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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） 

 

 熱工学は，機械工学におけるいわゆる四力学の一つとし

て重要な学術基盤を担っており，その学問的ツールはエネ

ルギーや物質の輸送現象を詳細に解析・予測できるため，

近年ではナノ・マイクロスケール技術や，バイオ・メディ

カル技術等への広範で融合的な研究分野にも展開してい

る。熱の流れを制御することは，熱工学が扱う基本的かつ

重要な課題であり，例えば住宅の断熱技術やスマートフォ

ン内部のCPUの発熱を外部へ効果的に放熱する技術は，そ

の代表的なものである。熱流の制御はON/OFFだけを考え

ても，電流のそれに比べて容易ではない。その主な理由は，

熱伝導率の最も低い材料（断熱材～10-3 W∙m-1∙K-1
）と

最も高い材料（ダイヤモンド～103 W∙m-1∙K-1
）の比は最

大でも 106
程度なのに対し，絶縁体と金属の電気伝導率の

比は，容易に 1028
に達するからである。普通に利用可能な

材料の範囲では，熱伝導率の比は高々104
レベルである。

従って多くの場合には，熱伝導率をより低い材料やより高

い材料を工学的に設計開発して，熱流のON/OFFを少しで

も理想状態に近づける研究開発が地道であるが着実に行

われている。このような学術的背景を念頭に置き，ここで

は低熱伝導率の断熱材に絞って，最近の研究動向をまとめ

る。 

 最近特に注目すべき低熱伝導率断熱材として，①真空断

熱材，②ナノ粒子を使った断熱材，の２つが挙げられる。

ナノ粒子を集合させて高空隙率の多孔質材料にすると，ナ

ノ粒子同士の接触熱抵抗が大きくなることと，空孔のサイ

ズが空気の平均自由行程（常温常圧で 100 nm程度）より

も小さくなり，固体部分の実効的熱伝導率と気体の熱伝導

が低減する。例えばシリカナノ粒子を用いた断熱材では，

室温から 1000℃までの広い温度範囲で，熱伝導率が 0.05 

W∙m-1∙K-1
という報告もある。この値は，従来高温で用い

られていた繊維質断熱材の半分以下であり，また同温度の

静止空気も低いことになる。他方，真空断熱材とは，多孔

質構造の芯材をラミネートフィルムで被覆して内部を真

空（減圧）して封止した断熱材である。熱伝導率を小さく

するメカニズムは，まず内部が真空に近いため気体による

熱伝導の寄与が殆どゼロであること，そして内部の芯材が

層状に繊維配列しているため芯材同士の熱的接触面積が

小さいため実効的な断熱材内部の固体の熱伝導率が低減

できることによる。実際，250ｘ250 mmサイズで厚さ 10 

mm程度で，0.002 W∙m-1∙K-1
という公称値の断熱材も開

発されている。この熱伝導率は住宅用断熱材として広く利

用されている硬質ウレタンフォーム断熱材の熱伝導率の

1/10 以下であり，同じ厚みの断熱材であれば熱損失は 1/10

に低減し，また同様の断熱性能を得るのに厚みが 1/10 で

十分になり，特に冷蔵庫等の場合には壁が薄くなるので庫

内の有効体積が大きくなる。この真空断熱材は技術的ある

いは製品としては大きな進展であるが，その熱伝導率を正

確に評価することは課題として残っている。その理由は，

断熱材の中心部を流れる熱量が非常に小さいため，外側の

ラミネートフィルムを伝わって熱損失となってしまうた

めである。 

 

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。 

（１）国内の学術会合に基づく調査結果 

 機械工学分科の分科細目「機械材料・材料力学」に関す

る学術研究の動向を把握するため、日本機械学会の材料力

学部門による「M＆M2013 材料力学カンファレンス」の研

究発表の傾向を調査した。全発表数 435 件で、昨年とほぼ

同じ規模の開催となった。研究動向について、次世代の水

素利用技術に関するトピックスを除けば、前年に比べて大

きく異なる点は認められなかった。次への模索が続いてい

る。これまでに、重要な機械構造が設計寿命を迎えるのを

受けて余寿命評価技術の研究が活発に行われた時期があ

った。実は、インフラのエージングを含めて、この問題の

深刻度は増している。しかし、診断技術や構造延命技術、

それらに対する体系的な方法論を議論した研究に広がり

があまり感じられなかった。地味ではあるが、社会に貢献
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する重要な基盤領域であり、注視しなければならないと思

う。 

（２）国外の学術会合に基づく調査結果 

 当該年度に開催された第 19 回複合材料国際会議

（ICCM19）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を述べる。この国

際会議は、この分野の実質的に世界 No.1 の国際会議であ

り、今回は世界 47 カ国から口頭発表 1000 件とポスター発

表 200 件が採択された。3 つの極めて明瞭なトレンドを読

み取ることができた。一つは，複合材料を自動車に応用す

る技術開発の競争が激化していることである。自動車用複

合材料には、これまでの航空宇宙用複合材料と異なり、マ

トリックス材料として熱硬化性樹脂ではなく、リサイクル

性などを考慮して熱可塑性樹脂が採用されている。粘性の

高い熱可塑性樹脂を用いて速く成形する技術開発が注目

されている。キーとなる部分を隠した発表が多く、この課

題の実用上の重要性を暗示している。二つ目は，例えばセ

ンサー機能が内在する多機能な複合材料を創成して差別

化を目指す試みである。それは，材料工学というよりも材

料科学／化学に属するアプローチを用いた高度に融合し

た領域の産物である。新規性に欠ける閉塞状況から抜け出

そうとする材料イノベーションのチャレンジである。この

材料イノベーションが成功した場合、それに乗り遅れると

その後の発展において致命傷を負うことになる可能性が

高い。なぜなら，そこでは複数領域の専門性を持った研究

者およびその連携が不可欠で、人材育成およびシステム形

成に時間がかかるからである。最後の一つは、この分野に

おいても評価体系のグローバル化／標準化が加速してい

ることである。当該分野に拘わらず、科学と技術への貢献

が国および個人のレベルで共通の尺度に基づいて評価さ

れ，それに基づいてグローバル連携の枠組みがダイナミッ

クに形成されていることから、この枠組みにあって研究の

連携や方向付けを先導することができる研究者／技術者

を養成することが研究力の維持に不可欠な要件として重

要性を増している。 

 

 

 

知能機械学・機械システム分野 

淺間 一（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

社会的ニーズに基づくロボティクスをベースとした知

能機械学・機械システム分野における新たな学問領域とし

て、以下の３点について調査を実施した。 

① サービス分野における工学的研究の調査 

工学の対象は、物理的な「もの」だけでなく、「サービ

ス」まで拡大しつつある。製造業では、製品とサービスの

組み合わせは PSS (Product Service System)と呼ばれ、一

つの重要な分野となりつつある。一方、サービス業におい

ても、人の行動を様々なセンサやシステムによって計測し、

それをビッグデータ処理手法などにより分析し、サービス

にフィードバックしたり、脳活動などの生理学的データか

ら顧客や従業員の心的状態を推測し、満足感を客観的・定

量的に評価しようという研究が行われている。特に最近、

顧客をサービスの設計・企画・生産に参画させる「共創」

的アプローチが注目されている。 

② サービスロボティクスに関する研究動向の調査 

 一般的なサービスを対象とするサービスロボティクス

の研究では、オープンな環境人と共存する環境における動

作の研究が盛んである。具体的には、社会的ニーズが高い、

医療・介護・リハビリ・福祉、災害対応・レスキュー・イ

ンフラ保守などの分野の研究開発、空中や水中など、特殊

な環境で動作するロボット技術開発が活発である。また、

サービスロボティクスの基礎研究分野として、移動知など、

人や動物が適応的な運動・行動を生成するメカニズムを理

解しようという研究も活発化している。 

③ 社会ニーズに基づく問題解決型ロボティクスに関す

る調査 

東日本大震災・福島原発事故以来、現場で活用可能なロ

ボットや機器のニーズが高まっている。 

実際に活用された無人化施工の調査を行った結果、雲仙

普賢岳において長期にわたりロボット技術が運用されて

いたことが大きな要因であることが明らかになった。今後

の災害に備えるには、ロボット技術を平時から継続的に運

用する場が重要であり、その運用を通して高度実用化を図

りつつ、具体的なニーズに基づき、必要となる基盤技術開
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発や基礎研究を抽出し、その研究開発を推進することが重

要である。 

 

電子デバイス・電子機器分野 

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、特に周波数と

して 100GHz～1000GHz 帯における半導体デバイスなら

びに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。 

我が国は、かつて高速・高周波電子デバイスならびに集

積回路技術の分野で、多くの企業や大学の研究機関が研究

試作の設備や製造ラインを有し、学術研究と研究実用化の

双方において世界を先導していた。ところが、企業におい

ては、多額の設備投資に対して収益が得られないという経

済上の問題から、ハードウエア重視の研究開発に対する批

判とあいまって、シリコン半導体はもちろん化合物半導体

においても研究開発を大幅に縮小し、次第に技術力を失っ

てきたと言える。この流れは、国内の大学での学術研究に

も少なからず影響を及ぼしていると考えられる。 

一方、ミリ波・THz 波といった、より高い周波数の電磁

波利用に向けた研究開発が進展する中、欧米においては、

THz 半導体電子デバイスと集積回路に関する研究が活発

化している。「国際マイクロ波シンポジウム(International 

Microwave Symposium: IMS) 」においては、この 3 年間

で、ミリ波・THz 波に関する論文数が 3 倍となり、全発表

論文の約 3 割を占めるようになった。また、半導体集積回

のオリンピックとも称される、「国際固体素子回路会議

(International Solid-state Circuit Conference: ISSCC) 」

においても、プロセッサ LSI やメモリ LSI の発展を支え

てきた微細化技術によって、この 3 年間でシリコン集積回

路の高周波化が一挙に進み、500GHz を超える信号源、

200GHz 帯無線通信用トランシーバ、800GHz 帯 THz イ

メージセンサ(カメラ)、140GHz 帯レーダなどが開発され

るに至っている。 

THz 波技術が本格的な産業化に移行するためには、集積

回路技術の実用化が鍵を握っていることは言を俟たない。

しかしながら、上記 2 つの権威ある会議において、我が国

の企業はもちろん大学のアクティビティは極めて低く、欧

米に大きく水をあけられている。科学研究費補助金の申請

においても、このような THz 波集積回路技術に関する研

究テーマはほとんどない。THz 集積回路の設計には、半導

体デバイス工学、電子回路工学、電磁気学、電磁波工学を

総合的に組み合わせる力が不可欠であり、これらを体系的

に取り扱う教育・研究体制の再構築と、産学官が一体とな

った研究連携が焦眉の急である。 

 

電子デバイス・電子機器分野（テラヘルツ電子・

光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、最近盛んに研究が行われる

ようになっており、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、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

連する超高周波電子デバイスおよび光デバイスの研究動

向に関する調査を行った。 

テラヘルツ帯の光源や検出器を目的とした超高周波電

子デバイスの研究では、インジウムリン系の化合物半導体

およびシリコン系トランジスタの研究が盛んで、とくにシ

リコン系は、材料としての性能は化合物半導体に及ばない

が、集積回路形成技術では長年の蓄積があり、回路全体と

しての工夫により優れた特性が達成されている。これらの

研究は欧米で大きく進んでおり、日本は立ち遅れているが、

サブテラヘルツのやや低い周波数からの着実な研究も始

まっている。日本では、単一走行キャリアフォトダイオー

ドを用いたテラヘルツ発生や共鳴トンネルダイオード発

振器・受信器などの独自の研究も行われており、これらは

トランジスタの動作周波数よりやや高い 1THzを超える周

波数帯のデバイスとして期待される。 

光デバイスによるテラヘルツ帯光源の研究では、量子カ
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スケードレーザーの研究が盛んに行われている。このレー

ザーは高出力であるが、200K 程度までの低温動作である

ことが難点で、動作温度向上の研究が盛んに行われてきた

が、ここ数年は進展が見られていない。最近では、低温の

まま 1W 近い高出力の達成や、スペクトル安定化、周波数

可変機構の付加など高機能化が報告されている。2～3THz

の高出力光源として分光分析やイメージングなどへの応

用が期待される。また、グラフェンによる光励起テラヘル

ツレーザーなど、新たなデバイスの基礎研究も始まってお

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） 

 

2012年 12月に発生した中央高速道路笹子トンネルでの

天井版崩落事故は、膨大なインフラが将来重大な事故を生

じさせるリスクを内在しているという事実を強く認識さ

せる衝撃的な契機となった。このような背景の下、2013

年 1 月には、土木学会において、社会インフラ維持管理・

更新検討タスクフォースが設置され、社会インフラの維持

管理および更新に関して土木学会が取り組むべき重点課

題と取り組み方針を整理し、インフラメンテナンス工学の

確立に向けたテキストの執筆を進めている。また、土木学

会誌では、2013 年 7 月号と 11 月号においてインフラの老

朽化や維持管理に関する特集が組まれ、社会インフラの維

持管理および更新に関する技術開発とマネジメントが

益々重要な課題となっていることを示している。インフラ

の健全度の適切な把握と残存性能評価および将来予測と

適切な対策メニューの充実は重要な課題となっている。 

産官学協力のもとで産業競争力を高めるための諸施策を

政策提言としてとりまとめている産業競争力懇談会

COCN では、2013 年度の 11 の推進テーマのうちの一つと

して、インフラ長寿命化技術を取り上げ、高齢化する膨大

なインフラの維持管理を効率的かつ経済的に行うために、

従来の劣化が顕在化してから行う事後的な維持管理では

なく、点検やモニタリング結果から診断や劣化予測を行い、

適時・適切な対策を行うことで維持管理費用を最小とする

計画的な維持管理と、それを可能とするアセットマネジメ

ントおよび関連技術の必要性を強調している。 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）では対象

となった 10 課題の中に「インフラ維持管理・更新・マネ

ジメント技術」が設定された。また、強くしなやかな国民

生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法が 2013 年 12 月に制定され、老朽化インフラ対策な

ど事前防災のための国土強靱化の推進が進められること

となった。 

 このように、膨大な数の既設構造物の維持管理は深刻な

問題となっており、インフラの経済的な長寿命化に資する

研究開発の重要性が特に増してきている。 

 

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） 

 

日本の建築構造物は、高機能化、高性能化が進み、機械、

情報などの他分野から、免震、制振、モニタリングなどの

さまざまな技術を導入している。建築構造学が工学の先端

的な研究分野で発展するためには、他分野との融合研究を

継続的に進めていく必要があると考えられる。 

建築構造学の周辺分野で、とくに関連の強い分野は、土

木構造、防災である。しかし、もう少し対象を広げると、

計算力学、設計工学、応用力学、材料工学、情報工学など

との関連が考えられる。さらに、建築学内部では、建築計

画系、建築環境系との連携が考えられる。 

構造設計という観点からみると、機械工学や航空工学で

は、「構造設計」はほぼ「最適設計」と同義であり、与え

られたコストでの性能最大化が要求される。例えば、この

分野の最先端の研究者が参加するシンポジウムである

World Conference of Structural and Multidisciplinary 

Optimization では、形状とトポロジーの最適化が多く発表

され、さまざまな機械部品、航空機関連で構造物および構

造材料の高性能化や軽量化への要求や、ラピッドプロトタ

イピングへの適用が活発であることがうかがえる。建築構

造物は単品生産なので、最適化の効果は小さいという考え

方もあるが、Value Engineering (VE)を数理的に進めると

いう意味で、建築構造への構造最適化の普及が期待される。 

建築構造物は、梁や柱の集合体として解析・設計されるた
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め、線材としてモデル化されることが多い。したがって、

高精度の線材モデルを提案するための実験的および数値

解析的研究が積極的に行われてきた。物理実験と数値解析

は相互に補完するものであり、それらの協調によって、新

しい耐震技術などの開発が可能となる。また、工学の諸分

野での Verification and Validation (V&V)の重要性とも関

連して、実験と数値解析の融合研究の重要性が増している。

建築構造の実験と数値解析は、ともに高度な専門知識を必

要とするので、両者を一人の研究者が実施するのは現実的

ではなく、それぞれの専門家の協調が必要である。 

 

材料加工・組織制御工学分野 

堀田 善治（九州大学大学院工学研究院・主幹教授） 

 

 高圧下 で巨大 ひずみ加 工を施 すこと ができる

High-Pressure Torsion (HPT)法は、硬くて脆い材料にも

適用でき、金属間化合物やセラミックスの超微細粒化にも

効果的である。この HPT 法の原理は 1935 年に発表され

た Bridgman の論文で知ることができるが、現在に至るま

でにどのように開発・適用されてきたのか不明である。し

たがって、本調査研究では、1935 年以降の Bridgman の

開発・研究を調べた。以下にその調査内容を要約する。 

高圧下での変形装置：Bridgman の高圧下における最初の

巨大ひずみ加工装置は、２つの円柱状アンビルと鋼鉄製の

直方体ブロックからなり、上下の円柱状アンビルと鋼鉄製

ブロックの間にそれぞれ円盤状試料を挟むもので、上下よ

り荷重をかけながら、鋼鉄製ブロックを手動で回転させる

ことで試料にせん断ひずみが導入された。その後、中央の

鋼鉄製ブロックはモータで駆動して自動的に動くように

改良され、さらに、中央の鋼鉄製ブロックを除いて上下の

アンビル間に試料を直接はさみ、下のアンビルを固定して

上のアンビルを回転させるという現在使用されている方

法に改良された。 

結晶粒の微細化：Bridgman は HPT 加工後の試料はひず

み付与と共に微細組織になることを X 線回折によって明

らかにした。しかし、これは試料の種類に依存するもので

あり、高融点の金属は超微細粒組織が形成されるが、低融

点の金属（たとえば、Bi や Se）では、結晶粒は微細化し

ないことを示した。 

高圧変形の重要性：Bridgman は高圧下では物質は変形し

やすくなることを確認しており、たとえば、サファイヤは、

塑性変形するには 2000oC まで加熱する必要があるが、2 

GPa の高圧下では室温でも塑性変形が可能であることを

報告した。 

粉末の固化成形と固体状態での合金化：Bridgman は Er、

Y、カルサイトなどの粉末は HPT 加工することで完全に固

化でき、W、Ir、 Mn、 B は難しいと報告した。また、

Bi-Sn の合金化を固体状態で成功しており、画期的なこと

として当時の新聞（1956 年 1 月 28 日付）で報道され、

Bridgman の研究はパイオニア的であったことが知られる。 

以上のように Bridgman は HPT 加工を行う装置の考

案・設計・製作を独自に行い、多くの物質に適用し新規な

現象を発見していることが分かった。 

 

プロセス・化学工学分野 
大久保 達也（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

      

 限りある資源である化石資源、とりわけ石油を如何に有

効に利用するかがきわめて重要な課題となってきている。

他の資源に比べ、石油はエネルギー源であるとともに、化

学物質を生産する際の原料である点に特徴がある。全体の

仕組みの中で、如何に二つの役割を両立させていくかが重

要である。 

 エネルギー利用に関して、これまで環境への負荷が大き

いために利用することが困難であった石油の超重質成分

の有効利用やシェールガス、シェールオイルの利用が注目

を集めている。また化学原料としては、付加価値の低い成

分から高い成分への転換やバイオマスを原料として化学

原料の製造が重要な課題として注目を集めている。 

 エネルギー関連では超重質成分の利用に関しては、石油

関連物質をその場でモニターし、またその構造や反応を網

羅的に理解しようというアプローチが注目を集め、

Petroleomics 技術と総称されている。熱的操作だけで制御

することは容易ではなく、触媒を用いた接触分解や水素化

分解の利用が広く検討されている。化学原料に関しては、

従来主要な中間体であったエチレンが過剰となり、これを
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プロピレンに転換することが求められている。また最近で

はバイオマスをエネルギー源としてよりも化学原料とし

て利用することに期待が集まってきている。これらの検討

において、触媒としてのゼオライトの利用に大きな期待が

寄せられてきている。 

 これらの実用化のニーズから触媒であるゼオライトの

合成プロセスを抜本的に見直す動きが活発になってきて

いるが、今回参加した会議においてもこの傾向は顕著であ

った。化学原料に関して、とりわけ興味深かった研究は、

疎水性のゼオライトを用いて水系でショ糖から医薬品の

前駆体の合成を報告したものである。 

 エネルギー関連の技術動向として、触媒技術に改めて注

目が集まっていることがわかった。 

 

航空宇宙工学分野 

佐宗 章弘（名古屋大学大学院工学研究科・教授） 

 

 研究アクティビティが高い欧米の研究者は、大型の研究

予算を獲得し、多数の博士課程の学生、ポスドクを雇用し、

研究体制を維持している。中国科学院では、重要な成果を

挙げることが期待される研究組織を「 State Key 

Laboratory」に指定し、年間 10 億円規模の研究予算を配

分している。また、中国のみならず韓国の主要大学におい

ても、教員の殆どが海外での学位取得者であることも重要

である。これらのことがらが、現実的に我国の国際競争力

の低下をもたらしているのではないかと懸念される。個人

レベルの努力に加えて、関連学会等とも連携した政策的な

検討も重要である。 

 航空機産業では、炭素繊維強化プラスティック（CFRP）

などの複合材の応用が進み、今後、航空機のみならず、自

動車、風車等へも大きな展開を遂げようとしている。しか

し、その実現のためには依然基礎および応用学術課題が山

積している。この分野は、航空機・自動車工学の分野にと

どまらず、化学、材料工学、電気工学、加工学をはじめと

する幅広い工学分野間の連携が重要であり、既存の組織・

団体の壁を取り払った対応が必要である。また、今後の航

空機需要は、主に新興国の成長などに伴い、急速に成長す

ると予測されている。これに伴い、空港周辺での航空機交

通量の確保など、航空機の運航に関する諸問題の重要性が

増している。これは、行政的には国土交通省の管轄であり、

学術的な認知度も高まりつつあるがまだ十分ではない。ま

た、航空機産業に人材を輩出すべき立場である大学として

は、法律、経済、金融、ビジネスをはじめとする人文・社

会科学の素養を持つ人材を育成することも重要であり、産

学官連携強化を含めた大きな課題となっている。これは、

研究者育成に対しても重要な観点だと考える。以上のよう

に、航空宇宙工学の分野では、工学の範疇を越えた様々な

取り組みが重要となってきている。 

 

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） 

 

 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、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
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の開発や評価に関する発表があり、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。一方、そのための人材の育

成と確保はいずれの国、機関でも大きな課題となっており、

今後は各機関の連携が不可欠である。 

 

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。

また最先端ＬＳＩデバイスは開発レベルでは15nmに来て

おり、極端紫外光（EUV）技術が活発に検討されている。

しかし、量産技術としてはＥＵＶはまだ未成熟であり、エ

キシマレーザーを用いたダブルパターニングが主流であ

る。いずれにせよ、最先端の微細加工技術を推進している

半導体メーカーは世界で 5－6 社に既に絞られており、我

が国の企業としては、かろうじて東芝がその一角を占めて

いるに過ぎない状況となっている。我が国の半導体産業の

凋落は 2010 年以降著しくなっており、もはや半導体製造

から撤退するメーカーも相次いでいる。これはリソグラフ

ィーによる微細加工のみならず、トランジスタ開発やメモ

リー開発でも同様である。残念ながら大学や国立研究所か

らの本分野への貢献は、極めて少ない状況が長く続いてい

る。半導体集積回路関連技術分野の我が国の国際的地位の

凋落は明らかであるが、再び世界をリードする技術を我が

国から発信できるか否かの岐路に今立っているのではと

思われる。その意味では、経済産業省と文部科学省そして

大学や関連学会を含むネットワークを再度構築して、将来

を見据えた施策に関する議論がなされるべきであろう。 

なお、新規電子デバイスとしてグラフェンやＣＮＴなど

のカーボン系材料への期待が大きく、国からの予算配分と

してはかなり大きな金額が投入されているように伺われ

る。しかし、集積回路技術にカーボン系の素子や配線を搭

載するにはまだまだ幾多の課題があり、実現する可能性は

現状のままでは極めて低いと言わざるを得ない。実際に、

半導体関連企業で本気でカーボン系の素子や回路技術を

実用化に近いレベルで取り組んでいる会社は未だないと

言えよう。最も実用化に近いと考えられている微細配線へ

の応用においても、カーボン系配線はＣｕ配線よりもはる

かに低いパフォーマンスしか達成されていないのが現状

である。これらの問題の背景には、カーボン系材料のみで

は集積回路を組むことができず、カーボン系材料を金属や

半導体及び絶縁膜と接合して集積化を行うと、密着性不良

やコンタクト抵抗増大などの根源的問題が多数存在する

ことが挙げられる。カーボン系の多くの研究者は、このよ

うな根源的問題には背を向けて、論文を書きやすいテーマ

のみを攻めているのではないだろうか？ 

 

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。特に有機エレクトロニクス、光および高周波エレ

クトロニクス、量子エレクトロニクス、ナノカーボン、熱

電効果、医療エレクトロニクス、などとの融合領域は独立

した新領域を形成しつつある。始めに、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た。今

回調査した内容は、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て、動向を解析した。

2007 年までは当分野の講演は合同セッション E として大

分類応用物性と半導体 B（探索的材料・物性・デバイス）

から研究者が集まって領域を形成していた。2008 年に合

同セッションはスピントロニクス・マグネティクスとして

正式に応用物理学会の大分類として創設された。合同セッ

ション E および大分類においては４つの領域が設定され

ている。全体の件数は本大分類創設以降着実に伸びてきて
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いる。2012 年が以上に多いのは、2011 年が東日本大震災

のため発表会が中止となったため、その反動で一時的に増

加したものと考えられる。次にスピントロニクス材料がど

のように変遷し、今何が注目されているかを整理した。も

ともと金属材料系のデバイスが多いので、それ以外の注目

されている特殊な材料として、酸化物、ホイスラー合金、

有機物、磁性半導体があげられる。 

・酸化物スピントロニクスの動向調査 

 酸化物のなかでもマルチフェロイック特性を有する Bi

フェライトに関連した研究会を開催して研究動向を調査

した。酸化物のなかでも比較的新しい分野であるにもかか

わらず、多様なバックグラウンドの研究者が集まり、充実

した研究会であった。Bi フェライトおよびその合金系は、

その結晶構造、組成等により特性が強磁性、反強磁性など

様々に変化し、多様な特性を有する点で将来の機能性スピ

ントロニクス材料として期待できる反面、結晶構造の制御

など課題も多くあることを強く感じた。 

 

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） 

 

材料の柔軟性や機能性などに注目した次世代エレクト

ロニクスへの展開が急ピッチに進んでいる。なかでも有機

材料の台頭には目覚しいものがあり、こうした材料を活か

すためには、界面の制御や機能の理解が必須になっている。

調査題目関連分野の表面・界面との関連で見てゆくと、界

面構造の評価、現象、形成、機能など、これまでと同じ枠

組みのなかで、研究が活発に展開されている。そして、界

面現象の理解と柔らかい構造のナノ界面に新しいコンセ

プトを導入することの重要性が今後のエレクトロニクス

分野への展開に必須とされている。そこで、この分野にお

ける界面膜の評価技術や研究の進展状況と取り組みを主

な研究調査対象とし活動を行った。その結果、下記のよう

な今後、この分野の展開の鍵となる新しい動向もいくつか

見られた。たとえば、水面上界面膜の表面で形成されるラ

ングミュア膜はもともと界面化学の研究からスタートし、

LB 膜関連分野へと展開し、表面・界面の分野で重要なテ

ーマであった。おもに界面構造と静的な環境下での働きが

その中心であったが、動的界面環境を積極的に利用した機

能化への展開の動向が見られた。すなわち、界面が拡がる

方向にはマクロスコピックな変位・延伸・収縮が可能であ

るが、ナノメートルサイズの厚さ方向ではこれらが維持さ

れる擬似的な 2 次元分子界面膜を活用して、分子・ナノ構

造体・生体分子などのシステムを制御する試みである。す

なわち、分子レベルの世界をマクロな方法で制御する研究

の方向は、新しい界面膜研究や有機分子とエレクトロニク

スの接点として注目される。また、ナノ界面評価では、マ

クロスコピックな電場や磁場などのマクロスコピックな

場の中での分子や電子との相互作用によって発生する電

気的・光学的現象に注目した評価技術の進展が見られた。

その結果、分子レベルでの分子配列に加えて、ナノ分子界

面膜の分極構造などが明らかにされている。さらに、エレ

クトロニクスと人間とのインターフェースとして、有機エ

レクトロニクスが待望される中、プリンテッドエレクトロ

ニクスを通じて、ナノ界面の性質を活用しながらマクロな

システムの制御などに新しい動向が見られた。すなわち、

ナノとマクロの世界を柔らかい界面というキーワードを

軸に、界面物性・理論、界面現象・評価・解析技術、そし

てエレクトロニクス応用という側面から動きが顕著であ

る。そして、これらの研究動向とあわせて、物理、化学、

応用物理、生物、電気・電子工学などの分野の研究と研究

者が融合することで、研究が世界的に展開されている現状

が鮮明となった。 


