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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－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および光電子融合材料・デ

バイス工学に関する分野の中で新たな研究領域、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領域を中心に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。グラフェンプ

ラズモンの不安定性を電流励起で発現させてテラヘルツ

帯増幅素子として機能する新たな３端子能動デバイスの

登場や、半金属のグラフェンとバンドギャップが原子層数

に依存する半導体の黒燐を積層化した電子走行層を有す

る実空間遷移型の負性導電率素子の提案など、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

原子薄膜材料の物性探索、機能デバイス応用の研究進展が

著しい。 

次に、テラヘルツ電磁波科学とその機能デバイス応用分

野に焦点をあてて学術研究動向調査を行った。特に、電磁

波波長より微細な構造を材料に織り込み、その幾何学的周

期性によって特異な電磁波応答を実現するメタマテリア

ルの分野において、幾何学的対称・非対称性（パリティ）

と時間反転対称・非対称性とを能動的に制御することによ

って非相反的な電磁波伝搬の実現を目指す研究が新たな

潮流として注目され、今後の展開が注目される。 

学術振興方策に関しては、グラフェンと二次元材料に関

する非公開の日欧合同ワークショップ: JP-EU Graphene & 

2D Materials Flagship Workshopを欧州最大のファンデ

ィングエージェンシーである Graphene Flagshipと JSTお

よび JSPS とで今年度も継続して企画開催するなどを通し

て、欧米各国・各地域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 

二羽 淳一郎（東京工業大学 環境・社会理工学院・教授） 

 

①ミャンマーにおける既設コンクリート橋梁の維持管

理ならびに新設に関する調査、②台湾における MRT の利

便性に関する調査、③オーストラリアにおける社会インフ

ラ整備に関する調査、④中国におけるプレキャスト化に関

する調査、などを行った。 

ミャンマーでは、アジアハイウェイ（AH）の整備が進め

られているが、既存の老朽化した鋼橋では、耐荷力の面で

も疲労の面でも懸念される点が多く、一刻も早い架け替え

が必要となっている状況が実感できた。さらに、維持管理

に関してはあまり行われておらず、現実に昨年の 4 月には

鋼製の吊橋が落橋した事例もあった。このような周囲の状

況から、維持管理の容易な構造形式が強く求められている

という当地の実情が把握できた。 

台湾では、台北駅と桃園国際空港を結び、さらには桃園

市中壢区に至る MRT（都市高速鉄道）を調査した。旅行者

にとっては、空港へのアクセスのために、従来はバスやタ

クシーを利用せざるを得なかったことから、MRT の開通

は非常に利便性の高いものといえる。必要な社会インフラ

の整備に積極的な台湾当局の強い意欲が感じられるプロ

ジェクトである。 

オーストラリアでは、メルボルン、ブリスベン、シドニ

ーにおいて、様々な橋梁を調査したが、既存の橋梁の維持

管理が丁寧に行われていることが確認できた。一方、新設

のコンクリート橋梁においては、その多くで、プレキャス

ト化が進められている状況が確認できた。都市部では住宅

建設のラッシュが続いているため、建設産業全体が人手不

足となっており、このため社会インフラの工事においても、

労働集約的な場所打ちのコンクリート工事ではなく、工場

で生産したプレキャスト部材を多用する建設工事が増加

しているものと思われる。わが国においてもできるだけ早

く、プレキャスト化に向けての準備を進めておくことが肝

要である。 

中国では、寧夏回族自治区の銀川市を訪れ、プレキャス

トコンクリート工場を見学した。銀川市北西部の広大な工
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業団地の一角に立地しているプレキャスト工場は広大で

新しく、清潔であった。また、工場内には多数のロボット

が配置されていて、作業が自動化されており、労働者の数

は非常に少ないことも印象的であった。中国国務院は、環

境面への配慮から、国策としてコンクリート構造物のプレ

キャスト化を強く推進しており、補助金も支出している。

わが国ではこのような、公平な競争を阻害するような政策

の導入は難しいと思われるが、中国のやり方は確かに効果

的であり、プレキャスト化が確実に、しかも相当のスピー

ドで進んでいくものと予想された。 

 

流体工学関連分野に関する学術研究動向－圧縮性流

体解析における最新研究動向 

松尾 亜紀子（慶應義塾大学理工学部・教授） 

 

「流体工学関連分野」においては世界中において幅広く

研究が推し進められているが、ここでは「圧縮性流体解析

技術の最新動向」に絞り調査を進めた。 

圧縮性流体解析の技術動向に関しては、アメリカ航空宇

宙学会が開催する流体関連講演会において数多くの最新

成果が発表されている。また、流体研究において数値解析

は重要な解析ツールであり、その技術革新は今日において

も目覚ましいものがある。研究における世界の潮流を掴む

ために、アメリカ航空宇宙学会開催の講演会に的を絞り、

動向調査を行った。以下に示す、２つの講演会において情

報収集を行った。 

・2018年 6月、アメリカ国・アトランタにおいて開催され

た AIAA Aviation and Aeronautics Forum and Exposition 

(AIAA AVIATION 2018)講演会へ参加し、圧縮性流体解析に

関する最新動向について調査を行った。本講演会は、航空

宇宙に関する流体関連の研究者が集う講演会であり、1000

件を越す講演が行われた。圧縮性流体解析に関する最新手

法が数多く発表されていた。対象とする流れも、航空機・

宇宙機周りの流れに留まらず、エンジン内部の流れなど

様々な流体現象を対象とする数値シミュレーションの成

果が発表されていた。 

・2019年 1月、アメリカ国・サンディエゴにて開催された

AIAA Science and Technology Forum and Exposition 

(AIAA SciTech 2019)講演会へ参加した。１000 件を越す航

空宇宙関連の講演が行われ、応用問題へのアプローチに関

する内容も数多く発表されているのが特徴であった。将来

型エンジン開発への数値解析技術の応用に関しての講演

が多く、実用レベルでの解析技術の調査ができた。また、

対象とするエンジンも新しいタイプのエンジンである回

転デトネーションエンジンに関する発表が多く、興味深い

ものであった。 

 

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） 

 

機械工学の分野にも人工知能や機械学習という用語が

頻繁に聞かれるようになり、当初は画像認識およびその応

用が中心であったが、適用がさらに広がってきている。機

械工学の中の計算力学分野では、機械学習を大きく分けて

次の 3つの用途で使っている。大規模計算では計算結果の

データが膨大であり、その理解が困難になりつつあるため、

計算結果のデータから機械学習などにより特徴抽出を行

う方法である。従来からのデータ・マイニングの一つとも

捉えることができる。次は、様々な観測データや測定デー

タの特徴量を計算と結合させ、より現実的な計算を行うた

めに用いられている。従来からのデータ同化とかなりの部

分が重複している。最後は、ほぼ同じような精度の計算結

果を得るために機械学習的な手法を取り入れて計算量を

大幅に低減する方法である。今後の更なる展開が期待でき

る。しかし、過去から現在までの膨大なデータがある気象

などで明らかなとおり、過去のデータを学習するだけで天

気予報を格段に高精度化できるというものではない。 

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。

FPGA や AI専用計算機の開発にも注目が集まっている。GPU

は電力比演算が高く、エクサスケール・スパコンの重要な

構成要素となっている。日本では産業技術総合研究所に最

新の GPUを約 4,000基搭載したスパコンが導入され、人工

知能研究において大量の計算資源を必要とする分散学習

などの研究が加速されることが期待されている。米国では
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オークリッジ国立研究所に約 28,000 基の GPU を搭載した

最新のスパコンが稼働開始している。スパコン分野で最も

権威のある国際会議 SC18 において、スパコンの利用成果

を競うゴードンベル賞ファイナリストの 5件の全てが機械

学習に関係する内容を含んでいた点はトレンドを反映し

ている。 

 

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・都市解析分野の学術研究動向として、都市環境

と健康に関する分野について調査結果を述べる。 

今年度は文献調査をシステマティックレビュー手法に

基づいて行った。関連分野の 1990年以降の論文・大会梗概

等から抽出入手、整理した。文献データベースは医中誌、

CiNii とし、主な選定基準は、定量的研究、小中学生年齢

層を対象、環境要因が説明変数、健康がアウトカム、都市

環境（屋外）を対象とするものとし、451 件の論文を抽出

入手した。複数研究者による一次、二次スクリーニングを

経て最終的に 19 件の論文を基準にしたがって採択し、論

文を精読整理した。当該分野での研究動向は以下のように

纏められる。 

健康と地域差に着目し、環境の影響を明らかにするため

地域比較を行う論文は多く見られる。環境要因やアウトカ

ムの数量化では、調査票調査によるものから、調査対象者

の身体機能計測を加味するもの、定期健診データを活用す

るものが見られる。地域差としては、都市部と農村部、施

設状況、自然環境など様々あり、個々の関連は有意に示さ

れているが、健康と関連する環境要因を明確に規定する一

般化段階までは至っているとは言えない。 

 周囲の人間関係など人的環境・社会環境の健康への影響

を明示的に示した研究も見られる。良好な地域社会環境か

ら精神的身体的健康への影響、地域の安全環境、地域への

愛着、友人関係などの要因と健康の関連が明らかにされて

いる。 

今後は、環境要因から健康への影響構造を総合的に示す

方向が考えられる。上に述べた自然環境や人的環境等の各

種要因の影響を総合的に構造化してとらえる研究が近年

増加している。SEM や共分散構造分析の手法を適用し、要

因相互の関連、各要因から健康への要因を総合的に捉える

試みである。測定機器の性能向上や身に着けやすい端末の

普及などにより、健康状況のデータ取得が容易となり統計

処理に足るデータ蓄積が進むことにより、分析手法が進ん

でいくと考えられる。一方で、データ利用や分析の倫理に

ついて真摯に考える必要はより一層増していくであろう。 

 

生体医工学、生体材料学関連分野に関する学術研究

動向—メカノバイオマテリアル、メカノメディシン研

究の医療展開に向けた新潮流— 

木戸秋 悟（九州大学先導物質化学研究所・教授） 

 

科学研究費助成事業において、平成２２〜２４年度に時限

付き分科細目に設定されたメカノバイオロジー分野は人間

医工学の領域にも深く関わる新潮流であり、メカノメディ

シンとも呼ばれる医療応用分野を創出した。その研究領域

は近年、国内外においてますます拡がりつつあるが、特に

工学分野からの取り組みとしての生体材料・バイオマテリ

アル研究領域とのつながりや展開の確かさや存在感、特に

現実の医療応用との関わりでどの程度進んでいるかについ

て、すなわちメカノメディシンとバイオマテリアルとの融

合研究領域としての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動向として

は、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・台湾を始め全世界的に盛んとなって

おり、Nature 系列や Cell 系列の論文誌などでの報告も続

いている。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着実に発

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、メカノバイオマテ

リアル研究の観点からの取り組みも増えつつある。これら
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の最新研究動向は着実に医療展開への可能性を拡充してお

り、今後の動向はますます注視すべきものと思われる。 

 

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） 

 

 原子力学分野は、原子炉物理、原子力計測、熱流動、構

造、放射線化学、燃料サイクル、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。福島第一原子力発電所の事故の原因とし

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人材および組織

運営基盤が形成されていなかった、と指摘されており、総

合工学的な取組が求められている。 

 原子力学の 2018 年度における学術動向をまとめる。ま

ず第１に、外的事象に関わる研究が引き続き活発である。

耐震では、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ている。第２にリスク評価に関わる研

究がある。断層変位に関する PRA(Probabilistic Risk 

Assessment)の研究が盛んになっている。地震と津波が重

畳する場合のリスクについても研究されている。第３に過

酷事故時の安全性の研究が継続している。過酷事故を起こ

した福島第一原子力発電所の格納容器内の調査によって

溶融炉心が凝固したデブリの状況が分かりつつあり、これ

までの過酷事故解析の結果と照らし合わせ、過酷事故解析

コードの予測性能の向上が図られている。また、格納容器

の床上にコアキャッチャーを設置し、溶融炉心が圧力容器

外に放出された場合でも事故が収束できようにすること

が検討されている。コアキャッチャーは新設炉では当初か

ら設置することが容易であり、既存炉をリプレースするこ

とで原子力発電所の安全性は高まると考えられる。新型炉

の研究に関しては、2018年 12月にわが国の高速増殖炉開

発の「戦略ロードマップ」が決定され、そこでは民間主導

のイノベーションを促進する仕組みを整備するなど柔軟

なアプローチを追及すべきであり、国立研究開発機関はそ

の基盤となる技術開発・研究開発のサポートする役割を担

うべきであるとされた。 

 

応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ミュオンビームと不安定核ビ

ームの活用− 

杉山純（（株）豊田中央研究所・主監） 

 

世界各国の核破砕中性子施設（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中性

子ビームとミュオン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。 

英国RAL 内にある中性子・ミュオン施設ISIS では、2020 

年からの長期シャットダウン中に、電 

池材料内のLi 拡散や濃度をin situ 観測する「Super-

MuSR」建設計画が進行中である。ビームラインを改良

し、かつ多素子化して計数速度を向上させる。水素貯蔵

材料から水素が脱離する過程を高速SR で調べる「in-

situ SR」は、2014 年に日本から提唱された。４年遅

れで、欧州で追 

随する動きが出てきた。 

ミュオン以外のスピン偏極した不安定核ビームについ

ては、カナダTRIUMF で8Li ビームが一般供用されてい

る。表面磁性や超伝導磁束格子状態の研究やLi 電池材料

中のLi 拡散に関する研究が 

進められている。また生体物質への応用を目指して、

31Mg ビームの開発を継続中であるTRIUMF 

以外では、スイスCERN のISOLDE が、多くの不安定核ビ

ームを供給している。しかしスピン偏極については、不

安定核毎に波長の異なるレーザー結晶が必要で、8Li 以

外の不安定核を用いて直 

ちに-NMR 実験をできる状況にない。酸素伝導体中の酸

素拡散を微視的に測定するのに重要と考 

えられる「適当な寿命の酸素の不安定核（13O と23O）」

については、５年以内に利用可能となる可能性は低い。

当面は、18O 等を使うトレーサー拡散測定手法を使わざ

るを得ない。 
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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 

窒化ガリウム（GaN）、炭化ケイ素（SiC）に加えて酸化ガ

リウム（Ga2O3）が、パワーデバイス材料として注目されて

いる。GaN基板上 GaNデバイスは、大電流・高速動作に向け

たパワーデバイスとして開発が進行中で、半極性面状の結晶

成長技術やドーピング技術の開発により、高性能な縦型デバ

イスが実証段階に入っている。SiCパワーデバイスでは、車

載用のデバイス開発が活発に行われており、セルの微細化と

チップの大面積化が進行しており、大電流・高耐圧の優れた

特性が得られている。また、HVPE法による高純度 Ga2O3結晶

成長技術が開発されている。 

AlGaN系深紫外発光素子（LED）は、殺菌、浄水、センサー

や樹脂硬化用光源など、多岐にわたる応用分野が期待され

る。深紫外 LEDの内部量子効率（現状 60%程度）の向上のた

めに、AlGaN 結晶層の貫通転位密度の低減が求められてい

る。サファイア基板上の AlN 膜を 1700℃という高温でアニ

ール処理することによって AlN 膜中の貫通転位密度を

108/cm-2オーダー前半まで低減する技術が開発された。光取

り出し効率を高めるためには、AlGaNコンタクト層や反射フ

ォトニック結晶の利用が提案されている。多光子励起顕微鏡

を用いて GaN 結晶内部の貫通転位の 3 次元観察がなされ、

転位密度や転位の形態が明らかとなった。 

物性計測分野 

近年、積層造形技術（３Dプリンター）による新たな製造

技術が注目されている。３Dプリンターは、金属・合金粉末

を局所加熱し、融解を経て凝固させる手法であり、その温度

勾配と融体の流れによって凝固速度や凝固組織が決まる。３

Dプリンタの積層速度、組織制御やレーザー等の出力制御に

関して最適解を得るために、熱・流動解析に関する数値シミ

ュレーションが必須であり、そのため、熱物性（密度、粘度、

熱容量、表面張力、放射率、熱伝導率）データベースの整備

が必要である。熱物性測定手法としては、各種浮遊法が採用

されている。 

 ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故対策として、制御

棒材（中性子吸収材）である炭化ホウ素(B4C)とステンレス

鋼の共晶溶融反応及び移動挙動が研究課題として摘出さ

れ、日本原子力研究開発機構が研究プロジェクトを立ち上

げ、物性計測とシミュレーションの両面から研究開発が進

行している。 

 

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） 

 

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 Cryogenic 

Computing Complexity (C3)という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。

Northrop Grumman 社では、SFQ マイクロプロセッサの設計

を行っており、MIT の超伝導集積回路プロセスを用いて 32

ビットプロセッサの設計が行われ、要素回路についてその

動作実証が行われた。Hypres 社では、マイクロプロセッサ

用の要素回路であるレジスタファイルなどの試作が行わ

れ、正常動作が報告された。また、昨年より超伝導集積回

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。Synopsys 社ならびに南カリフォルニア大学が

主要研究機関であり、約一千万ゲート規模の超伝導マイク

ロプロセッサ設計のためのツール開発を目標としている。 

 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
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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。近年で

は数十ビットの量子ビットが製作されているが、研究の中

心は物理的原理の探求から実装技術にシフトしてきてい

る。1 つの理由は、通常の集積回路プロセスで利用される

層間絶縁膜が、量子ビットのデコーレンス時間に悪影響を

もたらす点にある。そのため、層間絶縁膜を用いない、実

装技術が必要とされている。また、超伝導量子ビットの観

測と制御はマイクロ波により行われており、量子ビット数

の増大により、室温部と低温部のマイクロ波ケーブルの数

が急激に増大することも課題になっている。 
 

光工学および光量子科学関連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、光ナノ成形によるナノ物質の計測・制

御・操作に関する新たな研究領域について、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。 

局在プラズモンポラリトンを利用して光と物質の相互

作用を増強する研究が活発に進められており、常温の分子

系における光強結合状態の実現など新しい研究領域が拓

かれつつある。光子と分子の相互作用は、分子の吸収断面

積（nm2 オーダー）と光子のモード面積（回折限界として

〜µm2）の「サイズミスマッチ」により極めて低い効率であ

るのに対し、金属ナノ構造体の電子集団振動と光のカップ

リングにより生成する局在プラズモンは、光をナノサイズ

の空間に絞り込む機能（光アンテナ効果）があり、分子の

励起確率を４桁以上増強して発光過程、ラマン散乱、光反

応プロセス、非線形光学過程、光圧発生等の超高効率化を

実現することができる。しかし、光子と分子のサイズだけ

をマッチングしても、光の形状を電子の波動関数の「形状

ミスマッチ」により分子の励起ダイナミクスを自在に制御

することはできない。これに対して最近、金属アンテナに

より光子をナノサイズまで小さくするとともに、光スポッ

トにおける光電場振幅・位相分布をナノスケールで制御す

る、すなわち、光子の形状をナノ空間でコントロールする

「光ナノ成形」の研究が進められている。この光ナノ成形

技術により、これまでの常識を打ち破る光物理現象や光反

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

おいてブレークスルーとなりうる新しい展開が期待され

る。 

 

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

となっており，まさに Sustainable Development Goals 

(SDGs)達成には必要不可欠な要素技術なっている。各種の分

離プロセスの中でも，膜分離法はコンパクトな装置で省エネ

ルギー分離が可能であることなどから，世界中で研究が活性

化している。特に中国をはじめとするアジアオセアニア地区

での膜分離に関する研究は，量および質において極めて短期

間で大きな進展を見せている。 

  膜材料の主流は高分子材料であることが論を待たない

が，過去 10-20年に渡り，無機材料による分離膜の研究が活

性化し，パラジウムなどの金属膜，ゼオライト膜，アルミナ

やシリカなどのセラミック膜，炭素膜に代表される無機膜

が，その優れた耐熱性，機械的安定性，耐溶剤性により大き

な注目を集めており，一部の材料では実用化が既に行われて

いる。新規材料としては，2次元材料として注目されている

グラフェン材料，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

研究開発項目となっている。 
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  分離技術の新しいトレンドとして特に注目されたの

が，二酸化炭素回収と有効利用技術（Carbon dioxide 

Capture and Utilization）への膜技術への貢献である。従

来から多くの報告がある，燃焼排ガスからの CO2回収，天

然ガス脱酸のみならず，触媒反応と膜分離とを組み合わせ

た膜型反応器が CCU に応用されつつある。CCU 反応として

は，CO2メタネーション，メタノール合成が耐熱性に優れる

無機材料を中心として研究活性化しており，今後の展開が

注目される。 

 

地球資源工学およびエネルギー学関連分野に関する

学術研究動向‐太陽エネルギー貯蔵・輸送の新たな

展開 

児玉 竜也（新潟大学自然科学系（工学部）・教授） 

 

太陽エネルギーの貯蔵技術に関しては，このまま太陽電

池の導入が進み，昼間の太陽電池の発電量のみ増加する場

合，夕方にバックアッププラント（一般には火力発電）を

立ち上げる必要がある。これに対し，溶融塩による 2タン

ク方式の蓄熱システムを備えた太陽熱発電は，昼間の発電

コストは太陽電池より高いが，二次電池よりもコストの安

い蓄熱で夜間に発電が可能である。この観点から，太陽電

池と蓄熱型太陽熱発電を組み合わせたハイブリットプラ

ントが今後のトレンドになると思われる。太陽熱発電では

既に低コスト・高効率の蓄熱型太陽熱発電技術が研究開発

のトレンドとなっており，特に蓄熱の高温化（600℃以上）

が次世代技術として位置づけられている。また，太陽熱だ

けでなく，バッテリーよりもコスト安の蓄熱技術を太陽電

池や風力等の不安定な再生可能エネルギーからの電力の

貯蔵に利用する研究プロジェクトも欧州等で開始されて

いる。 

一方，太陽エネルギーの長距離輸送（渡洋輸送）には，

燃料化が必要である。オーストラリア再生可能エネルギー

庁（ARENA）では昨年，自国の太陽エネルギー等の再生可能

エネルギーの輸出を可能とする技術開発の募集を開始し，

今年度，「再生可能エネルギーによる室温・常圧でのアン

モニア製造」，「水素キャリアーとしてのメタン利用」，

「太陽集熱によるソーラー水素製造」等が採択された。ま

た，欧州では，CO2フリーのジェット燃料として，ソーラー

水素の利用はエネルギー密度等の観点から難しいため，

CO2と H2Oを同時分解してソーラージェット燃料（灯油等）

を製造するコンセプトが検討され，太陽熱利用による実証

プロジェクトが開始されている。水素社会が実現してもジ

ェット燃料に直接，水素を使うことは難しく，わが国でも

早急に研究開発すべき課題と思われる。 

 

無機材料および物性関連、ナノ材料科学関連分野に

関する学術研究動向－無機ナノ材料科学と他分野の

融合および境界領域における新たな展開－ 

関野 徹（大阪大学産業科学研究所・教授） 

 

ナノスケールの物質・材料構造に起因した特徴的な物性や

機能発現に基づく科学および工学研究が盛んになって久

しい。最近では材料学、物理学、化学分野のみならず、医

学・生化学、環境学、更には情報学など広範囲の学術領域

を横断して進展しており、今後もその重要性は増すと考え

られる。本課題では、無機材料および物性関連分野やナノ

材料科学関連分野などの無機系材料分野を中心とし、他の

研究分野との融合や境界領域における新たな展開につい

て調査を行った。 

多様な学術分野の研究が発表される日本 MRS 年次大会

（2018年 12月 18日-20日、北九州）では、シリコンナノ

粒子の水溶液内酸化反応に伴う水素発生挙動について報

告されている。この研究では水素発生を生体内で行うこと

で、細胞や DNA損傷を生じ 酸化ストレス誘発性疾患を起こ

すと考えられる ヒドロキシラジカルを抑制することを狙

っており、通常の水素水に比較して効果が高いことも示さ

れている。一方、イオン電池や燃料電池材料システムの研

究報告も盛んに行われているが、近年の高輝度放射光を用

いた材料解析では高空間分解能スペクトルイメージング

と状態分析を同時に且つ継続的に行うオペランドナノ材

料解析法を駆使した研究成果が本会議のみならず多様な

学会等で報告されている。こうした研究はビーム科学・材

料学のみならず最新のデータサイエンスを包含した研究

領域としてその重要性は今後ますます高まるであろう。 

一方、近年注目を受けるユニークな低次元ナノ材料である
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グラフェンに関する国際的な研究動向について、エネルギ

ー関連分野（燃料電池・イオン・全固体電池等）への応用

はここ数年の傾向として多くの報告例があるほか、生体模

倣材料（Biomimetic materials）創製の鍵材料としても報告

され始めており、低次元の且つ構造異方性を活かした生体

模倣構造構成のテンプレートあるいは強化構造素材その

ものとしての優位性が複数の研究グループより国際会議

（ICACC2020、2019 年 1 月 27 日-2 月 1 日、米国デイト

ナビーチ）等で報告されており、今後さらに研究が展開し、

その重要性も高まると考えられた。 

 

構造工学および地震工学関連分野に関する学術研究

動向―構造物の強靱化・長寿命化に向けた新たな潮

流と展開― 

舘石 和雄（名古屋大学大学院工学研究科・教授） 

 

土木工学の中でも，特に構造工学分野および地震工学分

野における動向，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，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，1)構造工学シンポジウム（東京工業大学で

開催）や土木学会年次学術講演会（北海道大学で開催）に

参加し，上記の観点からの動向調査，2)IABMAS2018（オー

ストラリア・メルボルンで開催）に出席し，諸外国におけ

る橋梁の維持管理技術，マネジメント技術に関する学術情

報の収集，3)土木工学・構造工学分野における学会発表論

文や学術図書出版の傾向の分析，4)国内外の研究者からの

学術動向情報の収集を行った． 

構造工学および地震工学分野では，現在，耐震関連（免

震・制震も含む）の研究，維持管理関係（補修・補強やモ

ニタリングも含む）の研究が活発に行われており，この傾

向はここ数年変わっていない．特に維持管理に関しては，

新材料，ドローンやロボット，AIなどの最新技術の導入が

活発に試みられている．一方で，旧来の枠組みを超えた視

点や知識が必要となる分野の研究が増えている．例えば，

複合構造物，地震防災，橋梁計画などである．従来型の地

震工学や構造工学の枠組みを超え，複数分野の連携や融合

を模索しようとする動きも出始めており，今後の研究動向

が注目される． 

世界的にも構造物の維持管理に対する関心は高い．特

に，モニタリングや損傷検知に関する研究が活発である．

これらは古くからある研究課題ではあるが，センシング技

術の進展に伴って，徐々に実用的なものに近づいているこ

との現れであるといえる．2018 年 8 月 14 日にはイタリア

のモランディ橋が崩落し，多くの犠牲者が出た．モニタリ

ングや損傷検知技術は，このような惨事を防ぐための一つ

の有効な技術であり，さらなる発展が期待される． 

 

ナノ材料科学関連、ナノバイオサイエンス関連分野

に関する学術研究動向—生体分子ナノ界面の高感度

センシング及びイメージングにおける新たな潮流と

展開— 
玉田 薫（九州大学先導物質化学研究所・教授） 

 

ナノ材料科学関連、ナノバイオサイエンス関連分野、ま

たはその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行なっ

た。 

現在日本はSociety5.0を掲げ、IoT/AIをサービス、イン

フラ、医療・介護・ヘルスケア、製造・運輸などの広範な

分野に展開する成長戦略を推進している。ナノ材料科学に

ついてもこの潮流に乗り、次世代情報IoT/AI との連携の

中で新たな価値を見出す動きが顕著である。ナノバイオサ

イエンス分野、高感度センシングおよびイメージングに関

しても、単に化学・生化学・物理情報をローカルに計測す

るだけの従来型センシングデバイスではもはや不足で、得

られた信号を素早く伝送可能な形の情報へと変換し、ビッ

グデータとして集積・解析、そして活用していくことが不

可欠である。「ナノ材料科学」を利用した高感度バイオセ

ンシングでは、これまでに引き続き金属ナノ構造体のプラ

ズモン共鳴(LSPR)の利用が国際的に注目されている。一

方、ナノ材料科学から離れバイオセンシングおよびイメー

ジング全体を見ると、DNA/タンパク質等に比べ、細胞等

をあつかう研究が国際的には圧倒的に主流となっている。
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またスマートフォンに代表されるデジタル画像の高速伝

送・処理技術の社会への普及により、電気計測による低次

元デジタル信号よりもむしろ多次元（時空間）の高密度情

報である画像データがセンシングの主流となってきてい

るようである。IoT/AIとの連携により、ナノ材料・ナノサ

イエンス及びナノテクノロジーを駆使した新しい発想で

のセンシングデバイス、特に高齢化社会の進展に伴い、在

宅での個人の健康および環境のリアルタイム測定に必要

となる新型センサー開発が今後さらに進展するであろう。 

  合わせて当該分野における若手女性研究者の育成・活

躍について調査した。アメリカ MRS ではダイバーシティ

への配慮が極めて顕著で、ナノ材料関連のシンポジウムで

も、招待講演者の約 1/3 が女性研究者であり、それも年齢

（若手）や人種の多様性への考慮が様々な場面で見受けら

れた。これに対して日本の当該分野の学会では、未だ女性

および海外からの参加者はごくわずかであり、グローバル

な研究環境形成のための改革が急務である。 
 

薄膜および表面界面物性関連分野に関する学術研究

動向 — 原子・分子レベルの表面・界面物性の解析

技術と応用 — 

富取 正彦（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研

究科・教授） 

 

 近年発展が著しい“原子・分子レベルの表面・界面物性

の解析技術”に注目し、研究の現状を調査した。現在、電

子デバイスの微細加工サイズがシングルナノ（10 nm未満）

に到達しつつある。シングルナノは原子 1個の揺らぎがデ

バイス特性に大きな影響を与える材料スケールである。従

って、原子・分子レベルの空間分解能を有する顕微鏡法・

物性評価法が重要となっている。 

 原子・分子レベルの顕微鏡法・物性評価法の代表格は、

透過型電子顕微鏡（TEM）とその派生である走査透過型電子

顕微鏡（STEM）、および、走査型トンネル顕微鏡（STM)や

原子間力顕微鏡（AFM)などの総称である走査型プローブ顕

微鏡（SPM)である。TEM/STEMでは、検出器の高感度・高解

像度化により、電子の散乱角強度・位相情報も大量に記録

され、大規模データを解析する技術との融合も図られつつ

ある。SPM では、表面を“見る、測る、操作する”という

観察・計測が原子・分子レベルで多方面かつ常態的に進ん

でいる。SPM は、“原子レベルで鋭利な針（探針）”の先

端の位置を試料表面に近づけ、その位置を原子レベルで制

御する技術を基盤としている。一方、探針に関する原子レ

ベルの物性評価と制御技術は必ずしも確立されていない。

その中で、金属探針の先端に CO 分子を垂直に吸着させ、

それを利用して有機分子の炭素骨格を描き出す手法が発

見された。但し、CO分子の吸着角度は試料との相互作用で

変位すると指摘されている。新奇な超高分解能像に対して

は、慎重な検討が不可欠である。 

 他に、新規原子層状物質、触媒活性をもつ酸化物や鉱物

試料及びそれらの表面へのバイオ系を含めた分子吸着の

観察・物性測定が注目された。マイクロ波照射、試料の励

振探査、酸化膜の静電容量特性の測定法の開発など、新規

手法開発の動向も注目された。一方、観察環境として、真

空だけでは無く、液中での観察が原子・分子レベルで展開

されている。この分野での日本の研究者の貢献は高く評価

できる。 

 

通信分野（テラヘルツ波帯アンテナとその応用）に

関する学術研究動向 

廣川 二郎（東京工業大学工学院・教授） 

 

 周波数帯が 100GHz～10THz であるテラヘルツ帯のアンテ

ナに関して，反射鏡アンテナ，レンズアンテナ，マイクロス

トリップアンテナ，導波管スロットアンテナなどが検討され

ている。周波数が高くなると同じ受信電力密度を得るために

必要なアンテナの面積は大きくなる。低損失な給電線路を用

いた平面状のアンテナが望まれており，その観点で導波管ス

ロットアンテナは有利である。製作精度が約 5µm であるシ

リコンプロセスを用いた 350GHz帯の導波管スロットアンテ

ナの製造法が着目されている。5枚のシリコンウェハに異な

る線路パターンをエッチングし，各シリコンウェハは線路壁

面も含め全面に金膜を形成する。その後，温度 300度，加重

9kN，気圧 5x10−4mBarで 1枚ずつ接合する。これにより，下

層が給電線路部，上層が放射部の並列給電導波管スロットア

レーアンテナが実現されている。形成された金膜の実効導電
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率は，基準導電率の約 25％であり，16x16素子アンテナにお

いて利得 3dB 低下帯域約 13％の広帯域が実現されている。

なお，現時点では損失が約 4dB あり，その低減が課題であ

る。 

 アンテナ分野において国際的と認知されている国際会

議としては，アメリカで開催されるアメリカ電気電子学会

アンテナ伝搬国際会議(IEEE APS)，欧州で開催されるヨー

ロッパアンテナ伝搬国際会議(EuCAP)，アジアで開催され

るアンテナ伝搬国際会議(ISAP)の 3つがある。そのうち，

2018 年 10 月に韓国・プサンで開催されたアンテナ伝搬国

際会議(ISAP)に関して調査した。同会議には 30 か国から

628 名が参加した。開催地域がアジアであるため，アジア

諸国からの参加者が多い。主な参加国・地域と参加人数と

しては，韓国から 286 名，日本から 149 名，中国から 54

名，台湾から 31 名，タイから 18 名，マレーシアから 14

名，アメリカから 13名となっている。特別セッションとし

ては，ミリ波・テラヘルツ波アンテナ，第 5世代移動通信

向けアンテナ，メタマテリアルを用いたアンテナ，3Dプリ

ンタを用いたアンテナ，センシング用アンテナ，地中レー

ダアンテナ，アンテナ設計・レーダ信号処理へ応用のため

の機械学習に関するものが企画され，アンテナの昨今の研

究動向を反映していると考えられる。 

 


