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はじめに
国際的な学術交流が進展し共同研究の機会や留学生の受入れが拡大する中、国内の大学
や研究機関（大学等）が保有する機微技術の流出を防止する観点から、大学等における安全
保障貿易管理が一層重要となってきている。
大学等の研究は多岐にわたるため、効果的、効率的な支援策の企画立案、実施を図る上で、
大学等のどのような研究分野に、安全保障貿易管理の対象となる技術が存在するか等の情
報が不可欠である。
このため、大学等における効果的、効率的な安全保障貿易管理のために資する、外為法に
おけるリスト規制項目に関連する研究分野を特定するための調査を実施した。
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1. 研究項目の特定
2018 年度時点の科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金、科学研究費補助金、科
研費）の審査区分表に掲載されている研究項目を用いて、外国為替及び外国貿易法
（外為法）
のリスト規制項目に関連がある研究項目を特定した。

1.1 科研費における研究項目の絞込


大区分による絞込

大区分による分類のうち、安全保障貿易に関連の低い分野を調査対象から除外した。本調
査における重点調査対象は主に理工学系とし、文科系研究等の分野は除外した。
調査対象とした大区分：
大区分 C（材料工学、流体力学）
大区分 D（応用物性、原子力等）
大区分 E（有機化学、無機化学等）
大区分 J（情報科学）


中・小区分による絞込

絞り込まれた大区分から、基礎的科学分野の研究を中・小区分により絞り込んだ。本調査
における重点調査対象は外為法に関連するリスト規制対象であるため、規制対象となるか
を技術的な観点から絞り込む。絞込に当たっては科研費の研究内容をキーワードとし、経済
産業省の貨物・技術の一体化マトリクスを利用して研究項目を特定した。
1.2 判定基準
調査対象小区分について、規制リストに抵触する蓋然性を判定した。判定にあたって、
「黒
（規制リストに抵触する蓋然性が高い）」、「グレー（規制リストに抵触する蓋然性が中程
度）」、「白（規制リストに抵触する蓋然性が低い）」を次の基準によって判断することと
した。


「黒（規制リストに抵触する蓋然性が高い）」判定基準


科研費審査区分表に掲載されるキーワードが貨物・技術の一体化マトリクスに
含まれる




武器、兵器、大量破壊兵器に関連する研究がある

「グレー（規制リストに抵触する蓋然性が中程度）」判定基準


科研費審査区分表に掲載されるキーワードが貨物・技術の一体化マトリクスに
含まれる




武器、兵器、大量破壊兵器に関連する研究に繋がる可能性がある

「白（規制リストに抵触する蓋然性が低い）」


科研費審査区分表に掲載されるキーワードが貨物・技術の一体化マトリクスに
含まれない
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武器、兵器、大量破壊兵器に関連する研究に繋がる可能性が低い

1.3 判定方法


科研費区分表における「内容の例」をキーワードとして、貨物・技術の一体化マトリ
クス内を検索



キーワードと「武器」、「兵器」、「大量破壊兵器」をインターネット上で AND 検
索し、その結果に関連研究や指摘が含まれるかを確認



キーワードが貨物・技術の一体化マトリクスに含まれていたとしても、分野が武器、
兵器、大量破壊兵器に関連する研究に繋がる可能性が低いものは白として判定（例：
22010 土木材料、施工及び建設マネジメント関連には「複合材料」が含まれているが、
白と判定した）

1.4 研究項目の特定結果
各研究項目を判定した結果、規制リストに抵触する蓋然性の高さによって次のとおり分
類することができた。


「黒（規制リストに抵触する蓋然性が高い）」：31 小区分



「グレー（規制リストに抵触する蓋然性が中程度）」：29 小区分



「白（規制リストに抵触する蓋然性が低い）」：22 小区分
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2. 特定された研究項目についての調査・整理
特定した研究項目について、①研究内容、②関連があると思われるリスト規制項目の該当
項目、③②の根拠等、④リスト規制項目との関連度を調査・整理した。
特定した研究項目について、黒（規制リストに抵触する蓋然性が高い）と判定した 31 小
区分についての根拠、具体的な懸念の例は次のとおり。

表 2-1 規制リストに抵触する蓋然性が高いと判定した項目とその根拠、具体的な懸念の例
小区
分

研究内容
の例

18020

加工学お
よび生産
工学関連

21020

通信工学
関連

21050

電気電子
材料工学
関連

24010

航空宇宙
工学関連

24020

26020

根拠
加工学および生産工学関連では工作機械の研究が実施
されており、その研究成果としての数値制御工作機械
の一部は核兵器やミサイルの開発に利用される可能性
がある。したがって、当該区分の貨物および関連する
プログラムは輸出令別表第 1 の 2 の項（12）、外為令
別表 2 の項で規制されるプログラム・技術に該当する
蓋然性が高い。
通信工学関連ではアンテナの研究が実施されている。
アンテナの一部は通常兵器の一部として戦車や艦艇に
搭載される可能性がある。したがって、当該区分の貨
物および関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 4 の
項（18）、外為令別表 4 の項で規制されるプログラ
ム・技術に該当する蓋然性が高い。
電気電子材料工学関連では半導体の研究が実施されて
おり、その研究成果の一部は半導体レーザーをはじめ
とする軍事技術に利用される可能性がある。したがっ
て、当該区分の貨物および関連するプログラムは輸出
令別表第 1 の 10 の項（8）、外為令別表 10 の項で規制
されるプログラム・技術に該当する蓋然性が高い。
航空宇宙工学関連では推進の研究が実施されており、
その研究成果としてのロケット推進装置の一部は大陸
間弾道弾をはじめとする軍事技術に利用される可能性
がある。したがって、当該区分の貨物および関連する
プログラムは輸出令別表第 1 の 4 の項（2）、外為令別
表 4 の項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋
然性が高い。

具体的な
懸念の例

核兵器や
ミサイル

戦車や艦
艇に搭載

半導体レ
ーザ

大陸間弾
道弾

船舶海洋
工学関連

船舶海洋工学関連では舶用機関の研究が実施されてお
り、その研究成果の一部は軍用船舶をはじめとする軍
事技術に利用される可能性がある。したがって、当該
区分の貨物および関連するプログラムは輸出令別表第
1 の 1 の項（8）、外為令別表 1 の項で規制されるプロ
グラム・技術に該当する蓋然性が高い。

軍用船舶

無機材料
および物
性関連

無機材料および物性関連では構造用セラミックスの研
究が実施されており、その研究成果としてのセラミッ
クの複合材料の一部はジェットエンジンのタービンブ
レードをはじめとする軍事技術に利用される可能性が
ある。したがって、当該区分の貨物および関連するプ
ログラムは輸出令別表第 1 の 4 の項（15）、外為令別
表 4 の項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋
然性が高い。

ジェット
エンジン
のタービ
ンブレー
ド
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26030

複合材料
および界
面関連

26050

材料加工
および組
織制御関
連

26060

金属生産
および資
源生産関
連

27020

反応工学
およびプ
ロセスシ
ステム工
学関連

27040

バイオ機
能応用お
よびバイ
オプロセ
ス工学関
連

29010

応用物性
関連

29020

薄膜およ
び表面界
面物性関
連

複合材料および界面関連では複合材料の研究が実施さ
れており、その研究成果の一部は航空機の主翼等に利
用される可能性がある。したがって、当該区分の貨物 航空機の
および関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 5 の項 主翼
（4）、外為令別表 5 の項で規制されるプログラム・技
術に該当する蓋然性が高い。
材料加工および組織制御関連ではレーザ加工の研究が
実施されており、その研究成果としてのレーザ加工機
の一部は原子力関連製品のレーザコーティングに利用
される可能性がある。したがって、当該区分の貨物お
よび関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 6 の項
（2）、外為令別表 6 の項で規制されるプログラム・技
術に該当する蓋然性が高い。
金属生産および資源生産関連では融解凝固の研究が実
施されており、その研究成果としての融解炉および溶
製法の一部は航空機用エンジンに利用されるニッケル
基合金等の溶製のために利用される可能性がある。し
たがって、当該区分の貨物および関連するプログラム
は輸出令別表第 1 の第 2 の項（13）、外為令別表 2 の
項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋然性が
高い。
反応工学およびプロセスシステム工学関連ではプロセ
ス制御の研究が実施されており、その研究成果として
の使用済核燃料の再処理法の一部は再処理によって分
離されるプルトニウムを使用した核兵器の開発および
製造に利用される可能性がある。したがって、当該区
分の貨物および関連するプログラムは輸出令別表第 1
の 2 の項（5）、外為令別表 2 の項で規制されるプログ
ラム・技術に該当する蓋然性が高い。
バイオ機能応用およびバイオプロセス工学関連ではバ
イオリアクターの研究が実施されており、バイオリア
クターは天然痘ウィルス、コレラ菌、炭疽菌、ボツリ
ヌス毒素等の生物剤による生物兵器に利用される可能
性がある。したがって、当該区分の貨物および関連す
るプログラムは輸出令別表第 1 の 3 の項、外為令別表
3 の項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋然
性が高い。
応用物性関連では有機分子バイオエレクトロ二クスの
研究が実施されており、その研究成果としてのアラミ
ド繊維や炭素繊維は航空機の機体など通常兵器をはじ
めとする軍事技術に利用される可能性がある。したが
って、当該区分の貨物および関連するプログラムは輸
出令別表第 1 の 5 の項、外為令別表 5 の項で規制され
るプログラム・技術に該当する蓋然性が高い。
薄膜および表面界面物性関連では薄膜工学の研究が実
施されており、その研究成果としてのガラス繊維の一
部は核兵器やミサイルの燃料燃焼室に利用される可能
性がある。したがって、当該区分の貨物および関連す
るプログラムは輸出令別表第 1 の 2 の項、外為令別表
2 の項及び輸出令別表第 1 の 4 の項、外為令別表 2 の
項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋然性が
高い。
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原子力関
連製品の
レーザコ
ーティン
グ

兵器の原
料となる
ニッケル
基合金等
の溶製

核兵器

天然痘ウ
イルス、
コレラ
菌、炭疽
菌、ボツ
リヌス毒
素等の生
物剤

航空機の
機体

核兵器や
ミサイル
の燃料燃
焼室

30010

結晶工学
関連

結晶工学関連ではチタン合金の研究が実施されてお
り、その研究成果の一部は、戦車の装甲やミサイルに
利用される可能性がある。したがって、当該区分の貨
物および関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 2 の
項、外為令別表 2 の項及び輸出令別表第 1 の 4 の項、
外為令別表 4 の項で規制されるプログラム・技術に該
当する蓋然性が高い。

30020

光工学お
よび光量
子科学関
連

光工学および光量子科学関連ではレーザの研究が実施
されており、その研究成果の一部はレーザ兵器等に利
レーザ兵
用される可能性がある。したがって、当該区分の貨物
器
は輸出令別表第 1 の 10 の項で規制される貨物に該当す
る蓋然性が高い。

原子力工
学関連

原子力工学関連では核融合の研究が実施されており、
その研究成果の一部は核兵器をはじめとする軍事技術
に利用される可能性がある。したがって、当該区分の
貨物および関連するプログラムは輸出令別表第 1 の第
2 の項、外為令別表 2 の項で規制されるプログラム・
技術に該当する蓋然性が高い。

核兵器

機能物性
化学関連

機能物性化学関連では炭素材料合成の研究が実施され
ており、その研究成果としての炭素繊維は核兵器、ミ
サイル等の耐熱材料をはじめとする軍事技術に利用さ
れる可能性がある。したがって、当該区分の貨物およ
び関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 2 の項、外
為令別表 2 の項及び輸出令別表第 1 の 4 の項、外為令
別表 4 の項で規制されるプログラム・技術に該当する
蓋然性が高い。

核兵器・
ミサイル

無機・錯
体化学関
連

無機・錯体化学関連では有機金属化学の研究が実施さ
れており、その研究成果としてのニッケル合金の一部
は軍用機のジェットエンジンの一部等に利用される可
能性がある。したがって、当該区分の貨物は輸出令別
表第 1 の 6 の項で規制される貨物に該当する蓋然性が
高い。

軍用機の
ジェット
エンジン

31010

32020

34010

34020

分析化学
関連

35020

高分子材
料関連

35030

有機機能
材料関連

分析化学関連ではスペクトル分析の研究が実施されて
おり、その研究成果としてのスペクトル測定は化学兵
器用剤をはじめとする軍事技術に利用される可能性が
ある。したがって、当該区分の貨物および関連するプ
ログラムは輸出令別表第 1 の 3 の項、外為令別表 3 の
項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋然性が
高い。
高分子材料関連では繊維材料の研究が実施されてお
り、その研究成果としての炭素繊維の一部は航空機の
部材をはじめとする軍事技術に利用される可能性があ
る。したがって、当該区分の貨物および関連するプロ
グラムは輸出令別表第 1 の第 5 の項（18）、外為令別
表 5 の項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋
然性が高い。
有機機能材料関連ではハイブリッド材料の研究が実施
されており、その研究成果としての FRP（繊維強化プ
ラスチック）の一部はミサイルのモーターケースをは
じめとする軍事技術に利用される可能性がある。した
がって、当該区分の貨物および関連するプログラムは
輸出令別表第 1 の第 4 の項(10)、外為令別表 4 の項で
規制されるプログラム・技術に該当する蓋然性が高
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戦車の装
甲やミサ
イル

化学兵器
用剤

航空機の
部材

ミサイル

36010

無機物質
および無
機材料化
学関連

36020

エネルギ
ー関連化
学

37010

生体関連
化学

60010

情報学基
礎論関連

60060

情報ネッ
トワーク
関連

60070

情報セキ
ュリティ
関連

60090

高性能計
算関連

い。
無機物質および無機材料化学関連では半導体の研究が
実施されており、その研究成果としての半導体素子の
一部はミサイルの点火装置等の軍事技術に利用される
可能性がある。したがって、当該区分の貨物および関
連するプログラムは輸出令別表第 1 の 7 の項（16）、
外為令別表 7 の項で規制されるプログラム・技術に該
当する蓋然性が高い。
エネルギー関連化学では再生利用可能エネルギーの研
究が実施されており、その研究成果としての二次セル
の一部は潜水艦のバッテリー等をはじめとする軍事技
術に利用される可能性がある。したがって、当該区分
の貨物および関連するプログラムは輸出令別表第 1 の
7 の項（6）、外為令別表 7 の項で規制されるプログラ
ム・技術に該当する蓋然性が高い。
生体関連化学ではバイオテクノロジーの研究が実施さ
れており、その研究成果としてのウィルスや細菌の一
部は大量破壊兵器をはじめとする軍事技術に利用され
る可能性がある。したがって、当該区分の貨物および
関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 3 の 2 の項
（1）、外為令別表 3 の 2 の項で規制されるプログラ
ム・技術に該当する蓋然性が高い。

ミサイル

潜水艦の
バッテリ
ー

ウイルス
や細菌

情報学基礎論関連では暗号理論の研究が実施されてお
り、その研究成果としての暗号アルゴリズムの一部は
軍事技術に利用される可能性がある。したがって、当
暗号技術
該区分の貨物および関連するプログラムは輸出令別表
第 1 の 9 の項（7）、外為令別表 9 の項で規制されるプ
ログラム・技術に該当する蓋然性が高い。
情報ネットワーク関連ではネットワーク管理の研究が
実施されており、その研究成果としての IP ネットワー
ク監視装置の一部はサイバー攻撃等の軍事技術に利用
される可能性がある。したがって、当該区分の貨物お
よび関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 9 の項（5
の 4）、外為令別表 9 の項で規制されるプログラム・
技術に該当する蓋然性が高い。
情報セキュリティ関連ではアクセス制御の研究が実施
されており、その研究成果としての IP ネットワーク監
視装置の一部はサイバー攻撃等の軍事技術に利用され
る可能性がある。したがって、当該区分の貨物および
関連するプログラムは輸出令別表第 1 の 9 の項（5 の
4）、外為令別表 9 の項で規制されるプログラム・技術
に該当する蓋然性が高い。
高性能計算関連では数値解析の研究が実施されてお
り、航空宇宙分野における計算流体力学の結果の一部
はミサイル等の設計等大量破壊兵器をはじめとする軍
事技術に利用される可能性がある。したがって、当該
区分の貨物および関連するプログラムは輸出令別表第
1 の 8 の項、外為令別表 8 の項で規制されるプログラ
ム・技術に該当する蓋然性が高い。
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サイバー
攻撃

サイバー
攻撃

ミサイル

60100

計算科学
関連

61010

知覚情報
処理関連

61040

ソフトコ
ンピュー
ティング
関連

計算科学関連では数値シミュレーションの研究が実施
されており、その研究成果としての大規模計算を行う
核実験のシミュレーションは大量破壊兵器をはじめと
する軍事技術に利用される可能性がある。したがっ
て、当該区分の貨物および関連するプログラムは輸出
令別表第 1 の 8 の項、外為令別表 8 の項で規制される
プログラム・技術に該当する蓋然性が高い。
知覚情報処理関連ではセンシングの研究が実施されて
おり、その研究成果としての画像処理技術の一部はロ
ボット等の制御に使われる軍事技術に利用される可能
性がある。したがって、当該区分の貨物および関連す
るプログラムは輸出令別表第 1 の 6 の項（7）、外為令
別表 6 の項で規制されるプログラム・技術に該当する
蓋然性が高い。
ソフトコンピューティング関連ではニューラルネット
ワークの研究が実施されており、その研究成果として
のニューラルネットワークを用いた研究の一部は戦闘
シミュレーション等の軍事技術に利用される可能性が
ある。したがって、当該区分の貨物および関連するプ
ログラムは、輸出令別表第 1 の 7 の項および外為令別
表 7 の項で規制されるプログラム・技術に該当する蓋
然性が高い。
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核実験の
シミュレ
ーション

ロボット

戦闘シミ
ュレーシ
ョン

3. 詳細分析
3.1 詳細分析の方法
詳細分析を行うにあたって、研究分野の概要、既存研究・関連研究例、今後の発展性、
（リ
スト規制との）関連度を調査した。


研究分野の概要

科研費データベース等から研究内容を調査し、
研究分野の概要、
今後の発展性を調査した。


既存研究・関連研究例、


既存研究の調査：キーワードと「武器」、「兵器」、「大量破壊兵器」をインタ
ーネット上で調査した。



関連研究の調査：科研費データベースや関連学会においてリスト規制と関連す
る研究があるか調査した。



今後の発展性についての調査：既存研究・関連研究例から今後の発展性について
調査し関連度を評価した。



リスト規制項目との関連度調査
調査結果に基づき、研究分野を次のとおり分類した。

表 3-1 リスト規制項目の関連度
関連度

規制項目に関連した研究例

今後の発展性

関連度

明らかに規制項目との具体的な既

リスト規制の対象となる技術が

「高」

存の研究例がある

含まれる蓋然性が高い

関連度

規制項目に関連した具体的な研究

今後リスト規制の対象となる技

「中」

例は無い

術が含まれる蓋然性がある

関連度

規制項目に関連した具体的な研究

今後リスト規制の対象となる技

「低」

例は無い

術が含まれる蓋然性は低い
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3.2 詳細分析対象区分
詳細分析を行うにあたって、「グレー（規制リストに抵触する蓋然性が中程度）」と判定
した項目から 20 小区分を抽出し、詳細調査の対象とした。詳細調査対象の選定にあたって
は、①内容が重複する区分は一つに絞ること（例えば「ナノ」関連の区分）。②調査を実施
した場合に、兵器への転用可能性の高い具体的な研究事例が想定されることを基準とした。

表 3-2 詳細調査対象とした小区分とキーワード
小区
分番

内容の例

キーワード

号
材料力学およ
18010 び機械材料関
連

構造力学、疲労、破壊、生体力学、材料設計、材料物性、材料
評価
製品設計、サービス設計、信頼性設計、保全性設計、ライフサ

18030 設計工学関連

イクルエンジニアリング、リバースエンジニアリング、安全設
計、設計学

機械要素およ
18040 びトライボロ
ジー関連
19020 熱工学関連
機械力学およ
20010 びメカトロニ
クス関連
21010 電力工学関連
制御およびシ
21040 ステム工学関
連

機械要素、機構学、トライボロジー、アクチュエータ、マイク
ロマシン
伝熱、対流、燃焼、熱物性、冷凍空調、熱機関、エネルギー変
換
運動学、動力学、振動学、音響学、自動制御、学習制御、メカ
トロニクス、マイクロナノメカトロニクス、バイオメカニクス
電気エネルギー関連、省エネルギー、電力系統工学、電気機
器、パワーエレクトロニクス、電気有効利用、電磁環境
制御理論、システム理論、制御システム、知能システム、シス
テム情報処理、システム制御応用、バイオシステム工学

電子デバイス

電子デバイス、回路設計、光デバイス、スピンデバイス、ミリ

21060 および電子機

波テラヘルツ波、波動応用デバイス、ストレージ、ディスプレ

26010

器関連

イ、微細プロセス技術、実装技術

金属材料物性

電気磁気物性、電子情報物性、準安定状態、拡散、相変態、状

関連

態図、結晶格子欠陥、力学物性、熱光物性、材料計算科学
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構造材料およ

社会基盤構造材料、靱性、医療福祉材料、機能性高分子材料、

26040 び機能材料関

信頼性、光機能材料、センサ材料、エネルギー材料、電池機能

連
28030

ナノ材料科学
関連

材料、環境機能材料
ナノ材料創製、ナノ材料解析、ナノ表面、ナノ界面、ナノ機能
材料、ナノ構造、ナノ粒子、ナノカーボン材料、ナノ結晶材
料、ナノコンポジット、ナノ欠陥、ナノ加工プロセス
MEMS、NEMS、BioMEMS、ナノマイクロ加工、ナノマイクロ光デバ

28050

ナノマイクロ

イス、ナノマイクロ化学システム、ナノマイクロバイオシステ

システム関連

ム、ナノマイクロ生体システム、ナノマイクロメカニクス、ナ
ノマイクロセンサ

構造有機化学
33010 および物理有
機化学関連
33020

35010

37030

60020

有機合成化学
関連
高分子化学関
連
ケミカルバイ
オロジー関連
数理情報学関
連

有機結晶、分子認識、超分子、有機機能物質、拡張 π 電子系化
合物、複素環化学、有機元素化学、有機反応機構、有機光化
学、理論有機化学
選択的合成、不斉合成、有機金属錯体、触媒設計、有機分子触
媒、生体触媒、環境調和型合成、天然物合成、プロセス化学、
有機電気化学
高分子合成、高分子反応、精密重合、機能性高分子、自己組織
化高分子、キラル高分子、生体関連高分子、高分子物性、高分
子構造、高分子薄膜・表面
生体内機能発現、生体内化学反応、創薬科学、化合物ライブラ
リー、構造活性相関、化学プローブ、分子計測、分子イメージ
ング、プロテオミクス
最適化理論、数理システム理論、システム制御理論、システム
分析、システム方法論、システムモデリング、システムシミュ
レーション、組合せ最適化、待ち行列論、数理ファイナンス
計算機アーキテクチャ、回路とシステム、ＬＳＩ設計、ＬＳＩ

60040

計算機システ

テスト、リコンフィギャラブルシステム、ディペンダブルアー

ム関連

キテクチャ、低消費電力技術、ハードウェア・ソフトウェア協
調設計、組込みシステム
プログラミング言語、プログラミング方法論、オペレーティン

60050

ソフトウェア

グシステム、並列分散処 理、ソフトウェア工学、仮想化技術、

関連

クラウドコンピューティング、ソフトウェアディペンダビリテ
ィ、ソフトウェアセキュリティ

61030

知能情報学関
連

探索、推論、機械学習、知識獲得、知的システム、知能情報処
理、自然言語処理、データマイニング、オントロジー、エージ
ェントシステム
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3.3 詳細分析結果
材料力学および機械材料関連
(1) 研究分野の概要
材料力学および機械材料関連は機械工学の基礎学問の一部であり、機械や構造物の各部
分に生じる内力や変形の状態を解析して明らかにする研究分野である。同分野では、実験と
シミュレーションの両面から、構造材料及び機械材料の力学的特性を解明する。
具体的には、航空機用構造材料、二次電池用電極材料、配管材料、半導体材料等が主な研
究対象である。力学的特性を解明することで、これらの材料を効果的に利用するための最適
化設計手法や、安全かつ長期にわたり使用するためのメンテナンス手法の研究及び開発が
可能となる。
例えば、機械の疲労破壊が生じないような部材の大きさや形状の設定を明らかにするこ
とで機械の安全性を確保することができる。また、強度設計に加え、材料と構造の継続的な
診断、評価を行うことで製品の寿命を管理できる。ゆえに、同分野は、航空機の機体構造等
の信頼性の向上、疲労寿命の向上、構造材料の更なる機能の向上や資源節約を可能にする研
究分野といえる。
キーワード：構造力学、疲労、破壊、生体力学、材料設計、材料物性、材料評価
(2) 既存研究・関連研究例


導電性を制御可能な航空機構造用 CFRP の創出と電撃損傷挙動に関する研究
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16H02424/
炭素繊維強化プラスチック（Carbon Fiber Reinforced Plastics; CFRP）は軽量かつ高強度で

あるため、航空機の構造体に利用されている。CFRP は、炭素繊維に沿った方向に通電しや
すいという性質を有しているため、CFRP を使用する航空機が飛行中に被雷した場合に損傷
を被る恐れがある。そのため、被雷に強い CFRP を開発することが求められており、被雷に
よる CFRP の損傷に係るデータの収集が行われている。
本研究では、被雷に強い、高い導電率を有する CFRP を開発することを目的とし、樹脂組
成及び硬化プロセスにおいて、導電性高分子の一種であるポリアニリン（PANI）及びドー
パント・ドデシルベンゼンスルホン酸（DBSA）の事前加熱ドーピング処理を施すことによ
り、高い導電性及び力学特性が得られることを明らかにした。本研究で作られた材料に対し
て被雷を模した電撃試験を実施した結果、この材料は他の CFRP と比較して損傷の程度が
大きく低減することが実証された。


脱オートクレーブ複合材料成形技術実証
http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/structure-composite/manufacture/
http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/structure-composite/manufacture/news140324.html
本研究では、低コストかつ大型製品の製造が可能な CFRP の形成技術について研究して
いる。航空機部品用の主要な CFRP の製造法として、オートクレーブ（圧力釜）成形法が用
いられている。この成形法の課題は、1,000 枚以上のプリプレグ（炭素繊維に樹脂を含浸さ
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せたシート）を積み重ね、大型のオートクレーブ内で数時間をかけて焼き固めるといったプ
ロセスを経なければならないため、設備投資と製造に大きなコストを要することである。従
来の CFRP もオートクレーブ成形法によって製造されていたが、本研究では低コストかつ
大型の製品を製造可能な VaRTM（Vacuum assisted Resin Transfer Modeling）と VPH（VaRTM
and Prepreg Hybrid）成形法を取り上げている。
VaRTM の前身である RTM（Resin Transfer Molding）成形法は、炭素繊維織物（プリフォ
ーム）を成形型上に設置し、液状のエポキシ樹脂を注入して硬化させる手法である。同手法
では中間生成物のプリプレグを使用せず、またオートクレーブのような大規模な設備が不
要で、大型製品を製造できることを特徴としている 1。VaRTM では、プリフォームを設置
した成形型の上からさらにプラスチック等を被せて真空吸引をした後に、樹脂を注入して
硬化させる。VPH は VaRTM と従来の手法を組み合わせた、オートクレーブを使用しない
複合的な製造法であり、形状が複雑でプリプレグを利用しにくい箇所を VaRTM により成形
しつつ、平面部分にはプリプレグを積極的に使用する 2。
本研究では、VaRTM 及び VPH の成形法により製造した CFRP を用いて航空機のスピー
ドブレーキを製造し、ビジネスジェット機に取り付けて性能評価を行っている。その結果、
VaRTM、VPH を利用したスピードブレーキは、
アルミ合金製のものよりも重量が 60%軽く、
強度及び性能は同程度であることが確かめられた。

図 3-1 VPH 成形法により制作された航空機の胴体構造
出所：JAXA ウェブサイト 3

1

新藤他「VaRTM（真空含浸工法）による大型複合材製造技術」『三菱重工技報』、http://www.mhi.co.jp/

products/pdf/wind_tec43_1.pdf、航空機国際共同開発促進基金「航空機エンジンの複合材適用の動向と将
来」、http://www.iadf.or.jp/8361/LIBRARY/MEDIA/H25_dokojyoho/25-3.pdf、堀園他「厚板大物複合材部材
を成形するための高効率 RTM 成形技術開発」『三菱重工技報』、https://www.mhi.co.jp/technology/review/p
df/484/484056.pdf
2 東レウェブサイト、http://www.torayca.com/lineup/product/pro_003.html
3

JAXA ウェブサイト、 http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/structure-composite/manufacture/
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図 3-2 CFRP 成形法の比較
出所：戦略的イノベーション創造プログラム「航空機用樹脂・CFRP 材料」4


CFRP モノリシックサンドイッチ構造の開発
http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/514/514025.pdf
本研究では、従来のハニカム構造に比して、軽量かつ腐食が起こりにくく、さらに強度の
高い CFRP モノリシックサンドイッチ構造に関する言及がなされている。この研究は、航空
機の部材等で使用されているボルト等のファスナーを削減し、軽量化と低コスト化が実現
可能となる、というものである。
航空機で使用される部品の半数では、部品同士を接着するためにファスナーが利用され
ている 5。軽量かつ低コストの航空機構造体を実現するためには、ファスナーを使用した部
品接着が不要で、部品点数の低減が可能となる一体成形法（従来は複数の部品を接着して製
造していたような大型部品を、当初から一つの部品として製造する方法）が有効である。
大型の一体成形部品には、従来のハニカム構造（ミツバチの巣のように正六角形を隙間な
く並べた構造）よりも強度の高いサンドイッチ構造を適用することが有効である。また、素
材についても、従来使用されてきたアルミニウム等では長期の運用に伴い腐食が生じるた
め、腐食の起こりにくい CFRP の方が優位である。
そのため、本研究では段ボールに用いられるような波板形状の CFRP モノリシック（一
体）コアを有するサンドイッチ構造を採用しているが、面板を引き剥がす方向の力に弱いた
め、面板と波板の接着部分の隙間を埋めるコーナーフィレットを設け、引き剥がし強度を向
上させている。上記の一体成形プロセスによる試作品を製作した結果、面板、波板及び接着
面ともに、良好な品質であることが確認された。

4

https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/dl/pamph_a_j.pdf
オリンパス株式会社ウェブサイト「航空機ファスナー取り付け穴の自動検査」、https://www.olympusims.com/ja/applications/automatic-fastener-hole-inspection-in-aircraft/
5
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図 3-3 CFRP モノリシックサンドイッチ構造
出所：「CFRP モノリシックサンドイッチ構造の開発」 6


発光性エポキシ樹脂を用いた、CFRP 上の目視で確認が難しい損傷の発見方法
Mechanochromic fluorescence in epoxy as a detection method for barely visible impact
damage in CFRP composites
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353816304596
本研究では、CFRP に蛍光を呈する物質を混合させることにより、目視検査では見逃され
がちな、衝撃及び損傷を発見する方法を追求している。航空機等の整備過程では、CFRP を
使用した部材の損傷が発見しにくいため、強度保証の必要な部品について、製造・運用時に
想定された衝撃・損傷の程度を超えた状態を検出する技術の確立は、安全・安定な運行を確
保するという点において重要である。
本研究では、損傷があった場合に蛍光を発するよう、CFRP に含まれるエポキシ樹脂にテ
トラグリシド-4’-4 ジアミノジフェニルメタン及びジエチレントリアミンを加えている。実
験の結果、上記の方法により加工したエポキシ樹脂は、0.5Gpa 以下の圧力が加わることに
よって検出可能な蛍光を発し、1.0Gpa 以下の圧力では目視可能な蛍光を発することが確認
された。この研究により CFRP に生じたわずかな損傷も検出することが可能となった。


航空エンジン用途国産熱可塑性樹脂・CFRP 開発
https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/dl/pamph_a_j.pdf
本研究では、航空機のエンジン部品用の耐衝撃・耐熱性に優れた熱可塑性 CFRP について
検討している。エンジンのファンブレードは、鳥等の衝突により衝撃が加えられやすく、ま
た高温になるため、従来の CFRP を採用することは難しい。
そこで、本研究では、ファンブレード用の耐衝撃性と耐熱性を持つ熱可塑性樹脂プリプレ
グ（炭素繊維に樹脂を含ませたシートで、CFRP に成形する前段階の材料）の採用可否を検
討することで、ファンブレードに応用可能な CFRP の開発を行っている。

6

http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/514/514025.pdf
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図 3-4 航空機用 CFRP の最近の研究動向
出所：戦略的イノベーション創造フォーラム「航空機用樹脂・CFRP 材料」7


燃えにくい電解液を用いた高性能 4.6V リチウムイオン電池
https://www.t.u-tokyo.ac.jp/shared/press/data/setnws_20160629171734802394489923_0062
76.pdf
本研究は、燃えにくい電解液により安全性を担保しつつ、高電圧を実現するリチウムイオ

ン電池についての検討を行った。
充電により繰り返し利用可能な二次電池に貯蔵されるエネルギー量は、容量と電圧の積
で決定される。従来のリチウムイオン電池では、電圧が 3.7V 程度に留まっており、電気自
動車等に必要な要件を満たしていない。また、既存の電解液には可燃性の有機溶媒が大量に
含まれており、極めて燃えやすいという問題があった。そこで、高い電圧を発生する電極材

7

https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/dl/pamph_a_j.pdf
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料の研究が進められており、特に本研究では、
濃度の高い特殊な溶液構造を採用することで、
平均電圧 4.6V の安定作動に成功した。さらに、本研究で検討が行われた電解液は、全ての
溶媒分子がリチウムイオンと結び付いた構造を持つため、既存の有機溶媒電解液と比較し
て顕著な低揮発性、難燃性を示すことが確認された。
(3) 今後の発展性
材料力学の研究領域のうち軍事分野との関連が特に強い例として、航空宇宙分野で利用
されることのある炭素繊維、及び最近潜水艦に搭載され始めているリチウムイオン電池に
関する研究があげられる 8。
炭素繊維は 1950 年代後半に米国で開発され、現在ではゴルフクラブから人工衛星に至る
まで幅広い製品に利用されている。特に炭素繊維により強化されたプラスチックである
CFRP には、軽量（スチールの 20%）、高剛性（スチールの 2 倍）、高強度（スチールと同
程度以上）等の特徴があり、航空機の構造体として広く利用されている。最近ではボーイン
グ社の B-787、エアバス社の A-380 にも炭素繊維が採用され、現在ボーイング社が開発中の
次期大型旅客機 777X にも採用されることが決まっている 9。
航空機用の CFRP として、最近は従来のオートクレーブ成形法よりも安価に大型の部品
を製造可能な VaRTM 成形法や VPH 成形法が研究されている。また、熱可塑性樹脂を用い
た CFRP である CFRTP（炭素繊維強化熱可塑性プラスチック）材の開発も進められている。
さらに、成形法に留まらず構造についても、従来のハニカム構造に代わるモノリシックサン
ドイッチ構造の CFRP 材に関する研究も進められている。
炭素繊維及びその加工品である CFRP は、軍事転用可能である。航空機用の新たな CFRP
に関する技術は、航空機の構造体の強度を保ったまま軽量化を実現している。そのため、大
型で航続距離の長い軍用大型輸送機や給油機の開発に寄与する。例えば、エアバス社の大型
旅客機 A-380 が 2 階床桁材に CFRP を利用することで部品重量を軽減し、機体の大型化に
成功している。軍用の大型機についても、CFRP を利用することで機体の更なる大型化が可
能となり、軽量化に伴う燃費向上により航続距離の延長が可能になる。
リチウムイオン電池は、繰り返し充電して使用可能な二次電池の一種であるが、他の二次
電池と比較して高電圧であるため、近年携帯電話等の小型製品向けに利用されている。しか
し、その電圧は 1991 年の商業化以来、3.7V 程度に留まっており、電気自動車等、高電圧（高
エネルギー量）が必要な大型製品に利用できる水準には達していなかった。また、従来のリ
チウムイオン電池に使用される電解液には燃えやすいという問題があった。この状況に対
し、近年では 5V 級の電圧を実現し、同時に燃えにくい電解液を使用したリチウムイオン電
池の研究が進められている。
リチウムイオン電池はこれまでも軍用航空機に搭載される等、軍事用途で利用されてき
た。例えば、戦闘機の F-35、爆撃機の B-2、軍用無人航空機のグローバルホークには、補助
動力装置（APU）の一部としてリチウムイオン電池が搭載されている 10。
伊藤正実「大学における安全保障貿易管理―体制構築の在り方を中心にして―」、http://www.cistec.or.jp
/service/webseminar/free/data/daigaku/6005_gunmadai.pdf
9 ロイター通信「東レがボーイング「777X」主翼にも炭素繊維供給、米に工場」、https://jp.reuters.com/arti
cle/toray-boeing-idJPKCN0J10JD20141117
10 Franco, Alejandro, "Rechargeable Lithium Batteries: From Fundamentals to Applications.” ロイター通信
8
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リチウムイオン電池は今後も軍事利用される蓋然性が高い。高電圧かつ安全性が担保さ
れたリチウムイオン電池は、例えば原子力を利用しない通常型の潜水艦に適しており、自衛
隊のそうりゅう型潜水艦に採用された

11

。通常型潜水艦には発電機とともにバッテリーが

搭載されているが、従来は容量の小さな鉛蓄電池が利用されていた。バッテリーとして、電
圧が高くエネルギー量の大きなリチウムイオン電池を利用することにより、長時間の航行
が可能となり、これまで最大 2 週間程度であった潜行期間が大幅に延長できる 12。今後、さ
らにリチウムイオン電池の性能が向上すれば、より長期間の潜航が可能な潜水艦の建造が
可能となる。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目と関連する具体的な既存の研究例があり、当該研究分
野と規制項目には関係性があるといえる。例えば、炭素繊維については、輸出令別表第 1 の
5 の項（18）において、またリチウムイオン電池を初めとする二次セルは輸出令別表第 1 の
7 の項（6）において規制対象となっている。

設計工学関連
(1) 研究分野の概要
設計工学は機械工学の一分野であり、仕様を満たす機械製品を設計するプロセスを支援
する技術やツールに関する研究分野である。機械製品の設計においては、多岐にわたる技術
を集約、統合する作業に加え、科学や技術を取り巻く環境を考慮した作業が必要であり、設
計工学は優れた設計を行うために必要な研究領域全般を包含する。
設計工学に含まれる領域として、具体的には安全技術や熱流体設計、システム制御等の研
究が行われている。このうち、例えば、安全技術の分野では、ベビーベッドから軸受まで、
幅広い分野において研究成果が適用されている。また、熱流体解析の分野では、自動車の空
力解析、半導体チップの温度予測、モータの熱流れ解析、スマートフォンの放熱解析、ボー
ルバルブの解析等、多岐にわたる研究が実施されている。
キーワード：製品設計、サービス設計、信頼性設計、保全性設計、ライフサイクルエンジ
ニアリング、リバースエンジニアリング、安全設計、設計学、熱流体解析

「F35 戦闘機のリチウムイオン電池、米国防総省が採用継続へ」、https://jp.reuters.com/article/tk0613551-loc
kheed-fighter-batteries-idJPTYE91D01O20130214
11 「GYT、潜水艦搭載リチウムイオン電池を量産開始」『日本経済新聞』、https://www.nikkei.com/article/
DGXLRSP437137_R20C17A2000000
ロイター通信「防衛省がより隠密性高い潜水艦建造へ、リチウム電池を搭載」、https://jp.reuters.com/art
icle/sensuikan-idJPKBN0GT06220140829
12
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(2) 既存研究・関連研究例


航空宇宙機内部音響環境改善のための音響解析技術
http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/numerical/acoustic/
本研究では、航空機及び宇宙機の音響問題について、音源、電波、投下・振動の解析を行

うための統合解析ツールを開発している。ロケット打上げ時の轟音は、ロケットのフェアリ
ング内に搭載される衛星等のペイロードを振動させ、故障を誘引する。また航空機では、亜
音速旅客機の機内騒音は国際競争力或いは快適性の観点からなるべく小さい方が望ましい。
そのため、航空宇宙分野では音響環境予測は必須の技術である。
本研究では、従来の手法では解析できなかった中間周波数帯の音響についても解析する
ことを目指すとともに、超音速機のソニックブーム（音速を超える速度で飛行する際に生じ
る衝撃波）やロケット打上げ時の非線形音（従来の計算手法では解析しにくい、規則的な形
を取らず滑らかでない音波）の伝播も考慮した解析を行えるツールの開発を目指している。


フロンティア領域の非定常 CFD 解析技術
http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/numerical/unsteady-cfd/
本研究では、バフェット（飛行中の機体に生じる振動）や翼の上下を流れる空気の剥離等
の非定常現象について、精度の高い予測が可能となる CFD（数値流体力学）技術を開発し
ている。
従来の流体解析ツールを用いた解析では、信頼性の高い結果が得られるのは巡航状態の
解析（定常解析）に限定されてきた。そこで本研究では、航空機の飛行可能な状態のすべて
に適用可能な解析ツールの実現を目指していることが特徴である。
また、シミュレーション実行時に必ず必要な格子生成（解析対象の物体を含む空間を多数
のブロック（格子）に分割すること）及びソルバー（生成された格子について、流体解析を
実行する機能）の両方を研究対象としている。格子生成については、極めて高速に大規模格
子を生成する技術の確立を目指し、またソルバーについては、スーパーコンピュータを利用
して非定常解析を高速度かつ高解像度で実現しようとしている。
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図 3-5 流体解析時に生成する格子の例
出所：JAXA「フロンティア領域の非定常 CFD 解析技術」13


モルフィング・エルロンの風洞実験による空力弾性的挙動解析
https://www.researchgate.net/profile/Francesco_Rea2/publication/321666123_Aeroelastic_st
ability_analysis_of_a_wind_tunnel_wing_model_equipped_with_a_true_scale_morphing_ail
eron/links/5a411089458515f6b04ce1b0/Aeroelastic-stability-analysis-of-a-wind-tunnelwing-model-equipped-with-a-true-scale-morphing-aileron.pdf
本研究では、航空機の翼について、シミュレーション及び風洞実験により空力効率的に最

適なモルフィング構造を研究している。特に、エルロン（主翼後方に取り付けられている機
体姿勢制御用の小翼）の電気駆動アクチュエータ（駆動装置）の硬度が翼の空力弾性的挙動
に与える効果の検討に重点を置いている。
モルフィング翼とは飛行中に変形する翼のことであり、航空機の機動性向上及び空力性
能改善を目的として近年研究が進んでいるものである。航空機が飛行中に一定速度を超え
ると、翼にフラッタと呼ばれる不規則な振動が生じるが、翼の形状をコントロールできるモ
ルフィング翼では、高速で飛行してもフラッタを抑制することが可能になる 14。
本研究では、SANDY と名付けた内製シミュレータを利用し、様々な硬度のアクチュエー
タを搭載したモルフィング・エルロンについて検討した上で、風洞実験によりフラッタの発
生状況を検証した。実験では、翼が通常受ける風速の 1.2 倍までの風を発生させた場合に、
エルロンにフラッタが生じるか確認した。その結果、アクチュエータの硬度とフラッタが発
生する速度との関係は図 3-7 のとおりであった。なお、最大風速の 1.2 倍の環境では、全て
のケースで 22.5Hz 程度のフラッタが観測された。今回の実験で得られた結果は、EASA

13

フロンティア領域の非定常 CFD 解析技術 http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/numerical/unsteady-cfd/

14

JAXA「航空新分野創造プログラム」『FLIGHT PATH』、http://www.aero.jaxa.jp/publication/magazine/pd

f/fp_no04.pdf、JAXA「フラッタの話」、http://www.aero.jaxa.jp/publication/column/0258.html、JAXA「モル
フィング飛行機」、http://www.aero.jaxa.jp/publication/column/0249.html
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（European Aviation Safety Agency）の CS-25 カテゴリー航空機のモルフィング・エルロンの
検討に利用できる可能性がある。

図 3-6 航空機の翼形状に関する流体解析の例
出所：Aeroelastic Stability Analysis of a Wind Tunnel Wing Model Equipped with a True Scale
Morphing Aileron 15

図 3-7 アクチュエータの硬度とフラッタが生じる速度
出所：Aeroelastic Stability Analysis of a Wind Tunnel Wing Model Equipped with a True Scale
Morphing Aileron 16


EADS による X31 翼形状の最適化

15

Aeroelastic Stability Analysis of a Wind Tunnel Wing Model Equipped with a True Scale Morphing Aile
ron, https://www.researchgate.net/profile/Francesco_Rea2/publication/321666123_Aeroelastic_stability_analysis_of
_a_wind_tunnel_wing_model_equipped_with_a_true_scale_morphing_aileron/links/5a411089458515f6b04ce1b0/Ae
roelastic-stability-analysis-of-a-wind-tunnel-wing-model-equipped-with-a-true-scale-morphing-aileron.pdf
16 同上
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https://www.idaj.co.jp/case/industry07/eadsx31/
戦闘機の機動性向上実験のために開発された European Aeronautic Defence and Space
Company（EADS）の実験機である X31 の翼について、熱流体解析ソフトウェアを用いて最
適な形状を研究している。高高度を高速で飛行する戦闘機では一般に空気抵抗の少ない翼
が適しているものと考えられているが、空気抵抗の少ない翼の採用は揚力の低下を招くた
め、最適な翼形状は両者のバランスを考慮して決定しなければならない。
コンピュータによる設計支援ツールを用いて、シミュレーションを行うことで流体解析
による最適な形状の検討が可能となっている。このシミュレーションでは当初入力した翼
の形状から、複数条件下における最適な形状を導くことができる。

図 3-8 流体解析よる最適な翼形状検討の例
出所：株式会社 IDAJ ウェブサイト 17
(3) 今後の発展性
設計工学関連分野は機械製品の設計に係る研究全般を包含し、多くは民生用の機械製品
を対象とすることから、その研究成果が直ちに軍事的な用途に適用されると断定すること
は難しい。研究対象のうち、将来的に軍事分野に転用される可能性のある分野としては、航
空機の翼形状等の検討に利用されることのある熱流体解析があげられる。
近年、計算機の性能向上に伴い、評価対象が数十万から数百万に及ぶような、膨大な計算
が必要な航空機の空力評価が可能になってきた。例えば、航空機の設計において高速巡行時
及び離着陸時の空力性能予測や機体空力騒音予測が必要な場合に、計算機を用いた空力評
価が行われている 18。しかし、現在の航空機設計の関心は、もっぱら環境性の向上及び騒音
低減にあり、空力評価もこうした目的で行われている。また、ロケットやミサイルの分野で
は、流体解析（流体力学）ではなく誘導や制御の技術開発に重点が置かれている 19。

17

超音速シミュレーション解析

18

航空機国際共同開発促進基金「航空機機体数値流体解析技術（CFD）に関する研究動向」http://www.iad

http://www.engineering-eye.com/category/case/25/flow09.html

f.or.jp/8361/LIBRARY/MEDIA/H25_dokojyoho/25-1.pdf
19 佐藤浩「新世紀の流体力学は何を目指すべきか」日本流体力学会『ながれ』http://www.nagare.or.jp/asset
s/files/download/noauth/nagare/20-6/satoh.pdf

21

図 3-9 機体空力騒音の評価の例
出所：航空機国際共同開発促進基金「航空機機体数値流体解析技術（CFD）に関する研究
動向」20
戦闘機等の軍用航空機の開発において、設計工学関連分野が少なくとも短期的に今後の
技術発展に大きく寄与するかは不明である。ただし、航空宇宙の分野において、高圧、極低
温等の極限環境下の物理現象を扱うための数値シミュレーション技術が発展中の段階にあ
り、例えば JAXA ではロケットエンジンや宇宙機スラスタの設計に必要な内部流・燃焼・回
転機械解析技術を研究が行われている

21

。こうした数値シミュレーション技術がさらに発

展すれば、今後、長期的には大陸間弾道弾やロケット等のエンジン開発に適用される等、軍
事転用される可能性が生じ得る。

20

航空機機体数値流体解析技術(CFD)に関する研究動向～空力性能予測、空力騒音予測、EFD/CFD 融合

について～

http://www.iadf.or.jp/8361/LIBRARY/MEDIA/H25_dokojyoho/25-1.pdf

JAXA 研究開発部門第三研究ユニット「数値シミュレーション」
http://stage.tksc.jaxa.jp/jedi/simul/index.html
21

22

図 3-10 数値シミュレーションによる熱流体解析の例
出所：JAXA 研究開発部門第三研究ユニットウェブサイト 22
(4) 関連度
判定結果：関連度「中」
詳細分析の結果、規制項目と当該研究分野の具体的な既存研究例との間に、現時点では強
い関連性は見出せなかった。しかしながら、今後軍事技術に転用される可能性は完全には否
定できない。
機械要素およびトライボロジー関連
(1) 研究分野の概要
機械要素は機械を構成する共通の最小単位の部品であり、ねじ、リベット等の締付け用部
品、軸受等の支持部品、軸継手等の動力伝達部品に分類される。支持部品には、例えば転が
り軸受、リニア軸受、空気軸受、トロコイド歯車のような転がり機械が含まれる。転がり機
械要素は、摩擦抵抗が小さく、加工精度が良く、比較的安価であるという特徴を有すること
から、同分野の研究成果は、工作機械や半導体製造装置を初めとする各種機械に広範に適用
されている。近年では、転がり機械を使用する機械の高速化に伴い、転がり機械要素の騒音・
振動の基本特性及び発生機構について解明し、騒音及び振動の低減方法等に関する研究が
22

数値シミュレーション, http://stage.tksc.jaxa.jp/jedi/simul/index.html
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行われている。
トライポロジーは、特に軸受や歯車等の摩擦に関する研究分野であり、機械要素の研究領
域と非常に近い。具体的には、機械要素同士の摩擦を軽減するための潤滑剤等に関する研究
が行われており、その適用範囲は自動車、宇宙関連機器、コンピュータ等、幅広い。例えば
宇宙関連機器については、衛星の熱供給弁の開閉、姿勢制御用ジャイロの軸受、太陽電池パ
ネルの展開及び回転のための潤滑剤が研究、開発されている。
キーワード：機械要素、機構学、トライポロジー、アクチュエータ、マイクロマシン、軸
受、潤滑剤
(2) 既存研究・関連研究例


ロケット用ターボポンプ玉軸受の冷却流れ圧力損失に関する研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tsj/39/6/39_358/_pdf
本研究は、ロケット用ターボポンプに用いられる軸受けの冷却特性を解析する手法の検
討を扱っている。一般的な産業機械では潤滑油を用いて軸受の潤滑と冷却を行っているが、
ロケット用ターボポンプは、極低温環境におかれるため、一般的な潤滑剤を用いることが難
しい。軸受の冷却特性は、その機能や寿命に重大な影響を与えることから、冷却特性の向上
はターボポンプの信頼性向上おいて重要な課題である。
そこで、本研究では、組み合わせ式アンギュラ玉軸受（2 つ以上の玉を組み合わせた軸受）
を対象として、数値流体力学解析により軸受冷却流れ、及び回転数による圧力損失の変化を
調べ、簡易モデル式により軸受圧力損失の回転数影響の推定方法を提案している。
その結果、軸受単体では冷却流れ方向に応じて、回転数に対する圧力損失の変化が異なる
こと、また、組み合わせ式軸受の圧力損失は、組み合わせられたそれぞれの軸受の圧力損失
を足し合わせることで推定できることが明らかとなった。


宇宙機器用アンギュラ玉軸受の機械的因子による振動擾乱のマルチボディダイナミ

クス解析
http://www.fml.t.u-tokyo.ac.jp/research_13.html
本研究では、軸受の各機械的因子が振動に影響を及ぼすメカニズムを解明することを目
的としている。このため、軸受ユニットの外輪、内輪、玉、保持器のすべてを対象とするマ
ルチボディダイナミクス解析を実行可能な解析モデルを検討する。
人工衛星にはリアクションホイール（姿勢制御機器）が搭載されているが、その故障原因
のほとんどはリアクションホイール内部の組合せアンギュラ玉軸受の問題である。例えば、
理想的には完全な球であるべき玉に、実際には歪みがあるというような機械的因子により、
玉軸受には振動が生じる。こうした振動はリアクションホイールに留まらず、衛星の他の機
器に悪影響を及ぼすため、回転中の玉の振動を可能な限り低減することが求められる。
そこで本研究では、振動が生じやすい条件、及び振動発生時と非発生時の軸受状態の相違
を明らかにするために、軸受の機構解析モデルを作成した上で、実験を行い結果の整合性を
確認している。
実験の結果、振動が生じている場合については、解析モデルと実験結果の傾向は一致した
が、振動が生じていない場合については、モデルと実験の傾向が異なった。また、保持器の
24

挙動については、モデルと実験で傾向が一致しなかった。今後の研究では、当初考慮してい
なかった潤滑油の影響や保持器の粘弾性特性等の要素も採り入れ、より精度の高い解析モ
デルの構築を目指している。

図 3-11 宇宙機器用の軸受ユニットモデル
出所：東京大学大学院ウェブサイト

23

図 3-12 アンギュラ玉軸受の構造
出所：NTN 株式会社「転がり軸受の分類と特徴」
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転がり・すべり接触面の接触領域内混合潤滑状態分布を考慮した摩擦係数推定式の
構築
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-24560169/24560169seika.pdf

宇宙機器用アンギュラ玉軸受の機械的因子による振動擾乱のマルチボディダイナミクス解析
http://www.fml.t.u-tokyo.ac.jp/research_13.html
24 転がり軸受の分類と特徴 http://www.ntn.co.jp/japan/products/catalog/pdf/2202_a01.pdf
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本研究は、歯車のかみ合い摩擦損失（歯車同士がかみ合うことで生じる摩擦による動力の
損失）低減を目的として、接触領域に混合潤滑状態（流体潤滑と境界潤滑の両方が生じてい
る状態）のある場合のころがり・すべり接触面の摩擦係数を推定するものである。
一般に物体が他の物体の表面を運動するときには摩擦が生じる。その摩擦を減少させる
ためには潤滑油等を用いる。このような潤滑状態には固体潤滑、流体潤滑、境界潤滑の 3 つ
の形態がある。本研究で検討する混合潤滑状態とは、流体潤滑と境界潤滑の両方が生じてい
る状態を指す。流体潤滑は物体の間に潤滑油があり、物体の表面同士が全く接触していない
状態である。また、境界潤滑は、物体の表面同士が一部において接触している状態である。
なお、潤滑状態があるとき、潤滑油が接触面に形成している膜を「油膜」と呼び 25、その厚
さを「油膜厚さ」と呼ぶ。自動車用トランスミッション等の歯車の表面は、ほとんどが混合
潤滑状態にある。トランスミッション等の摩擦に伴う動力損失を低減するためには、混合潤
滑状態における歯車のかみ合い摩擦を正確に予測する必要がある。
本研究では、
混合潤滑状態における摩擦係数推定方法を研究し、
摩擦係数を推定している。
この推定方法では混合潤滑状態でも、摩擦係数の推定は最小油膜厚さ部分に着目すれば良
いことを明らかにした。

図 3-13 流体潤滑（上）と境界潤滑（下）
出所：兵神装備株式会社ウェブサイト
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(3) 今後の発展性
機械要素およびトライポロジー関連の領域では、軸受や摩擦等、機械のごく基本的な部品
に関する研究が行われており、その研究成果は自動車、人工衛星、コンピュータ等、あらゆ
る製品に適用されている。
幅広い製品に利用される軸受であっても、その一部は既に輸出令別表において規制対象
となっていることから、当該研究分野は軍事研究との関連度が高いと判断できる。特に軍事
利用される蓋然性が高いとされるのは、いずれも輸出令別表第 1 に記載されている、転がり
25

弾性流体潤滑理論（EHL 理論） https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/tec/pdf/11d1.pdf

26

接触面の潤滑と潤滑剤の効果 http://www.heishin-dispenser.jp/compass/compass14.html

26

軸受、磁気軸受、ラジアル玉軸受の 3 種類である。転がり軸受は転動体があって回転運動す
るものであり、また磁気軸受は転動体の代わりに磁気の力を利用したものである。ラジアル
玉軸受は転がり軸受の一種であり、特に液体ロケットエンジン用ポンプに専用に設計され
たものが規制対象となっている。
例えば、ロケットエンジンのターボポンプ用に設計された玉軸受が改良されれば、大陸間
弾道弾の発射成功率が向上し、信頼性が高まる。液体水素及び液体酸素が使用される液体ロ
ケットでは、その極低温環境のため油による潤滑が不可能である。こうした環境でも有効に
動作する高速軸受は、
「ロケットエンジンの信頼性を支える基盤技術」とされる 27。しかし、
1990 年から 2007 年までの間に国内外で 79 件のロケット打上げが失敗しており、例えば
1994 年のアリアンロケットの打上げ失敗は、エンジンの液体酸素ターボポンプの予冷不足
による軸受破損が原因であったことが判明している。こうした軸受の損傷による打上げ失
敗を防ぐため、近年、極低温環境下における軸受の冷却特性の解明や、潤滑剤としてフッ素
樹脂やガラス繊維を用いた、より安定した軸受の研究が進められている。より安定で、損傷
の生じにくい軸受が完成すれば、ロケットエンジンのターボポンプの安定性、ひいてはロケ
ット及び大陸間弾道弾の信頼性も向上することになる。その結果、例えば失敗率の小さな大
陸間弾道弾の開発が可能になることが想定される。
以上の検討により、当該分野の研究対象である軸受の一部は、今後も軍事技術の発展に寄
与する蓋然性が高い。

27

ロケットエンジンの極低温トライポロジー http://www.sstl.t.u-tokyo.ac.jp/classes/DL/2012tribology1.pdf

27

図 3-14 損傷した液体酸素ターボポンプの例
出所：野坂「ロケットエンジンの極低温トライポロジー」28

図 3-15 軸受の分類
出所：CISTEC 材料加工ガイダンス
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ロケットエンジンの極低温トライボロジー http://www.sstl.t.u-tokyo.ac.jp/classes/DL/2012tribology1.pdf

材料加工ガイダンス 「３．１ 軸受」の変更箇所抜粋 http://www.cistec.or.jp/service/iinkaidayori/houkokus
ho2007/data_kamotu/kamotu3-3-4.pdf
29

28

(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、直接的に軍事的な用途への転用を示す具体的な研究例は見当たらなか
ったものの、例えば、転がり軸受、磁気軸受、及びラジアル軸受は、輸出令別表第 1 の 4 の
項（5）、6 の項（1）、4 の項（5 の 2）のにおいて規制対象となっている。

熱工学関連
(1) 研究分野の概要
熱工学分野は、熱エネルギーの利用方法に関する原理やその応用技術を対象とする工学
的分野である。熱力学や流体力学等を基礎とする。
熱工学分野に含まれる伝熱工学は、熱移動及び物質移動を対象とする。熱の移動形態は大
きく、熱伝導、対流伝熱、熱輻射が存在する。熱伝導は、物体内部での熱の移動について研
究する分野である。一方で、物質移動については、接触していない物体における気体、液体
を介した熱の移動の研究が行われており、これを対流伝熱と呼ぶ。さらに、電磁波による物
体間のエネルギーの移動を熱輻射と呼び、この現象は媒介のない真空中においても発生す
る。熱の移動を考察する際には、熱物性値を把握することが重要である。熱物性値は、大き
く輸送性質（熱伝導率、放射率等）と熱力学性質（内部エネルギー、比熱等）の 2 つに分類
される。
熱工学分野での知見は熱をエネルギー源とする熱機関へと応用される。熱機関は、自動車
や航空機のエンジンに利用される内熱（燃焼）機関、熱交換器によって外部の熱をエネルギ
ーとして利用するタービン等の外熱機関が存在する。燃焼等によって発生したエネルギー
のうち、回収できたエネルギー量はエネルギー変換効率として示される。熱機関では、エネ
ルギー変換効率を高め、非効率なエネルギーの消費を抑えることが重要となる。また、熱交
換等の知見は、冷凍や空調技術として用いられ、民生用としても冷凍機器、空調機器に応用
される。
キーワード：伝熱、対流、燃焼、熱物性、冷凍空調、熱機関、エネルギー変換
(2) 既存研究・関連研究


超希薄・高圧燃焼における衝撃波と自着火の相互作用
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K18034/
燃焼によってエネルギー変換を行う内熱機関においては、その高熱効率化は重要な課題

である。高熱効率化には燃焼時の高圧化及び燃料と空気の混合気中における空気の割合を
高くする希薄燃焼化が求められる。一方で、この条件下では、強い振動を伴う急激燃焼とい
う現象が特に発生しやすく、熱機関の運転が不能となってしまう恐れがある。
この研究では、急激燃焼発生のメカニズムを明らかにするため、急激燃焼を起こしながら
連続燃焼運転が可能な可視化エンジンによる観察が行われた。観察の結果、最初に生じた自

29

着火

30

によって燃焼室内に強い圧力波が形成され、未燃部分に伝搬することで短期間かつ

急激な自着火が連鎖的に発生することが明らかになった。また、圧力波の位置と未燃部分の
位置関係により、その後の圧力波の進行と成長過程が定まり、円筒形の周方向への進行の存
在も明らかになった。さらに、強い圧力波と圧力の振動が生じる条件下では、自着火の見か
けの伝搬速度が音速以上となるデトネーションが発生し得ることが推察された。今後は、自
着火と圧力波の形態によるデトネーション発生の条件が明らかにされる。
この研究により、エンジン等に利用される内熱機関の破損を防止しつつ、熱効率の高い設
計が可能になると考えられる。


流れの脈動による複雑流路内の伝熱促進機構の解明とホットスポット直冷技術への

展開
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K18022/
電子機器は稼動によって発熱し、高温となることで性能が低下することから、電子機器の
冷却の観点は、その設計上、非常に重要な要素となる。
この研究では、電子機器のファン空冷を想定し、発熱体を脈動させた空気によって冷却し
た場合の伝熱促進効果を明らかにすることを目的とし、筐体の断面の寸法が 80mm×40mm、
発熱体は一辺が 30mm の角柱が利用された。空気の脈動の周波数は、1Hz 又は 2Hz とした。
結果、脈動させた空気の方が、脈動時の最大風量で固定した定常流に比して、脈動させた空
気の方が流量が少なく、同等の伝熱性能を得られることが明らかとなった。あわせて、脈動
の周波数は伝熱性能に大きく寄与しないことも判明した。今後は、冷却対象の大きさの影響
を考慮し、ミリメートルスケールでの検証が進められる。
この研究により、実機での冷却のための脈動波形の設計指針の構築が期待でき、冷却効果
を向上することで、電子機器の性能向上にも寄与することが想定される。


宇宙機用放射率可変素子の性能向上に関する研究
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K06141/
人工衛星や宇宙船等、大気圏外で使用される機器は、その移動において太陽からの距離が

大きく変化し、太陽から受ける熱量が大きく増減することが想定される。この対策として、
宇宙機表面には熱を放出する役割を持つラジエーターが設置されており、そこには放射率
可変素子（SRD: Smart Radiation Device）が搭載されている。放射率とは、その物体表面から
の熱放出のしやすさを表し、SRD は、この放射率が自身の温度によって変化する物質であ
る。一般に、金属のような電気を通しやすい物質は放射率が低く、ガラスやゴム等の電気を
通しにくい物質の放射率は高いことが知られている。SRD は、自身の温度が高い状態では
電気伝導度（電気の通りやすさ）が低く、自身の温度が低い状態では電気伝導度が高いとい
う性質を持つため、SRD 自身が高温の状態では熱を多く放出し、低温の状態では熱を放出
しにくい。この性質により、SRD を取り付けた機器に対して、高温では熱を多く放出して
温度を下げやすくし、低温では熱を放出せず、機器の温度を一定に保つことが可能となる。
SRD は、小惑星探査機「はやぶさ」にも搭載されており、その機能と効果は実証済みであ
る。一方で、更なる惑星探査においては、より放射率の変化の大きい高性能な SRD の開発
が求められている。

30

点火プラグの火花等による意図的な点火ではなく、燃料が自然に燃焼を開始すること。

30

この研究では、「はやぶさ」に搭載された SRD 材料以上の性能を持つ材料を開発するこ
とを目的としており、構成する原子の割合を調整

31

することで低温での放射率の低減を図

り、不要な酸素を取り除くための熱処理を施すことで高温側での放射率の増加を図った。こ
の結果、意図したとおりの放射率の調整は実現できたものの、熱処理の効果が強く影響し、
結果として電気伝導度の低い状態から高い状態への変化が起きにくい物質となった。今後、
構成する原子の別の原子への置換、熱処理条件の検討によって、より実用性の高い SRD 材
料の開発を目指す。



砲身エロージョン予測技術
http://www.jsw.co.jp/product/technology/uploads/49_68giho_gun%20erosion.pdf
機械等の配管は、物体の通過に伴って侵食され、劣化、損傷する。これをエロージョンと
呼ぶ。エロージョンの原因となる物質は必ずしも固体とは限らず、気体に含まれる蒸気の粒
子が配管に衝突することによっても生じ得る。
火砲は、
砲身内に充填された火薬の燃焼により燃焼ガスが膨張し、弾丸を外部へ発射する。
この際、燃焼ガスは砲身の内表面に接触しつつ膨張していくため、ガスの熱と化学的作用に
より、エロージョンが発生する。火砲におけるエロージョンは、特定の火砲システム及び燃
焼試験装置で実験的に明らかにされているのみで、耐久性等の検証には膨大なコストと時
間が必要となる。
この研究では、エロージョン量の理論的な予測のため、化学反応のモデル化及び火薬の燃
焼計算、伝熱計算、弾丸の運動計算を活用することで、火砲のエロージョン量を算出する手
法を確立することを目的とした。この結果、燃焼計算及び伝熱計算の結果が、実砲のデータ
とほぼ一致し、化学反応を組み合わせたエロージョン量の推定においても概ね実砲のデー
タと一致した。ただし、砲尾端から 0.7m~1.0m の範囲では、計算で考慮されなかった摩擦等
の発熱により、計算結果よりも実砲のデータにおいてエロージョン量が大きくなった。
この研究を発展させることにより、エロージョン量の予測のための計算手法が確立され、
今後の火砲開発における効率性の向上に寄与するものと考えられる。

31

SRD 材料は、LaxCaySr1-x-yMnO3 の化学式で表される。ここで、x、y は 0 から 1 の値を取り、La（ラン

タン）、Ca（カルシウム）、Sr（ストロンチウム）それぞれの原子の構成する割合が示される。La、Ca、
Sr それぞれの原子の添加量を調整することで、SRD 材料の性能を調整することが可能である。この研究
では、Sr の割合を増加させた。

31

図 3-16 火砲模式図
出所：砲身エロージョン予測技術

32



ヘリコプター用エンジンの研究
http://www.mod.go.jp/atla/research/gaibuhyouka/pdf/HeliENG_23.pdf
自衛隊の観測用ヘリコプター（OH-1）には、ターボシャフトエンジン（TS-1）が搭載され
ている。ターボシャフトエンジンでは、排気の噴出力を直接推進力とするのではなく、ター
ビンを回転させることで軸出力を取り出し推進力とする。
この研究では、TS-1 をベースとし、さらに出力を増大させたエンジンの開発を目的とし
た。ここでは、エンジンに搭載する圧縮機及び出力タービンを新たに 2 段階で設置し、さら
に、
高圧タービンの入口温度を高温化することで軸出力の増大を図った。
結果として、
設計、
開発されたエンジンは世界的にも十分な優位性をもつ技術であることが評価された。
ただし、タービン入口の温度分布、燃焼器周辺の設計等の高温部の検討が不十分であるこ
とが課題とされ、熱工学的な視点での更なる検討が必要とされたが、こうした課題が解決さ
れれば、軸出力の高いターボシャフトエンジンに適用されるものである。

32

日本製鋼所技報、砲身エロージョン予測技術、N0.68、2017

http://www.jsw.co.jp/product/technology/uploads/49_68giho_gun%20erosion.pdf
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図 3-17 エンジン試作品の概要
出所：防衛省

外部評価報告書「ヘリコプター用エンジンの研究」 33

(3) 今後の発展性
熱工学の歴史は、18 世紀初頭の Thomas Newcomen による熱機関の発明、James Watt によ
る改良に始まり、
産業革命以来現在に至るまで非常に長い期間検討が続けられている。現在、
自動車等のエンジンとして用いられているディーゼルサイクル等による熱機関も 19 世紀中
に考案され、20 世紀には広く実用化されている。民生用の自動車等に限らず、軍事用の航
空機やヘリコプターのエンジンにおいても熱工学的な理論、技術が適用されている。燃料の
燃焼時の衝撃や、それによる自着火のメカニズムや燃焼時のガス通過に伴う、熱及び化学反
応による管のエロージョン量の予測等、エンジンの損傷を防ぐための理論が扱われる。さら
に、先にあげたディーゼルサイクル等のような熱効率向上のための理論的研究もエンジン
の燃費向上に寄与する。
伝熱工学では、熱エネルギーの移動の制御に関する設計技術が検討され、熱機関等のエネ
ルギー機器とあわせて応用されてきた。伝熱工学の理論が活用されるボイラや復水器等の
熱交換器は、発電プラント等における熱効率に大きく寄与する。ボイラにおいては、熱効率
向上に加え、高温腐食と呼ばれる酸化現象や環境保全の観点での排ガス対策等が課題とし
てあげられる。
半導体デバイス等の電子機器においては、冷却性能によって性能の限界が左右されるた
め、伝熱の観点での設計が重要である。近年では、ナノマイクロスケールの電子デバイスの
研究開発が盛んに行われており、微小なスケールでの熱伝導、対流伝熱を明らかにする必要
がある。しかし、一般にナノスケールでは、マクロなスケールでは現れなかった量子効果に
よる現象が発生するため、従来の伝熱工学での解析に用いられていたフーリエの法則の適

防衛省 外部評価報告書「ヘリコプター用エンジンの研究」
http://www.mod.go.jp/atla/research/gaibuhyouka/pdf/HeliENG_23.pdf
33
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用が難しい場合がある。今後、数値シミュレーションやナノスケールでの測定技術の向上に
より、微小なスケールでの熱伝導、対流伝熱に対する解析手法の発展が期待される。
このような理論的な研究を基礎として、エンジンやタービン等の熱工学に関連した研究
が展開されている。上記の研究例からも、熱工学関連の研究は、航空機用エンジンや宇宙機
の構成部品の研究に応用されていることがわかる。自動車や航空機のエンジンに利用され
る内熱（燃焼）機関、熱交換器によって外部の熱をエネルギーとして利用するタービン等は
民生利用だけでなく、軍事利用も可能であり、軍用航空機向けのエンジンはリスト規制の対
象となっている。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目と関連する具体的な既存の研究例があり、当該研究分
野と規制項目には関係性があるといえる。例えば、軍用航空機向けのエンジンについては、
輸出令別表第 1 の 1 の項（9）において規制対象となっている。
機械力学およびメカトロニクス関連
(1) 研究分野の概要
機械力学は機械工学に含まれる研究分野の一つであり、機械の運動を理解するための力
学に関する学問である。特に、物体の釣り合う状態を論じる場合は静力学と呼び、物体の軌
跡、速度、加速度等、時間と幾何学的な関係を論じる場合は動力学と呼ぶ。機械力学は、機
構学や自動制御、設計工学等、機械を扱う分野の最も基礎的な学問に位置づけられる 34。例
えば、自動車の走行時には、エンジンの回転がギアを通じてタイヤに伝達されたり、段差を
乗り越える際に振動が生じたりする。機械力学は、これらの力の伝達や振動の解析に利用さ
れる 35。
メカトロニクスはメカニズム（機械装置、機構）とエレクトロニクス（電子工学）の合成
語であり、「電子機械工学」や「機電一体化技術」と訳出、表現される場合がある。メカト
ロニクスでは、機械工学の製品に電子工学分野の成果を付加した高性能、多機能製品の開発
を目指す。メカトロニクスの応用範囲は幅広く、例えば電子カメラや電子秤、産業用ロボッ
ト、さらに自動車及び航空機の燃料・排ガス制御や自動慣性制御システムに至るまで、様々
な製品に研究成果が利用されている。
キーワード：運動学、動力学、振動学、音響学、自動制御、学習制御、メカトロニクス、
マイクロナノメカトロニクス、バイオメカニクス
(2) 既存研究・関連研究例


BigDog（米軍向け四足歩行ロボット）

34

工学院大学ウェブサイト、http://www.mech.kogakuin.ac.jp/ms/feature/about_4riki.html

35

大阪大学「機械力学」、https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/2016_dynamicsofmachinery.pdf

34

https://www.webcitation.org/664slSojD?url=http://www.bostondynamics.com/img/BigDog_
Overview.pdf
https://www.darpa.mil/about-us/timeline/big-dog
https://www.bostondynamics.com/bigdog
BigDog は米国 Boston Dynamics 社により開発された、戦場等において物資を輸送するた
めの四足歩行ロボットである。BigDog の脚の関節部分の運動や、コンピュータによる運動
制御の開発研究は機械力学およびメカトロニクスの領域に包含される。当初、BigDog の研
究開発は、国防高等研究計画局（DARPA）による資金提供を受けて実施され、その後、米
国陸軍研究所の資金提供により姿勢制御に関する研究が行われた。
従来の 4 輪自動車等の車両では、ぬかるみ、幅の狭い道、樹木の多い山道等での走行が困
難であるため、行動範囲が制限される問題があった。これに対し、BigDog は四足歩行が可
能であり、車両による走行が困難な場所での荷物の運搬に支障は来さない。Boston Dynamics
社のウェブサイトによれば、BigDog は 150kg までの搭載物がある状態で、時速 10km で走
行し、傾斜角 35 度までの傾斜を登り、瓦礫を乗り越え、ぬかるみや雪道を走破する。
BigDog の姿勢及び運動の制御は BigDog に搭載されたコンピュータにより自律的に行わ
れ、次のような制御機能を持つ。


脚の運動データ及び走行距離の履歴に基づき現在地の地形を推定する。



斜面等でも接地（転倒せず立っている状態）を維持するために脚の力と姿勢を制御す
る。



滑りを回避し、滑りから回復するために地面との摩擦を制御する。



脚同士の接触を防ぐ。



一定の距離を保ったまま兵士に自動的に追従する。



カメラで周辺の地形を認識して障害物を回避しながら走行する。



音声を認識して兵士の声による指示に従い行動する。

山岳地帯で行動する兵士は、携行する荷物を可能な限り軽減する必要がある。BigDog の
ような自律型運搬ロボットが実用化されれば、山岳地帯における兵士の行動範囲は拡大す
ることになる 36。

図 3-18 米軍向け四足歩行ロボット BigDog
出所：Boston Dynamics 社ウェブサイト 37

36
37

軍用ロボット 写真特集 https://www.jiji.com/jc/d4?p=wbt102&d=d4_mili
Boston Dynamics BigDoghttps://www.bostondynamics.com/bigdog

35



TALON（爆発物処理用ロボット）
https://www.qinetiq-na.com/products/unmanned-systems/talon/
http://www.army-technology.com/projects/talon-tracked-military-robot/
TALON は Foster-Miller 社（米国 Qinetiq 社傘下企業）により開発された、戦場等において

爆発物を処理するための無限軌道（キャタピラ）式車両ロボットである。アームの可動部分
や制御方法の開発研究は機械力学およびメカトロニクスの研究領域に包含される。Qinetiq
社のウェブサイトによれば、TALON は元来戦場において爆発物を処理したり、偵察や救助
を行う目的で開発された。爆発物の処理は従来、訓練された爆発物処理（EOD: Explosive
Ordnance Disposal）チームが防護服を着用して行っていたが、処理には大きな危険が伴い、
失敗した場合には死傷する可能性がある。TALON のようなロボットが、人間の代替として
爆発物を処理することが可能となれば、
人間自身が爆発物を処理する機会が低減し、
或いは、
危険度の低い爆発物のみを扱うことが可能となる。
TALON は全長 86.4cm、幅 27.9cm と小型であることから携行性に優れ、様々な搭載物（ペ
イロード）を追加でき、最大時速 8.4km 程度で走行することが可能であるという特徴を持
つ。ペイロードとして各種センサを搭載すれば、例えばガス、化学物質、放射能、温度を感
知・検知することもできる。TALON は 2001 年の米国における同時多発テロ発生時に、貿
易センタービルにおける救助捜索活動に利用された実績があり、2008 年には米軍に導入さ
れた。
メカトロニクスに係る特徴として、TALON には防水の操作制御ユニット（OCU: Operator
Control Unit）が搭載されている。OCU は重量 15kg、全長 48.3cm、幅 40.6cm で、800m 離れ
た地点からでも電波を受信することができるため、OCU に対して小型の戦術ロボットコン
トローラ（TRC: Tactical Robotic Controller）から指示を出すことで、離れた場所からでも
TALON を操作できる 38。

38

Army Technology http://www.army-technology.com/projects/talon-tracked-military-robot/

36

図 3-19 米軍向け爆発物処理用ロボット TALON
出所：Army Technology ウェブサイト 39


PackBot（マルチミッションロボット）
https://www.army-technology.com/projects/irobot-510-packbot-multi-mission-robot/
PackBot は米国 iRobot 社により開発された、無限軌道（キャタピラ）式のマルチミッショ

ンロボットである。既に多数の PackBot が米軍に導入されており、イラク及びアフガニスタ
ンにおける活動に際して 2,000 台以上の PackBot が投入された。2013 年にはブラジルも 720
万ドル分の PackBot の導入を決定している。また日本においても、福島第一原子力発電所の
事故現場において、原子炉建屋周辺や内部の捜索に使用された実績がある。
PackBot は時速 9.3km 程度で走行でき、深さ約 1m の水中でも運用可能である。PackBot の
特徴は、全長 88.9cm、全幅 52.1cm と小型で、本体重量がバッテリー抜きで 10.9kg と軽量で
ある点にある。搭載されたアームは 2 カ所の関節を持ち、最大 187cm まで伸長できる。ま
た、アームの先端に装着されたカメラにより周囲を監視したり、各種センサにより化学、生
物、放射能の異常を検知する。さらにアームにグリッパー（ものをはさむ機構）を装着して、
危険物を処理することも可能である。

図 3-20 米軍向けマルチミッションロボット PackBot
出所：時事通信ウェブサイト 40

39
40

Army Technology Talon http://www.army-technology.com/projects/talon-tracked-military-robot/
軍用ロボット 写真特集 https://www.jiji.com/jc/d4?p=wbt102&d=d4_mili
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(3) 今後の発展性
機械力学およびメカトロニクスの分野では、機械の制御に関する幅広い研究が行われて
いる。そのうち特に軍事分野と関連性が強いのはロボット分野である。研究開発が進展して
いる自律的な行動が可能なロボットは、今後兵器として普及する可能性がある。例えば、既
存研究例として言及した BigDog は、外部からの衝撃を受けて一時的に姿勢が乱れても自律
的に回復、進路上に障害物がある場合には自動で回避、さらに兵士を自動で認識して追従す
る等、多くの制御が自律化、自動化されている。
従来のロボットは、人がコントローラを通じて動作を制御するか、ごく限られた範囲でア
ルゴリズム
（一定の行動規則を与えるプログラム）
による自動制御が行われる程度であった。
これに対して、近年の自律型ロボットは従来人の命令により実現していた動作を、人の介入
なしに自律的に行うため、外見上の特徴には大きな変化がないものの、その性能は飛躍的に
向上した、全く次元の異なるロボットといえる。人がコントローラによりロボットを制御す
る場合には、ロボット 1 台につき 1 人以上の操縦者が必要である。しかし、自律的な行動が
可能なロボットは、人の操縦者を必要とせず、例えば同時に数十台・数百台のロボットを行
動させることによって、大量の物資を輸送したり広範囲を短時間で探すといった行動が可
能となる。このようなロボットは、戦場に実戦的に配備することで、これまで人が担ってき
た任務の一部を代替できる可能性がある。
軍用ロボットについては、今後、人工知能分野との融合により、より高度に自律化された
ロボットの登場が想定される。現時点の技術では、例えば自動的に敵を識別して攻撃するこ
とは困難である。しかし、画像認識を含む人工知能関連技術が発展し、さらにロボットに人
工知能が搭載されれば、軍用ロボットや軍用車両が戦場において自律的に敵を探知、
識別し、
攻撃するという事態が起こり得る。こうした人工知能を搭載した兵器の開発及び実戦配備
は、国際法により制限される可能性もあるが、技術的には実現可能と考えられる 41。

41

AI・人工知能が変える戦場 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/284639.html

AI 到達点と未来像 https://mainichi.jp/articles/20161007/ddm/004/070/012000c
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図 3-21 ロシアが開発中の射撃可能な人型ロボット FEDOR
出所：Discovery Channel ウェブサイト 42
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目と関連する具体的な既存の研究例があり、当該研究分
野と規制項目には関係性があるといえる。例えば、軍用ロボットについては、輸出令別表第
1 の 1 の項（7）において規制対象となっている。

電力工学関連
(1) 研究分野の概要
電力工学とは、電力の発電から伝送、配電までの全般に関する技術を扱う分野である。電
力工学で扱われる技術は具体的には、火力・原子力・太陽光等による各種発電技術、電力を
制御するための回路、送電及び変電、配電技術、変圧器に関する技術等である。
近年では、地球温暖化防止や省エネルギー化の観点から、従来の火力発電や原子力発電に
加えて太陽光発電や風力発電に関する研究も拡大している。太陽光発電については、例えば
リアルタイムに発電量を把握する研究が行われている。また風力発電については、より低コ
ストで大容量の電力を送れるような送電設備構成が研究されている。

銃が撃てるロシア製人型ロボット「FEDOR」…人類の味方となるか？
https://www.discoverychannel.jp/ja/d-news/russian-robot-fedor.html
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キーワード：電気エネルギー関連、省エネルギー、電力系統工学、電気機器、パワーエレ
クトロニクス、電気有効利用、電磁環境
(2) 既存研究・関連研究例


洋上風力発電の大規模導入に対応した多端子直流送電方式
http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/download/eTBQuQE2wKt49zRGbYOqRoZKj
9yO4xzC/R17002.pdf
海洋において風力を利用して発電を行う洋上風力発電を行うとき、発電設備が点在して
いる場合には、各設備の連接を取りつつ電力を集約しながら、長距離大容量送電を行う必要
がある。その際、発電支障（何らかの原因で発電が停止する事象）の低減が求められる一方、
発電支障防止のためにコストをかけて機器を増やすことは経済的な困難を伴いがちである。
そこで、本研究では、発電支障を防ぎつつ、コストを抑えた送電方式の検討がなされた。
本研究では、送電容量の拡張性等を考慮した、洋上風力発電用のバックボーン形（背骨（バ
ックボーン）のように幹線から複数の支線が分岐する形）直流系統の構成法を検討した。そ
の結果、発電設備と接続する洋上変電所に至る支線を 2 回線から構成される幹線に接続す
る方式が、コスト低減の観点から優位であることを確認した。また、この方式を用いれば、
発電設備の増設に応じて段階的に延伸し、送電容量を拡張することが可能となる。

図 3-22 洋上風力発電用の直流系統構成法
出所：「洋上風力発電の大規模導入に対応した多端子直流送電方式」


太陽光発電のリアルタイム発電出力把握技術の開発
http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/download/NtDOZNWBsaj5rVnUa821LLllIlF
m4FB6/Q15014.pdf
太陽光発電を電力系統に大量に接続する場合には、系統の安定運用のために系統全体か
ら末端の配電レベルまで、各地域の発電出力をリアルタイムで正確に把握する必要がある。
本研究では、地域太陽光発電の出力把握の適用例として沖縄本島を選定し、本島全体におけ
る出力のリアルタイムな算定方法を実証的に検討する。具体的には、これまでの研究で検討
してきた出力推定方法により推定値を出力し、その値と実際に得られる値との差（誤差）が
十分に小さいかを確認する。
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電力会社の広範な供給エリア全体の太陽光総発電出力を、リアルタイムで測定すること
は困難である。そこで本研究では、発電エリアを細分化し、エリア内で日射量を観測して得
られた日射量データからエリア内発電出力を推定した上で、全エリアの出力推定値を合計
するという手順で広範囲の発電出力を推定する手法を採用する。実験では、沖縄本島に 4 つ
のエリアと 4 カ所の観測地点を設定し、そこから得られる観測データに基づき、事前に算出
した出力推定値と実際の観測値との誤差を求めた。その結果、誤差率は十分に小さく、実運
用に利用できる水準であることが確かめられた。

図 3-23 発電出力推計のための分割エリア
出所：「太陽光発電のリアルタイム発電出力把握技術の開発」

図 3-24 発電出力の推計値の誤差
出所：「太陽光発電のリアルタイム発電出力把握技術の開発」
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磁気共鳴方式によるインバータを用いた双方向非接触給電回路の提案
http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/download/0a6nqQajsES7JekizUcjz30wptZ1kV
mY/H15001.pdf
電気自動車等の次世代充電方式として、プラグ等に直接差し込んで充電する方式とは異
なる、数 cm の間をあけて非接触で充電する方式（非接触給電）の実用化が期待されている。
本研究では、電力を送る出力コイルと電力を受ける入力コイルとを可能な限り離す長ギャ
ップ化を目指し、特に国際的に広く利用されている周波数において効率的に動作する給電
装置の開発を目指す。
非接触給電では、出力コイルと入力コイルとの距離をどれだけ離せるかが実用化の際の
課題となる。例えば、電気自動車への充電を考える場合、充電の度に自動車側の装置を充電
機器から数 cm まで近づけていたのでは、通常の給電と大差がなく、積極的に非接触給電を
行うメリットが大きくない。より実用的な非接触給電を行うためには、例えば地面上の出力
コイルから、追加的な操作を伴わずに通常の車高位置にある入力コイルに向けて給電でき
ることが望ましい。このような非接触給電装置が実現すれば、自動車が通常の駐車状態にあ
る時にも同時に充電できることになる。
従来は、出力コイルと入力コイルとの距離が 10cm あると給電は不可能であったが、本研
究で開発した磁気共鳴型（電磁誘導等と並ぶ非接触給電方式の一つ）の給電装置では、コイ
ル間の距離が 10cm でも電力の損失は比較的小さいことが確かめられた。

図 3-25 試作した高効率電力伝送コイル
出所：「磁気共鳴方式によるインバータを用いた双方向非接触給電回路の提案」


再生可能エネルギーの大量導入が電源の設備量と運転モードに及ぼす影響評価
http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/download/jRyHgEmBH1RNUhkAT4y89qc3O7
qOFQEZ/Y14002.pdf
2011 年に「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行されたこともあ

り、現在、太陽光や風力による再生可能エネルギーが大量に導入されようとしている。しか
し、太陽光や風力による発電は気象により出力及び周波数が変動する。ゆえに、複数の太陽
光発電所及び風力発電所から電力を送る際には、それぞれの出力を調整して周波数を制御
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する LFC（負荷周波数制御）を行う必要がある。すなわち、太陽光及び風力による発電を拡
大するためには、変動する出力に対応した十分な LFC 設備を同時に導入しなければならな
い。
本研究では、太陽光発電等を大量に導入した場合に必要となる、LFC に伴うコスト増加
を含めて、太陽光発電及び風力発電の導入による影響を総合的に検討した。検討の結果、第
一に、2030 年に向けて太陽光発電等の導入量を増やしても、LFC 確保の必要があるため既
存の電源設備は大幅には削減できないことが判明した。第二に、太陽光発電等を大量に導入
した場合、火力発電の設備利用率低下に伴う設備費負担の増加等により、平均発電単価は増
加することが判明した。


UAV に対する無線給電を用いた充電
http://www.unmannedsystemstechnology.com/2015/07/solace-power-develops-wireless-midflight-uav-charging/
複数の回転翼を持つマルチローター型の UAV（無人航空機）は多くの場合機体が小型で
あり、搭載するバッテリー容量の制約から、飛行時間が数十分程度に制限されるという問
題がある。本研究では、飛行中又はホバリング中の UAV に対して、25cm 離れた位置から
給電パッド（power pads）によりワイヤレス給電を行うことを目指している。

図 3-26 開発中の UAV ワイヤレス給電技術の概念図
出所：UST ウェブサイト 43
当該技術が実現すれば、UAV を数日単位の長時間に渡り連続で飛行させることが可能と
なる。さらに、バッテリーを取り出す必要がなくなるため、機体を完全に密閉できる。機
体に隙間がなければ、塵や水滴が機体内部に入り込み電子機器に接触する恐れがなくなる
ため、防塵、防水性能を持つこととなる。長時間連続で運用でき、また防塵、防水性能を
持つという特性から、当該給電技術を用いた UAV は戦場の過酷環境下においても、例え
ば偵察用として運用可能と考えられる。


高エネルギー・レーザプラットフォーム
http://www.janes.com/article/49247/high-energy-laser-platform-on-display-idx15d1
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Solace Power Develops Wireless Mid-Flight UAV Charging
http://www.unmannedsystemstechnology.com/2015/07/solace-power-develops-wireless-mid-flight-uav-charging/
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レーザはマイクロ波等と比べて極めて大きなエネルギーを有するため、人に対して照射
すれば熱傷等の大きな傷害を与え得る。しかし、大気中の水蒸気等の影響を受けるため、こ
れまでの技術では、十分な遠距離まで高エネルギーを到達させることは困難であった 44。
本研究では、軍用車両に搭載することを前提とした高エネルギー・レーザ兵器を開発する
ことを目的としている。Rheinmetail 社が開発中の当該レーザ兵器では、現時点で最大 50kW
のレーザを照射することを目指している。既に試験的発射に成功している 1kW レーザは、
オーブントースターの電力に相当し、人体に対して傷害を与えるのに十分なエネルギーで
ある。Rheinmetail 社によれば、当該レーザ兵器は 3,000m の射程を有する。

図 3-27 開発中の高エネルギレーザ兵器（車両上部）
出所：Jane’s 360 ウェブサイト
(3) 今後の発展性
電力工学では、発電から送電、配電まで、電力に関する幅広い領域が扱われている。発電
については、従来は火力発電が中心であったが、日本では 1973 年に第 1 次オイルショック
を経験して以降、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギー利用が拡大してきた。特に
2011 年には「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施
行され、再生可能エネルギーの大量導入が進められている。
こうした状況を受けて、電力工学の研究として洋上風力発電や太陽光発電に関する研究
が行われている。例えば、風力発電については、点在する複数の発電設備から如何にして電
力を集約し、効率的な長距離伝送を行うか、に関する研究が行われている。また、太陽光発
電については、火力発電等の発電方式も含めた全体の電力供給量を調整するために必要な、
太陽光発電による発電量のリアルタイム把握に関する研究が行われている。今後も、発電に
関する研究としては、太陽光や風力を利用した再生可能エネルギーに関連する成果が見込
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ワイヤレス給電の技術概要 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/279/279tokusyu1.pdf
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まれるが、これらの研究は軍事転用の可能性はないものと考えられる。
他方、電力工学の研究領域のうち、送電に関する研究の中で非接触（ワイヤレス）給電は、
その関連技術が既に軍事転用されている。研究例として言及したとおり、米国の Solace
Power 社は Boeing 社と共同で、飛行中の UAV（無人航空機）に対するワイヤレス給電技術
を開発している 45。ワイヤレス給電には、電波、電界を介して電力を送電する電界結合、電
磁誘導、共振回路を用いた磁界共振、レーザ等の方式が研究されている。
このうち、特に電波（電磁波）を利用するものは、人体への影響を与える。例えば、レー
ザビームにより光エネルギーを経由して電力を伝送する技術は、数百 m 離れた位置から電
力を送るために開発されたものであるが、レーザを人間に向けて照射すれば、熱傷を負わせ
るような兵器として利用できることになる。米国では、レーザよりも波長の長いマイクロ波
を利用した殺傷能力の低い兵器が登場している。マイクロ波を利用した兵器は、現時点で既
に熱による不快感を与える程度のアクティブ・ディナイアル・システム（ADS）と呼ばれる
兵器が登場している。ただし、マイクロ波はエネルギー量が大きくないため、殺傷能力を持
つまでには至らないと考えられる。
レーザは大気が極めて薄い宇宙空間では、給電のために利用される可能性があるものの、
地上で利用する場合は霧等の気象条件に大きく左右されるため、早期の実用化の見通しは
立っていない。また、現在の技術では十分遠距離まで高エネルギーを到達させることは困難
である 46。地上でのレーザ兵器の実用化は課題が多く、直ちに強力な兵器が実現する状況で
はないものの、将来的にはレーザを利用した殺傷能力を有する兵器が登場する可能性はあ
る。例えば、弾丸を用いずに、レーザを照射するのみで敵兵士に熱傷を負わせたり、場合に
よっては死亡させたりする兵器が登場する可能性がある。開発中の兵器の一例として、研究
例に記載のとおり、Rheinmetall 社は軍用車両に搭載する高エネルギー・レーザ兵器を研究
開発中である。

図 3-28 各種ワイヤレス給電方式の伝送電力と伝送距離の関係
出所：高橋「ワイヤレス給電の技術概要」47

45
46
47

UST, “Solace Power Develops Wireless Mid-Flight UAV Charging,”
ワイヤレス給電の技術概要 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/279/279tokusyu1.pdf
同上
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図 3-29 ADS を搭載した車両
出所：AFP 通信 48
電力工学関連の軍事的な側面として、関連研究で取り上げたレーザ兵器等の指向性エネ
ルギー兵器は、人体に影響がある出力を持つものが、車両に搭載できるほどの大きさとなっ
ており実用化が進んでいる。また、本研究で取り上げた UAV 向けのワイヤレス給電は現在
リスト規制の対象ではないが、この技術と大容量の電池が UAV に搭載された場合、航続距
離が長い、防塵・防水性能の高い密閉された UAV を製造することが可能となる。よって、
技術の進展に伴い、UAV の地上設備となるワイヤレス給電設備を備えた地上支援装置はリ
スト規制の対象と成り得る。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目と関連する具体的な既存の研究例があり、当該研究分
野と規制項目には関係性があるといえる。例えば、レーザ兵器については、指向性エネルギ
ー兵器又はその部分品として、輸出令別表第 1 の 1 の項（5）において規制対象となってい
る。

米軍の最新非殺傷兵器「ADS」、わき上がる耐え難い「熱」
http://www.afpbb.com/articles/-/2865201?pid=8626813
48
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制御およびシステム工学関連
(1) 研究分野の概要
制御およびシステム工学とは、制御対象である機械やプロセスを自動制御することによ
り製品の精度を高め、製造上の合理化を追求する学問である。制御対象となる機械の構成要
素、情報の流れ、制御機構等を総合的に分析し、全体最適の実現を図る。制御対象は、機械、
電気、通信、化学等の工学から、生物や経済まで広い分野にわたる。具体例としては、エア
コンの温度制御、自動車のエンジン制御、航空機の姿勢制御、ロケットやミサイルの弾道制
御、電力系統の電圧制御、化学プラントの温度や流量制御、製鉄所の鉄板の板圧制御、ロボ
ットアームや歩行の運動制御等がある。制御およびシステム工学は、省力化や高機能化（高
精度、高速、高効率、安定化等）に不可欠な技術である。
制御およびシステム工学は大学においては様々な分野で扱われている。例えば、電気電子
工学分野では、電気エネルギーの発生と制御、電気機器や通信・制御機器開発等が研究対象
であり、機械工学分野および機械システム工学分野では、ロボット、宇宙往還機、人工衛星、
自動車、モータ、医療福祉機器等、機械に関連する分野が対象となる。
キーワード：制御理論、システム理論、制御システム、知能システム、システム情報処理、
システム制御応用、バイオシステム工学
(2) 既存研究・関連研究例


ロボットスーツ歩行と持ち上げ動作を支援するための電動パワーアシストスーツの

検証実験
https://www.jstage.jst.go.jp/article/transjsme/81/830/81_14-00432/_pdf
少子高齢化が進行する我が国において、労働力人口の減少による高齢者や力の弱い若者
や女性の作業負担の増加が大きな社会問題となっている。特に重量物の運搬作業といった
重労働は、農業、運搬業や建設業のみならず介護の現場においても多く見られる。そこで本
研究では問題解決の一つとして、負担の大きい重量物の運搬作業の肉体的負担を軽減させ
るために、装着者の歩行と持ち上げ動作において力を支援する機器として、装着型ロボット
又は外骨格型ロボット（以下、パワーアシストスーツと呼ぶ）に着目し開発を行っている。
制御機器は、装着者背部に設置された組込みマイコン内蔵のコントロールボックス、左右
下体アームに設置されたサーボドライバ、歩行アシスト用靴と持ち上げアシスト用手袋の
信号送信用無線装置及びパラメータ送信・データ受信用の携帯端末で構成されている。組込
みマイコンには制御プログラムがインストールされており、携帯端末から基本パラメータ
を送信することによって、
パワーアシストスーツが起動する。パワーアシストスーツにより、
人体にかかる疲労と負担を軽減する効果が確認されている。
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図 3-30 パワーアシストスーツの全体像
出所：ロボットスーツ歩行と持ち上げ動作を支援するための電動パワーアシストスーツの
検証実験、日本機械学会論文集: Vol.81, No.830, 2015 49


観測ロケット用小型姿勢制御装置
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/556224
宇宙航空研究開発機構（JAXA）では、短時間のロケット弾道飛行中の無重力環境状態等
を利用した様々な科学実験・工学実験を目的に、内之浦宇宙空間観測所で例年 1～2 機の観
測ロケットを打上げている。この観測ロケットには、姿勢制御や回転量（スピンレート）制
御のための姿勢制御装置を搭載している。
本研究では、構成する部品を民生部品とした小型姿勢制御装置（Side Jet; SJ）を開発した。
従来利用されていた姿勢制御装置は高額なものであったが、民生部品を利用することで、よ
り安価な姿勢制御装置の調達が可能となった。姿勢制御装置に使用するタンクは観測ロケ
ットに搭載可能なサイズの市販品のボンベ、ジャイロは模型飛行機等で使われているもの
を採用した。こうした民生部品を活用した SJ であっても、目標としていたスピンレートが
確保されることが確認され、この結果、民生部品を活用した場合であってもロケットの姿勢
制御が実現可能であることが実証された。

歩行と持ち上げ動作を支援するための電動パワーアシストスーツの検証実験
https://www.jstage.jst.go.jp/article/transjsme/81/830/81_14-00432/_pdf
49
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図 3-31 S-31—43 SJ（小型姿勢制御装置）
出所：観測ロケット用小型姿勢制御装置、大気球シンポジウム: 平成 27 年度

50



自律海中探査機の開発支援
http://www.mss.co.jp/technology/report/pdf/27_06.pdf
海洋環境、海底鉱物資源の調査では、海面上の調査に加えて、注目される海域における海
中でのより詳細な調査、探索が必要となる。このため、有人、無人の海中探査機が開発され
ており、航空宇宙分野で活用されてきた制御技術が利用されている。
無人型海中探査機は、遠隔操作型無人海中探査機（ROV）と自律型無人海中探査機（AUV）
に大別される。国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が、海中環境の調査と海
底鉱物資源の探査を目的として開発している、海中探査機「おとひめ」は ROV と AUV の
両方の機能を併せ持っている。
自律航行機能を実現するための制御機能の開発において、三次元移動という共通性を持
つ航空宇宙分野の運動制御シミュレーションが応用されている。運動制御シミュレーショ
ンで利用される数学モデルは水中における方位や深度の調整に利用され、運用要求の高度
化に対応したより高度な自律性を伴う AUV の開発において重要な技術となっている。

isas15-abs-011 観測ロケット用小型姿勢制御装置
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/556224/1/SA6000044011.pdf
50
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図 3-32 「おとひめ」の外観
出所：自律海中探査機の開発支援、MSS 技報・Vol.27 51
「おとひめ」
の自律航行機能を実現するための制御機能は複数の制御システム
（航行制御、
姿勢制御、進行速度制御）から構成される。航行制御系は、現在時点から目標点を目指す制
御と、目標ラインに機体を追従させる制御から構成され、方位と深度と高度の制御を行う。
姿勢制御系は航行制御系の目標姿勢に自身の現在姿勢を追従させる制御を行う。進行速度
制御は、目標とする速さと方向に船体の機軸方向の速さと方向を合わせる制御を行ってい
る。これらの制御システムの開発により、海域試験等においては、深度制御、速度制御が適
切に行われ、目標深度への到達が確認された。

図 3-33 「おとひめ」の制御系の概略構成
出所：自律海中探査機の開発支援、MSS 技報・Vol.27 52

51

自律海中探査機の開発支援

52

同上

http://www.mss.co.jp/technology/report/pdf/27_06.pdf
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(3) 今後の発展性
既存研究及び関連研究例から、制御およびシステム工学は電子電気工学分野及び機械分
野においても研究対象となり、研究領域が広範囲にわたる。主に、航空宇宙分野で利用され
ていた制御およびシステム工学の研究分野が他の領域に応用される等の事例がある。
例えば、日本では医療分野で開発が進められているパワーアシストスーツであるが、米国
では、カリフォルニア大学バークレー校、ロッキードマーチン社及びマサチューセッツ工科
大学により、軍事用の重量物運搬用として油圧式や電動式の下肢用パワーアシストスーツ
の開発が進められている。同様にハーバード大学では、空気圧式のゴム人工筋肉を用いた下
肢用パワーアシストスーツの開発を進めている。また、フランスでは、RB3D 社が軍事用に
電動式の下肢用パワーアシストスーツを開発している 53。パワーアシスト技術は、例えば、
島嶼部に対する攻撃への対応、大規模災害等への対応等において迅速機敏な行動を可能に
する高応答・大出力の駆動システム、軟弱地、山岳地等での行動を可能にするバランス維持
機能、及び転倒等から装着者を保護する安全性を有するパワードスーツとして軍事転用可
能な技術といえる。
防衛装備庁による将来の先進的な装備品の開発を念頭に、科学技術分野の動向をとりま
とめた「中長期技術見積り」における、「個人装備技術分野」54の中で、パワーアシストス
ーツが取り上げられている。この中で、パワーアシストスーツは装備の小型・軽量化による
隊員の身体的負担軽減、連続運用による作戦の柔軟性向上等の効果が期待できる、将来の装
備技術としての可能性持つものとして位置づけられている。
また、航空宇宙分野で培われてきた制御技術を海洋分野に転用する研究も行われている。
特に近年注目されているのが自律型無人海中探査機（AUV）である。米海軍は Slocum G2
glider 等の AUV を水中の観測を目的として運用している。中国でも AUV が開発されてお
り、長期間深海で活動することを可能としている。これらの研究は、大学においても開発が
進んでおり、天津大学の Petrel II glider は 1500m の深さを、最大 1000km 航行可能と発表し
ている

55

。 これら AUV は海洋資源開発向けに開発されており、例えば、天津深之藍海洋

設備科技有限公司の開発した AUV は、2014 年に南シナ海において 436 日間海中で自律的
航行したと報じられている。海洋資源開発向けの AUV の制御技術は、兵器としても利用可
能な技術であり、例えば、対潜兵器や対機雷戦に利用される可能性が指摘されている 56。
このように制御およびシステム工学を活用した技術は、ロケットやロボット等の制御に
不可欠な技術であるため規制対象となる可能性が高い。

歩行と持ち上げ動作を支援するための 電動パワーアシストスーツの検証実験
https://www.jstage.jst.go.jp/article/transjsme/81/830/81_14-00432/_pdf
54 平成 28 年度
中期技術見積り http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/plan/mitsumori.pdf
53

“Petrel” II Glider Passes 1500m-Deep Water Test, Tianjin University,
http://tju.edu.cn/english/news/researchnews/201712/t20171201_301803.htm
56 Sea sentinels: Chinese unmanned maritime systems gain traction, IHS Janes,
http://www.janes.com/images/assets/219/77219/Sea_sentinels_Chinese_unmanned_maritime_systems_gain_tractio
n.pdf
55
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図 3-34 天津大学が開発した AUV
出所: IHS Janes 57
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目と関連する具体的な既存の研究例があり、当該研究
分野と規制項目には関係性があるといえる。例えば、AUV については、潜水艇として輸出
令別表第 1 の 12 の項（1）において規制対象となっている。
電子デバイスおよび電子機器関連
(1) 研究分野の概要
電子デバイスとは、真空管、トランジスタ等の個別素子、個別素子を用いた電子回路を１
つの半導体基板に集積した集積回路（IC：Integrated Circuit）等である。これらの電子デバイ
スの研究目標には、コンピュータや携帯電話等に使われる CPU やメモリ等の半導体の高速
化、低消費電力化に加え、LED、有機 EL、液晶画面、太陽光発電等の開発も含まれる。現
代社会においては、ほぼ全ての電気機器に電子デバイスおよび電子機器関連の技術が使用
されている。
例えば、ミリ波・テラヘルツ波 58は、120 GHz 帯を用いて複数の高精細映像を無線伝送す
る、ハイビジョン非圧縮映像多チャンネル無線伝送技術に活用されている。ディスプレイ開
発分野では、大面積、超薄型、超軽量、曲げても利用可能な有機電子デバイスの研究開発が

57

同上

58

波長の長さ（周波数の大きさ）で分類されており、電子レンジや医療用の患部を温める装置等で一般的

に利用されているマイクロ波と同じ電磁波である。ミリ波は、30 GHz～ 300 GHz（波長１mm～10 mm）
の電磁波で、波長がミリメートルオーダーであり、テラヘルツ波は、300 GHz～３THz（波長 100μm～１
mm）で、周波数が T（テラ）ヘルツオーダーであることから、このように呼ばれている。

52

活発化している。情報処理デバイスの現在の主流はシリコン CMOS59であるが、CMOS の配
線を非常に細かく行う技術を追求することによって、性能向上を目指した開発を続けると
いうシナリオは、
物理的・工学的困難さのために限界に近づいているため、
微細化と同時に、
新材料、新トランジスタ構造、新プロセスの導入、製造技術の更なる高度化が研究されてい
る 60。
キーワード：電子デバイス、回路設計、光デバイス、スピンデバイス、ミリ波テラヘルツ
波、波動応用デバイス、ストレージ、ディスプレイ、微細プロセス技術、実装技術
(2) 既存研究・関連研究例


気球 VLBI 地上試験
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/556542
ブラックホールの撮像には、ブラックホール周辺大気を透過するサブミリ波帯（300GHz
—-1THz: λ1mm—-300μm）で基線長数千 km の VLBI（Very Long Base Line Interferometry：
超長基線電波干渉法）設備を構築し、10 マイクロ秒角の角度分解能を実現するのが唯一の
アプローチである。しかし、このような高周波電波は、地球側の大気による電波の波面揺ら
ぎ・吸収・放射雑音の影響を強く受けることから、地上からの VLBI 観測はこれまで成功の
例がない。そのため気球を用いた成層圏 VLBI 観測の実現を目指し検討を進めた。
地上 VLBI では、測定や通信等のために正確な時計が必要であり、水素メーザ原子時計
が用いられている。水素メーザ原子時計とは、水素原子を利用した原子時計 61であり、設
計寿命は 20 年以上であるため長期運用に適している。ただし、水素メーザ原子時計は、重
量・サイズ・急激な温度変化等の耐環境性能等の観点で気球搭載には適さない。そこで、
温度変化に対して周波数の安定している発振器である OCXO（Oven Controlled Xtal
Oscillator：温度制御型水晶発振器）の搭載を検討した。検討の結果、OCXO を周波数標準
に用いた気球 VLBI のフィジビリティが確認できた。

59

Complementary Metal Oxide Semiconductor（相補性金属酸化膜半導体）の略。消費電力が少ない、製造コ

ストが安い等の利点からパソコンに使用されている CPU のほとんどが CMOS を採用している。
60

61

あらゆる電子機器の高性能化のために 産業総合研究所
http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/aistinfo/aist_today/vol07_09/vol07_09_p02_p03.pdf7
原子又は分子の特定のエネルギー準位間の遷移に対応する放射の振動数が安定していることを利用した

時計
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図 3-35 気球 VLBI 実証実験ゴンドラ（１号機）の構成
出所：気球 VLBI 地上試験、大気球シンポジウム: 平成 27 年度
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ヘリ画像処理システムの開発
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/563044
国土地理院は、地方整備局等の防災ヘリコプターが撮影した映像を、「統合災害情報シス
テム」（以下、「DiMAPS」という）で地図と重ね合わせて表示させるため、「ヘリ画像処
理システム」を平成 26 年度に開発した。このシステムでは、国土交通本省で導入を進めて
いる「ヘリコプター直接衛星通信システム」で伝送された映像から静止画を切り出し、リア
ルタイムに地図と重ねることが可能な、ひずみを補正した画像（オルソ画像）に変換するこ
とができる。その結果、一定の条件下で防災ヘリの撮影映像を DiMAPS 上でリアルタイム
に地図と重ね合わせて表示できるようになった。本システムは平成 27 年 9 月関東・東北豪
雨の際にも活用された。

ヘリ画像処理システムの開発
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/563044/1/AA1640013020.pdf
62

54

図 3-36 一連の処理の流れ
出所：ヘリ画像処理システムの開発、第 16 回宇宙科学シンポジウム 講演集
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イプシロンロケット上段モータ注型後の超音波探傷検査の適用
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/871124/1/SA6000116009.pdf
イプシロンロケットは宇宙航空研究開発機構（JAXA）が高性能と低コストの両立を目指
し、研究・開発を進めている新型の全段固体燃料ロケットで、2013 年 9 月に試験機、2016
年 12 月に 2 号機、2018 年 1 月に 3 号機の打上げに成功している。
固体ロケットモータは、点火すると消火や再点火ができないため、打上げ前までに動作確
認を実施することができない。そのため、想定される故障要因に対して、原材料管理、製造
工程管理、及び製品の一部から試験片を切り出して行う間接的な製品確認、並びに製造段階
での耐圧検査、非破壊検査等の直接的な製品確認により、製品の健全性を保証している。
この研究では、超音波探傷検査に民生品の採用が可能となり、コストが低下したことを示
した。超音波を受信する受信探触子として、民生品等に使われる中心周波数 0.04MHz の防
滴型空中伝播超音波センサ及び MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）シリコンマイク
を選定したことで、低コスト化を実現している。検査の精度を検証するため、超音波を発生
させるシリコンマイクを利用した送信探触子をロケットモータ内孔に配置し、ロケットモ
ータを透過した超音波を、外表面に配置したセンサで受信する超音波探傷検査を実施し、問
題がないことを確認した。
この研究の成果により、イプシロンロケットの量産タイプである運用号機の検査におい
て、民生品を用いた超音波探傷検査で 3 段モータの製品の健全性を保証する手法を確立し
た。
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気球 VLBI 地上試験 https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/556542/1/SA6000044038.pdf
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図 3-37 low-frequency transducer
出所：イプシロンロケット上段モータ注型後の超音波探傷検査の適用、第 33 回宇宙構造・
材料シンポジウム：講演集録 64


小型飛行体へのマイクロ波無線給電システム
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsass/59/691/59_691_222/_pdf
災害が起きた地域の観測や、体内の検診等を目的としたマイクロロボットは、近年大きな
電力で動作する IC、センサ、モータ、LED 等の出現により、より高性能な設計が可能とな
っている。これらはバッテリー駆動を想定しているが、駆動時間とバッテリー質量はトレー
ドオフの関係があり長時間の動作は見込めない。
一方、有線で電力を供給しようとすると、マイクロロボットのサイズによっては線の重み
で動けない、線を引きずっては進めない場所に展開はできない等の制限がかかる。したがっ
て、これらの電力を無線で供給することができればマイクロロボットの用途が広がる。マイ
クロ波ビームを用いた無線給電技術は、宇宙太陽発電衛星から地球への送電や、モバイル
PC、携帯電話、電気自動車への給電等、様々な用途に応用が試みられている。
本研究では、マイクロ波ビームを用いた移動体への無線給電システムを研究している。マ
イクロ波無線給電システムを構築し、旋回している小型飛行体モデルに対して自動追尾を
行いながら、マイクロ波ビームを当て、4.0W の電力を無線で供給する実験を行った。10Ω
の負荷抵抗を用いて受電電力を測定した結果、小型飛行体モデルには、平均 17.6mW、最大
24mW の電力を供給可能であった。無線給電の伝送効率は最大で 0.60％、平均で 0.44％であ
り、効率は高くないが、バッテリーなしでモータが駆動できた。これにより、将来の移動小
型ロボットの駆動方法として、無線給電の可能性があることが確認された。

A09 イプシロンロケット上段モータ注型後の 超音波探傷検査の適用
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/871124/1/SA6000116009.pdf
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図 3-38 マイクロ波無線給電システム全体の概念図
出所：小型飛行体へのマイクロ波無線給電システム、日本航空宇宙学会論文集、Vol59 65
(3) 今後の発展性
電子デバイスおよび電子機器関連分野は、機械の制御やネットワーク技術に関する基盤
技術として幅広い分野で研究が行われている。このうち特に軍事分野と関連が強いのはロ
ボット、無人機、センサ分野である。特に民生技術が先行しているロボット、無人機は将来
の装備品に適用可能な技術として世界各国で着目されている。我が国でも、将来の装備技術
となる可能性がある技術として、防衛装備庁が「中長期技術見積り」で言及している。
例えば、ロボットの軍事利用では、ゲリラ・特殊部隊による攻撃対処時や大規模災害等へ
の対処時に、従来から広く用いられている移動機構（クローラ、車輪、回転翼等）では対応
できない複雑な地形、狭隘空間等への応用が考えられる。また、情報収集用デバイスとして
の役割を果たすことを想定し、昆虫のように複雑な飛行（急停止、急旋回、ホバリング等）
が可能な小型ロボットの実現も期待できる。
無線給電技術に関して、米国の Solace Power 社は Boeing 社と共同で、飛行中の UAV（無
人航空機）に対する無線給電技術を開発している 66。無線給電技術に関する研究が進展する
ことで、この技術が軍事用ロボットへの適用された場合、ロボットの給電に伴う不稼動時間
が削減され、戦場等でロボットが効率的に稼動することが可能となる。
なお、日本においても無線給電技術は注目されており、例えば、防衛装備庁「中長期技術
見積り」においても「無線送電技術を応用したバッテリーレスシステムにより、無人装備等
の電力課題克服が期待できる」と指摘されている。さらに、防衛省の「安全保障技術研究推

小型飛行体へのマイクロ波無線給電システム
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsass/59/691/59_691_222/_pdf
66 UST, “Solace Power Develops Wireless Mid-Flight UAV Charging,”
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進制度における平成２７年度採択研究課題」67においても、海中での無線給電方式の研究が
採択されている。
電子デバイスおよび電子機器関連で研究されている内容は、精度や処理速度の向上を目
的として画像処理等の能力向上に繋がる。また、低消費電力化技術や関連するデバイスの技
術は小型ロボットの省電力化や高性能化で活用される技術である。一方、ロボットや無人機
が自身の位置の特定をするための測位を行う上で最も重要なものは、電子デバイスや電子
機器に搭載される正確な時刻である。この正確な時刻を知ることができるのは原子時計で
あり、原子時計に使われる原子周波数標準器は規制項目となっている。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、関係性があるとい
える。原子周波数標準器は、輸出令別表第 1 の 7 の項(15)において規制対象となっている。

金属材料物性関連
(1) 研究分野の概要
金属材料物性分野では、金属材料の力学特性、電気特性、磁気特性等の材料物性と材料組
織との相関等が研究対象である。金属材料科学の発展とともに、研究対象は、鉄鋼から金属・
合金全般に広がっている。
金属材料物性分野の研究内容は、精錬を行っていない金属からの不純物除去、様々な元素
を配合する際の溶融金属内の化学反応（物理化学）分析、温度や組成の違いがもたらす材料
特性の変化予測方法（材料組織学）、溶けた金属から精密な形状の製品を作るための伝熱・
流体力学、製造した金属材料の原子構造や組成を分析する結晶回折学や分析科学等である。
研究成果は、例えば、エンジン製造の中核技術としての金属材料の精密鋳物製造技術、材料
内部微細組織の予測手法、超高耐熱・高強度材料生成を行う技術等の確立があげられる。
キーワード：電気磁気物性、電子情報物性、準安定状態、拡散、相変態、状態図、結晶格
子欠陥、力学物性、熱光物性、材料計算科学
(2) 既存研究・関連研究例


酸化物からなるセラミックス複合材料の界面/マトリックスの評価
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/871149
航空機用エンジンの高温部に適用される、タービンの熱効率向上に向けた新たな材料と
して、
耐熱性が高く、軽量であるセラミックス基複合材料（Ceramic Matrix Composites : CMCs）
が注目されている。その中でも特に SiC 繊維強化 SiC 複合材料(SiC/SiC)は、耐酸化性、耐熱

安全保障技術研究推進制度における平成２７年度採択研究課題一覧
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/bouei_gijutsu/sonota/01_a.pdf
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性、軽量という特性に優れており、活性雰囲気の耐熱温度は 1000℃、不活性雰囲気での耐
熱温度は 1500℃にまで及ぶ。本研究では、高温水蒸気下で耐熱性、耐酸化性に優れている
酸化物セラミックスからなる界面制御コーティングの開発を目的とした。
高純度で試料との密着性が優れ、熱的に安定なレーザ CVD 法（CVD: Chemical Vapor
Deposition：化学的気相成長）68により、単斜晶と正方晶からなる結晶構造を持つジルコニア
を製作することができ、繊維周りに約 0.4μm のジルコニアをコーティングすることが可能
であることが判明した。将来的に、本技術を航空機用エンジンのタービンに活用することに
より、熱効率向上が期待できる。


チタン合金及び CFRP に種々の表面処理を施した場合の濡れ性と表面形状評価及び

接着接合継手強度
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/591862
航空宇宙の CFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastic：炭素繊維強化プラスチック一次構造物）
には基本的に、ボルトやリベットを用いた接合方式であるメカニカルファスニングによる
継手が用いられている。これを接着剤による接着接合継手に置き換えることで、更なる軽量
化を達成することができる。チタン合金と CFRP について、様々な表面処理法を適用し、固
体と液体の付着しやすさである濡れ性及び表面形状を評価するとともに、チタン合金と
CFRP を張り合わせた試験片を製作し、強度の測定を行った。
CFRP はサンドペーパーを用いて表面加工を行い、チタン合金については、表面処理とし
てイトロ処理 69とレザリッジ 70を用いた試験片を作成した。これらの強度が、従来の表面処
理法による水準と有限要素解析により推定した接着剤破壊水準を超える強さを示した。レ
ザリッジはレーザでチタンの表面を加工することで、表面に深さ 100μm 以上の溝をつく
る。実験の結果から、その溝が高強度に寄与したと推察された。これらの表面処理は簡易で
あり、表面処理コスト削減と接着品質の安定化が見込め、新しい表面処理技術として宇宙機
製造における適用が期待できる。


大型ロケットのエンジン燃焼室銅合金におけるクリープ疲労現象
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/64332
H-IIA ロケットをはじめとした H 系ロケットは、LE-7A エンジン、LE-5B エンジン等、
燃料に液体水素、酸化剤に液体酸素を用いた液体ロケットエンジンを搭載している。この液
酸／液水系ロケットエンジンは再生冷却を利用しており、推進剤の反応による高温の燃焼
ガスに曝される燃焼室内壁を冷却するため、内筒の中に冷却溝を設け、その中に液体水素を
流している。効率の良い冷却を実現するため、燃焼室内筒材料には高い熱伝導率を持つ材料
が要求され、銅合金が用いられている。
大型ロケットエンジンでは、製造コストを抑えつつ信頼性を高めることが求められるが、
過去のエンジンの燃焼試験において、燃焼動作を繰り返した際、エンジンの燃焼室内壁に使

68

光 CVD の光をレーザを用いた CVD プロセスのこと。レーザを用いることで、光 CVD に比べて光強度

が強く高速成膜が可能となる。また、単色光であるために反応選択性が高く品質の良い膜が生成可能とな
る、収束させた光による微細な膜形成が実現できる等の特徴がある。
69

火炎を形成するため燃料ガス中にシラン化合物等を導入し、その火炎を用いて固体基材表面に処理を施

すこと。
70

接着剤等を使わず、金属とプラスチックを剥離不能なほど強力に接合する工法
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われる銅合金に 1mm 程度の亀裂が確認された。亀裂が入るまでの燃焼繰り返し数は、見積
もられていた回数の半分以下であったことから、この現象の解明が必要であった。
この研究では、エンジンの燃焼を通して銅合金が曝される温度や応力サイクルについて、
シミュレーションによる数値解析を実施した。その結果、亀裂が生じた部分は、エンジンの
起動時には圧縮による塑性変形、数百秒間の定常燃焼時には極低速の引張変形、停止時には
引張の塑性変形という「極低速引張変形を伴う低サイクル疲労」を受けているということが
明らかになった。極低速引張変形を伴う低サイクル疲労とは、起動時と停止時の塑性変形が
繰り返される疲労と、定常燃焼時のほぼ一定の応力を受けてひずみが変化していく現象（ク
リープ）とが重畳した「応力保持型のクリープ疲労現象」であるということができる。

図 3-39 数値解析結果（左：応力履歴、右：ひずみ履歴）
出所：大型ロケットのエンジン燃焼室銅合金におけるクリープ疲労現象
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今後新たに液酸/液水系ロケットエンジンの開発を進めていく上でも、応力保持型のクリ
ープ疲労現象を包括的に理解する必要性がある。実機による実験の結果、保持応力が高くな
ると試験の経過に伴い材料は軟化し微視組織レベルで損傷していることが示唆された。


高性能な水素貯蔵合金 (FeTi) の開発
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/1207/2013_02_25.pdf
FeTi 合金は、水素を取り込む性質のある金属（水素貯蔵合金）であるが、高価な希土類元
素を含まず、安価で資源的に豊富な鉄とチタンのみでできた合金である。FeTi 合金にひず
みを与えて大量の原子配列が乱れた状態である格子欠陥を導入することで、煩雑な活性化
処理をすることなく水素貯蔵に繰り返し利用することが可能となる。
従来 FeTi 合金を利用した設備は使用前に 30 気圧、450℃の環境で前処理をする必要があ
ったが、格子欠陥が導入された FeTi 合金には前処理が必要ない。これによって、これまで
FeTi 合金の普及を妨げていた活性化処理に必要な高温・高圧に耐える設備が不要となるた
め、材料費や設備費の両面から水素貯蔵材料設備の大幅なコスト削減が見込まれる。今回の
技術開発により、水素を利用したエネルギーの有効な貯蔵及び活用手段としての貢献が期
待される。

大型ロケットのエンジン燃焼室銅合金におけるクリープ疲労現象
https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/643329/1/SA6000087026.pdf
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(3) 今後の発展性
金属材料物性分野では、金属の特性（耐応力緩和特性等）、強度、導電性の向上等の研究・
開発を実施している。例えば、ニッケル合金はロケットやガスタービン等の耐熱材料の用途
が主である。また、ベリリウムは規制の対象となっている材料であり、航空・宇宙・軍事分
野で活用されている材料のひとつである。ベリウリムは、比重約 1.85g/㎤とチタンやアルミ
ニウムよりも軽量であり、鉄鋼並みの弾性係数を有しており強度が高い。さらに、熱伝導率
が高く、
温度による体積の変化が少ないので高温下の使用に適している。
この特性を活かし、
金属と合成される金属ベリリウムは、航空・宇宙・軍事材料として利用されている。
ベリリウム銅合金は、銅合金に比べて強度が高く、かつ耐応力緩和特性

72

にも優れてお

り、高いばね性を有する。主な用途は石油・ガス装置部品、自動車用及び民生用電子機器用
のスプリング、コネクター及び通信基盤配線である。また、他のベリリウム合金の応用例と
して、F-35 ライトニングに装備されている電子光学照準システムにはベリリウムアルミニ
ウム合金が用いられている 73。さらに、人工衛星等のミラー、宇宙構造物、試験用原子炉の
反射材及び減速材、レーダー、音響機器の振動板、先端医療設備の中性子源等に使用される
他、高い X 線透過率を活かした X 線源、X 線検出器や、アルファ照射により中性子を放
出する中性子源、原子炉における中性子減速材としても使用されている。
一方、ベリリウム合金は、化学成分として人体に有毒である。そのため、ベリリウム合金
の置換えは研究開発における大きな課題の一つである。ベリリウム銅合金に代わる高強度
高導電性材料の開発も行われており 74、これらが製品化されると、現在、戦闘機等のベリリ
ウム銅合金が用いられている電気部品や接合材料が代替される可能性は十分にある。
このように、金属材料物性分野では、金属の特性（変形に対する元の形状への戻りやすさ
である耐応力緩和特性等）、強度、導電性の向上等の研究・開発を実施しており、規制リス
トと関連がある合金についても研究が行われている。また、高硬度材料に関連する技術は原
子力施設やエンジン製造の中核技術でもあるため、これらの新材料が軍事転用される可能
性もある。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、当該研究分野は、金属材料の物性（強度や変形特性）の分析という基礎
研究であるが、ベリリウム合金は輸出令別表第 1 の 2 の項（18）において規制対象となって
おり、軍事技術に転用される例もある。
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使用環境雰囲気下で材料に一定変位で荷重を負荷し、一定時間保持した後、材料にどれだけ永久ひずみ

が残るかを確認する試験。試験後の永久ひずみが小さいほど耐応力緩和特性に優れている。
73 IBC’s Beralcast Alloy is Flying on the F-35 https://ibcadvancedalloys.com/2017/10/21/ibcs-beryllium-alloy-f-35/
74 ベリリウム銅合金に代わる高強度高導電性 材料 http://www.sei.co.jp/technology/tr/bn190/pdf/190-28.pdf
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構造材料および機能材料関連
(1) 研究分野の概要
構造材料分野は、構造物（建築物や輸送機器等）の部材について、軽量化や耐性化等を図
るため、材料の創製、加工及び評価を実施し、実用化を目指す研究分野である。中でも社会
基盤構造材料は、橋梁や道路等の土木構造物に利用される鉄筋やコンクリート等を指す。こ
うした材料の破壊に対する耐性や時間の経過によって発生する亀裂に対する抵抗の大きさ
を靭性と呼ぶ。靭性の研究では、材料の破壊要因等の特性を解析することで信頼性を評価し
ている。
機能材料分野の研究対象は、力学的な機能を持つ構造材料以外の、電気、磁気、光、熱等
に対する機能を持つ材料である。機能材料分野の応用は幅広く、センサーや環境負荷を抑え
る物質としても利用される。例えば、光や温度、圧力等を感知して電気信号に変換するセン
サ材料や、土壌や地下水の浄化、ダイオキシン発生抑制のための燃焼触媒等、環境負荷を抑
えるために利用される環境機能材料といったものがある。そのほか、生体親和性、耐熱性、
耐薬品性をもつ材料は、医療福祉材料として医療品や人口骨等の材料に利用されている。
キーワード：社会基盤構造材料、靭性、医療福祉材料、機能性高分子材料、信頼性、光機
能材料、センサ材料、エネルギー材料、電池機能材料、環境機能材料
(2) 既存研究・関連研究例


高強度鋼溶接継手部の疲労強度と疲労強度向上法
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00037/2001/675-0251.pdf
高強度鋼は、材料となる鋼に炭素やシリコン等の元素を添加し強度を高めた鋼材である。
高強度鋼を用いて通常の鋼材と同様の強度を確保する場合、強度が高められているため薄
肉化が可能であり、軽量化に繋がる。このことから、自動車や船舶の車体の主要な構造部材
として利用される。さらに、橋梁等の土木建造物に対しても主要な部材として活用されてい
る。土木構造物への活用においては、部材の軽量化に伴い、輸送コストや製作コストの低下
といったメリットが存在する。
一方で、高強度鋼を用いたとしても、部材同士を溶接によって接合した溶接継手部の疲労
強度は大きく向上しないことが課題であった。この研究では、高強度鋼材を用いた大型の試
験体で溶接時の処理の効果とその処理に対する鋼材強度、継手寸法による影響が検討され
た。その結果、溶接時の処理の方法は、鋼材強度、継手寸法に依存しないことが明らかとな
った。また、鋼材の強度が高くなるほど、溶接継手部の強度が下がるという逆依存性が大型
試験体でより大きく見られることがわかり、この原因の検討が今後の課題としてあげられ
た。なお、高強度鋼は、航空機等の機体の主要な部材への活用に加え、その強度の高さから
空母の甲板の部材としても用いられている。本研究で高強度鋼の溶接継手部分の強度が高
められることで、艦載する航空機の数の増加や大型化に貢献できると考えられる。


革新的構造材料等研究開発
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http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100077.html
エネルギー消費量の削減や CO2 排出量の削減のためには、自動車の燃費向上が寄与する
部分が大きい。燃費向上のためには、車体の軽量化が解決策の一つであり、そのための構造
材料の軽量化が重要である。さらに、高機能を保持した軽量構造材の開発、及びその接合技
術や加工技術の開発が求められる。
このプロジェクトでは、自動車、航空機、鉄道等輸送機器の軽量化のため、構造材料の高
機能化及び適切に利用するための接合技術の開発を目的としている。扱われる具体的な材
料は、アルミニウム材、チタン材、炭素繊維、炭素繊維強化樹脂等である。現在使用されて
いる輸送機器の材料を新たに開発した材料で置き換えることで、自動車の燃費を約 5km/L
向上、新幹線の運行速度を 100km/h 向上、航空機の航続距離を 3,000km 延長させ、平成 42
年には 378 万トンの CO2 削減を目標としている。


振動発電に利用できる磁歪合金
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsaem/24/1/24_22/_pdf
太陽光をエネルギーへ変換する光触媒や、発熱体の熱をエネルギーへ変換する熱変換材

料等をエネルギー材料と呼び、それらを用いた発電技術が開発されてきている。環境中のエ
ネルギーを用いた発電技術の一つとして振動発電が存在する。振動発電のための材料とし
て、磁歪材料が存在し、小さな振動での発電が可能であることから無線センサへの応用が期
待されている。磁歪とは、磁気ひずみとも呼ばれ、強磁性体を磁化した際に物質がわずかに
伸びもしく縮み、その形が変形する現象を指す。この磁歪効果が大きいほど、振動から得ら
れるエネルギーも大きい。
磁歪材料の振動発電への期待は大きいものの、その機構等は必ずしも十分に明らかにさ
れていない。この研究では、磁歪合金の基本的な性質及び発電機構が検討された。これによ
り、磁歪合金の結晶構造や結晶内の磁区構造が明らかにされ、磁歪特性の向上に応用される
ことが期待される。


米国海軍兵器研究所にて開発された超磁歪（Terfenol-D）
https://www.moritex.co.jp/products/func/terfenol-d.php
磁歪効果が特に大きい超磁歪材料として、Terfenol-D が存在する。これは、テルビウム、
ジスプロシウム、及び鉄の合金で精製され、米国海軍兵器研究所にて 1970 年代に開発され
通常の磁歪材料と比べ、Terfenol-D は 200 倍近くの磁歪を持ち、同程度強力な磁歪を出す代
替品はほぼ存在しないといわれている。
出力の大きさに加え、応答速度、耐久性も優れているため、既に振動発電装置やアクチュ
エータとして利用されている。磁歪材料は、磁場をかけることで振動を発生させることが可
能であるため、超音波振動子としても利用可能である。この特性から、水中を伝搬する音波
によって水中の物体の位置を確認するために用いる潜水艦ソナーへの活用が可能である。
また、振動を感知し、その抑制力を計算して揺れを制御するアクティブ制振での利用も想定
される。 75


超磁歪素子を用いた骨導デバイスの開発

レアメタル/レアアースの戦略性と安全保障 （資源の偏在性と確保政策の観点から）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/10_3_1.pdf
75
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https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15K10746/
聴力の改善のためには、受信した音を増幅、調整し、空気を伝って鼓膜へ音を届ける気導
補聴器の利用が一般的である。中耳炎等の耳の疾患等のため気導補聴器が利用できない場
合、骨を振動させ脳に音を伝達する骨導補聴器が利用される。しかし、マイクで拾った信号
を基に電流を流して振動させる従来の磁気コイルを利用した骨導補聴器は、音の周波数に
よっては再現が難しく、十分な出力が得られにくいといった課題があった。ここで、変位率
が大きく、応答速度が速いといった特徴を持つ超磁歪材料の骨導補聴器への応用が期待さ
れている。
この研究では、超磁歪材料を用いた補聴器用の骨伝導デバイスの実用化に向けて、その有
効性及び安全性の確認が行われた。有効性としては、通常の会話の音圧で様々な周波数の音
刺激を入力したところ、中音域から高音域で従来の磁気コイル式の骨導材料と比べ超磁歪
材料は出力が高かった。これは、子音の明瞭度の改善に繋がる。また、音圧の高い音に対し
ては、従来の磁気コイル式の骨導材料と同等の出力が得られ、その安全性が確認できた。今
後、臨床試験を経て、実用化を目指している。


2 波長赤外線センサ技術の研究
http://www.mod.go.jp/atla/research/gaibuhyouka/pdf/QDIP_27.pdf
これまでの赤外線センサは、目標の周囲の物体や反射光が多く存在する複雑背景におけ
る目標の識別能力が必ずしも十分でない。本研究は、軍事利用を想定し、目標物体の検出、
識別性能の向上を図ることを目的とした 2 波長赤外線センサに対する知見を得ることを目
的として、防衛大学技術研究本部センサ研究部において実施された。
この研究では、量子ドット型赤外線素子が試作されている。量子ドットとは、数ナノメー
トル程度の大きさの半導体粒子を指し、量子ドットのサイズで、吸収する波長を変化させる
ことが可能である。この性質を利用して、中赤外線に対する感度の高いものと遠赤外線に対
する感度の高いものを組み合わせ、多様な状況下における検出、識別性能を高めることを試
みた。その結果、それぞれの波長が識別可能であることから利用可能状況の拡大、さらに、
2 波長の信号を融合して処理することによって複雑背景での目標以外のノイズとなる情報
の低減等の効果が得られた。また、
宇宙線による劣化試験の結果、
十分な宇宙線耐性を有し、
衛星搭載が可能であることが確認された。
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図 3-40 試作センサの概要
出所：防衛省、外部評価報告書「2 波長赤外線センサ技術の研究」別紙第 276
(3) 今後の発展性
構造材料は、広くは構造物等を製造する際に使われるあらゆる部材を指し、その歴史は非
常に古い。最も古い構造材料は、建造物に対する木や石の利用が考えられ、天然の材料のみ
を活用した部材である。その後、鉱物の精製が可能となり、鉄が多く利用されるようになっ
た。
さらにその後、樹脂やナイロン等の発明により天然に存在しない材料が製造可能となり、
繊維等を混ぜ合わせて強化した複合材料も登場した。このように、構造材料は扱われる範囲
が非常に広く、無機材料や高分子材料、複合材料も包含される。
民生用途として、複合材料はスポーツ分野においてアーチェリーの弓やテニスラケット
等に多く活用されている。また、輸送機器に対する利用も一般的であり、とりわけ航空機は
重量の軽減による機動性、
燃費への効果が大きいため、
複合材料が早い時期から活用された。
機能性材料について、国内の民生分野では、高機能繊維、自動車、メディカル、ヘルスケ
ア分野での利用が盛んである。
なお、現在の汎用高分子材料の代表であるポリ塩化ビニルも、
生産当初の 1930 年代は絶縁性評価の高い機能材料であったように、機能性材料はやがて汎
用材料へと展開されていく。
今後の発展として、既存研究でも取り上げた磁歪材料の応用が注目される。振動発電や補
聴器への利用といった民生分野での応用が進められているのと同時に、潜水艦ソナーやア
クティブ制振 77といった軍事的な利用も可能である。また、センサ材料も軍事に直接的に関

防衛省 外部評価報告書 ｢２波長赤外線センサ技術の研究｣
http://www.mod.go.jp/atla/research/gaibuhyouka/pdf/QDIP_27.pdf
77 既存研究「米国海軍兵器研究所にて開発された超磁歪（Terfenol-D）」参照
76
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係するものであり、既存研究として 2 波長赤外線センサの開発例を紹介した。この事例で
は、ナノ材料である量子ドットが活用されており、ナノ分野とも合わせた進展により、これ
まで以上に高感度かつ識別性能の高いセンサの開発が期待される。

図 3-41 国内大手化学企業の事業分野選択事例
出所: NEDO78
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、当該研究分野と規
制項目には関係性があるといえる。例えば、赤外線センサについては、光検出器であるため
輸出令別表第 1 の 10 の項(2)において、また、炭素繊維については、輸出令別表第 1 の 5 の
項（18）において規制対象となっている。

ナノ材料科学関連
(1) 研究分野の概要
ナノ材料分野では、主に 1~100 ナノメートル（1×10-9~1×10-7 メートル）における研究を
対象とする。機能性が高く、代表的なナノ材料としては、グラフェン、カーボンナノチュー
78

NEDO、TSC Foresight Vol.2「機能性材料分野の技術戦略策定に向けて」
http://www.nedo.go.jp/content/100762561.pdf
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ブ等の炭素系材料や銀ナノ粒子によるワイヤ、二酸化チタン等の金属系材料がある。また、
LED やレーザ等の発光素子、光情報処理デバイス等への応用もある。
ナノ材料は大きさが非常に小さいため、同じ体積を想定すると表面積が大きくなること、
量子効果が発生することが特徴である。量子効果とは、ナノメートルサイズの空間において
はマクロな空間に比べ、物質の光学的、電気的、磁気的性質に関して、物質を点としてみる
粒子性よりも、波の性質である波動性の効果が大きく示されることである。こうしたナノス
ケール特有の特徴を利用した新たな機能性材料の生成、応用、解析が、ナノ材料創製、ナノ
材料解析として行われている。
ナノスケールでは、通常の物質と比べ構成する原子に占める表面の割合が大きくなるた
め、表面の性質を解析することが重要となる。例えば、ナノスケールにおける半導体デバイ
スの配線技術では、物質表面を解析し、ナノスケールの材料を均一に配置することで配線が
作れる。
この配線は半導体の集積度を高めることに寄与し、
高性能化や省電力化を実現する。
さらに、表面研究では、異種材料、異種物質状態間の界面で起こる現象をナノスケールで
研究している。物質の表面のナノスケールでの凹凸や酸化による変質等は、ナノ欠陥と呼ば
れ、汚染のメカニズムやその対処のための研磨、洗浄といった手法が研究されている。
また、表面ではなく、ナノスケールの材料を別の材料に組込ませた複合材料をナノコンポ
ジットと呼ぶ。ナノコンポジットは、強度等の物性の向上や、光学的、電磁的特性を付与す
ることを目的として活用される。
キーワード：ナノ材料創製、ナノ材料解析、ナノ表面、ナノ界面、ナノ機能材料、ナノ構
造、ナノ粒子、ナノカーボン材料、ナノ結晶材料、ナノコンポジット、ナノ欠陥、ナノ加工
プロセス
(2) 既存研究・関連研究


金属ナノ粒子を用いた医薬材料等に関する研究
http://www.mod.go.jp/atla/research/dts2012/P-14.pdf
金属ナノ粒子の合成に関して、反応条件と生成物の粒径の関係を制御することを目的と
して、生成される銀ナノ粒子と試薬濃度との関係が検討された。この金属ナノ粒子を用いた
研究は医薬材料等に応用することが可能であり、本研究ではインフルエンザウイルスに対
する抗ウイルス性を検証している。
この研究では、銀含有ガラスと還元剤水溶液との反応において、試薬である還元剤の濃度
の平方根と銀ナノ粒子の粒径が比例することを明らかにした。多糖類であるキトサン中に
銀粒子を分散させた複合材料を生成し、生成した複合材料とインフルエンザウイルスを反
応させることで、ウイルス濃度が減少することを示した。その際、銀ナノ粒子の導入量が高
く、粒径が小さいほど、抗ウイルス性能が高くなることが明らかにした。



原子対相関関数を用いたナノ材料の構造解析：形体及び欠陥の影響
https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-15K04614/15K046142015hokoku/
燃料電池は、水素と酸素を正極、負極の 2 つの電極で反応させ、電気エネルギーを生み出
す。燃料電池で利用される電極には反応促進のために、カーボンの表面にナノサイズの白金
粒子が担持された白金担持カーボン触媒が用いられる。
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本研究では、複数の電池の性能を評価する上で、白金触媒がどのような役割を果たしてい
るかを研究している。様々な企業が燃料電池を生産しているが、それらの性能の違いの要因
は十分に把握されていない。そこで、複数の企業の製品を対象として、白金触媒の構造情報
について測定及び解析が行われた。測定、解析の方法としては、原子間の距離を調べるため
に利用される原子対相関関数が用いられた。この手法では、光源からの散乱ベクトルのデー
タを測定し解析することで、ある原子からある距離内にどれだけの原子が存在するかを評
価できる。本研究では、解析のためのプログラムの作成もあわせて行われた。
本研究の結果、新規の分析のためのソフトウェアが開発され、ナノ材料特有の未知構造の
存在が明らかとなった。研究は現在も継続されており、基礎的なナノ構造把握の手法の発展
が期待される。


カーボンナノチューブデバイスの高性能化とばらつき低減技術の開発
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K17492/
カーボンナノチューブは、炭素原子が網目のように筒状に結び付いた物質であり、その直
径はナノサイズである。カーボンナノチューブをエレクトロデバイスとして活用すること
で、ナノサイズのデバイスを開発することができる。ナノサイズのデバイスは、量子効果を
発現させることができ、量子コンピュータへの応用が期待される。ただし、カーボンナノチ
ューブの物性把握や構造制御の技術は必ずしも十分でない。
この研究では、カーボンナノチューブ薄膜デバイスの高性能化と性能のばらつきの低減を
目的として、1 本のカーボンナノチューブに関する物性と構造を制御し、立体的な高次構造
構築の技術開発が図られた。具体的には、半導体カーボンナノチューブの長さによるデバイ
ス性能への影響の評価やカーボンナノチューブを塗布する際のインクの安定性の評価が行
われた。その結果、カーボンナノチューブの長さによる性能の差はほぼ見られないことが確
認され、インクの安定性も確認された。


遷移金属窒化物中で実現する 6 配位窒化ケイ素：新規高硬度材料の実現へ
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K14437/
自動車部品や産業機械、情報機器に対して耐摩耗性や耐腐食性を与えるコーティングと

して硬質薄膜材料が利用されている。薄膜硬化材料は一般の部品、機械のみならず、軍事機
器のコーティングへの転用も想定される。例えば、輸送機器のエンジン部分のコーティング
によって耐酸化性の向上、長寿命化等に寄与する。
代表的な硬質薄膜材料としては、窒化物系のものが存在し、窒化チタン（TiN）膜、炭窒
化チタン（TiCN）膜、窒化クロム（CrN）膜等が存在する。また、窒化チタン薄膜にシリコ
ンを添加し Ti-Si-N 薄膜とすることで、より硬度が向上することが知られている。
硬度が向上する要因は、シリコンが結晶構造を保ったまま物質中で溶けず、結晶の粒径が
減少するためと考えられる。この状態では、ナノ粒子とシリコンが固体として混じり合って
いるナノコンポジットとなる。ただし、その存在形態が必ずしも明らかにされているわけで
はない。
この研究では、シリコンが添加された窒化チタン中のシリコンの存在形態が検討された。
検討にあたっては、シリコンの添加量を調整しつつ、X 線回折と電子線回折で観察が行なわ
れた。結果として、シリコンは、窒化チタン結晶内では固溶して存在していることが示唆さ
れた。また、添加量として、シリコンとチタンとシリコン合計量の比が 10%の場合に硬度が
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最大化されることが明らかになった。


ゼオライト鋳型炭素のリチウムイオン二次電池用正極材料への応用
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15H01999/
リチウムイオン二次電池の正極材に使われる材料は、リチウム以外にマンガン、コバルト、

ニッケル等があり、このうちどの原料を組み合わせて正極材とするかが、電池の性能、寿命
を決める。この研究では、ゼオライトを鋳型として合成したゼオライト鋳型炭素利用するこ
とで、高性能なリチウムイオン二次電池の正極材料を開発している。
ナノサイズにおける炭素材料の合成法の一つとして、鋳型炭素化法がある。鋳型炭素化法
は、結晶等の構造的な無機物に炭素若しくは有機物を充填した後に炭化し、その後、無機物
を除去することで鋳型として無機物の構造を持った炭素を得る手法である。
この研究では、ゼオライトを鋳型として合成したゼオライト鋳型炭素の構造を利用し、高
性能なリチウムイオン二次電池の正極材料の開発が行われた。結果として、ゼオライト鋳型
炭素へ電池の容量増加を可能とする、正極材料への電気化学的な特性を特徴づける官能基
の導入が可能となった。ゼオライト鋳型炭素を正極として利用した場合、電気的な劣化が早
いことも明らかになったため、正極材料に利用できる電気化学的に安定な三次元グラフェ
ン状炭素について今後研究し、電池の高性能化につなげることを目指している。


The Institute for soldier Nanotechnologies, MIT
http://isnweb.mit.edu/
2002 年より米陸軍の助成金を基に MIT に「The Institute for Soldier Nanotechnologies」が

設立された。当プロジェクトには、MIT の教授、研究者、学生の他、Du Pont 社等の企業
も複数参加した。
この研究所での研究は、大きく 3 つの研究分野(Strategic Research Area: SRA)に分かれて
いる。一つ目は、SRA1: Soldier Protection, Battlefield Care, and Sensing であり、具体テーマ
としては、衝撃緩和のためのナノコンポジットや弾性材料の開発研究等が行われている。
二つ目は、SRA2: Augmenting Situational Awareness であり、具体テーマとしては、リチウ
ムイオン電池の電極と電解質界面における化学的安定性や赤外線センサの性能向上等に
関する研究がされている。三つ目は、SRA3: Transformational Nano-optoelectronic Soldier
Capabilities であり、具体テーマとしては、光を信号として処理し、通信システムの向上を
図る光集積回路、光を用いてナノサイズの物質を分析するナノフォトニクス等が含まれ
る。
(3) 今後の発展性
ナノサイズの物質には量子サイズ効果として、一般的な物質と異なった物性が発現する
ことは古くから知られており、1980 年代後半よりナノサイズの物質を観測する手法が確立
されたことで、特性が明らかになってきた。この特性を利用してナノテクノロジーは発展し
てきた。
ナノテクノロジーの中でも、ナノファイバーは産業に直結した分野であり、電子、情報関
係や医療、環境、安全に係る高機能性繊維材料の開発が進められている。カーボンナノファ
イバーは電池の電極材料に利用されている他、再生医療の分野では微生物や生物組織の培
養に利用される培地にナノファイバーが活用されている。なお、ナノファイバーテクノロジ
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ーは、日本で先駆的に研究開発が始められたものの、その後、米国において大幅な研究開発
費が投資され、積極的に研究が行われている。
ナノ材料の分野では、電池の正極材料として利用されるカーボンナノファイバーに加え、
鋳型炭素を合成することにより性能の向上を図った炭素材料がナノサイズで検討されてい
る。この材料により、電池の電極における電気的安定化及び大容量化が図られる。従来の潜
水艦には容量の小さな鉛蓄電池が多く用いられていたが、炭素材料を利用し、大容量化され
たリチウムイオン電池を用いることで、長期間の潜行が可能となる。
また、ナノ材料を混ぜ込んだ複合材料であるナノコンポジットも産業に多く活用されて
いる。軽量かつ強度の強いナノコンポジットは、自動車の車体やビル等構造物、航空宇宙産
業分野でも活用されている。例として、ナイロンにナノ粒子を混ぜ込んだナイロンナノコン
ポジットは、金属部品に代わるほどの耐性の強さを持つため、自動車のエンジン部品に用い
られ、車体の軽量化に寄与している。General Motors 社においても、高衝撃耐性、温度によ
る膨張の小さいナノコンポジットを開発し、車体に搭載している。このことで、自動車生産
における CO2 排出量を 50 億 kg 削減できるとしている 79。
材料力学における炭素繊維の軍事転用と同様、ナノコンポジットは航空宇宙分野で活用
されている。例えば、ヘリコプターの回転翼の前縁にはナノコンポジットを利用したポリエ
チレンが利用されている 80。回転翼の前縁は、空気中の砂塵や水滴によって摩耗するため高
い強度が求められる。
従来、前縁の保護のためにニッケル等の硬質の金属を利用していたが、
その過荷重状態を改善するために、ナノコンポジットを利用することで軽量化が実現でき
る。
より直接的な軍事研究もなされており、既存研究・関連研究でも言及したように、MIT に
は「The Institute for Soldier Nanotechnologies」が設立されている。ナノテクノロジーによる材
料の軽量化、強度の向上は戦闘機等の構造物に加え、兵員の装備等、軍事的にも親和性が高
い。さらに、対化学・生物兵器に対する防護の機能もナノレベルでの検討が有効である。
規制項目との関連度では、
ナノ材料を活用した高強度の炭素繊維は規制対象となる。
また、
軍用の航空機向けの部品ともなるため、関連度は高いといえる。そのほか、高性能のリチウ
ムイオン電池にナノテクノロジーを活用することで、大容量化・高性能化が見込めることか
ら、この分野においても関連度が高いといえる。

株式会社エヌ・ティー・エス、高分子ナノテクノロジーハンドブック(2014)
http://www.toyota-ti.ac.jp/Lab/Zairyo/5z50/Japanese%20artciles/claynanocomposite_201404.pdf
80 Aircraft, Automotive & Other Products Using Polymer-MatrixReinforced Plastics,
https://www.researchgate.net/profile/Chris_Chatwin/publication/316481897_Aircraft_Automotive_Other_Products_
Using_Polymer-Matrix-Reinforced_Plastics/links/5900aa190f7e9bcf6546175a/Aircraft-Automotive-Other-ProductsUsing-Polymer-Matrix-Reinforced-Plastics.pdf
79
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図 3-42 The Institute for Soldier Nanotechnologies で構想されているバトルスーツの概念
出所：E.L. トーマツ「ナノ構造高分子ネットワーク」81

(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、当該研究分野と規
制項目には関係性があるといえる。例えば、炭素繊維等ナノファイバーについては、輸出令
別表第 1 の 5 の項（18）において、リチウムイオン電池等のセルは輸出令別表第 1 の 7 の項
（6）において規制対象となっている。
ナノマイクロシステム関連
(1) 研究分野の概要
ナノマイクロシステムは、機械工学の一種であり、ナノ、マイクロサイズの微小領域での
機械システム、電子デバイスに関連した技術等を研究対象としている。マイクロサイズ領域
では MEMS（Micro Electro Mechanical Systems; 微小電気機械システム）、ナノサイズ領域で
は NEMS（Nano Electro Mechanical Systems; ナノ電気機械システム）と呼ばれる。
MEMS は、センサや電子回路等を微細加工技術によって基板上に集積させたデバイスを
指す。民生用の代表的なものとしては、インクジェットプリンタのヘッドやゲーム機のコン
トローラ等で使われる加速度センサが存在する。NEMS は MEMS よりも小さいナノスケー
ルの電子回路等のデバイスを指し、その材料にカーボンナノチューブや生体分子等が用い
られる。
81

E.L. トーマツ、ナノ構造高分子ネットワーク、繊維と工業、63(1)、p.24-28(2007)
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また、生物学的な研究や医療上の適用に特化した MEMS を BioMEMS と呼ぶ。BioMEMS
は、人工臓器や薬物療法等の開発、観察に応用される。
MEMS や NEMS の構築に際しては、ナノ、マイクロサイズでの加工技術が必要である。
ナノ、マイクロサイズでの加工技術には、X 線を用いた LIGA プロセス、特定部分のみを腐
食させ形状を加工するエッチング等が存在する。X 線を用いた LIGA プロセスとは、X 線で
作成したい物の型（マスター）を製作し、マスターの構造を金属等の素材に転写した後、電
気化学反応を利用することで、マスターの形状や表面の凹凸を極めて忠実に再現する事が
できる技術である。
化学、バイオ、生体システム等の他分野におけるナノ、マイクロサイズでの研究もナノマ
イクロシステムの研究分野に包含される。同分野における微小スケールでの表面処理や構
造形成に関する技術を通じて、生体分子の分離や液滴の輸送等のシステム高性能化等を図
っている。
キーワード：MEMS、NEMS、BioMEMS、ナノマイクロ加工、ナノマイクロ光デバイス、
ナノマイクロ化学システム、ナノマイクロバイオシステム、ナノマイクロ生体システム、ナ
ノマイクロメカニクス、ナノマイクロセンサ
(2) 既存研究・関連研究


集積化ナノファイバーによる光機能融合センサデバイスの実現
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15K21212/
光ファイバーセンサーは細径、軽量であり耐久性、耐食性に優れるという特徴を持つ。ま

た、電気的な信号により起動するセンサでないため電磁気的なノイズに強い。応用的な事例
としては、飛行機や建築構造物の異常の監視のための使用例がある。
この研究では、直径を光波長以下としたナノファイバーを基板上に集積する新規技術を発
展させることで、光ファイバーセンサーの微小化、高機能化を図った。まず、ナノファイバ
ーの製作のため、従来時間管理によってなされていたエッチングに対し、透過するスペクト
ルを確認しながら行う手法を適用することで作成時の誤差を小さくすることができた。そ
れにより、目標の 500nm 以下の直径をもつナノファイバーを精度良く製作することが可能
となった。
また、円錐や楔等のようなテーパー構造は、その先端で光の強さが増強される。この性質
を利用して、センサの感度を高めるナノファイバー製作を行っている。この技術により、こ
れまで以上に軽量かつ高感度の光センサが実現した。この研究結果により、センサの軽量化、
モニタリングの精度向上が期待できる。


非定常熱流体解析に基づいた熱流体を利用した 3 軸方向加速度センサの設計開発
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25390047/
加速度センサは、センサにかかる加速度を計測することにより方向の測定が可能となる

デバイスである。身近なものとしては、携帯電話の画面の上下方向の決定にも加速度センサ
が用いられている。
MEMS 技術の発展により、1 つのセンサで 3 軸の計測が可能な 3 軸方向加速度センサが
開発されてきている。ただし、MEMS 技術で製作された加速度センサは、非常に小型であ
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る一方、その感度、精度に課題がある。
この研究では、高精度で強靭性を持ち、MEMS 技術で容易に製作が可能な 3 軸方向加速
度センサの開発を行っている。作動原理の確認のために、熱流体ソフトウェアを用いてコン
ピュータシミュレーションが行われ、理論上のセンサの測定性能が明らかになった。この結
果を基に、実験用としてマイクロスケールの装置を開発した。この装置を利用して実用化に
向けた実験行い、計測が可能な振動周波数の上限を明らかにすることができた。今後はマイ
クロサイズからナノサイズへの適用が可能かを検討する。


MEMS ジャイロセンサと単眼カメラを利用した高精度で頑健な姿勢推定
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicetr/47/10/47_10_442/_pdf
ジャイロセンサ（回転の制御等のために角速度の測定を目的としたセンサ）は、MEMS 技
術によって小型化したものが多く活用されている。
身近な例として、
カメラの手ブレ防止や、
カーナビにおける GPS の信号が不安定な地点での移動情報の取得等に用いられている。
MEMS ジャイロセンサは小型かつ安価に生産できるものの、基盤温度等の影響により誤
差が発生するという課題がある。そこで、この研究では、ジャイロセンサに加え、単眼カメ
ラを利用することで正確な姿勢推定の手法を検討した。
ジャイロセンサは定常的に測定可能であるが、精度に課題がある。一方で、カメラによる
姿勢推定の精度は高いものの、特徴点の把握が必要であり定常的な測定には不向きである。
このようなそれぞれの欠点を補完する形で両システムを統合するよう設計がなされた。こ
の結果、カメラからの姿勢推定が困難な場合も、短時間であればジャイロセンサにより推定
精度の維持が可能であった。同時に、カメラによる姿勢推定の際にもジャイロセンサを活用
することで精度の向上が実現された。
軍事分野では、GPS 妨害環境下での航法機能を強化するため、カメラによって得られた
画像情報から測位する画像ジャイロの研究がなされている
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。この研究は画像ジャイロの

代替的な手法となり得る。


積層セラミック磁気回路を用いた小型電磁誘導型 MEMS 発電機の研究開発
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-22560254/22560254seika.pdf
MEMS の応用分野の一つとして、発電等を目的としたパワーMEMS が存在する。パワー

MEMS は、小型かつ高出力な電源を目指しており、この技術の開発により、小型機器への
電源供給を果たすことができる。パワーMEMS の例としては、マイクロ燃料電池や超小型
ガスタービン発電機等がある。
MEMS 技術は、平面への微細構造を施すことに強みを持つため、パワーMEMS では平面
構造との親和性の高い静電方式が多く利用されているが、この研究では、より大きな出力を
得るため、商用発電機と同様な電磁誘導方式の採用が試みられた。そのために、MEMS と
は技術分野の異なる積層セラミック技術が用いられた。積層セラミック技術は、電子機器の
小型軽量化のための技術で、電極が印刷されたシートを何層も積み重ねることで小型化か
つ大容量化を図るものである。
この結果、MEMS で作られたエアタービンと積層セラミック技術で作られた磁気回路を

防衛省、外部評価報告書「画像ジャイロ応用技術の研究」
http://www.mod.go.jp/atla/research/gaibuhyouka/pdf/ImageGyro_25.pdf
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組み合わせたパワーMEMS が開発され、3mm 角程度の発電素子で数 mW 程度の発電を行う
ことができる可能性が示された。パワーMEMS の研究の発展により、小型ロボット等の自
己電源供給及び電池以上の出力による高出力での稼働が可能となることが想定される。

図 3-43 エアタービン発電機の外観
出所：科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 83


Cyborg beetle research allows free-flight study of insects
http://news.berkeley.edu/2015/03/16/beetle-backpack-steering-muscle/
MEMS 技術により昆虫の飛行を阻害しない大きさの超小型電子デバイスの製作が可能と

なった。この研究では、甲虫の背面に電子デバイスを取り付け、電極を甲虫の神経及び筋肉
に接続している。これにより飛行中の神経及び筋肉の挙動を把握することができる。
さらに、甲虫に対して信号を送ることにより、無線によって飛行経路を動的にコントロー
ルすることに成功している。使用した電子デバイスは、マイクロコントローラ、無線レシー
バー、トランスミッターで構成されており、3.9V のリチウム電池が搭載されていた。全体
の重量は 1~1.5 グラムであった。この研究の応用により、災害時の倒壊した建物の隙間に入
り込む等、通常はアクセスの難しい場所への探索が可能となることが期待される。

積層セラミック磁気回路を用いた小型電磁誘導型 MEMS 発電機の研究
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-22560254/22560254seika.pdf
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図 3-44 電子デバイスの接続された甲虫
出所：Berkeley News84
(3) 今後の発展性
MEMS の研究開発は、1964 年に IBM 社の研究者 Nathason らによるシリコンウェハー85を
用いたスイッチの製作に端を発したといわれている。1990 年代では、シリコンを基盤とし
た、エッチング

86

による加工での製作が中心であったが、LIGA プロセス

87

の開発により、

より多くの MEMS の構造が作成可能となった。MEMS の製造技術も、プロセス技術、実装
技術、検査・評価技術、設計・解析技術等の各要素技術群で発展が進んでいる。これら技術
の進展の結果、MEMS は非常に広範な分野で活用され、情報通信や自動車等輸送機器、医
療・バイオ関係等に用いられている。
身近な活用事例としては、3 軸加速度センサによる携帯電話、ゲーム機コントローラの向
きの計測、ジャイロセンサによるカメラの手ブレ防止、
カーナビにおける走行情報の取得等、
一般消費者向けの機器にも用いられている。また、加速度センサは、機体等の加速、傾き等
を測定できることから、軍事用途においても、ミサイル等の誘導兵器、潜水艦の安定性制御
に活用されている。なお、2017 年時点での MEMS の市場規模は 100 億ドル以上で、2022 年
には 250 億ドルまで成長すると予測されている 88。

84 UC Berkley, Berkley News RESEARCH, TECHNOLOGY & ENGINEERING, “Cyborg beetle research allows
free-flight study of insects”
http://news.berkeley.edu/2015/03/16/beetle-backpack-steering-muscle/
85 ウェハーとは、半導体素子の材料であり、円柱状のインゴット（地金）を厚さ 0.5mm から 1mm に薄く

スライスした円盤状の板を指す。高純度なシリコン製のウェハーをシリコンウェハーと呼ぶ。
86

(1)研究分野の概要参照

87

(1)研究分野の概要参照
Yole Development, PRESS RELEASES GALLERY -MEMS & SENSORS, http://www.yole.fr/2014-galeryMEMS.aspx
88
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図 3-45 MEMS 技術マップ
出所：経済産業省、製造技術分野の政策体系図及び技術マップ 89

図 3-46 MEMS の活用分野
出所：IMU & High Performance Inertial MEMS 2011 90
また、近年ではデバイスの小型化技術を応用することで、超小型のエネルギー供給システ
ムの開発も進められている。これは、パワーMEMS と呼ばれ、マイクロ燃料電池やマイク
経済産業省、製造技術分野の政策体系図及び技術マップ
http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41021c07j.pdf
90 Yole development, IMU & High Performance Inertial MEMS 2011, TECHNOLOGY & MARKET REPORT,
SEPTEMBER 2010:
http://www.sensorsportal.com/DOWNLOADS/IMU_High_Perf_Inertial_MEMS_Report_2011.pdf
89
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ロガスタービン等が該当する。現状の小型電池をさらに小型化かつ高出力として代替する
ことが期待されている。この技術は、小型ロボットや無人機等の軍事分野で活用される機器
に対する電源供給への適用の可能性があり、高出力化や稼動時間の向上が想定される 91。
以上より、ナノマイクロシステム関連の研究分野は、規制対象となっている加速度センサ
やジャイロセンサー（ジャイロスコープ）に関連する研究が既に行われている。今後の技術
進展により、ロケットや UAV に搭載されるジャイロセンサの小型化、高性能化が進むと考
えられ、その他の軍事分野へ波及する可能性もある。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、当該研究分野と規
制項目には関係性があるといえる。例えば、加速度センサ、ジャイロスコープについては、
輸出令別表第 1 の 4 の項(16)において規制対象となっている。

構造有機化学および物理有機化学関連
(1) 研究分野の概要
構造有機化学および物理有機化学関連は、有機化合物を対象に、化合物の反応、物質・分
子・結晶の構造等を実験的・理論的に研究し、原理や法則を導くことを目的とする研究分野
である。
構造有機化学では、分子間の相互作用を研究する分野が行われており、分子認識と呼ばれ
る分子が特定の化合物に対して親和性等を持つ現象に関する研究が盛んに行われている。
また、有機結晶と呼ばれる、有機化合物を構成する分子（有機分子）が、3 次元的に規則正
しく配列した結晶の相互作用の解明も行われている。
物理有機化学の面では、π電子系化合物と呼ばれる、特異な構造や電子構造を持つ有機分
子を設計・合成し、物性等を理論的に評価する研究が行われている。また、有機反応機構で
は、分子間の結合の変化を電子の動きから分析することで、反応機構を明らかにしようとし
ている。
構造有機化学および物理有機化学関連は、上記のような研究を通して、新しい有機機能性
材料の開発や生命現象への理解の深化を中心に、様々な分野の基礎となる原理や技術・材料
の発見・開発を担う。
キーワード：有機結晶、分子認識、超分子、有機機能物質、拡張π電子系化合物、複素環
化学、有機元素化学、有機反応機構、有機光化学、理論有機化学

91

Unmanned Systems News, “Solace Power Develops Wireless Mid-Flight UAV Charging”
http://www.unmannedsystemstechnology.com/2015/07/solace-power-develops-wireless-mid-flight-uav-charging/
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(2) 既存研究・関連研究


化学刺激応答超分子ヒドロゲルの開発
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/53/6/53_398/_pdf/-char/ja
ヒドロゲルと呼ばれるゲルは、刺激によって硬さや流動性が変化することが知られてい

る。また、生体適合性が高いことから、医療分野における診断用の材料や、細胞の運動性
の人為的な制御への利用等が期待されている。しかし、ゲルは化学的に結合し、分子量を
増やすと、結合点の数や部位によって物性が大きく変化することが知られており、構造が
一義的に決まらないため、精密な制御は困難とされている。
本研究では、分子量を増やしても精密に制御可能かつ、生体内に存在し、疾病の指標と
なるような分子（バイオマーカー分子）に応答する”超分子”ヒドロゲルの開発を行った。
超分子は、秩序のある分子の集合体である。分子設計には、分子を合成する際、化学反応
を行う反応基を導入するという手法を用いることで、精密な制御を可能とし、従来の課題
を克服した。この研究により、ヒドロゲルの強度の改善や細胞機能の解明等への応用が期
待される。


Structural and Biochemical Analyses on the RNA-dependent RNA Polymerase of Influenza
Virus for Development of Novel Anti-influenza Agents.
http://europepmc.org/abstract/med/28154333
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi/135/9/135_15-00175-3/_pdf
インフルエンザやデング熱等の人獣共通の感染症の病原性や宿主域を決定する因子を明

らかにし、病原体や宿主タンパク質の構造機能を原子分子及び遺伝子レベルで理解するこ
とを目的とした研究である。本研究は、インフルエンザウイルスの HA タンパク質とモノ
クローナル抗体 S139/1 との結晶構造を手がかりに、S139/1 の分子認識機能を計算科学的手
法により明らかにすることを目的としている。
HA タンパク質とは、ウイルスの粒子表面に存在するタンパク質の一つであり、A 型イ
ンフルエンザの種類を決める要因の一つである。また、モノクローナル抗体は医薬品等に
含まれる抗体で、S139/1 は、HA タンパク質の亜型を認識できる抗体である。本研究では、
コンピュータを用いて HA タンパク質と S139/1 の分子間相互作用の機構をシミュレーシ
ョンしている。このような計算科学を用いる手法は、創薬を目的とする研究では一般的に
用いられる手法の一つである。この研究で、結合に関するエネルギーは、シミュレーショ
ン結果と合致していることが分かり、今後は詳細な分子認識機構を解明できることが期待
される。
さらに、抗体の新たな分子設計手法の確立がなされることで、インフルエンザの亜型と
なるウイルスの出現や流行に対しても対応可能な予防・治療法の確立に結び付く。


Ultratrace Detection of Toxic Chemicals: Triggered Disassembly of Supramolecular Nanotube
Wrappers.
https://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/jacs.6b03869
http://www.nims.go.jp/news/press/2016/07/hdfqf1000007vc5t-att/p201607050.pdf
マサチューセッツ工科大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）との共同研

究で、有毒ガスを検知するセンサ材料の開発を行った。この研究の背景には、火山ガスやテ
ロ等による有毒ガスはいち早く検知されることが望ましく、価格や重量、操作性等の観点か
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ら、個人が検知器を持ち運ぶことが困難とされていた点を克服する目的がある。
本研究では、超分子ポリマーと呼ばれる、外部刺激があると分解されやすい高分子でカー
ボンナノチューブの表面を覆った材料を開発した。この材料は、サリン等の求電子性の物質
に曝されると、導電性が最大 3,000%まで上昇する。求電子性の物質は有毒ガスに多い性質
とされているが、人体に対して有毒な全ての種類のガスは検知できないことから、今後分子
構造を改変する等の試みが計画されている。
将来的には、本研究で開発された超分子ポリマーをスマートフォン等のコンパクトな電
子回路に用いることで、センサを小型軽量化することができる。そのため、化学工場等にお
ける作業服に装着可能となり、作業員らの安全管理に活用することも可能である。


π電子系新規物質の合成と機能探索及び有機薄膜の構築と物性
http://www.toho-u.ac.jp/sci/course/research_facility/14935/j5mt8h0000008h1natt/ba3kg5000000emb5.pdf
太陽電池の中でも有機材料を用いた太陽電池（有機薄膜太陽電池）は、シリコン等の無機

材料を用いた太陽光電池と比較して、軽量であることや印刷技術を使用できるといった利
点を持っている。しかし、有機薄膜太陽電池は光のエネルギー変換効率が低いという欠点が
ある。
この研究では、有機薄膜太陽光電池で使用される物質のひとつであるフラーレン誘導体 92
の新規合成と太陽電池としての性能評価を実施している。一般的に有機薄膜太陽電池で使
用される PCBM（n 型半導体フラーレン誘導体）と呼ばれるフラーレン誘導体は、有機溶媒
に溶けやすい。この溶解性の欠点を克服する機能を持つ直鎖アルキルエステルと呼ばれる
分子をフラーレンに導入した。この導入により、PCBM の弱点を克服し、電気化学的な安定
性も保持していることを確認した。今後は、PCBM に代わる新たな有機薄膜太陽電池の材料
として大いに期待できるとされている。

図 3-47 PCBM と新規フラーレン誘導体（MPCR,PCBM）の性能比較
出所：東邦大学光機能性研究グループ資料 93

92

拡張π系電子化合物という特定の対称性と分子軌道を持つ化合物である。

π電子系新規物質の合成と機能探索および有機薄膜の構築と物性
http://www.toho-u.ac.jp/sci/course/research_facility/14935/j5mt8h0000008h1n-att/ba3kg5000000emb5.pdf
93
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有機リン酸化合物の加水分解に対する反応性に関する理論的研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jec1991/11/3/11_3_491/_pdf/-char/ja
有機リン酸化合物は強い毒性があり、生体内に入った場合は死に至る危険性を持つ毒物

である。有機リン酸化合物の毒性を軽減する方法のひとつに、化合物が水と反応することで
起こる分解反応である加水分解がある。この研究では、有機リン酸化合物の加水分解の容易
さとその構造について理論的な検討を行った。
有機リン酸化合物は農薬にも用いられており、本研究の成果は生体内への有機リン酸化
合物の蓄積による影響等を見積もることができる。理論的検討には、振動解析と呼ばれる、
平衡定数や反応速度等、化学反応の起こりやすさを比較できる手法を用いている。本研究に
より、有機リン化合物の加水分解のしやすさは、リン酸のエステル結合の求核付加反応 94に
対する反応性と密接に関連していることが示された。今後は、理論的検討結果を活用して、
有機リン酸化合物が環境中において示す性質や、毒性の発現に関するメカニズムを解明す
ることができるようになる。
(3) 今後の発展性
構造有機化学および物理有機化学関連における研究分野では、いかに優れた特性を示す
材料を開発できるかが重要な目標となっている。これまでの研究では、優れた特性を示す有
機分子の登場が、分野を牽引してきたといっても過言ではない。例えば、有機エレクトロニ
クス分野の成果である有機 EL ディスプレイは、これまで無機材料が使用されてきた発光材
料部分を有機材料で置き換えた。研究事例を見ても、特定の機能を持つ新規材料の開発や有
機化合物の構造に着目した物性を研究する事例が多い。
上記であげた有機 EL 等が含まれる有機機能物質に焦点を当てると、2000 年の時点では、
日本は有機低分子材料や高分子材料、ヘルスケアといった分野の世界市場で高いシェアを
有していた。これらの機能性材料を用いる電子機械機器や自動車産業等は、日本を支える産
業であり、新たな有望な産業を育てるという観点からも、革新的な機能性材料等の研究開発
は、今後も継続されると考えられる。
軍事的な観点では、研究事例に上げた、
有毒ガスを検知するセンサ材料の開発が該当する。
防衛装備庁では、構造有機化学や物理有機化学には限らず、人体に有害な微生物や化学物質
を検知する技術開発の研究を募集している他、自衛隊は有毒ガスを検知する訓練も実施し
ている。そのため、構造有機化学および物理有機化学関連で開発されるセンサ技術、具体的
には超分子ポリマーを電子回路に組込む技術が産業的な視点で実用化されれば、軍事転用
される可能性はある。
規制項目との関連では、構造有機化学および物理有機化学関連における研究には、有毒ガ
スの検知といった規制項目と関連する研究が含まれている。空気中の物質を検知する装置
に関連した超分子ポリマーを電子回路に組込む研究は、化学兵器であるサリンやホスゲン
といった有毒ガスに反応する等、ガス検知器の部品として軍事転用が考えられる技術であ
る。これらのガス検知器は高価であり、研究が進展することで安価で小型なセンサを開発す
ることが可能となる。

94

既存の結合が分解され、それぞれの先端が別の原子分子と新たな結合を生成する反応のひとつ。
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図 3-48 世界市場における日本の高シェア機能性化学品と記述
出所：日本学術会議、有機機能性材料開発の展望と人材育成への提言 95
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、当該研究分野と規
制項目には関係性があるといえる。例えば、空気中の物質を検知する装置については、輸出
令別表第 1 の 3 の項(2)11 において規制対象となっている。

有機機能性材料開発の展望と 人材育成への提言
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-te1030-1.pdf
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有機合成化学関連
(1) 研究分野の概要
有機合成化学関連は、物質を安全に、効率的に、安価に、必要量を作るための合成プロセ
スの開発を主な目的とする。有機合成と合成プロセスを工業的に利用することに主眼を置
いたプロセス化学や、化学反応に係わる電子の移動を容易に実行することに主眼を置いた
有機電気化学が関連分野としてあげられる。
合成プロセスにおいては、特定の物質を振り分ける選択的合成や不斉合成の他、より有害
な試薬等を用いない環境調和型合成、自然界で生物が生産する天然物（天然有機化合物）を
合成する天然物合成といった合成手法がある。また、合成プロセスの処理過程では、有機金
属錯体、
有機分子触媒、生体触媒といった化学反応速度を変化させるための研究も行われる。
新しい合成プロセスや触媒の開発によって、自然界には存在しない物質も作ることができ
る他、物質が持つ反応性等の機能を変化させることも可能である。
有機合成化学関連の研究対象は、医薬や農薬、繊維、有機 EL 材等の電子材料、プラスチ
ック等、有機化合物を中心に様々な物質が対象となる。このように有機合成化学関連は、
様々なものづくりの根幹を担う基礎研究といえる。
キーワード：選択的合成、不斉合成、有機金属錯体、触媒設計、有機分子触媒、生体触媒、
環境調和型合成、天然物合成、プロセス化学、有機電気化学
(2) 既存研究・関連研究例


有機合成化学を基盤とする創薬研究－新規合成薬によるアポトーシス誘導と酸化ス

トレス－
http://www.sugitani.u-toyama.ac.jp/sangaku/forum/souyaku25/matsuya1.pdf
近年の創薬研究において、新たな性質が見つかった天然物を用いることで、新規の抗がん
性医薬品開発可能性を見出した研究である。がん細胞は、自然に細胞が消滅する現象である
アポトーシスと呼ばれる機能が働かないため、細胞分裂で増殖していく。
本研究では、免疫抑制などの新たな性質を持った天然物を用いた分子合成による評価を
実施しており、天然物の構造から最も効率の良い分子合成方法を見出した。研究対象とした
天然物には、アポトーシスを誘発させる機能を持っているものが含まれ、その誘発活性評価
（アポトーシスを起こしやすくする能力の評価）は、細胞の抗酸化や酸化還元
（レドックス）
を制御することによる新たな抗がん性医薬品開発のシーズとなることが期待されることを
示すものであった。


フグ毒テトロドトキシンの最初の不斉全合成
http://www.jst.go.jp/kisoken/seika/zensen/07nishikawa/index.html
テトロドトキシンはフグ毒として知られるが、その合成は 1972 年以降成功例がなく、合
成が難しい化合物のひとつである。この研究は約 30 年ぶりに新しい手法でのテトロドトキ
シンの合成に至った研究である。
この研究は以前の研究と比較して、フグ毒のみを選択的に合成できることに加え、必要と
される化学反応回数も約半数で済む。今後、人工的に作成するフグ毒に目印となる元素を組
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込みることとなり、フグ毒の蓄積過程を明らかにできる。さらに、フグ毒は神経生理学分野
において、神経伝達物質のメカニズム解明における重要なツールとして用いられてきたこ
とから、新薬の開発に係る研究が加速化されることも期待されている。


放射線を検出し、高い感度で発色する新しい機能性色素材料を開発
http://www.nedo.go.jp/content/100081287.pdf
低線量のガンマ線に対しても高い感度で放射線を検出する新しい材料の合成と放射線の

検出に成功した研究である。様々な産業分野で、電子線や X 線、ガンマ線等の放射線が利
用されているが、人体への被ばく監視や実験時の照射確認等の目的で、放射線の検出が重要
となっている。
この研究では、約 40 種類の新しい材料の合成を実施し、ガンマ線照射による発色能力を
評価した。この研究では、100mSv のガンマ線を可視化する材料の合成に成功した。今後、
ガンマ線以外の放射線で利用が可能となれば、放射線照射施設の作業員の健康安全管理や
非破壊検査における放射線透過写真フィルムへの応用も期待されるとしている。

図 3-49 ガンマ照射による発色変化
出所：NEDO


究極の省電力ディスプレイ実現に向けた高効率・長寿命有機 EL デバイスの研究開発
http://www.soumu.go.jp/main_content/000393926.pdf
ディスプレイ表示技術として用いられる有機 EL において、より高効率・長寿命化を目的
として実施された発光材料の開発研究である。発光材料の候補としてリン光デバイスと呼
ばれる素材が注目されている。有機 EL を用いたディスプレイは既に実用化されているが、
投入した電気エネルギーのうち約 25%しか光として取り出すことができない。一方で、リ
ン光デバイスはほぼ 100%の効率で光を取り出すことができる。
この研究では、リン光デバイスの発光材料の発光挙動を直接観測する手法を確立した。こ
れまで明らかにされていなかったリン光デバイスの発光挙動を、エネルギーの移動過程を
詳細に調べることで観測が可能となった。将来的には、ディスプレイの消費電力を大幅に削
減できる他、有機 EL デバイスの作成で用いられる希少金属の枯渇問題の改善、新規材料開
発の産業創出が見込める。
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有機合成における遷移金属触媒クロスカップリング反応
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/49/5/49_5_307/_pdf/-char/ja
この研究は様々な炭素-炭素結合が容易に作れるようにすることを目的としている。クロ
スカップリングとは 2 つの異なる分子を結合させる化学反応であり、触媒がなければ反応
は進行しないことが知られている。様々な触媒を用いたクロスカップリングが研究されて
いるが、有害な廃棄物が出る等の課題があった。
本研究では、パラジウムを触媒として用いることで、複雑な炭素をベースとした分子を合
成できるようになった。クロスカップリング反応は、従来つなぐことが難しかった異なる有
機物をつなぎ合わせる反応であり、医薬品や液晶材料、有機半導体分野等の化学合成で用い
られている。しかし、クロスカップリング反応は工程が多く、その過程では有害な廃棄物が
出ていたが、パラジウム触媒を用いることで工程を減らすことに成功した。今後は、より効
率的で廃棄物の量が少ない新たな手法が発展していくと期待されている。


1,3-ブタジエンとアクリル酸による抗インフルエンザ薬のエナンチオ選択的全合成
https://pdfs.semanticscholar.org/33fc/d48ff44b65ebf1f7691be5f174f0bc1f2143.pdf
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_letter/data/news_2009_vol2/p11.pdf
抗インフルエンザ薬として知られるタミフルの新しい合成方法の研究である。タミフル
は植物である八角を原料としていたが、石油由来の原料からタミフルを合成することがで
きれば、安定的に製造することが可能となる。
この研究では化学処理過程のひとつである、独自に開発した不斉合成を用いて、従来より
も安い原料を用いた合成に成功している。これまでもタミフルの合成方法は発見されてき
ているが、工業化に向けた検討と新しい治療薬の開発に貢献できる可能性が指摘されてい
る。


リボザイム 反応機構から抗エイズウィルス剤としての可能性まで
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/44/8/44_8_550/_pdf
リボ核酸（RNA）が触媒的な機能を持ち、細胞内での反応に寄与しているリボザイムと呼
ばれる反応に関する研究である。従来生体反応は全てタンパク質でできた触媒が制御して
いると考えられていたが、リボザイムに関する研究において RNA が触媒として機能してい
ることが発見された。
本研究では、生体高分子の一つである RNA の触媒や酵素等の機能性分子としての役割を
活用して、エイズウイルスの増殖を抑える研究を行った。研究の結果、リボザイムを細胞内
で起こすことで増殖を 98%抑えることが可能となった。

(3) 今後の発展性
有機合成物関連の研究は 100 年以上の歴史がある。20 世紀に有機化学全般の研究が多く
行われたことにより、精密な有機合成や工業的な化合物の合成が可能となった。有機化合物
関連の研究は多岐にわたるが、その多くは工業製品や医薬品の開発といった社会的なニー
ズに応えるような研究がであった。
例えば、20 世紀になり自動車産業が成熟するにつれ、雨や小石等の跳ねによって自動車
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の外観が損なわれないようにするといった塗料に対するニーズが多くなった。そのため、
1990 年代前後では、このニーズに応えるため傷をつきにくくする耐チッピング塗料（A.C.C）
が開発された他、耐酸性雨塗料等が開発された。
また、情報化社会が進むに連れ、デジタル装置に搭載された機器の間で電波干渉が起き、
機器の動作に障害が起きるようになった。この問題に対処するため、電磁波を遮断する電磁
波シールド塗料が開発された。このように社会のニーズや求められる性能に応じて、下図に
示すように、様々な機能性塗料が研究・開発された。

図 3-50 機能性塗料の種類
出所：JST 96
2000 年代以降、既存研究・関連研究例にあげた「究極の省電力ディスプレイ実現に向け
た高効率・長寿命有機 EL デバイスの研究開発研究」をはじめとして、環境に負荷をかけ
ず、必要とする物を必要なだけつくるという観点からの研究も行われている。また医療分野
では、医薬品のほとんどが有機合成化学により合成される化合物であり、新薬の研究開発は
世界中で活発である。
規制項目との関連性について、規制項目に関連した具体的な研究例はない。しかし、製品
を製造する技術は、規制項目と関連する可能性がある。有機合成化学関連は、最終的に作成
される化合物ではなく、その化合物の合成方法や、新たな合成方法を見出すことを目的とし
ており、基礎研究的な側面が強い。そのため、汎用製品の製造過程でも有機合成化学関連の
技術は用いられる。例えば、電子機器のひとつである液晶ディスプレイを製造に使用される
材料は、10 種以上の化合物を合成した組成物が使用されている他、ディスプレイ表面では、
カラーフィルターや偏光板といった有機合成化学関連での研究成果が活用されている。

96

機能性塗料 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jos1956/41/9/41_9_981/_pdf
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しかし、精密な有機合成や工業的な化合物合成の技術は、軍事的な分野でも活用可能だ。
例えば、機能性塗料は、耐衝撃性や耐放射線性を向上させる目的で電子機器に利用すること
ができる。そのため、今後の技術の進展次第では、規制項目に関連した研究となる可能性が
ある。
(4) 関連度
判定結果：関連度「中」
詳細分析の結果、規制項目に関連した具体的な研究例はない。有機合成化学関連は化合物
の合成方法や、新たな合成方法を見出すことを目的としており、基礎研究的な側面が強い。
一方で、今後の技術の進展によって軍事的な分野で有機合成化学関連の研究が用いられる
可能性はある。
高分子化学関連
(1) 研究分野の概要
高分子とは、分子量が非常に大きい分子のことをいい、高分子化学関連は、有機化合物及
び無機化合物の両方を対象とする基礎研究の分野である。高分子は、ある単位を持った分子
（モノマー）のつながりから構成されることが多く、高分子をつくる高分子合成法では、モ
ノマーをつなげる重合と呼ばれる反応機構を用いる。DNA やタンパク質等の生体関連高分
子、人工腎臓のような人工臓器やフォトレジスト等の感光性樹脂といった特殊な機能を持
つ機能性高分子等、高分子も複数の種類に分割された呼び名を持つ。高分子化学関連の研究
としては、星型やかご型といった特殊な構造を持つ高分子の合成方法や、電気伝導性のよう
な特殊な機能を持つ高分子の合成方法に関する研究、高分子構造と物性との関係を解明す
る研究等、物質の性質やメカニズムを明らかにするための研究が行われている。これらの研
究の成果は、セラミクス材料や金属材料の他、プラスチック、ゴム等の製品の性質の解明と
高性能化に繋がる。また、軍事分野においても使用される道具や機材の基礎にもなる。
キーワード：高分子合成、高分子反応、精密重合、機能性高分子、自己組織化高分子、キ
ラル高分子、生体関連高分子、高分子物性、高分子構造、高分子薄膜・表面
(2) 既存研究・関連研究


光刺激を与える度にナマコのように繰り返しドロドロになる高分子をはじめて合成

―次世代光加工・光接着技術に向けた新素材―
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/files/20170911pressrelease-h.pdf
溶媒を用いることなく光刺激で望みどおりに流動状態を制御できる高分子物質を開発し
た研究である。光刺激によって流動状態を制御できる物質があることは知られていたが、従
来の物質は、低分子物質であり、新たな機能等を持たせることができなかったことに加え、
溶媒を必要とした。そのため、実用的な物質を作成できず、溶媒の蒸発により、物質の性質
も変化させてしまう問題があった。
この研究では、紫外線によって高分子の形状を組み替えるという新たな手法によって問
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題を解決し、高分子物質の開発に成功したことで、紫外線をあてることで流動状態を制御で
きるような材料が実現した。将来的には UV ペンライト（紫外線を発するペンライト）等の
身近な道具を用いることで、特定の部分の材料を変形できる 3D プリンタ用の素材や、光刺
激によって着脱可能な接着剤等への展開が期待されるとしている。

図 3-51 紫外線を照射して高分子を生成する様子
出所：東京大学 97


高分子薄膜アクチュエータの創製
http://www.werc.or.jp/outline/soshiki/kenkyu/img/seibutu_07.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/54/1/54_13/_pdf
この研究では、低エネルギーでの駆動を実現するため、新しい高分子素材を用いた高分子
アクチュエータの設計・開発に取り組んでいる。既存の高分子アクチュエータには、ナフィ
オンと呼ばれる高分子が用いられてきたが、本研究では、このナフィオンに対して放射線帯
や耐熱性、耐薬品性を有する新しい機能を持たせた高分子の合成を研究している。
高分子アクチュエータとは、電流等を流すことによって、形状が変化するような素材であ
り、人工筋肉やデバイス部品の高性能化に用いるといった用途が期待されている。この研究
では、より高性能な高分子アクチュエータの開発を目指しており、合成された高分子を用い
たアクチュエータの運動性能評価やアクチュエータを組み合わせた駆動素子の試作を行う。
この研究の対象としている高分子薄膜アクチュエータは、小型であるだけでなく、駆動時
に音が出ず、機械的な故障が少ない等の特徴を持っていることから、人工筋肉、点字ディス
プレイ、介護分野におけるパワーアシストスーツ、薄型のペーパーアクチュエータへの応用
等が期待される。


生体適合性高分子材料の水和状態と分子構造因子の相関を解明 —医療用高分子材料

の革新的性能向上への応用に期待—
https://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/2017/08/29/pressrelease20170829.pdf
次世代高性能医療用材料として期待される双生イオン高分子の、水溶液中での構造を解
明した研究である。双生イオン高分子は、プラスとマイナスの両方の電荷をもち、生体に対
する副作用をもたない、高い生体適合性を有することが知られているが、その生体適合性に
97

光刺激を与えるたびにナマコのように繰り返しドロドロになる高分子をはじめて合成 —次世代光加

工・光接着技術に向けた新素材— http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/files/20170911pressrelease-h.pdf
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係るメカニズムは未解明であった。
双生イオン高分子の生体適合性メカニズムの解明にあたって、イオンの応答性や、物質が
溶媒を吸収して体積が増加する現象（膨潤）を観測するため、放射光を用いた赤外分光測定
と、中性子反射率測定が用いられている。今後、医療分野において、生体内の環境に合わせ
た材料設計等への開発に役立つことが期待される。


機能性高分子による電子デバイス用有機材料の開発
http://www.toho-u.ac.jp/sci/course/research_facility/14935/j5mt8h0000008h1natt/ba3kg5000000lrze.pdf
液晶や有機 EL を用いた表示デバイスの軽量化や画像の高精度化に向けた研究である。液

晶や有機 EL に用いられる高分子材料における重要な材料として、π 共役高分子と呼ばれる
高分子が注目されている。π 共役高分子は導電性や発光性等に特異な性質を有する高分子で
あり電子デバイスの材料としての活用が研究されている。
本研究では、高分子合成技術により π 共役高分子を用いて、機能を高めた電気絶縁材料及
び発光特性を示す材料の開発を目指している。具体的には、高分子の合成において、耐熱性
等の特定の機能を持った官能基を組込み、材料の機能性を高めている。
将来的には、レアメタルを用いたセラミクスやジルコニアといった材料、発光ダイオード
等の半導体材料を有機化合物で代替できる可能性を秘めており、次世代の電子デバイスを
開発していく上でのキーマテリアルとして使用が期待される。


高機能な導電性ポリマーの精密合成法を開発
https://www.tmu.ac.jp/assets/files/download/news/press_170328_poly.pdf
本研究は、優れた光機能を発現する高分子の精密な合成法を開発した研究である。高分子

の合成法のひとつとして、ルテニウム触媒を用いた合成法があるが、分子の動作を特徴づけ
る官能基の導入率が不十分なことが課題であった。この研究では、モリブデン触媒を用いた
合成法を開発し、官能基の導入率をほぼ 100%とすることができたとしている。
この手法を用いることで、高分子の特性をより詳細に解明・制御できるだけでなく、有機
EL 素子や太陽電池等の光機能材料の開発に係る有用な基礎技術となることが期待される。


耐浸透性能の高いゴム素材の開発
http://www.mod.go.jp/atla/research/dts2011/dts2011.files/low_pdf/R5-5.pdf
米陸 軍ネイテ ィック兵 士研究開発 技術セン ター（ NSRDEC: Natick Soldier Research,

Development and Engineering Center）で実施された個人用装備品の研究開発の一部で実施さ
れた研究である。化学実験等では、化学薬品等の危険物質が肌に触れないよう、厚手のゴム
製手袋を着用するため、ゴム手袋の薄型化と耐浸透性能（防護性能）の高いゴム素材の開発
に資することを目的としている。
高分子（ゴム）として採用しているポリイソブチレンは合成ゴムと比較してガス浸透性が
低く、耐油性・耐溶剤性・耐薬品性が優れているため個人装備用品のゴム手袋として利用さ
れている。この研究では更なる高機能化を目指して、高分子にナノ粒子を添加して試験を行
っている。
研究素材として、ポリイソブチレン、シリカ、テフロン、カーボンナノチューブを用いて、
ゴムの試験片を作成している。浸透性能の計測には、試験片内部を浸透する液体の拡散係数
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等を計測し、市販及び比較的普及している素材との比較を実施している。試験結果として、
カーボンナノチューブを添加したゴム材料が防護性能に優れているという成果が得られた。

図 3-52 研究対象となったゴム手袋
出所：防衛装備庁 98


Reversible Shape Memory Polymers and Composites: Synthesis, Modeling and Design
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a575516.pdf
空軍科学研究室（AFOSR：Air Force Office of Scientific Research）が実施した形状記憶ポリ
マー（Shape Memory Polymers; SMP）に関する研究である。この研究では新たな形状記憶ポ
リマーの基礎的なメカニズムを解明した。SMP は輪ゴムのように、変形しても元の形に戻
る性質を持った高分子である。これらのポリマーは、空軍を含む航空宇宙分野で用いられる
新規材料の設計や製造に用いることができる。
この研究では、SMP を用いた箱型やハート型といった試料を作成し、圧力や曲率に関す
る試験を実施し、SMP のメカニズムを解明した。今後は SMP を用いた航空機分野における
新しい材料のモデリング及びシミュレーション設計ツールを作成する計画である。

科学技術者交流計画に基づく米陸軍ネイティック 兵士研究開発技術センターでの研究交流
http://www.mod.go.jp/atla/research/dts2011/dts2011.files/low_pdf/R5-5.pdf
98

89

図 3-53 SMP の試料
出所：AFOSR 99
(3) 今後の発展性
高分子化学関連の研究対象である高分子材料は、安価で加工がしやすい、劣化しにくいと
いった優れた特徴を持つことから、合成繊維や塗料、構造材、医療分野等、様々な分野への
用途が拡大した。特に、合成高分子材料の分野では、ナイロンを代表するような合成繊維が
社会に広く浸透した。一方で、このような合成高分子材料の原料は石油資源であり、自然界
に存在しない物質を合成してきたことから、廃棄物問題や環境ホルモン問題といった環境
破壊要因の主要因としても位置づけられてきた。
1990 年代に入り、「グリーンケミストリー」と呼ばれる考え方が登場し、高分子化学の
優れた点を保持しつつも、人と環境に害の少ないものにすべきであるといった概念が世界
で定着し始め、これに対応した研究が進められてきた。近年では、研究事例としてあげたよ
うに、従来より高性能、又は特殊な機能を有する高分子を合成する研究が行われている他、
生体高分子関連で、タンパク質や DNA の生体高分子の性質の解明を目指した研究も盛んで
ある。
今後、合成化学関連は従来よりも高性能・高度化を目指す研究やメカニズム解明の研究が
様々な分野で行われていく。機能性高分子に関する研究によれば、発光ダイオード等の半導
体材料を有機化合物で代替できる可能性があり、次世代の電子デバイスを開発していくた
めの技術となる可能性がある。
規制項目との関連では、研究事例で上げたように、米国では、耐浸透性能の高いゴム素材
の開発や、新規材料の開発を目指した研究が行われている。このような研究は、従来使われ
ていたゴム手袋にナノ技術を応用し、耐久時間を長くする等、化学兵器に対する防護性能を
高めるための研究であるといえる。化学兵器等から身を守るための装備に関する製品は規
制項目における軍用の装備品と関連しており、関連研究であげた内容は実験室レベルの研
究とはいえ、最終的には軍事適用を視野に置いたものである。
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Reversible Shape Memory Polymers and Composites: Synthesis, Modeling and Design
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a575516.pdf
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(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、関係性があるとい
える。例えば、輸出令別表第 1 の 1 の項（13）で規制される軍用の細菌製剤、化学製剤若し
くは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはそ
の部分品に該当する。

ケミカルバイオロジー関連
(1) 研究分野の概要
ケミカルバイオロジー関連は、化学と生命科学が融合した研究分野であり、物質の持つ化
学的性質を用いて、生命現象を解明することを目指している。ケミカルバイオロジー関連に
おける研究手法は、DNA や RNA、タンパク質といった生体高分子と相互作用する低分子化
合物を用いて、生体高分子の機能を解明するアプローチを取ることが多い。生命現象の解明
には、このような化学プローブ法と呼ばれる手法の他に、分光法等を用いた分子計測や、生
物が生きた状態で、生体内のタンパク質等の分子やその変化を可視化する分子イメージン
グといった技術が用いられる。
ケミカルバイオロジー関連の社会との関わりは、医療分野（特に創薬分野）、食品保存や
農薬における新しい薬品の開発、それらの安全性を評価するための検査技術への応用にあ
る。また、タンパク質の機能や、生体内でタンパク質が相互作用する現象を迅速に明らかに
することを目指したプロテオミクスは食品の安全性評価に活用されている。
キーワード：生体内機能発現、生体内化学反応、創薬科学、化合物ライブラリー、構造活
性相関、化学プローブ、分子計測、分子イメージング、プロテオミクス
(2) 既存研究・関連研究


食品成分を機軸としたケミカルバイオロジー研究
http://urakamizaidan.or.jp/hp/jisseki/2008/vol20urakamif-02kakeya.pdf
この研究は、心不全治療薬の開発において、治療薬を改良するための出発点として用いる

化合物（リード化合物）の開発基盤の確立を目指した生体内化学反応に関する研究である。
近年、日本において心不全による死亡数が増加傾向にあることから、新しい予防法・治療法
の確立が望まれており、本研究では心筋肥大細胞反応を抑制する化合物について研究して
いる。
心不全治療薬のリード化合物開発のため、本研究では、心不全の原因の一つである心筋肥
大細胞反応を抑制する化合物を、食品成分、漢方、薬品植物といった天然資源成分から探索
した後、化学的に合成する手法を用いている。この研究により、ウコン等に含まれるクルク
ミンと呼ばれる天然資源がリード化合物として抽出され、効率の良い合成方法を確立した。
今後、クルクミンと性質や構造が類似する化合物の効率的な合成に発展することやクルク
ミンの生体に対する様々な薬効に関する研究が加速化されることが期待されている。
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分子イメージングを用いたがん治療の新しい展開
http://repo.flib.u-fukui.ac.jp/dspace/bitstream/10098/6974/1/5H22 重点研究成果報告書（プ
ロ_岡沢秀彦）.pdf

近年、がん治療は早期発見・早期治療が重要とされ、外科手術による完治以外にも放射線
治療等の発達により、がん治療の選択肢は増えている。がんの治療法の選択やその効果の判
定は、化学プローブ法のひとつである分子プローブ法による診断が最適とされている。
本研究では、がんのような腫瘍の特異性をより的確に示す分子プローブ法の開発と分子
イメージング法の臨床応用を目指している。研究チームは、従来からがん細胞の可視化のた
め、Cu-ASTM と呼ばれる薬剤を開発しており、本研究による分子イメージングでがん細胞
と Cu-ASTM との間に関係性があることが判明した。
また、子宮内膜がんを対象として、F-FES と呼ばれる分子の集積とがんの発生に関係性が
あると指摘している。区別が難しいとされる子宮がんの一種である悪性の子宮肉腫と、治療
が必要ないケースも多い良性の子宮肉腫との識別等が進む予定である。今後、腫瘍の性質に
応じた戦略的ながん治療が期待される。

図 3-54 Cu-ASTM の集積領域とがん細胞の存在位置との関係
出所：福井大学「分子イメージングを用いたがん治療の新しい展開」 100


プロテオーム解析による食品機能の研究
https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8910/8910_tokushu_3.pdf
ウイルス感染が原因で発生するがん（ウイルス発がん）に予防効果がある機能性食品開発

を目指した研究である。この研究では、二次元電気泳動法を用いた、細胞内で発現する全タ
ンパク質の解析（プロテオーム解析）による食品機能性評価法の確立を目指している。
二次元電気泳動法は、タンパク質の発現等の全体像を簡単かつ定量的に俯瞰できる技術
である。この研究によって、50 種類の食品成分が培養細胞のタンパク質の発現に与える影
響を比較解析し、食品成分の構造・機能の相関を解析することが可能となった。この食品機
能性評価手法は、食品の安全性評価等への応用が可能である。
100

分子イメージングを用いたがん治療の新しい展開 http://repo.flib.u-

fukui.ac.jp/dspace/bitstream/10098/6974/1/5H22 重点研究成果報告書（プロ_岡沢秀彦）.pdf
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蚊の卵巣内の鉄分に関するプロテオーム解析
https://research.cbc.osu.edu/wysocki.11/wp-content/uploads/2012/09/Proteomic-analysis-ofiron-transport-in-Aedes-Agypti-mosquito-ovaries.pdf
マラリアや黄熱病を含む、蚊を介した伝染病の拡大を防ぐことを目指して、病気が拡大す

るメカニズムを解析した研究である。この研究では、蚊の卵巣においてプロテオーム解析を
実施し、卵巣内の鉄分の存在有無と生殖との関係のメカニズムを明らかにした。
プロテオーム解析は、バイオ兵器を用いた攻撃に対処するためのバイオディフェンスに
関する研究分野で用いられる解析手法のひとつである。プロテオーム解析では生物が持つ
全てのタンパク質を解析するが、同じ生物であっても異なる組織、環境、時間によって発現
するタンパク質の種類が膨大となる。本研究における鉄分の存在有無と生殖とのメカニズ
ムを解析した結果、蚊が病気を広める能力を効果的に停止させる方法を検討することがで
きた。
(3) 今後の発展性
ケミカルバイオロジー関連は歴史が浅く、日本においては、日本ケミカルバイオロジー学
会が 2005 年から研究会を開催している。ケミカルバイオロジー関連を研究する研究者は、
化学・生物学・医薬学等の研究分野の研究者であり、複数の分野を融合した学際的な研究を
行っている。研究事例は、上記に記載した例にもあるとおり、化合物を用いた生命現象の解
明やそのメカニズムを明らかにしようとする研究が目につき、それらの研究成果が人間の
治療薬等の開発に用いられている。
ケミカルバイオロジーの今後として注目されている一つに化合物ライブラリーがある。
化合物ライブラリーとは化学物質をデータベースとして保有し、それぞれの研究に適した
物質を抽出するためのスクリーニングに用いるものである。特に、ケミカルバイオロジーの
研究領域を提唱したとされるハーバード大学 Stuart Lee Schreiber 博士の提唱した、多様性

指向型合成法（DOS：Diversity-Oriented Synthesis）と呼ばれるライブラリーの構築に注
目が集まっている。DOS は、より幅広い化合物から望みの機能を持った化合物を探す
というものである。日本でも理化学研究所を中心に整備が始められており、創薬研究の現
場でも使用が始まっている。今後は、このようなライブラリーを活用した研究領域の拡大等
が期待されている。
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図 3-55 理化学研究所の化合物ライブラリー「NPEdia」の使用例
出所：理化学研究所化合物ライブラリー「NPEdia」 101
軍事的な観点では、生命現象への理解を深めることで、既存の病原体を人工合成すること
等により、バイオテロへの応用を懸念する見方がある。米国では、2001 年に米国で起きた
炭疽菌を利用したバイオテロを背景として研究が開始された、テロ対抗医薬品の研究開発
プログラムがある

102

。米保健福祉省の国立アレルギー・感染症研究所（NIAID :National

Institute of Allergy and Infectious Diseases）は、2002 年よりバイオテロへの対抗策としてバイ
オディフェンスに関する研究戦略プランも策定しており、その中には、ケミカルバイオロジ
ー関連に含まれるプロテオミクスも手法のひとつとしてあげられている。プロテオミクス
は、タンパク質の機能や機能ネットワークを迅速に明らかにする研究であり、プロテオミク
スを利用して炭疽菌ワクチン等が開発された。
ケミカルバイオロジー関連の研究は、実験的な研究室レベルの基礎研究が中心であるが、
プロテオミクスにおいては、国家レベルでの研究が進められている。この研究成果は、製品
化には至っていないが、バイオディフェンスの観点で、プロテオミクスにおける技術の軍事
転用の可能性は否定できない。米国以外も過去には、日本のオウム真理教やアフガニスタン
のアルカイダが生物兵器作成を試みた事例があることから、バイオディフェンスに関する
研究は今後も継続されるだろう。
(4) 関連度
判定結果：関連度「中」
詳細分析の結果、規制項目と具体的な既存の研究例に関係性は見い出せなかった。ケミカ
ルバイオロジー関連において、特にプロテオミクスに関する研究で見出される技術は、バイ
オディフェンスの面から軍事転用の可能性は否定できない。

101

理化学研究所 ケミカルバイオロジー研究領域 NPEdia(Natural Products Encyclopedia)化合物検索

http://www.cbrg.riken.jp/npedia/kw_search.php
102 米国の対バイオテロリズム研究開発政策：対バイオテロ医薬品開発に向けたプログラム
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kansenshogakuzasshi/83/1/83_1/_pdf
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数理情報学関連
(1) 研究分野の概要
数理情報学関連は、道路の保全計画、生産計画、物流等の実世界の現象をモデル化して解
析する数学を用いた理論研究を中心とした学問である。数学を用いて抽象的な問題を解く
といった内容から、コンピュータを用いたシミュレーションまで応用範囲は幅広く、その範
囲は保険や金融商品に関する数理ファイナンス等にも広がるものである。数理情報学関連
で取り扱われる「システム」とは、情報システムに限らない抽象的な関係性を持つ要素によ
って構成される体系を指す。そのため、数理情報学関連は基礎理論としての側面が強い分野
である。
数理情報学関連のひとつである最適化理論は、多くの候補の中から最も良いものを見つ
ける手法であり、例えば「電柱によって 2 点が支えられた電線の形状を、電線の位置エネル
ギーが最小になるという制約条件の下で求めよ」といった問題の解を得る際に利用される。
また、コストや時間等の一定の制約条件が課される実世界の現象を、数学によって解析する
理論はシステム制御理論として発展し、エレクトロニクスの分野で増幅器の特性の改善、発
振・演算回路及び自動制御回路等に広く応用されている。
待ち行列論は、スーパーのレジの列の平均的な待ち時間をモデル化し研究している。この
ような状況は通信回線等一定の処理能力を持つコンピュータに対して処理能力を超える要
求が来た状況下でいかに処理を行うかといった研究に応用できる。
また、数理ファイナンス等の分野ではオペレーションズ・リサーチとして複雑な状況下に
おける意思決定を支援するため、数理情報学関連の研究が活用されている。オペレーション
ズ・リサーチは軍事分野における費用対効果でも活用されており、部隊の配備、部隊の訓練
計画立案、補給や整備計画の立案等にも応用できる。
キーワード：最適化理論、数理システム理論、システム制御理論、システム分析、システ
ム方法論、システムモデリング、システムシミュレーション、組合せ最適化、待ち行列論、
数理ファイナンス
(2) 既存研究・関連研究例


レベニューマネジメントにおける 1 列に並んだ資源に対する動的モデル
http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/e_mag/Vol.60_02_091.pdf
航空機や新幹線を予約する際に、座席位置を指定するような予約方法があるが、映画館や
コンサート、オペラ等の座席位置が重要になる業種では、複数席の予約を隣り合わせた状態
でどのように配置すれば良いのか、という問題が重要になる。
この研究は一列に並んだ座席に対して寄せられた要求を、位置を考慮して割り当てるモ
デルを考え、最適な割当位置に関する特徴を明らかにした。これによって、この特徴を利用
した最適政策を求めるアルゴリズムを提案している。


待ち行列ネットワーク理論を用いた搬送システムの最適設計論
http://www.sice.jp/ia-j/papers/24987-20050207-1725.pdf
港湾物流における搬送システムの効率化について、組合せ最適化問題として理論的な研
95

究を行い、設計にかかる時間を短縮することを目的としている。従来研究の課題は、解析・
最適化のための数理モデルやシミュレーションによる設計の実施に膨大な時間が必要であ
ったことであった。この課題を解決するため、複数の待ち行列を組み合わせた状況を解析す
る待ち行列ネットワーク理論を用いることで、高速に行うことが可能となった。


システム制御理論に基づく量子状態変換法の設計理論
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15K06151/
量子通信をはじめとする量子情報技術では、電気信号の 0、1 に相当する量子ビットの状

態制御が必要となる。従来のシステム制御理論では量子制御は取り扱うことが難しかった
が、その概念、原理、方法論を取り入れた量子システム制御が研究されている。
本研究は量子状態変換法を設計することで量子状態の転送や変換を可能とする量子情報
処理の基幹要素を確立する研究である。量子状態は外部からの影響に極めて弱く変化しや
すい。このため、量子ビットの状態を効率よく生成、分配し、原子のスピン状態を制御する
必要がある。これを実現する方法として、量子コンピュータと既存コンピュータを組み合わ
せ、制御を連続的に行う方法を提案している。本研究の成果は量子力学的な効果を用いて超
並列・大規模情報処理を行う量子コンピュータの基盤技術の一部となる可能性がある。

図 3-56 量子コンピュータと既存のコンピュータの構成
出所：慶應義塾大学山本直樹研究室 103


Research analysts develop F-22 efficiency tool
http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/926638/research-analysts-develop-f-22efficiency-tool/
米空軍における F-22 ステルス戦闘機の整備に関するオペレーションズ・リサーチの研究

である。この研究では整備の遅れを削減するためオペレーションズ・リサーチの手法を取り
入れ、配置する人員のスキルセットに応じて計画を立てることで、修理ラインの最適化を実
施した。また、機体の整備サイクルのみならず、塗装ブースや人員の空き状況を加味した予
測を行うことで適正な人員と設備の配置が可能になった。航空機は指定された運用時間を
超えると、重整備というエンジンの取り外し等を伴う詳細な整備が施される。この修理プロ
103

Controller Design, http://www.yamamoto.appi.keio.ac.jp/rm_cd.html
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セスをモデル化し、最適化を行うための手法としてオペレーションズ・リサーチを活用して
いる。

図 3-57 修理プロセスのモデル化
出所：Semantic Scholar 104
(3) 今後の発展性
数理情報学関連は基礎的な理論としての側面が強い、数学を用いた理論を中心とした研
究分野である。研究の目的は現実世界の現象のモデル化と、モデル化されたシステムの制御
に必要な要素の決定である。構築された数理モデルの応用範囲は非常に広く、取り扱える問
題が多岐にわたる。例えば、待ち行列理論は顧客がサービスを受けるために窓口に行列して
並ぶ問題をモデル化し研究していたが、このモデルは電話交換機や情報ネットワーク、生産
システム、空港や病院等の設計や性能評価に応用されている。
システム制御理論や最適化理論は全ての製造業において、製品の精度の向上や高性能化
に寄与している。例えば、最適化理論に基づくコンピュータ計算は航空機、自動車等の高速
化と安全性の評価・向上において利用された。現在では Microsoft Excel のソルバー機能によ
って理論的、技術的な細部を理解せずとも、最適化理論に基づく解を求めることが可能とな
った。このように最適化理論を活用した製品は身近にあり、その数学的基礎を構成している
のが数理情報学関連である。
また、数理情報学関連の延長線上にあるオペレーションズ・リサーチは、第一次世界大戦
以降、軍事及び経済の発展に伴い進展してきた分野である。オペレーションズ・リサーチは
戦力の見積りや部隊の配置といった作戦の立案や装備の費用対効果等、戦略策定で重宝さ
れた研究分野でもあり軍事分野と関係がある。さらに、オペレーションズ・リサーチの経済
学における研究成果は、数理モデルの研究を通じてゲーム理論や金融工学に発展した。
規制項目との関連では、数理情報学関連に含まれる研究は数学を用いた理論的な内容が
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Wesley A. Sheppard, Alan W. Johnson, John O. Miller, “Simulating F-22 Heavy Maintenance and Modifications
workforce multi-skilling” https://www.semanticscholar.org/paper/Simulating-F-22-Heavy-Maintenance-andModification-Sheppard-Johnson/28e65b858f081e07df246993a5cb3fdc824efd7b
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中心であり、関連度は低いといえる。軍事的な研究の発展例もあるが、ロジスティクスの効
率化等であり、規制項目との関連性は低い。
(4) 関連度
判定結果：関連度「低」
数理情報学関連は基礎的な研究分野と位置づけられ、その応用範囲に軍事に繋がるもの
もあるが、本調査におけるリスト規制との関連度は低い。

計算機システム関連
(1) 研究分野の概要
計算機システム関連は計算機の回路やシステムといったハードウェアとソフトウェアに
関して研究を行う分野である。計算機に内蔵された集積回路（LSI）は抵抗やコンデンサ、
トランジスタを 1 つのチップ上にまとめ、コストやサイズ、消費電力を抑えることを可能と
する。この LSI についての研究として、計算機システム関連では LSI 設計や LSI テストが
行われている。従来のソフトウェアは LSI 等の計算機上のハードウェアを制御するために
利用されていた。しかし、携帯電話をはじめとして計算機に多くの機能が要求されるように
なったことで、処理に最適化されたハードウェアと、ソフトウェアによって動作するマクロ
プロセッサが協調して動作することが必要になった。そのため、ハードウェア・ソフトウェ
ア協調設計と呼ばれる技術によって、ハードウェアとマイクロプロセッサに搭載されるソ
フトウェアの協調が可能となった。
計算機システム関連の技術は、社会の様々なシステムで利用されている。例えば、組込み
システムは、特定の機能を実現するために機械や装置等に組込まれるコンピュータシステ
ムとして利用されており、工場等で利用される産業用機器や発電所のシステム等の制御を
必要とする多くの製品に組込まれている。また、組込みシステムの一部としても利用される
リコンフィギャラブルシステムは、問題の解法アルゴリズムをハードウェア化することで、
処理の高速化を実現し、データベース処理や機械学習等に応用されている。

キーワード：計算機アーキテクチャ、回路とシステム、ＬＳＩ設計、ＬＳＩテスト、リコ
ンフィギャラブルシステム、ディペンダブルアーキテクチャ、低消費電力技術、ハードウェ
ア・ソフトウェア協調設計、組込みシステム
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(2) 既存研究・関連研究例


宇宙技術が生んだ高信頼民生半導体部品の開発
http://www.isas.jaxa.jp/j/snews/2004/0420_3.shtml
航空宇宙分野で活用される半導体部品には宇宙空間における利用にも耐え得る耐環境性・

高信頼性が要求される。宇宙用半導体デバイスにおいては、宇宙から降り注ぐ中性子線によ
って情報が書き換わってしまうソフトエラーを低減させることが必要であり、耐放射線化
技術を用いることで解決が行われてきた。一方、最先端の民生用デバイスは放射線に対する
考慮が全くないので、放射線耐性が低いことが問題となっていた。
民生半導体デバイスにおいても、部品内部の不純物材料から発生する放射線問題に加え
て、地上に降り注ぐ中性子線の問題が顕在化している。そのため、航空機だけでなくハイエ
ンドサーバ等、IT 基盤技術におけるソフトエラーの問題が強く危惧されている。
航空宇宙分野で活用された技術を民生用途に転換することで、これまで高集積な半導体
チップの使用が困難とされてきた放射線環境下や高温（200℃以上）環境下にも適用できる
ようにしている。


組込みシステム向けデータ集約型パラダイムの実現と車両走行制御への適用
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-25240007/25240007seika.pdf
ビッグデータ解析を組込みシステムに採り入れ、複数の自動運転車両、路側センサ、クラ

ウドシステムについて研究している。この研究では自動運転に求められるリアルタイム性
と可用性を組込みシステムが実現できることと、運転支援アプリケーションの有用性を検
証している。
自動運転にあたっては車両のセンサから取得した情報を集約、解析する必要があるが、こ
れらのデータをクラウドシステム上で集約化することで、多くのデータから法則性を明ら
かにするデータマイニングを行うことができる。そこで、本研究では複数の車両から得られ
たデータを統合し、組込みシステムに反映させることで車両制御、衝突警告、情報提供とい
った機能を提供した。これらのシステムについて、リアルタイム性、可用性を評価している
が、Android に実装されたプログラムではオペレーションシステム自身の処理によって遅延
が発生していることが明らかになっている。


組込みソフトウェアの信頼性向上に向けた品質管理手法
https://www.ipa.go.jp/files/000008417.pdf
組込みシステムに用いられるソフトウェアには機能性、信頼性、使用性、効率性、保守性
等が求められる。さらに、相互運用性、セキュリティ機能の高まりが指摘されているが、品
質と信頼性を損なう要因が仕様策定段階、ソフトウェア開発段階等にあるため、品質／信頼
性を高める方法が研究されている。
この研究では、組織や個人に対する手法・ツールの整備、スキル強化、品質の見える化、
組織としての品質管理の重要性を指摘しており、その解決方法として組込みソフトウェア
の定量的品質管理の進め方を検討し、品質向上の際の参考とすべき数値指標を整備した。こ
れによって、エンドユーザが求める品質レベルの定義が可能となり、品質指標の参考となる
値を提示することを可能とした。さらに、組込みソフトウェアの開発において、求められる
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品質を実現するための計画策定、プロセス管理、抜け漏れのないテストを行うことが可能と
なった。


計算機アーキテクチャの医療アプリケーションプラットフォームへの応用
https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/8/8b/MedicalDeviceInnovationCPS.pdf
サイバーフィジカルシステムは実世界や人間から得られるデータを収集・処理・活用し、
あらゆる社会システムの効率化、新産業の創出、知的生産性の向上に寄与するものである。
米国政府省庁横断プログラムネットワーキング情報技術研究開発（NITRD）が、医療分野に
おける高い信頼性を持つサイバーフィジカルシステムに関する研究を行っている。サイバ
ーフィジカルシステムは組込みシステムに関する技術によって構成されている。
この研究では血圧や心拍数、心電図といった複数のセンサから得られる情報を統合し、適
切なタイミングで警告を発する、医療機器にフィードバックを行うといった研究がなされ
ている。情報システムの医療への応用は安全性、信頼性、即時性といった多くの要件が必要
とされるが、データの統合とアプリケーションの開発によって、従来別々に管理された情報
を統合することを可能とした。

図 3-58 医療情報を統合したシステムの概要
出所：NITRD
(3) 今後の発展性
1950 年代後半から半導体は、軍需用途に採用されていった。その理由は冷戦下における
ミサイル開発にある。ミサイルに搭載される機器が軽ければ軽いほど、同じ燃料で長い飛行
距離が得られる。そのため、軽量化と信頼性を実現する技術はミサイル開発には欠かせなか
った。配線やハンダ付け等によってシステムの性能、コスト、信頼性、サイズ等が影響を受
けることから、トランジスタ等の部品を一つのパッケージにした LSI は小型化、軽量化を実
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現するとともに、これらの課題を解決した。
その後、民生用途として LSI の種類は多様化し、ターゲット製品／市場によって技術が進
展した。1970 年代以降 LSI を大量に採用したのは大型コンピュータであり、その中で使わ
れる記憶装置の一つ DRAM（Dynamic Random Access Memory）に関する技術が大きく進展
した。この進展により、より多くの回路を 1 つのチップ上に集約する集積化が進展した。そ
の後、1980 年代後半には PC の普及により高速化が進展し、2000 年代以降は携帯電話等の
モバイル電子機器への採用による低消費電力化とシステム化が技術的な潮流である。
LSI の高速化や低消費電力化は LSI の設計における目標である。これを実現するために
は、ムーアの法則と呼ばれる半導体性能が約 2 年で 2 倍になる経験則の限界を超える必要
がある。ムーアの法則を裏付けているのは、1 つのチップにより多くのトランジスタを載せ
る微細化技術である。2017 年時点では 5nm の製造技術が IBM によって開発されている 105。
この微細化によって 7nm のチップ上に 200 億個のトランジスタが載っていたものが、5nm
のチップでは 300 億個載るようになる。また、LSI は従来 2 次元の平面に焼き付ける方法で
製造されていたが、これを 3 次元的に積層することでさらに集積する研究が行われている。
LSI の微細化を進めると、回路の外に電流が漏れ出るリーク電流により消費電力が増加す
る。消費電力増加に対応するため、LSI の設計により 1 つのチップに処理を行うコアを複数
設置するマルチコア化やプロセス技術によって低消費電力化を進めている。このマルチコ
ア化により処理を分散することが可能となり、チップの動作する電源電圧を下げることに
繋がることで消費電力を下げることができる。マルチコア化の恩恵を最大限に得るために
は、ハードウェアとソフトウェアが協調して動作することが必要となり、計算機アーキテク
チャを考慮したソフトウェアの開発も必要になる。
今後、LSI のターゲット製品／市場のひとつは自動運転技術にあるとされ、製品開発が進
んでいる。自動運転では高度な安全要求を満たすと同時に協調制御を可能にするオールイ
ンワンの LSI が求められている。自動車に組込まれるシステムでは、処理を高速に行うだけ
ではなく、他の制御システムとの連携も必要となるため、自動運転技術に特化した LSI は重
要である。既に製品化も進んでおり、複数のカメラやセンサからの情報を一元的に処理し、
システム制御やアクチュエータを駆動するといったシステムを１つのチップで実現してい
る 106。
一方、LSI は兵器における重要な電子部品であり軍事転用される汎用品である。1980 年代
後半に米国製の兵器は日本製電子部品を多く採用していることが指摘された。例えば、1985
年の全米科学アカデミー報告書で空対空ミサイル AIM-7 スパローの誘導・制御部品におけ
る海外製品使用状況を示している

107

。この報告書では、LSI を始めとする電子部品におい

て日本製品が利用されていると報告している。
弾道ミサイルでは、1960 年代から LSI の搭載が進んでおり、慣性航法用計算機として活
用されていた。その一つが弾道ミサイル Minuteman であり、大型のコンピュータを小型化

105

IBM, IBM Research Alliance Builds New Transistor for 5nm Technology https://www03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52531.wss
106 Renesas Electronics, 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコン https://www.renesas.com/jajp/about/web-magazine/edge/solution/24-high-end-automotive-safety-mcu.html
107 The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Foreign Production of Electronic Components
and Army Systems Vulnerabilities (1985) Chapter: OPTIONS FOR VULNERABLE CRITICAL COMPONENTS
https://www.nap.edu/read/19263/chapter/8#59
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して搭載したことで軽量化し、処理能力が向上したことで命中精度が向上した。弾道ミサイ
ルは大気圏外を飛行し、再突入をして標的に命中するため、宇宙空間での放射線の影響を受
ける。そのため、航空宇宙分野で活用される耐環境性・高信頼性を満たすレベルの LSI は軍
事転用される。
リスト規制との関連では、航空宇宙分野で活用される LSI は規制対象項目となっている。
これらの製品は耐環境性や高信頼性に重点をおいており、数世代前の半導体技術を用いて
設計、製造されている。そのため、最新技術と比較して、古い技術を用いているため処理能
力が劣る。よって、弾道ミサイルに搭載できる LSI は常に技術の向上が行われているため、
LSI の性能向上技術である微細化や省電力化に繋がる技術や耐環境性・高信頼性や処理能力
向上技術は軍事転用される。

図 3-59 集積回路を搭載した弾道ミサイル Minuteman の誘導システム
出所：スミソニアン博物館 108
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、関係性があるとい
える。例えば、輸出令別表第 1 の 7 の項の集積回路、外為令別表 7 の項で規制される集積回
路又はその部分品を使用するための技術に該当する。

108

Minuteman Guidance System, https://airandspace.si.edu/collection-objects/guidance-system-minuteman-iii
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ソフトウェア関連
(1) 研究分野の概要
ソフトウェア関連はコンピュータの動作を規定するプログラムに関する研究であり、ソ
フトウェア工学の一部である。プログラムを作成するにあたってのプログラミング言語、プ
ログラミング方法、ソフトウェア工学はコンピュータ科学における基礎的な研究分野であ
る。オペレーティングシステム、クラウドコンピューティング、ソフトウェアセキュリティ
はこれらの基礎研究の延長線上にある研究分野である。また、並列分散処理は大規模な計算
を必要とする課題に対して処理を分割し、複数のコンピュータを利用して負荷を分散させ
て大容量の処理を可能とする等、医薬品の開発等の大容量計算が必要とされる分野におい
て応用が可能である。ソフトウェアディペンダビリティ、ソフトウェアセキュリティは高信
頼性が要求されるシステムにおけるソフトウェア開発において重要な技術であり、航空機
や産業システムといった分野に応用が可能である。ソフトウェア関連は上記にあげたとお
り基礎的な研究分野であるとともに非常に幅広い応用範囲がある。
キーワード：プログラミング言語、プログラミング方法論、オペレーティングシステム、
並列分散処理、ソフトウェア工学、仮想化技術、クラウドコンピューティング、ソフトウェ
アディペンダビリティ、ソフトウェアセキュリティ
(2) 既存研究・関連研究例


計算統計によるソフトウェア信頼性評価システムとその開発管理への応用
https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-25330081/25330081seika/
ソフトウェア故障発生データに基づきソフトウェアの信頼性を評価する研究を行ってい
る。2009 年のトヨタ自動車のプリウスにおける意図しない急加速がソフトウェアに起因す
ると指摘され、米国航空宇宙局（NASA）がソフトウェア品質を検査するまでの事件となっ
た。
以降、第三者によるソフトウェア品質説明の重要性が問われており、この研究ではこれま
で難しかったソフトウェアの信頼性評価手法の研究を行うことで、ソフトウェア開発にお
ける管理手法を発展させることを目的としている。


Formal Methods for System/Software Engineering: NASA & Army Experiences
https://www.nasa.gov/sites/default/files/585641main_FormalMethodsforSystemSoftwareEng
ineering.pdf
ソフトウェア信頼性を向上させるための形式手法（Formal Method）を NASA 及び米陸軍

のシステム開発において適用した場合について研究を行っている。形式手法はソフトウェ
ア及びハードウェアシステムの仕様記述、開発、検証の技術である。形式手法を用いること
で、仕様を厳密に記述することが可能になり、ソフトウェア開発の工程において機械処理が
可能になる。従来、ソフトウェアの検証は人によるレビューが中心であったが、機械処理が
可能になることで従来検証が困難、又は時間を要していた作業の効率が改善した。
この研究では、高信頼性が必要となる航空宇宙システムや兵器システムのソフトウェア
設計に対する形式手法の効果を検証するために、NASA 及び米陸軍がシステム開発に応用
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できるかを試験したものである。その結果、形式手法は無料で利用できるソフトウェアで信
頼性を上げることができる手法であり、コストの削減に有用であるとしつつも、習熟に時間
がかかり場合によってはコストをかけて別の方法で信頼性を向上させる方が良いと結論し
ている。


宇宙航空研究開発機構(JAXA)における信頼性向上とその対応策
https://www.ipa.go.jp/files/000004749.pdf
JAXA のシステム開発における安全・高信頼性の必要性と、安全・高信頼性システム開発

の具体的アプローチについての研究を行っている。この研究では、ソフトウェアライフサイ
クルを通じて、ソフトウェア製品の品質を評価するためのシステムエンジニアリングプロ
セスを研究している。
JAXA では人工衛星の姿勢制御、データの処理、センサの制御、航法誘導制御等の組込み
システムにおいてソフトウェアが使用されている。
しかし、
民生用のソフトウェアと異なり、
これらのソフトウェアは改修が困難なこと、短い開発期間、単発で終わる製品といった特徴
から、高信頼性ソフトウェアの戦略的開発・検証計画術の策定が必要とされている。この中
では安全審査プロセスや事故時の対策の考え方も検討している。この方法によってリスク
低減とともに高信頼性を実現し、費用対効果も高まることが期待されている。


高信頼性 RTOS - High-Reliability Real-time Operating System –
http://stage.tksc.jaxa.jp/jedi/devel/rtos.html
JAXA が開発したロケットや人工衛星向けのオペレーションシステムである。宇宙機シス
テムを含む多くの組込みソフトウェアには高い信頼性や安全性が求められる。高信頼性
RTOS「TOPPERS/HRP カーネル及び Safety カーネル」は、高信頼性を持つリアルタイムオ
ペレーションシステム（Real-time Operating System; RTOS）であり、全てのソフトウェアが
動作しない状況に陥った場合に、メモリが仮に壊れていたとしても予め設定したイベント
処理を行い、計算機システムの安全性を確保することができる。
RTOS は H-IIA/H-IIB ロケットの新型の誘導制御計算機
（Guidance Control Computer; GCC）
と慣性センサユニットの基幹ソフトとして採用され、宇宙ステーション補給機
「こうのとり」
3 号機（HTV3）の打上げで利用された。

図 3-60 RTOS を利用した誘導制御計算機(GCC)
出所：JAXA109
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JAXA, 高信頼性リアルタイム OS がいよいよ宇宙へ！, http://stage.tksc.jaxa.jp/jedi/topics/20110607.html
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計算資源に応じたソフトウェアシステムの開発（Building Resource Adaptive Software

System; BRASS）
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=61f6223b1e9a85a0fc35d338d54
621b6&tab=core&_cview=0
米国防高等研究計画局（DARPA）が 100 年耐用のソフトウェアシステムの構築を模索す
るため、ソフトウェアシステム及びデータが 100 年を超えて機能し続けるために必要な計
算及びアルゴリズム上の基本要件を検討している。一般的にソフトウェアは技術的な進展
によって必要とされる演算の正確さが変わる。そのため、100 年耐用のソフトウェアシステ
ムはソフトウェアの長期利用にとって重要な研究といえる。
BRASS はソフトウェアの信頼性やセキュリティを向上させる研究であり、演算処理の内
容と、計算資源の関係を捉えて、ソフトウェアを最適化する事を目的としている。最適化に
は、形式手法によるプログラム分析を活用し、ソフトウェアの最適化の際に信頼性やセキュ
リティを損なわないよう工夫している。BRASS により、機器の更新等にあわせてソフトウ
ェアによる計算処理の方法を変えることが可能となる。


米陸軍における共通火器管制システムの開発と再利用
http://www.militaryaerospace.com/articles/2016/07/fire-control-software-common.html
米国陸軍が火砲、ミサイル等の兵器の射撃管制システムを共通化するためにソフトウェ
ア開発を行っている。米陸軍の Army Research, Development, Engineering Command (ARDEC)
はコンピュータ化された兵器システムを開発しており、射撃管制システムを共通化するこ
とで、武器使用訓練や射撃管制システムの開発を効率化しようとしている。
米陸軍は 2000 年から射撃管制システムの共通化に関する研究を行っており、これまで
120-mm 迫撃砲や 105mm 砲の射撃管制システムを開発している。開発されたソフトウェア
は様々なタイプの火砲や迫撃砲に応用されている。
この射撃管制システムは従来大型であった機器を集積化したデバイスを利用することで、
持ち運べる大きさまで小型化した。さらに、小型コンピュータやコンパスを搭載して、セン
サから得た情報を迫撃砲の射撃にフィードバックすることを可能としている。
また、共通化された射撃管制システムを利用することで、新たな兵器への対応効果も見込
んでいる。このようなシステムの再利用により、3 年間で約 1000 万ドルの費用削減がある
といわれている。
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図 3-61 ARDEC により開発された射撃管制システムを利用した 60mm 迫撃砲
出所：ARDEC 110


クラウドコンピューティングを用いた C4I システムのセキュリティ要件と懸念
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6822307/
C4I システム（指揮（Command）、統制（Control）、通信（Communication）、コンピュ
ータ（Computer）、情報（Intelligence）システム）は、軍隊や災害対策等における情報処理
システムであり、これを大規模な処理能力を持つサーバから構成されるクラウドコンピュ
ーティング技術を使って実現しようとする研究である。
C4I システムにクラウドコンピューティング技術を利用した場合、処理能力の限られた前
線に近い端末がクラウドに情報を送信し、クラウドが得られた情報を処理することで、前線
でより大規模な処理が行える。さらに、前線と指揮所との情報共有が可能となるため、情報
処理の側面において、C4I システムとクラウドコンピューティングは非常に親和性が高い。
一方、C4I システムでは、取り扱う情報の重要性、即時性の高さからクラウドコンピュー
ティング技術を利用した場合に起こる、セキュリティ面の対策が必要である。この研究では
懸念点の洗い出しとセキュリティ要件について研究している。セキュリティ要件のひとつ
としてあげているのが、不正なアクセスを検知する侵入検知システム(Intrusion Detection
System)の実装である。


戦術コンピューティングにおけるクラウドコンピューティングのフレームワーク
https://www.actiac.org/system/files/Technical%20Framework%20for%20Cloud%20Computi
ng%20at%20the%20Tactical%20Edge.pdf
米海軍は C4ISR（指揮（Command）、統制（Control）、通信（Communication）、コンピ
ュータ（Computer）、情報（Intelligence）、監視（Surveillance）、偵察（Reconnaissance））
に関連したデータの処理にあたって、クラウドコンピューティングにおける端末側が持つ
リスク低減について研究を行っている。特に前線におけるコンピュータシステムを Tactical
110

The Picatinny Voice, http://www.ardec.army.mil/outreach/STEM/docs/5-12-17_VOICE.pdf
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Edge と呼び、その能力を定義づけるフレームワークの提案を行った。このフレームワーク
によって、海軍が求めるビッグデータ解析任務や開発任務に応じたクラウドのサービスモ
デルを選択することができるとしている。
既に米海軍は C4ISR システムにおける末端システムをクラウドコンピューティング化し
つつある。その一例が、マッキャンベルミサイル駆逐艦であり、同艦にはノースロップ・グ
ラマン製の CANES（Consolidated Afloat Networks and Enterprise Services）と呼ばれるコンピ
ュータシステムが導入されている。このシステムは船内のコンピュータシステムを Tactical
Edge とし、米海軍の戦略クラウドコンピューティングシステムに接続することで、作戦に
必要なデータを処理、蓄積している 111。


技術・技能が運用支援に貢献した事例：国産中距離ミサイル（ＡＡＭ－４）の搭載、

アクティブ・フェイズド・アレイ・レーダー
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/sentouki/houkoku/03.pdf
ソフトウェア技術は、自衛隊の使用する撃ち放し性の優れたミサイルの搭載と当該ミサ
イルの能力を最大限発揮させるためのレーダーの能力向上に役立っている。撃ち放し性と
は、ミサイル自体が標的を追尾する能力であり、ミサイルは搭載されたレーダーによって標
的を追尾し続けることができる。また、コンピュータはレーダーから得られた標的の位置や
速度に関する情報と、自身の速度や、弾頭部に搭載されたカメラの映像等の情報を組み合わ
せて処理し、標的を追尾している。このようなミサイルに搭載されるソフトウェア技術によ
って、目標以外からの不要な反射が多い環境下における安定追尾等に係る技術が向上して
いる。
その他、戦闘機のシステムインテグレーション技術、アクティブ・フェイズド・アレイ・
レーダー技術等により、国産中距離ミサイル AAM-4 を F-2 戦闘機へ搭載可能とし、当該ミ
サイルの性能を最大限に発揮するのに必要な探知距離の延伸等を確保する改修が可能とな
った。
アクティブ・フェイズド・アレイ・レーダーは、戦闘機に搭載されるレーダーの一種であ
り、ソフトウェア技術を利用したレーダーである。このレーダーは複数のアンテナから発信
される電波の位相を制御し、目標から反射して戻ってくる電波を受信、これをコンピュータ
で処理することで目標を探知する。アクティブ・フェイズド・アレイ・レーダーはソフトウ
ェア制御によって、照準方向に向けて電波を発するとともに、反射波の処理もソフトウェア
で行う。そのため、ソフトウェアのプログラムの欠陥があれば、敵を探知できないという事
態も起こり得るため、信頼性の高いソフトウェア技術が用いられる。

111

Northrop Grumman, CANES: An Open Systems C4I Networks Design
http://www.northropgrumman.com/Capabilities/CANES/Documents/Canes_Supplement_Defense_Daily.pdf
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図 3-62 ソフトウェア技術の応用例（レーダーによる探知領域の拡大等）
出所：防衛省 戦闘機の生産技術基盤の在り方に関する懇談会 報告書 112
(3) 今後の発展性
情報通信（IT）システムは、ハードウェアとソフトウェアから成り立っており、ソフトウ
ェアはアプリケーションソフト・ミドルソフト・オペレーティングソフト等から構成される。
調査対象であるソフトウェア関連はこれら全てのソフトウェアの作成にかかる技術分野で
あり、1964 年の IBM System360 登場以降、事務計算から科学技術計算まで多くの分野で活
用されてきた。コンピュータは非常に高価な機器であったため、1 台のコンピュータを離れ
た場所から複数人で利用し、有効活用するタイムシェアリングシステム（Time Sharing
System）が開発された。
近年では、コンピュータの利用目的が計算等の情報処理に加え、ネットワークを利用した
通信と組み合わさってきたことから、ソフトウェア関連に含まれる並列分散処理技術、仮想
化技術、クラウドコンピューティングといった IT 技術が大きく進歩した。クラウドコンピ
ューティングは、タイムシェアリングシステムの考え方の延長線上にあるものであり、複数
のコンピュータを複数の人が、ネットワークを介して必要なときに必要な計算資源を利用
する技術である。
ビッグデータ等の新たなキーワードが生まれるが、いずれの技術も歴史的には情報処理
と通信の融合といった大きな流れの一つであるといえる。また、多くのスピンオフ技術があ
り、調査対象であるソフトウェア関連に含まれる仮想化技術は金融機関等の高い信頼性が
要求される分野での研究過程から生まれた技術である。仮想化技術は現在ではクラウドコ
ンピューティング等の分野でも冗長性の確保や運用、メンテナンスに活用されている。
防衛省 戦闘機の生産技術基盤の在り方に関する懇談会 報告書
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/sentouki/houkoku/03.pdf
112
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一方、産業用機器、自動車、ロケットや航空機といった分野では、自動制御システムや計
測システムとして、組込みコンピュータが利用されてきた。この組込みコンピュータは、PC
等の汎用コンピュータと異なり、特定の機能を実現する目的で機器に搭載されるコンピュ
ータである。組込みコンピュータ登場以前は、電気・電子回路の電気量や機械的な機構によ
り航空機等を制御していた。
例えば、航空機等の操縦・飛行制御システムは、従来パイロットが操縦桿に繋がったロー
プやロッド、滑車等による機械的なリンクで方向舵等を制御していたものを、操縦桿やスロ
ットルの操作量を電気信号に変え、油圧系統の操作を行う組込みコンピュータシステムに
置き換えたものである。また、航空機の位置や速度、高度等の情報を表示する組込みコンピ
ュータでは、各種センサの測定結果を受取るとともに、必要な計算結果を厳密な制限時間内
に出さなければならず、非常に高度な技術が要求される。
このような組込みシステムと汎用コンピュータの違いは、組込みシステムでは一度据え
付けられた機器は、基本的に交換や更新がない限り、変更はできないことがあげられる。ま
た、専用のオペレーティングソフト等の特殊なソフトウェア開発が必要であり、組込まれる
機器が小さいものである場合には搭載される機器の計算能力も低い場合が多く、処理が容
易で機械が理解しやすいアセンブリ言語と呼ばれるプログラミング言語が利用されている。
これらの状況から、組込みコンピュータで利用されるソフトウェアの欠陥が事故に繋がる
可能性が高く、これを低減するため、ソフトウェアの信頼性はソフトウェアディペンダビリ
ティとして研究が行われている。
ソフトウェア関連で実現できる分野は必ずしも民生用途とは限らない。例えば無人車両
/UAV 及び監視装置等で利用される地理情報システム、360 度状況認識、欠落画像補正強化
等の航空電子機器用途のソフトウェア開発が想定される。これらの技術は情報と通信の両
方が組み合わさることで高度な処理が可能となる。実際、軍事分野では 1940 年代まで目視
による観測で戦車主砲の射撃を行っていたが最新戦車では目標の照準画像をコンピュータ
が処理することで自動追尾が可能となり、目標車両だけでなく自車も走行しながら常に照
準を合わせ続けられるようになっている。
規制項目との関連度として、既存研究にもあげたとおり兵器の射撃管制システムにおい
てソフトウェア関連の研究が行われており、関連性が高いといえる。その他、例えばソフト
ウェアディペンダビリティに関する研究は、射撃管制システム等の高い信頼性が要求され
る分野に応用が可能である。具体的には、ミサイルの射撃管制システムにおいて使用される
レーダーの信号処理とミサイルの誘導に使われる射撃管制システムの連携において高い信
頼性が必要なため応用されることが考えられる。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、関係性があるとい
える。例えば、ミサイルに搭載されるレーダーのプログラムであれば、外為令別表 10 の項
で規制されるプログラム・技術に該当する。
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知能情報学関連
(1) 研究分野の概要
知能情報学は情報学の分野の一部であり、人間の情報処理機構を解明し、これを高次情報
処理の分野に展開する研究分野である。例えば、データマイニングとは、人工知能（AI）に
おける研究課題の一つであり、明示的にプログラムで指示を与えるのではなく、コンピュー
タに入力、又は収集されたデータからパターンを見つけ出す研究である。また、知識情報学
関連の分野では人間の用いる言語（自然言語）を処理することや、機械が人間のように学習
する事を目指す機械学習、人工知能の要素であるエージェントシステムを包含している。
機械学習やデータマイニングは AI 開発において重要な技術である。海外からも日本の研
究は注目を浴びており、米空軍アジア宇宙航空研究開発事務所が京都大学西田豊明教授に
対して、ロボットと人間が意思疎通を図る技術の研究に対する助成を行っている 113。
また、米国は人間と機械が協働することで、人間の負担を軽減し、装備品等の能力を相乗
的に増大させること等を重視している。ビッグデータ解析により、サイバー攻撃の兆候察知
や警告を行う等、人工知能を用いた「深層学習する機械」の技術を例示している 114。
キーワード：探索、推論、機械学習、知識獲得、知的システム、知能情報処理、自然言語
処理、データマイニング、オントロジー、エージェントシステム
(2) 既存研究・関連研究例


深層学習による地震被害建物画像の機械学習と被災度の自動認識
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K12834/
衛星画像から深層学習（ディープ・ラーニング）を用いて地震被害を把握する研究であ

る。この研究では、地震被害調査で得られた建物被害に係わるデータを収集し、1995 年
阪神・淡路大震災の航空写真のデータセットの判別精度等を検討している。深層学習のア
ルゴリズムとして画像認識の分野で高精度な結果を残している CNN(Convolutional Neural
Network：畳み込みニューラルネットワーク)を利用し、判別精度を検討している。
畳み込みニューラルネットワークは人間や動物の脳の動作から発想を得て開発された
機械学習におけるモデルの一つであり、画像や動画認識に広く使われる。他の画像分類ア
ルゴリズムと比較して、データに対する前処理が少なくて済む点が特徴であるが、画像の
処理に伴う膨大な計算能力が必要である。近年コンピュータの処理能力の向上により、膨
大な処理を行うことが可能となり、注目されている。
従来は人間の目視判断により行われていた地震の被害調査を、深層学習を活用するこ
とで衛星画像から自動処理することが可能となる。これによって、撮影から利用者への提
供までの時間とコストを最小化することができた。

米軍マネー、基礎研究の名目だが 学術界に９億円、朝日新聞デジタル 2017 年 2 月 9 日
https://www.asahi.com/articles/ASK2663J0K26ULBJ017.html
114 Remarks by Deputy Secretary Work on Third Offset Strategy, U.S. Department of Defense
https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/753482/remarks-by-deputy-secretary-work-on-thirdoffset-strategy/
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CART アルゴリズムを用いた道路画像の解析
http://www.multimedia-computing.de/mediawiki//images/7/7f/TR2005-18.pdf
2005 年に開催された DARPA Grand Challenge で機械学習アルゴリズムを用いて、132 マ
イルの砂漠を自律走行した際に利用された CART algorithm (Classification and Regression
Trees)に関する論文である。このアルゴリズムにより周辺の砂漠と道路を見分けることを可
能としている。
自動運転システムには走行レーンを検出する機能が必須であり、車載カメラの画像から
路肩の白線やセンターライン等のレーンマーカを検出する必要がある。砂漠では都市部と
は異なり、砂漠と道路を見分けることが困難であった。本研究では事前の仮定を必要としな
いことを特徴とする意思決定モデルである CART アルゴリズムを、自動運転システムの機
械学習に活用することで、周辺の砂漠と道路を見分けている。車両に取り付けられたカメラ
の画像及びレーザセンサーから得られた情報を元に、路面を認識することで誤認識を 9%以
下にすることができた。


軍事上の問題解決における深層学習の応用
https://blogs.nvidia.com/blog/2016/06/29/deep-learning-6/
人工知能を軍事技術に応用する例の一つとして、画像認識を行っている研究である。標的

の識別、地図上のインフラのマッピング、捜索救難作戦等に応用可能であるとしている。こ
の研究では、目標物を 95%の精度で識別できたとしており、2010 年に別の手法で行われた
70%の精度を大幅に向上した。
人工知能を用いた処理には GPU（graphics processing units）が利用される。GPU は並列処
理を得意とする機器であり、従来画像処理に利用される機器であった。近年では、人工知能
を始めとする大量の並列計算が必要な場合において、GPU が活用されている。

図 3-63 機械学習を用いた画像からの物体の識別
出所：NVIDIA Website
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AI を利用した炭疽菌バイオテロ検知
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/imaging/ai-makes-anthrax-bioterrordetection-easier
AI を用いて顕微鏡画像から炭疽菌を発見する研究であり、バイオテロ対策として深層学

習を活用している。この研究では、単細胞生物に当てた光を顕微鏡を用いて観測し、そのパ
ターンの特徴を解析することでそれが致死率 80%以上の菌であるかを確認することができ
る。判定に必要とする時間は数秒であり、これまでの検査方法に比べて大幅に時間を短縮で
きる。また、同様の技術を用いることで食品の安全検査等にも応用できる。


深層学習と AI を用いた衛星画像解析
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/imaging/ai-makes-anthrax-bioterrordetection-easier
米国インテリジェンス高等研究計画活動（Intelligence Advanced Research Projects Activity）

は衛星画像を提供し、機械学習を用いて衛星画像から建物や施設を見分けるアルゴリズム
を募集している。この研究募集によってこれまで人間が行ってきた判別作業の 75%を機械
が実施することを目標としており、その参加者にはロッキードマーチン等の軍事産業が参
加している。また、人による作業で 60 時間かかる高い精度が必要な判別作業も、機械学習
と深層学習を用いた技術によって 42 分で完成させる等の実績もあげている。


人工知能技術を用いた画像処理と意思決定支援
http://www.mod.go.jp/atla/research/ats2017/img/ats2017_summary.pdf
防衛装備庁では無人機等への応用を想定し、深層学習を用いた画像から物体を自動類別
する研究を行っている。また、この技術研究を基に物体捕捉や追尾に関する技術的な研究を
行い、意思決定支援を行う人工知能の研究に応用している。
この研究では、公開されている米空軍の正解付きデータ MSTAR(Moving and Stationary
Target Acquisition and Recognition) 115に対して深層学習を用いることで、上空から撮影された
画像から車両の種類を特定している。MSTAR には戦車等の軍事目標の画像と種類に関する
情報が収められており、深層学習を用いた解析結果の検証ができた。
その結果、畳み込みニューラルネットワークを利用した類別では、平均で 90%以上正解
した。今後は航空機等に搭載される合成開口レーダー画像から取得した画像に対して研究
を行う予定である。


多目時自律走行ロボットの研究
http://www.mod.go.jp/atla/research/gaibuhyouka/pdf/MPARobot_28.pdf
防衛装備庁が車両ロボットの悪天候環境及び、人や車両等の移動障害物が存在する環境
における自律走行機能向上を目的として行っている研究である。この研究では、パルス状に
発光するレーザによる反射光を測定し遠距離にある物体までの距離を分析する LIDAR
（Light Detection and Ranging）に加えて、可視光やミリ波によるリモートセンシングを行い、
自律走行機能を検証している。その結果、悪天候下では可視光によるリモートセンシング及
び LIDAR の性能は低下したが、ミリ波によるリモートセンシングの動作は可能であること
がわかった。一方で、画像認識による路面認識ができない等の課題も見つかった。
115

U.S. Airforce MSTAR https://www.sdms.afrl.af.mil/index.php?collection=mstar
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人工知能を活用した自律走行技術の研究では、各センサによる情報の統合と処理により、
路面の推定を可能とした。この研究の応用例として、偵察・警戒、危険物の調査・処理の運
用例が示されている。今後は、武力攻撃対処、災害派遣等に使用可能な多目的自律走行ロボ
ットにおける活用も視野に入れている。

図 3-64 機械学習による路面推定
出所：防衛装備庁
(3) 今後の発展性
知能情報学関連で行われる研究はデータ分析を中心としたものであり、仮説検証と呼ば
れるサイクルの繰り返しである。この仮説検証では、人間がデータの特性に合わせて仮説を
立て、適切な分析方法とパラメータを選択し対象データの分析を行う。この分析の結果、仮
説が過去のデータを適切に説明するだけでなく、正しく将来予測を立てることができると
すれば仮説は正しいといえる。また、この仮説を統計学における仮説検定等を用いることで
検証することもできる。
仮説検証のサイクルで検証される仮説はほとんどが間違いである。従って、多数の仮説を
設定して同様の分析を繰り返す必要があり、このためにコンピュータを利用した機械学習
やデータマイニング等が活用される。
インターネットの普及により様々なデータがデジタル化されて共有され、これらに対す
るビッグデータ解析が注目を集めている。ビッグデータ解析は様々な種類の膨大なデータ
から価値ある潜在情報を抽出するための技術であり、その手法に統計解析、データマイニン
グ、人工知能、機械学習が用いられる。従来のデータ解析では、予めコンピュータや人間が
解析しやすい構造化されたデータを解析していたのに対し、これまで対象としていなかっ
たデータも積極的に用いて仮説そのものを発見しようとしている。
知能情報学関連の領域で研究される機械学習は、機械（コンピュータ）に人間のような学
習力を持たせるための理論、方法論の確立を目指している。機械学習は、これまで郵便番号
の自動認識やスマートフォンにおける音声認識等のパターン認識の要素技術として活用さ
113

れてきた。機械学習で利用される数学的な知識は難解であり、研究者は産業への応用や社会
問題解決の貢献よりも、学術的な貢献を目指す傾向にあった。近年では、機械学習を利用し
たビッグデータ解析が注目を集めるようになっているが、対象とする問題と機械学習の手
法に関する専門知識がなければ、ビッグデータ解析に機械学習を適用することは難しい。
一方、データマイニングは、データから価値ある重要な関係を発見する技法やシステムの
確立を目指している。データマイニングを活用した、データの規則性を求める例として、コ
ンビニエンスストアの POS システムのデータから、頻繁に購入される組み合わせを見つけ
るといったことがあげられる。これは、機械学習の理論を基にした問題理解のアプローチと
は異なるものである。
このような知能情報学の研究領域の中で注目されるのが、深層学習である。特にニューラ
ルネットワークを活用した深層学習が注目を浴びている。ニューラルネットワークは、脳機
能に見られる特性を、計算機上のシミュレーションができるようにした数学モデルであり、
これを活用した機械学習、データマイニングが深層学習と呼ばれる。1950 年代に登場した
ニューラルネットワークが、1980 年代になると画像認識や音声認識に応用され、認識性の
高さから注目を集めた。当時は大量のデータを処理する計算機の能力不足もあり、可用性に
限界があると指摘されていたが、これらの課題は技術進歩により克服されつつあると考え
て良い。また、機械学習における理論的な進化もあり、深層学習は画像認識、音声認識、化
合物の活性予測等の分野において非常に高い精度を持っている。
多くの機器に通信機能が備わり、デジタル化された大量の情報を手に入れられる環境が
IoT によって実現されつつある。多種多様なセンサから収集されたデータが、リアルタムに
収集され、深層学習の応用範囲はさらに広がる。これまで行われていた、人間の勘と経験に
依存する領域を、知能情報学の研究領域に含まれる分野がデータを主体にした分析で進展
させることは既に起こっており、さらなる進展が見込まれる。
実際、産業界では機器や工場の設備をコンピュータ上で再現するデジタルツイン（コンピ
ュータ上で再現された機器）が利用されている。デジタルツインによって、収集された大量
のデータを解析することで、設計、
運用、
保守の適切な実施や精度を上げることにつながる。
例えば、航空機であれば、中東の砂漠地帯と極寒の北米地帯では、同じ機種でも飛行による
ダメージの度合いや種類が異なり、個体の環境をシミュレーションした上でメンテナンス
の時期や内容を精査することができる。GE の Predix はエンジン等から得られたデータを、
深層学習を用いて解析し、運用保守のタイミングを最適化することに役立っている 116。
知能情報学関連の領域は軍事技術への転用が研究されている。例えば、米国国防高等研究
計画局（Defense Advanced Research Projects Agency; DARPA）は人工知能で物体を判別する
機能を無人機に搭載することで、これまで操縦者が必要であった無人機を自立飛行させよ
うとする研究を行っている
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。この研究では無人機のサイズを超小型化し、窓から建物内

へ自律的に侵入させることを目的としている。
米国では、大学は政府、軍からの資金提供を受け、様々な知能情報学関連に関する研究を
実施しているが、用途は必ずしも軍事目的ではない。例えば DARPA のグランドチャレンジ
はロボットカーのレースであり、路面状況の認識等でリアルタイム処理を必要とする機械

116

Improving Efficiency by Embracing the Future of Aviation, GE, https://www.ge.com/digital/industries/aviation
DARPA aims to create small drones to zoom into enemy buildings,
http://www.foxnews.com/tech/2014/12/31/drones-to-zoom-into-buildings-and-hunt-inside.html
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学習が応用されている。このように、米国では防衛上の先進的な課題の解決方法として従来
の枠組みにとらわれない手法を求め、このような競技を行い、問題点を洗い出し、解決の糸
口を探っている。自律走行技術は 1970 年代以降から本格的に研究が行われてきた分野であ
り、知能情報学関連の領域と組み合わせることで大きく実用性が進展した 118。
米国の注目点等を考えると、知能情報学関連の研究は、人間の負担を軽減し装備品等の能
力を上げる可能性がある。また、既存研究にあるとおり、知能情報学関連の研究は情報技術
の発展に伴い汎用技術としての地位を確立しつつ、
軍事技術との親和性が高い。特に、
従来、
人が判別していた内容を機械が担うようになっている。米国、中国、ロシア等では人工知能
が国を支える主要な技術のひとつとしてみなしており、研究開発や投資を加速させている
119

。

規制項目との関連では、知能情報学関連の研究分野の一部は、既に一部規制項目との関連
性がある研究がある。例えば、機械学習は軍事用人工衛星画像から地形に関する情報を判別
することに利用される。また、今後は自動走行ロボット分野においても、知能情報学関連の
研究を活用して、無人機による偵察・警戒任務を実施できるようになる。防衛装備庁先進技
術センターでも「多目的自立走行ロボットの研究」において、武力攻撃対処、災害派遣等に
使用可能な多目的自走走行ロボットの研究が行われており、DARPA グランドチャレンジの
技術を応用し、機械学習による路面推定を行っている。このような応用範囲を考えると、知
能情報学関連の研究分野の一部は軍事転用される可能性がある。
(4) 関連度
判定結果：関連度「高」
詳細分析の結果、明らかに規制項目との具体的な既存の研究例があり、関係性があるとい
える。例えば、外為令別表 1 の項で規制される軍用人工衛星又はその部分品を使用するため
のプログラム・技術に該当する。

118

Autonomous Cars Through the Ages, Wired,
https://www.wired.com/2012/02/autonomous-vehicle-history/
119 FOR SUPERPOWERS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUELS NEW GLOBAL ARMS RACE,
https://www.wired.com/story/for-superpowers-artificial-intelligence-fuels-new-global-arms-race/
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