソウル国立大学や国際地盤工

学会 TC215（Environmental Geotechnics）を通じた海

外の研究者たちから学術動向情報を収集した． 

これらの動向調査は，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，キーワードなどに関連

して調査分析を行い，これらの区分を適切に表現すること

に反映した． 

また，年に一度開催される土木学会年次学術講演会およ

び地盤工学研究発表会において，日本国内における土木工

学および地盤工学分野における学会参加者の推移（人数・

所属・出身国・専門分野等），学会のテーマやセッション

等の構成の変化等を調査した．また，これらの学会での発

表の状況から，若手研究者の育成，キャリアパス等に関す

る動向調査も行った． 

 

 

都市計画分野に関する学術研究動向－都市環境形成

に係る都市解析学、空間情報学および関連分野の応

用と展開－ 

伊藤 史子（首都大学東京都市環境科学研究科・教授） 

 

都市計画・都市解析分野の研究動向の中で、都市環境心

理・行動学、中でも移動履歴データ等に基づく時空間行動

分析に関して調査結果を述べる。 
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都市における人々の時空間行動を扱う分析・研究は古く

は人々の移動・交通のモデル化にさかのぼる。分布交通量

や経路選択問題等があげられ、ロジットモデルの応用によ

り都市の理論モデルの基礎として発展した。 

近年我が国では経路選択・移動行動意思決定のモデル化

として震災時の行動に大きな関心がもたれ、広く分析がさ

れるようになった。帰宅意思・帰宅行動モデルとこれを反

映した都市内滞留者分布、都市部の帰宅困難者推計などが

その例である。 

移動データの汎用化が進んでいるのも近年の大きな特

徴である。都市や地域などのある一定空間内で時々刻々と

変化する人々の居場所や移動を全体として捉えることの

試みであり、この背景として GPS搭載の携帯端末の普及な

ど移動データが大量にかつ比較的容易に取得可能となっ

たことがあげられよう。GPS データを用いる行動分析手法

としては、点（居場所）や線（移動）による可視化から始

まる。これは、時空間パスという滞在か所を XY平面、時間

経過を Z軸にとり行動を三次元表示する手法へと発展を遂

げ、多くの研究例がある。また滞在か所の点の密度可視化

をカーネル密度法により行うことで空間利用の特徴把握

を行う分析も多く見られる。これらは人の行動のみならず、

野生生物の生態観測などにも応用されている。移動行動の

分析についても、SAM という遺伝子配列分析に用いられる

手法を援用した時空間行動の詳細な記録による行動類型

化など新しい研究手法開発がなされつつある。 

今後は、人々が身に付ける GPS 搭載端末の普及により、

移動の位置・時間データの大量蓄積が進み、ビッグデータ

としての分析はさらに幅広い分野へ広がっていくであろ

う。学術的な重要性が高まることは勿論であるが、データ

利用の倫理などについてもより高度な検討が必要になっ

ていくと考えられる。 

 

 

材料工学分野（無機材料・物性/構造・機能材料）に

関する学術研究動向 ～脆性材料の変形・破壊機構

と材料設計の新たな展開～ 

松田 厚範（豊橋技術科学大学大学院工学研究科・教授） 

 

セラミックスやガラスは、力学特性、特に強度が要求さ

れる材料であるが、破断に至るまでの歪が小さい典型的な

脆性材料でもある。そのため、材料内の化学結合や結晶構

造、欠陥の制御、あるいは複合化により、靭性や可塑性を

付与する試みが行われている。また、材料の変形・破壊機

構を議論する上で、力学物性の測定技術は非常に重要であ

るが、最近注目をされている顕微インデンテーション計測

装置では、圧子圧入荷重・圧入深さの計測と同時に各圧入

深さでの圧子/材料表面間接触面積を計測することができ

る。これによって、材料のミクロ・ナノ領域における力学

物性を定量評価することが可能になりつつある。 

 近年の研究の潮流として、無機材料と有機材料の複合化

による力学特性の制御が、重要なテーマとして挙げられる。

中でも、生体模倣材料は現在最もホットな研究領域の一つ

である。歯や骨、軟体動物の殻などは、硬さ、強度、柔軟

性、耐久性などを兼ね備えた従来の工業材料には見られな

い力学特性を有する。生体材料は、有機物が特定の鉱物質

を多く取り込んでいることによって、硬さと強度を保って

いるが、同時に入り組んだナノ・マイクロ構造と比較的弱

く結合した界面を多く有することが、クラックの進展を制

御し、柔軟性や耐久性を保証する場合が多い。他にも、脆

性材料と塑性材料の多層構造を作製することで、大きな強

度と引っ張りに対する柔軟性を付与した例が報告されて

いる。ここでは、特に脆性材料と塑性材料の界面における

局所的な歪みの伝達が延伸性を実現しており、さらなるマ

イクロストラクチャーの制御によって、力学特性を自在に

制御できる可能性を示している。 

 ごく最近、通常変形することが不可能に近いダイアモン

ドを用いた、300nm程度の完全塑性針の作製が報告された。

この超高硬度と完全塑性の共存は、マイクロスケール以上

のダイアモンドと比較した際の、欠陥量の低さと表面の滑

らかさに起因することが計算により示されている。この発

見により、ダイアモンドの新たな応用先が多数開拓される

ことが期待される。また、セラミックス分野で注目される

研究として、”高硬度と高靱性を両立したセラミックス“が

挙げられる。シリカを高圧処理することで作製した多結晶

Stishoviteは、高硬度、高靱性を両立した優れた力学特性

を示すようになる。 

実施した調査では「脆性材料の変形・破壊機構と材料設

計」に関する関心が近年高まっていると判断された。これ

までの構造材料研究者の研究分野がバルク体からコーテ

ィング、３D 造形などへ展開されている。脆性材料へ靱性

あるいは塑性変形能などを付与するための材料設計の指

針が求められているといえる。 
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化工物性・移動操作・単位操作分野に関する学術研

究動向 －分離の科学と工学の新展開－ 

都留 稔了（広島大学大学院工学研究科・教授） 

 

分離は，化学プロセなどの化学工学およびその関連分野

のみならず，バイオ産業，半導体産業などすべての工業プ

ロセスで重要な役割を果たしている。さらに，廃水処理・

浄化のような環境問題に対しても，分離技術はキーテクノ

ロジーとなっている。Nature（532(2016)435）に“Seven 

Chemical separations to change the world”として，米

国のエネルギー消費の 32%が産業部門であり，そのうち約

50%が分離によること，さらにその 80%が蒸留などの熱エネ

ルギー利用型分離法が占めているが，90%以上の省エネル

ギーが膜分離法で可能であることが指摘された。 

 分離膜には，材料科学，物理化学，輸送現象，プロセス

工学など様々なアプローチが可能である。新規材料として

は，2 次元材料として注目されているグラフェン，規則構

造体の有機金属構造体（MOF)，生体模倣材料（Biomimetic 

and Bioinspired Membranes）利用膜およびハイブリッド

膜，またそれらの薄膜製膜技術が大きな研究トレンドとな

っている。また，応用分野としては，水処理が主流ではあ

るが，ガス分離 （主として CO2）に関する研究発表が多く，

サスティナブル社会構築に分離技術の進歩は極めて重要

である。 

 分 離 精 製 技 術 の 新 し い ト レ ン ド は Process 

Intensification である。日本語ではプロセス強化と訳さ

れているが，プロセス複合化により，持続的社会構築のた

めに高効率・省エネルギー・省資源プロセスを目的とする

ものである。その典型例が触媒反応と膜分離を組み合わせ

た膜反応器である。ゼオライト膜，炭素膜，シリカ膜など

の多孔質膜の進展に伴い，多孔質膜を用いた膜反応器の研

究が活性化している。特に，水素製造のみならず，シェー

ルガス革命に対応するようにアルカン類からのプロピレ

ンや芳香族製造，メタノールからの DME製造などへの展開

が注目された。今後の日本の化学産業の進むべき方向がプ

ロセス強化であることを考えると，日本での膜反応器の研

究活性化が必要不可欠であると考えられる。 

 

 

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

型の資源を探査するための研究開発は国内では低調であ

る。特に炭化水素資源開発の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度は高い。

世界においては，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。参加者数千名以

上を数える国内外開催学会として，国内の日本地球惑星科

学連合（ 5 月），国外の European Association of 

Geoscientists and Engineers（フランス，6 月）及び

Society of Exploration Geophysicists（米国，10月），

そして今年度は発展の著しい東南アジアの Ocean 

Technology Conference Asia（Iマレーシア，3月）という

学会に参加し，本調査を目的とする展示を昨年度に引き続

き実施した。こうした学会参加により技術・研究動向の把

握を図るだけでなく，若手研究者の育成やキャリアパスに

ついて調査を行うことができた。低価格で推移する石油価

格の影響により，人員削減，研究開発費の抑制，CAPEX や

OPEX双方の抑制はさらに進行し，十分な研究開発費が得ら

れないという状況にある。しかし，大学，研究機関，民間

企業における若手研究者育成の必要性は十分に認識され

ているだけでなく，特に東南アジアの大学院生や技術者の

本学問分野への向学心が年々高まる状況にある。今後の人

材育成の対象となる若手研究者は，先進国からアジア・ア

フリカなど開発途上国からの優秀な若手人材に移行して

いく可能性が高い。欧米の学会は教育に大きな役割を負い，

既に東アジアから東南アジアや南アジアにその対象を絞

っており，今後この移行の傾向が強まることが想定される。

わが国の国際的な立ち位置を考慮する場合，省エネルギー

や蓄エネルギーなどの我が国の得意分野で貢献が求めら

れて行くことになると強く感じられた。 

 

 

原子力学分野に関する学術研究動向―安全性向上に

向けた研究の取り組み― 

越塚 誠一（東京大学大学院工学系研究科・教授） 
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原子力学分野は、原子炉物理、原子炉設計、原子力計測、

熱流動、構造、安全工学、原子力材料、放射線化学、燃料

サイクル、バックエンド、ビーム科学、放射線の健康や環

境への影響、社会科学など、非常に幅広い領域から構成さ

れている。2011年に発生した福島第一原子力発電所の事故

の教訓として、巨大複雑系システムである原子力発電プラ

ントの安全を確保するための俯瞰的な視点を有する総合

工学的な取組が重要である。 

福島原発事故後という観点から原子力学の 2017 年度に

おける学術動向をまとめる。まず第１に、外的事象に係る

研究が引き続き盛んである。耐震では、これまでの簡易的

な解析に加えて、地盤と建屋の連成を考慮した３次元大規

模耐震解析の研究が行われるようになってきた。津波や内

部溢水については、浮遊物を考慮した評価手法が研究され

ている。第２にリスク評価に係る研究が挙げられる。断層

変位のリスクを定量的に評価できるようになりつつある。

また、規制当局による検査制度の見直しが始まり、これま

での規制当局が主体となる検査から事業者が主体となる

検査に大きく制度が変わる。この見直しでは、リスク重要

度に従った科学的に合理的な検査が柔軟に行えるように

なると期待されており、リスク評価技術への期待がますま

す高まっている。第３に過酷事故の研究が活発である。特

に、過酷事故解析コードを用いた福島第一原子力発電所の

シミュレーションでは、福島原発事故後、数日までの原子

炉の挙動について、観測データと過酷事故解析とのつきあ

わせによる現象の推定が行われており、福島原発事故にお

ける過酷事故進展に関する知見がさらに深まっている。第

４に福島第一原発の廃炉および汚染地域の除染に関する

研究である。廃炉に関しては、高放射線環境で作業を行う

ロボットの研究開発、ミュオンによる透視、環境中での放

射性セシウムの挙動の研究などが行われている。こうした

研究では専門を広く集めることが重要になっている。 

 

 

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） 

 

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，

本年度は、遷移金属カルコゲナイド(TMD)関連が非常に多

く 207件、続いて、表面物理 82件、相転移 81件、時間分

解関連 79件、新規デバイス関連 79件、スピン関連 60件、

分子伝導 59 件、光学的な計測や制御との組み合わせが 57

件、バイオ関連 42 件、THz 関連 33 件であった。TMD 関連

の増加は、新奇デバイスの件数とあわせて、実デバイス・

材料開発への期待が感じられる。応用物理学会の関連分野

（薄膜表面等）における講演大会（2017 年秋/2018 年春）

では、スピン関連 114/152、ナノカーボン 102/109件、THz

関係 48/53件、グラフェン 47/43件、ラマン 35/45件、表

面物理 36/33件、有機太陽電池 124/116件、化合物太陽電

池 62/47 件、Si太陽電池 79/56件、また、有機 EL或いは

トランジスタが 77/96件見られ、相変わらず太陽電池関連

の多さが注目に値する。生命・医工学関連も 62/97件と底

堅い。表面科学会と真空学会が共催する 2017 年度講演大

会では、表面物性 23 件、表面反応 8 件、表面構造 14 件、

低次元・ナノ物質に関して 23 件、ソフトマター12 件、環

境・エネルギー材料・その他が 16件、真空 29件であった。

応用物理学会主催の ICSPM (International Colloquium on 

Scanning Probe Microscopy)は，同分野に関連する国内の

研究者が一堂に会する会議であり、2017 年 12 月 7 日〜9

日、静岡県の伊豆熱川で開催された。参加者は 142名で海

外からの研究者が 20名、関連会社 10社が参加し先端の研

究を共有するとともに交流を深めた。若手育成の為，ポス

ター賞を実施し 4名が表彰された。次回は、同じく応用物

理学会主催の ACSIN14 との共催で、2018 年 10 月、仙台で

の開催が予定されている。 

 

 

用物理学分野に関する学術研究動向 −応用物理学

における中性子とミュオンビームの活用− 

杉山 純（（株）豊田中央研究所 分析部 量子ビーム解析

研究室・主監） 

 

世界各国の多くの中性子施設（PSI, ISIS, SNS, J-PARC, 

ESS）と全てのミュオン施設（TRIUMF, PSI, ISIS, J-PARC, 

RCNP）は、加速した陽子を標的に入射させてビームを発生

させる。加速器施設の運転と維持には多額の国費が投入さ

れているので、各施設には学術的のみならず実用上の成果

の創出が強く望まれている。 

札幌で 6/25-30 に開催された第 14 回ミュオンスピン回

転緩和共鳴国際会議（μSR2017）では、超伝導・磁性・ス

ピントロニクス・水素等の物性解析の報告が多かった。ま

た、電池材料中のイオン拡散・光触媒の水素捕獲位置の同
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定・負ミュオンによる電池内軽元素（Li）分析・ミュオン

照射による回路誤動作解析等への応用が報告された。さら

に、ミュオンと類似のスピン偏極ビーム 8Liを用いた、電

池界面のイオン空乏層に関する報告もあった。正ミュオン

は物質中では軽い陽子として振舞うので、水素の関与する

反応（上述の触媒や水素貯蔵材料等）の解析に有用で、さ

らなる発展が期待される。またイオン拡散解析では、Mg2+

や I-と言った従来の常識では測定が不可能と思われる例

に対しても報告があった。表面・界面の解析への展開のみ

ならず、バルク材料に関してもさらに応用範囲が拡大して

いた。 

米国の核破砕型中性子施設は順調に稼働しており、パワ

ー増強と第２標的計画が着々と進んでいる。それらの計画

が実現後にミュオン施設を建設する予定で、技術調査が続

けられている。一方、欧州の核破砕型中性子施設の建設は、

安全基準変更の影響で２年遅れである。ミュオン施設の建

設については、現状では具体的な動きはなかった。 

 

 

結晶工学、応用物理学一般分野に関する学術研究動

向 ―ワイドギャップ半導体および物性計測の新た

な潮流と展開― 

福山 博之（東北大学多元物質科学研究所・教授） 

 

ワイドギャップ半導体分野 

SiC は，大口径の単結晶ウェハが入手可能であり，単結

晶上にホモエピタキシャル成長が可能であるため，縦型パ

ワーデバイスの作製が可能であり，エアコン，エレベータ，

電車等に実装されている．今後の課題として，SiC の基礎

物性，結晶成長，デバイス界面の制御技術などが挙げられ

る． GaNは SiCとならんでパワー半導体材料として注目さ

れている材料である．Si 基板上に GaN を積層した横型の

GaN 電界効果トランジスタはすでに実用化の段階にあるが，

大電流・高耐圧に向けたデバイスを考えた場合には，GaN基

板上に GaNを積層した縦型構造のデバイスの実現が望まれ，

低転位密度でかつ安価な大口径 GaN基板の製造プロセス開

発が課題となっている．デバイスの信頼性の観点からは，

パワーデバイス製造技術における絶縁膜材料に関する課

題も重要であり，酸化膜形成過程における反応素過程の理

解と界面制御に関する研究も行われている． 

マテリアルズインフォマティクスに関する我が国の動

向として，2014 年 SIP 革新的構造材料研究開発や 2015 年

物質材料研究開発機構（NIMS）を拠点とした情報統合型物

質・材料開発イニシアティブが挙げられる．同手法は新物

質・新材料の探索を目的とし，第一原理計算にマルチフィ

ジクス・シミュレーションやデータ科学を組み合わせた手

法について研究されている． 

物性計測分野 

近年，金属用３次元積層造形技術（３D プリンタ）の開

発が急速に進められている．重要な課題の一つに溶融・凝

固プロセスの解明とシミュレーション開発があり，３D プ

リンタで扱う溶融合金の種々の熱物性値が必要とされて

いる．例えば加熱部分の溶融プールの形状は溶融部のマラ

ンゴニ対流に大きく左右されるため，表面張力の温度依存

性が必要である．また，凝固速度を計算するには，熱伝導

率，密度，比熱，凝固潜熱など種々の熱物性値が必要であ

る．また，局所加熱部の蒸発速度も重要なパラメータであ

り，常圧下と真空化におけるデータが必要である．  

福島の原子力発電所事故における機構解明やナトリウ

ム冷却高速炉の炉心損傷事故対策のために，炉心部で溶融

した燃料・構造材・制御材の混合物質の熱物性を評価する

ことは重要である．特に，制御材（B4C）と構造材（ステン

レス鋼）が高温で反応することにより生じる高温融体の熱

物性データは皆無であるとの観点から，新規にデータを取

得する試みがなされている．  

 

 

情報学基礎理論及び計算機システム分野に関する学

術研究動向 – ディペンダブルコンピューティング

のための情報学基礎理論と計算機システム分野にお

ける新たな展開 

井上 美智子（奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究

科・教授） 

 

本調査研究では、ディペンダブルコンピューティグに関

する実践的なアプローチと理論的アプローチの双方に関

する学術動向の調査を行なった。システムを実際に設計・

開発・運用し評価する実践的アプローチとして、LSI のデ

ィペンダビリティ、システムを数学的にモデル化し計算理

論に基づき設計・解析・評価を行う理論的アプローチとし

て、分散システムのディペンダビリティに関する調査を行

なった。両分野において、３つの国際会議と３つの国内学

会に参加し研究成果を発表するとともに、最近の研究動向

の調査を行なった。 
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LSI の設計とテストに関する研究分野では、機械学習を

適用し、LSI の品質や製造・テストコストに関わる課題を

解決する試みがなされていることがわかった。また、ニュ

ーロモルフィックコンピュータなど、機械学習アルゴリズ

ムのハードウェア化に関する研究がなされており、そのデ

ィペンダビリティに関する研究も始まっている。 

分散システムに関する理論研究の分野では、現実の問題

へより適用可能なモデルでの理論が行われている。計算機

ネットワークに関するアルゴリズムの研究では、これまで

の完全非同期を仮定したモデルから、ある程度の同期性を

考えたモデルでのアルゴリムの研究が行われている。また、

モバイルロボットや分子ロボットなど、群ロボットに対す

る協調問題解法など、計算機ネットワークを超えた新しい

問題への取り組みが行われており、この分野でも、ロボッ

トのサイズや不透明性の仮定など、より現実的なモデルで

のアルゴリズムの議論がなされていることがわかった。 

 

 

生命・健康・医療情報学分野に関する学術研究動向 

－情報学と生命・健康・医療分野の境界領域におけ

る新たな展開－ 

松田 秀雄（大阪大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

生命・健康・医療情報学分野に関する学術研究動向の中

で、情報学と生命・健康・医療分野の境界領域における新

たな研究分野の動向調査や、国内外の最新の研究成果や注

目すべき研究テーマについて動向調査を行った。近年の傾

向として、ビッグデータ関連技術や、深層学習等の機械学

習技術を応用した新たな展開が注目されている。 

ビッグデータ関連技術の開発で、代表的な動きに、米国

NIHの推進する BD2K (Big Data to Knowledge)や欧州で進

めている ELIXIR がある。BD2K はその名の通り、ビッグデ

ータからの知識の発見に向けて、機械学習の研究開発に注

力しており、がんの個別化医療や大量の生命科学文献テキ

ストからの生物学的な関係性の抽出などの研究成果が得

られつつある。また、ELIXIRでは主に生命科学分野のデー

タを利用するためのデータ基盤の構築と、医療等への応用

に向けた取り組みが進められている。最近の動向として、

研究データ利活用に対する基本原則として FAIR 

(Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)とい

う原則が提唱されている。米国や欧州では、FAIR原則の下

でデータの相互利用の取り組みが加速しつつあり、日本で

も早急に対応をする必要があると考える。 

研究データの大規模化・多様化に伴い、深層学習等の機

械学習技術の応用も盛んに行われている。対象となるのは、

文献等の文書テキストデータと顕微鏡や医療機器からの

画像データが中心であるが、最近は、生体分子間の機能的

な関係を表現したネットワーク等のグラフ構造データを

対象とする研究も出てきている。従来の機械学習法では個

別に設定が必要であった特徴量の選択が、深層学習では原

理的には自動化されることが期待でき、異種で多様なデー

タを統合して解析することが必要となるこの分野には非

常に有望な技術と考えられる。 

 

 

知覚情報処理分野に関する学術研究動向－メディア

情報の知的処理とその機能高度化に関する調査研究 

谷口 倫一郎（九州大学大学院システム情報科学研究院・

教授） 

 

知覚情報処理分野およびその関連分野の国際会議等に

参加すると共に，他の国際会議に出席した研究者と情報交

換を行った．知覚情報処理分野，特にコンピュータビジョ

ン，パターン認識，メディア情報処理においては深層学習

が広く使われるようになってきているが，深層学習の方法

論が細分化され（CNN（Convolution Neural Network），RNN

（Recurrent Neural Network），AutoEncoder，LSTM（Long 

Short-Term Memory）， GAN（ Generative Adversarial 

Network）等），それぞれの得意とする問題が明らかになっ

てきている．また，それぞれの手法についての改良に関す

る研究も盛んに行われている．知覚情報処理から少し範囲

を広げて，人工知能全般で見ると，深層学習以外の強化学

習など，いわゆる従来型の機械学習系の研究もまだ盛んに

行われている．深層学習で学習された知識構造は複雑なネ

ットワークの中に分散化されているため，その実態を明確

化することはまだ難しい面があり，そのことが，シンボリ

ックな機械学習研究の重要性を高めている側面もあると

考えられる． 

知覚情報処理の応用として社会的インパクトが大きい

ものは，ヒューマン・コンピュータ・インタラクション関

係で，特に近年は仮想現実（VR, Virtual Reality），拡張

現実（AR, Augmented Reality）が発展してきている．これ

らの分野では，実際の応用場面（教育，ナビゲーション，

社会システム等）での課題抽出や評価が進んでおり，シー
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ズベースだけでなく，ニーズベースの研究開発も進展して

いる．特に，心理学，社会学の観点からの研究も熱心に行

われている．Head Mount Display (HMD)などのデバイスが

安価で手軽に入手できるようになってきたため，ハイプサ

イクルでいえば，幻滅期を過ぎて回復期から安定期に向か

いつつある状況といえる．  

 

 

ナノマイクロシステム分野に関する学術研究動向 

   - ナノマイクロシステム分野の展開 

高村 禅（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究

科・教授） 

 

ナノマイクロシステム分野は比較的新しい学術研究分

野であるが、進展も早く、基礎的な研究内容も、応用的研

究内容も変化してきている。地域的格差も感じられ、欧米

地区では比較的実用化が進んでいるように感じられるが、

日本も含めアジア地区では基礎的な研究が多い。また、初

期のころは、ナノ材料の特性、流体制御や、新現象の解明、

あるいはそれらに必要な基礎的な技術開発に関する研究

が多かったが、昨今はそれらを使って、何を解決するか、

生命や医療の研究の具体的な一課題に取り組む様な研究

が目立ってきている。この先数年後の当該分野のトレンド

を予測するためには、これらの状況を、国内外、基礎と応

用の両面にわたって広く把握することは重要と考えられ

る。これらを背景として、本年度は、当該分野における代

表的な学会に参加し、その発表動向を調査した。 

特に、生命分野に関連した最も大きな国際会議である

The 21st International Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life Sciences （化学と生命

科学のための微小化システム国際会議）では、基礎技術的

な発表が減り、細胞応用の発表が増えるなど、よりアプリ

ケーション指向が進んでいることが分かる。セッション構

成も、 Cell Culture のような一般的なものから、

Angiogenesis / Vasculature といった、より具体的なもの

へ変化している。また、Exosome, Plants や Toxicityとい

うセッションの新設が目立ち、研究の対象が拡大、詳細化

していることが伺える。ポスタ発表で、発表件数の上位を

占 め て い る セ ッ シ ョ ン は 、 nucleic Acid 

Detection/Amplification（31件）、3D Culture/Tissues

（29件）、Electric & Electrochemical Sensors（28件)

となっており、これらの研究は引き続き盛んであることが

分かる。 

 

 

光工学・光量子科学分野に関する学術研究動向－光

工学・光科学における新たな潮流と展開－ 

笹木 敬司（北海道大学電子科学研究所・教授） 

 

本調査研究では、ナノ空間における光の特性を利用した

ナノ物質の計測・制御・操作に関する新しい研究領域につ

いて、１）ナノフォトニクス・プラズモニクス等の既存の

光工学・光科学研究領域の成果がどのような形で展開され

ているか、２）ナノ物質科学へのアプローチとして物性物

理・光化学・材料工学・表面科学・生物科学等との分野融

合研究がどのように展開しているか、３）将来の産業的イ

ノベーションに繋がる芽が出てきつつあるか、等の観点か

ら研究動向調査を実施した。 

プラズモニクス研究の進展は、回折限界を超えてナノサ

イズまで光を絞り込むことを可能にし、光と物質の相互作

用にブレイクスルーをもたらしている。金属の超微細加工

技術の進展も伴い、ナノ空間で自在に光電場をコントロー

ルする技術が確立しつつある一方、電磁場シミュレーショ

ン解析の進展は、様々なナノ形状の光電場分布を生成する

金属ナノ構造体を自在に設計することを可能としつつあ

る。これらの技術によって物質との相互作用を極めて増強

する効果が実証されつつあり、太陽電池、人工光合成、発

光デバイス、超高感度光センシング等への応用研究が急速

に進められている。しかしながら、ナノ空間における光電

場の振る舞い、プラズモン場の特性、それらが生み出す光

反応プロセス等のメカニズムは不明なところが数多く残

されており、技術開発と併せて学術的な研究の進展が次の

ステップとして強く求められる現状にある。さらに、最近

注目されている軌道角運動量を持つ光（光渦）をプラズモ

ニック構造体で局在化する研究が多数発表されている。光

の軌道角運動量がナノ空間で物質と相互作用することに

より、禁制遷移の励起や許容遷移の完全抑制など、選択則

を完全に打ち破る新規な光ダイナミクス制御の研究に展

開している。これまでの常識を超えた光物理現象や光反応

プロセスが実現できれば、高機能光デバイス、光エネルギ

ー変換材料、医療創薬の開発をはじめ様々な物質科学にお

いてブレイクスルーとなりうる新しい展開が期待される。 
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メカノバイオマテリアル、メカノメディシン分野に

関する学術研究動向 —生体医工学・生体材料学とメ

カノバイオロジーの融合領域における医療応用への

潮流— 

木戸秋 悟（九州大学先導物質化学研究所・教授） 

 

人間医工学分野における注目すべき新潮流でもあるメ

カノバイオロジーおよびメカノメディシン領域と、再生医

工学の基盤技術の一つであるバイオマテリアル領域との

融合研究領域、すなわちメカノバイオマテリアル研究の最

新動向について、昨年度に引き続き調査を行なった。メカ

ノバイオマテリアル研究に関する国内外の最新研究や注

目すべき研究などの動向においては、依然、幹細胞操作に

関わる材料設計の開発研究が欧米ばかりでなく、中国・韓

国・台湾にも広がりますます盛んとなっており、Nature系

列や Cell 系列の論文誌などでの報告がコンスタントにな

されている。粘弾性高分子材料、機能性ハイドロゲル、フ

ァイバーマトリックス、マイクロ流体デバイス等を活用す

る系における幹細胞操作技術の開発とともに、幹細胞自体

の細胞生物学基礎研究も拡充されつつあり、幹細胞ニッシ

ェの構築のバイオメミティックス研究との関わりもます

ます発展している。さらに、細胞集合体の自発的秩序構造

形成（オルガノイド）を誘導する環境設計にも、メカノバ

イオロジーを考慮したバイオマテリアルの活用が模索さ

れる研究も展開され、再生医学におけるメカノバイオロジ

ーの役割がさらに拡大しつつある。しかし一方で、医療展

開に向けたメカノバイオマテリアル面からの応用研究は

未だあまり多くはなく、むしろ基盤的研究にとどまってい

るものが多いように見受けられる。それら基盤的研究は原

理的に医療展開に結びつく可能性を強く有しており、今後

の動向には継続的に注視すべきものと思われる。 


