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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業

のテーマの一つとして財団法人金属系材料研究開発センターに「機械工業分野

における効率的な先進的製品開発を可能とする設計手法のモデル事例策定のため

の調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関

係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会  長    金 井   務   



 

はじめに 

 

 

 わが国の材料分野のレベルは世界的にも高く、それをもとに日本の産業が構築され

ているといっても過言ではない。しかしながら、数多くの新材料の開発にもかかわら

ず、それが実際に応用され製品化されているのはほんの一部であり、効率的な利用が

進んでいないのが実態である。 

 また、先進的な製品を製造する上で、適切な材料開発が思うように進まず、製品化

が遅れている状況もある。 

 今回、弊財団法人金属系材料研究開発センターが社団法人日本機械工業連合会から

の委託を受け、これらの問題がどこにあるかを調査することとなった。 

 いずれの材料開発においても、基礎研究の段階や、製造技術開発段階、さらには商

品化の段階において多くの困難に直面し、あるものは途中で挫折し、あるものは困難

をブレークスルーし、成功を収めることとなる。いずれにしても困難を克服したとき

にのみ他社等の競合相手より優位に立ち利益をあげることができる。 

 先進的製品開発に対し、開発のモデルパターンを構築するために、今回、先進的な

製品化に成功した材料開発技術の中からどのような観点から困難をブレークスルーで

きたのかをアンケートによって調査した。 

その結果、開発のある段階まではキーポイントとなる手法が存在し、それを「開発

のキーワード」というかたちで調査結果を纏めることができた。 

 本調査報告が、広く使用され、日本の産業発展にいささかでも貢献できればと願っ

ている。 
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[総論] 
 
 
１．調査研究の目的  
 
 我が国が強いと言われている材料分野では、種々の機関で多種多様な研究開発が行われ

ており、高い技術力に支えられた多くの高機能材料を生み出している。このような高機能

な材料が、今後も効率的に機械工業分野に取り込まれ、その性能を発揮していくためには、

機械工業の設計側からのニーズに応えうる開発済みの既存材料が選択されるか、ニーズに

合致した材料を新たに開発するかしかない。  
 材料研究開発に際しては、開発された材料が需要家のニーズに合って実を結ぶケースと

そうでないケースがあり、材料～部品～機械産業までの研究開発プロセスが効率的に進ん

でいるとは必ずしも言えない状況にある。従って、これまで開発されてきた先進的製品開

発に関する事例調査を行い、材料～部品～製品へと至る 適な開発手法のモデル事例を策

定する。  
 
２．調査研究の内容  
 
 先進ロボット、新型航空機、ハイブリッド自動車等の先進的機械産業分野において、必

要な性能を備えた部品・部材及び材料を開発・探索していく手法を調査・分析する。具体

的には、これまでの成功事例等を調査して分析するとともに、調査委員会等においてモデ

ル手法を策定する。詳細は、以下のとおり。  
 
 ①先進的製品開発における事前設定設計手法の調査  

 各種企業が先進的製品を開発する際、事前に設定した設計手法について、アンケート

による概要調査とヒアリング抽出調査を行う。  
 ②シーズオリエンテッド実用化事例の調査  

 材料分野におけるシーズオリエンテッドな研究開発成果が、先進的機械システム分野

に実用化された事例について、アンケートによる概要調査とヒアリング抽出詳細調査を

行う。  
 ③機械システム等開発における材料開発の事例調査  

 実際に企業が機械システム等の開発を進めた段階で、材料開発がどのように進められ

たかの事例について、アンケートによる概要調査とヒアリング抽出詳細調査を行う。  
 ④ 適な製品設計、開発手法に関するモデルケースの策定  

 ①～③の調査事例をもとにして、調査委員会を主体に 適な製品設計、開発手法に関

するモデルケースを策定する。  
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３．調査研究の実施体制  
 

（１）実施体制と役割分担  
  図１に示すように、財団法人金属系材料研究開発センター内に「先進製品開発事例調

査研究委員会」を設置し、開発調査の効率的運営とアンケート等の内容、調査対象事例

の選定等を議論した。  
  また、一次調査として成功事例の探索のため、弊財団法人金属系材料研究開発センタ

ーでリストアップした技報等のリストの中から成功事例にふさわしい事例を外注により

調査する体制とした。  
  さらには、２次調査として弊財団法人金属系材料研究開発センターで作成したアンケ

ートについて発送および回収作業を外注により実施した。  
 
 
 

 （社）日本機械工業連合会        

 

           委託 

 

 （財）金属系材料研究開発センター    先進製品開発事例 

                          調査研究委員会  

                      

 

           再委託 

    

   １次調査  

     先進製品成功事例の探索 

 

 

           再委託 

      

   ２次調査 

     アンケートの発送回収集計 

 

 
図１．調査の実施体制  
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４．実施結果  
 
 ４－１ 先進製品開発事例の探索  

 一般に先進的製品開発成功事例は企業のノウハウに関わるところが大きく、詳細に公

開されることはほとんどないと考えてよい。そのようなことから、既に公開されてい

るものとして企業の技報を中心に探索することとした。  
技報は大企業を中心に７９社の技報を選出し、２０２の候補テーマ選出し、委員会

により４３テーマに絞った。  
 また、中小企業については「中小企業創造促進法」の適用を受けた中小企業の中か

ら３００社程度選び出し、１１社からの協力の回答を得た。その他、「ものづくり大賞」

等の受賞企業４社を選出した。  
 ４－２ アンケートの方式  

  アンケートの内容を構築するに当たり、企業の技術開発において何が重要で、何を

求めているかを引き出せるような内容とした。 

特に、先進的な製品の技術開発成功事例は開発の過程で何がしかの困難に直面し、

その課題をブレークスルーできた結果である。そのブレークスルーがどのようなもの

なのかをしきだすことに重点を置いた。 

 ４－３ 調査結果の解析        
   調査は、アンケート票を送付し、回収する方式で実施した。その結果４１件につい

て回答があった。内訳は以下のとおりであった。  
   ・委員会選定テーマ (大企業 ) ４３件中２８件  

 ・中小企業         １５件中１３件 

   調査結果の内容は興味深いものが多く、特に困難に直面したときにブレークスルー

できたきっかけを重点に纏め上げた。  
   奇抜なアイデアや試行錯誤等もかなりの数にのぼったが、第３者の意見やブレーン

ストーミング中にヒントを得たとの回答が約半数に及んだ。  
 ４－４ 分野の技術開発動向  

各分野での有識者で構成される委員の技術開発動向の考えを紹介した。 

 ４－５ 技術開発を加速する手段の提案  
本調査では 終的には技術開発の手法をパターン化することであったが、秘術開発

においてはあるレベルまではパターン化は無理としても共通する開発手法があるよ

うである。アンケートの結果をもとにそれをここでは「開発のキーワード」として纏

め上げた。その中でも、困難に直面したとき第３者の力（第３者のアドバイス、国の

支援、ブレーンストーミング等）を得てブレークスルーできたものが約半数に上る。 
これは技術開発の手法をパターン化する上で貴重な情報であるが、一方、残りの半

分はひらめき、試行錯誤、新しいソフトハードの開発等、パターン化できない要素も

多く含んでいる。この部分は地道な努力であり、 後まであきらめないという執念で

あり、技術開発に「王道はない」と言う所以である。また、これが企業間の競争力で

あり、これを勝ち得たものだけが得られる開発者利益である。  
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[本論] 調査研究成果の内容  
 
第１章 先進製品開発事例の探索  
 １－１ 探索手法の考え方  
  一般に成功事例は企業のノウハウに関わるところが大きく、詳細に公開されることは

ほとんどないと考えてよい。公開されるものは過去のものか、特許で十分に固めたもの

に限られる。そのようなことから、既に公開されているものとして企業の技報を中心に

探索することとした。その他、雑誌等も調査した。また、中小企業については創造促進

法の適用をうけた企業やものづくり大賞等に入賞した企業に焦点を当てることとした。  
１－１－１ 技報  

  対象とした技報を表１に示す。  
表１．技報一覧表  

名称 企業名 業種 

NTN Technical Review NTN㈱ 機械 

タクマ技報 ㈱タクマ 機械 

創る ㈱フジコー 機械 

三菱重工技報 三菱重工業㈱ 機械 

石川島播磨技報 石川島播磨重工業㈱ 機械 

TSUBAKI TECHNIKAL REVIEW ㈱椿本チエイン 機械 

電興技報 電気興業㈱ 機械 

とりしまレビュ- ㈱酉島製作所 機械 

NITTO TECHNICAL REPORT 日東精工㈱ 機械 

NSK TECHNICAL JOURNAL 日本精工㈱ 機械 

日立造船技報 日立造船㈱ 機械 

不二越技報 ㈱不二越 機械 

東芝機械技報 東芝機械㈱ 機械 

エレショー技報  ㈱アンベエスエムティ 機械 

サクラダ技報 ㈱サクラダ 建設 

ピーエス三菱技報 ㈱ピーエス三菱 建設 

横河ブリッジグループ技報 ㈱横河ブリッジ 建設 

宮地技報 ㈱宮地鐵工所 建設 

技報matsuo 松尾橋梁㈱ 建設 

川田技報 川田工業㈱ 建設 

技報たきがみ 瀧上工業㈱ 建設 

日本橋梁技報 日本橋梁㈱ 建設 

巴コ-ポレ-ション技報 ㈱巴コ-ポレ-ション 建設 

片山技報 片山ストラテック㈱ 建設 

テクニカルレポート 新日本ホームズ㈱ 建設 
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三菱重工工事技報 三菱重工工㈱ 建設 

JFE技報 JFEテクノリサーチ㈱ 鉄鋼 

駒井技報 駒井鉄工㈱ 鉄鋼 

クリモト技報 ㈱栗本鉄工所 鉄鋼 

三菱製鋼技報 三菱製鋼㈱ 鉄鋼 

山陽特殊製鋼技報 山陽特殊製鋼㈱ 鉄鋼 

新日鉄技報 新日本製鉄㈱ 鉄鋼 

R&D神戸製鋼技報 神戸製鋼㈱ 鉄鋼 

神鋼テクノ技報 神鋼テクノ㈱ 鉄鋼 

中山製鋼技報 ㈱中山製鋼所 鉄鋼 

日本製鋼所技報 ㈱日本製鋼所 鉄鋼 

日立金属技報 日立金属㈱ 鉄鋼 

テクニカルレポート ㈱ニッテクリサーチ 鉄鋼 

技術論文 住友金属工業㈱ 鉄鋼 

電気製鋼 大同特殊鋼㈱ 鉄鋼 

アネルバ技報 アネルバ㈱ 電気機器 

KONICA MINOLTA TECHNOLOGY 

REPORT 

コニカミノルタテクノロジーセ

ンター㈱ 

電気機器 

パイオニア技報 パイオニア㈱ 電気機器 

AEW 旭電機㈱ 電気機器 

技報安川電機 ㈱安川電機 電気機器 

沖電気研究開発 沖電気工業㈱ 電気機器 

光電技報 ㈱光電製作所 電気機器 

三菱電機 三菱電機㈱ 電気機器 

SANYO TECHNICAL REVIEW 三洋電機㈱ 電気機器 

Matsushita Technical Journal 松下電器産業㈱ 電気機器 

日置 技報 日置電機㈱ 電気機器 

GS News Technical Report 日本電池㈱ 電気機器 

日本無線技報 日本無線㈱ 電気機器 

富士通ジャ-ナル 富士通㈱ 電気機器 

READOUT HORIBA Technical Reports ㈱堀場製作所 電気機器 

CASIO Disclosure Journal カシオ計算機㈱ 電気機器 

SEMテクニカルレビュー 住友電設㈱ 電気機器 

島田理化技報 島田理化工業㈱ 電気機器 

テクニカルレポート 日本エアーテック㈱ 電気機器 

ニッタン技報 日本タングステン㈱ 非鉄金属 

アイシン技報 アイシン精機㈱ 輸送用機器

いすゞ技報 いすゞ自動車㈱ 輸送用機器

デンソー公開技報 ㈱デンソ- 輸送用機器
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TOYOTA Technical Review トヨタ自動車㈱ 輸送用機器

ヤマハ発動機技報 ヤマハ発動機㈱ 輸送用機器

Koyo Engineering Journal 光洋精工㈱ 輸送用機器

三井造船技報 三井造船㈱ 輸送用機器

〔三菱自動車〕テクニカル レビュー 三菱自動車㈱ 輸送用機器

新明和技報 新明和工業㈱ 輸送用機器

川崎重工技報 川崎重工業㈱ 輸送用機器

日産ディ-ゼル技報 日産ディ-ゼル工業㈱ 輸送用機器

日産技報 日産自動車㈱ 輸送用機器

日産車体技報 日産車体㈱ 輸送用機器

日野技報 日野自動車工業㈱ 輸送用機器

豊田工機技報 豊田工機㈱ 輸送用機器

豊田合成技報 豊田合成㈱ 輸送用機器

HONDA R&D Technical review ㈱本田技術研究所 輸送用機器

技報R&Dレビュー ㈱豊田中央研究所 輸送用機器

MAEテクニカルレポート ふそうエンジニアリング㈱ 輸送用機器

 
１－１－２ 各種大賞  

近のものづくり大賞、先端技術大賞の受賞企業と内容について表２～３に示す。  
 

表２．ものづくり大賞  
部  門  受賞件名 受賞企業名 

1．内閣総理大臣賞    

 製造・生産

プロセス部門 

知能ロボットによる長時間連続機械加工システム ファナック㈱ 

    同  国内繊維産業の復活を目指す「世界初」の「多品

種小ロット織物生産システム」  

㈱片山商店 

京都工芸繊維大学 等 

 製品・技術

開発部門 

世界初エジェクタサイクルの開発・実用化  ㈱デンソー  

    同  水族館の概念を変えたアクリルパネル製作技術の

開発  

日プラ㈱  

 伝統技術の

応用部門 

金銀箔粉の伝統的な製造・表面処理加工技術を

活かした導電塗料用銅粉の開発  

福田金属箔粉工業㈱ 

    同  伝統的毛筆製造技術を応用した新製品”化粧筆”

を開発・提案し、国内外に新市場を開拓  

㈱白鳳堂  

２．経済産業大臣賞    

 製造・生産

プロセス部門 

プロセステクノロジーを用いた金型生産工程の熟

練レス化及び超短納期化の実現  

㈱インクス  
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    同   世界初の大型液晶パネルから液晶テレビまでの一

貫生産を実現したシャープ亀山第１工場建設稼動 

シャープ㈱  

    同   アルミダイカスト低圧化技術確立による生産革新 アイシン軽金属㈱  

    同   硫安フリーのカプロラクタムプロセスの開発とその

工業化  

住友化学㈱ 

(財)工 業 所有 権 協 力センター  

 製品・技術

開発部門  

高度の耐久性と摩擦特性を兼ね備えたオートマチ

ック車用新規クラッチディスクの開発  

㈱ダイナックス  

    同  世界初・ボタン形酸化銀電池の無水銀化技術開

発と商品化  

ソニーエナジー・デバイス㈱ 

    同  廃材ゼロの卓上超小型射出成形機の開発  ㈱新興セルビック  

    同  光触媒技術の開発、多機能タイル・塗料・建材へ

の応用、ライセンス事業  

東陶機器㈱ 

東陶マテリア㈱ 他 

    同  「老朽化した下水道管」を、下水を流しながら新管

同等に蘇らせる管路更生工法の開発  

足立建設工業㈱ 

積水化学工業㈱ 

    同  ハイブリッド自動車搭載ＶＲ形レゾルバシステムの

開発および製品化  

多摩川精機㈱ 

    同  直接変換型フラットパネルＸ線センサの開発  ㈱島津製作所 

シャープ㈱ 他   

    同  創意工夫で医療と福祉に大きく貢献、装着効果を

極限まで追及した画期的な関節装具  

㈱佐喜眞義肢  

 伝統技術の

応用部門  

航空機内装用ＦＲＰに対する金属溶射と漆芸技術

を組み合せた耐火性を持つ美観表面処理  

㈱坂本乙造商店  

    同   日本の伝統的技術を駆使して業界トップクラスの

表面実装機を作り上げた  

アイパルス㈱  

    同   ゲージづくりの伝統技術であるラッピングの技術を

応用した超精密割出台の開発  

㈱第一測範製作所  

    同   和裁士の職人技を使った仕立システムの開発  オープンアイシステムズ㈲ 

    同   泡盛の黒麹菌が生成するクエン酸が主成分の疲

労回復に効くもろみ酢の製造技術 

㈱石川酒造場  

３．特別賞     

 製造・生産

プロセス部門 

世界標準とトレーサビリティの取れた3次元測定機

検証用ゲージ及び新規管理手法の開発  

㈱浅沼技研  

 製品・技術

開発部門  

冷凍すしの凍結障害を独創的技術で克服、小樽

愛のすしを実用化、新市場を切り拓く  

ふうどりーむず㈱  

    同  失敗から生まれたポーラス電鋳はプラスチック成形

で、今や世界が求める物となった  

江南特殊産業㈱  

    同  空気入れのいらない自転車エアハブの開  ㈱中野鉄工所  
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    同  小型・軽量・消費電力削減に貢献するナノめっき接

合技術  

清川メッキ工業㈱  

 伝統技術の

応用部門  

無動力搬送台車 ドリームキャリー：現代によみが

える「からくり」の技術  

アイシン・エィ・ダブリュ㈱  

 
表３．先端技術大賞  

年度 賞 社名 タイトル 

2005 経済産業大臣 ファナック㈱ 
超精密加工機の開発－機械加工でマイクロ～ナ

ノ形状に挑戦－ 

  産経新聞社 東レ㈱ 超高感度 DNA チップの開発 

  フジサンケイ 日本電気㈱ 
データマイニングに基づくセキュリティー・インテリ

ジェンス技術の研究開発 

  特別 キャノン㈱ 
ｱﾓﾙﾌｧｽ酸化物半導体の設計と高性能フレキシ

ブル薄膜トランジスタの室温形成 

2004 フジサンケイ 日本電気㈱ 超高性能メールフィルターの研究開発と商品化 

  特別 キリンビール㈱ 
抗アレルギー効果のある乳酸菌 KW3110 株の発

見と活用 

2003 経済産業大臣 ダイハツ工業㈱ 
インテリジェント触媒の研究開発と実用化－自己

再生型排ガス浄化用自動車触媒 

  産経新聞社 
松下ホームアプラ

イアンス社 

オールメタル対応 IH クッキングヒータの開発と商

品化 

  特別 NEC トーキン㈱ 高出力型大容量プロトンポリマー電池の開発 

  日本工業新聞 ペンタックス㈱ 超薄型デジタルカメラ OptioS に採用された技術 

2002 経済産業大臣 川崎製鉄㈱ 
自動車製造工程でセルフ強化する新高強度熱

延鋼板 

  

 

日本工業新聞 三井化学㈱ 
非金属分子触媒(フォスファゼン触媒）－その機

能と可能性－ 

 
１－１－３ 創造促進法適用会社  

  「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」（２００４年４月～２００５

年３月）の適用を受けた中小企業は約１００００ある。この法律の適用を受けた企業は

かなりのレベルにあり、これらの企業から材料開発に関係しそうな企業を３００程度選

び出した。これらの企業に先進的製品開発事例の有無を問い合わせ、アンケートにご協

力願える企業を選び出した。  
その結果、１１社の協力を得ることができた。  
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１－２ 探索結果  
  技報、ものづくり大賞、先端技術大賞の約１０００件以上の論文を調査し、その内容

から先進製品開発事例に適合できそうな案件を２０１テーマ選出した。  
  その企業名とテーマ名を表４に示す。詳細は資料１参照。  
 

表４．先進製品開発事例候補  
No 開発テーマ名 組織名 出典 

1 介在物形状制御により高疲労強度と被削性を両立

させた合金鋼の開発と製品への適用 

㈱デンソー 

大同特殊鋼㈱ 

まてりあ 

2 いすゞエルフディーゼルハイブリッド社の開発 いすゞ自動車㈱ 技報 

3 中型トラック用次世代トランスミッションの開発、 いすゞ自動車㈱ 技報 

4 マルチリニア接合によるテーラードブランクの量産化 三菱自動車㈱ 技報 

5 熱疲労強度に優れた大中型トラック用ディスクブレー

キローター材の開発 

三菱自動車㈱ 技報 

6 大型トラック用アルミフレームの開発 三菱自動車㈱ 技報 

7 590/780MPa級高延性型鋼板の開発 ㈱本田技術研究所 技報 

8 プロペラ用CFRPハイブリッドシャフト NTN㈱ 技報 

9 コールドエミッション提言のためのHC吸着型三元触

媒技術 

日産自動車㈱ 技報 

10 水素貯蔵システム用BCC固溶体型水素吸蔵合金 日本製鋼所㈱ 技報 

11 先進技術で自動車の低公害化に貢献する三菱ター

ボチャージャ 

三菱重工業㈱ 技報 

12 非調質ボルト用線材 ㈱神戸製鋼所 技報 

13 高耐食性マグネシウム合金被膜の研究 ㈱栗本鉄工所 技報 

14 ハイブリッド車用新型電池システムの開発 トヨタ自動車㈱ 技報 

15 ハイブリッド車向け電動コンプレッサ空調システムの

製品開発 

㈱デンソー 技報 

16 高着火性イリジウムプラグの開発 ㈱デンソー 技報 

17 (オイルパン用耐熱マグネシウム合金の開発） ㈱本田技術研究所 技報 

18 チタン基複合材料製排気エンジンバルブの開発 ㈱豊田中央研究所 技報 

19 超高剛性鋼の開発 ㈱豊田中央研究所 技報 

20 ペロブスカイト型高温用NOx吸蔵材の研究 トヨタ自動車㈱ 技報 

21 アルミブレーキディスクの開発 川崎重工業㈱ 技報 

22 車載用Liイオン電池の開発 トヨタ自動車㈱ 技報 
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23 マフラ用新チタン合金 ㈱神戸製鋼所 技報 

24 過共晶Al-Si合金製オールアルミシリンダの開発 ヤマハ発動機㈱ 技報 

25 急冷凝固粉末アルミニウム押出材による高性能シリ

ンダライナの開発 

ヤマハ発動機㈱ 技報 

26 新しい高温長寿命軸受鋼（STJ2)の開発 NTN㈱ 技報 

27 Ｃｏ，Ｐｂフリー排気バルブシート材 日立粉末冶金㈱ 技報 

28 金属繊維成形品 ニチアス㈱ 技報 

29 介在物形態制御により高疲労強度と被削性を両立

させた合金鋼の開発 

㈱デンソー 

大同特殊鋼㈱ 

まてりあ 

30 鋳造同時接合によるFCDアクスルハウジング 日野自動車㈱ 

福島製鋼㈱ 

モノづくり部品

大賞 

31 センターピラースティフナー 菊池プレス工業㈱ モノづくり部品

大賞 

32 航空機へのFSWの適用 新明和工業㈱ 技報 

33 複合材料の強度評価法の開発と航空機への適用 川崎重工業㈱ 技報 

34 航空機エンジン材料の研究開発 川崎重工業㈱ 技報 

35 GE90-115B エンジンの開発 石 川 島播 磨 重 工 業㈱ 技報 

36 先進金属材料適用研究 石 川 島播 磨 重 工 業㈱ 技報 

37 CMC 材タービン適用研究 石 川 島播 磨 重 工 業㈱ 技報 

38 5083系超塑性アルミニウム合金「アルノービ®・1」エ

アバス社より認定 

古河電気工業㈱ 技報 

39 航空機用低コスト複合材「KMS-6115」  川崎重工業㈱ 技報 

40 アルミ合金製構造物の新規接合法 川崎重工業㈱ 技報 

41 潜水船自動溶接技術 川崎重工業㈱ 技報 

42 超 高 速船 テクノスーパーライナーへの摩 擦 攪 拌 接合 法 の

適 用 

三井造船㈱ 技報 

43 Ti-Alターゲットについて 日本タングステン㈱ 技報 

44 高硬度極細線材シリーズ「ミクロンハード」 ㈱不二越 技報 

45 高速・高精度加工に優れたワイヤ放電加工用電極

線 

日立電線㈱ 銅と銅合金 

46 摩擦攪拌接合（FSW）の銅バッキングプレートへの適

用 

日立電線㈱ 銅と銅合金 

47 オーダーに応じて最適の金型に組み合せる「簡易金

型」の開発 

㈱最上インクス 中小企業研

究センター賞
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48 セラミック・エアー・ノズルの開発 阿波スピンドル㈱ 中小企業研

究センター賞

49 環境負荷低減工具「ATコートハイスエンドミルシリー

ズ」 

日立ツール㈱ モノづくり部品

大賞 

50 高純度タングステン材料の開発 日本タングステン㈱ 技報 

51 超小型「高周波電源ユニット・Ｄシリーズ 島田理化工業㈱ 技報 

52 テーラードブランク材突き合わせにおけるギャップ矯

正機構のFEM解析技術 

日産自動車㈱ 技報 

53 放熱性鋼板「コーベホーネツ」 ㈱神戸製鋼所 技報 

54 めっきを省略した携帯電話用振動子 JFEテクノリサーチ㈱ 技報 

55 高容量で安全性の高いリチウムイオン二次電池用ニ

ッケル系正極材料 

JFEテクノリサーチ㈱ 技報 

56 液晶パネル用アルミニウム合金ターゲット材料 ㈱神戸製鋼所 技報 

57 超電導製品の開発と将来展望 ㈱神戸製鋼所 技報 

58 高性能リチウムイオン二次電池負極用球晶黒鉛 JFE テクノリサーチ㈱ 技報 

59 電解コンデンサ用Nb粉末 JFE テクノリサーチ㈱ 技報 

60 高機能薄膜及びスパッタリングターゲット材料の開発 ㈱神戸製鋼所 技報 

61 ニッケル-水素電池の高性能化 ㈱豊田中央研究所 技報 

62 ハイブリッド電気自動車用高性能リチウムイオン電

池 

三菱自動車㈱ 技報 

63 高強度バネ用リン青銅F5248の開発 古河電気工業㈱ 技報 

64 高機能性銅合金線材「C194W」 古河電気工業㈱ 技報 

65 高導電リードフレーム用銅合金「EFTEC®-45」 古河電気工業㈱ 技報 

66 鉛フリーはんだめっき ㈱フジクラ 他 技報 

67 フレキシブルＣＩＳ薄膜太陽電池 松下電器産業㈱ 技報 

68 鉛フリーはんだ技術と実用化推進 松下電器産業㈱ 技報 

69 メタノール燃料電池 ㈱日立製作所 技報 

70 高多層用高ＴｇＦＲ－４材料 日立化成工業㈱ 技報 

71 ＰＥＴ装置用Ｚｒ添加ＧＳＯ：Ｃｅ単結晶 日立化成工業㈱ 技報 

72 超高密度スパッタリングターゲット用ITO 粉末 住友化学㈱ 技報 

73 電磁波吸収材料 住友電気工業㈱ 技報 

74 全有機金属原料ＯＭＶＰＥ法による大面積、超高効

率太陽電池 

住友電気工業㈱他 技報 

75 高性能焼結軟磁性材料 住友電気工業㈱ 技報 
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76 高分解能、広帯域複合圧電材料 住友電気工業㈱ 技報 

77 ビスマス系超電導線材 住友電気工業㈱ 技報 

78 リチウム二次電池用薄膜負極材 住友電気工業㈱ 技報 

79 イットリウム系酸化物超電導線材 ㈱フジクラ 技報 

80 ハイパワー大型熱電モジュール 古河電気工業㈱他 技報 

81 大口径ＧａＮ単結晶基板 住友電気工業㈱ 技報 

82 ＶＢ法による４インチＦｅドープＩｎＰ基板 住友電気工業㈱他 技報 

83 超高速、高均一、高信頼性特性を有するＩｎＰ／ＩｎＧ

ａＡｓ ＨＢＴの開発 

住友電気工業㈱ 技報 

84 長寿命ＺｎＳｅ白色ＬＥＤの開発 住友電気工業㈱ 技報 

85 移動体通信端末機器用メタルドーム ㈱フジクラ 技報 

86 ナノ分散による高機能絶縁材料 東芝ライテック㈱ 技報 

87 可視光応答形光触媒の応用製品 東芝ライテック㈱ 技報 

88 高効率圧電単結晶材料 ㈱東芝 技報 

89 ホログラム記録用LiNbO3, LiTaO3単結晶の開発  パイオニア㈱ 技報 

90 マグネシウム振動板の開発 東北パイオニア㈱ 技報 

91 Ｃｕ配線用の高選択性バリアメタル用ＣＭＰスラリ 日立化成工業㈱ 技報 

92 次世代パッケージ基板用ビルドアップ材料ＡＳ‐１１Ｇ 日立化成工業㈱ 技報 

93 有機ＥＬ向け平坦ＩＴＯ膜形成用ターゲットの開発 東ソー㈱ 技報 

94 貴金属ストライプめっき条 古河電気工業㈱ 技報 

95 電子機器用高性能銅合金線/棒

「EFTEC®-98W/-98BD」 

古河電気工業㈱ 技報 

96 金属ナノ粉末を用いた導電材料の開発 住友電気工業㈱ 技報 

97 耐熱性に優れた電気電子部品用新めっき「アドバン

ストリフロー」 

同和鉱業㈱他 銅と銅合金 

98 高強度銅合金箔 日鉱金属㈱ 銅と銅合金 

99 電子機器用Cu-Fe系合金C194線材 古河電気工業㈱ 銅と銅合金 

100 低熱膨張銅複合材（L-COP） 日立電線㈱ 銅と銅合金 

101 高強度コルソン合金 日鉱金属㈱ 銅と銅合金 

102 GIGALLOYの開発 日鉱金属㈱ 銅と銅合金 

103 金属ｶﾞﾗｽﾊﾟｲﾌﾟを用いた高感度ｺﾘｵﾘ流量計の開発 ㈱真壁技研 他 まてりあ 

104 2.4GHz帯用超小型チップアンテナ 太陽誘電㈱ モノづくり部品

大賞 
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105 テレビ電話版MPEG-4モジュール 大日本印刷㈱ モノづくり部品

大賞 

106 次世代知能ロボット用測域センサ「URG」シリーズ 北陽電機㈱ 他 モノづくり部品

大賞 

107 情報・通信機器用電線・ケーブル 日立電線㈱ 技報 

108 知能ロボットによるロボット組立システム ファナック㈱ 日 経 も の づ く り

大 賞 

109 知能ロボットによる長時間連続機械加工システム ファナック㈱ 日 経 も の づ く り

大 賞 

110 製鉄プロセスロールへの高速フレーム溶射の応用 ㈱フジコー 技報 

111 6価クロムフリー軸受用シールドの開発 光洋精工㈱ 技報 

112 工作機械の動向と軸受け技術 日本精工㈱ 技報 

113 高性能表面改質ボール「DSボール」の開発 日本精工㈱ 技報 

114 プラズマ CVD とイオン注入技術を用いた高密着ダ

イヤモンドライクカーボン膜の作製 

石 川 島播 磨 重 工 業㈱ 技報 

115 水冷式インバータの開発 ㈱安川電機 技報 

116 太陽光発電システム用パワーコンディショナー 三洋電機㈱ 技報 

117 現代制御理論で作動するロボットの開発とTABハン

ドラの事業化 

櫻井精技㈱ 中小企業研

究センター賞

118 全面縁なし印刷の可能なデジタルフォトプリンタの開

発 

㈱ウェッジ 中小企業研

究センター賞

119 高精度金型加工用ボールエンドミル「モールドマイス

ターボール」 

㈱不二越 モノづくり部品

大賞 

120 コンクリート床版における膨張材効果の評価方法に

関する考察 

駒井鉄工㈱ 技報 

121 粗面化処理を省略するZn/Al溶射技術と鋼橋への

適用 

石 川 島播 磨 重 工 業㈱ 技報 

122 アモルファス合金溶射を用いた伸縮装置のすべり止

工法 

㈱横河ブリッジ 技報 

123 原子力機器適用のための鉛ビスマス冷却材技術を

開発 

三井造船㈱ 技報 

124 磁気スケール用ＭｎＡｌ磁石 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

125 高温で高い磁束密度を有するＭｎ－Ｚｎフェライトの

開発 

日立金属㈱ 技報 

126 ＳＥＭ法による大気中アスベスト分析 ㈱ニッテクリサーチ 技報 

127 耐熱性・耐高温酸化性が必要な部材用の溶射技術 石 川 島播 磨 重 工 業㈱ 技報 
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128 油圧ポンプ・モータ摺動部品の材料と表面処理技術 川崎重工業㈱ 技報 

129 JRリニアモーターカー用分岐装置 神鋼テクノ㈱ 技報 

130 高効率蒸気タービン用新材料“FENIX-700” ㈱日立製作所 技報 

131 高温ガスタービン用単結晶合金材料“YH61” ㈱日立製作所 技報 

132 ナノコンポジットイオンゲルを用いた色素増感太陽電

池 

㈱フジクラ 他 技報 

133 色素増感太陽電池 ㈱フジクラ 技報 

134 燃料電池用チタン系耐食金属セパレータ材 日立電線㈱ 技報 

135 リチウムイオン二次電池用窒化物負極材料 松下電器産業㈱他 技報 

136 高エネルギー密度型リチウム二次電池用Sn-Ni合金

負極板の開発 

日本電池㈱ 技報 

137 PEFC用超少量Pt-Ru二元合金触媒担持ガス拡散

電極の開発 

日本電池㈱ 技報 

138 スーパー省エネ可変速インバータードライブの開発 安川電機（株） 技報 

139 燃料電池用チタン系耐食金属セパレータ材 日立電線(株） 技報 

140 赤外透光性緻密質ＺｎＳ焼結体 住友電気工業㈱ 技報 

141 湿気硬化型樹脂を用いたプレグラウト型ＰＣ鋼より線 住友電気工業㈱他 技報 

142 多段触媒燃焼式遠赤外線ヒーター「ｴｺﾚｲﾋｰﾀｰ」 新日本石油㈱ 技報 

143 高性能内面溝付管の開発 古河電気工業㈱ 伸 銅 技術 研 究

会 誌 

144 細径管を用いたCO2ヒートポンプ用銅製熱交換器 ㈱神戸製鋼所 銅と銅合金 

145 マルチパス方式によるCO2ヒートポンプ用高性能熱

交換器 

㈱コベルコマテリアル

銅管 

銅と銅合金 

146 真空機器用新ろう材 ㈱東芝 まてりあ 

147 Crによるすべり変形抑制を活用した深絞り性に優れ

る高強度フェライト系ステンレス鋼板 

JFEスチール㈱ まてりあ 

148 チタン合金製ボルト「DATボルト」 日星精工㈱ チタン 

149 異種材成形技術による精密成形製品 ㈱三琇プレシジョン 中小企業研

究センター賞

150 軸継ぎ手「サーボフレックス」 三木プーリ㈱ モノづくり部品

大賞 

151 小型マッサージ器、マッサージチェアの開発 大東電機工業㈱ 中小企業研

究センター賞

152 クリーンルーム向けボールベア－ ㈱井口機工製作所 モノづくり部品

大賞 
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153 iBEATディスチャージポンプ式フューエルインジェクシ

ョンシステム 

㈱ミクニ モノづくり部品

大賞 

154 回転摩擦装置「ガイアドライブ」 東洋プレス工業㈱ モノづくり部品

大賞 

155 Cスリーブリニアウェイ・フリーコンビネーション仕様 日本トムソン㈱ モノづくり部品

大賞 

156 大型セラミックスとエアー軸受案内 ㈱ソディックニューマ

テリアル 

モノづくり部品

大賞 

157 破砕解体機SRC90 ㈱坂戸工作所 モノづくり部品

大賞 

158 高炭素鋼線の組織制御と高強度化 新日本製鉄㈱ 技報 

159 被削性に優れた高強度高周波焼き入れ用鋼 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

160 冷間ダイス鋼「ＱＣＭ］シリーズ～ＱＣＭ８，ＱＣＭ７，Ｑ

ＣＭ１０～ 

山陽特殊製鋼㈱ 技報 

161 ＣＭＡＸ快削鋼ＣＳシリーズ 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

162 高強度インバー合金 ＩＮＶＡＲ－Ｚ３、ＩＮＶＡＲ－Ｈ３ 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

163 定ひずみ鋼の開発 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

164 ＰｂフリーＭｇ－Ｃａ－Ｓ快削鋼の開発 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

165 ＳＵＳ304の被削性および耐食性に及ぼす酸化物の

影響 

山陽特殊製鋼㈱ 技報 

166 高効率廃棄物発電ボイラ用ステンレス鋼管ＱＳＸ５ 山陽特殊製鋼㈱ 技報 

167 大同特殊鋼，多量の窒素を添加することで「世界最

高」の耐食性を実現した高硬度ステンレス鋼 

大同特殊鋼㈱ インターネット

168 Pbフリー快削Al合金KS28，KS69 古河電気工業㈱ 技報 

169 シャフト炉による電子管用無酸素銅の製造技術確立 古河電気工業㈱ 技報 

170 耐食ステンレス系金属多孔体 住友電気工業㈱ 技報 

171 高強度マグネシウム合金ワイヤ 住友電気工業㈱他 技報 

172 高強度ステンレス鋼線 住友電気工業㈱他 技報 

173 耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線 住友電気工業㈱ 技報 

174 金属ナノ粉末を用いた導電材料 住友電気工業㈱ 技報 

175 極低鉄損焼結軟磁性材料の開発 住友電気工業㈱ 技報 

176 金属ナノ粒子 ㈱フジクラ 技報 

177 SCRによる無酸素銅荒引線及び銅合金荒引線 三菱マテリアル㈱ 伸 銅 技術 研 究

会 誌 

178 鉛フリー銅合金「エコブラス」 三宝伸銅工業㈱ 銅と銅合金 
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179 強度，耐食性，耐熱性を兼備する高窒素オーステナ

イト系ステンレス鋼「DSN9」 

大同特殊鋼㈱他 まてりあ 

180 多機能新チタン合金‘ゴムメタル’の開発 ㈱豊田中央研究所 まてりあ 

181 高機能チタン合金Super-TIX800 新日本製鐵(株) チタン 

182 超磁歪センサ・アクチュエータ TDK株 モノづくり部品

大賞 

183 天然ガス輸送管用高靭性クラッド鋼板の開発 ㈱日本製鋼所 技報 

184 窒化用鋼ＭＡＣ24及びＮＴ100、ＮＴ200の窒化特性の

改善 

三菱製鋼㈱ 技報 

185 超微細粒熱延鋼板の製造を可能とした偏芯異径駆

動圧延設備の開発 

㈱中山製綱 技報 

186 光触媒酸化チタン塗料 大日本塗料㈱ 技報 

187 非酸化物系ナノ構造セラミックスの開発 住友電気工業㈱ 技報 

188 高強度反応焼結炭化ケイ素セラミックス ㈱東芝 技報 

189 ガラス用光触媒コーティング材 松下電器産業㈱ 技報 

190 マグネシウム合金用塗装前処理システム「マグダイン

SF-950システム」 

日本ペイント㈱ 技報 

191 超音波技術を応用した各種製品の開発 本多電子（株） 技報 

192 可視光線応答型酸化チタン光触媒 住友化学㈱ 技報 

193 ボンディング光輝粉体塗料「多彩ビリューシアメタフィ

ール」 

日本ペイント㈱ 技報 

194 ニッケルフリー白色銅合金の開発と金属ファスナー

への応用 

YKK㈱ 他 まてりあ 

195 大 型 コンテナ船 用 入 熱 溶 接 型 YP355-460MPa級 鋼

板及び溶接材料 

㈱神戸製鋼所 技報 

196 残留応力制御型TMCP鋼板の開発と有効性検証 ㈱神戸製鋼所 技報 

197 ディーゼルエンジン用鋳鋼製クランク軸へのロール加

工法の適用 

㈱神戸製鋼所 技報 

198 船舶用高強度Al-Mg系」アルミニウム合金と耐食性 ㈱神戸製鋼所 技報 

199 高力ケーブルの開発 東邦チタニウム㈱ ホームページ

200 超微粉ニッケルの開発 東邦チタニウム㈱ ホームページ

201 イリジウムコーティングレニウム製放射冷却ロケットエ

ンジン 

NASA NASA 

データベース 
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 １－３ アンケート先テーマの選定  
  技報及びものづくり大賞等のテーマ２００件からアンケートの対象とするテーマを委

員会で選出した。アンケートの有効数を大企業で２０件以上、中小企業で１０件以上の

合計３０件を目標として設定した。回答の歩留まりを大企業５０％、中小企業８０％と

設定した。中小企業は事前アンケート及び電話で協力を確認していることから回答率を

大きくした。  
  なお、大企業のテーマの中には中小企業（資本金１億円以下または従業員３００人以

下）に相当するものが４件あったため中小企業は事前アンケートの１１件とこの４件の

合計１５件を対象とした。大企業は４０件を対象として選出した。  
  技報及びものづくり大賞等からのテーマ選出は対象とする全分野は選出することとし

たが、論文の数が自動車分野、電気電子機器分野に集中しており、これらの分野からの

選出数が多くなった。  
  分野は自動車、航空機、船舶、工具、電気機器、ロボット、工作機械、その他（プラ

ント等）、素材（シーズ＝商品の構成要素として採用されていない）に分けた。  
  選出した大企業の案件は表５の通りである。また中小企業を表６に示した。  
 

表５．２次調査対象テーマ  

No. 開発テーマ名 組織名 回答

1 
介在物形状制御により高疲労強度と被削性を両

立させた合金鋼の開発と製品への適用 

㈱デンソー           

大同特殊鋼㈱ 
○ 

2 マルチリニア接合によるテーラードブランクの量産化 三菱自動車工業㈱   

3 
水素貯蔵システム用 BCC 固溶体型水素吸蔵合金

㈱日本製鋼所 ○ 

4 高耐食性マグネシウム合金被膜の研究 ㈱栗本鉄工所 ○ 

5 
オイルパン用耐熱マグネシウム合金の開発 

㈱本田技術研究所 ○ 

6 チタン基複合材料製排気エンジンバルブの開発 ㈱豊田中央研究所 ○ 

7 超高剛性鋼の開発 ㈱豊田中央研究所   

8 マフラ用新チタン合金 ㈱神戸製鋼所 ○ 

9 
急冷凝固粉末アルミニウム押出材による高性能シ

リンダライナの開発 
ヤマハ発動機㈱   

10 GE90-115B エンジンの開発 石川島播磨重工業㈱   

11 CMC 材タービン適用研究 石川島播磨重工業㈱   
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12 
5083 系超塑性アルミニウム合金「アルノービ®・1」エ

アバス社より認定 
古河電気工業㈱ ○ 

13 アルミ合金製構造物の新規接合法 川崎重工業㈱ ○ 

14 
超高速船テクノスーパーライナー(TSL)への摩擦攪

拌接合法の適用 
三井造船㈱   

15 高硬度極細線材シリーズ「ミクロンハード」 ㈱不二越   

16 
高速・高精度加工に優れたワイヤ放電加工用電極

線 
日立電線（株） ○ 

17 セラミック・エアー・ノズルの開発 阿波スピンドル（株）   

18 
環境負荷低減工具「AT コートハイスエンドミルシリ

ーズ」 
日立ツール㈱ ○ 

19 液晶パネル用アルミニウム合金ターゲット材料 ㈱神戸製鋼所 ○ 

20 電解コンデンサ用 Nb 粉末 JFE ミネラル㈱   

21 ＰＥＴ装置用Ｚｒ添加ＧＳＯ：Ｃｅ単結晶 日立化成工業㈱ ○ 

22 ビスマス系超電導線材 住友電気工業㈱   

23 金属ナノ粉末を用いた導電材料の開発 住友電気工業㈱ ○ 

24 
高強度コルソン合金 

日鉱金属㈱ ○ 

25 電子情報・通信機器用の高機能材料 日立電線㈱  

26 知能ロボットによるロボット組立システム ファナック㈱   

27 
プラズマ CVD とイオン注入技術を用いた高密着ダ

イヤモンドライクカーボン膜の作製 
石川島播磨重工業㈱ ○ 

28 
高精度金型加工用ボールエンドミル「モールドマイ

スターボール」 
㈱不二越   

29 燃料電池用チタン系耐食金属セパレータ材 日立電線㈱  ○ 

30 
PEFC 用超少量 Pt-Ru 二元合金触媒担持ガス拡

散電極の開発 
日本電池㈱   

31 
高強度インバー合金 ＩＮＶＡＲ－Ｚ３、ＩＮＶＡＲ－Ｈ３

山陽特殊製鋼㈱ ○ 

32 
ＰｂフリーＭｇ－Ｃａ－Ｓ快削鋼の開発 

山陽特殊製鋼㈱ ○ 
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33 耐食ステンレス系金属多孔体 住友電気工業㈱ ○ 

34 高強度マグネシウム合金ワイヤ 
住友電気工業㈱       

住友電ｴｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ㈱ 
○ 

35 耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線 住友電気工業㈱ ○ 

36 極低鉄損焼結軟磁性材料の開発 住友電気工業㈱ ○ 

37 
多機能新チタン合金‘ゴムメタル’の開発 

(株)豊田中央研究所 ○ 

38 
大型コンテナ船用大入熱溶接型 YP355-460MPa

級鋼板及び溶接材料 
㈱神戸製鋼所   

39 
残留応力制御型 TMCP 鋼板の開発と有効性検証

㈱神戸製鋼所 
○ 

40 
ディーゼルエンジン用鋳鋼製クランク軸へのロール

加工法の適用 
㈱神戸製鋼所 

○ 

41 
船舶用高強度 Al-Mg 系アルミニウム合金と耐食性

㈱神戸製鋼所 
○ 

42 高力ケーブルの開発 タツタ電線㈱ ○ 

43 ニッケル超微粉末 東邦チタニウム㈱ ○ 

回収    28／43 
 
 

表６．中小企業のテーマ  

No. 開発テーマ名 組織名 回答

1 マグネシウム合金鋳造技術の開発と用途開発 協同組合菊水フォージング ○ 

2 
難破砕材料の１パス超微粉砕による新素材及び軽

量超微粉貴金属の製造 
ナノケミカルジャパン㈱ 

○ 

3 新規分野への新材料採用に際しての課題克服事例 ㈱光 エネルギー応 用 研 究 所  ○ 

4 定比組成ニオブ酸リチウムタンタル酸リチウム結晶 ㈱オキサイド ○ 

5 単分散導電微粒子の合成 ピアテック㈲ ○ 

6 
ハニカム材セルに発砲体を充填した複合材の性能測

定及び産業上の応用加工研究 
㈲純正 

○ 

7 光分子デバイス装置 ㈱太陽光研究所 ○ 
8 コンクリート用ダイヤ切削工具の開発 ユニカ㈱ ○ 

9 基板の保護方法 サスティナブル・テクノロジー㈱ ○ 
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10 超高精度トルク伝達極細線 ㈱モノベエンジニアリング ○ 
11 マグネシウム系金属薄板の製造方法及び製造装置 権田金属㈱ ○ 
12 センターピラースティフナー 菊池プレス工業㈱  

13 
金属ガラスパイプを用いた高感度コリオリ流量計の開

発 

RIMCOF            

東京計装㈱他         
○ 

14 
現代制御理論で作動するロボットの開発と TAB ハン

ドラの事業化 
櫻井精技（株）  

15 回転摩擦装置「ガイアドライブ」 東洋プレス工業㈱  ○ 

    回収    13／15 
 
第２章 アンケートの方式  
 
 ２－１ アンケートの基本的な考え方 

アンケートの内容を構築するに当たり、企業の技術開発において何が重要で、何

を求めているかを過去に弊財団法人が調査した結果をもとに列記すると 

（１）部外、社外シーズ（大学等）の活用 

・開発スピードが要求されるので、社外シーズの探索、提携する。 

・工法とのコラボレーション、異分野とのシナジー効果 

・ニーズは見えているが技術力が不足または人材不足。 

（２）ニーズとシーズのマッチングが重要 

・ニーズとシーズの連結、ユーザーとの検討。 

・顧客に密着して情報収集、情報整理。 

・研究段階でのユーザーとのアプローチ、ユーザー仕様の明確化。 

・客先ニーズに基づいた得意分野の材料開発に特化。 

・コア技術のプレゼン。 

・材料に規格値が顧客から明らかにされない場合があり、開発上のネックになる。 

・マーケティング力が不足している。 

・潜在ニーズの掘り起こし。 

・用途展開が難しい。材料の限界なのか、用途が見つけられないせいか。 

・広く使用してもらうための方法が分からない。 

・用途展開が困難。分野ごとに要求が異なる。ＨＰへの掲載、展示会でのＰＲ等必要。 

・先端材料研究は対象市場が経営されるまでの時間がかかるため参入の次期判断が難し

い。（早ければ①息切れ、②方向が見えない等による効率化不良、遅ければ参入不可な

どの問題有り） 

・ニーズの変化に直ぐに対応出来ない。 

・ニーズが多様化している。 

・シーズはできてもニーズにいたらず。他社からのアドバイス要。 

（３）公的資金の活用の希望 

・自社シーズをいかにしてニーズに結びつけるか。材料評価がポイントになる。公的プ
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ロジェクト参加による効果は大きい。 

・世代の大型製品に結びつくような先端研究は企業内では行えない。 

（４）国の施策への提言 

・国プロはシーズの確立と可能性の証明までで良い。 

・先端的、基礎的分野への支援、ものつくり技術への支援 

国としての計画性、方向性の提示。具体的なガイドラインの提示。早めの方向性のア

ナウンス 

・国の材料分野における政策内容が不明。 

・質の向上、分野の連携、学生の増加など目標を明記して具現化を。 

・現状調査と公開、開発情報の提示、注力材料分野へのバックアップ。 

・国の成果の未活用な部分をオープン化して使用可能に。 

・国による情報（ニーズ）取組施策 

・材料を評価する公的機関の充実、統一した規定、日本主導の規格作り、素材共通定価  

表 

・新材料の使用基準やマニュアル化、シーズの紹介システムの充実 

・横断的な研究プロジェクトの推進。 

・ベンチャー的な実証化への助成。 

・中小企業のような裾野まで、積極的な開発が行えるように助成。 

・新製品の実用化の段階での支援。 

・新素材の開発と市場ニーズの融合がもっと早められる方策。 

・先端研究に着手しやすい環境作り（研究設備が使いやすい環境）。 

・産官学による研究体制充実、公的資金枠の増加。 

・素材メーカーと完成品メーカーの対等な共同開発基盤つくり。 

・税制のさらなる優遇。 

 等である。これらの意見が引き出させ、どこに問題があるかを明確にする。 

 また、技術開発を行う上で 大のポイントは難題に直面したときにいかにしてそれを

ブレークスルーしたかである。材料開発からそれを応用した商品化までには①基礎研究

開発フェーズ②製造技術開発のフェーズ③商品化のフェーズに大きく分けることができ

る。これらの各フェーズにおけるブレークスルーポイントを問うこととする。 

 さらには回答率を上げるため、極力択一方式とし、統計的手法を取り入れた集計を考

慮に入れて作成する。 

 

２－２ アンケートの内容 

 アンケートの内容を下記に示す。 

  

(1)調査対象の確認 

 今回お尋ねする材料開発成功事例は、貴社が事前調査にお答えいただいた下記テーマに

関するものです。 

 テーマ名:   
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・Ａ：製品の核となる材料名(金属、合金、無機材料名)を記載してください。 

 

 

・Ｂ：対象となる製品名(貴社が販売する 終製品あるいは部品名)を記載してください。 

 

 

 

(2)分野(複数選択可) 

 今回の調査対象となった材料が使用される製品分野を選択してください。 

 ①自動車 ②航空機 ③船舶 ④工具 ⑤電気機器 ⑥ロボット ⑦工作機械 

 ⑧シーズ(素材) ⑨その他（     ）  

 

(3)開発のフェーズ(複数記載可) 

・上記材料Ａの研究期間（研究室レベルでの取組み） 

 ①１年未満 ②１－３年 ③３－５年 ④５－７年 ⑤７年以上 ⑥不明 

 上記②～⑤を選択した場合、研究に時間を要した理由をお教えください。 

 

 

・上記材料Ａの製造技術開発期間（実機レベルでの取組み） 

 ①１年未満 ②１－３年 ③３－５年 ④５－７年 ⑤７年以上 ⑥不明 

 上記②～⑤を選択した場合、技術開発に時間を要した理由をお教えください。 

 

 

・上記製品Ｂの商品化期間（製品化から事業化できるまで） 

 ①１年未満 ②１－３年 ③３－５年 ④５－７年 ⑤７年以上  

 ⑥シーズ型のため未だニーズを見出せていない。 

 上記②～⑤を選択した場合、商品化に時間を要した理由をお教えください。 

 

 

 

(4)テーマ選定 

・テーマの性格 

 ①ニーズ型  ②シーズ型 

・テーマの発案者 

 ①社内 ②他社 ③外部有識者 ④その他（         ） 

・テーマの選定権限 

 ①役員レベル ②部長レベル ③課長レベル ④その他（         ） 

・共同研究者の有無 

 ①なし ②ユーザー ③同業者 ④学・官 ⑤その他（         ） 
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(5)市場性 

・市場の有無 

 ①新規市場開拓 ②既存市場への投入 

・先発か後発か?:上記②を選択した場合 

 ①先発 ②同時 ③後発 ④不明 

・市場規模 

 ①５０００万円／年未満 ②５０００～１億円 ③１～１０億円 

 ④１０～１００億円 ⑤１００億円以上 ⑥不明 

・市場のシェア 

①１０％未満 ②１０～２０％ ③２０～３０％  

④３０～４０％ ⑤４０％以上 ⑥不明  

 

(6)材料開発の背景 

・事業戦略上の位置付け 

 ① 重要課題 ②重要課題 ③明確でなかった ④不明 

・研究開始時の事業環境 

 ①厳しかった ②余裕があった ③不明 

 

(7)材料開発の目標 

・目標の明確さ 

 ①設定目標が数値化され具体的であった。 

 ②目標はあるもののあいまいな表現であった。 

 ③目標は定められていかった。 

 ④不明 

・目標の方向性(複数選択可) 

 ①既存材料を性能面(機械特性、化学特性、品質、寿命等)で凌駕する。 

 ②既存材料を環境面(環境規制対応等)で凌駕する。 

 ③既存材料をコスト面で凌駕する。 

 ④その他（         ） 

 

(8)技術評価 

・競合他社製品に対する技術的優位性 

 ①優位 ②同等 ③劣る ④不明 

・技術の新規性 

 ①新規性大 ②多少の新規性あり ③特に新規性はない ④不明 

・特許出願件数:（         ）件 

 

(9)開発環境 

研究開発体制 

・担当研究者数 
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 ①１人 ②１－５人 ③５－１０人 ④１０－４９人 ⑤５０人以上 ⑥不明 

・全社研究者数 

 ①１人 ②１－５人 ③５－１０人 ④１０－４９人 ⑤５０人以上 ⑥不明 

研究推進体制 

・研究進捗管理 

 ①研究者の裁量に任された。 

 ②研究管理者のトップダウン。 

 ③研究者と管理者の話し合いで決定する。 

 ④その他（         ） 

 

(10)公的資金 

・研究開発費の総額 

①１００万円未満 ②１００～５００万円 ③５００～１０００万円 

④１０００－５０００万円 ⑤５０００万－１億円 ⑥１億円以上 

・公的支援 

 ①なし ②あり 

 上記②を選択した場合 

 ⅰ)プロジェクト名、助成事業名等を記入してください。 

    

 

 ⅱ)研究開発費に占める公的資金の割合 

①１０％未満 ②１０～２０％ ③２０～３０％ ④３０～４０％ ⑤４０％以上 

 

（11)産学連携について 

産学連携事業の場合下記にご回答ください。 

・産学連携名等を記入してください。 

    

 

・資金の支援 

 ①なし ②あり 

 上記②を選択した場合、究開発費に占める支援資金の割合 

①１０％未満 ②１０～２０％ ③２０～３０％ ④３０～４０％ ⑤４０％以上 

・人的支援 

 ①なし ②あり 

 上記②を選択した場合、期間、人員数等具体的支援内容を記入してください。 

 

 

(12)苦労した点(複数選択可) 

 研究着手から製品化(商品化)に至るまでの間で、苦労された項目がありましたら選択し

てください。 
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 研究期間 製造技術開発期間 商品化期間 

 

技術面 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

 

資金面 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

 

人材面 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

 

スケジュール管

理 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

 

実施組織・体制 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

①困難を極めた。 

②多少苦労した。 

③容易であった。 

 項目選択では表現しきれない部分についてはコメントを記載してください。また、上記

①を選択した中で、特に苦労した点について具体的にコメントできるものがありましたら

ご記載ください。 

ⅰ)研究期間中に苦労した点 

 

 

ⅱ)製造技術開発期間中に苦労した点 

 

 

ⅲ)商品化期間中に苦労した点 

 

 

 

(13)いかにしてブレークスルーしたか 

・ブレークスルーを必要とした期間(複数選択可) 

 ①研究期間 ②製造技術開発期間 ③商品化期間 ④なし 

・ブレークスルーを必要とした技術(複数選択可):上記④以外を選択した場合 

  ①要素技術  ②スケールアップ  ③生産技術 

  ④運転管理・メイテナンス技術  ⑤システム化技術  ⑥その他 

 選択した項目について具体的にご記載ください。 

 

 

 

 

 

 

 

項目  期間  
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・ブレークスルーができたきっかけ(複数選択可) 

研究期間 製造技術開発期間 商品化期間 

①第 3 者のアドバイス 

ⅰ)社内 

ⅱ)社外共同研究者 

ⅲ)学・官有識者 

ⅳ)他(*) 

①第 3 者のアドバイス 

ⅰ)社内 

ⅱ)社外共同研究者 

ⅲ)学・官有識者 

ⅳ)他(*) 

①第 3 者のアドバイス 

ⅰ)社内 

ⅱ)社外共同研究者 

ⅲ)学・官有識者 

ⅳ)他(*) 

②国の技術支援 ②国の技術支援 ②国の技術支援 

③国の資金支援 ③国の資金支援 ③国の資金支援 

④国の人材支援 ④国の人材支援 ④国の人材支援 

⑤材料・製品のスペックの見

直し 

⑤材料・製品のスペックの見

直し 

⑤材料・製品のスペックの見

直し 

⑥新しい知見を得た。 

ⅰ)インターネット 

ⅱ)文献 

ⅲ)他(*) 

⑥新しい知見を得た。 

ⅰ)インターネット 

ⅱ)文献 

ⅲ)他(*) 

⑥新しい知見を得た。 

ⅰ)インターネット 

ⅱ)文献 

ⅲ)他(*) 

⑦新 しい ハ ード ウェ ア の導

入(*) 

⑦新 し いハ ード ウ ェア の 導

入(*) 

⑦新 し いハ ード ウ ェア の 導

入(*) 

⑧新 しい ソ フト ウェ ア の導

入(*) 

⑧新 し いソ フト ウ ェア の 導

入(*) 

⑧新 し いソ フト ウ ェア の 導

入(*) 

⑨ブレインストーミング、デ

ィスカッション 

⑨ブレインストーミング、デ

ィスカッション 

⑨ブレインストーミング、デ

ィスカッション 

⑩ひらめき ⑩ひらめき ⑩ひらめき 

⑪試行錯誤 ⑪試行錯誤 ⑪試行錯誤 

⑫その他(*) ⑫その他(*) ⑫その他(*) 

 項目選択では表現しきれない部分についてはコメントを記載してください。また、(*)

を選択した場合、具体的にご記載ください。 

ⅰ)研究期間中のブレークスルーができたきっかけ 

 

 

ⅱ)製造技術開発期間中のブレークスルーができたきっかけ 

 

 

ⅲ)商品化期間中のブレークスルーができたきっかけ 

 

 

 

(14)今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと 

・公的機関に実施して欲しい支援策（複数選択可） 
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  ①技術的支援  ②人的支援  ③経済的支援  ④その他  ⑤不要 

 ①～④を選択した場合、具体的な希望を記載してください。また⑤を選択した場合、そ

の理由をご記載ください。 

 

 

 

(15)今後材料開発を加速する上で望まれるシステム 

 開発を加速する上でどのような公的システムが必要とお考えでしょうか。 

・データベース 

 ①熱力学 ②材料物性(合金、熱、光) ③機械特性 ④電気特性  

 ⑤研究者 ⑥公的評価・分析機関 ⑦その他（         ） 

・シミュレーションモデル 

 ①合金設計 ②材料物性 ③機械特性 ④ＬＣＡ評価 ⑤その他（         ） 

・その他 

 ①ニーズ・シーズのマッチングシステム ②技術者養成システム ③人材バンク 

 ④設計・分析・評価機器・解析ソフト等の貸し出し ⑤その他（         ） 

 その他に具体的な希望がありましたらご記載ください。 

 

 

 

(16)成功者からのメッセージ   

 成功体験を踏まえて、材料開発に携わっている個人・団体への応援メッセージがありま

したらご記載ください。 
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 ２－３ 案内文 

  アンケート先への案内文を示す。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成１８年１月 

株式会社＊＊＊＊＊ 

 代表取締役 

 ＊＊ ＊＊ 殿 

財団法人 金属系材料研究開発センター 

専務理事 小島 彰 印 

〒105-0003              

東京都港区西新橋 1-5-11 第 11 東洋海事ビル 6F 

TEL03-3592-1282  FAX03-3592-1285   

 http://www.jrcm.or.jp/        

 

 

「先進製品（材料）開発事例調査研究」に係る 

アンケート調査協力のお願いについて 

 

拝啓  時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 

弊財団法人金属系材料研究開発センター（ＪＲＣＭ）は経済産業省の外郭団体

であり、金属を中心とする材料の研究開発を産官学連携により実施するわが国の

中核的実施機関であります。 

 このたびＪＲＣＭでは、社団法人日本機械工業連合会から委託を受け、先進的

な製品用材料開発の成功事例について調査・研究を実施しております。 

 本調査・研究は、先進的な製品用材料を開発するに際して直面する様々な障害

や課題を克服したご経験のある企業の方々に、経験の一端をご披露いただき、今

後の先端的技術開発の推進に役立てるとともに、国の施策立案に反映させる資料

としたいと考えております。 

つきましては、御多忙中誠に恐縮ではございますが、本調査の趣旨についてご

理解賜り、何卒アンケート調査にご協力下さいますよう宜しくお願い申し上げま

す。 

敬具  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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 我が国の材料分野は高い技術力に支えられ多くの高機能材料を生み出していますが、先

進製品に用いられる材料の分野では、材料～部品～製品へと至る過程において、必ずしも

ニーズに合致した材料が必要なタイミングで供給されているとは言えないのが現状です。 

 本アンケートでは、先進製品用材料の開発に成功した皆様の事例について、製品製造者

と材料開発者の開発スピードの対応関係や材料の研究段階、開発段階、製品化段階の各ス

テップで直面する様々な困難をいかに克服したかについてお伺いしております。 

 お答えいただいた結果をもとに以下のカテゴリーに分類し、先進製品用材料開発の実態

を把握するとともに、製品製造者と材料開発者の開発スピードのギャップについて、なぜ

ギャップが生じ、どのようにしてブレークスルーしたか等の分析を行い、材料～部品～製

品へと至る 適な開発手法のモデル事例策定をいたします。 

 このモデル事例は、製品開発のスピードアップ・効率化、ひいてはわが国の競争力の優

位性を維持するために必要な材料開発の推進に役立てるとともに国の施策立案に反映させ

る資料とするものであります。  
 つきましては、御多忙中誠に恐縮ではございますが、アンケートの趣旨をご勘案いた

だき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。また、アンケートでは説明しにくい内容

につきましては、電話あるいは貴社をご訪問させていただき、お話を伺うこともあろうか

と存じますので、その際には御高配いただきたく、併せてお願い申し上げます。  
 

 
 

成功事例の分類 

 

ケース１：シーズ型（待ち伏せ型、ニーズ先取り型） 

ニーズがまだない段階あるいは漠然としたニーズはあるものの材料スペックが決まって

いない段階で材料開発を行ったケース。材料それ自体が開発成果となるが、製品化まで

にはタイムラグがある。 

ケース２：シーズ型＋ニーズ型 

シーズ型で研究開発を始めたが、途中で製品ニーズが明らかになったケース。一般的に

は、製品ニーズに合わせ研究開発の軌道修正を行いながら、製品開発スピードに追いつ

くよう加速補強する。 

ケース３：理想型 

製品開発ニーズにマッチした材料の開発が同時進行したケース。材料開発のスピードは

製品完成のクリティカルにはならない。 

ケース４：ニーズキャッチアップ型 

製品開発が先行し材料に対するニーズが後から出てくる。材料開発は製品開発を追いか

ける形でスタートするが、途中で追いつくケース。材料開発は製品完成のクリティカル

にはならない。 

アンケート調査の趣旨  
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ケース５：ニーズ後追い型 

製品開発が先行し、材料開発が追随していけないケース。製品の完成は材料開発を待た

なければならない。 
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第３章 アンケート結果  
 
３－１ 調査の実施方法  
 アンケート調査は、材料開発の成功事例として事務局がリストアップした２００テーマ

の中から先進製品開発事例調査研究委員会において４７テーマを選定し実施した。その中

には中小企業が４社含まれていた。またそれ以外に中小企業庁の「中小企業創造活動促進

法」の適用を受けた製造業の中から１１テーマを加えた。  
 調査は、アンケート票を送付し、回収する方式で実施した。その結果４１件について回

答があった。内訳は以下のとおりであった。  
 ・委員会選定テーマ ４３件中２８件  
 ・中小企業     １５件中１３件（委員会で４件うち２件回答、  

創造促進法で１１件＝全回答） 
 
３－２ 集計結果 

 アンケートでの質問内容とその回答結果を添付資料 に示す。これらのデータを統計処

理し、1. 大企業と中小企業、2.ニーズとシーズの視点から解析を試みた。 

 

３－２－１ 大企業と中小企業の比較 

(1)製品分野 

 アンケート対象となった開発成功事例の材料・製品が適用される分野を示す。各分野を

満遍なく網羅していることがわかる。その他として、燃料電池、光－熱変換等のエネルギ

ー関連分野、建材・構造材、医療機器、スポーツ用品、精密機器、鉄道車両、半導体、計

測機器、観察装置等が挙げられた。特に中小企業でその他の回答比率が高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-1 調査対象材料・製品の適用分野 

 

(2)開発のフェーズ 

 本調査では研究開始から商品化に至るまでの技術開発期間を、材料に関する研究室レベ

ルでの取り組み段階の研究期間、材料或いはそれを用いた製品の実機レベルでの取り組み

段階である製造技術開発期間、製品化から事業化までに至る商品化期間の３フェーズに分

けて質問をした。各期間の長さを以下に示す。 

 

 

 

  

 総  合    大企業    中小企業   
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①研究期間 

 中小企業で７年以上の回答が１件あったが、それを除くと開発成功事例は５年以内に研

究期間が終了している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-2 研究期間の長さ 

 一年以上の時間を要したテーマに対してその理由を尋ねたところ、以下のコメントがあ

った。 

 ・合金設計と基本材料特性の評価、単体リングでの鋳造性（鋳造われ性）評価 

 ・材料の特性向上に影響する要因が多く、これらの絞込みに時間がかかった。 

 ・対象品が大型であるため、確認試験に時間がかかった。 

 ・独自の材料設計及びその個々の構成要素の開発、 適化に時間を要した。 

 ・共同研究だから、人の問題など。 

 ・目標特性を満たす成分とプロセスの 適化。 

 ・検討と試行錯誤のため。 

 ・組成開発。 

 ・試作候補の選択肢が多く、評価に時間がかかった。 

 ・材料とプロセスのマッチング、各種特性評価等の基本データ採取、等々。 

 ・皮膜組成とその特性の調査。 

 ・薄膜材料の開発のための要素技術（成膜、物性評価など）を新たに開発する必要があ

ったため。 

 ・再現性の確認、製品への適用への 適化。 

 ・量産時を見据えた材料組成及び構造の適正化に時間を要した。 

 ・理論検証のための試作が多かったこと、および機能の評価項目が多かったため。 

 ・素材の研究（ドーパントの選択）。 

 ・従来製品群と異なる素材のため。 

 ・評価に一定の時間がかかるため。 

 ・基礎的調査および特性評価。 

 ・加工性と信頼性の検討。 

 ・機器はほとんどオリジナルデザインで設計したため。 

 ・効果の定量化が困難だったため。 

 ・特性の確認試験に時間を要した。 

 ・素材開発と素材の基礎特性調査および製品に要求される形状への加工法開発。 

  

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・世界初のワンパス・ダイヤモンド研削法の研究（マテリアル・リサイクル) 

 ・微粒子（μm オーダー）の粒度分布をチャープにする必要があったため。また、微粒

子の表面へ均一な導電物質を付与する技術の確立。 

 ・目的性能の把握 高性能材料の開発 機能原理の究明。 

 ・材料入手ルートの模索②製品化するための川下技術の習得。 

 ・精度の向上と拡大技術の可能性及び同ソフト開発。 

 ・複合材の材料構成設計（材料の選択と特性の分析）から開始、基礎設計完了後の公私

的資金補助取得による研究、公的機関での性能証明は時間を要する。 

 ・品質向上のため。 

 ・ユーザー側での製品の改良（緻密さ・硬度の均一さ・介在物の排除）など。 

 ・真直性、捻回数（高い硬度と粘りの共有）・・相反する機能を引き出すこと。 

 ・当社では１年未満であるが原理発明者において数年間を要す。 

②製造技術開発期間 

 研究期間同様中小企業で７年以上の回答が１件あったが、それを除くと開発成功事例は

５年以内に終了している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-3 製造技術開発期間の長さ 

 一年以上の時間を要したテーマに対してその理由を尋ねたところ、以下のコメントがあ

った。 

 ・ダイカストでの鋳造性評価、特に鋳造割れ性と金型や焼きつき性の対策。 

 ・自動車部品が 大のターゲットであり、材料レベルでの信頼性、生産性評価に時間を

要する。 

 ・品質安定、スケールアップなど。 

 ・溶解鋳造工程および熱間加工工程条件の確立の困難性。 

 ・製造条件開発。 

 ・ランニング操業の合間を縫った実機のトライであったため。 

 ・基本製造プロセス選定、合金組成 適化、部品性能評価、プロセスチューニング等々。 

 ・コーティング炉毎及び工具毎のコーティング条件の適正化。 

 ・スプレイフォーミング技術を英国から導入し新たに製造技術の開発を実施したため。 

 ・生産システムの構築、設備 適化。 

 ・加工装置、施工法、継手性能評価等、開発内容が多岐にわたり、短期間での開発が困

難であったため。 

   

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・製品特性の安定化製造条件の選定や製造コストの適正化に時間を要した。 

 ・品質保証技術の確立が必要であったため。 

 ・添加物の均一分散技術。 

 ・従来製品と異なる素材、プロセスのため。 

 ・製造条件の確立。 

 ・機器はほとんどオリジナルデザインで設計したため。 

 ・対応する製造設備を導入するのに時間を要した。 

 ・実用装置の製造。 

 ・大量バッチにすると、小バッチでは予想できない現象が発生したため。 

 ・材料の安定性。 

 ・材料の成形性の条件設定と把握。 

 ・精度の向上と拡大技術の可能性及び同ソフト開発。 

 ・構造体の製造技術（製造方法と製品の性能確認）は、製造方法の再現性、製品の性能

保証（製品評価、径時安定性）が求められるので一定の時間が必要となる。 

 ・均一性、安定性。 

 ・ＣＮＣ工作機械による前加工法の技術サウンドと加工技術の取得。 

 ・研磨技術の確立。 

 ・鋳造板の開発のノウハウ蓄積のため。 

 ・真直性と捻回数の相反する機能を引き出すこと。 

 ・リテーナー製作のコストダウン。 

③商品化期間 

 商品化期間になると５年以上要したテーマが全体の６％あり、さらに未実施のものも

９％存在する。３フェーズを比較すると、商品化期間に も時間を要していることがわか

る。またこの段階では、大企業と中小企業の違いも顕著に現れている。中小企業では全て

製品化を完了しているが、大企業では未実施のものが１３％ある。詳細説明は後に譲るが、

これらは全てシーズ案件であった。 

 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1-4 商品化期間の長さ 

 一年以上の時間を要したテーマに対してその理由を尋ねたところ、以下のコメントがあ

った。 

 ・部品評価（錆評価、周辺部品との適合性評価のため）エンジン耐久性評価。  
 ・自動車部品が 大のターゲットであり、ユーザーでの信頼性、耐久評価に時間を要す

る。  

 
 

 

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・製造の困難性と試作時間の確保。  
 ・ 終製品特性の確認。  
 ・実機耐久試験、製造工程設計、コスト低減、信頼性試験、意地悪試験等々。  
 ・日本のユーザーが材料切り替えのリスクを取らなかったため、韓国にて液晶産業が立

ち上がってから採用されたため。  
 ・顧客スペックの把握及び特性 適化、マーケッティング。  
 ・鉄道車両等の大規模製品では顧客への説明と承認取得、品質･コスト評価、生産設備

導入、新製造ライン構築等に時間を要し、新加工技術の適用は短期間では難しい。  
 ・ニーズにマッチした製品特性の創出と製品量産技術の確立に時間を要した。  
 ・ユーザー要求多様のため（長時間耐屈曲性、捻回性等）。  
 ・成形方法が特殊成形でありコストとのかみ合いがある。  
 ・顧客評価時に顧客ラインのあきがなかなかとれない。  
 ・ユーザーでの効果実証に時間を要した。  
 ・ユーザーでは純チタンからチタン合金への置き換えになり、コストアップになるから。 
 ・耐食性の長期評価。  
 ・ＦＲＰ新素材利用の特許権確立  
 ・メーカーに技術を供与することで製品化の目処がやっとついた。  
 ・コストに合うアプリケーションを発見すること。  
 ・精度の向上と拡大技術の可能性及び同ソフト開発（応用製品の開拓）。  
 ・市場での評価を受けるため社内試験、現場試験を行いながら、展示会への出品や学会

発表を実施した。  
 ・計測法の確立。  
 ・相反する機能の確保と真直加工。  
 
(3)テーマの選定 

 研究開発テーマの選定に関して以下の質問をした。 

①テーマの性格 

 テーマをシーズ型とニーズ型に分けいずれに該当するかを質問した。その結果、４５％

対５５％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-5 テーマの性格 

②テーマの発案者 

 テーマの発案者は社内が も多いが、中小企業では他社からの発案も大きな比率を占め

ている。 

   

 総  合    大企業    中小企業   
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図 3.2.1-6 テーマの発案者 

③テーマの選定権限 

 発案されたテーマを選定する権限は、大企業は中間管理職レベルが主体なのに対し、中

小企業はトップダウンで取り組まれていることがわかる。またその他として、“ボトムアッ

プの提案を企画会議で判断する”があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-7 テーマの選定権限 

④共同研究者の有無 

 大企業は共同研究者なしが も多く、中小企業は学・官が多かった。これは中小企業の

調査対象が、中小企業庁の「中小企業創造活動促進法」の適用を受けた企業から選定され

た影響が現れているためと考えられる。またその他としてサプライヤー、国プロ、グルー

プ内素材メーカー、協力会社、ライセンサー等があげられた。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-8 共同研究者の有無 

 
  

 総  合    大企業    中小企業   

  
 

 総  合    大企業    中小企業   

  
 

 総  合    大企業    中小企業   
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(4)市場性 

 調査対象製品の市場性に関して以下の質問をした。 

①市場の有無 

 新規に市場開拓した製品が４４％存在した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-9 市場の有無 

②先発か後発か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-10 先発か後発か？ 

③市場規模 

 市場規模は１０～１００億円／年が も多く、不明がそれに続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-11 市場規模 

④市場のシェア 

 不明を除くとシェア４０％以上という回答が も多かった。 

 

 

 
  

   

 総  合    大企業    中小企業   

 
  

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   
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図 3.2.1-12 市場のシェア 

 

(5)材料開発の背景 

 調査対象となった研究開発テーマの発案時の事業戦略との関連及び当時の事業環境につ

いて質問した。 

①事業戦略上の位置づけ 

 大企業より中小企業の方が当該研究開発の事業に対する重みが大きいことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-13 事業戦略上の位置づけ 

②研究開始時の事業環境 

 厳しい事業環境の中で研究開発が開始されたことがわかる。これは、所要開発期間を勘

案するとバブル崩壊後にスタートしたテーマが多かったためと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-14 研究開始時の事業環境 

 

 

 

 
  

   

 総  合    大企業    中小企業   

 
  

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   
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(6)材料開発の目標 

 材料開発開始にあたって目標がどのように定められたか質問した。 

①目標の明確さ 

 大企業では数値目標が明確に定められているものが多く、中小企業は明確にされていな

い場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-15 目標の明確さ 

②目標の方向性 

 開発目標の多くが性能向上に向けられていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-16 目標の方向性 

 

(7)技術評価 

 開発技術に関する自己評価と特許出願件数について質問した。 

①競合他社製品に対する技術的優位性 

 大多数が競合他社製品に対して技術的に優位であると認識している。 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 
 

 

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   

図 3.2.1-17 競合他社製品に対する技術的優位性  
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②技術の新規性 

 大多数が技術的に新規性があると認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-18 技術の新規性 

③特許出願件数 

 特許出願は１０件未満が も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-19 特許出願件数 

(8)開発環境 

 開発を遂行していくための研究体制や管理体制について質問した。 

①研究開発体制 

 調査対象テーマの研究開発に投入した研究者数と全研究者数について質問した。 

a.研究担当者数 

 研究担当者数は５人未満が も多い。大企業においてもほとんどの研究チームが５人未

満であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-20 研究担当者数 

   

 総  合    大企業    中小企業   

 
 

 

 総  合    大企業    中小企業   

   

 総  合    大企業    中小企業   
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b.全研究者数 

 研究担当者数と全研究者数を比較すると、大部分の中小企業では１研究テーマに研究者

全員を投入していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-21 全研究者数 

②研究推進体制 

a.研究進捗管理 

 研究の進捗管理は、研究者と管理者の話し合いで進めているケースが も多い。中小企

業では、管理者のトップダウンで進められている割合も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-22 研究進捗管理 

 

(9)公的資金 

 調査対象テーマの研究開発に要した費用と公的支援の有無について質問した。 

①研究開発費の総額 

 大企業においても８４％が５億円以下であった。一方中小企業において研究開発費に１

億円以上掛けているテーマが３３％存在した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
  

 
 

 

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   

図 3.2.1-23 研究開発費の総額  
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②公的支援 

a.有無 

 中小企業で公的支援ありの回答が多い。これは中小企業の調査対象が、中小企業庁の「中

小企業創造活動促進法」の適用を受けた企業から選定された影響が現れているためと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-24 公的支援の有無 

b. プロジェクト名、助成事業名 

 「あり」と回答のあったテーマの具体的なプロジェクト名、助成事業名は以下のもので

あった。 

  ・ＷＥ－ＮＥＴ第二期研究開発 

  ・ＮＥＤＯ産業技術実用化開発助成事業 

  ・文部科学省マッチングファンド（大学側への助成金） 

  ・ＮＥＤＯ ＦＣＴプロジェクト 

  ・海洋政策研究財団（旧シップアンドオーシャン財団）技術開発基金 

  ・ＮＥＤＯ携帯用燃料電池技術開発費補助事業 

  ・ＮＥＤＯ革新的部材産業創出プログラム、「金属ガラスの成形加工技術」プロジェクト 

  ・東京都助成事業 

  ・ＮＥＤＯ 平成１２年度地域コンソーシアム研究開発事業 

  ・鳥取県の創造法、経営革新法関連の補助金 

  ・中小企業創造技術研究開発事業補助金 

  ・神奈川県基盤産業振興事業、中小企業新商品開発等支援事業 

  ・創造技術補助金（経済産業省） 

  ・平成１３年度課題対応新技術研究調査事業（中小企業総合事業団） 

  ・平成１４年度神奈川県集積活性化事業 

  ・平成１５年度創造技術研究開発事業 

  ・尼崎市中小企業共同研究開発助成制度 

 

(11)産学連携 

 産学連携によって実施されたテーマから以下の情報が得られた。 

①実施テーマ数：８件 

②資金の支援があったもの：４件 

③大学からの人的支援のあったもの：２件 

  
 

 総  合    大企業    中小企業   
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④連携先 

 ・豊橋技術科学大学（電子論にもとずく合金設計手法を指導していただいた） 

 ・東京大学 

 ・NOBLE PLASTIC HYBRID RESEARCH ASSOCIATION (ＦＲＰ再資源化研究会) 

 ・地域コンソーシアム研究開発事業 

 ・米子高専（マグネシウム屑のリサイクルについて共同研究実施） 

 ・物質・材料研究所、分子研（マッチングファンド（文部科学省）） 

 ・東海大、大阪工大、小山高専 

 ・近畿高エネルギー加工技術研究所、神戸高専等 

 

(12)苦労した点 

 研究期間、製造技術開発期間、商品化期間それぞれで苦労した点を技術面、資金面、人

材面、スケジュール管理、実施組織・体制の５項目について、困難度合いを次の３分類か

ら選択してもらい数値化した。 

 ・困難を極めた：２点 

 ・多少苦労した：１点 

 ・容易であった：０点 

その結果を以下にグラフ化した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 別の視点からグラフ化したものを以下に示す。 

 

 

   

   

 総  合    大企業    中小企業   
①研究期間  

②製造技術 

 開発期間  

   

③商品化期間  

図 3.2.1-25 各開発のフェーズ毎の苦労した点（１）  
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上記のグラフから以下の点が読みとれる。 

 ・研究期間より製造技術開発と商品化期間の方が苦労している。これは(2)開発のフェー

ズで商品化期間に も時間を要していることと符合する。 

 ・いずれのフェーズでも技術面で も苦労しており、開発フェーズが進むにつれスケジ

ュール管理や人材面での苦労が大きくなってくる。 

 ・中小企業では、技術面と並んで資金面での苦労が大きく、スケジュール管理の苦労は

相対的に小さくなっている。 

 また、各開発のフェーズ毎に具体的な苦労内容について以下のコメントが寄せられた。 

【研究期間】 

技術面 

 ・特性と製造性を満足するための合金設計。 

 ・多くの方策候補があったのでスクリーニング作業量が多かった。 

 ・低弾性率と高強度化等相矛盾する特性の両立。 

 ・量産を見据えた特性と構造の両立化検討。 

 ・先行他社特許の回避と自社開発技術の新規特許出願。 

 ・設計した材料組織を「定量評価する新しい技術」の開発も同時進行で進める必要があ

った。組織バラツキの要因を科学的に明らかにし、制御因子を明らかにすることが大

きな課題であった。 

 ・実験設備の開発。 

 ・理論的に効果を定量化するための要素技術（熱弾塑性ＦＥＭ）構築に苦労した。 

 ・製品要求と素材特性のすり合わせ。 

 ・材料の選定。 

 ・機能原理の解明。 

 ・金属に高い硬度を与え同時に靱性を出すこと、真直度を出すこと。 

資金面 

 ・スタートアップのベンチャーのため資金繰り。 

 ・政府研究開発予算に太陽熱利用等の新技術開発予算枠がないこと。 

 ・会社創業直後でもあり、研磨材料の調査、調達、研磨面の評価手法の確立、測定評価

の委託費、交通費など全てに、資金が不足していて、想像を絶する苦しさであった。 

 

   

 総  合    大企業    中小企業   

図 3.2.1-26 各開発のフェーズ毎の苦労した点（２）  
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人材面 

 ・複数の要素技術開発を進める上での専門人材の獲得。 

スケジュール管理 

 ・ニーズ面からの要求特性が高く、また社内上層部からの迅速な目標達成への要求が厳

しかったこと。 

 ・公的な助成もあり比較的余裕を持って研究ができた。ただ、期間設定が非常にタイト

であったため、基礎的なことをもう少し研究する期間がほしかった。 

その他 

 ・実際の部品は単一機能だけではなく、製造コストを含めた総合機能で評価される。 

 ・薄膜材料の開発は初めてであったため、人材の確保を含めて要素技術の確保に時間を

要した点。 

 ・鍛造用の材料の入手。国内には適当な供給元がなかった。 

【製造技術開発】 

技術面 

 ・歩留まり安定化。 

 ・ラボでは問題の無かった圧延、熱処理におけるワレの回避、特性の 適化に多くのエ

ネルギーを費やした。 

 ・開発鋼の成分から実機試作の際、場合によって生産阻害が予測されたので、多くの試

作は実施できなかった。 

 ・低コスト化と機能の両立。 

 ・原料に起因する性能のばらつき解消、ロバスト性の高い加工技術の開発。 

 ・純粋技術のみではなく、現場での外乱に対応するロバスト性の確保。 

 ・製品特性の安定化と歩留向上検討。 

 ・ラボ実験で検証した組織制御技術（ミクロンオーダーの組織制御技術）を量産工程（ト

ンオーダーの製品中）で実現するための技術確立の途中において、かなり多くの不良

品をつくってしまった。また、品質（材料組織）保証のためにも新たな技術開発が必

要であった。 

 ・検証機器がない（精度の解析）。 

 ・製造方法の確立：複合材構成は接着構成体であり、接着剤の選択及び製造方法に工夫

を要した。 

 ・研究から製品化への安定製造技術の確立。 

 ・研磨に関しての技術資料はなく、手探り状態で研究を行った。 

 ・金属に高い硬度を与え同時に靱性を出すこと、真直度を出すこと。 

 ・従来品と異なる製法のため品質保証方法の確立に苦労。 

 ・材の安定性、及び、機能向上材の製造法。 

資金面 

 ・主にコスト検証のためのパイロット大型開発投資の資金調達。 

 ・全く新しい技術であり、量産に使えるレベルに達するまで多大のコストと労力を要し

た点。 
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スケジュール管理 

 ・量産工程での製造条件設計と定められた期間内での開発。 

 ・製造チャンスが少ない。 

その他 

 ・協力企業との共調、試作開発と資金手当。 

 ・研究用の小バッチと製造ラインを想定した開発はやはり予想以上に難しかった。資金

面 

、技術面、人材に対しても。 

 ・マグネシウム合金に対する鍛造以外の周辺技術が無く、外注の受皿探しに苦労した。 

【商品化期間】 

技術面 

 ・製造性を商品化に耐えうるレベルまで引き上げること。 

 ・ 終製品での特性確認とフィードバックによる特性調整。 

 ・品質保証と製造不良率の低減、意地悪試験のクリア。 

 ・基礎研究から製造現場への技術移転と実生産立上げ。 

 ・製造コスト低減を目的とした工程適正化と要求性能と製品性能のマッチング。 

 ・ユーザーとの共同開発であるため、開発初期段階から製品プロセスの変更も検討する

ことができた。 

 ・製造コストおよび商品化コスト。 

 ・理論的に効果を定量化するための要素技術（熱弾塑性ＦＥＭ）構築に苦労した。 

 ・新素材利用の各品種テストによる特許権の確立。 

 ・エネルギーの創造と変換技術との融合化技術。 

 ・素材の低温脆性データが無かった。 

 ・ユーザー側からの厳しい品質要求。 

資金面 

 ・国民金融公庫から 2 回ほど融資を受けて、その返済で苦労した。 

その他 

 ・まだ商品化していないが、シーズ先行のため世の中の商品に受け入れられるために多

くの時間を要している。 

 ・そもそも環境対応を念頭に置いた開発であるが（非鉛化）、顧客サイドのコストダウン 

ンニーズも強い時期に重なったので、開発鋼採用が消極的になっていた。 

 ・低コスト原料の安定確保、製造部門の育成、品質保証、営業活動。 

 ・海外ユーザーから採用が始まったため、ユーザーサポート活動に制限があった点。 

 ・物を作ることは、時間さえかければどんなものでも作ることは可能であるが、商品と

して販売し、お金の回収までなるには相当の知恵と時間を必要とする。いまだに、実

現していないのが現状である。 

 ・光触媒機能比較における優位性と、その市場における理解浸透。 

 ・コストに見合う用途開発は今でも苦労している。 

 ・特許出願：高度な経験を必要とする。 

 ・ＰＲ 
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 (13)いかにしてブレイクスルーしたか 

 開発を成功させるために上記で挙げられた困難を克服したブレイクスルーについて質問

した。  
①ブレイクスルーを必要とした期間 

 大企業では研究期間が もブレイクスルーを必要とし、中小企業では研究期間と同じく

製造技術開発期間にも多くのブレイクスルーが必要であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-27 ブレイクスルーを必要とした期間 

 

②ブレイクスルーを必要とした技術 

 大企業では要素技術が もブレイクスルーを必要とし、中小企業では要素技術と同じく

生産技術にも多くのブレイクスルーが必要であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-28 ブレイクスルーを必要とした技術 

 

 また、ブレイクスルーを必要とした技術に関する具体的な内容について以下のコメント

が寄せられた。 

 ・合金成分探索や、その材料の性状と発現特性との関連を明らかにして、特性向上に必

要な要因を突き止めること。 

 ・添加剤の選定。 

 ・ラボレベルで原理確認できた製造技術でも、量産レベルとなると製造パラメータの管

理と安定化は別次元の取り組みが必要だった。 

 ・組織の 適化。 

  
 

 

  

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・成膜積層技術。 

 ・ラボから量産へのスケールアップ製造条件の確立。 

 ・ラボ段階では候補方策が多く、自社単体では試作評価の仕事量が多かった。 

 ・チタン部品の高性能化と、画期的低コスト化を両立させること。 

 ・製造技術でのブレイクスルーに関しては、高い技術力とモチベーションを持ち合わせ

た共同開発者を発掘すること。 

 ・塑性変形性、耐磨耗性、耐酸化性を満足する組成膜の探索。 

 ・薄膜技術開発ではダイレクトアニーリングの発熱、製造技術に関しては英国からの技

術導入。 

 ・ナノ粒子の作製技術。 

 ・基本的な要素技術と実生産に用いる製造技術のギャップをいかに埋めていくか。 

 ・量産条件確立と歩留向上技術の確立。 

 ・要素技術：ミクロ組織制御のための微細相（非金属介在物）活用技術の開発。 

 ・合金特性及びドーパントの分散技術 熱処理技術。 

 ・一般世の中にあまりなく、公表されていない技術なため。 

 ・顧客要求のもりこみを逐次行った。 

 ・熱弾塑性ＦＥＭ。 

 ・既存材料との優位性の実証。 

 ・耐食性の促進評価法の整備。 

 ・大型廃品（漁船・プレジャーボート）から超微粉貴金属製造までのシステム化。 

 ・とにかくすべての項目に対して、大なり小なりのブレークスルーが必要である。 

 ・高性能技術と材安定性の反比例。 

 ・材料入手困難。 

 ・焼結設備の自社開発、成形工程の省力化。 

 ・均一化、安定化。 

 ・当該部品が何に使えて旧来の物に対する優位性はなにかという事の判断。 

③ブレイクスルーができたきっかけ 

 ブレイクスルーがどうやってできたのか、そのきっかけについて研究期間、製造技術開

発期間、商品化期間それぞれ選択項目を設定し複数選択してもらった。 

a.研究期間 

 第３者のアドバイスが も多く、続いて試行錯誤、ブレインストーミング・ディスカッ

ション、ひらめきがきっかけとなってブレイクスルーできたことがわかる。 

 また、アドバイスを受けた第３者として大企業は社内の人材が多かったが、中小企業で

は外部からのアドバイスの比重が大きいことがわかる。 
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（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-30 研究期間におけるアドバイスを受けた第３者の内訳 

 

 また、研究期間においてブレイクスルーができたきっかけに関して以下のコメントが寄

せられた。 

 ・社内に各分野（鍛造、熱処理、鋳造、設備、解析）のプロがいたこと。 

 ・有力大学研究室との共同研究。 

 ・検討と試行錯誤。 

 ・同業者との共同研究。 

 ・実験結果の小さな特異点を見逃さなかったことと、物事の本質から攻めたこと。 

 ・原子レベルの現象とマクロ機能とを繋げる新たな発見を見逃さなかったこと。 

 ・材料に関する深い考察。 

 ・素材メーカーからの提言。 

 ・他製品の開発時の知見を発展させて活用。 

 ・大学の先生から専門的なアドバイスをいただいた。 

 ・研究者のひらめきと試行錯誤による新たな製法の検討。 

 ・特に社外共同研究者のアドバイス。 

 ・時間をかけてじっくり研究することで解決の糸口が見つかる。当然、いろんなところ、

人から知識、知恵を借りて。 

 ・商社の仲介。 

 ・自社に 30 年以上経験の人材を保有、研究設備、開発材料等全てが自社生産できた事。

  
 

 
 

 

 総  合    大企業    中小企業   

図 3.2.1-29 研究期間におけるブレイクスルーができたきっかけ  
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開発過程で後戻り、停滞がなく前進した事。 

 ・国立研究所との共同研究。 

 ・研削･研磨混合技術であるラッピング法を開発して、磨き時間の短縮、磨き面の質の

向上が大きく飛躍した。 

 ・試行錯誤の繰り返しによる。 

b. 製造技術開発期間 

 傾向は研究期間と同様である。また、大企業ではアドバイスを受けた第３者には学・官

有識者が全くいないかったのが注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-31 製造技術開発期間におけるブレイクスルーができたきっかけ 

 

（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-32 製造技術開発期間におけるアドバイスを受けた第３者の内訳 

 

 また、製造技術開発期間においてブレイクスルーができたきっかけに関して以下のコメ

ントが寄せられた。 

 ・社内に各分野（鍛造、熱処理、鋳造、設備、解析）のプロがいたこと。 

 ・原因を考えながら思いついた。 

 ・当初から低コスト化の足枷をはめた開発。 

 ・既成概念に捕らわれずに未知の技術領域に取り組めるチームの結成。 

 ・適切な情報収集。 

 ・開発担当者の頑張りと開発業務に集中できる社内環境の整備。 

 ・公的資金による新たな製法を具現化する装置の導入。 

 ・特に社外共同研究者のアドバイス。 

 
  

   

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・時間をかけてじっくり研究することで解決の糸口が見つかる。当然、いろんなところ、

人から知識、知恵を借りて。 

 ・展示会での出会い。 

 ・製造設備を保有していた事。改造技術は内製で行えた事。特許出願の新規技術を開発

できた事。 

 ・補助金による資金確保。 

 ・自動研磨機の開発。 

 ・試作機器を用いた試行錯誤。 

c.商品化期間 

 傾向は製造技術開発期間と同様であるが、新しい知見の比率が高くなっている。また、

この段階で国の支援がブレイクスルーのきっかけに入ってこなくなったのが注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 

図 3.2.1-33 商品化期間におけるブレイクスルーができたきっかけ 

 

（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-34 商品化期間におけるアドバイスを受けた第３者の内訳 

 

 また、商品化期間においてブレイクスルーができたきっかけに関して以下のコメントが

寄せられた。 

 ・設計部門への理解活動。 

 ・ユーザに対する理解活動（特に新機能材料の場合）。 

 ・製造部門担当者との十分な意思疎通。 

 ・産・学・公連携のアドバイス。 

 ・機能原理の明確なＰＲポイントをセールスポイントに出来たこと。 

 ・先端技術分野に出会えた事。 

  
 

   

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・国際会議、国際展示会での市場調査、ＰＲ。 

 ・プラスチック非球面レンズの重要性が認識されるに伴い、技術指導要請が殺到。多く

の企業、学会、研究会、新聞社、地方の工業技術センターなどでの指導や講演により

知名度を上げたこと。 

 ・得意先があった（注文主）。 

 ・新聞記事になったことなどにより 様々なアドバイスが得られた。 

 

(14)今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと 

 公的機関に対して望んでいる支援策について質問した結果、一部の大企業から自社内で

全て賄えるため、支援不要との回答があったものの、概ね支援の希望が出された。その結

果、大企業では技術的支援が も多かったが、中小企業では経済的支援が も多く、企業

規模による違いがはっきりと現れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-35 今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと 

 また、支援の具体的な内容について以下のコメントが寄せられた。 

大企業 

 ・機能発現メカニズム解明などの基礎研究分野の充実。 

 ・社内のみでは開発費をまかなうことが困難であり、公的資金の拡充が望まれる。特に

事業化の結果のみを追求する公的資金ではなしに、基礎物性の探索など地道な研究開

発に対応できるものが望ましい。 

 ・データベースがインターネットで閲覧できるようにして下さい。 

 ・評価・解析技術で公的機関の支援が欲しい。 

 ・人的支援では国研研究者の期限付き支援制度の拡充、また経済的支援では『死の谷』

越えの複数年度予算制度の施行（材料開発はある程度の開発期間を要するため）。 

 ・加工、分析および試験に関する設備と技術の充足。委託利用できるもの。 

 ・装置使用、研究助成。 

 ・各種の公的データベース整備。 

 ・高価な分析計測装置の整備。素性の良い（先端性、有用性、現実性を備えた）新材料

の発明。 

 ・工具材料探索。 

 ・大学には基礎学問のみでなく企業のニーズに基づいた実工学の研究開発を望みたい。 

 
  

 総  合    大企業    中小企業   
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 ・技術に関する原理、現象のメカニズム解明。 

 ・研究中の技術の妥当性検証の科学的方法に関するアドバイスが頂けると、量産検証段

階に以降する時期が早くなり、開発速度も向上すると思われます。 

 ・期間を指定した外注委託研究。 

 ・大学が保有する要素技術の移転。 

 ・新合金の実用化の際、素材コストがかさむことから、商用サイズの鋳塊での評価、商

品化に踏み切れない場合があり、経済的な支援があれば、ありがたい。 

 ・素材の超長期間（２０～３０年間）の継続評価ならびにデータベース化。 

中小企業 

 ・技術・資金面の支援は満足。問題は研究開発能力のある人材を如何に探すかであろう。 

 ・ナノテクに情熱のある人材と独創的モノ作りに対する積極的な経済支援。 

 ・中小企業であれば、資金援助がなければ新しいものはできない。逆に、資金援助があ

ったから商品化まで行けるともいえないが。 

 ・研究開発費および特許費用補助。 

 ・展示会参加の経済的支援。 

 ・基幹材料以外の各種材料データーベースの拡充＆利用サービス提供。 

 ・本開発で実行された事。経済的支援としては、特許関係（明細書作成費、出願費）に

ついて厚くして貰いたい。開発費用に特許費用を加える余力はない。海外申請等無理。

又全体の補助率は 1/2 を受けたが 2/3 にしたい。 

 ・現在の経済産業省の支援策には、おおむね満足している。 

 ・費用面と担当者の退職で研究を終了したことがある。 

 ・評価設備に関する支援。 

 ・開発後の経済支援は不要、開発中の経済支援が必要。 

 ・マーケッティングなどに対する助成。 

 

(15) 今後材料開発を加速する上で望まれるシステム 

 今後材料開発を加速する上で公的機関に整備して欲しいシステムについてデータベース、

シミュレーションモデル、その他に分けて質問した。 

①データベース 

 材料物性、公的評価・分析機関、機械特性に関するデータベース整備の希望が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-36 今後材料開発を加速する上で望まれるデータベース 

   

 総  合    大企業    中小企業   
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②シミュレーションモデル 

 材料物性、機械特性、合金設計に関するシミュレーションモデル整備の希望が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-37 今後材料開発を加速する上で望まれるシミュレーションモデル 

③その他 

 その他として設計・分析・評価機器・解析ソフト等の貸し出しとニーズ・シーズのマッ

チングシステムの希望が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-38 今後材料開発を加速する上で望まれるその他の仕組み 

 

 さらに今後材料開発を加速する上で望まれるシステムについて以下のコメントが寄せら

れた。 

 ・鋼の分野に関しては、鋼材（圧延、製銑・製鋼等）は充実しているが、鋳鍛鋼（鋳造、

鍛造）の技術関係が乏しい。 

 ・具体的な開発成功例とその要因分析結果の開示。或いは失敗要因の開示。 

 ・日本（アジア）におけるコンクリート用切削工具に対して、業界基準を整備中（JCAA）

で JIS 等の公的規格なし。欧米特に EU からの技術成熟レベルは低し！ご理解を！ 

 ・既存の評価機器、枠では収まらない発見もある。この場合評価システムの開発まで入

ってもらいたい。例えはナノテクノロジー分野に採用され、評価されても材料使用の

結果論で、好評価の設計システムの理論解析になると、中小企業の力では出来ない。

追い込み試験の実施は次の段階（技術、販路）が見えてくるものである。 

 ・とにかく売れなければ話にならないのでその方法の支援が欲しい。 

 

 

   

 総  合    大企業    中小企業   

 総  合    大企業    中小企業   
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(16) 成功者からのメッセージ 

 後に成功体験を踏まえて、材料開発に携わっている個人・団体へ以下の応援メッセー

ジが寄せられた。 

 ・要求特性を明確にし、開発を開始して下さい。 

 ・愚直に、粘り強く。 

 ・欧米に比較し、日本の競争力の源泉は独自材料と超精密加工の組合せによるデバイス

と考える。それらをブラックボックス化することで、日本の競争力はまだまだ確保で

きると確信する。材料開発は一般的に時間がかかる、と言う前提で一企業としては必

ずしも採算の良い研究開発ではないが、国家的見地から日本の競争力確保のために人

材、研究インフラの確保を切望する。 

 ・ＢＲＩＣが も日本に追いつけないエンジニアリングは材料である。特許分類上 も

発明件数が少ない材料分野であっても、まだまだ大きな可能性を秘めている。 

 ・物質と材料の区別を明確にすること。材料は、実際に使われなければ意味が無いこと

を、研究の当初から意識した取組みが必要です。・材料とプロセスを分離した新材料の

開発はありえません。 初からプロセスとセットで研究すべきです。 

 ・単一機能のみで使われる材料ははとんどありません。多くの場合、優れた目標機能の

実現と供に、 低限必要な複合機能の確保と製造プロセスとをセットで取り組まない

と成功しません。「死の谷」は、後からリソースをかけて渡るのではなく、狭くて浅い

「死の谷」しか渡れないことを、予め研究者自らが肝に銘じて取り組むべきです。 

 ・研究開発期間とはいえ、常に製品化（量産化）時の課題（コスト、歩留、量産化技術）

を念頭に置き、どの技術（要素、量産）、どの特性の課題が 終製品化時に残ってしま

うかを見据えて、その課題を前倒しで取り組むことが「開発」から「製品化」へのブ

レークスルーを達成する上で大変重要と思います。 

 ・商品化を踏まえた材料開発をして頂きたい。 

 ・材料特性はアナログで、多変数ですので、なかなか、所望の特性が得られないことが

多いです。物の立場で条件を探るといいと思います。 

 ・理論値を目標として開発を推進することが大切。 

 ・研究および製造技術開発においては、成功している部分もあると感じるが、商品化と

いう観点からは未だ成功したとは言い難い。このような事例は企業あるいは公的資金

プロジェクトにおいても数多くあり、苦労されているものと予想する。時流あるいは

経営的判断での開発中止はやむを得ないが、出来る事なら諦める事なく開発を継続し、

再度、技術立国「日本」を目指して多くの新規製品を創出して欲しい。 

 ・開発で重要なのは自助努力。特に資金繰りは間接金融に依存してはならない。直接金

融（縁故債）で有益な人脈を積極的に形成すること。 

 ・私は、成功者ではありません。しかし、失敗したわけでもなく、知識ではない知恵を

本研究開発で得ることができた。これは、非常に貴重なことであり、今後のビジネス

に結びつくと確信している。 

 ・実業の基礎、基本は材料です。社会貢献を目指しお互いに切磋琢磨で頑張りましょう！ 

 ・現在の公的な支援制度（経済的、人的）を活用する事で、本開発が行えた事が報告で

きます。会社設立７年、従業員６人、無借金に近い経営下で新しい技術が開発できる
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条件としては、核となる人材が全てです。人材の総合力（知力、創造力、体力、精神

力、運営力、専門分野の経験・人脈、人間性）により成功が得られます。 

 ・ｱ)開発品に対して、市場クレームを真摯に受け止め、課題と解決手法を明確化して、

可能な範囲で、且つ素早くマーケットに対応をリターンする。 

  ｲ)市場クレームを開発品の欠陥ではないと、認めない態度を取らないこと。 

  ｳ)開発研究に関して重要な社外協力者に対しては、可能な範囲で(もし必要であれば秘

密保持契約をした上で)、開発品の背景や、状況を説明した方が、スムースに作業を

進めることができ、よいアドバイスを得られる可能性が高い。 

  ｴ)どうでも良いような評価でも、第３者に依頼する場合は、必ずその対価を、何らか

の形で示したほうが、将来的に含みある期待が持てる。 

  ｵ)マーケットにおける評価依頼者には、必ず結果の報告をする。 

  ｶ)金属材料の場合、可能なら試料採取条件（取材場所、熱処理条件と処理環境、）につ

いて、明確に示して、評価を行うこと。 

  ｷ)材料評価に関して、信頼できる器械を用いること。 

  ｸ)新しい材料は、目標とするマーケット以外で、思わぬ優れた物性が役立つ場合があ

る。そのことにも広く高い見地から、留意しておいたほうがよい。 

  ｺ)開発過程における開発技術が、異なる分野で役立つことがある。製品開発に失敗し

ても、この技術が大きな成果を生むことがあることを、スタート時点で明確化してお

いた方がよい。 

 ・様々な協力者が必要である事。将来の企業を担う物への投資意欲。 
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３－２－２ シーズ型とニーズ型の比較 

 データ整理の過程で、研究開発がシーズ型かニーズ型かでデータの傾向に違いが現れて

いるのに気が付いた。ここでは条件を統一するため、大企業からの回答についてシーズ型

とニーズ型に整理し直した。大企業からの回答２８件のうちシーズ型が１３件、ニーズ型

が１５件であった。先の大企業・中小企業の比較と同様の方式で比較した結果、差が顕著

に現れた項目についてここに示す。  
 

(1)製品分野 

 シーズ型は自動車分野の比率が高く、航空機分野を対象とするテーマもあった。ニーズ

型は電気機器の比率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-1 調査対象材料・製品の適用分野 

(2)開発のフェーズ 

①研究期間 

 研究期間ではシーズ型、ニーズ型とも同じ傾向を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2-2 研究期間の長さ 

②製造技術開発期間 

 製造技術開発期間はニーズ型に対してシーズ型の方が多少時間を要している。 

 

 
 
 
 
 
 

   

   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

   
図 3.2.2-3 製造技術開発期間の長さ  
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③商品化期間 

 商品化期間になるとシーズ型には技術は完成したものの商品化まで至っていないものが

増えてきている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-4 商品化期間の長さ 

 
(3)テーマの選定 

①テーマの選定権限 

 シーズ型ではテーマの選定に役員の比率が高くなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-5 テーマの選定権限 

②共同研究者の有無 

 シーズ型では共同研究の比率が高くなり、ニーズ型では見られない同業者や学・官が共

同研究者として名を連ねている。一方、ニーズ型ではユーザーが共同研究者になっている

のが特徴的である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-6 共同研究者の有無 

 
  

   

   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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(4)市場性 

①市場の有無 

 シーズ型では、新規市場開拓を目指した開発の比率が高い。  
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-7 市場の有無 

②市場規模 

 シーズ型では、新規市場開拓テーマが多いせいか市場規模を不明としている回答が も

多い。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-8 市場規模 

③市場のシェア 

 市場のシェアも同様に不明としている回答が も多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-9 市場のシェア 

 
(5)材料開発の背景 

①事業戦略上の位置づけ 

 シーズ型では、ニーズ型と比べ 重要課題と位置づけられたテーマの比率が低下し、事

   

 
  

   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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業戦略上の位置づけが明確でなかったテーマがあった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-10 事業戦略上の位置づけ 

②研究開始時の事業環境 

 シーズ型では、「厳しかった」との回答比率が下がり、「余裕があった」との回答が増え

た。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-11 研究開始時の事業環境 

 
(6)材料開発の目標 

①目標の明確さ 

 シーズ型では、材料開発の目標が数値化されずに実施したテーマの比率が高い。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-12 目標の明確さ 

 
 

 
 

 
  

 
  

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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(8)開発環境 

①研究開発体制 

b.全研究者数 

 シーズ型は、研究者数の多い企業で取り組まれている比率が高い。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-13 全研究者数 

②研究推進体制 

a.研究進捗管理 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ研究の進捗は、研究者自身或いは管理者との話し合いで管

理されているケースが多い。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-14 研究進捗管理 

(9)公的資金 

①研究開発費の総額 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ研究開発費の総額が大きい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-15 研究開発費の総額 

 
 

 

   

  
 

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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②公的支援 

a.有無 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ公的支援を受けている比率が高い。 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-16 公的支援の有無 

 
(12)苦労した点 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ研究フェーズから製造技術開発、商品化へと進むにつれて

困難の度合いが増していることがわかる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-17 各開発のフェーズ毎の苦労した点（１） 

 

   

   

 
 

 

 総  合    シーズ    ニーズ   

   

①研究期間  

②製造技術 

 開発期間  

③商品化期間  

 総  合    シーズ    ニーズ   
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 別の視点からグラフ化したものを以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-18 各開発のフェーズ毎の苦労した点（２） 

 
(13)いかにしてブレイクスルーしたか 

③ブレイクスルーができたきっかけ 

a.研究期間 

 アドバイスを受けた第３者の内訳に違いが見られる。これについては追加調査を実施し

ており、説明は次節に譲る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-19 研究期間におけるブレイクスルーができたきっかけ 

 

（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-20 研究期間におけるアドバイスを受けた第３者の内訳 

 
 

 

   

   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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b. 製造技術開発期間 

 アドバイスを受けた第３者の内訳に違いが見られる。これについては追加調査を実施し

ており、説明は次節に譲る。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-21 製造技術開発期間におけるブレイクスルーができたきっかけ 

 

（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 
 
 
 
 
 

 

図 3.2.2-22 製造技術開発期間におけるアドバイスを受けた第３者の内訳 

c.商品化期間 

 アドバイスを受けた第３者の内訳に違いが見られる。これについては追加調査を実施し

ており、説明は次節に譲る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-23 商品化期間におけるブレイクスルーができたきっかけ 

 

 

   

 
  

   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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（アドバイスを受けた第３者の内訳） 

 
 
 
 
 
 

 

 

(14)今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ経済的支援を望む比率が高くなっている。またその他では、

高価な分析計測装置の整備、素性の良い（先端性、有用性、現実性を備えた）新材料の発

明を公的機関に要望している。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-25 今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと 

 

(15) 今後材料開発を加速する上で望まれるシステム 

①データベース 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ公的評価・分析機関のデータベースに関する要望の比率が

高い。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-26 今後材料開発を加速する上で望まれるデータベース 

②シミュレーションモデル 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ機械特性に関するシミュレーションモデルに関する要望の

比率が高い。  

   

 
  

 
  

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   

図 3.2.2-24 商品化期間におけるアドバイスを受けた第３者の内訳  
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図 3.2.2-27 今後材料開発を加速する上で望まれるシミュレーションモデル 

③その他 

 シーズ型は、ニーズ型に比べ設計・分析・評価機器・解析ソフト等の貸し出しとマッチ

ングシステムへの要望が多い。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.2-28 今後材料開発を加速する上で望まれるその他の仕組み 

 

 

 
 

   

 総  合    シーズ    ニーズ   

 総  合    シーズ    ニーズ   
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３－２－３ 第３者のアドバイスの効果 

 研究期間、製造技術開発期間、商品化期間いずれの期間においても、ブレイクスルーが

できたきっかけとして第３者のアドバイスが も効果があったと評価されている。ここで

は、第３者のアドバイスについてさらに詳細な調査を行った。調査は、第３者のアドバイ

スが有効と回答のあった３４テーマに対して追加アンケートを行い、１９テーマ（大企業

１２テーマ、中小企業７テーマ）から回答を得た。 

 
(1)社内からのアドバイス  
 一次調査では各期間を通じ、社内からのアドバイスが も多かった。そこで社内のどの

部署からのアドバイスがブレイクスルーに寄与したのか調査を行った。その結果、同一部

署でのアドバイスが も多かったが、他に各期間とも技術・研究部門からのアドバイスも

寄与している。製造技術開発期間と商品化期間では、製造部門のアドバイスがブレイクス

ルーに大きな貢献をしていることがわかる。また、営業部門も寄与していることが窺える。  
 大企業に限ってみると、研究期間は同一部署の寄与度が大きいものの、製品化に近くな

ると他部門のアドバイスがブレイクスルーのきっかけになる比率が高くなっている。  
 

表 3.2.3-1 社内からのアドバイスの内訳 
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(2)社外共同研究者からのアドバイス  
 社外共同研究者からのアドバイスは、研究期間ではメーカー、ユーザー、学、官がほぼ

同じ比率になっている。製品化に近くなると全体に有効なアドバイス件数が少なくなって

いる。また学と官の比率が低下している。この傾向は、特に大企業に顕著である。  
 

表 3.2.3-2 社外共同研究者からのアドバイスの内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)学・官有識者のアドバイス 

 学・官有識者は、共同研究者と外部アドバイザーの両方の立場で参画している可能性が

ある。一次調査では、外部アドバイザーの立場での貢献しか把握できていなかった。ここ

では、共同研究者としての貢献も含めて調査を行った。 

①学・官有識者の内訳  
 学・官有識者から有効なアドバイスがあったとの回答について、共同研究者としてのア

ドバイスと外部有識者としてのアドバイスに分け、アドバイスを受けた人数（法人を含む）

を以下に示す。  
表 3.2.3-3 学・官有識者の内訳  
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外部有識者としてのアドバイスが共同研究者としてのアドバイスと同じぐらい寄与してい

ることがわかる。また調査の範囲では、国立研究所の寄与が少なかった。  
 大企業にとって学・官有識者のアドバイスは共同研究者としてのものが多く、中小企業

では外部有識者としてのアドバイスが多いことがわかる。  
②外部有識者とのコンタクト  
 特に中小企業にとって有益なアドバイスがもらえる有識者とコンタクトがとれることが

重要になる。外部有識者とどのようにして面識を得たのかを調査したところ、以下の回答

を得た。  
・学会発表を通じた Give&Take。  
・同窓生。  
・展示会で知り合う。  
・著書で知り訪問。  
・県中小企業支援制度。  
・当社製品を新聞記事から知り発注を受けたことでアドバイスをもらった。  
・従来からの付き合い。  
・必要な知識を持った研究者をインターネントで検索し連絡を取る。  
ＰＲの場や個人的な繋がり、支援制度や公開情報の活用等様々な機会を捉えてアドバイザ

ーを確保していることがわかる。  
 なお外部有識者に対して対価を支払っているものは、研究生としての年会費を支払って

いるケース１件だけであった。  
 
(4)アドバイザーの技術的・組織的背景  
 社内外を問わず有効なアドバイスを行ったアドバイザーの技術的・組織的背景について

以下の回答を得た。  
大学・高専  
・材料分野  
・プロセッシング分野  
・熱力学の権威  
・Ti 合金の権威  
・金属材料学  
・複合材の権威  
・材料技術研究会会長  
・機械加工  
・塑性加工  
・双ロール鋳造  
・人間工学、ロボット等の権威  
・ロボットハンドの研究者  
・ナノテクノロジー材料分野  
官  
・技術士  
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・県中小企業支援制度マネージャー  
社内  
・材料開発  
・製造技術全般（材料、加工、設備）  
・粉末冶金の専門家  
・生産技術  
・圧延・押出技術  
 
全般的に金属、複合材等の材料分野や金属加工等基礎的技術に関してアドバイスを求めて

いることがわかる。  
 
３－３ 調査結果の総括  
 本調査は、先進製品用材料開発に成功した企業にアンケート調査を実施し、研究段階か

ら開発段階、製品化段階へと至る過程で生じる様々な成功阻害要因の実態把握と、それら

をどのようにしてブレークスルーしたか等の分析を行い、材料～部品～製品へと至る 適

な技術開発の手法をパターン化したモデル事例策定を目指した。 

 しかしながら、ブレークスルーポイントに関する調査結果からもわかるようにブレーク

スルーできた理由のうち、第３者のアドバイス、ブレインストーミング・ディスカッショ

ン、研究者のひらめき、研究者の試行錯誤等人的要因によるものが大きなウエイトを占め

ており、パターン化は困難であった。  
 一方今回の調査において、大企業と中小企業との違いやシーズ型とニーズ型の違いが明

らかになった。調査結果を総括すると以下のように集約される。  
 

(1)全般 

 苦労したフェーズを問うたところ、研究期間より製造技術開発と商品化期間の方が苦労

しているとの回答が多かった。これは商品化期間に も時間を要していることと符合して

いる。また全般には技術面で も苦労しており、開発フェーズが進むにつれスケジュール

管理や人材面での苦労も大きくなってくる。 

 ブレイクスルーを必要とした技術は要素技術の占める比率が高く、基礎的な部分が開発

阻害要因になっていることがわかった。公的機関への要望としても、基礎研究やデータベ

ースの充実をあげているものが多かった。 

 ブレイクスルーができたきっかけは、前述の人的要因が大きなウエイトを占めており、

国の支援（技術的支援、資金の支援、人材支援）はブレイクスルーのきっかけにはなって

いないことが判明した。 

 ブレイクスルーができたきっかけとしての人的要因では、第３者のアドバイスが も大

きなウエイトを占めている。この第３者のうち国の支援に位置づけられる学・官有識者の

アドバイスは、研究期間では大きいものの開発フェーズが進むにつれ、ウエイトが小さく

なってくる。それに関して公的機関への要望として、大学に対して実工学への関与を望む

ものがあった。 

 他に公的機関に望むシステム対応としては、設計・分析・評価機器・解析ソフト等の貸
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し出し希望が多かった。これは短期間の開発のために特殊な専用機器を購入するのは、コ

スト負担が大きく、流用も困難なためである。しかしながら今回の調査では、公設試など

で提供している設備を利用しているケースはなかった。これは、該当する設備がなかった

のか、そのようなサービスが提供されていることが知られていないのか今回の調査では確

認できなかった。 

 

(2)大企業と中小企業との違い 

 大企業の場合、資金、研究開発人材、アドバイザー等研究開発の遂行に必要な要素は自

己調達が可能である。したがってあまり外部に依存せずに済むため、外部に対して必要

低限の情報しか発しない閉鎖的な研究開発体質になっている企業が多く見られた。 

 一方中小企業の場合、内部に開発遂行に必要な要素を全て抱えるのは困難であり、資金

面、人材面、アドバイザー等を外部からの支援も積極的に活用している。したがって開放

的で情報発信にも意欲的である。しかしながら外部支援を得るための手段については、多

くの情報を持っておらず、個人的繋がりや中小企業を対象とする支援制度に頼っているよ

うに見受けられた。この部分に支援スキームや人材の紹介、各種情報提供を行うことで、

中小企業の研究開発の成功確率を向上させるとともに開発のスピードアップが図られる可

能性がある。 

 

(3)シーズ型とニーズ型の違い 

 シーズ型とニーズ型の違いは大企業からの回答に限定して解析を行った。今回の調査で

はシーズ型開発の場合、どの開発フェーズともニーズ型に比べて苦労が多く、さらに技術

開発には成功したものの製品化にまで至っていないものも見受けられた。またニーズ型に

比べ学・官を含む共同研究者が参画している比率が高く、公的支援を得て実施した比率も

高い。  
 これらの結果から、シーズ型は社内ニーズがはっきりしていない分、外部に対して情報

開示し支援を得ながら遂行しやすい反面、製品化まで至らない可能性を有していることが

わかる。従来の国家プロジェクトはこのシーズ型が多く、成果が出にくいことを物語って

いる。  
公的機関に望むものとして、シーズとニーズのマッチングシステムの希望が多く出てきて

いるのも、シーズ型の場合開発成功の 後の鍵が製品化ニーズ探しにあるためと考えられ

る。   
 この部分に公的支援を行う仕組みがあれば、シーズ型の場合でも研究開発の成功確率が

向上する可能性がある。  
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第４章 各分野の技術開発動向  
 
 先進製品開発事例調査研究委員会の委員から各専門分野から見た材料開発の動向等に

関する考え方を述べる。  
 
４－１ 鉄鋼材料適用分野における材料開発の課題と開発の効率化（東京大学小関教授）  
（１）はじめに  
 鉄鋼材料は、造船、建築、橋梁、重電、産機、建機、車両・自動車、容器、輸送、海洋

構造物など極めて幅広い適用分野で製品の核となる構造材料である。適用される鉄鋼材料

の特性、品質、価格、利用加工技術の優劣によってそれら産業の競争力が大きく影響され

るのは言うまでもない。新たな大型・高性能の構造物を実現する上で鉄鋼材料の開発が鍵

となる。以下では主な鉄鋼材料適用分野の技術課題とそれを解決する鉄鋼材料の効率的な

開発を可能とする開発モデルは何か、検討する。  
 
（２）造船分野  

日本の造船業の競争力は舶用機械とともに優れた船体用材料の開発によって支えられて

きた。日本のお家芸ともいえる TMCP(Thermo Mechanical Control Process)による造船

用鋼は、従来鋼と比較して低炭素当量で材料設計が可能で、船体用材料として強度、靭性、

溶接性に優れ、船体建造の工期やコストにも大きく貢献してきた。しかし長年日本の造船

業の柱であった大型タンカー（VLCC）は近年、韓国、中国との価格競争が激しいことか

ら、日本の造船は、むしろ韓国、中国と技術的な差別化が可能である高性能船にシフトし

つつある。具体的にはコンテナ船、LNG 船、客船などが挙げられるが、これら船舶の大型

化、高性能化、さらに安全性や付加価値を高めるためには、材料およびその利用加工技術

の向上がきわめて重要な鍵となる。また今後、環境も考慮に入れた船体の安全、長寿命化

を更に進めるためには新たな材料の提案も重要になろう。  
例えば大型コンテナ船の場合は、現在、6,000 個 (TEU)積のコンテナ船が 大級である

がコンテナ輸送の世界的な伸びの観点から倍の 12,000 個積レベルの超大型コンテナ船の

ニーズが高まっている。コンテナ船は上部甲板が開口構造となっているため、ハッチ部分

は厚手の高強度鋼が使われているが、超大型コンテナ船を実現するためには、重量増を抑

え、なおかつ船体強度や安全性を維持するため、これまでの規格を超える新たな厚手高強

度鋼が必要である。さらに建造コストや工期の点から超大入熱の溶接が適用されるため、

超大入熱溶接部における靭性確保も重要課題である。LNG 船の場合も同様で、ますます低

温靭性に優れた高強度鋼が求められると同時に、ここでも建造の工期やコストの観点から

溶接の高速・大入熱化が求められ、溶接部の靭性確保がもう１つの要件となっている。  
このような溶接性に優れた高強度鋼の開発をタイムリーに行うためには、低炭素当量で

要求される鋼板の強度、靭性を実現するためのマイクロアロイ成分設計指針や TMCP 条件

の 適化に関する基盤検討の充実が不可欠であるが、それらに関わる制御因子が極めて多

岐にわたるため、今後、従来知見のデータベース化が必要である。制御圧延や制御冷却の

諸因子は各社、各製鉄所のローカル条件に依存するため圧延計算モデル等を併用して汎用

化した上でデータベースを構築する必要がある。またマイクロアロイ設計には Thermo 
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Calc をはじめとした CALPHAD 法や組織形成シミュレーションの併用も今後重要になる。

他方、大入熱溶接部の靭性確保には、溶接部の加熱オーステナイト粒や粒内フェライト、

マルテンサイトの制御がポイントとなるが、これらについても、マイクロアロイの影響や

介在物の活用などは従来知見のデータベース化が有効である。ただしいずれも溶接法や溶

接条件、鋼の強度レベルや他の元素の影響も受けるため計算モデルやシミュレーションを

併用した知見の汎用化が必要であり、さらにそのデータベースから予測法の確立も必要と

なる。当然ながら、鋼材の創り込みや溶接部の特性向上に関しては、従来知見のデータベ

ース化による活用・予測に加えて、技術のレベルアップにつながる新シーズを含むブレー

クスルーが長期的には必要である。  
他方、客船などに求められる鋼板の平坦度、船体建造時に課題となる鋼板の残留応力な

どは TMCP に起因する長年の課題として依然残っている。また、環境を視野に入れた安全

や船体長寿命化のためには、造船用鋼の高疲労強度化、高強度－高延性両立による高衝突

エネルギー吸収能、脆性破断アレスト性の向上など、これからの課題も少なくない。いず

れの課題も造船用鋼に固有の課題ではなく、後述の様々な構造用鋼に適用できる共通要素

的な課題でもある。  
 
（３）建築・橋梁分野  
 建築・橋梁分野の構造用鋼のこれからの課題の１つは、造船分野と同様に高強度化と溶

接部の高靭性化である。都市の再開発・再生が進みつつあり、あらたな高層ビルの建築が

今後ますます進むと考えられる。また首都高をはじめとした高速道路橋の更新も今後の課

題として挙げられている。その中で構造の強度や剛性の向上、大型化、軽量化、大スパン

化などを実現するためには鉄鋼材料の高強度化が不可欠である。その一方で、耐震性のま

すますの要求に伴い、柱－梁部分をはじめとした重要溶接部の高靭性化はますます重要で

ある。建築、橋梁ともに建造の効率アップ、コストダウンの観点から溶接の大入熱化は確

実に進んでおり、溶接部の高靭性化は安心・安全に関わる課題である。これに対する製品

開発の取り組みが進むべき方向は、造船分野で述べた方向性と同一である。すなわちこれ

までの鉄鋼の作り込み、成分設計と製造条件のデータベース化によって高強度化の指針を

容易にするとともに、造船分野で使われてきた TMCP の利用の拡大、溶接部の組織制御の

指針の横展開などである。ただし耐震性のための YR（降伏強度と引張強度の比）規制な

ど建築独自の規格もあり、従来知見のデータベース化ではさらに鋼材自身の組織制御をも

カバーする必要がある。他方、橋梁の大きな課題は疲労であり、首都高などに多数見られ

た疲労亀裂は記憶に新しい。従来は疲労設計によって回避されてきたが、今後は何らかの

ブレークスルー技術が必要となってきている。特に今後の橋梁のトレンドとしては、高強

度鋼、少数主桁構造、大スパン化が挙げられ、いずれも耐疲労特性の向上なしには実現し

えないものである。溶接部の疲労特性が も重要であるが、材質の向上と施工技術の組み

合わせ、材質の抜本的な改質など様々な可能性の追求が求められている。  
 建築分野の耐震性と並ぶもうひとつの課題は耐火性である。建築物が高層化や非アスベ

スト化される中で耐火性の確保は必須であり、特に建築物の公共性が高まるにつれその要

求は強い。これについても高温強度を確保するための成分設計によって溶接部靭性が低下

する問題があり、やはり溶接部靭性確保が課題である。  
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 このように建築、橋梁においても、造船用鋼同様に、高強度化と溶接部の高靭性化の相

反する特性の両立が要求されており、様々な鋼種に対応した強度確保の設計指針と溶接技

術の確立が材料開発の効率化の鍵となる。これらに対する材料組織、材料プロセス的な技

術データベースの構築とともに、TMCP 以上に溶接部の特性劣化を伴わない高強度鋼の実

現と、溶接部靭性向上の組織制御技術の基盤拡充および新シーズへの取り組みが必要であ

ると考えられる。  
 
（４）自動車分野  
 自動車用鋼は普通鋼の中では建築用鋼に次いで鋼材使用量の多い分野であり、新たな自

動車の開発と並んで環境や安全の観点からの要請に伴い、様々な特性が要求される。軽量

化のための高強度化、プレス成型などの加工性、さらに衝突安全性のためのエネルギー吸

収能などの要求が近年ますます強い。そのために、極低炭素・侵入方元素フリー (IF)のフ

ェライト単相化、硬質相分散の二相鋼化、残留オーステナイトの加工誘起変態の活用など、

様々な冶金原理の適用とそれを可能にするプロセス開発が進められてきた。しかしながら

軽量化のための高強度と加工性の両立・向上、衝突安全性の確保などの要求には終わりが

なく、さらに軽量化にはアルミ合金などとの競合もあり、いかにきめ細かくタイムリーな

製品提供ができるかがポイントとなりつつある。すなわち自動車の中で、適材適所で強度

レベルの異なる鋼板の使い分け、テーラーメードやハイドロフォームなど素材段階での加

工への適用など、設計段階から材料が入り込んでいける効率的な材料供給が重要である。

その意味で、造船や建築・橋梁とは異なり、単に強度レベルや溶接部の靭性の基盤・要素

研究を強化するのではなく、ユーザーサイドのニーズ取り込みや設計への提案を含めた材

料開発が重要になっていると思われる。  
 このような傾向は自動車だけでなく、家電など民生品分野、商品サイクルの比較的短い

製品分野では共通して見られる。すでに欧州では自動車の設計段階から材料開発者が加わ

り材料開発を進める形式が定着しているようで、日本の設計完了後にトップダウン的に材

料スペックが材料開発側に提示されるのと比較して、材料開発の効率化に寄与していると

考えられる。  
 
（５）その他の鉄鋼材料適用分野  
 その他の分野においても、重構造の場合は、材料の強度向上、それに伴い損なわれる母

材および溶接部の靭性の回復と向上が今後とも特性要求のメインである。また、いずれも

溶接構造となることから溶接部の靭性も重要課題である。例えばエネルギー関連の貯蔵タ

ンク、輸送パイプライン、海洋構造物などでは鋼材、溶接部ともにひじょうに高い破壊靱

性が要求される。これに加えて分野ごとに、例えば重電分野では耐熱鋼の要求があり、産

機や建機では耐摩耗性、耐疲労性、さらに鍛造性や切削性など種々の要求がなされる。  
 これらに対する材料開発も、造船や建築・橋梁分野と同様に、強度・靭性に関しては、

これまでの材料学的な知見の蓄積をベースに、要求特性に合わせていかに 適化できるか

が重要であるが、一方で次第に厳しくなる強度と靭性のバランス向上の要求は、更なるレ

ベルアップのための新たなブレークスルー技術を必要としている。他方、それぞれの分野

固有の課題は従来知見の組み合わせで解決できない部分も多く、むしろ新たな検討を必要
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とするところが多い。例えば近年部材の切断には切断精度や速度、無人運転可能の観点か

らレーザー切断が建機、産機、造船分野はじめ広く用いられているが、その生産性や夜間

の無人運転には鋼板のレーザー切断性が大きく影響する。市場の要求から暫定的な様々な

切断性改善鋼板が提案されてはきたが、その切断メカニズムや支配因子は従来のガス切断

とは異なる上に、鋼板側、切断レーザー側の様々な因子からその根本的な解明には至って

いないと思われる。新たな利用加工技術の出現に対応する材料開発では、個々のケースで、

先ず何が材料側の技術的なネックになっているかの解明が必要であり、さらにそれに対す

る新たなシーズ技術の開発も必要となる。横断的に適用可能な材料開発のモデルは見出し

にくい。新たな耐熱鋼のクリープ強度評価は、極めて長時間を要することは周知である。

加速試験も提案されているが、 終的には実機レベルの確性が必要となる。  
 
（６）まとめ  

各分野のこれまでの鉄鋼材料開発の進め方およびいくつかの成功事例から、効率的な製

品開発を支援する鉄鋼材料開発を可能にするためには、次に述べるような開発モデルが提

案できる。  
第一は、鉄鋼材料のこれまでの知見のデータベース化である。鉄鋼材料の材料開発はこ

れまで様々な材料特性レンジに渡って膨大になされており、鋼材の成分や金属組織の設計、

生産プロセスの検討、利用加工技術に関する知見もまた膨大である。ある部分は金属学的

な原理に基づくが、多くの部分はノウハウとして各社あるいは各研究者や開発者の中に蓄

えられている。鉄鋼材料の開発は試作から評価まで比較的長い時間を要するので、従来知

見を知識データベース化することで材料設計の 適化への距離を縮める、あるいは開発の

方向性を絞ることが可能であり、これによってリードタイムの短い高性能鋼の開発が可能

になると考えられる。しかしながら、蓄積される個々の知見は、非常に多くの因子と同時

に様々な付帯条件やローカル条件から成るデータであるため、これら知見を汎用的に活用

するためには CALPHAD やシミュレーションの併用、あるいは統計手法や確率手法を使っ

たいわゆるグレーボックスモデルなども組み込みながら、異なる境界条件下でも利用可能

にする必要がある。このような取り組みは必ずしも材料メーカー１社でできるわけではな

く、ある部分ではオールジャパン的な取り組みも必要であろう。実際、熟練技術者の減少、

技術ノウハウの減少を懸念する欧州では大学を中心にこのような産学の巨大データベース

作りが様々な分野で進みつつある。鉄鋼材料に関しては、背景には鉄鋼会社の集合離散が

続き、１社レベルでは従来知見の伝承やデータ化が難しい、大学への研究依存度が大きい、

製造装置メーカーが横断的に生産に関するノウハウを持っているなどがあるが、いずれに

しても様々な階層の知見が一元化できることで、材料開発、プロセス開発の効率は飛躍的

に向上すると考えられる。その一つとしてシェフィールド大学がコンソーシアムとして取

り組む鉄鋼材料の材質予測モデルは、従来の材料学的な物理モデル（ホワイトボックス）

に実際の非常に多因子からなる経験的な知見（ブラックボックス）を結合し、これに統計

処理やデータマイニングの手法を組み込んだグレーボックスモデルの開発を進めている。

我が国は材料開発の知見が極めて膨大に蓄積されているが、高度成長期に様々な材料開発

に取り組んできたいわゆる団塊の世代が一線を離れるに従い、蓄積された知見の保持が極

めて重大な課題になりつつある。また鉄鋼各社の研究開発体制はバブル後に縮小され、往
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時に比べ開発力は低下している。その意味でその知見の集積とシミュレーションや統計・

確率データ処理を併用したデータベース化が重要であると考えられる。  
第二に、鉄鋼材料の高強度化、高靭性化、溶接部の組織微細化、高靭性化は長期にわた

る も重要な基盤技術であり、この部分については要素的な取り組みが重要である。すな

わちこれら課題の重要性は今後とも、高性能、環境、エネルギー、安心・安全、いずれの

観点からも今後も継続してますます強く要求される基本特性である。また、溶接性に優れ

た厚手高強度鋼は、今後とも日本が韓国、中国に対して大きなアドバンテージを有する技

術分野であり、この技術は造船のみならず建築、橋梁、重電、産機、建機など様々な構造

物の高性能や安全の基盤となる。したがってこれらに関してはシーズ導出型の基礎検討を

継続し、ニーズにタイムリーに応えるのが重要と考える。しかしながら従来の合金調整や

TMCP による製造 適化による母材の強度－靭性バランスの向上、窒化物・酸化物を使っ

た溶接部組織制御などによる向上にはすでに限界が見え始めており、新たな視点のブレー

クスルー技術が求められていることも事実である。 近官民で活発に取り組まれてきた超

細粒鉄鋼はその流れとして、新たな視点を提供するものであり期待できるが、一方、加工

熱処理で得た微細結晶粒は熱的に不安定で溶接部での特性確保のために新たな溶接法の開

発が必要になるなどの課題も少なくない。強度や靭性、溶接性は構造材料の根幹であり、

都市の再生にともなう安心や安全、船舶や自動車、産機などの国際競争力のベースとして

も欠くことのできない特性であるので、あらためて産官学でオールジャパン的かつ基盤要

素的な研究体制を構築して取り組むのが必要と考えられる。それが結局、次世代の産業の

活力や競争力、未来社会の構築や活性化につながるものと考えられる。  
第三に、材料開発を効率的に進め先進的な製品開発につなげるためには、製品設計段階

から材料メーカーが関与するようなシステムを整える必要がある。従来、構造材料開発の

流れは構造設計がなされた後に材料スペックが材料メーカーに持ち込まれるケースがほと

んどであり、設計段階から材料特性を議論しながら製品開発が進められる例は少ないよう

に見受けられる。しかしながら、あまりに高い材料スペックは実現までに時間がかかった

り、また、結局実現できずに時間をかけた後にスペックダウンするようなケースもある。

複雑な構造体の場合は多様な材料の適材適所の使い分け、あるいは構造と材料の組み合わ

せによる要求特性の実現から、構造物の性能が実現できるケースも少なくなく、また設計

者と材料開発者の意思疎通によって新たな製品へ展開する可能性もある。実際、欧州の自

動車メーカーは次期モデルの開発に設計段階から材料開発者を入れている。日本でも利用

加工技術の共同検討や一部のスペックを前倒しで材料開発側に伝えるなどの傾向が見られ

るが、まだ縦割りの部分は少なくない。これからの構造物への様々な要求特性は材料開発

のみで対応するには過大なものもあり、構造とのコラボレーションによる対応が開発の効

率化には重要であると考えられる。特に従来にない新規の構造物の設計や利用加工技術の

導入では不可欠であろう。  
このようなモデルと同時に、今後の材料開発の効率化による先端製品開発の鍵としては、

様々なレベルでの知識の共有化、技術の開示などが必要であり、国立大学や国立研究所の

独法化に伴う活用や産学連携は一つの鍵となると思われる。すでに大学へのアウトソーシ

ングかは日本以外ではかなり進んでおり、産学間で実質的な成果を要求する一方でそれに

見合う対価も支払うビジネスが当然になっている。日本の産学の場合は従来型のお付き合
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いにとどまるケースが多く、大学側が企業の意図を十分理解していない、企業も大学に眠

っているシーズを活用できていない、などの課題がある。産学の連携をコーディネートす

る仕組みや産学相互の意識改革も今後は重要と考えられる。  
 
４－２ 材料分野におけるニーズとシーズの関係（京都大学 馬渕教授）  
 
 図１は、材料分野におけるシーズ（材料開発）とニーズ（製品開発）の関係を示す模式

図である。この図に示されるように、材料分野のシーズとニーズの関係には、大きく分け

て“待ち伏せ型”、“加速補強型”、“理想型”、“出遅れ追随型”のパターンが考えられる。

理想型が も好ましいが、実際のところ材料開発が製品化に至るパターンには、加速補強

型と出遅れ追随型が多いと考えられる。以下では、加速補強型と出遅れ追随型の特徴につ

いて述べる。 

 

加速補強型：材料研究が製品化に結びつくには、一般に長い年月が必要とされている（１

０年近くかかる場合がある）。したがって、開発される製品の先を見越して、必要とされる

（であろう）材料を前もって開発する場合がある。この場合、開発当初は具体的な目標が

なくその開発速度は遅い傾向にあるが、開発中の材料にマッチングした製品が具体的に見

つかるかあるいはブレイクスルーにより材料と製品がマッチングすると、その開発速度は

加速度的上がってくる。他社に先駆けて技術開発を進めてきたものであり、多少高価でも

実用化される可能性が高い。本調査の中では、例えば(株)豊田中央研究所が開発した超低

弾性率合金（ゴムメタル）がこれに相当する。この合金は、Science 誌(300,(2003),464)

に掲載されたほどの画期的な、シーズ先行で開発された合金である。開発後材料特性に合

致した製品を探索したところ、眼鏡フレームやゴルフクラブのような用途が見つかり製品

化された。このように、加速補強型のパターンの場合、開発された材料はこれまでの材料

を凌駕する画期的な特性を有していることが不可欠である。しかし、実際のところ、加速

補強型のパターンでは、先行開発した材料に比べ多少の優位性があっても、コスト高や周

辺技術の不整備などの理由により具体的な製品が見つからず、開発した材料が実用化され

ないまま研究開発を断念せざる得ないという状況に陥ることも多い。 

 

出遅れ追随型：他社に開発を先行されるものの、市場規模が大きいなど利益が見込まれ、

かつ追いつくことが可能と判断された場合、先行他社に追いつき追い越せを目標に材料開

発を行う場合がある。この場合、開発当初は経験もなく開発速度はそれほど速くないが、

あるブレイクスルーができればこれを機に開発速度は加速度的に速まり、他社に追いつき

製品化に至る。この出遅れ追随型の場合、製品が具体化しており材料に求められている特

性や価格も明確で、開発目標を挙げやすい。特に、すでに先行している材料があるので、

材料特性の優位性はもとより低コスト化が重要な開発要素となる場合が多い。 

 

 以上が、加速補強型と出遅れ追随型の特徴である。 後に、これまでにいくつかの国家

プロジェクトに実施者としてあるいは評価者として携わってきた経験を踏まえ、材料分野

における国家プロジェクトの役割を述べてみたい。 
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 前述したように、材料分野では研究から実用化までに時間が長くかかる一方で、 近の

製品開発は研究から実用化までのタイムスパンが短くなってきている。このギャップが、

材料分野の研究開発の悩みの一つである。特に、具体的な製品がわかっている出遅れ追随

型に比べ、加速補強型の場合先述したように材料開発を始めるに当たって（製品のイメー

ジはあるものの）具体的な開発目標は不明瞭なことが多く、市場規模も予測しにくい。し

たがって、研究から実用化までのタイムスパンを短くする傾向にある企業内研究では、加

速補強型研究開発が今後先細りすることが懸念される。日本の産業立国としての地位を維

持、発展するためには、常に新しい技術を開発し続ける必要があり、独創的な材料の創製

が期待される加速補強型の研究開発は重要視されなければならない。したがって、加速補

強型研究開発にこそ国家プロジェクトの役割があると考える。特に、分野融合による加速

補強型の開発を行うことにより、材料開発と製品化の距離が縮まることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 材料分野におけるシーズ（材料開発）とニーズ（製品開発）の関係 

 

４－３ 宇宙分野における材料開発の事例（宇宙航空研究開発機構 佐藤助教授） 

 

（１）事故に学ぶ——宇宙用材料技術の信頼性向上 

 日本の宇宙開発は、1955 年のペンシルロケットに始まり、1970 年には世界で 4 ヶ国目に

自力で人工衛星「おおすみ」を打ち上げるまでになった。以来 30 年弱、日本は H-II（1993

年初飛行）および M-V（1997 年初飛行）という 2 つの衛星打ち上げ用ロケットを有するよ

うになり、宇宙技術も十分に成熟してきたといわれるようになってきた。特に宇宙科学研

究所は、おおすみ以降 28 年間で 23 機の科学衛星を成功裏に打ち上げた中で、失敗は 1976

年の M-3C-1 号機と 1996 年の M-3SII-8 号機のみであった。ところが、1998 年 H-II-5 号機、

1999 年 H-II-8 号機、2000 年 M-V-4 号機、2002 年 H-IIA-6 号機と、宇宙開発事業団と宇宙

科学研究所が立て続けに打ち上げに失敗し、日本の宇宙技術に疑問が投げかけられるよう
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になってしまった。現在、宇宙航空研究開発機構（2003 年に宇宙科学研究所、宇宙開発事

業団、航空宇宙技術研究所が統合して設立）では、信頼性向上を目指した宇宙技術全般の

見直し（総点検）が行われている。 

 上述の打ち上げ失敗は、H-II-5 号機が第 2 段エンジン・ノズルのニッケルろう付け、

H-II-8 号機が第 1 段エンジン・ターボポンプのチタン合金の極低温疲労、M-V-4 号機が第

1 段モータ・ノズルの黒鉛の脆性破壊、H-IIA-6 号機が固体ロケットブースタ・ノズルのア

ブレーション材料のエロージョン、というように、材料の不具合がその根本原因となって

いる。材料の不具合は、ひとたび起きると重大事故に繋がりやすく、しかもその対策に時

間がかかるものである。 

 一般に、構造設計は、 

 

                  限界応力 

       安全余裕(MS) = ――――――――――― －１ ＞ 0 

                発生応力×安全係数(SF) 

 

という式が基本となる。限界応力／安全係数を許容応力とも呼ぶ。宇宙用構造物では、金

属部材の安全係数は、限界応力として耐力をとる場合 1.1、破壊強度をとる場合 1.25 とす

ることが多い。この式は、構造物に対し、予想される 大荷重の 1.1 倍の荷重がかかって

も有害な変形を生じないことと、 大荷重の 1.25 倍の荷重がかかっても破壊しないこと、

という要求に由来する。これに対し、たとえば一般の高圧ガス容器では、破壊強度に対す

る安全係数は 4.0 と定められている。ちなみに固体ロケットモータチャンバー（ロケット

本体）は機能上は高圧ガス容器そのものである。 

 このように、宇宙用構造物の安全係数は非常に低い。これはひとえに地球周回軌道に上

げるためのエネルギーが莫大であり、極端な軽量化が要求されていることによる。一般に

は安全係数が大きいので見過ごしている材料の細かい挙動が、安全係数が小さくなると顕

わになってくる。このような場合の設計には、使用環境と荷重様式（静的、衝撃、繰り返

し荷重それぞれに機械的、熱的荷重等が考えられる）、および測定値のばらつきに応じた適

切な限界応力を設定することが要求され、ここでの見落としは直ちに打ち上げ失敗という

大問題に繋がる可能性がある。 

 宇宙用の材料は、特殊な極限環境で使用されることが多く、一般的でない材料も使用さ

れること、一品ものであり生産量が限られること等から、使う立場の技術者、研究者が主

となって研究開発が行われてきた。今後のさらなる信頼性向上のためには、材料系研究者

もこの問題に関与し、使う立場の技術者・研究者との情報の交換・共有が必要である。 

 

（２）宇宙ビジネス創出——身近なものから宇宙へ。 宇宙からお茶の間へ。 

 上述の宇宙開発プロジェクトそのものに直結する宇宙用材料技術の信頼性向上とともに、

宇宙というインフラを活かした様々な新ビジネスへの期待、プロモーションも行われてい

る。宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、宇宙開発の新たな施策ということで、産学官連携

活動の一環として、各種の制度により、宇宙ビジネス創出の取り組みを行っている。 
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 その中の「宇宙オープンラボ」（http://www.openlab-jaxa.jp/）は、宇宙へのしきいを

下げ、参加を容易にする制度である。これをきっかけに異業種間の情報交流・技術交流が

活性化され、新しいビジネスの創造など、宇宙航空関連技術と民生技術とのインタラクテ

ィブな（双方向的な）関係進展の一助となることが期待されている。宇宙オープンラボに

は、宇宙に関連したビジネスモデルを主眼とした「宇宙パートナー制度」と、JAXAへの技

術提案を主眼とした「宇宙ベンチャー制度」がある。 

・「宇宙パートナー制度」 宇宙インフラ等を活用した多様な宇宙航空ビジネスの募集 

・「宇宙ベンチャー制度」 ビジネス面での成立性を考慮した JAXA への技術提案、JAXA

が提示する技術課題への提案の募集（その技術が汎用性を持つものが望ましい。その技

術を利用した製品が将来的に市場性を持つ可能性がある、など。） 

   問い合わせ先：JAXA 産学官連携部 宇宙オープンラボ事務局 

（E-mail：openlab@jaxa.jp） 

 

材料技術関連の事例として宇宙オープンラボウェブサイト 

 （http://www.openlab-jaxa.jp/）からいくつか紹介する。 

１）宇宙航空用曲面形状複合材部品成形技術の開発 

宇宙航空分野では、軽量・高剛性材料として炭素繊維強化プラスチック(CFRP)が多用

されているが、曲面形状を有する部品等は、製造技術上の課題から金属材料を使用し

ている。本提案は、独自の製造技術である繊維配列技術と成形技術により、製造技術

上の課題を解決し、曲面形状を有する CFRP 材料部品を開発するものである。また、

従来のオートクレーブを使用しないため製造コストの削減も確実である。 

 

 

２）宇宙インフレータブル構造技術の研究 
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インフレータブル(膨張)構造はその軽量、高収納率、少量構成品の特徴を活かし、当

構造ならではの超軽量大形宇宙構造物や、コンパクトに折畳み収納し宇宙で大面積に

展開する中・小型衛星搭載機器の実現するための有力な構造である。 本提案では、

本格的な実用化へのネックとなっている宇宙硬化技術の確立と従来の研究成果の結

合を図り、当構造技術の実用化の見通しを得る。 

 

 

３）化合物半導体の宇宙電子・光デバイスへの応用 

ガリウムナイトライド（GaN）半導体による耐放射線電子・光デバイスの実現のため

の、独自のMOCVD法によるGaN半導体素子結晶成長技術、プロセス技術、デバイス技術

の開発を目指す。本研究では、高ドーズの放射線照射に対する挙動調査及び素子解析、

結晶成長プロセスを改善した400℃の高温動作の正常性及び繰り返し動作後の特性劣

化の解析評価、UVセンサ結晶及びデバイス試作を通じて、従来より高効率素子の作製

技術を開発する。 
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４）先進耐熱複合材料の開発 

炭化ケイ素（SiC）系複合材料の軽量化と特性向上を行い、将来宇宙輸送系の機体や

エンジンの性能および信頼性向上に寄与する。ポリマー含浸焼成法（PIP 法）とパウ

ダースペースホルダー法を組み合わせたプロセスにより、マトリックスを均質な海綿

構造とし、密度低減と共に強度、破断伸びの向上、さらに熱膨張係数の低減を目指す。

また、強度、靱性、耐クリープ強度、耐熱衝撃強度などのバランスの取れた材料（FMC）

の開発を目標とする。具体的には、マトリックスとして Ti-Al、強化材として SiC 等

のセラミック繊維、高弾性炭素繊維、カーボンナノファイバー等を用いた複合材料の、

大型サンプル製造方法を確立する。 

 

 

５）科学観測用大気球の皮膜に用いる超極薄フィルムの開発 

気球の到達高度を制限している要素の一つに気球自体の重量がある。本研究ではフィ

ルムを薄くすることで、気球の軽量化に寄与する。具体的には現在気球用に実用化さ

れている 2.8μm より薄いポリエチレンフィルムを目標とする。そのため本研究では、

現在保有しているフィルム成型装置自体を超極薄フィルムの製作を目的として設計、

製作し、現在より薄い超極薄フィルムの実現を目指す。 
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４－４ 自動車メーカーと材料開発（ＡＳＴＩ株式会社 川勝技術顧問） 

 

自動車は数万点の部品で構成されている製品であり、使用されている材料はおそらく数

千種類に及ぶと思われる。 

その業態は開発、設計、生産、販売、アフターフォローまで一連の製造業ではあるが、

生産は鋳造、成形、加工、組み立てが中心であり、直接素材生産を行うことはまずない。 

また、自動車はその歴史が長く、使用される素材の多くは JIS や JASO で規格化されてい

ることから、３DCADAM 化された設計、生産プロセスで選択される材料も、データベース化

された規格材料が中心になる傾向にある。 

自動車メーカーが直接設計、生産、加工する規格外の材料についても、多くは素材メー

カーからの提案に負うところが多い。これは使用する部品を構成する素材についても同様

である。というのも自動車メーカーの一般的普遍的ニーズすなわち低コスト、軽量化、高

耐久信頼性、高生産性、対環境性、法規制対応等々が広く関係者に理解されているからで

あろうと思われる。 

今回の開発成功事例調査の結果を見ても、使用製品分野が自動車であって、実際自動車

への適用事例がないものや、自動車以外を意図されて開発されたが、直接あるいは間接的

に自動車に使用される素材も散見される。 

 

さて、自動車メーカーが特別素材に対するニーズを提示し、部品メーカーあるいは素材

メーカーに直接開発を依頼するケースについて考察する。 

一般的にはシステムとして新機能、高品質、高性能を実現するために必要不可欠な素材で

あり、自動車メーカーの固有技術、システム構成部品に関係するものが多い。そしてこの

場合、今回の成功事例や自身の経験もふまえて、成功確立が高いように思える。 

その理由を考えてみるに 

まず、材料技術開発目標が明確である場合が多いことがあげられる。 

適用される用途、機能、特性、部品として寸法諸元、品質条件等々がかなり明確であり、

その材料開発の成功が製品化に直接結びつく、即ち製品化を実現したいがために開発をお

願いするケースであることが、開発に携わる材料、素材メーカーとその技術者の方々のモ

チベーションに影響を与えているのではないだろうか。 

第 2 にスケージュール、生産時のボリューム、コスト目標等がかなり明確である。 

これは開発を引き受けていただくメーカー側での、開発意志決定、開発計画さらには生

産、利益計画まで、一連の経営判断が容易となり、会社としての意志のもとで取り組む体

制が整備され、それが成功確立を高めていると考えている。 

第 3 の成功要因は、双方のコミュニケーションのよさである。 

 これが結構重要であると考えている。開発を依頼する側も依頼される側も結構、お互い

の技術ポテンシャルを理解しているということである。開発していただけるであろうとい

う期待、開発提案してみたいと抱いていた思いが旨く合致するケースがままあり、特にこ

の場合はほとんど開発に成功しているようだ。 

 

 後に大学、研究開発機関、ベンチャー企業等との素材共同研究開発についてふれたい。 
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 この場合 も重要なのが自動車メーカーのニーズとのマッチングである。さらに素材開

発に成功しても量産化技術が必要となるため、かなり早い段階から材料、素材メーカーの

参画をお願いすることが多い。 

素材シーズの提案もよくあるが、成功に至るためには多くの場合、部品メーカーの協力

が必要である。当然その部品メーカーをサポートしている材料メーカー、素材メーカーの

存在が不可欠である。 

いずれも複数のメーカーががっちりとスクラムを組めたときに初めて開発に成功すると

いえよう。 

今回の調査を通じて、材料、さらには素材の開発が、いかに多様なニーズに対応して材

料開発の成功に至っているかをうかがい知ることが出来て、非常に有意義であったと思う。

今後より多角的な調査がおこなわれ、材料情報がシステマティックに集約されることを期

待してやまない。 

 

４－５ 構造用鋼材の実用化に対するドライビングフォース（富士氏）  
 
構造用鋼材の開発および実用化は、船舶や大型構造物などやはり 1980 年または 90 年代

の高度経済成長時代のニーズに対応して実現したものが多い。しかし、ニーズだけでは簡

単には実用化されないのは以下の例をみると理解できる。すなわち、本当の実用化には何

らかの強いドライビングフォースを必要としている。ここでは、いくつかの例を参照にし

て示す。  
（１）極厚肉圧力容器の例  
 1980 年代は国内の原子力発電所（軽水炉）の建設が盛んであり、多くの原子力圧力容器

が製作された。これは、もともと米国機械学会（ASME）規格に基づき 160～200mm の厚

鋼板低合金鋼を用いて、強度、靭性、耐照射性などの厳しい性能要求のもと電気炉でしか

その製造が許されていなかった。従って、国内でも電気炉メーカのみ製造をしていた。し

かし、当時の転炉技術（シーズ）は急速な発展を遂げ、P、S、Cu などの有害な元素の低

減、高清浄度でかつ強度・靭性に優れた厚肉鋼材の供給が可能になっていた。そこに転炉

での製造が認められると、原子力発電所の次々の建設とあいまって急激な転炉製厚肉圧力

容器鋼の実用化がなされた。さらに、供用中検査が必要な溶接線を極力減らすため圧力容

器胴部に用いる大型鍛造リングの開発がされ実用化された。原子力発電所の次々の建設と

いうドライビングフォースがこの鋼材の開発および急速な実用化を実現させたわけである。 
（２）TMCP(Thermo Mechanical Control Process)鋼  
 現在でこそ一般的になっている TMCP 鋼は、鋼片の加熱温度、圧延温度及び圧下量を適

正に制御したり加速冷却することによって、鋼の結晶組織を微細化し、機械的性質を改善

する手法である。これは、海外では 1960 年代から、国内でも 1970 年代から研究開発され

ていた“制御圧延”技術が基になっており、古い歴史をもっている。もちろん圧延設備に

高負荷がかかるなどの制約があったため大量生産できなかったという事情はあった。その

実用化のきっかけのひとつは、1980 年当初に製造された氷海域向け海洋構造物、例えば石

油掘削工事用人工島などである。この大型構造物の鋼材は低温での靭性や強度が要求され

るのはもちろん、大量の鋼材を大入熱溶接して製造する必要があった。従って、低炭素で
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溶接性が良好な TMCP 鋼が も適していたわけである。鋼材製造メーカは、その機会に設

備増強し大量の TMCP 鋼の製造を可能にしたことが、今日の実用化にもつながっている。

やはり、氷海大型構造物の製造がドライビングフォースになったわけである。  
（３）ＩＮ鋼  
 上記のような例は様々あると思われるが、IN 鋼もそのひとつの例である。IN 鋼は 1960
年に中村素（石川島播磨重工業 研究所）他によって発明されたものだが、鋼材に窒素 (N)
を吹き込むという逆発想の製造方法である。現在では一般的になっているが、N と Al の

含有量を制御して結晶粒を細かくして高靭性・高強度の鋼材を実現したものである。いわ

ゆる低炭素アルミキルド鋼の原形である。この場合のドライビングフォースは、当時の高

強度球形ガスホルダであった。ガスホルダでは低品質の鋼材を用いたため製作時の水圧試

験で脆性破壊するなどの事故を経験しており、高強度・高靭性さらに良好な溶接性を必要

とする大量のガスホルダを製造するにあたり、この鋼材が求められたわけである。  
（４）超鉄鋼プロジェクト  
 実用化の段階が目の前であると言われている超鉄鋼プロジェクト（物質・材料研究機構

（旧金属材料技術研究所））では、現在 9 年間の研究期間を経て予想以上の成果を上げて

いる。強度 2 倍寿命 2 倍という目的もほぼ達成されており、もし実用化されれば構造物の

設計概念も大幅に変わると考えられる。すなわち、強化合金元素をほとんど含まずリサイ

クルも容易な高強度鋼材の利用範囲は広く、大型の構造物のより大型化が可能になる。さ

らに、高強度ボルト（引張強さ 1800MPa 級）も開発されている。従来、高張力ボルトは

F10T（引張強度 1000～1200MPa）が限界とされている。その上の強度の F11T は湿潤環

境でおくれ破壊を起こすため使用が制限されているためである。もし、1800MPa 級のボ

ルトが実用化できれば、ボルト構造体ではボルトの本数を半分にできるとか、より大型の

構造体の製作も可能になる。  
従って、前例にあるように“何かのドライビングフォース”さえあれば、この超鉄鋼鋼

材も実用化が急速に図られるものと思われる。それは、国内の経済成長や海外諸国との強

調など、社会情勢の変化におおいに関係するもと思われる。  
 

４－６ 企業における材料開発事例（日立金属株式会社 岡本理事）  
 

鉄鋼会社、磁石会社での材料開発を視野にして、開発のパターンを議論してみる。  
材料開発と言っても様々で、世の中を変える革新的な発明から地道な材料開発や改良発

明まである。革新的な発明は今でも海外、特に西欧から出てくる物が多いように思える。

西欧の大学には社会への奉仕の精神があり、執念深く息の長い研究が続けられているから

かと思われる。日本の革新的な材料開発では、ネオジム焼結磁石、青色発光ダイオードな

どが挙げられるが、いずれも実用化まで企業内では厳しい戦いがあったようである。一方

目立たないが、それなりのアウトプットを出し、日本の製造業の発展を支えてきたのは、

後者の地道な改良研究開発である。今回集計し、ケース分けした開発事例はそのような改

良研究開発が主であるが、その中にも将来大きく発展する芽があるかも知れない。  
研究開発の成功パターンも多種多様で、王道はない。研究開発テーマが革新的であれば

あるほど孤独と不安の連続である。始める時は後押ししてくれるが、時間が経つと人選が
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悪かったとか、否定的な意見を出始める。これらに打ち勝つだけの信念と納得性がないと

続けられない。マネージする立場でも、研究者に続けさせてやりたくても、見込みが無い

テーマに投資する訳にはいかない。GO/STOP 判断は悩みの種である。このためにも開発

のプロセスをパターン化し、しっかりした論理構築が望まれるところである。成功のパタ

ーンを示す事は、研究者にとってもそれを管理する立場の人にも大きな道標になり、また

自信にもなる。  
研究開発には大きく分けて、研究段階、製品開発段階、実用化発展段階の３つのステー

ジがあるように思える。革新的なテーマになると、研究と製品開発に５－１０年、広く実

用化され生産活動として収益を出すのに５－１０年はかかる。特許の有効期限が出願から

２０年というのは、良いところで、開発費を回収して儲かるのは数年でしかない。  
身近な開発例を２つ紹介する。  
ネオジム磁石は、佐川氏らが発明した 強の永久磁石である。現在では、中国を除いて

も生産は約１万 Ton／年、市場は約 1000 億円／年以上であり、中国を入れるとその倍と

推測される。主な用途は、ハードディスクのアクチュエーター、ＨＥＶ自動車やエアコン

のモーター、ＭＲＩなど、身近な製品で無くてはならないものになっている。この発明の

芽は、佐川氏の富士通勤務時代に形成された。彼はスイッチ材料として希土類磁石を研究

する中で、炭素やボロンを添加して鉄と鉄の原子間距離を広げれば高いキュリー温度の強

力磁石が得られると推測し、新磁石合金の端緒を得ていたが、富士通では評価されず、ま

た時代の変遷で実用化の見込みが無くなってしまった。各磁石会社へ彼の新アイディアの

売り込みをしたが、各社でも当時は SmCo の開発が全盛であまり評価されなかった。しか

し、当時 SmCo 焼結磁石の生産で苦労していた住友特殊金属（現 NEOMAX）の事務系社

長が飛びつき、移籍後約１年の１９８３年に特許出願に至った物である。その後 Nd2Fe14B
の組成が明らかになり、生産技術が確立するまで多大な苦労があった。爆発事故、錆によ

る顧客のクレーム、用途開発などが落ち着き、本当の意味で成果が出たのは数年以上先で

はなかったかと思われる。新しい材料は伸び盛りの企業にはなかなか評価されない。特定

の製品で生産を続けると決め込んでいる専門企業でのみ、花が開くと思われる。  
鉄鋼会社における開発事例を挙げる。ベークハード（焼付硬化性）鋼板は自動車の外装

パネルに使われる冷延鋼板で１９７９年に住友金属とトヨタ自動車で初めて実用化された。

プレス加工時は軟らかく、組み立て塗装焼き付けの温度で硬く強くなる材料であり、それ

だけ車体が軽量化できる。現在では世界の自動車に使われ、生産と市場は数百万 Ton／年、

数千億円／年くらいと思われる。前記の磁石と同じくらいの市場規模であるが、前記の磁

石のような独占権や排他的な技術ではない。改良技術と言える。従来教科書では両立不可

能と思われていた常温非時効性と高温の時効硬化を両立する条件がある事を理論と定量調

査から見つけたことがブレークスルーである。一旦実現できることがわかると、各社が色

んな製造法を開発し、独占権が無くなってしまった。これ以外にも、定量的な解析や実験

から Process Window が見つかりブレークスルーした例は多くある。通常はしてはいけな

い温度での熱処理法で新しい性能が引き出されたデュアルフェーズ鋼（フェライト＋マル

テンサイト２相鋼板）もその例である。ベークハード鋼板の開発では、顧客の強いニーズ

の元に以前からの考えを実践しただけなので、１年余の研究と試作で実用化することがで

きた。ただ生産量が増え、収益が出るには２―３年はかかり、その頃は同業各社も参入し、
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成果を享受できたのは数年に過ぎなかった。  
以上２つの開発の例を出したが、この周辺や道程には多くの泥臭い改善や発明があり、

それが実際の生産を支えている。今回の調査研究の結果では、①「要素技術」、②「第３者

のアドバイス」、③「ニーズとシーズのマッチング」がキーワードのように思える。ネオジ

ム磁石の例で言えば、①自然科学上の「ひらめき」と、②実用化に執念を持つ専業企業と

の出会い、③そしてＩＴ市場、環境市場の拡大があった結果と言える。ベークハード鋼板

に場合は、③顧客の強いニーズに引っ張られ、①アイディアの引き出しを開けさせられた

結果と言える。  
もうひとつの大きな材料開発にプロセス主導型がある。積層・多層化技術は、印刷、め

っき、蒸着、スパッタ－、エッチングなどを使って各種元素を積み重ね、新しい性能を引

き出す方法で、コンデンサーやＬＳＩを始め多くの電子部品に適用されて小型化には必須

の技術であるが、製造プロセスや設備開発がリードした材料開発と言える。この開発の過

程は専門家で無いので良くわからないが、精度、制御、装置などの要素技術の組み合わせ

で製品に仕上げるには形の違う多くの苦労があったと思われる。  
テーマ選びについて、「善の研究をすべし」とはよく言われる。「儲かる研究」は長期の

開発をしている内に市場のニーズが変わり、スポンサーの心が変わり、続けることができ

ない。世の中が変わっても同じテーマで研究を続けるためには、筋の通った、市場に左右

されない高尚な研究テーマが良いと言うわけである。一方実用化にはその製品に執念を燃

やす人や企業を選ぶことである。オーナー会社か筋の通った専門会社の方が総合企業より

革新的な製品を生み出し易いと言える。総合企業では、多くの改良発明やニーズに応じた

開発で収支を取りつつ、革新的な発明や実用化は、大学、専門会社など外部との協業で進

める事が必要かもしれない。  
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４－７ 非鉄金属材料－銅に対する要求と課題 

（新日鉱テクノリサーチ株式会社 加藤主席研究員） 

 

銅は有色金属であり、電気・熱伝導性や耐食性に優れているので、古くから人類に必須

の金属として位置づけられてきた。現在も、電気・機械、自動車・船舶、建設等、各分野

の導電材料として活躍している。図 1 に、 近の我が国における銅の需要・供給フローを

示す｡ 
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 我が国における銅の需要供給マテリアルフロー（JOGMEC 資料） 
 

先端技術分野における銅に対する要求は極限化傾向にある。情報機器の高機能化・小型

化が進み、導電材料や伸銅品は、高い次元で極薄化・極細化や高強度・高導電性の両立が

要求されている。即ち、銅のもつ優れた特性である電気・熱伝導性を損なわずに機械的特

性を改良することが究極の課題とされているのである。以下に、その具体例を示す。 

 

・導電性ばね材（図２参照）    ： 曲げ加工性の優れた高強度銅合金条材 

・ロボットアーム、マニピュレータ ： 耐屈曲性能の優れたケーブル導体 

・フレキシブル配線板（FPC）    ： 耐屈曲性能の優れた銅箔 

・TAB(Tape for Automated Bending) ： エッチングカット性能、耐軟化性に優れた銅箔 

・超電導用安定化銅        ： 極低温での電気・熱伝導率が高いこと 

・粒子加速器、マグネトロン陽極  ：  高真空加熱時のガス放出がないこと  
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図２ ばね用銅合金の強度と電気伝導度（日鉱金属加工資料） 

 

銅は比強度等の機械的特性が劣るがゆえ、その向上策として高純度化や合金化が研究さ

れてきたが、或るレベルに到達したまま、限界を脱せない状態（徐々には改良されている）

にあるといえる。この限界を打破できれば、新たな用途開発や市場創造の可能性が広がる。

また、ＩＴ産業のような急激なニーズ変化に対応できることが大切であるが、かなり難し

いので、ニーズ変化の予測と潜在ニーズの把握に基いたシーズ開発を進め、ユーザーの動

きを先廻りして待伏せする必要もある。 

 

これらの伸銅品や高強度・高導電性銅合金の開発を進めていく上で、①不純物・介在物

の低減と、②結晶粒径を均一微細化することが重要である。即ち、応力により生ずる転位

の動きを抑止できる微細な第２相や結晶粒界を、銅のマトリックスを清浄に保ったまま、

いかに均一に微細分散できるかである。例えば、サブミクロン以下の粒子やフィラーを利

用した可動転位障壁を形成し、亜粒界を含めた結晶粒界を積極的に利用して強度の大幅な

向上を狙う場合に、電気伝導性を低下させる元素を排除し、析出粒子成長や結晶微細化の

制御、延性向上に有効な微量添加元素を見出すことが重要であり、銅のマトリックスを清

浄に保ったまま、微細な第２相や結晶粒界を均一に分散させるには材料設計と生産技術と

の強力な提携が必須となろう。 

 

理想的な銅合金の性質を見極めるために、超高純度銅をベースとした銅合金の研究が重

要であると考えるが、高純度銅自身の物性に関する研究や現象の解明は始まったばかりで

ある。例えば、無酸素銅は、タフピッチ銅より含有する不純物の影響を受けやすいにもか

かわらず、これまで S についてあまり注意が払われなかった。S の固溶・偏析量の減少に

よる影響を解析することが重要であるし、その他の元素からの影響も大きい。 
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銅は数千年間使用されて、研究し尽くされたように見られているが、決して完了した訳

ではない。高純度銅を超高集積化したLSIチップの配線材や音響機器用電線などに応用でき

たし、特殊溶接技術の発達で廃核燃料用銅缶の開発や銅のダイキャスト技術の開発により

モーターのカゴ型回転子などへの適用なども進められている。電気伝導性や熱伝導性が高

いという特長を活用する道は充分残されていると考える。ただし、銅は比重が大きく比強

度が小さいという欠点を有しているので、この欠点の克服は永遠の課題である。また、銅

のリサイクル性を考える時、いかに合金元素の数を少なくし、添加量を 小化できるかも

大きな課題であると考える。 
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第５章 技術開発を加速する手段の提案  
 

今回の調査により、材料開発の成功の可否は第３者のアドバイス、セレンディピティー、

試行錯誤、ブレーンストーミング等様々な要因に大きく依存していることが明らかになっ

た。また開発のステージや大企業と中小企業で占めるウエイトも異なっていた。したがっ

て、技術開発  
を類型化（パターン化）し、パターン毎に開発加速手段を講じる手法は、材料開発に関す

る限りは難しい。  
 人的要因が大きなウエイトを占める場合の開発加速手段は、技術開発を担う素養のある

人材を育成することである。しかしながら、本来人材育成機関としての役割を果たさなけ

ればならない大学は、材料の基幹を成す金属分野の講座を縮小する傾向にあり、一方企業

は長きに渡るリストラと目前に迫る２００７年問題を抱え、開発側のニーズとは反対に、

人材不足に陥っている。人材育成は、国の技術力を支える根幹部分であり、長期的視点に

立って産学官が一体となって取り組むべき課題である。  
 急激な世代交代を緩和する措置として、技術開発のスキル・ノウハウを持っていながら

定年を迎えようとしている人材の有効活用施策が望まれる一方、中小企業では社内に必要

な人材を抱えることが困難で、社外のアドバイザーを確保するため様々な機会を捕らえて

人的繋がりを構築しているのが実情である。これについては既に中小企業庁を中心に「Ｏ

Ｂ人材活用支援事業」が発足している。  
 今回、アンケートの調査結果から、技術開発を加速する手段として有用なものについて

「開発のキーワード」として纏め上げ、本アンケート調査結果から得られた貴重な意見を

参考に委員会において専門的な観点からこの「開発のキーワード」に関し、評価、検討及

び提言を行ったのでその結果を以下に示す。  
 
（１）第三者の支援  
＜現状分析＞  
  ①大企業では社内の交流により大きな成果を生み出したケースが多い。中小企業では  

学官有識者の意見を聞いて成功した例が多い。  
②ブレーンストーミング、フリーディスカッションによりヒントを得るケースが多い。 

  ③中小企業では外部有識者と面識を得る機会を求めている。  
＜提言＞  
  ①JRCM では関係機関と協力し、全国の大学、研究機関の有識者４５，０００人を対

象に調査し、産学連携を希望する有識者のデータベースを共有している。身近に知

人がいない場合でも本データベースから良きパートナーをみつけることもできる。  
   ＵＲＬ；http://www.sangakuplaza.jp/search/index.html 
  ②中小企業は分析・試験等に公設試を活用しているが、公設試の役割はデータ提供だ

けにとどまっているのが現状である。公設試のコンサルティング機能を強化し、技

術アドバイス、情報リソース紹介等のサービスの充実を図る必要がある。そのため

に必要な実務経験ある人材を民間企業から登用する仕組みを構築する。  
  ③中小企業にとって大学は敷居が高い。中小企業を意識したＰＲ、ホームページ作り
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を心掛けるべきである。   
 
（２）ニーズ、シーズのマッチング  
＜現状分析＞  

 ①ニーズは企業戦略に関係したところであり、情報が「浅い」、「深い」の差がある。

特に大企業からはニーズが出にくい。中小企業はニーズが比較的出易い。「浅い」と

ころから入って、コミュニケーションが進み仲良くなって「深く」入っていく。  
 ②材料のマッチングにはコーディネーターが有効である。  
 ③目的（ニーズ）はひとつでも手段は複数。横の広がりがある。  

④国の技術戦略（ロードマップ）はニーズを表したものであるが、材料のロードマッ

プの作成は出口イメージ（製品）がないと難しい。具体的な目標が無いと単なる俯

瞰図になる。  
＜提言＞  
  ①ニーズとシーズのマッチングは、出会いの場やコンサルティングの活用が有効であ

るが、そこでは信頼関係を構築できるかどうかが鍵となる。技術に精通し信頼でき

るコーディネーターの養成と、交流の場を設けることが重要である。  
  ②中小企業では大企業と連携したいが、技術流出を防止するための契約や特許戦略構

築のノウハウが不足しているため逡巡している場合がある。そのようなケースには、

実務経験のある大企業ＯＢが支援する仕組みが有効である。  
  ③国は日本発のニーズ指向型国際標準作成に積極的に関与すべきである。  
  ④旧来のコンソーシアム方式・研究組合方式の研究開発プロジェクトは、ニーズとシ

ーズをマッチングさせる機能を果たしていた。現在主流の公募方式ではこの機能が

抜けている。どう反映させるか検討が必要である。  
   ⑤出口イメージを踏まえた製品分野ごとの材料開発の戦略（ロードマップ）の提示、

それによるターゲットの共有が重要である。  
 
（３）材料分野のデータベースの活用  
＜現状分析＞  
   材料分野のデータベースの活用が有効であるが以下のような課題も多い。  
  ①企業が保有しているデータベースは財産なので公開しない。  
  ②一般的なデータベースは不具合を正すときは役に立つが、新しいものを開発すると

きには役に立たない。  
  ③データベースは専門家で無いとメインテナンスできない。費用もかかるし国の援助

も少ない。  
  ④新しいものは大学に求めるべきだ。  
  ⑤国立研究所でもデータベースを作成・公開しているが、これはプロジェクトに付随

し必要に迫られて作成しているもので、プロジェクト終了後のメインテナンスがで

きていない。  
＜提言＞  

①JRCM には材料に関するデータベースを集めたものを紹介している。一部有料のも
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のもあるが、ほとんど公的機関がまとめたもので無料のものが多い。  
   本リンク集は、インターネット上で利用可能なデータベースを整理したものである。

材料分類別および材料特性･機能別データベースは、検索により対象件数の絞り込み

ができる。ただしメンテナンスは各公的機関に委ねられており、利用者にとって十

分サポートされているとは言い難い。公的支援が望まれる。  
ⅰ ) 材料分類別データベース   [全１６１件 ] 

ＵＲＬ；http://www.jrcm.or.jp/search/search1.asp 
・金属材料（鉄鋼、アルミニウム、銅、半導体材料等）  
・無機材料（ファインセラミックス、ガラス等）  
・有機、高分子材料（プラスチック等）  
・繊維材料（高機能、高性能繊維素材等）  
・その他（複合材料、耐熱複合材料等）  

ⅱ）材料特性･機能別データベース   [全６３件 ] 
ＵＲＬ；http://www.jrcm.or.jp/search/search2.asp 
・化学   ・熱特性   ・電気化学   ・疲労  ・加工  
・腐食   ・計算   ・周期律表  ・結晶   ・状態図  

ⅲ）評価方法データベース   [全１２件 ] 
ＵＲＬ；http://www.jrcm.or.jp/database/db3.asp 

ⅳ）標準物質データベース   [全６件 ] 
ＵＲＬ；http://www.jrcm.or.jp/database/db4.asp 

  ②米国の NIST(National Institute of Standard & Technology)のようにデータベース

を一元管理する組織が日本にも必要である。  
  ③材料ハンドブックが必要であるが、民間では作成が困難である。国の支援が欲しい。 
  ④企業が所有し、役割を終えたデータベースを公共用に提供してもらうことによって、

既存のデータベースを充実させることができる。そのための仕組み作りが必要であ

る。  
  ⑤実験的なデータの拡充に加え、シミュレーションを用いた既存のデータからの推定、

補完（計算状態図、第一原理計算からの物性予想、データマイニング、他）も今後

重要になると考えられる。  
 
（４）シミュレーションの活用  
＜現状分析＞  
  ①実験より計算のほうが正確だったり速かったりする分野・領域がたくさんある。実

験も必要だがコンピューターで計算した上で既存知識を 適に動員すると開発が早

い。（東大小宮山総長 H18/1/19 日経）  
  ②シミュレーションのソフト会社があるが良く知られていないのでは。シミュレーシ

ョンを扱う企業のリストアップが必要である。  
＜提言＞  
  ①大学、公的機関、企業が所有しているシミュレーションソフトを外部に開放しても

らうとともに、一元化して公開する仕組みが必要である。  
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  ②シミュレーションの原理、有効性と限界、使用方法等の理解が不足している。一般

的な啓蒙活動が必要である。  
（５）公設機関の活用  
＜現状分析＞  

①公設試の存在を知らない人が多い。言葉がポピュラーでない。  
②JRCM は過去に国内の公設試験所のデータベースを作成したが、改訂等が必要であ

る。  
＜提言＞  
  ①公設試（試験所）にはコンサルタントがいるので機器ばかりでなくコンサルタント

の活用が望まれる。  
  ②各公設機関のホームページを充実すべきである。  
 
 本調査では 終的には技術開発の手法をパターン化することであったが、アンケートの

ブレークスルーポイントからわかるようにブレークスルーできた理由のうち、第３者の力

を得て達成できたものが約半分である。その他にもひらめき、試行錯誤、新しいソフトハ

ードの開発等人的な要因が大きなウエイトを占めており、パターン化は困難であった。デ

ータベースひとつにしても世の中に出回っているものからは画期的な発明には至らない。

他社と差別化できる情報は自分で作るしかない。  
このように本当の意味のブレークスルーは地道な努力であり、 後まであきらめないと

いう執念によって得られるものであり、技術開発に「王道はない」と言われる所以である。

また、これが企業間の競争力であり、これを勝ち得たものだけが得られる開発者利益であ

る。  
また、技術開発を成功に導くための国の役割は、長期の視点から国家戦略を描くことは

当然であるが、基礎的データの取得とデータベース化、データベースのメインテナンス、

標準化等地道で日の当たらない分野でありながら、技術開発の土台をなす部分に力を注ぐ

ことが重要であることを今回の調査結果は示唆している。  
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おわりに  
 

ものづくりは我が国の産業と経済を支える基盤であり、様々な製品の高性能化や生産性

の向上、コストダウン、さらに新たな製品の開発が、日本の産業界、経済界の持続的発展

に重要である。そのために、高性能化や生産性向上を可能にする優れた材料の開発、新た

な特性や機能を持った材料の開発が、多くの場合、鍵となる。しかしながら材料の開発は、

開発過程で多くの試行錯誤を経ることもしばしばで、ラボレベルでの開発から実用化のた

めの確性、生産体制の確立に至るまで比較的長時間を要し、製品開発のスケジュールの律

速となることも少なくない。必要とされる材料をタイムリーに開発・供給できるかが、そ

の後の製品開発の成否に影響する。  
今回の調査はこのような観点から進められたものであり、これまでの材料開発の成功事

例を広範にサーベイし、材料の開発期間や性能向上の効率化の指針、さらに、材料開発を

効率的に加速しうるモデルケースやその体系化の可能性についても検討した。それらの調

査、検討の結果は第 3 章～第 5 章に述べられているが、結論として、材料は極めて多様で

ある上にそれぞれの材料に求められる特性もまた多様であり、それらに共通的に適用でき

る開発の効率化モデルは明確には定義できなかった。しかしながら、材料開発を支援する

様々な因子については、従来からの認識を今回の調査で再確認できたところが多い。  
第一は、ヒューマン・インタラクションの重要性である。材料の開発は学理に基づくも

のもあるが、多くは知見の積み重ねや試行錯誤の繰り返しから帰納的に実現される部分も

少なくなく、開発に携わる人間が、同分野の専門家や異分野の技術者との議論や彼らから

の助言によって開発が加速されることも少なくないことが確認された。ニーズとシーズの

マッチング、必要なデータの発掘などもヒューマンネットワークに負うところが大きい。

このような材料分野のヒューマン・ネットワークをいかに活性化するか、ニーズとシーズ

のマッチングにつながるインタラクションの機会をいかに設けるかが、他方で材料分野の

技術者の減少や技術伝承の問題と相まって、今後の大きな課題であろう。公設試、独法化

後の旧国研、国立大のコンサルティング機能の向上もその一環として議論されるべきであ

り、オールジャパンとしてものづくりの基盤となる材料開発の支援を考える必要があると

感じられた。  
第二は開発に必要なツール群である。具体的には、材料の物性値をはじめとするデータ

ベース、分析技術や数値解析技術などであり、材料の種類や求められる特性の多様化に伴

って、それらの必要性は高まっている。しかしながら、これらのデータやツールの研究は

地味な部分もある一方で、それを持つ企業にとっては独自の武器でもあり、重要であると

の認識の一方で拡充や汎用化が進まないケースも多い。従来知見のデータベース化、材料

データベースや規格の整備、先端の解析装置やソフトウエアが容易に使えるようになるよ

うな環境の整備などが必要であろう。この意味でも国研や大学、公設試などの公的機関に

期待される役割は大きいものがあると考えられる。  
第三は、ニーズとシーズのマッチングについてである。材料の開発には、ユニークな特

性を持つ材料が先行して開発されるシーズ先行型も当然ながらあるが、多くの場合は、製

品側のニーズ、出口イメージが先行する。これに効率よく短期間で応えるのは、新規の材

料開発では容易ではなく、これまでの成功例でも何らかのセレンディピティや既にあるシ
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ーズの転用がみられるのはこのためである。一部の製品群ではロードマップや将来の技術

トレンドが比較的明確になっており、このような場合は材料開発もそれに添う形で進めら

れるのでタイムリーな材料開発がより実現可能になる。反対に、出口イメージを伴わない

材料自身のロードマップはあまり現実感がない。したがって、製品分野の技術トレンドが

様々な分野にわたって一層明確になれば材料開発の効率化は進むはずであるが、製品の技

術トレンドは製品を作る企業にとってはまさに競争力の源であり、それが前広に公になる

のは一部の分野を除いてはなかなかありえない話である。そこに材料開発の効率化の難し

さ、材料開発を促進するモデルケースの作り難さの原因があると考えられる。  
以上を総括すると、様々な技術の進展の鍵となる材料の開発には、その多様性や製品の

開発競争などの点から、一元的な効率化のルートは必ずしも明確ではないが、それを支援

する環境の整備やヒューマン・インタラクションの「場」の整備は可能であるように思わ

れる。今回の調査にもそれを示唆する様々な情報が含まれており、この報告書が材料開発

側および材料を使う側のいずれにとっても、何らかの有用な示唆を与えるものであれば幸

いである。  
なお 後に、今回の調査にご協力いただいた多くの企業の方々、また調査結果や委員会

での議論にコメントをいただいた経済産業省御器谷氏、花輪氏に感謝申し上げます。  
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