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工学系科学分野に関する学術振興方策及び学術動

向の調査研究 

藤野 陽三（東京大学工学系研究科 教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

工学系科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ともに，その内容を調査，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，平成 25 年度から実施が予定されている

科学研究費補助金の大幅改定に向け，そこで設定されている

「系・分野・分科・細目」の見直し，改定作業を中心に学術調査

を行った． 

特に，「総合理工学」を新設する検討の中で，分科「応用物

理・工学基礎」の扱いについて，関係者にサウンディングし，応

用物理の大部分を総合理工学に移すことが適切であるとの判

断に至った．また，工学基礎の中のかなりを占める計算力学，

数理工学の扱いについても関係学協会の関係者との議論を踏

まえ，また，この分野の高い将来性を鑑み，分科として独立させ

る案を提示した． 

また，現在，総合系にあるナノ関係の分科を総合理工学に移

すことについて，総合班，化学班，工学班の関係者と検討を重

ね，細目名，キーワードを変えた形で移行する案をまとめた． 

なお，「情報」「環境」を独立した分野とする方向の中で，従

来の工学の中の分科，細目のさらなる見直しを行い，一部，移

動させ，また多くの細目の内容の適切化について検討作業を

行った． 

科研の改定作業とは別に，科学研究費に申請資格のある研

究者，分野別，クラス別申請件数の変化，採択率，年齢別平均

研究費等について，データベースを利用して統計資料を整え，

分析を行った．その結果 1）科学研究費の採択率は性，年齢に

かかわらずほぼ一定で，極めて公平におこなわれていること，

2）科学研究費への応募は増加傾向にあり，特に法人化以後の

2005 年からは伸び率が高いこと，3）基盤 B への申請数が減少

していること．その一方で基盤Cへの申請数が増加していること

など 大学法人化以降の大学の研究環境に関連すると思われ

る現象がみられたこと などを明らかとなった． 

 

ナノフォトニクス技術を用いた光電融合分野に

関する学術振興方策及び学術動向の調査研究 

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 

AIP（米国物理学会）や IEEE（米国電気電子工学会）な

どの学術論文誌で最新動向を調査するだけでなく、次節に

挙げる国際会議および国内学会に出席し、光電融合分野に

おける最新の研究動向を調査を行った。 
2000 年以来、集積回路の個々の素子のスケールの小型化

と回路の動作周波数の高速化に限界が現れることが指摘さ

れ、動作周波数を上げずに CPU を複数化して分散処理させ

るマルチコアチップ化が既に実用化されているが、もう一

つの対策として、チップ内の信号伝達、特に高速かつ集積

回路の中では長距離とされるグローバル配線の代わりに光

配線を採り入れる研究が近年活発になっている。特に長年

のシリコン集積回路作製で培われたCMOS回路作製技術を

用いて、厚さ 200-300 nm、幅 400-500 nm 程度の断面サイズ

を有するシリコン細線を光導波路として用いるデバイスや

そのシステム応用を目指す研究分野は「シリコンフォトニ

クス」と呼ばれるようになり、国内・国外の会議で特別シ

ンポジウムや多くのセッションが構成されるようになって

いる。 
本調査報告では、最近の学術誌および国際会議に報告さ

れたトピックスの中で、①Si 細線光導波路（伝送損失 0.35 
dB/cm）、②SOI 基板上の機能光素子（30 GHz を超える光

検出器および光変調器、50 Gbit/s の信号変調可能な光変調

器）、③LSI 上光配線用レーザ（動作電流 0.35 mA の極微

共振器レーザ、20 Gbit/s の超高速変調可能で、1 ビットの光

パルスエネルギーが 8.8 fJ の超低消費電力動作可能なフォ

トニック結晶レーザ）に関する研究動向について概略をま

とめた。また、光関連の国際会議として広い分野の研究が

報告されている SPIE Photonics West Conference 2011（2011
年 1 月、米国 San Francisco）における関連分野の発表件数

について報告した。 
 

２． その他 

平成 25 年度科学研究費の係・分科・細目を更新するた

めの基礎調査・検討を行っている。係・分科・細目の名称

だけでなく、細目中のキーワードまでを検討している。 

 
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。これらの分野において、研究担当者自らが専門分野に

関する研究活動を通じ、上記研究分野に関する最新の学術動

向の情報を得て、整理した。本年度は、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は、ULSI（Ultra Large 

Scale Integrated Circuits）の高速・低消費電力化により推進

されている。この高性能化は、ULSI の構成要素デバイスで

あ る Si-MOSFET （ Metal-Oxide-Semiconductor 

Field-Effect-Transistor）の微細化により達成されてきた。し
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かし、微細化を進めてきた結果、ゲート絶縁膜におけるリーク

電流の増大やキャリアの移動速度の低下が原因となり、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、MOSFET 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) ゲート絶縁膜形成技術、

ii) ソース・ドレイン形成技術、iii) 低抵抗コンタクト形成技術、

iv) デバイス化技術、v) 基板技術、vi) ひずみ技術、に分類

できる。それぞれの課題に対して調査し、その結果を纏めた。 

それぞれの課題に対する進展は早い。特に、試作した

Ge-MOSFETに於いて、電子移動度 1920 cm2V-1s-1（対Si比：

2.5 倍）、正孔移動度 725 cm2V-1s-1（対Si比：3.5 倍）が昨年の

IEDMで東京大学のグループから報告された。これらは、面方

位(111)のGe基板の使用、界面欠陥終端化技術を駆使して得

られた結果である。これらの成果は、ゲート絶縁膜形成技術、

ソース・ドレイン形成技術の高度化により達成されたものであり、

Ge-MOSFETの潜在能力を引き出す技術が次第に明確化さ

れつつある。今後の移動度向上に向けた取り組みに期待した

い。 

 

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  

【a】応用物理分野と他分野との横断性の調査 

応用物理学で取り扱われる研究課題は、その名前が表わすよう

に多くの科学分野を結び付けたものが多い。ただ、定量的にこ

のことを調べることは少なく、また他分野で研究されているもの

との類似性のようなものも、学会が異なる、発表雑誌が異なった

りすると、よく把握されていないことが多かった。そのため、我が

国の応用物理分野の学問領域の横断性を明らかにするため

に、最近６年間で科研費に採択された研究課題の中身を精査

し、そのオーバーラップを定量的にまとめることを行った。 

 

※レーザー関連研究の研究課題と科研費分野での分布 

 

例えば、レーザーは、いまや多くの科学分野で使われるツー

ルとなっているが、それをキーワードに持つ課題の中を「計

測」、「Laser 開発」、「光制御」、「単純ユーザー」としてわけ、科

研費細目表の分科・細目別にまとめたものが以下※のようにな

る。 

この表を見ても分かるように、レーザーは多くの分野で

レーザーそのもの（光源開発として）研究され、計測に関

しも OCT、散乱計測、吸収・透過計測などに分ければ共通

分野ができる程、工学・数物・化学に広がっていることが

定量的に示せるようになった。 

 

【b】SPIE主催 Photonic West 会議に参加 

この会議は、純粋な科学研究と言うよりは、レーザー科学、

その応用科学の国力を比較されるような会議であり、大学、

研究機関の研究者だけでなく、多くの企業製品開発者から

の講演があり、展示もその主旨にのり行われる。米国サン

フランシスコで開催されたこの会議に参加し、我が国には

足らない部分が多く存在することを痛感した。例えば、レ

ーザー技術と言った場合にサイエンスフロンティアの技術

は、研究所、大学にあるが、それが使われる、利用される

段階では企業での開発という信頼性を加える必要がある

が、そこは、我が国ではシームレスにつながっているとは

思えない。それは大学と企業の科学分野における意識の差

も影響していると思うが、学会レベルでこのような広がり

が起きないと、なかなかレーザー技術の分野で我が国がイ

ニシアティブを取り続けるのは難しいと感じる。特にヨー

ロッパなどでは国単位で展示会ブースがあり、その中で部

品、システム、要素技術などを扱っている企業、研究所、

大学が合わせてアピールしていることなどを見ると、この

マーケットをとるためにはチームを上手く作る方法が必要

になってくる。もちろん、我が国でも NEDOや他の省庁のプ

ログラムで大学-企業間の共同開発を推進しているものが

あるが、欧米のものに比べ遅れをとっている感じがした。 

  

計測 
 

Laser 開発 光による制御 Laser User 

total 269 Total 94 Total 79 total 380 

物理化学 24 応用光学・量子光工学 26 原子・分子・量子エレクトロニクス 24 
 

 熱工学 18 電子デバイス・電子機器 15 物理化学 14 
 

 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 15 電子・電気材料工学 9 応用光学・量子光工学 11 
 

 知覚情報処理・知能ロボティクス 9 原子・分子・量子エレクトロニクス 8 物性 1 5 
 

 流体工学 9 応用物性・結晶工学 7 機械力学・制御 3 
 

 神経解剖学・神経病理学 8 応用物理学一般 3 電子デバイス・電子機器 3 
 

 応用光学・量子光工学 7 機能材料・デバイス 3 応用物性・結晶工学 2 
 

 環境動態解析 7 通信・ネットワーク工学 3 高分子・繊維材料 2 
 

 
分析化学 7 無機材料・物性 3 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物

理 
2 

 

 機械材料・材料力学 6 エネルギー学 2 無機材料・物性 2 
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工学系科学に関する学術動向の調査・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 

 熱工学・エネルギー分野における新しい研究のトレンドとして，

新奇なナノ材料やナノスケール現象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方向が進んでいる．本調査

研究においては，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・研究した．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

特有の優れた熱伝導率や機械的強度が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． 

 すでに，有機太陽電池においては，電子ドナー分子として

のフラーレン誘導体(PCBM など）の利用が標準的となっており，

実用化に向けた塗布や印刷技術の取り組みが進むとともに，

より高い変換効率が期待されるフラーレン誘導体の開発など

の基礎的な研究も飛躍的に進んでいる．さらに，カーボンナノ

チューブとフラーレン誘導体のハイブリット構造の試みやカー

ボンナノチューブに酸化チタン粒子を担持することで，界面構

造を制御した有機太陽電池などの提案も盛んである． 

 一方，透明導電膜や燃料電池の電極としてのカーボンナノ

チューブネットワーク構造の利用についても研究が進んでおり，

カーボンナノチューブの種類と共に最適ネットワーク構造の合

成法などについての研究も進んでいる．一方，カーボンナノチ

ューブがネットワークとなった材料の熱伝導率や電気伝導特

性などの特性は，個々のカーボンナノチューブの物性，カー

ボンナノチューブ表面状態，ネットワーク構造などの影響をう

け，理論的な予測が容易ではない．たとえば，ネットワーク構

造体の熱伝導特性は，個々のカーボンナノチューブの熱伝導

率よりも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ことが明らかとなっている．実用的

な特性を評価できるような理論的なブレークスルーが望まれ

る． 

 グラフェンについては，合成技術の進展が急激であり，CVD

法などで実用的なサイズでの材料が実現している．現在のとこ

ろは，新奇の電子デバイスを目指した物理実験が主流である

が，透明導電膜などの工学的な応用に向けた研究も進んでい

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スマート介護ステーションを構築中であ

るが，その要素技術は世界各国で研究開発されている。本調

査では，北欧の著名な医療福祉介護の施設やロボット研究の

機関を訪問し，介護・リハビリロボットやスマート介護ステーショ

ンの最新の研究動向を調査すとともに，ロボットセンターを訪問

する人々から介護ロボットに対するヒアリング調査をした。北欧

の主な訪問先での調査概要を示す。 

（１）アレクサンドラ科学センター（デンマーク・オーフス）  

国と企業の資金により運営を行う非営利組織であり，IT 技術を

専門とし，病院・工場との共同 

研究を実施している。 

（２）リハビリテーション専門サービスセンター（デンマーク・オ

ーゼンセ）  

メーカ，疾患などを問わず，リハビリテーション機器に関する説

明，アドバイス，検証実験，開発などを行う組織であり，情報技

術，機械加工，PT，OT などの様々な専門家により構成されて

いる。 

（３）デンマーク技術研究所（デンマーク・オーゼンセ）  

国の資金により運営される非営利な研究機関であり，医療（福

祉，薬剤）や製造業などをさまざまな分野において企業など共

同研究を行っている。遠隔地の患者のバイタルサインを計測

するシステムなど研究している。 

（４）スベンボーケアセンター（デンマーク・スベンボー） 

高齢者ケアのための電子管理システム「CARE」を開発してい

る。町全体の医療従事者により一人のケアプランが形成される

ようである。 

（５）Exact Dynamics（オランダ） 

 電動車いすに搭載し，モノを取る補助をするアームを開発し

ている。日本にも販売店がある。 

北欧は福祉王国といわれるように，福祉・介護のサービスやシ

ステムが充実していた。 

介護ロボットの活用については積極的であった。ただし介護ロ

ボットの開発は遅れており,いいものがあればぜひ使いたいとい

う機運が強く，日本にぜひ紹介してほしいというリクエストがあっ

た。 

 著者の大学にロボットセンターができ 1 年経過するが,この 1

年間に数十以上の医療機関，研究者のグループが訪問され

た。「いつでも，どこでも，だれでも,すぐに」使え,そして，介護人

や非介護人に「快適で，やさしく，使いやすい」介護ロボットを

開発してほしという要望が強かった。 

 今回の調査研究は現場をじっくり見ることができ,そしてヒアリ

ングをすることで現場の要求が良くわかった。この調査研究の

結果をもとに研究が飛躍的に進展するのではないかという期待

が膨れ上がり，今後も一層精進していきたい。 

 

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工学研究科・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



 4 

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。 

 

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・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。特に、核融合研究分野における社会的受容性向上を目指

した研究が進められており、レーザー核融合と原子力をリンクさ

せた概念の研究が、米国を中心に展開されつつある。すなわ

ち、従来のハイブリッド炉では、核融合炉で発生する中性子を

利用して核燃料の増殖を行い、その燃料を原子力発電所で使

用するという方式であったのに対し、レーザー核融合炉で発生

する中性子によって核燃料を臨界にし、核融合核反応量を調

整することによって長期に渡り核分裂反応を維持するという概

念である。 

 また、音響や電磁気、放射線等を用いた従来技術に関する

各種研究の成果は、数値シミュレーションの援用も含めて産業

応用が着実に進められており、学術レベルでは、従来用いられ

ることのなかった物理現象の利用、もしくは複数の物理現象の

融合利用に関するものが近年多く報告されるようになってきた。

前者の例としてはマイクロ波、ミリ波、テラヘルツ波等の高周波

電磁場の利用による各種材料評価及びイメージングが、後者

の例としては渦電流や超音波による発熱を利用したサーモグラ

フィ等が挙げられる。いずれも現時点では産業応用は極めて限

定的であるが、今後これらの分野における更なる研究開発が進

むことにより構造物の信頼性の評価、及び各種新素材の評価・

分析技術のための新たな技術が生み出されるものと期待され

る。 

 さらに、航空宇宙工学分野では、高精度予測技術のための

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を構築し、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

への展開が図られようとしている。 

 

電子デバイス分野に関する学術動向の調査研究 

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 

電子工学のトピックスについて、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、あるいはそれらの学会が発行する学術誌

等による調査を行った。また、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。 

電子工学分野での現在のキーワードは、グリーン ITである。

平成 19 年のグリーン IT イニシアティブの資料によると、情報機

器が消費する電力の総量は 2025 年には 2400 億 kWh に達す

る。これは 2006 年の 5 倍、当時の総発電量の 20％に相当す

る。産業界が情報ネットワークの広帯域化をますます望む一方

で、国民はその恩恵を受けつつ、地球温暖化に対する危機感

を高めている。このことが、グリーン IT 技術研究の推進力となっ

ている。 

CMOS 集積回路は、微細化・高密度化を進めることで高機

能化を達成、その価値を高めてきた。しかし、高密度化に伴う

発熱密度が空冷による冷却能力を超えてしまうこと、本来不要

なリーク電流による電力消費が無視できない程度にまで増加す

るなど、これまでにない数々の問題を抱えている。現在は、材

料、デバイス構造、回路構成法、システム構成法といったあらゆ

る観点から低消費電力化が進められている。 

CMOS 以外の低消費電力デバイスも活発に研究がなされて

いる。その代表格は、スピンデバイス、そしてナノチューブやグ

ラフェンに代表されるカーボン系材料である。新しい物理現象
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を発見するなど両分野における日本の研究水準は非常に高

い。すでに実用化も始まっており、日本が先導できる主要な分

野となっている。 

本来低消費電力である超伝導デジタル回路ですら、さらな

る低消費電力化を目指した研究が盛んになされるようになっ

た。すでに従来の 1/100 の消費電力が実証されており、CMOS

に比べ遅延・エネルギー積で 6 桁の優位性を示すようになって

いる。 

 

電気電子分野に関する学術動向の調査研究 

小林 尚登（法政大学・教授） 

 

１．調査研究活動の概要 

電気電子工学分野は実学としての側面を多く持つものである。

また、基礎研究、応用研究さらに実用化研究までの期間、実

際の製品として利用され、さらに過去の技術として忘れ去られ

るまでの期間が極めて短い。一方、一般のユーザにとっては

電気電子技術の発展がユーザの適応速度を超えているという

側面もある。この観点から、本調査研究では人々に生活に着

実に貢献する応用研究のなかで将来展開が日本で期待でき

るものの調査を行った。 

 

音に関する研究 

現在の電気電子機器の操作は視覚情報中心となっている。人

間は原始時代より全ての感覚器を利用して生活してきており

視覚情報への過度の依存は不自然である。この分野で二つ

の興味深いものがあった。ひとつは腹腔内のロボット手術や顕

微鏡下の微細作業などで実際の音を聞くことができない（存在

しない）ものに対して、予測される音を人工的に作り上げて操

作と連動して作業者に供給することにより作業性を向上させる

研究である。もうひとつは、電気電子機器が発する無機質な雑

音に新しい人工音を加えることにより、人間にとってより自然な

音に変える研究である。 

 

住環境に関する研究 

住居には電気電子機器が製品という形で導入されているが、

住居全体をひとつの電気電子機器として考え人々により良い

生活環境を提供するという研究が行われている。住居全体を

ひとつの電気電子機器と見立てて、その性能を高める研究は

今の日本にとって極めて重要である。第１は住居内の環境、

すなわち温度、湿度、空気清浄度、音に関するものである。第

２は住環境のエネルギー制御の問題である。第３は住宅内の

移動と作業の問題である。例えば住居内の車椅子の開発研

究、車椅子で可能な作業空間の設計等々である。第 4 は健康

モニターに関するものである。居住する人間の健康管理が意

識的ではなく自動的に住居が行う、invisible monitoring （見え

ない監視）でかつプライバシーに考慮したものが必要である。 

人間の本質は有史以来あまり変わらないが、電気電子分野の

研究成果は日進月歩の発展を遂げておりギャップが拡大して

いる。それ故、ユーザとしての人間の立場に立って、科学技術

の研究成果を役に立つ形で人々の生活に供する研究が今こそ

必要である。数多くの分野が横断的に協力することにより人々

の生活向上に資する研究が重要となる。 

 

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およびそれにより発生し

た津波により未曾有の東日本大震災が起き，関東

地方から東北地方にわたる広範な地域で多くの尊い

人命が失われ，社会基盤施設には甚大な被害が生

じた．我が国では来るべき東海地震，東南海・南海地震な

どのプレート境界型の巨大地震の襲来に備え，地震防災分野

での土木工学が果たすべき役割が問われている．特に津波

被害に関しては国内外で得られた被災経験を踏まえ津波評

価技術の向上や時間や場所など状況に即した避難方法の提

案が求められる．これらに関連する研究はこれまでも行われて

きてはいるが，今後は精力的に推進する必要があると考えら

れる．また，これらの研究成果は低年次からの防災教育に大

いに活用されるべきであり，研究成果の活用促進のための努

力も必要不可欠と考えられる．一方で，高度経済成長期

を中心に大量の社会基盤施設が整備されてきたが，

これらの施設が建設後 50 年を迎え老朽化が急速に

進行している．少子・高齢化社会を迎える中で安

全・安心な社会の実現には社会基盤施設の維持・

管理に関する研究の位置づけはこれまでどおり重要

であり，関連する研究は着実に推進していく必要が

あると考えられる．上記の地震をはじめとする自然災

害に関わる防災分野および社会基盤施設の運用に

関わる維持・管理分野および環境分野など土木工

学に関わる全ての分野は相互に密接に関係しており，

リスクマネジメントの合理的な導入が求められている．

しかし，リスクマネジメントの範疇に含まれると考えられる課

題は多種多様であり，リスクマネジメントという道具を社会基盤

施設の運用に活用する際の体系化が十分には成されていな

いと考えられる．従って，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土木工学分野ではリスクマネジメントの実

践的研究を推進し，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 

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
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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。 

 前述の３つの学術会議で取りあげられているテーマをみると、

ストックの活用・再生に関わるものが目立つ。高度経済成長期

に大量供給された集合住宅を中心として住宅ストックの活用・

再生が住宅系研究の重要なテーマになっている。全面建て替

えという方法の問題点や限界が指摘され、団地再生やコンバー

ジョン等の新しい手法が注目されるなど、住宅ストックの活用・

再生の方向性の転換に関する議論が活発に行われている。 

 住宅ストックの活用・再生に関する研究動向を探るため、日本

建築学会大会の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、敷地レベルから地域レベルへの拡大、狭小住宅への対

応にはじまり高齢者対応・環境問題に至るまでの課題の変遷、

行政主導の再生から居住者参加による再生への進展、支援シ

ステムの重要性の認識が主な研究動向の特徴であることが明ら

かになった。さらに「改修」「リフォーム」「建て替え」「再生」等の

キーワードが含まれたものを取りあげてみると、①戸建住宅の

増改築、②公共賃貸集合住宅の増改築、③公共賃貸集合住

宅の建替え、④分譲集合住宅の建替え、⑤複数タイプの増改

築の５つの類型に分けることができた。 

 これに関連して、集合住宅先進国であるイギリス・フランスの

実態を、文献・資料収集、及び、ロンドンの公営住宅団地の再

生事例（7 件）、パリの高経年社会住宅の再生事例（4 件）の現

地調査を通じて明らかにした。 

 

材料工学分野に関する学術動向の調査研究 

東 健司（大阪府立大学大学院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要など 

日本金属学会を初めとする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。その結果、国内での発表件数が

多く活発な研究課題はバイオ材料、原子力関連材料、金属ガ

ラス、マグネシウム合金、水素関連材料であることが分かった。

ただし、原子力関連材料については福島第一原子力発電所

の事故を受けて、世界中で原発の安全問題について考える

機運が高まっている。学術分野でも原子力関連材料から代替

エネルギーに関連した材料開発にトレンドが大きくシフトする

可能性がある。代替エネルギーに関連した材料分野としては、

水素関連材料、二次電池関連材料、高効率発電用の高温材

料などが考えられる。また、原子力エネルギーに代わる新エネ

ルギー創出システム（燃焼金属の活用など）に関連するエネ

ルギー材料開発も注目されると予想される。当然ながら地震

や津波による災害にたいする安全安心関連材料の研究開発

（耐震デバイスなど）にも大きな需要が予想される。 

また、文献データベースを用いて材料工学分野で世界的

に権威の高い欧文誌であるActa Materialiaにおける国別の発

表件数の推移を調査した。その結果、米国での発表件数が突

出しているが、最近では中国での躍進が見られた。注目すべ

きは、2007 年の時点で既に中国の発表件数は横ばいであっ

た日本を追い抜いていたことである。既に日本における材料

工学分野の優位性は相対的に低下したと言わざるを得ない。

材料工学はものづくりの高度化を支える技術であり、日本の国

際的競争力の低下に繋がるのではないかと危惧している。一

方で日本と同じものづくり国であるドイツでは、2000 年代後半

からゆっくりと発表件数を増やしてきており、現在でもかろうじ

て中国よりも勝っている。ドイツでは年間 100 億円程度の新材

料開発事業を 10 年以上前から継続しており、このようなプロジ

ェクトが学術研究の発展を牽引していると思われる。 

産業界での聞き取り調査の中で特にレアメタルの代替技術

開発を挙げる声が平成 22 年度には多かった。レアメタル代替

技術開発には、レアメタルを使う理由、つまりレアメタルによって

性能や機能が向上するメカニズムを明確にすることが重要であ

り、学術分野での貢献が強く求められていることが分かった。レ

アメタルの問題は資源を持たない日本のものづくりの根幹にか

かわるだけに、レアメタルの機能解明といった基礎的な研究課

題にたいしてもインセンティブが働くように産官学が一体となっ

て取り組む必要がある。 

最後に、今回の震災による材料工学関連の研究拠点が集

中している東北大学などでの損害はこうした日本のものづくり基

盤を支える材料研究の大きな落ち込みが危惧される。材料工

学にたいする国家的規模での支援が必須である。 

 

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。 

材料を特異的に認識するポリペプチドのファージディスプレイ

による探索研究 

 M13 バクテリオファージを利用してその外郭タンパク質の末端

に、任意のペプチド配列を提示する工学的プロセスを、ファー

ジディスプレイ法という。本方法では、任意のペプチド配列をコ

ードする遺伝子の混合物をファージ遺伝子ベクターに挿入する

ことにより、107～109種類に及ぶペプチドライブラリを構築でき、

それらを用いて標的の化合物（小分子からタンパク質、高分子

材料）と強く特異的に結合するペプチドを選択できる。本方法を

用いて、高分子材料を特異的に認識するポリペプチドの探索

を、東京大学先端科学技術研究センターの芹沢武教授と澤田

俊樹助教のグループが精力的に行っている。この材料は、将

来的にES細胞などを用いる細胞工学分野への応用が期待され

る。 

インクジェットを用いた細胞プリンティング 

 富山大学工学部の中村真人教授のグループは、細胞を含む
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溶液をインクとしてインクジェット法により細胞をプリントする技術

と装置を開発した。この細胞をプリントするバイオプロセス工学

により、種々の三次元的な形を有する組織を構築することがで

き、将来の再生医療や細胞組織型センサへの応用が期待され

る。 

非天然アミノ酸を自在に導入することができる RaPID 法 

 東京大学理学研究科の菅裕明教授のグループは、非天然・

非標準アミノ酸を含む任意のアミノ酸を tRNA に導入できるリボ

ザイムを開発し、無細胞タンパク質合成システムと組み合わせ

ることにより、任意のアミノ酸を含む環状ペプチドライブラリを作

成する RaPID（Random Peptide Integrated Discovery）システム

を開発した。方法により、今までは天然物から抽出するしかなか

った薬剤候補となる非標準アミノ酸を含む環状ペプチドを多種

多様に遺伝子から合成することを可能にした。 

 これら代表的例のみ示したが、遺伝子工学・細胞工学を駆使

した材料プロセス工学の進展により新しいバイオ工学の領域が

拡大されつつある。 


