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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そのデバイス応用

技術の工学的深化が継続して進展している．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着実に進

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おり，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．

特に，メタマテリアルの新たな学術展開として，パリテ

ィ・時間対称性の制御とその電磁波伝搬制御への応用研究

が興味深い．一方，光・無線融合化技術の実現に向けた学

術研究においては，特に光のコヒーレンスを極限まで制御

する技術の研究開発が注視される．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，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－ＵＳＡ－ヨーロッ

パシンポジウム）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．  

 

 

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－工学分野における新たな潮流と展

開－ 

二羽 淳一郎（東京工業大学環境・社会理工学院・教授） 

 

 土木工学、特にコンクリート工学分野の学術研究動向を

調査した。 

具体的には、①米国における老朽化したコンクリート橋梁

の更新工事、②欧州を中心とするコンクリート学会におけ

る学術研究の動向調査、③南アフリカにおける社会インフ

ラ整備の実態調査、④ドバイにおける社会インフラ整備の

実態調査、などである。 

2016年 9月にミネアポリス市の Franklin Avenue 橋（5径

間連続コンクリート・アーチ橋）の補修工事を視察した。

Franklin Avenue橋は、1920年に竣工した歴史的なコンク

リート・アーチ橋で、橋長は 320.3m、最長の第 3 径間は

122.0m である。米国では FHWA（米国連邦交通局）や各州

交通局が近年共同研究して開発した高速橋梁施工法（ABC: 

Accelerated Bridge Construction）が各地で積極的に導

入されている。これは場所打ちコンクリートを徹底的に排

除し、プレキャスト部材を使用し、施工期間の短縮を目指

すものである。ミシシッピ川には建設後 100年を経過した

歴史的文化的価値の高い橋梁が多数存在しており、その老

朽化も同時に進行している。わが国においても建設後 50

年を経た橋梁数が今後飛躍的に増加していくことを考え

ると、安全安心な社会インフラ施設の維持管理という観点

から、米国流の ABC手法に習い、わが国においても、橋梁

の急速な補修工法や維持管理手法の研究開発が急務であ

る。 

2016 年 11 月に UAE のドバイでインフラ整備の状況を調査

した。ドバイでは夏季には気温が 40 度を超えて、現場で

のコンクリート打ちの作業が困難となることから、コンク

リート橋についても積極的にプレキャスト化が進められ

ている。過酷な環境による必然的な結果とはいえ、ドバイ

でプレキャスト化が幅広く浸透していることは興味深い。

労働集約型の現場作業の困難さと省力化・省人化の観点か

ら、プレキャスト化は将来的にも期待される技術である。

プレキャスト技術による施工の急速化と省人化・省力化の

観点は今後のわが国においても注目すべきものである。わ

が国においても、国交省は I-Construction の方針を打ち

出しており、コンクリート工学分野では「プレキャスト技

術」が取り上げられている。この機会を逃すことなく、プ

レキャスト化やプレキャスト技術に関して、重点的に研究

開発に取り組んでいくことにより、社会インフラ施設の整

備や更新に寄与すべきである。 
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熱・流体工学分野に関する学術研究動向–デトネーシ

ョン波の工学応用- 

松尾 亜紀子（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

 超音速で伝播する予混合燃焼波をデトネーションと呼

ぶが、近年、このデトネーション波を用いた工学応用が盛

んである。その中でも航空・宇宙推進のための燃焼器（エ

ンジン）として有望視されており、デトネーションエンジ

ンとして二つの特徴的なエンジン（Pulse Detonation 

Engine (PDE) 、Rotating Detonation Engine (RDE)）の

開発が進められている。デトネーションは超音速で伝播す

ることから圧縮性流体の特性を持つ燃焼波である。よって、

圧縮性流体の特徴を生かすエンジン設計が必要となる。こ

れは、従来の燃焼器設計の枠を超えるものであり、熱（燃

焼）と流体（圧縮性流体）が密接に結びついたものである。 

 今回は、航空宇宙推進機関への応用ということで、アメ

リカで開催された講演会における発表発表とフランスの

研究所 2箇所を訪問し欧州におけるデトネーションエンジ

ンの研究開発について動向調査を行った。 

 アメリカでは、ユタ州ソルトレイクシティにおいて開催

されたアメリカ航空宇宙学会主催の AIAA Propulsion and 

Energy 2016 に参加した。講演会は 3 日間であったが、会

期中多くのセッションにおいてデトネーションエンジン

に関する発表が行われていた。大学、NASA、空軍研究所か

らの発表だけでなく複数の民間企業からの発表もあり、最

新の成果について報告がなされていた。また、学会の

Technical Committeeの中には Pressure Gain Combustion 

(PGC)が設置されており、そこではデトネーションエンジ

ンに関するものとなっており、その参加者と活動は年々活

発になっている。フランスにおいては、ポワチエにある P

プライム（ENSMA、ポワチエ大学、CNRS との共同研究所）

とオルレアンにある CNRS 所属の ICARE 研究所を訪問し、

デトネーションエンジンにおける活発な研究活動を調査

した。 

 アメリカやフランスにおいては大学等の研究機関だけ

でなく、民間企業からも多くの参画があり、基礎研究から

開発のフェーズに移ろうとしていることがわかった。また、

2017 年 6 月にはアメリカとフランスの学会の共催として、

初の国際ワークショップがフランス国ポワチエにおいて

開催予定であり、両国間の共同研究が推進されていること

がわかった。 

 

流体工学、高性能計算分野に関する学術研究動向― 

スパコンの動向と高性能計算分野における計算力学

の動向 ― 

青木 尊之（東京工業大学 学術国際情報センター・教授） 

 

 機械工学分野へのスパコンによる高性能計算の導入は

かなり進んでいる。スパコンに用いられているプロセッサ

のアーキテクチャも GPU (Graphics Processing Unit) や 

Intel Xeon Phi などの MIC (Many Integrated Core) 型

プロセッサの導入が進み、スパコン Top500 の中の 100 シ

ステム以上がこれらを主な計算資源として使ったスパコ

ンとなっている。流体工学や材料科学などの分野での大規

模計算（高解像度計算）が盛んに行われるようになってき

た。 

スパコン Top500 のランキングでは、中国のスパコンが 8

期連続で第一位の座にある。これまで中国は、スパコン・

システムとしては世界一位であるが、その利用成果に対し

ては殆ど発表が無く、「スパコンを持て余している」とい

う印象があった。ACM ゴードンベル賞はその年の最も優れ

たスパコンの利用に対して贈られる賞であるが、2016年の

ゴードンベル賞ファイナリスト 5件のうち 3件は中国のス

パコン「神威・太湖之光」を使った研究であり、3 件とも

機械工学の分野に直結する格子計算であった。その中の

「1000 万コアを使った非静力学平衡大気モデルの力学過

程」が中国として初めてゴードンベル賞を受賞した。中国

が高性能なスパコン・システムを保有しているだけでなく、

それを使った利用成果を出し始めていて、中国の高性能計

算分野への積極性を感じる。 

一方、情報の分野を中心に人工知能(AI)という用語が頻繁

に使われるようになり、産業界、文部科学省、経済産業省

等が新しい組織を立ち上げ、新たな取り組みも始まってい

る。最近流行っている AI はニューラル・ネットワークに

よる深層学習に大きく依存していて、それ自体全く新しい

ものではないが、対象となるデータはセンサー技術の発達

などに伴いビックデータとして莫大な量の供給がある。そ

れを学習するための高速演算が必要となるため、GPU や 

MIC などの高速演算に特化したプロセッサを利用する取

り組みが非常に目立っている。 

深層学習などの最近のトレンドを機械工学の分野に取り

入れようとする取り組みは国内でも散見される。機械工学

の分野での深層学習自体の研究ではなく、確立された深層

学習の手法をそのまま機械工学の分野で発生するデータ
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に適用し、意味のある結果を導き出そうというものが多い。 

 

 

計測工学分野に関する学術研究動向：生体機能を応

用した計測工学の新たな潮流と展開 

松川 真美（同志社大学理工学部・教授） 

 

 本調査研究では「音波」に特化した生体のセンシングシ

ステムの研究動向について調査を進めた。この分野は「生

物音響学」とも称され、イルカ・クジラ・鳥類・昆虫類な

ど様々な生物が対象となる。生態学的研究を超えて、生物

のセンシングシステムそのものの工学計測技術への展開

はこれからであるが、イルカのバイオソナーや、フクロウ

の音源定位、コウモリのエコーロケーション等の基礎研究

が始まっている。 

 エコーロケーションを目的にイルカやコウモリが放射

する超音波パルスは、特に周波数領域で大きな特徴をもつ。

実際にコウモリに小型マイクを搭載し、飛行中のエコーロ

ケーションのリアルタイム観測する試みも行われており、

コウモリの高度な戦略が明らかにされてきた。例えば、コ

ウモリは反射体からのエコー音の周波数が一定となるよ

うに、飛行スピードを勘案しながら送波パルスの周波数や

振幅を変化させることが見出されている。また、複数の反

射体が存在する場合、対象との距離や位置関係を勘案して、

時分割で交互にパルスの周波数を変化させることが報告

されている。特に、反射体とコウモリの間に獲物が存在す

る場合、獲物の羽ばたきによりエコーの搬送波周波数や振

幅が変化する。エコーを聴いたコウモリは、その搬送波の

周波数を除去して羽ばたきの情報を得ている可能性も見

出された。また、コウモリから放射される超音波パルスの

特徴は、鼻葉の変化や、顔筋肉組織の動きとも関連づけて

検討され、コウモリがダイナミックに指向性と方向、周波

数を制御する移動音源として工学的にも興味深い特徴を

有することが報告されている。 

このような生物の高機能な音波のセンシングシステムは、

まだそのメカニズムを工学的に探索する段階にある。しか

し、将来的には、水中ソナーやレーダーのみならず、ドロ

ーンや自動車のセンシング、制御機構への適用など、その

効率的なメカニズムは多様な工学領域で応用可能である

と考えられる。 

 

 

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） 

 

 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。以下に調査結果の概要を述べる。 

 近年、半導体を利用したコンピュータの消費電力の増大

は凄まじく、低消費性に優れた超伝導コンピュータの開発

が活発に進められている。超伝導デバイスを用いたデジタ

ルコンピュータ分野ではこれまで単一磁束量子(SFQ)回路

を中心に集積回路設計技術やプロセス技術において日本

が世界をリードしてきた。しかしながら、近年、米国が新

たなプロジェクト(C3 program)を開始して精力的に研究を

行っている。本分野では、RQL、ERSFQ、LV-SFQ、AQFPとい

った新たな 低消費電力回路の発明や、磁性体と超伝導を

融合した新型メモリの提案、ナノクライオトロンの開発な

ど様々な新技術が生み出されている。一方、超伝導デバイ

スを用いた量子コンピュータは、量子ゲート方式と量子ア

ニーシング方式に分類されるが、前者では、量子ビットが

量子状態を維持できる時間がまだ小さいため、誤り訂正を

実装した方法が検討されている。しかしながら、そのため

に膨大な数の量子ビットが必要であり、今後の課題である。

量子アニーリング方式では、量子トンネリングを利用して

最適化問題を高速に解ける可能性があり、カナダの D-Wave

社により集積度の向上が進められている。 

 超伝導デバイスを用いた検出器応用では、電波応用、粒

子検出応用、検査・探索応用、医療・バイオ応用など広範

な分野への応用研究が進められている。電波応用では、SIS

接合を用いた電波望遠鏡や、固有ジョセフソン接合による

THz 発信器、超伝導フィルタを用いた気象レーダなどの応

用研究が進んでいる。粒子検出応用では、STJ、TES、ナノ

ワイヤ、MKIDなど、様々な高感度検出器が研究されている。

これら検出器のエネルギー分散型 X線回折装置や、飛行時

間型質量分析装置、量子暗号通信用単一光子検出器などへ

の導入が検討されている。一方、SQUID 磁力計の実用化が

進んでおり、例えば高温超伝導体 SQUIDを用いた資源探査

機器や磁気不純物の検査機器などが製品化されている。ま

た、SQUID の医療・バイオへの応用では、脳機能や脊髄神

経信号などのイメージング、超低磁場による小型 NMR、磁
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気マーカを利用したバイオセンシングなど、様々な取り組

みがなされている。 

 

 

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

電所事故の廃止措置，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，以下のような研究動向

調査を行った．すなわち， 

① 土木学会年次学術講演会（東北大学にて開催）およ

び地盤工学研究発表会（岡山大学にて開催）に参加

し，上記の観点から動向調査を行った． 

② アメリカ・イリノイ州シカゴで開催された

Geo-Chicago2016 および環境地盤工学に関する日米

ワークショップ代表者会議に出席し，地盤工学分野

で進めている福島第一原子力発電所の廃止措置に

関する技術開発研究の状況を発表するとともに，ア

メリカおよび諸外国における同学術情報の収集を

行った． 

③ 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． 

④ 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

理学、とくに都市景観の印象評価に関して調査結果を述べ

る。 

都市の印象評価には都市景観構成要素に着目した研究が

多い。景観要素は、建築物、緑、空などを主とし、それら

の色彩に着目した研究も見られる。色彩に関しては、景観

に係る計画や条例の広がりに伴い研究関心は高まり、建築

物に加えて周辺環境色の調和、街路空間等の色彩構成に着

目したもの等へとトピックは広がっている。緑や空に着目

した研究では、街路樹、緑視率、天空に関連するものが多

い。全方位緑視率指標の有効性、天空の状況変化と印象評

価等、研究例は増えている。建築物やファサードについて

建築物低層の景観に着目した分析は多く、これらは街区や

建築物の設計への示唆となろう。都市計画の制度動向が研

究トピックに広がりを与える。伝統的建造物群保存地区を

事例としたファサードと歴史的町並みの印象の関連研究

などがその例である。 

印象評価実験時の被験者への空間提示方法で新しい提案

がされつつある。空間提示手法には現地実験で直接提示す

る方法と、写真や動画を用いて間接的に提示する方法があ

る。前者に替わる位置づけとして後者の代表手法とされて

きたスライド実験は 1970 年代以降からその有効性を確認

する研究が見受けられてきたが、2000 年頃から VR 等の新

たな機器を用いた提案研究が見られる。VR映像をスクリー

ンや PC 画面上に表示し操作する手法が先行し、続いて VR

映像をヘッドマウントディスプレイ（以下、HMD）に表示

し頭の動き等で視点や地点移動を操作する手法が散見さ

れるようになっている。視覚行動と連動する現実に近い感

覚での映像提示を実現することにより、実験時の安全性や



平成 28 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（工学系科学専門調査班） 
 
再現性を確保しつつ統計的検証に足る十分な結果を得ら

れる印象評価実験が可能な手法としてさらなる研究展開

が予想される。 

都市空間の様々な要因は人々に心理的な影響を与え都市

評価に結びつく。都市空間の印象評価分析は都市空間環境

向上への基礎情報を与えることから、今後も学術的な重要

性は高まるであろう。 

 

 

化工物性・移動操作・単位操作にかかる学術研究動

向―ナノ機能材料製造に向けた構造-機能相関― 

宮原 稔（京都大学大学院工学研究科・教授） 

 

 ナノ材料はその注目の一方で，工業化事例は限られたも

のに留まる。ナノ材料の「構造」ゆえの「機能」の因果と，

工業的応用を重点に，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」という特性を有し，

分子分離・貯蔵に新たな工業的応用が期待される「柔軟な」

ナノ多孔体とその応用に関する研究は盛んに展開され，工

業的応用の近さが認められた。一方，現象の解明は進んで

いるものの，やはりコストの点と，結晶変形に伴う充填層

の膨張／収縮などの実操作での問題点が壁となっている

とされる。 

 また，この種の材料に特異的な，ステップ状等温線に対

して，充填層全体としての分離／破過挙動についてのプロ

セス的な研究事例は多くない。すなわち，本材料の合目的

的な開発と実用化には，ホスト構造とゲスト分子の相互作

用に立脚したステップ状等温線の予測と，吸着層体積変動

のマネージングであると分かる。一方，骨格構造転移がゲ

スト吸着熱と反符合の熱作用を持つため吸着時の発熱／

脱着時の吸熱という不都合を軽減できるという熱的優位

性が注目される。今後，実用化を目指した工学的検討が進

むことで，材料開発指針の構築と実分離操作への展開が期

待される。 

・ナノ粒子とその複合材料 

 ナノ粒子，ナノ粒子／高分子マトリクスコンポジット，

高分子ナノ分相構造など，界面とナノ特性が機能に関与す

る広範な材料についての研究事例が数多いが，現状では構

造の生成・形成メカニズムの解析に留まるものが多く，機

能を見据えての構造設計への道はまだ遠いと思われる。一

方で，断熱材料系などへの実用事例は認められ，今後の発

展が期待できる。 

・ナノ材料実用化への希望 

 欧米でのナノ材料系の開発・適用例は，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吸蔵な

ど実用を指向する例が多い。米 DOEなどが予算面を後押し

するゆえであろう。JSPSが学術の進展を奨励する一方，実

用技術開発は経産・NEDOの主管であっておよそ「研究」は

眼中にない。これらの中庸を指向した政府系研究ファンド

の充実を願う。 

 

 

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～マルチフェロイック材

料開発とデバイス応用の新たな展開～ 

松田 厚範（豊橋技術科学大学大学院工学研究科・教授） 

 

 本課題では、材料工学分野の無機材料・物性/複合材料・

表界面工学に関する学術研究動向、特に、マルチフェロイ

ック材料開発とデバイス応用の新たな展開について調査

研究を行った。マルチフェロイック材料は、強磁性と強誘

電性を兼ね備えた材料であり、多くの場合、それは強磁性

体と強誘電体の複合材料である。マルチフェロイック材料

では、誘電分極を磁界の変化で制御でき、またその逆も可

能である。そのため、新しいタイプの大容量記録メディア

やエネルギー変換デバイスへの応用が期待されている。し

かし、現時点ではマイナス 200°C 以下の極低温でしかそ

の特性を示さないものがほとんどであり、それが実用化に

際しての大きな障壁となっている。 

13th International Conference on Ceramic Processing 

Science (ICCPS-13, Nara, Japana, 2016.5.8-11)では、

「Dielectrics, Ferroelectrics, and Piezoelectrics」

および「Advanced Powder Processing」に関するセッショ

ンがあり、多くの研究発表と討論が行われた。特に、マル

チフェロイックナノコンポジットの構成要素となる、圧電

性能に優れる強誘電体や、磁歪性能を有する強磁性体の特

性制御に関する議論がなされた。特性制御に有効と思われ

る様々なアイデアが提案・議論され、特に気相、液相、固

相など様々な合成プロセスの検討が重要であることが確

認された。 

 日本セラミックス協会基礎科学部会セミナー（京都, 

2016.7.7-8）では、「多次元アディティブ・マニュファク
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チャリングによる機能性セラミック構造の創製」を主テー

マに 6件の講演があった。無機ナノシートや機能性ナノク

リスタルの液相合成に関する講演が行われ、活発な議論が

なされた。それぞれの構成要素が非常に高品質に合成され

ており、高い性能が期待できるものであったが、マルチフ

ェロイックナノコンポジットを含む応用を考えた場合、そ

れらをアセンブルするプロセスの開発も重要であり、今後

は強誘電体や強磁性体の合成に加えてアセンブリングプ

ロセスの研究が一層活発になると思われる。 

日本セラミックス協会第 29 回秋季シンポジウム（広島, 

2016.9.7-9）および日本セラミックス協会 2017年年会（東

京,2017.3.17-19）では、幅広いセラミックス材料の合成

と複合化、および機能の評価に関する討論が行われた。特

に誘電体の高性能化と詳細な構造評価に関する発表が多

く、それらの成果がマルチフェロイックナノコンポジット

の研究にも大きく波及することが予想される。 

 

 

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。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

（ヨーロッパ， 6 月）及び Society of Exploration 

Geophysicists（米国，10 月）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。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。この数

年，低価格で推移している石油価格の影響により，業界の

動向は人員削減，研究開発費の抑制，CAPEXや OPEX双方の

抑制と不景気な状況に拍車がかかっている。地下資源探査

のコスト・パフォーマンス向上への要求はさらに加速され，

コスト削減と調査の高精度化双方が同時に求められてい

るにも拘らず，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おり，研究開発費

の抑制が進行しつつ，教育への投資は必要最小限継続する

という状況に変わりはない。人材育成に，優秀なアジア・

アフリカなど開発途上国からの若手人材を含め，昨年の報

告同様，学会を候補者発掘の場として積極的に利用してい

る。こうした背景の中，欧米の学会とも教育に大きな役割

を負い，学生支部の設置とその活動の奨励する活動が目立

ち始めた。学会の場での座談会活動を通じ，学生に可能な

キャリアパスについて説明するなど，不景気な中において

も継続的な人材育成が必要とされる同分野の国際的な現

況を示していると考えられる。わが国の持続的社会に必須

の学術分野であり，昨年と同様の結論ながら，同研究分野

の国内における再活性化が必要であると強く感じられた。 

 

 

原子力学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 

越塚 誠一（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 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は、総合的

リスク評価とこれを踏まえた事故対策であり、幅広い領域

を俯瞰的に総合することの重要性が認識された。 

 原子力学の 2016 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盛んになっている。塑性

領域を含めた耐震、津波による３次元浸水シミュレーショ

ン、竜巻による衝撃力の評価などの研究では、自然災害の

専門家との共同研究となる場合が多い。第２にリスク評価

に係る研究が挙げられる。地震、津波、火災、溢水などの、

様々な外的事象に関する PRA（確率論的リスク評価）の研

究も行われている。これらの研究成果を取り入れた技術規

格が盛んに作られている。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の改良とこれを用いた福

島第一原子力発電所の１～３号機のシミュレーションが

行われ、溶融デブリ位置の推定に役立てようとしている。
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第４に福島第一原発の廃炉および除染に関する研究であ

る。高放射線環境で作業を行うロボット、ミュオンによる

透視、放射線計測技術の進展、放射性物質による土壌汚染、

農作物への放射性物質の取り込みなどの研究がなされて

いる。 

 2016年 7月に日本原子力学会標準委員会より「シミュレ

ーションの信頼性確保に関するガイドライン」が発行され

た。これはシミュレーション結果の信頼性を高めるための

標準的な方法論（検証と妥当性確認, V&V）の基本的な考

え方が記述されている。しかしながら、V&V の基本的な考

え方が規格化される一方で、その具体的な適用例や基盤的

研究はむしろ不足していることが明らかとなり、今後の幅

広い研究の展開が期待されている。 

 

 

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（ Nature, Nature nanotechnology, 

Nature photonics, Nature physics ， Nature 

Communications，Scientific Reports），Science，Nano 

Letters，ACS Nano，Phys. Rev. Lett.などを対象として，

関連分野の論文掲載状況を調べた結果，本年度はスピント

ロニクス関連が 135件を占めた。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、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が、同材料で

もバレー効果等を利用したスピンの応用が注目されてお

り、トポロジカル絶縁体や分子デバイスなどあわせ、新機

能開発の展開が期待される。応用物理学会の関連分野（薄

膜表面等）における講演大会（2016年秋/2017年春）では、

ナノカーボンが 91/97件、THz関係 が 90/61件、グラフェ

ンが 47/50件、ラマン（探針増強）が 6/6件、表面物理が

3/17件であった。デバイス関係は、有機太陽電池は 105/104

件、化合物太陽電池が 71/45 件、Si 太陽電池は 59/77 件、

また、有機 EL或いはトランジスタが 73/75件見られ、TMD

は 19/17 件、トポロジカル 絶縁体が 5/8 件確認された。

その他、ナノバイオテクノロジーは 51/49件、医用工学は

68/89 件と、ほぼ同様の発表件数であったが、ここ数年の

流れとして医用工学領域の増加が感じられる。応用物理学

会主催の ICSPM(International Colloquium on Scanning 

Probe Microscopy)は，本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，海外から招いた招待講演者と関

係を深めるとともに若手の意識を高め，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。本年度は、

2016年 12月 14日〜16日、特別研究会 30回を記念しハワ

イで開催された。 

 

 

応用物理学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究−応用物理学における量子ビームの活用− 

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） 

 

 放射光・中性子・ミュオン等の量子ビームを如何に実用

材料の開発に結びつけるかは、多額の国費を投入して建設

され運営されている量子ビーム施設の研究者と、通常の研

究の場から離れた量子ビーム施設を利用する研究者（ユー

ザー）の両者にとって重要な課題である。 

そこで今回は、応用物理学分野および関連材料分野にお

ける量子ビームの活用について、量子ビーム中でも特にミ

ュオンと中性子を主体に、国内外の最新の研究例や注目す

べき研究例などの動向を調査した。さらに、新たな研究領

域、分野横断的・融合的な研究から新たに生まれつつある

分野、今後重要性を増すと思われる研究分野等の動向を調

査した。国外についてはカナダ・北欧・東欧を調査対象と

した。 

調査対象の各国と比較すると、日本は SPring8をはじめ

複数の放射光施設と、JRR3、J-PARC、阪大 RCNP、理研仁科、

放医研等と多くの量子ビーム施設を有するので、研究環境

は極めて恵まれている。従来から実施されてきた「量子ビ

ームにより構造や磁性を調べる物性研究」や「照射による

電子回路や材料の損傷研究」は重要な応用であるが、より

実用的な材料やシステム、例えば、磁石・触媒・電池等の

材料の研究にビームタイムの一定の部分が利用されつつ

ある。また、表面近傍や隠れた界面の観察や、動作中の解

析を目指す動きが顕著である。しかしながら、このような

研究の目的は、現象理解や不具合対策が主なことが多い。

その結果、離散的で演繹的な研究となりがちで、大きな学

理を生み出す「帰納的」な視点に欠けるきらいがある。 

最近、国内施設あるいはユーザー側からマルチプローブ

による統合解析の機運が盛り上がりつつあることは注目

に値する。つまり、時間窓や空間分解能の異なる種々の量
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子ビームで材料を解析し、時空間マルチスケール解析によ

る物性や機能の統合理解を目指すことは学理の構築につ

ながろう。このような動きを、積極的に支援していく枠組

みを整えることも重要な課題であろう。 

 

 

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 

ワイドギャップ半導体に関する結晶成長からデバイス

応用まで含めた学術分野について国内外の学術会議等に

出席し，動向調査を行った．SiC（炭化ケイ素）は，高耐

圧，低損失，高速のパワーデバイスとして，すでにエアコ

ン，ハイブリッド車，鉄道車両，高速エレベータ等に実装

され始めている．今後の課題として，SiC 結晶中の欠陥生

成に起因する特性劣化現象や不純物濃度の低減，高品質厚

膜成長，デバイス界面の制御技術などが指摘されている．

GaN（窒化ガリウム）については，ウエハの大面積化およ

び高品質化が大きな課題であり，SiC に比較して未だパワ

ーデバイスとして十分に開発されているとは言えない状

況である．  

発光デバイス分野では，波長 350 nm 以下の深紫外発光

素子が，殺菌，分析，樹脂硬化など幅広い分野で応用が期

待されている．紫外発光素子のデバイス作製において，

AlGaN 系素子を安価なサファイア基板上に形成する場合は，

低コスト化が可能であるが，格子不整合に起因する内部量

子効率の低下が課題である．また，バルク AlN 基板上に

AlGaN 系素子を形成する場合は，極めて転位密度の低い基

板上に高内部量子効率のデバイスを作製することができ

るが，バルク AlN結晶の低コスト化と大面積化が課題であ

る． 

物性計測分野 

高温融体物性の分野が近年注目を集めている．その背景

の一つに，近年急速に開発が進められている金属用３次元

積層造形技術（３D プリンタ）の台頭がある．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．高温溶融合金の熱物性計測は極めて困難で

あるため，電磁浮遊法等の無容器法による熱物性計測技術

が開発されている．浮遊液滴の振動や液滴内部の対流を抑

制するために静磁場を重畳する技術も開発され，高温融体

の熱物性計測の高精度化が図られている．同技術は，原子

力発電所の事故解明にも適用され，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を新規に取得する試みがなされて

いる． 

 

 


