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序 

 

 

 世界を先導する高水準の産業技術力を保持していくことが、わが国経済の持続的発展の重要な

原動力になりますが、このところの中国をはじめとするアジア諸国の生産・技術力の向上や、欧

米諸国の差別化・高付加価値したもの作りの進展など、ここ10年余の間に世界の競争構造は大き

く変化し、わが国の産業技術力の相対的低下が懸念されております。 

 このような状況を打開し、持続的成長を確保していくためには、より付加価値の高い財とサー

ビスを生み出し、より生産性の高い新事業、新市場を創出していかなければなりません。そのた

めには、新技術のシーズ創出につながる基礎研究から基本技術の創造、実用化、市場の創出まで

幅広い視野で、より有機的な産官学の連携を進め、絶え間のない革新技術を生み出していくこと

が必要不可欠なことと考えられます。 

 このような認識のもと当会では、平成17年度に産官学連携を促進する場として新素材工業化検

討専門部会を設け、産業基盤技術としての先端金属・非金属素材の工業化について調査研究を行

いました。 

 

本報告書は、同調査研究の2年度目となる平成18年度の活動成果を取りまとめたものですが、

各位のご参考に供するとともに、本研究交流事業へのご指導、ご協力に対し厚く御礼申し上げる

次第です。 

 

 平成 19 年 3 月 

 社団法人 日本機械工業連合会 

 会 長  金 井   務 
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は し が き 

 

                    新素材工業化検討専門部会  
                      部会長 矢 﨑 陽 一    

（ヨシモトポール株式会社取締役副社長） 

 

素材技術は産業の基幹を形成するもので、重電機、自動車、電力はじめ通信、精密、IT技術な

どあらゆる産業の発展は優れた素材を抜きでは考えられない。 

今全世界で叫ばれている地球環境の保全（大気、海洋、土壌、動植物、資源）は、人類が子々

孫々まで生き残るために、今われわれに突きつけられている至上課題である。このために志向し

なければならないのは機械の軽量化、高機能化、高寿命化であり、素材技術はそのベースとなる

ものである。 

近年、NIEsに見られるように既存材料の製造技術は既にこれらの国々でも格段に向上し、わが

国の競争力優位性はこのままでは維持できなくなるだろう。 

昨年度に続き、本年度もわが国における新素材の開発現状はどうなっているか、何が判って、

今後どのような課題が残されているのか、といった視点で調査を進めた。 

定例の研究会では、専門部会委員および部会外から大勢の専門家に発表していただいた。 

さらに本年度は、研究開発あるいは製造の現場に赴いて直接技術の現状を見てヒヤリングする

機会を持った。 

研究会および現地調査会でも積極的協力が得られたのは、ひとえに日本機械工業連合会の活動

に理解が得られているからに他ならない。 

最後に、ご多忙の中を専門部会の活動に積極的に参加していただき建設的意見を出していただ

いた委員の皆様のご協力に謝意を表したい。 
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平成18年度の活動概況 

日 時 会 合 名 実  施  事  項 

18.6.28 第6回専門部会 ㈱日本製鋼所室蘭研究所主任研究員・和田洋流氏から「水素インフ

ラに関する安全技術研究（水素スタンド構成金属材料の評価につい

て説明を聞き、質疑応答を行った。次いで小関敏彦委員（東京大学

大学院工学系研究科教授）から「建設・橋梁・船舶・自動車用鋼の

最新動向」について説明を聞き、意見交換を行った。 
引き続き、今年度の活動スケジュール、内容、見学先等について検

討を行った。 
18.7.27 第７回専門部会 川重テクノサービス㈱基礎技術事業部材料技術部部長 ･

水田明能氏から｢マグネシウム合金のモーターサイクルへの

適用｣について説明を聞き､質疑応答を行った｡引き続き､タン

トロン  ロン委員（㈱東芝  電力･社会システム技術開発センタ

ー化学･絶縁材料開発部主幹 )から｢樹脂複合材料の水力発電

機器軸受への適用｣について説明を聞き､意見交換を行った。

18.9.21
－22 

第8回専門部会 
（見学会） 

東北大学金属材料研究所の井上明久教授の研究室及び山形大学

工学部の飯塚博教授の研究室を訪問、研究テーマの概要について

話を聞くとともに実験設備等を見学した。 
東北大学では、次期東北大学総長が予定されている金属材料研究

所長の井上明久教授から、金属材料研究所の概要および21世紀の革

新材料として期待される金属ガラス研究について説明を聞いた。引

き続き、金属ガラス総合研究センターの牧野彰宏教授から金属ガラ

ス研究の具体例について、RIMCOFの西山信行特別研究員から

金属ガラスを用いた産業用小型・高性能デバイス開発の具体例に

ついて説明を聞き、質疑応答を行った。 
山形大学工学部飯塚研究室では、平成18年2月に講演を頂いた「稲

もみがらから創るセラミックス」に関して、詳細な説明を聞き質疑

応答を行った。引き続き、焼成機器、強度測定器、X線CT等の実験

設備を見学した。 
18.10.25 第9回専門部会 東レ㈱ACM技術部航空・宇宙技術室長の京野哲幸氏から「炭素繊

維複合材料の最近の動向」と題し、炭素繊維の特徴、製造プロセス、

製品形態と成型法、市場の変遷、具体的な産業用途例について説明

を聞き、質疑応答を行った。 
引き続き、次世代金属・複合材料研究開発協会複合材料技術部長

の伊牟田 守氏から「最近の航空機構造用複合材料の研究開発動向」

と題し、複合材料の機体への適用動向、複合材料の特徴、研究開発

動向として低コスト材料・プロセス技術、信頼性向上技術、今後の

研究開発課題等について説明を聞き、意見交換を行った。 
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18.11.16 
－17 

第10回専門部会 
（見学会） 

ステンレス・チタン製品を中心に各種幅広く生産するとともに、

精密圧延品やクラッド鋼板など世界トップレベルの製品を製造して

いる㈱住友金属直江津（新潟県上越市）と、YKKグループの製造と

技術の中核拠点であり、社内クローズド・リサイクルなど環境配慮

への積極的な取り組みを進めているYKK㈱黒部事業所（富山県黒部

市）を見学した。 
㈱住友金属直江津では、増田秀穂社長及び黒田篤彦技術部長から、

同社の概要、ステンレスの製造工程と用途製品、ステンレス薄板製

造技術やガスケッド技術など同社の独自の技術について説明を聞

き、質疑応答を行った。引き続き、30トン電気炉、製鋼圧延機、20
段センジミア冷間圧延機、薄板巻き取り装置、表面処理工程等を見

学した。 
YKK㈱黒部事業所では、野田太平環境管理主幹及び岡智和環境管

理主事から、「YKK TOURS」及び環境・リサイクル事業の取り組み

について説明を聞き、質疑応答を行った。引き続き、ファスニング

製造工場と建材工場の素材供給工程、リサイクルセンター、吉田忠

雄記念室を見学した。 
18.12.19 第11回専門部会 杉田州男幹事（㈱日鉄技術情報センター参与）から、「特許と文献

からみたマグネシウム構造材料の技術動向」と題し、軽量で電磁波

シールドや制振性に優れた構造用材料として注目されるマグネシウ

ム合金について、特許動向、技術論文、市場動向の観点から、取り

巻く環境変化、製造技術の変遷、具体的用途、今後の課題などにつ

いて説明を聞き、質疑応答を行った。 
19.1.24 第12回専門部会 東京大学大学院工学系研究科システム量子学専攻准教授・陳 迎氏

から「データ・モデリング駆動材料設計－Data/Modeling Driven 
Materials Design」と題し、材料設計に関する物質・材料データベ

ースを活用した帰納的推論と第一原理的手法を駆使した演繹的手法

とを統合した設計手法の内容と、その研究事例として(1)窒素半導体

の光学特性向上、(2)新しい水素吸蔵材料の探索、(3)Fe-Ni Invar合
金について説明を聞き、質疑応答を行った。 

19.3.16 第13回専門部会 
（見学会） 

我が国の有機エレクトロニクス材料分野の研究開発をリードする

信州大学繊維学部の谷口彬雄教授の研究室を訪問、研究の概要につ

いて説明を聞くとともに、各種実験設備を見学した。 
谷口教授から、有機エレクトロニクス材料分野での最先端の研究の

内容や実用化、産業化のためのJOEMの活動、知的クラスター創成

事業、感性デバイシースなどのベンチャー企業での積極的な活動な

どについて説明を聞き、質疑応答を行った。引き続き、EL特性評価

システム、燃料電池評価システム、解析センター、クリーンルーム

などの実験設備を見学した。 
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１．緒 言 



－1－ 

１．緒言 

 

素材技術はあらゆる産業の基盤をなすものであり、わが国は常に先端的役割を果たしてきた。

しかしいずれの産業においても、その発展過程は鉄鋼産業に見られるように、順次トップが入れ

替わる（鉄鋼産業のリーダー；戦前ヨーロッパ→戦中、戦後旧ソ連・米国→戦後ドイツ・日本・

韓国→現在中国→将来インド、ブラジル？）いわゆる雁行形態を取ってきた。全般的に素材産業

においても、近年NIEsなど中進国における既存材料の製造技術が、生産能力のみでなく品質面に

おいても格段の向上を見せてきた。したがって、わが国がこれまでに培ってきた蓄積に安住する

ことがあれば、早晩産業全体の競争力、優位性は失われるであろう。このような背景を考えると、

わが国においてはさらに先端的材料技術の開発および一層の工業化を目指すことが、将来にわた

ってのグローバルな競争力を維持する上で不可欠であろう。 
 

以上の観点から、わが国の研究機関、素材産業で進められている先端の材料技術（例；ナノカ

ーボン技術、光半導体素材、金属ガラス、炭素繊維など）を対象に開発動向、その実用化への取

り組み、将来の可能性について調査研究を行うこととした。先端材料というとその機能面だけに

注目が集まるが、産業への応用展開を考えると、それらは採算が取れるコストで製造できるか、

現在はともかく将来その材料のコストパーフォーマンスが見込めるかが重要な判断基準である。

当専門部会では、そのような観点から機能、製造技術、利用技術が確立されたもの、あるいは可

能性を秘めている素材を取り上げた。 
 

新素材の技術動向調査は、平成6年度～平成8年度までの3年間にわたり材料開発分科会で行わ

れた。そしてその後の約10年における新素材の発展状況を調査するため、平成17年度から新たに

新素材工業化検討専門部会が設けられた。専門部会の委員に関しては、産官学の専門家を代表す

る方々に委嘱した。わが国の先端的素材メーカー、その素材のユーザーである重機械メーカー、

大学および公的研究機関に所属するその分野のトップの方々に参加していただけたのは幸いであ

る。平成17年度は、主としてこれら専門部会委員の方や部会外からの専門家をお招きして調査を

進めた。現地調査は重要であるが、初年度は調査実行期間が短かったため、これは行えなかった。 
第2年度に当たる平成18年度は、部会内の調査は初年度を踏襲したが、同時に現地を訪問して

直接開発の実情をヒヤリングするサイト調査も数多く取り入れた。図1.1は平成18年度における調

査スキームを示したものである。 
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２．調査研究の概要
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２．調査研究の概要 

 

2.1 調査研究の目的 

 

機械工業界が機械の高性能化、高経済性、対環境適応などのために期待する新素材への要求と、

新素材研究開発現状および将来の方向について情報や意見交換を行い、新素材の利用に関しての

道筋を明らかにする。 
以上の課題を報告会における発表、質疑応答などの形で明らかにすると同時に、直接開発や製

造の現場に赴いて調査を行う。 
 
 
2.2 調査研究の内容と方法 

 

調査分野について、先進的研究開発に携わっている専門部会内外の専門家から講演形式で報告

を受ける。さらに現地調査も行った。 
 
本年度取り上げた素材は、 
 金属ガラス 
 マグネシウム合金 
 樹脂系複合材料 
 炭素繊維複合材料 
 鉄鋼材料 
 シミュレーションによる材料設計手法 
である。 
 
現地調査は以下の大学、企業を訪問した。 
① 東北大学金属材料研究所 
② 山形大学工学部 
③ ㈱住友金属直江津 
④ YKK㈱黒部事業所 
⑤ 信州大学繊維学部 
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2.3 調査研究要旨 

 
 21世紀の革新材料 －金属ガラス－  

（東北大学総長・井上 明久 教授） 

金属ガラスとは原子がランダムに存在するアモルファス（非晶質）構造を持った金属である。

結晶格子のずれや異質な析出物などが無いため、従来の金属と比べて3倍以上の高強度や高耐摩

耗性、弾性伸び、磁気特性など優れた特性を有する。従来、このような特性はバルクでない微小

サンプルでは確認されていたが、東北大学においてバルクの製品を創製する技術が開発され、実

用化が一気に進んだ。これまで使用されてきた金属材料は、バルク形状（厚さや直径が数ミリメ

ートル以上の3次元形状）金属材料においては結晶構造をとるものに限られていた。1960年、米

国においてAu-Si系合金で融点が低くなる共晶点近傍の液体を超急冷速度で冷却固化した小物薄

片でアモルファス相が形成されていることが発見された。その後日本、ヨーロッパも加わって、

リボン状アモルファス合金の生成の研究が行われたが、種々の要因で世界のこの分野の研究は停

滞を余儀なくされた。 
このような閉塞期を経て、東北大学井上研究室では1988～1990年代、特定の多元系合金の過冷

却液体で結晶化が抑制され、ゆっくりした冷却速度でもバルク形状の金属ガラスが生成されるこ

とが見出した。これまでに発見された金属ガラス合金の総数は非鉄系、鉄系合わせて（可能性を

含めると）ほぼ1千種類に達している。井上研究室では数百種類のバルク金属合金群の成分から

普遍性を見出した。3成分則とは、①3成分以上の多元系であること、②主要3成分系の原子径は

互いに12％以上異なっていること、③主要3成分元素は互いに負の混合熱を有していることで、

この条件を満たす組成近傍でガラス形成能が高い傾向にあることを見出した。 
このようにして得られたバルク状金属ガラスは、従来の金属では得られなかった優れた諸特性

を有する。静的機械的性質では、同じヤング率でも金属ガラスの引張り強度は結晶金属に比べ約

3倍も高い。その他動的機械性質、耐食性、表面平滑性と二次加工性、ナノ転写鋳造加工性のよ

うな数々の特性において、従来の金属材料には見られない優れたメリットが確性されている。 
このようにして得られた諸特性から、金属ガラスの製造法や応用に関して数々の技術的ブレー

クスルーがなされた。金属ガラスの応用では、より高耐圧高感度（従来のSUS630に比べて約3.8
倍の高感度）を有するセンサー部材として実用化され、薄肉化小型化によって飛躍的に軽量化さ

れた。 
その他の応用例としては、計測器部材、機械構造部材、直径1.5ｍｍのマイクロギヤードモータ

ー（世界最小、従来の加工法では到底製作不可能）が挙げられ、さらには高耐食性被覆材、軟磁

性材料、研摩用部材、ナノテクノロジー用素材、航空機用部材、ケーシング材料など、応用の可

能性には枚挙のいとまがない。 
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 マグネシウム合金の革新－1 「マグネシウム合金のモーターサイクルへの適用」 
（川重テクノサービス㈱ 基礎技術事業部 材料技術部 水田 明能 部長） 

輸送用機器に対しても地球環境保全から軽量化が求められている。軽量化実現の手段は、鉄鋼

材料の高強度化、非鉄金属のアルミニウム合金や樹脂系材料の使用などがある。モーターサイク

ルにおいてはアルミニウム合金が利用されてきたが、更なる軽量化のために比重がアルミニウム

合金の約2/3で、比強度の高いマグネシウム合金展伸材を開発した。モーターサイクル用スイング

アームを設計する際に、母材と溶接部接合継ぎ手の強度データ、とくに疲労強度のデータがなく、

マグネシウム合金押出し材・圧延材をTIG溶接、摩擦攪拌接合した試験片と比較の母材について、

系統的に引張試験および疲労試験を行った。 
また、マグネシウム合金は電気化学的に非常に活性な材料であるため腐食されやすく、最適な

表面処理を施す必要がある。近い将来、クロム系化成処理は今後使用できなくなるため、TIG溶

接継ぎ手に下地処理として①リン酸エッチング＋リン酸マンガン系化成処理、②クエン酸エッチ

ング＋リン酸マンガン系化成処理、の2通りを実施した。それぞれに①焼付け溶剤系塗装（エポ

キシ系＋アクリル系）、②粉体塗装を実施し、耐食性を評価した。塩水噴霧では下地処理の差に関

係なく、溶剤系では塗膜の膨れや錆はなかった。 
次にマグネシウム合金製スイングアームの設計を行い、FEMプログラムNASTRANによってマ

グネシウム合金を用いたときの重量、およびねじり剛性を推定した。さらにこれをベースにスイ

ングアームの試作を行った。試作品は従来の材料であるアルミニウム合金製スイングアームと比

較して10％の軽量化が図られた。ねじりによる強度評価も行ったが、約60％のねじり剛性の向上

が確認された。 
 
 

 マグネシウム合金の革新－2 「構造用マグネシウム合金 携帯電子機器への応用」  
（㈱日鉄技術情報センター 参与 杉田 州男 幹事） 

電磁波シールドや制振性、軽量性に優れたマグネシウム合金が、携帯電子機器の外枠の構造材

料として使われる傾向が増えてきた。ただしマグネシウム合金の使用量は、アルミニウムの1％
程度にしか過ぎない。構造材料としてよりは、アルミニウム合金の合金形成添加元素としての利

用が主であった。 
しかし1998年代を境に、それまでの合金添加剤としてのマグネシウムより、ダイカスト、マグ

ネ射出成形、鋳造、展伸材など構造材料向けが増加し、2003年には全マグネシウム需要量4万2
千トンの30％を占めるまでになった。 

マグネシウムの成型方法としては、鋳造、塑性加工、粉末冶金がある。鋳造にはダイカストや

射出成型（チクソモールディング）があり、構造材料の多くが鋳造で作られている。 
一方、筐体の薄肉化には、さらに塑性加工の研究が不可欠で、鋳造－圧延ダイレクトプレス、

温間プレス、プレス鋳造（プレスフォージング）が脚光を浴びている。 
また、マグネシウム合金は耐食性に乏しい材料で、そのために表面処理が重要な技術となって

いる。 
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このように、需要の増加につれ知的財産保護の世界的動きも活発になっている。日本、米国、

中国、韓国、欧州の出願状況を見ると、2002年頃より中国の出願が目覚しく伸びている。本文で

は要素技術的に、これらの国の特許の動向を分析している。 
 
 

 樹脂系材料の革新－「樹脂複合材料の革新；樹脂複合材料の水力発電機器軸受への適用」  
（㈱東芝 電力･社会システム技術開発センター 高機能･絶縁材料開発部 主幹 タントロン ロン 委員） 

近年、エネルギー機器の効率向上を志向して大容量化、高速化、小型化への趨勢が進んでいる。

これとともにこれらのエネルギー機器に使われる各種軸受、摺動部材の使用条件はより過酷とな

る。水車発電機に組み込まれるスラスト軸受やガイド軸受の高性能化や高信頼性化は、大容量、

高速発電機の開発のための大きなブレークスルーとなる。従来、高速・高荷重軸受材料としてホ

ワイトメタルが用いられてきたが、融点が低く、常温での強度不足と高温強度の低下が問題であ

った。また、四ふっ化エチレン（PTFE）は連続使用温度が高く、耐熱性に優れ、摩擦係数が低

いなどの利点がある一面、高負荷において初期の圧縮変形と永久歪が大きい、という弱点がある。

またポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリイミド（PI）は摩擦・磨耗特性がPTFEと比べ

一段劣るが、逆に機械的性質は優れているので、充填材を添加することで摺動特性を改善するこ

とが出来る。本文ではエネルギー機器の軸受と摺動部品への適用を目的として開発した各種繊維

強化材、および自己潤滑剤を含有したPTFE樹脂複合材料の摩擦・磨耗特性をPEEK系、PI系材

料と比較する。 
 
 

 炭素繊維複合材料の革新－1 「炭素繊維複合材料の最近の動向」 
炭素繊維の特徴、製造プロセス、製品形態と成型法、市場の変遷、具体的な産業用途例  

（東レ㈱ ACM技術部 航空・宇宙技術室 京野 哲幸 室長） 

多種ある炭素繊維の中からPAN（ポリアクリロニトリル）系炭素繊維（CFRP）を取り上げて、

その技術開発、用途開発の歴史を展望するとともに、航空機、スポーツ、一般産業分野での炭素

繊維複合材料適用の現状と将来の展望を明らかにする。 
もっとも強度の高い炭素繊維は東レのT1000G（約6300MPa）で、またもっとも弾性率が高い

のは東レM65Jで、その弾性率は637GPaと純粋な黒鉛構造の理論弾性率の60％を超える。 
PAN系炭素繊維（CFRP）の需要動向は、エアバスA380やボーイング787といった大型航空機

プロジェクトの活況とともに増加した。CFRPの需要が伸びたのは、機体の軽量化による燃費向

上と、機体価格低減に不可欠な材料であったからである。その結果、A380では構造材料の約25％
（35トン）が、またボーイング787では約50％（23トン）がCFRP化されている。このうち東レ

製プリプレグ材料T800S／3900－2Bが選定されている。主翼、中央翼、胴体材料は金属材料から

炭素繊維材料に置き換えられてきている。 
また、新しい趨勢としてVaRTMのようにプリプレグを使わないで樹脂含浸して成型する技術も

開発され、圧力隔壁や尾翼への適用が具体的に検討されている。以下、本文には、このVaRTM技
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術の開発を詳報している。 
航空機以外には、圧力容器や風力発電機ブレード、燃料電池、自動車（プロペラシャフト、エ

ンジンフード、リアスポイラー）、土木（耐震補強）など、炭素繊維の用途は拡大する一方である。 
 
 

 炭素繊維複合材料の革新－2 「最近の航空機構造用複合材料の研究開発動向」 
複合材料の機体への適用動向、複合材料の特徴、研究開発動向として低コスト材料・プロ

セス技術、信頼性向上技術、今後の研究開発課題 
（次世代金属・複合材料研究開発協会 複合材料技術部 伊牟田 守 部長） 

前節では、PAN系炭素繊維（CFRP）の用途開発を航空機以外広く展望してきたが、ここで

は航空機への応用に的を絞って展望する。 
前節で述べたように、B787で複合材料が飛躍的に伸びた主因はわが国の技術の高さである。主

翼は三菱重工業㈱が、胴体は川崎重工業㈱がまた中央翼は富士重工業㈱が複合材料を用いて成型

製造している。 
 
 

 鉄鋼材料の革新－1 「建設・橋梁・船舶・自動車用鋼の最新動向」 
        （東京大学大学院 工学系研究科教授 小関 敏彦 委員） 

鉄鋼材料は決して成熟した材料ではなく、現在でも強度、靭性をあげるための新製品開発が進

められている成長材料である。限りなく開発が可能なのは、一般に鉄鋼材料が温度、時間の関数

として相変態を生じ、さらに微細析出物によるマトリックス強化や結晶微細化が起こるためであ

り、成分（主要成分＋合金添加）によって可能性の組み合わせはおびただしくあるからである。

これに加えて熱間や冷間での加工は、さらに鉄鋼材料の可能性を広げている。 
鋼板の製造にはThermo-mechanical control process (TMCP)が開発され、1980年はじめにまず

造船用鋼で実用化に至り、現在ではラインパイプ用鋼管、建築、橋梁、海洋構造物など広く展開

されてきている。 
TMCPプロセスは再結晶域圧延と未再結晶域圧延と、引き続いての加速冷却によってフェライ

トとベイナイトの混合組織を同じ炭素当量で、従来鋼より優れた強度－靭性を実現する。TMCP
プロセスでは省合金、省熱処理など、環境対応にも工程省略にも優れている。 

ここではTMCPプロセスで製造される鋼材の建設・橋梁・船舶・自動車への利用状況を詳しく

紹介している。 
最後に日本の鉄鋼業の課題として劣質な鉱石、石炭を如何に使いこなすか、また、年々蓄積す

るスクラップを如何に資源として再利用するかが課題である。 
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 鉄鋼材料の革新－2 「水素スタンド構成金属材料の評価」 
（㈱日本製鋼所室蘭研究所・和田 洋流 主任研究員） 

燃料電池自動車に搭載される水素容器の充填圧力は35MPa程度であり、水素を供給する側の設

備は、当面45MPa程度までの設計圧力に耐える高圧設備とする必要がある。これらは蓄圧器、圧

縮機、配管、ディスペンサー、弁、安全弁、シール材で構成され、多くは金属材料が使用されて

いる。したがって、これら金属材料の耐久性、強いては機器装置の安全性確保から、水素ガス環

境に接する構造材料の環境脆化に関する挙動を確認する必要がある。 
さて、高強度鋼に対する環境脆化の危険は一般によく知られているが、低強度の普通炭素鋼で

は常温で使用される高圧水素ボンベでは、水素に接触していても脆化損傷は見られない。一方

1960年代NASAの18Ni マルエージング鋼製水素貯蔵容器の破壊事故から、それまでの経験則に

反し、低温の高圧水素ガスであっても脆化が生じることが分かった。 
そこで1970年代に入り高強度鋼の代表である4340鋼を用い、常温高圧水素ガス環境下における

脆化の研究を行い、脆化傾向に対する圧力依存性、材料の強度レベルに対する変化が調べられた。

その結果、材料内に介在する水素によって生ずる従来型の水素脆性と異なり、脆化に対する時間

依存性を示さずに直ちに脆化することが判明した。この現象を従来型の水素脆性と区別し、水素

環境脆化（Hydrogen Environment Embrittlment）と呼ぶようになった。以下、本文には水素

スタンド構成金属材料に対する水素環境脆化特性の評価について述べる。 
 
 

 「材料設計手法の革新－材料設計手法における規則性のシミュレーション」 
 （東京大学大学院 工学系研究科システム量子工学専攻 陳 迎 准教授）  

材料設計とは、必要とされる材料の特性を出発点にし、それを実現する元素の成分比やそれぞ

れの原子配置を求めることである。新材料の設計は、材料を特定した上で、その構造や物性を計

算・実験によって検証するという演繹的手法と、これまで集積されたデータから大きな傾向を把

握して所定の特性を満たす物質を予測する帰納的手法がある。第一原理計算とデータベースは、

この二つの手法のそれぞれに対する代表例であり、これらを相補完的に用いることが材料設計に

は重要である。近年、この二つアプローチの融合を図る総合的な材料設計手法―材料設計におけ

る規則性のシミュレーションが、東京大学岩田-陳研究グループにより提案され、効率良く材料開

発に役立つ新しい手法として注目されている。これは、大規模な物質・材料データベースを用い

て、物質・材料データに潜む組成元素と材料の間の規則性を明らかにし、新材料になる可能性の

ある候補を絞り、理論計算により候補物質の電子構造など基礎物性を評価・検証し、微視的メカ

ニズムの解明を求め、さらに可能性の高い候補物質を提案することである。そのような材料設計

の基礎研究の成果として、新水素吸蔵物質および新Invar合金開発の二つ事例を紹介している。 
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 現地調査 
① 東北大学 金属材料研究所 2006.9.21 

対応いただいた方々；所長 井上明久 教授（当時、現在東北大学総長）、牧野彰宏 教授 
；RIMCOF 西山信行 特別研究員 他  

金属ガラス開発のリーダーである井上明久教授（現在総長）はじめ、スタッフの研究者から懇

切な説明と研究室の案内をいただいた。金属材料研究所は1915年創立で、数々の金属材料、物質

を産み出してきた世界の材料中核研究所として伝統ある研究所である。数々の栄誉ある受賞者を

輩出し、直近でも増本健教授に続いて平成14年度学士院賞を井上教授が受賞されている。なお金

属ガラスに関する研究内容は、井上先生より直接詳細な報告を本報告書に寄稿していただいてい

る。 
 

② 山形大学 工学部機械システム工学科 2006.9.22 飯塚 博 教授 
山形大学の評議員で副学長の要職にある飯塚博教授から米の籾殻を原料とするセラミックスの

開発状況を伺い、また、設備を見せていただいた。 
なお研究の詳細報告は飯塚教授より平成18年度版に寄稿していただいている。 
 

③ ㈱住友金属直江津 2006.11.16 
住友金属㈱のステンレス工場だったが独立した。大手鉄鋼メーカーが出来ないステンレス箔な

ど少量多品種の製造が出来る。 
 

④ YKK㈱黒部事業所 2006.11.17 
世界的に有名なファスナーのメーカー。ファスナーといっても種類、サイズは種類が多く想像

を絶する規模である。機能面でも宇宙服用などは気密性まで保証するタイプがあり、世界のYKK
の意味がよく分かった。また、同社は子会社に建材（アルミサッシなど）部門もあり、多角化に

成功している。同社はアルミニウムの溶解、圧延まで自前で行っている。さらにファスナーの加

工機の開発・製造も自社で行っている。 
 

⑤ 信州大学繊維学部機能高分子学科 2007.3.16 谷口彬雄 教授  
有機ELの研究で全国の中核研究機関となっている。有機ELは低電圧、低電力消費、フレキシ

ブル、見る方向で画面の諧調が変わらない、高輝度などの特長を有する。訪問直後に谷口研究室

が「有機デジタル信号処理回路」開発の目処を見つけたという新聞報道があった。駆動電圧を大

幅に下げ、動作速度が速い（動作電圧3ボルトで100万回／秒の信号処理が可能）など新しい機能

を有する。 
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３．21世紀の革新材料 ―金属ガラス― 

東北大学総長  井上 明久 
 
3.1 金属ガラスとは 

 

3.1.1 金属ガラスの開発の経緯 

人類は有史以来の数千年間金属を使用してきたが、18世紀の産業革命以前に使用されていた金

属は、金、銀、銅、鉄、鉛、水銀、など11種類に限られていた。産業革命後の採鉱・精錬・冶金

学の急速な進歩により、人類が使用できる金属の種類も75種類を上回り、近代の金属文明が構築

されてきた。20世紀に入ってシリコンを中心とした半導体や高分子で代表されるように、機能を

重視した様々な材料が開発され、現在の高度文明社会を支えているが、21世紀の現在社会におい

ても、鉄を中心とする金属材料は社会基盤を構成する中核材料としてその重要性は全く揺らいで

いない。 
ところで、これまで使用されてきた金属材料は、厚さや直径が数ミリメートル以上の3次元形

状が利用できるバルク形状金属材料においては、構成原子が長範囲にわたって規則正しく周期配

列した結晶構造を有したものに限られていた。これは、酸化物などにおいては有史以来の古くか

ら結晶構造相のセラミックスと原子が長範囲において無秩序（ランダム）に配列した透明なガラ

スの両者が自然界に存在し、共に使用されてきたことと際だった違いを見せている。バルク形状

のランダム金属が自然界に存在せず使用されてこなかったのは、金属と酸化物との構成原子の結

合状態の大きな違いに原因している。すなわち、酸化物における主要結合様式は強固な共有結合

であり、融点近くの高温域においても構成原子は互いに強固に結合し合っており、原子の長範囲

にわたる運動や再配列は困難な状況にあり、融点以下に冷却された過冷却液体は、火山噴火時の

溶岩流が冷却するようなゆっくりとした冷却速度においても結晶化せずにそのまま凝固・固化し

てガラス状酸化物となる。これに対して、金属・合金では主結合様式は金属結合であるために、

融点近傍の高温域では構成金属原子は容易に動くことができ、長範囲にわたる原子の再配列を容

易に起こしてしまう。このために、融点以下に過冷却された金属液体は直ちに平衡相である結晶

相に変態凝固するために、自然界のバルク形状の金属・合金はすべて結晶構造を有しているとい

った偏った状況が作り出されていた。 
1960年に米国の研究者らが、Au-Si系合金で融点が低くなる共晶点近傍組成の液体を

106~107K/sの超急冷速度で冷却固化して得られた約0.01mm厚さの小物薄片では結晶化変態が抑

えられてランダム構造（アモルファス）相が形成できることが見出された。これを契機に金属・

合金の液体を超急冷することにより、アモルファス金属を得る研究が1960年代では主として米国

で、1970年代になると日本、ヨーロッパでも活発に行われた。その間の主要な成果として、1960
年代ではAu-Ge-Siアモルファス合金でのガラス転移現象の発見、PdやPtを主成分とする貴金属系

のアモルファス合金および強磁性を示すFe基アモルファス合金などが見出された。1970年代にな

ると、遠心急冷法によるリボン状のアモルファス合金の生成とそれを用いた諸物性の解明、単ロ

ール急冷法、双ロール急冷法及びプラナーキャステｲング法などの開発、Fe, Co, Ni, Cu, Ln（希
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土類金属）などの様々な合金系でのアモルファス合金の創成、およびそれらの合金系での高強度、

高耐食性、軟磁性、超伝導性、高電気抵抗性、インバー性などの諸特性の解明が行われた。 
1980年前後になると、超急冷法による新しいアモルファス合金系はほとんど見出されなくなり、

研究の主流は、液体急冷法ではガス噴霧法などによるアモルファス粉末や丸断面のアモルファス

細線の作成技術の開発と応用などの研究ならびに構造緩和などの物理的現象の解明などに移行し

ていった。また、超急冷法以外に、機械合金化法と低温熱処理を組み合わせた固相反応によるア

モルファス相生成の研究、並びにスパッタ作製装置などの気相凝縮プロセス技術の進歩によるア

モルファス合金薄膜の研究等が行われた。なお、超急冷法によるアモルファス金属研究は、アモ

ルファス金属の実用化が特許問題などの関係から米国の一企業にほぼ独占されたこと、及び1985
年前後での高温超伝導酸化物や準結晶合金などの競合物質の発見等もあって、急速に衰退してい

った。 
このような閉塞した状況下において、我々は、1988~1990年に特定の多元系合金の過冷却液体

では結晶化が抑制されて、ゆっくりとした冷却速度においてもバルク形状のランダム構造金属（ガ

ラス金属）が生成することを見出した。この約3年間に見出されたバルク金属ガラスは、

Mg-Ln-(Ni,Cu), Ln-Al-(Ni,Cu)およびZr-Al-(Ni,Cu) 系合金であり、Ln元素として少なくとも15
種類は利用できることから、これらの系での3元および4元系の総数は数百種類に上る。バルク金

属ガラスでは、連続加熱された場合、必ずガラス遷移を示した後に大きな過冷却液体域を示し、

次いで結晶化を起こす。ランダム構造金属でしかも明瞭なガラス遷移現象を示すためにガラス金

属と呼ばれ、ガラス遷移を示さず生成に超急冷速度を必要とするアモルファス金属と明確に区別

されている。さらに最近では、両者の違いは合金成分・組成の違いに由来した局所原子配列の大

きな差異に基づいていることが明らかにされているが、この点については後で詳述する。 
 
3.1.2 金属ガラスの合金組成の特徴 

表3.1は1988年以降今日

までに見出されたバルク金

属ガラスの合金系を公表さ

れた年代と共に示している。

合金系は非鉄族系と鉄族系

に大別される。前者の代表

系として、Mg, Ln, Zr, Ti, 
Pd, Cu, Pt, Au系があり、一

方後者の系として、Fe, Co, 
Ni系の各グループ合金群が

ある。先にも述べたように、

利用できるLn（希土類元

素）は15種類以上あること

から、表3.1に示された合金

群の総数はほぼ1千種類に

表3.1  今日までに見出されたバルク金属ガラスの合金系と
公表された年代 
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達している。また表に見るように、1988~1992年の約5年間は我々のグループのみでこの種の研

究が行われ、公表されており、この期間がバルク金属ガラス研究の黎明期であったことが伺われ

る。1993年にBe元素が入ったZr系合金が米国のグループによって見出され、それ以後バルク金属

ガラスの研究は、新規金属材料として1995年頃よりドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ス

ペインなどのEU諸国とロシアで、次いで1998年頃より韓国、台湾、シンガポール、インド、ブ

ラジルなどで、さらに2000年頃より中国で本分野の研究が開始され、現在では中国のみでも数百

人の研究者がバルク金属ガラス研究に取り組んでいる。2000年以降、この新金属材料を取り扱っ

た国際会議は毎年少なくとも数件は開催されており、本分野の研究は世界的な広がりを見せてい

る。 
ところで、表3.1に見るように、バルク金属ガラス合金系の多くは1995年以降に開発されてお

り、今日においても合金系の数は年を追って増加している。1995年以降の急激な増大は、1994
年に、1988~1993年の6年間に見出された数百種類のバルク金属ガラス合金群の成分の特徴の普

遍性を見出し、公表し、この成分則に基づいて効率の良い探査研究が行われたことに原因してい

る。この3成分則とは、3成分以上の多元系であること、主要3成分元素の原子径は互いに12％
以上異なっていること、および主要３成分元素は互いに負の混合熱を有していること、である。

また、このルールを満たした多元系合金は平衡状態において共晶型反応を示すこととも合致して

おり、3元系以上の多元系合金の融点が最も低い組成近傍で最高のガラス形成能が得られる可能

性が高い傾向にある。 
それでは何故に3成分則を満たした合金系では、融点が低下し、過冷却液体の結晶化反応が抑

えられて安定化され、バルク金属ガラスが生成しやすくなるのであろうか？この安定化現象がSi, 
B, P, C等の半金属元素を全く含まない金属元素のみからなる多元合金、すなわち金属結合を主結

合様式とする合金系においても生じることは、結晶学、相変態学、凝固学、液体金属学、固体物

性学を含む広範な材料科学分野の研究者にとってこれまでの金属学の常識に反する不可思議な現

象として捉えられ、世界的な関心を沸き起こすことになった。 
 
3.1.3 金属ガラスの構造の特徴 

この不可思議さの原因を究明することを目的として、３成分則を満たした合金の液体状態、過

冷却液体状態及びガラス状態での局所原子配列の解明が、放射光を用いた異常散乱X線解析、中

性子線解析、小角Ｘ線散乱解析、小角中性子散乱解析、高分解能透過電子顕微鏡観察さらに計算

機シミュレーションを併用する等の様々な最新の構造解析・分析機器やスーパーコンピューター

を用いて行われた。その結果、3成分則を満たした特殊合金液体には、高稠密充填原子配列、

対応する平衡結晶相の局所原子配列と異なった新しい局所原子配列、及び長範囲均質な原子

配列、の特徴を有し、これまでの液体構造とは大きく異なっていることが判明した。より具体的

には、図3.1に模式的に示すように、Zr-Al-NiやZr-Al-Cu系で代表される金属―金属系合金では20
面体的な局所原子配列構造を、Fe-Nb-BやFe-B-Si-Nb系で代表される金属―半金属系合金ではFe
とBからなる歪んだ3角プリズムが第3元素である糊付け元素の役割を担っているNbを介して連

結したネットワーク構造を、またPd-Cu-Ni-P系合金ではPd-Cu-PとPd-Ni-Pからなる2種類の局所

多面体の連結構造を形成していることが明らかにされている。これらの局所原子配列構造の特徴
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は、いずれの合金型の場合においても、

上記した構造の3つの特徴と合致してい

る。3成分則を満たすように合金元素を

選び、融点を最低にするように3成分を

配合することにより、自己組織的に新規

な局所原子配列構造が生成されると解

釈できる。このような特徴を持った液体

では、固体／液体界面構造は平滑となり、

相変態を起こすに必要な原子の捕捉は

抑えられ、その結果界面エネルギーは増

大し、結晶核の生成は抑制される。また、

高稠密構造相では原子の再配列も起こ

りづらくなり、拡散能は低下し粘性は増

大してガラス遷移温度は上昇する。さら

に、新局所原子配列構造の液体から結晶化するためには、長範囲な原子再配列を起こさなければ

ならないが、再配列は困難であり、結晶相の成長反応は抑制されて過冷却液体の安定性は高まる

ことになる。 
ところで、3成分則を満たした合金液体で生じる特異な局所原子配列構造では準安定性が相当

に高いために、106K/sのような超急冷状態と1K/sのような徐冷状態においてガラス合金構造には

ほとんど差異は見られない。このために、数ミリメートル以上の厚みのバルク金属ガラスと

0.02mm厚さのテープ形状の金属ガラスの間で、明瞭な特性の差異は認められない。これに対し

てアモルファス金属では、超急冷法という強制手段により過冷却液体が平衡結晶相に変態するの

を押さえ込んだ結果生成されたものであり、その局所原子配列は対応する結晶相と類似している。

そのために、アモルファス金属では結晶核の生成を完全に阻止することは困難であり、また密度

揺らぎなどの構造不均一性はガラス金属に比べてはるかに大きいことが多くの実験結果から示さ

れている。この結果を反映して、アモルファス金属の諸特性は冷却速度によってきわめて敏感に

変化する。例えば、0.020mm厚さのテープ状アモルファス金属では良好な180度密着曲げ変形が

可能であるが、0.025mm厚さのアモルファス金属テープ材では脆くなってしまい、劇的な変化を

示すことが良く知られている。 
 
3.1.4 金属ガラス形成と多元化効果 

金属ガラスを探査する上で３成分則が有効であることは、表3.1に纏められている結果からも明

らかである。この有効性が広く認識された結果、最近金属ガラスの組成をより多元化することに

より、合金のガラス形性能をさらに改善する研究が活発に行われ、臨界直径が1cmを上回る大き

なガラス金属が多くの合金系で創出されている。表3.2はガラス相生成の臨界直径が1cm以上のガ

ラス合金系、臨界直径及び作製プロセスを纏めている。表に見るように、ガラス形成能はPd系合

金で最大であり、Pt>Zr>Mg=Ln>Cu>Fe>Co>Ni系の順に減少する。また、臨界直径が2cm以上

のガラス金属が既にCu系やZr系などの実用上重要な合金系を含むかなり多くの合金系で得られ

図3.1 金属―金属系、貴金属(Pd, Pt)系および金属
―半金属系バルク金属ガラスの構造の原子配
列模式図
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ることが注目される。 
1cm以上の臨界直径を持つバルク金

属ガラス群の高ガラス形成能の支配因

子を理解することは、今後のバルク金

属ガラスの最適組成を決定するために

重要である。ガラス形成能の支配因子

として、Turnbullによる換算ガラス化

温度(Tg/Tl)、Inoueによる過冷却液体

の安定度因子 (ΔTx=Tx-Tg)及び最近

Liuらにより提唱されたγ因子（γ＝

Tx/(Tg+Tl)が知られている。これらの

因子と表3.2に示した臨界直径(dc)との相関

性を検討した結果、図3.2に示すように、dc
はTg/Tlと最良な相関性を示しており、両者の

関係はLog10dc=6.16(Tg/Tl)-2.57で表される。

このように、3成分則に基づいてバルク金属

ガラスが生成する合金系が一旦見出されると、

その後TgとTlが測定できるようになり、これ

らのデータを用いてTg/Tl値を最高にする方

法により最大の形成能を持つ合金組成へのア

プローチを図れることになる。 
 
3.1.5 バルク金属ガラスの諸特性 

 静的機械的性質 
バルク金属ガラスは材料科学的に新規な金

属材料であるとしても、有用な工学特性を示

すことが社会基盤材料として今後さらに発展

していく上で重要である。図3.3はバルク金属

ガラスの最も基本的な特性である引張り強度

とヤング率の関係を纏めている。また図中に

は商用結晶金属材料のデータも比較のために

示している。図に見るように、バルク金属ガ

ラスの両特性は結晶金属と大きく異なってい

る。すなわち、同じヤング率で両金属を比較

する時、バルク金属ガラスの引張り強度は結

晶金属に比べて約３倍も高い。一方、同じ引

張り強度で比較した場合、バルク金属ガラス

のヤング率は結晶金属の約1/3である。また、

表3.2 1cm以上の臨界直径を持つバルク金属ガラスの
合金系、最大直径及び作製法 

図3.3 バルク金属ガラスの引張り強度とヤン
グ率との関係。結晶金属のデータも比較
のために示している。 

図3.2 1cm以上の臨界直径を持つバルク金属
ガラスの臨界直径(dc)と換算ガラス化
温度(Tg/Tl)との関係 
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両特性には特に金属ガラスにおいて良好な直線関係が認められ、フックの法則が成立することを

示している。従って、この直線関係の傾きは弾性限界伸びを示しており、金属ガラスで約2%, 結
晶金属で約0.65%であり、金属ガラスの弾性伸びは結晶金属に比べて約3倍も大きくなっている。

このように、引張り強度、ヤング率、弾性伸びのような基本特性値が両合金で約3倍も異なるこ

とは、バルク金属ガラスがこれまでにない極めて特異な性質を有した新材料であると結論付けら

れる。また、結晶合金では得ることが困難である2000MPa以上の高引張り強度が、Ni系やCu系
金属ガラス組成を選択することにより容易に得られることも注目に値する。バルク金属ガラスが

結晶金属に比べて数倍も大きな値を示す現象は、上記した一軸応力下のみならず、ねじり変形様

式下でも認められている。 
強度が高くてしかも弾性伸びが大きいという一見相反した特性は、金属ガラスの合金組成並び

に原子配列の特殊性に原因している。すなわち、バルク金属ガラスの構成原子は互いに負の混合

熱を有していることからも明らかなように、強固な金属結合状態にある。また、長範囲ランダム

構造の金属ガラスでは、一軸圧縮応力下での変形は応力軸に対して約45度傾いた最大せん断応力

面に沿って約1nm厚さの原子が互いの結合を切って逆方向にずれるせん断変形によって起きるこ

とが知られている。この機構のために、塑性変形開始時には結合を切る必要があるために高応力

を必要とする。なお、金属ガラスの原子配列はきわめて均質であり、一旦最大せん断応力面で発

生した滑り変形を止める不均質サイトを含んでいないために、その滑り面上での応力は益々増大

して、その面上で滑り変形が進展し、それに伴って局部的に温度上昇がおき、辷り面上で局所粘

性流動を起こして最終破断に至る。このように、バルク金属ガラスは加工硬化挙動を示さない点

も結晶金属と大きく異なっている。また、多結晶金属では必ず存在している転位欠陥を介してき

わめて低応力で塑性変形を起こしてしまう現象と全く異なっている。さらに、低ヤング率と高弾

性伸びの発現は、ランダム構造のガラス金属中には結晶金属に比べて低い密度に相当する原子間

の空隙（自由体積）を含んでいる。従って、自由体積を介して構成原子は比較的低応力でも負荷

応力を緩和するために可逆的範囲内で移動することが可能であり、その結果として大きな弾性伸

びを発現すると解釈される。 
 
 動的機械的性質 

バルク金属ガラスを構造材料などに応用する場合、動的機械的性質の把握が不可欠である。シ

ャルピー衝撃値はZr-Al-Ni-Cu及びZr-Al-Ni-Cu-M(M=Ti,Nb)系バルク金属ガラスにおいて

70~135kJ／molの範囲にあると実測されており、相当に高い耐衝撃破壊特性を有している。 
また、ASTM399の標準試片形状条件を満たした試験片に予備疲労クラックを導入させて破壊

に要するエネルギーを測定した結果、破壊靭性値は、Zr-Al-Ni-Cu系合金で45-55MPam1/2、

Cu-Zr-Ti系合金で約68MPam1/2、Ti-Zr-Hf-Ni-Cu-Sn系合金で約24MPam1/2であり、相当に高い

値となっており、これらのバルク金属ガラスはクラックの進展に対する高い抵抗を有した材料で

あるといえる。さらに、金属ガラスは繰り返し応力下においても高い耐久限を有している。図3.4
はZr基, Cu基およびTi基のバルク金属ガラスの回転曲げ及び引張り圧縮応力下でのサイクル数と

負荷応力との関係を示している。また図中には商用結晶合金のデータも比較のために示している。

107サイクル後の耐久応力はCu-Zr-Ti系合金で約500MPa、Ti-Zr-Hf-Ni-Cu-Sn系合金で約
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750MPaであり、商用のCr-Mo鋼や合金工具鋼に匹敵あるいは上回っていることが注目される。

これらの金属ガラスの疲労クラックの発生・伝搬挙動を調べた結果、疲労クラックは通常試験片

の表面近傍の空洞などの鋳造欠陥から発生し、ストラエーション模様を伴いながら試験片内部に

進展して最終破断に至ることが明らかにされている。また、クラックの発生は最終破断までの総

サイクル数の5-10%の比較的初期段階で生じ、疲労寿命の大半がクラック進展に費やされる特徴

が見られる。なお、最終破断面は典型的な脈状模様であり、一軸応力下での静的破断面の特徴と

類似している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 耐食性 

ランダム構造合金では結晶粒界などの選択腐食を起こしやすい不均質欠陥を含んでいないなど

のために高耐食性を示すことが期待できる。ランダム構造合金が高耐食性を示すことは、1970年
代にHashimotoらによりFe-Cr-Mo-P-C系アモルファス合金において見出された。その後、Cr, Mo, 
Nb, Ta, Rhなどの特定の合金元素を一定量以上含むアモルファス合金は様々な腐食溶液中で優れ

た耐食性を示すことが報告された。また、高耐食性の原因は、結晶粒界などの構造不均質サイト

を含まないこと及び内部エネルギーの高いランダム構造相ではCr, Moなどの特定元素を含む均

質な不働態表面被膜が形成されやすい自己不働態化現象に原因することが示された。しかしなが

ら、アモルファス金属がCr, Moなどの高耐食性発現に有効な元素を一定量以上含む場合、延性が

失われ、脆くなってしまう。この脆さと低いアモルファス形性能のために、高耐食性を生かして

アモルファス合金が実用化されることはなかった。 
これらの欠点が金属ガラスの登場によって克服され、実用化されるに至っている。たとえば、

Ni-Nb-Zr-Ti-Cu系バルク金属ガラスは353K、pH2の硫酸中においても最高級ステンレス鋼

(SUS316L)に比べて約2桁腐食電流密が低く、且つ腐食電位も高い。また、ステンレス鋼よりも

優れた高耐食性はCu-Zr-Ti-NbやCu-Zr-Al-Ag-Nb系のバルク金属ガラスにおいても認められて

いる。これらの高耐食性もNbに富んだ不働態表面被膜がCu元素の溶解を伴って容易に生成する

ことに原因していることが示されている。 

図3.4 バルク金属ガラスの疲労特性を示す負荷応力と繰り返し数の関係。
結晶金属のデータも比較のために示している。 
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さらに、Fe-Cr-Mo-B-C系の高耐食金属ガラスは高ガラス形成能と過冷却液体の優れた粘性流動

加工性の相乗効果により、高耐食被覆材として実用されている。 
 
 ガラス遷移と粘性流動 

上述したように、金属ガラスは連続加熱された場合、液相温度(Tl)の60%近傍の温度で必ずガラ

ス遷移を示した後、50-130Kの温度幅の大きな過冷却液体域を示した後、結晶化する。これは、

アモルファス合金がアモルファス相から直接結晶相に遷移する挙動と大きく異なっている。大き

な温度幅の過冷却液体域の出現は、原子が動きやすい内部平衡状態におかれても直ちに結晶化し

ないことを意味している。過冷却液体での変形はガラス金属固体と大きく異なっている。図3.5(a)
に示すように、粘性はひずみ速度が変化してもほぼ一定値を示し、水や油などの液体と同様なニ

ュートン粘性状態が達成されている。また、ニュートン粘性を示す領域では、図3.5(b)に見るよ

うに、真流動応力(σ)とひずみ速度(ε)の関係において直線関係が得られ、σ＝ｋεmの関係式で表

される。その直線の傾きはひずみ速度感受性指数（ｍ値）とよばれ、均一変形を表す指標となっ

ている。図に見るように、ｍ値は1.0であり、理想的な超塑性が過冷却液体域では得られることを

示している。 
ニュートン粘性が発現するように変形温度とひずみ速度を制御することにより、数万%以上の

巨大引張り伸び加工を行うことが出来る。また、プレス加工処理により約22nm幅の微細な表面

凹凸模様を創出でき、次々世代の高密度情報記録媒体への展開が期待されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.5 Zr基およびLa基バルク金属ガラスの粘性あるいは真応力と歪み速度との関係。 
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 表面平滑性と二次加工性 
金属ガラスは結晶粒界などの顕著な不均質サイトを含んでおらず、且つ構成元素が均一に混合

した理想的な固溶体と見なすことができる。このために、様々な加工法により、表面性状をナノ

メートルのスケールで容易に平滑化できる特徴を持っている。たとえば、切削加工において切削

工具により生み出されるせん断応力によって材料は削り出されることが知られている。金属ガラ

スの変形と破壊は室温では最大せん断応力面に沿って生じることを示したが、このことは金属ガ

ラスが切削加工によって極めて容易にせん断面上で切削されることを意味しており、理想的に優

れた切削加工性を有していると言える。 
また、このようなプロセスで生み出された平滑面に集束電子イオンビーム加工を施すことによ

り、最小約12nm幅の微細な種々の機能表面模様を創成でき、ナノテクノロジー用素材として広

範な分野で使用できる可能性を示している。一方、結晶金属の場合、例えば白金を同じ電子ビー

ム加工処理を行っても、ミクロンメートルスケールにおいても凹凸の激しい表面となり、意図し

た機能表面模様を作り出せない。 
 
 ナノ転写鋳造加工性 

結晶金属では融点での液体から結晶への凝固時に必ず不連続的に顕著な体積収縮が起きる。こ

のために鋳型内に鋳込まれた金属液体は結晶への凝固変態により鋳型の内壁から外れてしまい、

内壁の型形状を微細スケールで忠実に反映した鋳造材を作製することは本質的に不可能である。

これに対して、過冷却液体の比体積が温度低下と共に連続的に減少する金属ガラスでは、鋳型内

に鋳造した過冷却液体に応力を少し負荷することにより、鋳型の内壁形状をナノメートルスケー

ルで忠実に反映したバルク金属ガラスを作製でき、優れたナノ転写鋳造加工性を有している。こ

の特性は金属材料ではガラス型合金のみで得られるものであり、この特性の利用により種々の複

雑なネット形状部材が作製され、金属ガラスの新規な応用分野の開拓に大きく貢献している。 
 
 
3.2 金属ガラスにおける技術的ブレークスルー 

 
前項では、金属ガラスが開発される以前のランダム金属研究の状況、バルク金属ガラスが開発

された経緯並びにバルク金属ガラスが生成するための合金成分則と組成、ユニークな原子配列構

造、諸物性、加工成形性などについて概説した。これらの特徴を踏まえて、本項では金属ガラス

の技術的ブレークスルーと見なされている点を取り纏めた。 
 
3.2.1 徐冷凝固プロセス技術 

これまでの金属過冷却液体の結晶化に対する安定性に比べて、バルク金属ガラス合金ではその

安定性が最大約8桁も増大し、銅鋳型鋳造法、ダイカスト法、吸引鋳造法、溶湯鍛造法、傾角鋳

造法、溝ロール凝固法、溝ロール回転法、水焼き入れ法などの様々な徐冷凝固プロセスを利用で

きることは、これまでのアモルファス合金が液体からの超急冷法、スパッタなどの気相からの凝

縮法、メッキなどの化学溶液反応法、メカニカルアロイングなどの固相反応法などの特殊プロセ
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スを用いて、薄片・小物材や長時間をかけて粉末形状材を作り出すプロセスに比べてブレークス

ルー的進歩をもたらしたものと捉えられている。 
 
3.2.2 ３次元ネット形状材の作製技術 

アモルファス型金属では3次元形状材を作製出来ないこと及び結晶合金では液体から結晶への

凝固時には大きな体積収縮が避けられないために、ネット形状材を作製出来なかった。これに対

して、バルク金属ガラスが生成する合金液体は鋳型の内壁形状を忠実に反映した3次元形状材と

してバルク金属ガラスを作製出来る。 
金属材料として初めて液体から直接に3次元ネット形状材を作製できることは、金属鋳造技術

の概念を根底から覆したブレークスルー的成果と見なされている。 
 
3.2.3 粘性流動によるナノスケール転写加工技術 

ガラス金属の過冷却液体は、高い安定性のために、水や油と同じニュートン粘性流動を示す。

これを利用することにより、数十nm幅の表面模様加工を一回のプレス加工処理で行うことが出来

る。これらのナノ転写加工は従来の結晶合金やアモルファス金属では全く行えず、酸化物ガラス

や高分子と同様なナノスケール加工性をもった金属材料が生み出されたことを意味しており、ブ

レークスルー的成果と言える。 
 
3.2.4 電子ビームナノスケール加工技術 

結晶金属材料では収束電子ビーム加工法を用いてもミクロンメートルスケールにおいても所望

の表面形状加工材を得ることは困難である。これに対して、金属ガラス表面は原子スケールで平

滑であり、収束電子ビーム加工法により十数nmのスケールで微細加工を相当に広い面積で行える

ことが可能になった。金属材料をナノテクノロジー用加工素材への道を開いたことはブレークス

ルー的成果であり、現在様々な分野への応用を目指した開発が行われている。 
 
3.2.5 金属ガラス粉末の高効率生産技術 

金属ガラス相生成の臨界冷却速度は0.02～数百K/sであるため、金属粉末作製の通常技術である

水噴霧法や空気噴霧法を用いても、すべての粒径サイズでガラス相が得られる。この高効率生産

技術により、金属ガラスの高性能特性が生かされてシナジー効果により様々な分野で機能材料と

しての応用が拓かれている。 
 
3.2.6 過冷却液体粒子の溶射成形技術 

バルク金属ガラスが大きな過冷却液体域を持ち、結晶化に対する高い安定性と低い粘性のため

に、過冷却液体粒子を連続的に高密度で堆積できる技術が開発され、高耐食性表面被膜として広

範な応用展開が行われている。 
 
3.2.7 材料形状の薄肉・小型化技術 

金属ガラスが同種の結晶金属に比べて約３倍の高引張り強度と弾性限界伸び、約1/3のヤング率、
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はるかに優れた耐食性や耐摩耗性を示すために、ほぼ同じ機能をもった部材の作製においては、

肉厚や寸法を著しく小さくでき、しかも高寿命であることが示されており、様々な部品の作製技

術にブレークスルーをもたらしている。 
 
3.2.8 高性能金属（バルク金属ガラス）の開発探査技術 

３成分則を満たした多元合金系で且つ最高の換算ガラス化温度を示す組成近傍で金属液体のガ

ラス形成能は最大になることの知見に基づいて、バルク金属ガラスの開発は著しく容易となり、

バルク金属ガラス分野の拡大・発展にブレークスルー的効果を及ぼしている。 
 
 
3.3 金属ガラスの応用 

 
3.1.および3.2.項で述べた金属ガラスの合金組成、構造、物性、加工プロセス、鋳造プロセスに

おける様々な特徴を利用することにより、バルク金属ガラスはすでに実用材料として使用され始

めると共に、様々な種類の試供品が作られ、二次応用を目指した企業に供給されて最終性能テス

トが行われている。本項では、実用化済み並びに試供品として既に供給実績を持つ金属ガラスの

応用例について紹介する。 
 
3.3.1 センサー部材 

バルク金属ガラスは、同合金系の結晶金属に比べて約３倍の引張り強度と弾性限界伸び及び約

1/3のヤング率を有している。現在の高圧力用センサーにはSUS630のステンレス鋼が使用されて

いるが、図3.3にまとめてい

るように、Zr基およびNi基
のバルク金属ガラスはこの

ステンレス鋼に比べて著し

く高い引張り強度と低いヤ

ング率を示す。このことは、

これらのバルク金属ガラス

の使用が、より高耐圧で高

感度、あるいは薄肉化、小

型化、軽量化の特徴をもっ

た圧力センサーを開発でき

ることを示している。この

可能性を探究した結果、図

3.6に示すように、現在の商

用のSUS630材に比べて同

じサイズの場合、約3.8倍の

高感度を持つ圧力センサー

図3.6 Zr基金属ガラスで作製された圧力センサーの外観写真と
圧力センサー特性。従来のステンレス鋼製センサーのデ
ータも比較のために示している。



－22－ 

を開発することに成功した。

また、性能が従来材と同じで

ある場合には、図3.7に示すよ

うに直径が従来に比べて1/3
と小型化・軽量化した2.5mm
直径の圧力センサーの開発に

成功している。現在、高耐圧

化、高感度化、小型化の３タ

イプの圧力センサーとして応

用に向けた耐久テストが進め

られている。 
 
3.3.2 計測機器部材への応用 

液体や気体が金属管を流れる時、金属管を強制振動させた場合、液体や気体は金属管の内壁に

衝突するが、その際の衝突力（コリオリ力）を検出することにより、管中を流れる液体や気体の

流量を計測できる。この原理を用いた流量計はコリオリ流量計として知られており、如何に高精

度にコリオリ力を検出できるかが最重要点である。高強度材を用いて管の肉厚を薄くすることお

よび管がたわみやすく、しかもたわみ量が大きい、すなわちヤング率が小さく、弾性伸びが大き

い管材を用いることが必要である。この特徴を満たす最適な金属材料としてバルク金属ガラスが

挙げられる。金属ガラスの精密鋳造法を用いることにより、溶湯から直接直径2mmで肉厚0.02mm
の金属ガラスパイプを作製できる。Ti基金属ガラスパイプを用いた場合、コリオリ流量計のサイ

ズを従来材に比べて著しく小さくできる外に、図3.8に示すように、感度が約28.5倍も高くなるこ

とを見出している。金

属ガラスパイプの肉厚

をさらに薄くし、パイ

プ形状の均一性をさら

に高めることにより、

コリオリ流量計の感度

をさらに向上できるも

のと期待できる。金属

ガラスパイプを用いた

新型のコリオリ流量計

は、石油工業、化学工

業、環境関連工業など

への実用が図られてい

る。 
 

図3.7 Zr基金属ガラスで作製された小型化圧力センサーの外観写真

図3.8 Ti基金属ガラスで作製されたコリオリ流量計の感度特性。従来
の結晶金属のデータも比較のために示している。 
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3.3.3 機械構造部材 

金属ガラスの高強度、低ヤング率、高たわみ性、無粒界構造による原子スケールでの表面平滑

性、構造・成分の均質性および高耐食性などのために、従来の結晶材（例えば、Fe-Cu焼結軸受

け合金）に比べて約15倍も優れた高耐摩耗性を示す。また、微小で複雑なネット形状材がダイカ

スト法などにより作製出来る。これらの特徴を利用して作製した種々のマイクロギヤー部材（出

力軸キャリア、遊星ギア、太陽キャリア、滑り軸受けなど）から構成される直径1.5mmや2.4mm
の高トルクギアードモータが作製されている。特に、直径1.5mmのマイクロギアードモータは、

現在の最先端精密切削加工技術を用いても作製出来ない世界最小サイズを持っており、金属ガラ

ス固有のネット形状精密鋳造性が生かされたものである。最小サイズにもかかわらず、図3.9に示

すように、3段ギア時のトルクは439µNmであり、商用の4mm直径の携帯電話用モータに比べて

約20倍も高いトルクを有している。 
この種のマイクロギアードモータ自体は市販されており、このモータを用いた先端医療機器、

精密光学機器、産業微小機械などへの実用化テストが行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 高耐食性被覆材への応用 

CrやMoをある一定量以上含むFe基金属ガラスは、SUS304型の商用ステンレス鋼に比べて約一

万倍も優れた高耐食性を示す。また、Fe基のバルク金属ガラス組成を用いると、通常の水噴霧法

により、0.02-0.05mm直径の金属ガラス粉末を作製できる。この粉末は相当に高い過冷却液体の

結晶化に対する安定性を有している。これらの特徴により、高速酸素－燃料（ケロシン）噴霧堆

積法により、ステンレス鋼や炭素鋼上に0.1mm-数mm厚さの金属ガラス表面被覆膜が作製され、

素地材よりも著しく高い耐食性を示し、通常金属の高機能化法として注目されている。すでに、

この技術と金属ガラス被覆材料は鉛フリーはんだ用容器として実用に供されている。 

図3.9 Zr基金属ガラス製の種々の構成部品で作製された直径1.5mmの世界最
小の高トルクギアードモータの外観と初期特性｡ 携帯電話用の直径

4mmの振動モータのデータも比較のために示している。 
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3.3.5 スポーツ用材料 

金属ガラスの優れた特徴ある機械的性質、高耐食性、粘性流動加工性、ネット形状鋳造性など

を利用することにより、ゴルフクラブ、テニスラケットフレーム、野球用バットなどに応用され

ている。 
 
3.3.6 軟磁性材料 

実 用 さ れて い る 金属 ガ ラ ス軟 磁 性 材料 と し て、 現 在 3 種 類 の Fe 基合 金 が ある 。

Fe-(Ga,Cr,Mo)-(P,C,B,Si)系合金が“Liqualloy”の商品名で、 (Fe,Co,Ni)-B-Si-Nb系合金が商品名

“Sendiax”として、Fe-(Cr,Mo)-(Si,B)-(P,C)系合金が商品名“Amobeeds-HB”として使用されている。

これらの軟磁性合金は、低保磁力、高透磁率、高電気抵抗による高周波高透磁率および相当に高

い飽和磁束密度を有している。また、Sendiaxの一部であるCo-Fe-B-Si-Nbガラス合金ではほぼ完

全にゼロ磁歪が達成され、適切な熱処理後の保磁力は0.05A/m、1kHzでの有効透磁率は105の極

めて優れた軟磁性を示す。また、これらの軟磁性合金は相当に高いガラス形成能を有しており、

その臨界直径はLiqualloyで5mm, Sendiaxで6mm、Amobeeds-Hbで3mmである。 
これらの特徴の利用により、Fe基合金では直流―交流変流器、直流間変流器、電力効率改善回

線、ノイズ抑制シートに、一方Co基合金では磁気センサーやアンテナ部材に展開されており、す

でに実用されているものと実用化の最終段階のものとがある。これらの応用例は商品個数が極め

て多いために、低コスト大量生産技術の開発も重要である。 
 
3.3.7 研磨用部材 

Fe-Cr-Mo-B-C系のバルク金属ガラスは相当に大きなガラス形成能を有しているために、空気や

水を用いた通常の噴霧法によっても0.1-2mm粒径の範囲内でガラス合金粉末を作製できる高効率

大量生産技術が開発されている。この方法により生み出された金属ガラス粉末は球形状である。Fe
基金属ガラス粉末は鋳鋼や高速度鋼粉末に比べて高硬度、高耐摩耗性、低ヤング率、高弾性伸びの

諸性質を有しているため、ショットピーニングによる圧縮残留応力は鋳鋼に比べて約３倍も深く、

圧縮残留応力レベルも高速度鋼に比べても約1.2倍も高く、しかも投射粉末自体の耐久性も鋳鋼や

高速度鋼に比べて約10倍も高い。この粉末はショットピーニング用粉末として、被投射材への高い

圧縮残留応力の導入、表面微細研磨加工処理、表面平滑度制御処理などに使用されている。 
 
3.3.8 ナノテクノロジー用素材 

前項に示したように、金属ガラスは原子スケールで表面平滑性をもち、過冷却液体域ではニュ

ートン粘性を示す。さらに、表面は高耐食性と高弾性伸びを有している。これらの特徴のために、

集束電子ビーム加工、イオンビーム加工、LIGAプロセスなどのナノテクノロジー用加工技術が

使用でき、最小約12nm幅まで加工できることが示されている。また、過冷却液体域でのニュー

トン粘性は合金組成により高分子の軟化温度よりも低くできることから、高分子製の型を用いて

１回のプレス加工処理で約22nm幅の表面模様を生み出すことができる。これらの特徴のために、

様々な高機能表面性能を利用して高密度な情報記録材料、精密金型材、表面転写模様利用部材、

インダクターなどへの展開が試みられている。 
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3.3.9 航空機部材への応用 

溶湯からのネット形状への精密鋳造技術の進展により、バルク金属ガラスはスラットトラック

カバーへの応用、さらに種々な線径とターン数のスプリングがネット形状鋳造法で作製できるこ

とから、優れた特性を利用して、航空機や自動車用のスプリング材としての応用が開かれつつあ

る。さらに、溶湯からのネット形状鋳造加工の利用として、生体用機器部材（内視鏡部材、生体

用埋め込み部材、生体手術用器具）などに向けた実用化が進められている。 
 
3.3.10 ケーシング材料 

ネット形状加工、高光沢性、高強度、高耐食性、高弾性限などの特性の利用により、バルク金

属ガラスは携帯用の電話や電子機器などに応用されている。 
 
 
3.4 おわりに 

 
3大材料と称せられている結晶金属、セラミックス及び高分子では得られない種々の有用な特

性、優れた二次加工性、精密転写鋳造性を併せ持つバルク金属ガラスは、これらの総合機能特性

を生かした応用分野を着実に拡大しつつあり、先進材料としての地歩を高めてきている。近い将

来、バルク金属ガラスが産業貢献面で機能性結晶金属と並び立つ時代が到来し、豊かな人類社会

構築のための必須材料として発展することを念願している。 
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４．マグネシウム合金の革新 

4.1 マグネシウム合金のモーターサイクルへの適用 

川重テクノサービス株式会社 材料技術部部長  水田 明能 
 

4.1.1 緒言 

近年、地球環境への社会的ニーズにより、輸送用機器の軽量化が求められている。この軽量化

を実現する材料技術としては、鉄鋼材料の高強度化、鉄鋼に代えてアルミニウム合金や樹脂系材

料の使用などが検討されている。モーターサイクルにおいては、図4.1.1に示すようなスポーツ車

のフレーム・スイングアームには、主としてアルミニウム合金が用いられている。更なる軽量化

のために、アルミニウム合金の約2/3の比重を有し、比強度の高いマグネシウム合金展伸材への利

用技術への期待が高まっている。しかし、現状ではモーターサイクルに使用されているマグネシ

ウム合金は、カバー類等の鋳造品が殆どであり、展伸材がフレーム・スイングアーム等の構造用

部材に用いられた例は殆ど見当たらない。マグネシウム合金展伸材が構造用部材として使用され

るためには、強度特性に関するデータの蓄積が必要であると考えられる。このような視点で、著

者らは、図4.1.2に示すフローチャートに基づきマグネシウム合金の溶接部の強度特性を評価し、

得られた強度特性をもとにマグネシウム合金展伸材を用いたスイングアームを設計・試作・評価

する研究開発を進めてきた。ここでは、その概要を報告する｡
1、2） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 マグネシウム合金の強度特性評価 

 供試体および試験方法 
マグネシウム合金展伸材を適用したモーターサイクル用スイングアームを設計する際に、母材

及びその接合部の強度特性に関するデータが必要となるが、特に接合継手の疲労強度に関しては

体系的にほとんど報告されていない。そこで市販のマグネシウム合金押出材・圧延材をTIG溶接

または摩擦攪拌接合（FSW：Friction Stir Welding）により接合し、母材及び接合した継手の引

張試験・疲労試験を実施することにより、その強度特性を評価した｡
3） 

フレーム スイングアーム 

図4.1.1 モーターサイクルの構造 

試験検討

【 合 金 素 材 選 定】 【溶 接 法選 定 】
【 防 食 法 選 定 】 【 加 工 性 評 価 】

試験項目の整理

静 的 試 験 , 疲 労 試 験
腐食試験,工作性評価

設計検討

3次元図面作成

実証試験

要素模型
製造評価 実機試作

試作品評価
・静的荷重負荷
・変動荷重負荷

最終評価

基本設計・詳細設計

要素試験結果

応力解析

図4.1.2 本研究開発のフローチャート 



－28－ 

供試材は、表4.1.1に示す化学組成の、マグネシウム合金押出材AZ31、AZ61、マグネシウム合

金圧延材AZ31、AZ61である。押出材については、2枚の供試体を押出方向と平行な方向に接合し

た。圧延材については、幅100mmの供試体は押出方向と平行な方向に接合し、幅24.0mmの供試

体については押出方向と垂直な方向に接合した。接合は、母材と同種の材質の溶加材を使用した

TIG溶接により、突合せ溶接とした。押出材の接合には、摩擦攪拌接合（FSW）も用いた。この

ようにして接合した継手から、接合線が試験片の中心で引張軸と交差するように試験片を採取し

た。すべての継手についてX線透過検査を実施し、健全に接合された試験片のみを強度評価試験

に用いた。また溶接ビードの研磨は行わず、接合したままの状態とした。 
引張試験・疲労試験を実施することにより強度評価を行った。疲労試験は、電気油圧サーボ式

疲労試験機を用い、常温、大気中において、応力比R=σmin／σmax=0.1、正弦波の軸荷重制御、

周波数10Hzの条件で実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 強度評価試験結果 

押出材の接合継手の断面マクロ組織

観察結果を一例として図4.1.3に示す。

TIG溶接継手は十分な溶け込みを示し、

全溶接線に沿って均一な様相を呈して

いる。FSW接合継手はTIG溶接継手より

も平滑な様相を呈しているが、接合部の

中央は、若干薄くなっている。 
表4.1.2に母材と接合継手の引張試験

結果を示す。母材の圧延方向と引張方向

が平行なものをL、垂直なものをTとした。

押 出 材 母 材 の 引 張 強 さ は AZ31 が

264.MPa、AZ61が298MPaであった。

AZ31圧延材はAZ31押出材より若干引張

強さが高く、延びが大きかった。接合継

手については、FSW継手を除いて、引張

強さの継手効率が90%を超えた。 
疲労試験結果として図4.1.4に押出材

の接合継手のS-N線図を示す。いずれの

合金についても、接合継手の疲労強度は

表4.1.1 供試体の化学組成（mass%） 

Sample Al Zn Mn Fe Si Cu Ni Ca
AZ31押出材 3.46 0.91 0.45 <0.005 0.01 <0.01 <0.005 <0.005
AZ61押出材 6.58 0.48 0.50 <0.005 0.02 <0.01 <0.005 <0.005
AZ31圧延材 2.97 1.06 0.12 <0.005 0.01 <0.01 <0.005 <0.005
AZ61圧延材 5.83 0.90 0.29 <0.005 <0.01 <0.005 <0.005 <0.005

図4.1.3 押出材接合継手のマクロ組織観察結果

表4.1.2  マグネシウム合金引張試験結果 

Sample 接合 σUTS/MPa σ0.2%/MPa 伸び（%）
AZ31押出材 母材 264.7 143.3 16.4

TIG 245.0 115.7 -
FSW 237.0 106.7 -

AZ61押出材 母材 298.0 194.3 17.0
TIG 283.7 205.7 -
FSW 234.3 159.7 -

AZ31圧延材T 母材 269.3 167.7 24.8
TIG 255.7 103.3 -

AZ31圧延材L 母材 272.3 192.0 23.7
TIG 261.3 117.7 -

AZ61圧延材T 母材 272.3 139.7 17.4
TIG 261.4 111.0 -

AZ61圧延材L 母材 277.7 142.7 14.8
TIG 268.0 89.0 -
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母材の疲労強度に比べて低下した。AZ31押出

材を除いて、疲労強度の継手効率は60%程度で

あった。AZ31押出材については、TIG溶接した

ものも、FSWにより接合したものも、疲労強度

の継手効率は約80%であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 耐食性評価 

マグネシウム合金は電気化学的に非常に活性な材料であるため、腐食され易く、最適な化成処

理及び塗装などの表面処理を選定する必要がある。環境問題の観点から、クロム系の化成処理は、

今後使用できなくなる可能性も考えられる。本研究では、製作したマグネシウム合金圧延材AZ31
のTIG溶接継手に、塗装の下地処理として①リン酸エッチング＋リン酸マンガン系化成処理、②

クエン酸エッチング＋リン酸マンガン系化成処理の2通りを施した。それぞれについて、①焼付

溶剤系塗装（エポキシ系＋アクリル系）、②粉体系塗装（ウレタン系）の2通りの塗装を施し、塩

水噴霧試験により、その耐食性を評価した。塗装の膜厚は4.0～50μmとした。 
塩水噴霧試験は、35℃、5%塩水噴霧雰囲気下において、500時間まで実施した。今回の試験で

はどちらの下地処理でも、焼付溶剤系塗装を施したものは塗膜のフクレや錆の発生は認められな

かった。粉体系塗装では、主として溶接部の塗膜が剥がれ、母材に錆の発生が認められた。 
 

4.1.4 マグネシウム合金製スイングアームの設計 

モーターサイクルのスイングアームには、走行中に、ねじり、縦曲げ、横曲げの力が負荷され

るため、高剛性が要求される。マグネシウム合金はアルミニウム合金と比較して、ヤング率が低

いので、従来のアルミニウム合金製スイングアームとねじり剛性を同等にするためには、肉厚を

厚くするなどの設計が必要となる。アルミニウム合金製スイングアームをもとにし、有限要素法

プログラムNASTRANにより、スイングアームにマグネシウム合金を用いたときの重量及びねじ

り剛性を推定した。解析の対象としたスイングアームの概略寸法は、長さ650mm、幅370mm、

高さ230mmであり、ショックブラケット1個、プレート4個、アクスルブラケット2個の計7個の

部品を溶接した構造となっている。 
解析モデルは次の4通りとした。 

モデル1：従来のアルミニウム合金製スイングアームのモデル、材料定数はアルミニウム

合金用 
モデル2：モデル1の材料定数だけをマグネシウム合金用に変更したモデル 

図4.1.4 マグネシウム合金押出材接合
継手のS-N線図 
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図4.1.5 解析モデルの荷重及び拘束条件 

Constraint of the freedom excluding the circumference direction

Constraint of the Z-direction freedom

RBAR

Origin of the coordinate

Side plate

Shock bracket

Torque

Pivot shaft

Axle bracket

モデル3：モデル2の全板厚をアルミニウム合金とマグネシウム合金の比重比 
（1.4.94.=2.66/1.78）倍に変更したモデル 

モデル4：モデル2のショックブラケットの一部及びプレート全体の板厚を1.60倍に変更し

たモデル 
 
解析モデルの荷重及び拘束条件を図4.1.5に示す。ショックブラケットの前端左右の周方向の自

由度以外を拘束し、アクスルブラケットを結合する試験用治具を模擬した剛体要素中央にある大

きさのモーメントを加えた。このときピボットから後方の各位置におけるねじり角を解析により

求めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解析により推定される、ピボットからの距離とねじり角の関係を図4.1.6に示す。モデル2はモ

デル1と比較し剛性が不足すると予測されるが、モデル3はモデル1を上回る剛性があると考えら

れる。また、モデル4はモデル1と同等の剛性を有し、10％軽量化されるという計算結果となった。 
また、マグネシウム合金AZ31、AZ61板材の溶接継手の引張・疲労試験結果から、強度設計の

ための限度線図を作成し、モデル4の応力解析で得られたすべての要素をプロットするとほぼ応

力限度内に収まっていることを確認している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図4.1.6 スイングアームねじれ角解析値 
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4.1.5 マグネシウム合金製スイングアームの試作 

TIG溶接したときの継手の強度が高く、入手性もよいマグネシウム合金AZ31圧延材を用いて、

プレス成形、TIG溶接などを行うことにより、設計したスイングアームを試作した。試作品はモ

デル4.をベースに、若干の形状変更を加えた。 
左右のプレートには、幅270mm、長さ1000mm、厚さ2.5mm、3.2mmの2通りのAZ31圧延材

を使用し、プレス成形により加工した。プレス成形は、圧延材表面を250～350℃に加熱すること

により、温間で実施した。ブラケットショック部は、厚さ3.2mmのAZ31圧延材を使用し、プレ

ス成形、溶接により製作した。ショックブラケットの一部とアクスルブラケット部には、AZ31B
押出材を削り出したものを使用した。 

左右のプレート、ショックブラケット、アクスルブ

ラケットをTIG溶接することにより、マグネシウム合金

製スイングアームを試作した。試作したスイングアー

ムは、アルミニウム合金製スイングアームと比較して、

10%の軽量化が図られた。試作したスイングアームに、

塩水噴霧試験で良好な耐食性を示したリン酸エッチン

グ+リン酸マンガン系化成処理及び焼付溶剤系塗装を

施したものを図4.1.7に示す。 
 

4.1.6 マグネシウム合金製スイングアーム試作品の強度評価 

試作したマグネシウム合金製スイングアーム（未塗装品）について、ねじり剛性を評価した。

ピボット部を固定し、リヤアクスル部にシャフトを通し、シャフトに所定のねじりトルクを負荷

した。ねじりトルクを負荷した状態で、ピボットから所定の位置において、ねじり角測定器によ

り、ねじり角を計測した。その結果、約60%のねじり剛性の向上が確認された。縦曲げ、横曲げ

の静的試験も実施し、従来のアルミニウム合金と同等以上の剛性を有することが確認された。ま

た、縦曲げの耐久試験も実施し、想定される使用範囲で耐久性を有していた。 
 

4.1.7 結言 

本報告で述べた、著者らのスイングア－ムへのマグネシウム合金の適用開発は、モーターサイ

クルのフレーム全体へのマグネシウム合金の適用を最終目標とする最初のステップとして取り組

んだものである。この研究開発によりマグネシウム合金製スイングアームの設計に必要となる、

押出材及び圧延材の接合継手の静的強度・疲労強度を明確にするとともに、これらを基に設計し

たマグネシウム合金製スイングアームを試作し従来のアルミニウム合金製スイングアームと同等

以上性能を確保したうえで、10％の軽量化を実現している。 
マグネシウムは、歴史的には古くから使用されてきた金属であるが、アルミニウムが第二次世

界大戦以降、軽量金属の代表としてその使用範囲を大きく伸ばしてきたのに対して長い間脇役の

座に甘んじてきた観がある。1990年代になったからのチクソモ－ルディング技術の実用化を契機

とするマグネシウムの利用技術の研究開発は大きなブ－ムの感があったが、当時の予測のように

実用化が進展しているとは必ずしも言えないのが現状であろう。今後もこのような研究開発が各

図4.1.7 マグネシウム合金製 
スイングアーム試作品
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方面で継続的に行われることにより、自動車などの輸送用機器の軽量化にマグネシウム利用技術

が大きく寄与し、温暖化対策などの人類にとってかけがえのない地球の環境保全が実現する一助

になることを期待している。 
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4.2 構造用マグネシウム合金 －携帯電子機器などへの応用－ 

株式会社 日鉄技術情報センター 参与 杉田 州男 
 

実用的な金属の中で最も軽く、電磁波シールドや制振性などに優れたマグネシウムを携帯電子

機器の外枠など構造用材料として使う動きが広がってきた。着火しやすく加工が難しい金属だが、

問題を克服する新しい合金製造技術も登場し、自動車部品にも採用が広がっている。特許庁がま

とめた平成17年度特許出願技術動向調査「マグネシウム合金構造材料の製造技術」をもとに、こ

の分野の特許と技術文献から技術動向を分析してみた。 
 

4.2.1 構造材料としての展望 

マグネシウムは実用金属中最も軽い材料であるばかりでなく、電磁シールド性、制振性、意匠

性などに優れた魅力的な材料である。このような優れた性質がありながら、その使用量はアルミ

ニウムの1%程度に止まっている。マグネシウムの主たる用途はアルミニウム合金の添加元素であ

る。構造材料としては、我々の日常生活に馴染みの薄い材料であった。 
しかし、中長期の時間軸で俯瞰すると、マグネシウムを取巻く環境は大きく変化している。図

4.2.1は1990年と2003年におけるマグネシウム需要の構成比を比較したものである。1990年では

需要量2万7千トンで、アルミ合金とノジュラー鋳鉄向け需要が84％を占めていた。しかし、2003
年には需要量が4万2千トンに増加すると同時に、構成比が大きく変化している。ダイカスト、マ

グネ射出成形、鋳造、展伸材などの構造材料向け需要が30％を占めるに至っている。このような

状況の変化は1998年頃より始まった。環境対策の推進と電子情報社会への移行に伴って、構造材

料として自動車部品や携帯電子機器にマグネシウムが適用され始めたからである。 
 

(A)1990年 
１９９０年の日本のマグネシウム需要分野

ダイカスト
4%

鋳造
1%電気防食・

粉末その他
11%

ノジュラー
鋳鉄
11%

アルミ合金
73%

2万7,084トン

(B)2003年 
２００３年の日本のマグネシウム需要分野

電気防食・粉

末その他

13% 金属製錬
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ダイカスト
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展伸材
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鋳造
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鉄鋼脱硫
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ノジュラー

鋳鉄
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マグネ射出

成形

7%

アルミ合金

45%

4万1,818トン

図4.2.1 マグネシウムの需要構成 1990年と2003年の比較 
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4.2.2 マグネシウムの製造技術 

マグネシウムは精錬や造塊などの「素材工程」、鋳造、塑性加工などの「成形工程」、化成処理

などの「表面処理工程」など最低限３つの工程を経て構造材料として製造される。 
素材工程とは電解法や熱還元法を用いてマグネシウム地金やマグネシウム合金地金を製造する

工程である。我が国ではマグネシウム地金は中国など海外からの輸入に頼っており､国内で精錬を

行う企業は存在していない。 
マグネシウムを構造材料として成形する方法として、「鋳造」、「塑性加工」、「粉末冶金」などが

ある。塑性加工には「圧延」、「押出」、「鍛造」、「プレス」の各種成形技術が含まれる。図4.2.１
（B）中の円グラフは2003年のマグネシウムの需要構成を示したものであるが、構造材料として

供されるマグネシウムは12,483トンで総需要の30％（ダイカスト、射出成形、展伸材、鋳造）を

占めている。このほとんどがダイカストや射出成形（チクソモールディング）などの鋳造法によ

り成形されており、圧延などの塑性加工を経て成形される部材は極めて僅かである。しかしなが

ら、鋳造技術の開発に伴って構造部材の薄肉化は大いに進んだけれど、鋳造による携帯電子機器

の筺体薄肉化は既に限界に達しており、超薄肉化実現のための新しい成形技術が模索されている

ところである。金属の塑性加工は古くから詳細に研究され、一般的な成形方法となっているが、

マグネシウムの塑性加工については、難加工性材料であるということが災いして、未開拓の技術

開発領域として残っていた。しかし最近になって、携帯電子機器筺体などへのマグネシウムの適

用というニーズに牽引されて、鋳造－圧延ダイレクトプロセス、温間プレス、プレス鍛造（プレ

スフォージング）など新しい成形方法が提案されつつあり、今、脚光を浴びている分野である。 
マグネシウムは耐食性に乏しい材料である。ノートパソコンや携帯電話などの筺体や自動車部

品には何らかの表面処理が施されることが必須であり、マグネシウムの表面処理には「エッチン

グ（酸洗い）」、「化成処理」、「陽極酸化」、「メッキ、塗装」などがある。 
薄肉化の伸展に伴って、塗装前に表面欠陥を補修するための作業負担が増えており、作業負荷

軽減のための表面処理技術、あるいはユーザのファッション感覚にマッチする表面品質を実現で

きる表面処理が模索され始めている。 
今回の動向調査では、「鋳造」、「塑性加工（圧延、押出、鍛造、プレス）」、「熱処理」、「粉末冶

金」、「表面処理（エッチング、化成処理、陽極酸化）」の５つの製造プロセスを調査対象としてい

る。 
 

4.2.3 特許から視た動向 

 全体動向 
国内外データベースを利用してマグネシウムの鋳造、塑性加工、熱処理、粉末冶金、表面処理

に関わる特許データを収集した。対象は1990年以降のもので、日本、米国、欧州、中国、韓国に

出願もしくは登録（米国）された2,363件の特許である。 
図4.2.2は日本、米国、欧州、中国、韓国に出願された特許件数の推移とこれら5極の合計件数

の変化を示したものである。 
マグネシウム関連の特許出願は1997年から1999年にかけて急激に増加した。1997年以前は年

間100件前後で推移していたが、1999年以降は250件以上の特許が出願されるようになった。この
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日米欧中韓５極合計での増加は主として日本の出願件数が急に増えたことによるが、米国、欧州、

中国などでも1998年ごろより漸増し始めたことも寄与している。特に注目すべきは中国の出願動

向で、2002年、2003年と中国国籍出願人からの特許が増えている。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.2 日本、米国、欧州、中国、韓国に出願された特許件数の推移 
 

 鋳造技術 
マグネシウム構造材料の主要な成形技術である「鋳造」に着目して、特許出願動向をみる。図

4.2.3は鋳造に関する日本に出願された特許をダイカスト、射出成形などの技術要素に分類し、そ

の推移を示したものである。ダイカストと射出成形に関わる出願が圧倒的に多い。ダイカストに

関する出願は1994年にピークに達し、その後減少するものの、1999年に再度増加し、最近は年間

30件前後の出願で推移する。射出成形の出願は1999年に急増し、以後、ダイカストの出願件数を

超える状態が続いている。また、連続鋳造、重力鋳造の出願は1990年初期より認められ、最近増

加傾向にある。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.3 日本における鋳造・技術要素別の推移 
 
射出成形はMITのフレミング教授（M.C.Flemings）の基本コンセプトに従って、米国のダウ・

ケミカル社とバッテル研究所が開発した方法である。チクソモールディングとも呼ばれる。1992
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年、日本製鋼所が米国のチクソマット社（Thixomat INC）から技術導入し、実用機の開発を行

った。1994年に第1号機が製作され、1996年頃より実際の製品への応用が急速に広がった。日本

での出願動向は、このような射出成形機の普及とも一致する。携帯電話やノートパソコンなどの

筺体にマグネシウム構造材料が広く利用されるようになってきたのは、射出成形機の普及に牽引

されたといって過言でないだろう。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.4  射出成型機 
 

 塑性加工技術 
マグネシウムの塑性加工は難しい。構造材にはダイカストや射出成形による鋳造材が採用され、

展伸材が顧みられることは稀であった。このような背景もあり、鋳造技術に比べると塑性加工技

術に関わる出願は少なかった。しかし1998年頃から塑性加工に関する出願も増え始め、最近では

年間20件前後の特許が出願されている。 
図4.2.5図は日本における塑性加工技術に関する出願推移を技術要素別に示したものである。実

線は塑性加工全体の推移である。一時、1993年に鍛造と押出の出願が増えた時期があるものの、

塑性加工分野の出願が増え始めるのは1998年以降のことである。まず鍛造の出願が活発になり、

ついで圧延、押出の特許出願が増加した。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.5 日本における塑性加工・技術要素別の推移 
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鍛造なかでは、1998年からプレス鍛造に関する出願が始まっている。ミニディスク（MD）な

ど電子機器筺体にマグネシウム合金の適用が始まった時期であり､この時期、東京精鍛工所、日立

金属、ソニーより積極的な出願がなされた。プレス鍛造（プレスフォージング）はプレスから派

生した成形技術である。プレスは、原則的には、板厚不変の成形法であるが、この成形法は板材

に凸凹形状や肉厚段差を作り、側面も折り曲げながら薄くする複合的な加工を可能としている。

今後の進展を注目しておかなければならない成形技術である。 
2000年頃から圧延に関する出願が目立つようになる。過去、この分野に関する特許は皆無であ

ったが、この時期より板圧延や潤滑に関する出願が始まっている。これは電子機器筺体へのマグ

ネシウム薄板材適用の気運に影響されたもので、住友金属工業や日本金属より出願された特許で

ある。 
  
 
 
 
 
 

図4.2.6 プレス鍛造の製品例 
 

 表面処理技術 
マグネシウムが構造材料として製品に利用されるためには表面処理が不可欠である。図4.2.7は

日本における表面処理技術・要素技術別の出願状況を示したものである。表面処理分野全体の推

移を見ると、1990年代前期に化成処理による緩慢なピークがあり、1999年ごろより化成処理、陽

極酸化とも急激に出願が増えている。1999年というのは、ノートパソコン、携帯電話などの電子

機器筺体にマグネシウム合金が利用されるようになり始めた時期であり、携帯電子機器筺体の耐

食性、耐摩耗性、美観などの表面品質が課題となり始めた時期と符合する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.7 日本における表面処理・技術要素別の推移 
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要素技術別にみると化成処理に関する出願が最も多い。化成処理の推移に注目すると、1990年
前期にはクロメート処理に関係する出願が多かったけれど、1998年、1999年よりノンクロメート

処理に関する出願に置き換わるようになった。近年は、無機系化成処理を中心に、複合処理や有

機処理などノンクロメート系の化成処理の出願が圧倒的に多い。クロメート処理からノンクロメ

ート系処理への移行は、6価クロムなどの有害物質の使用する禁止する欧州のELV指令（End-of 
life Vehicle）やRoHS指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical 
and electric equipment）の影響が大きいと考えられる。 

陽極酸化の推移をみると、2000年ごろよりノンクロメート系処理の陽極酸化に関する出願が伸

びている。これは携帯電子機器筺体へのマグネシウム合金の適用拡大に伴って、皮膜生成自由度

の高い陽極酸化が積極的に検討された結果でもある。2000年以降の出願には封孔処理や後処理に

各種無機物を塗布させて高機能化や高意匠化を狙う特許が含まれるようになる。 
 

4.2.4 技術文献からみた動向 

「マグネシウム合金構造材料の製造技術」に関する研究開発動向を探るために、マグネシウム

関連記事の掲載頻度の高い論文誌を、欧米誌11誌、国内誌12誌を選び、その中からマグネシウム

製造技術及び材料に関する文献データを収集した。 
図4.2.8はマグネシウム関連文献の推移と掲載割合（マグネシウム関連文献数／全掲載文献数×

1000）を示したものである。データは欧米10論文誌と国内12論文誌のデータである。 
日本、欧米とも、文献件数は2000年を境に、急に増加しており、マグネシウム製造技術あるい

はマグネシウム材料に関心が高まっていることがわかる。日本での文献発表件数（国内誌）の推

移は、特許出願のトレンドと同じである。特許出願が1年ほど先行するものの、1999年あるいは

2000年に、急に件数が増加し始め、その後一定水準を保つというパターンは全く同じである。ま

た、欧米（欧米誌）では日本ほど顕著でないにしても、文献推移は1999年ごろより漸増に転じて

いる。 
図4.2.9は米国、日本、中国、ドイツ、韓国の主要5カ国の発表件数推移を示したものである。

欧州の代表としてドイツの件数推移を採った。 
最近は、中国からの文献発表が目立つようになってきた。2000年ごろから発表件数が増加し始

め、2003年には日本やドイツを追い越し、2004年には米国の発表件数と肩を並べるまでになって

いる。米国の発表件数も2000年以降は増加基調にあるが、中国の文献発表増加率は米国のそれを

はるかに超えている。文献発表者は上海交通大学など特定の研究機関に集中し、マグネシウム関

連の研究者の母集団はさほど大きいとは思われないが、米国で活躍する中国人研究者の去就も考

えると、早晩、中国はマグネシウムの研究開発のリーディングカントリーに躍り出るものと考え

られる。 
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文献件数と掲載割合の推移
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図4.2.8 マグネシウム関連文献件数と掲載割合の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図4.2.9 主要5ヶ国の文献発表件数推移 
 

4.2.5 まとめ 

我が国では、1999年頃より特許出願が急に増え始め、最近では年間150件前後の出願が続いて

いる。このような出願件数の増加は、鋳造技術、加工技術、表面処理技術などマグネシウム合金

に関係する製造技術分野全般に認められる傾向である。また、この時期より、マグネシウム合金

の研究開発分野でも活況が始まっており、合金開発、製造技術に関する多くの論文が発表される

ようになってきた。 
このような特許出願や研究開発における活況には、ミニディスク、携帯電話、ノートパソコン

などの電子機器筺体や自動車部品への採用拡大が背景にある。自動車部品などでのダイカスト需

要や電子機器筺体向けと考えられる射出成形用途は1998年頃より顕著な増加を示している。 
しかしながら、このことはマグネシウム合金が自動車部品や電子機器筺体のなかで、主要且つ

必要不可欠な構造部材となったことを意味するものではない。自動車工業会の2001年の「乗用車

の原材料構成比」調査によるとマグネシウム合金などの非鉄金属の車体総重量に占める割合は

0.2%程度で、アルミニウム合金の6.2％に比べると、微々たる割合である。また、マグネシウム

総需要もアルミニウム総需要41,818トンの１％足らずであり、汎用的実用金属材料と呼ぶには需
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要量自体がまだ小さいというのが実情である。 
実用金属材料の中で最も密度が小さく、環境に優しい21世紀のキーマテリアルとして関心を集

めるマグネシウム合金ではあるが、自動車部品や電子機器筺体の分野で本格的な構造材料として

認知されるためには、合金開発やプロセス開発などの分野で解決せねばならない問題も多数内在

する。製造技術の面では「発火、燃焼防止技術の確立」と「難塑性加工性の克服」という重要な

課題があるし、高品質で安価な展伸材（板材）の供給という製造プロセスの根幹に関わる課題も

残っている。 
解決すべき多くの課題が内在するものの、マグネシウム合金構造材料の製造技術において、わ

が国は世界のリーディングカントリーの一つであることは論を待たない。我が国企業から、米国、

欧州、中国、韓国への出願も多い。しかし、状況は変化しつつある。中国の動向である。論文の

発表件数が非常な勢いで伸びており、合金開発や塑性加工の分野では、日本や米国と肩を並べる

レベルに達し、2003年以降は日米を追い越す勢いである。 
中国はマグネシウム地金の最大の製造国でもある。全国いたるところに原料となるドロマイト

が埋蔵されているといわれている。北欧、米国、カナダ、オーストラリアが持つ精錬技術が中国

に移転されると、近い将来、中国は、精錬から加工まで高レベルの製造技術を持つマグネシウム

のリーディングカントリーに変貌する可能性を秘めている。 
このような状況の中で、国際的な特許出願、特に、中国への出願をどうするかということは、

我が国にとって重要な問題である。現代の製造技術は、単一のアイディアや単層的な技術によっ

て成立するものでなく、膨大なノウハウと多数の技術を複層的に構成することで初めて効果を発

揮する。権利化すべき技術と温存すべきノウハウとを明確に意識した知財戦略を展開しなければ

ならない。 
 



 

 

 

５．樹脂系材料の革新
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５．樹脂系材料の革新  
－樹脂複合材料の革新；樹脂複合材料の水力発電機器軸受への適用 

 

㈱東芝 電力･社会システム技術開発センター          
高機能・絶縁材料開発部主幹  タントロン ロン 

 
5.1 はじめに 

 
近年、エネルギー機器の効率向上

を目指した大容量化、高速化､小型化

の開発・設計が進み、これらのエネ

ルギー機器に使われる各種軸受、摺

動部材の使用条件が厳しくなりつつ

ある。 
水車発電機では、図5.1に示すよう

に、回転部の重量と水車から発生す

る水スラスト荷重を支持するスラス

ト軸受と軸振れ止め用ガイド軸受が

装備され、これらの軸受の損失低減

を図るため、低摩擦材料の適用、

や軸受装置の小型化が進められて

いる。軸受装置を小型化することに

よって、回転部の抵抗が軽減する反

面、軸受面圧が大幅に増大する。発

電機器の大容量化、高速化に伴う荷

重と摺動速度の増大により、すべり

面温度が急激に上昇する。電力需要

に応じて急始動・停止や種々の負荷変動に耐えられ、電力安定供給のため、高性能、高信頼性軸

受の要求が高まっている。 
これまで、高速・高荷重軸受材料として、ホワイトメタル（Sn-Cu-Sb）が使用されてきた。し

かし、これらの軟質金属材料の融点は低く、常温での強度不足と高温強度が大幅に低下すること

から使用範囲が制限されている。大容量の水車発電機軸受には、焼付き防止のため、オイルリフ

ター装置を設け、これにより始動時には、油を強制的にすべり面に送り込み、油膜を形成した状

態で運転している。また、摩擦によるホワイトメタルの温度上昇を防ぐため、油冷却装置を設け、

この材料の許容温度範囲に制御し監視している。このような付属設備や監視システムに多大なコ

ストがかかっている。 
四ふっ化エチレン（PTFE）は、連続使用温度が高く（533K）、耐熱性に優れ（373Kでの引張

強度は室温の約65％）、低い摩擦係数を呈している。しかし、高負荷において、初期の圧縮変形

 

すべり面 

回転軸 発電機

水車

スラスト軸受

回転軸
ガイド軸受

スラスト軸受 

ガイド軸受 

図5.1 水車発電機モデル図およびスラスト
軸受の外観 
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と永久歪みが大きいという弱点である。そこで、各種の強化繊維や自己潤滑材を含有させること

によって、摩擦・摩耗特性を犠牲せずに機械的性質を大幅に向上することができる。 
ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリイミド（PI）は、摩擦・摩耗特性がPTFEと比較

して、一段劣っているが、機械的性質に優れたエンジニアリングプラスチックスであり、充填材

を添加して摺動特性を改善することができる。 
本稿では、エネルギー機器の軸受、摺動部品への適用を目的として、開発・評価した各種繊維

強化材および自己潤滑材を含有したPTFE樹脂複合材料の摩擦･摩耗特性を紹介し、PEEK系、PI
系材料と比較する。実用上、軸受のすべり面の樹脂系複合材料は軸受の鉄系台金に接合して使わ

れ、ここでは熱膨張係数の差が大きい樹脂と金属材料の接合にあたって、中間層を介した接合技

術を紹介する。 
 

 

5.2 樹脂系複合材料の摺動特性 

 
代表的な摺動材料の組成および摩耗試験条件を表5.1に示す。PTFE母材に、ガラス繊維（平均

径～7μｍ、平均長さ～50µm）、炭素繊維（平均径～10µm、平均長さ～100µm）と自己潤滑材

MoS2（平均粒径～20µm）、BN（平均粒径～10µm）を添加し、摩擦・摩耗特性とせん断強度、

圧縮弾性率、圧縮クリープ等の機械的性質の向上を図った。高摺動速度用には、ホウ酸アルミニ

ウムウイスカ（平均径0.5～1µm、平均長さ10～30µm）充填材を用いた。比較として、炭素繊維、

グラファイトとPTFEを含有したPEEK系、PI系の市販の摺動材料を用いた。 
PTFE樹脂複合材料は、所定成分のPTFE粉末と充填材を混合し、その混合原料を圧力4～5MPa

で成形した後、大気中で温度650K、1時間加熱し、PTFEの融着処理をして製作した。 
摩擦･摩耗特性は、リング・オン・ディスク摩耗試験機を用い、油温293K（常温）および３13K、

負荷面圧0.5～8MPa、摺動速度0.5～3.4m/sの試験条件で評価した。 
 

表5.1 樹脂摺動材料の組成および摩耗試験条件 

母材 充填材 面圧

(MPa)
速度 
(m/s) 

温度

(K)
潤滑 
条件 相手材 

15mass%ガラス繊維-5mass%MoS2 
(15,20,25,30)mass%ホウ酸アルミニウムウイスカ

20mass%ホウ酸アルミニウムウイスカ－

5mass%MoS2 
20mass%ホウ酸アルミニウムウイスカ－

5mass%BN  

PTFE 

10mass%炭素繊維 

0.5～3.4

293K
(RT)
～

353K

PEEK 30mass%(炭素繊維－グラファイト－PTFE) 
PI 25mass%(グラファイト－PTFE) 

2～8

1.1 293K
(RT)

油 
(VG-32) 

S45C 
Rmax=6µｍ
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油温293Kで測定したガラス繊維

／PTFE系、PEEK系およびPI系材

料の静摩擦係数と負荷面圧の関係

を図5.2に示す。ガラス繊維／PTFE
系材料の静摩擦係数は0.10程度で､

負荷面圧の上昇に伴い僅かに低下

している｡静摩擦係数の小さい順は、

ガラス繊維／PTFE系、PI系、PEEK
系材料である。また、広い負荷面圧

範囲（2~8MPa）において、PEEK
系材料の静摩擦係数はガラス繊維

／PTFE系材料の約2倍である。 
油温293K、面圧8MPa、速度1.1

ｍ/sで摺動した3種類の材料の動摩

擦係数と摺動距離の関係を図5.3に
示す。動摩擦係数は、3種類の材料

とも始動してから約30分経過した

後（摺動距離～2km相当）、ほぼ一

定になている。動摩擦係数は、静摩

擦係数より遥かに小さく、ガラス繊

維／PTFE系材料が約0.05と最も小

さいが、その他の2種類の材料と顕

著な差が見られない。 
上記の結果から、安定な油膜が形

成した状態で測定した動摩擦係数

は、材料の依存性が小さく、相手材

と直接接触した状態で測定した静

摩擦係数は、材料の固有特性に大き

く依存することがわかった。実際、

水力発電機器の軸受は、始動・停止

や急激な負荷変動により安定な油

膜が形成されない状態または定常

状態から大きく変動した場合では、

回転軸との接触により、摩耗損傷や

焼付き等が多発することがよく知

られている。従って、摩擦・摩耗の

観点から、静・動摩擦係数とも小さ

く、負荷面圧の影響が小さいガラス

油温：293K, 相手材：S45C

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 2 4 6 8 10

負荷面圧, p/MPa
静

摩
擦

係
数

, 
μ

s

15%ｶﾞﾗｽ繊維-5%MoS2/PTFE
30%(炭素繊維-ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ-PTFE）/PEEK
25%(ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ-PTFE)/PI

図5.2 各種材料の静摩擦係数と負荷面圧の関係

油温：273K, 面圧：8MPa, 速度:1.1m/s, 相手材：S45C
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図5.3 各種材料の動摩擦係数と摺動距離の関係

油温：313K, 相手材：S45C
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図5.4 各種材料の静摩擦係数と負荷面圧の関係



－44－ 

繊維／PTFE系材料は、発電機器用

軸受材料として、他の2種類の材料よ

り適していることがわかる。 
高速・高負荷面圧の摺動条件では、

すべり面に大きなせん断力が働き、

塑性流動を抑制するため、母材の強

化が必要と考えられる。ホウ酸アル

ミニウムウイスカは、機械的性質お

よび耐摩耗性に優れ、相手材に対す

る攻撃性が小さく、繊維径はガラス

繊維や炭素繊維の約1/10であり、同

一含有率で大きな分散強化効果が期

待される。 
油温313Kで測定したホウ酸アルミ

ニウムウイスカ／PTFE系材料の静

摩擦係数と負荷面圧の関係を図5.4に
示す。ホウ酸アルミニウムウイスカ

／PTFE系材料の静摩擦係数は、ガラ

ス繊維／PTFE系材料より小さく、

MoS2やBNを添加することによって

さらに改善される。負荷面圧による

静摩擦係数への影響はほとんど見ら

れない。 
油温313Kにおいて、ホウ酸アルミ

ニウムウイスカ／PTFE系材料の動

摩擦係数と負荷面圧および摺動速度

の関係をそれぞれ図5.5および図5.6
に示す。ホウ酸アルミニウムウイス

カ／PTFE系材料の動摩擦係数は、

ガラス繊維／PTFE系材料と比較し

て遥かに小さく、ある負荷面圧を越

えると上昇する傾向が見られる。こ

れは、高い摩擦により温度が上昇し、

潤滑油の粘性が低下した結果、油膜

形成機能が減少するためと考えられ

る。なお、動摩擦係数は摺動速度の

依存性が小さい。 
すべり面直下に埋設した熱電対より測定した摺動面温度と摺動距離の関係を図5.7に示す。油温

図5.5 各種材料の動摩擦係数と負荷面圧の関係

油温：313K, 速度：3.4m/s, 相手材：S45C
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図5.6 各種材料の動摩擦係数と摺動速度の関係

油温：313K, 面圧：8MPa, 相手材：S45C
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－45－ 

313K、面圧8MPaにおいて、摺動速度

1.1ｍ/sでは、ホウ酸アルミニウムウイ

スカ／PTFE系材料の摺動面温度はガ

ラス繊維／PTFE系材料より低いもの

の、両者の顕著な差が見られないが、

摺動速度3.4m/sの高速になるとガラ

ス繊維／PTFE系材料の摺動面温度は

400K近くまで上昇し、摺動時間と共

に徐々に低下したが安定な温度まで

長時間を要した。一方、ホウ酸アルミ

ニウムウイスカ／PTFE系材料は、遥

かに低い摺動面温度を呈し、早期安定へ推移した。 
ホウ酸アルミニウムウイスカ／PTFE系材料の摩

耗減量は、図5.8に示すように、摺動速度1.1m/sでは

ガラス繊維／PTFE系材料と顕著な差が認められな

い。しかし、摺動速度3.4m/sの高速において、ガラ

ス繊維／PTFE系材料の急激な摩耗減量の上昇に対

して、ホウ酸アルミニウムウイスカ／PTFE系材料

は初期に遥かに小さい摩耗減量を呈し、その後、ほ

とんど摩耗が進行していない。 
油温313K、面圧8MPa、速度3.4m/sで20km摺動

した3種類の材料の摺動面観察結果を図5.9に示す。

ガラス繊維／PTFE系材料では、ガラス繊維の脱落

やすべりが見られず、ガラス繊維が母材のPTFE面

より突出し、凸面を形成し、相手材と摺動接触して

いる。この現象は負荷面圧および速度が高いほど顕

著に見られる。これは以下の二つの原因が考えられ

る。ガラス繊維がPTFE母材より硬く、耐摩耗性

に優れるため、母材より摩耗が少なく、凸面が残存

する。摺動過程で油膜を介して静水圧（Isostatic 
Pressure）を受けた摺動面のPTFE母相が永久変形

するためと考えられる。ホウ酸アルミニウムウイス

カ-MoS2／PTFE系材料も同様な傾向を呈している

が、微細なウイスカの分散効果により、比較的に平

滑な摺動面が観察される。ホウ酸アルミニウムウイ

スカ-BN／PTFE系材料では、ウイスカの突出がほ

とんど見られず、摺動面全体にPTFE皮膜に覆われ、

PTFE皮膜による保護とBNの自己潤滑効果により

(a)15％ｶﾞﾗｽ繊維-5％MoS2/PTFE 
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図5.8 各種材料の摩耗減量の摺動速度の影響 

    (油温：313K, 面圧：8MPa, 相手材：S45C)

図5.9 各種材料の摺動面の光学顕微鏡組織
（油温：313K、負荷面圧：8MPa、 

摺動速度：3.4m/s、摺動距離：20km）
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摩耗が著しく抑制されている。 
本試験装置および試験条件の範囲において、高温、高速および高負荷面圧の摺動条件では、ホ

ウ酸アルミニウムウイスカ／PTFE系材料、特にBNを添加した材料が優れた摺動特性を発揮して

いる。水車発電機器のような大型機械の軸受では、本試験装置より遥かに大容量の潤滑油で軸受

を潤滑し、冷却しているため、摺動面の温度上昇が極めて小さく、ガラス繊維／PTFE系材料を

採用した軸受が優れた性能を示している。 
 

 

5.3 樹脂と金属材料の接合技術 

 
軸受台金の表面に厚さ数mm

のPTFE樹脂複合材料すべり面

形成にあたって、熱膨張係数の

差が大きい樹脂と金属材料の接

合界面に応力緩和とアンカー効

果を持たせた中間層を介した接

合技術を開発した。 
この開発のポイントは、軸受

の回転方向に発生するせん断応

力およびすべり面の垂直方向に

生ずる圧縮応力と温度変化の繰

返し疲労に耐えられる接合構造

である。 
当社では、パンチングメタル

で構成する中間層の構造を開発

した。図5.10に示すように、同

径、同ピッチの千鳥貫通孔を有

する2枚のパンチングメタルを

軸受台金に接合し、多孔質中間層を形成した。パンチングメタルの板厚、孔径、ピッチおよび配

置を最適化し、後から中間層の空間内に含浸したPTFE樹脂複合材料が最も有効な熱応力緩和と

アンカー効果を呈する構造を設計した。一般に用いられる球状やワイヤーで構成する中間層と比

較して、パンチングメタルと台金の接合面積を大きく確保しながら中間層の空間率を大きく設定

できることが最大の利点である。このように、中間層構造設計や円筒形を有するジャーナル軸受

の中間層形成が極めて容易であることも特徴である。 
ここでは、パンチングメタルと軸受台金の接合強度をPTFE樹脂複合材料単体のせん断強度の

宅2倍とし、中間層の空間率を約62%、従来の球状やワイヤーで構成する中間層の約2倍と設定し

た。 
中間層を形成した軸受台金に所定組成のPTFE樹脂混合粉末を充てんし、粉末冶金的な手法で
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図5.10 PTFE樹脂複合材料軸受の接合技術
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PTFE系樹脂粉末を多孔質中間層の空間内に含浸さ

せ、所定厚さのすべり面を冷間圧縮成形した後、

PTFE樹脂を融着処理した。 
PTFE粉末の含浸、圧縮成形は、図5.11に示すよう

に、油圧プレス法、静水加圧法（CIP：Cold Isostatic 
Press）、ハイドロフォーミング（Hydro-forming）
法を採用している。 

油圧プレス法では、十分にエアー抜きできる金型

構造、加圧、除圧速度などの成形条件が重要なポイ

ントである。 
静水加圧法は、ゴム封入した軸受台金とPTFE樹

脂混合粉末を静水加圧することで、複雑な形状の成

形体を均一な圧力かけることができ、金型が必要と

せず、プレス容量の制限がないため、大形軸受を容

易に製造することができるが、混合樹脂粉末の充て

ん、封入、脱気処理方法に工夫が必要である。 
ハイドロ・フォーミング法は、簡易な成形冶具を

用い、ゴム・ダイヤフラムを介してアルミニウムの

成形に開発され、主に航空機や自動車部品の成形に

用いられている。ここでは、静水加圧法と同様にＰ

ＴＦＥ混合粉末の成形に用いた。ハイドロ・フォー

ミング法は、静水加圧法と比較して、ゴム・ダイヤ

フラムにより一括封入するため、短時間で大量生産

できることが特徴である。 
 

 

5.4 おわりに 

 
PTFE樹脂複合材料軸受を採用した水車発電機で

は、従来のホワイトメタル軸受と比較して、発電効

率向上、軸受の長寿命化、信頼性向上、保守の簡素

化、付属装置の省略、軸絶縁不要という利点が得ら

れている。長年に渡り軸受損失低減による発電機の効率向上による経済効果が大きい。 
国内で出力100MVA級の揚水発電機を含め、これまで約200台の水車発電機に搭載した実績が

あり、樹脂材料軸受の優れた性能と信頼性が確認されている。 
樹脂材料の高性能化によりこれまでにない高性能・高信頼性の軸受を創出し、エネルギー産業

分野の発展に貢献した。軸受の開発過程で得られた異種材料の接合技術を含めて、他の製品への

適用をすすめている。 
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図5.11 PTFE樹脂複合材料軸受の成形法
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６．炭素素繊維複合材料の革新 

6.1 炭素繊維複合材料の最近の動向 

東レ株式会社 ACM技術部航空・宇宙技術室長  京野 哲幸       

 
炭素繊維は、1970年代初頭に工業生産が開始されて以来、約35年経過した。この間、性能を生

かした高価格ゾーンから用途開発が始まり、最近では自動車などの産業分野にまで展開されるに

至り、ようやく一般工業材料の仲間入りをしようとしている。本稿では、炭素繊維の中でもPAN
（ポリアクリロニトリル）系炭素繊維に限定して、その複合材料の技術開発および用途開発の歴

史を振り返るとともに、航空機、スポーツ、一般産業分野での炭素繊維複合材料適用の現状と将

来展望について述べる。 
 

6.1.1 炭素繊維の製造プロセス概略 

炭素繊維の製造プロセスは図6.1.1に示すとおりである。一般的に炭素繊維は直径が5～7ミクロ

ンであり、1,000本から24,000本の単繊維からなるフィラメント束の製品をレギュラートウ、そ

れより多いフィラメント数のものをラージトウと呼んでいる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.1  PAN系炭素繊維の製造プロセス 
 
力学的特性のうち、強度は繊維に存在する欠陥によって支配されており、原料（プリカーサー）

の改善、製造設備、生産プロセスの改善により欠陥の大きさを小さくし、数を減らすことで、強

度改善が達成されてきた。現在継続的に販売されている炭素繊維の中で最も強度の高い品種は、

東レ製トレカT1000後継品種で、コストおよび物性バランスを重視したT1000G（約6300MPa）
である。 

弾性率の場合は、いかに黒鉛構造に近づけるかがポイントである。（純粋な黒鉛構造の理論弾性

率は1020GPaといわれている。） 通常、理論弾性率の50%を越える材料はまれであるが、東レの

M65Jは弾性率637GPa（60%超）を達成している。 
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6.1.2 炭素繊維の需要動向 

世界のPAN系炭素繊維は、図6.1.2に示すように1980年代を通じて航空機、スポーツ用途を中

心に順調に市場拡大してきた。その後1990年代後半から産業用途を中心に需要が急増し供給不足

が生じたが、各社生産設備の大増設により、2000年から一転して一時的な供給過剰に陥った。し

かしながら2003年後半から着実な需要の増加があり、今後も多少の需給アンバランスは生じる可

能性はあるものの、産業用途、航空機用途を中心として順調な伸びが期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.2 用途別炭素繊維需要量推定 
 

用途別に見ると、スポーツ用途には大きな変化は見込まれないが、産業用途を中心に市場が拡

大し、航空機用途も拡大が見込まれる。 
今後の市場規模として世界全体として、2010年には40,000トン／年程度にまで拡大すると予想

され、これは年率約10％程度に相当する。 
 

6.1.3 PAN系炭素繊維複合材料（CFRP）の需要動向 

以下、用途別の需要動向の見通しについて述べる。 
 航空機用途 

2001年に起こった米国の同時多発テロの影響で全世界的に低迷が続いていたが、その後、世界

経済が回復基調となったこと、エアバスA380、ボーイング787といった大型プロジェクトが具体

化したことによって活況を呈して来た。これらの航空機では、軽量化による燃費向上と機体価格

低減が強く求められた結果、CFRPの特長を生かした用途の開発が進み、炭素繊維が大量に使用

される計画である。このうちエアバスでは、就航予定のA380のセントラルウイングボックス、尾

翼、圧力隔壁などに、構造材料の約25％の35トンをCFRP化している。 
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図6.1.3 A380コンポジット部位2006年（エアバス社提供） 
 

また、次機種として開発が発表されたA350（2013年就航計画）では、主翼のコンポジット化

が検討されており、更なる炭素繊維の需要増が見込まれる。 
一方2008年就航予定のボーイング787では、767同等のサイズながら一次構造材重量の約50%

が複合材料化され、、一機当たり約23トンの炭素繊維の搭載が見込まれている。 
この用途には、これまでの日本製材料、部品の品質競争力が評価された結果、一次構造材料用

には東レ製プリプレグ材料T800S/3900-2Bが選定され、図6.1.4に示すように主翼、胴体など構造

部材の35％を日本の三菱重工、富士重工、川崎重工がいわゆるTier1サプライヤとして製造分担

することになり、日本でのこの用途での大幅な発展が見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.4 787製造分担（ボーイング社提供） 
 
これらの動向に関連して、東レが開発した航空機一次構造材用炭素繊維プリプレグ材料につい

てその技術と特徴を述べる。民間航空機会社の最大手、米国ボーイング社は、1981年に777を開

発するに際して、一次構造材と呼ばれる主要構造に炭素繊維複合材を適用して軽量化を図るため、

従来より高性能の材料を開発するよう材料メーカーに要求した。要求性能のうち代表的なものは、

吸湿した状態での高温での圧縮強さ向上と、衝撃後の残存圧縮強さ（CAI）の両立であり、これ
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らは図6.1.5に示すように従来の材料では二律背反する特性であった。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.5 ボーイング要求値と東レP2302の特性 
 
東レは、これに対して高強度炭素繊維T800Hおよび高靱性樹脂3900-2を組み合わせたプリプレ

グP2302を開発し、この材料がB777の尾翼およびフロアビームに採用された。炭素繊維に関して

は、その強度支配因子を研究し、糸に生じる欠陥を減少し、均一性を高める工夫をした結果、従

来の東レ製標準弾性率糸T300に比べ引張強度を約50％増の5.5GPa（560kgf／mm2）、引張弾性

率約30％増の294GPa（30,000kgf／mm2）のT800Hを新たに開発した。また高靱性樹脂3900-2
は、耐衝撃性に優れる熱可塑性粒子をマトリックス樹脂であるエポキシ樹脂に混合し、材料が衝

撃を受けたときのエネルギー吸収を熱可塑製粒子に負担させることにより、損傷面積を小さくし

て、衝撃後の圧縮強さを向上させることに成功したものである。これは、熱可塑性粒子をプリプ

レグ表面に局在化するように製造方法を工夫することによって、積層体の層間に損傷によるクラ

ックを局在させ、その解放エネルギーを熱可塑性粒子に負担させることにより達成される。図

6.1.6に損傷後の複合材料の断面を示した。クラックが熱可塑性粒子によって屈曲したり、熱可塑

性粒子が変形したりしている様子が観察される。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.6 高靱性複合材料の断面 
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また、民間航空機用の材料は、高品質であるだけでは十分でなく、最初に材料が認定されたと

きから、一貫・継続して良好で安定した品質のものを作り続ける製造、品質管理技術が要求され

る。具体的にはユーザーが承認した一定の条件で製品を作り続けること、ISO 9000規格や、航空

機用材料に要求される JIS Q 9001規格に従う品質システムで製造・管理すること、製造・品質

上のトラブルを最小化し、問題の再発を防ぐ仕組みと努力が要求される。 
ボーイング777でのこのような実績が認められ、2008年就航予定のボーイング787については、

777の使用部位の他に、主翼、中央翼、胴体についても金属材料から東レ製プリプレグを原料と

した炭素繊維複合材料への転換が図られ、軽量・高性能化のために構造材のコンポジット化率を

従来より大幅に増やしている。787では、P2302の基本コンセプトが継承され、従来の炭素繊維

T800Hよりさらに高強度の、引張強度5.88GPa（600kgf／mm2）を有する炭素繊維T800S使いの

プリプレグが開発され、一次構造材用素材として全面的に採用されたのは前述のとおりである。

このように航空機分野では、大型民間機の需要増大を推進力として、本格的な炭素繊維適用の時

代を迎えたと言えるであろう。 
一方、最近、プリプレグを使わずVaRTMのようにレジンインフュージョン（樹脂含浸）で構造

部材を成形する方法も盛んに技術開発されており、エアバスA380の圧力隔壁の成形ではRFI
（Resin Film Infusion）が採用された。また、最近日本国内では、経済産業省が主導する国家プ

ロジェクトとして、環境適合性・低コストをキーワードとした小型ジェット旅客機開発（図6.1.7）
においてVaRTM（Vacuum Assisted Resin Transfer Molding）技術によって成形された複合材料

を尾翼等に適用することが検討されている。ここでは、三菱重工業と東レが尾翼への適用を目指

して共同開発中のA-VaRTM（Advanced VaRTM）の例を紹介する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.7 国産リージョナルジェットのイメージ（三菱重工業㈱提供） 
 
VaRTM は、「真空圧と大気圧の差圧を利用して織物や繊維で形成した基材に樹脂を含浸して

複合材を成形する技術」である。従来の航空機用複合材成形で用いられているプリプレグやオー
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トクレーブを使用しないため、低コストで複合材製品を得ることが期待される技術である。図

6.1.8に従来工法とVaRTM工法の違いを模式的に示す。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.8 従来工法とVaRTM工法の違い 
 
A-VaRTMは、従来のVaRTM技術を基に、航空機用一次構造材適用を目指した高品質な強化繊

維基材の採用と、高い繊維体積含有率（Vf：目標55～60%）の複合材を得るため、樹脂含浸前の

基材のホットコンパクション，含浸後の余剰樹脂のブリード等を特徴とする技術である。 
A-VaRTM材のクーポン試験による力学特性は、表6.1.1に示すとおり航空機一次構造用プリプ

レグ材に匹敵するが

、実用化にあたっては様々な技術課題がある。ここでは構造要素の強度剛性

評価結果を紹介する。 
  

表6.1.1 A-VaRTM材とプリプレグ材の性能比較 
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図6.1.9にA-VaRTM基本成形プロセスの概要を示した。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.9 A-VaRTM基本成形プロセスの概要 
 
A-VaRTMの強化繊維基材としては、繊維強度を有効に発現するため、図6.1.10に示すとおりク

リンプを無くし一方向性を高めた特殊な織物（NCW：Non Crimp Woven）を開発した

。マトリ

ックス樹脂は、積層したNCWへの含浸性に優れる低粘度の2液性エポキシ樹脂を使用した

。 

A-VaRTM材の航空機一次構造適用性に関する評価の一環として、3ストリンガパネルによる構

造要素試験を実施した

。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.10 A-VaRTM用強化繊維基材 
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強度剛性評価用供試体は、A-VaRTMの基本成形プロセスに基づき成形した。スキンとストリン

ガの接合は、予め成形した幅850×長さ1,050mmのスキンにフィルム接着剤を介してI型断面に賦

形した1,000mmのストリンガ基材を3本設置し、ストリンガに樹脂を含浸して硬化すると共にフ

ィルム接着剤で接着させる「コボンド」技術で実施した。供試体成形状況を図6.1.11に、材料，

治具配置の概要を図6.1.12に示す。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.11 3ストリンガ供試体の成形工程（コボンド） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.12 3ストリンガ供試耐成形における材料，治具配置の概要 
 
成形した供試体は、幅415×長さ1,000mmに加工し、端面にアルミブロックを接着し、強度試

験に供した。なお、供試体には運用時想定し得る損傷として、MIL-HDBK-17で規定されるカッ

トオフエネルギ（136J）を上限に衝撃エネルギを与えBVID（Barely Visible Impact Damage）
を付与した残留強度試験も実施した。 
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BVIDを付与していない供試体での圧縮試験結果を図6.1.13に示す。古典積層理論による推算値

と試験結果は、非常に良い相関を示した。スキンBVID供試体の圧縮試験結果およびストリンガ

BVID供試体の圧縮試験結果を図6.1.14に示す。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.13 3ストリンガー供試体での圧縮試験結果（BVIDなし） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.14 3ストリンガー供試体での圧縮試験結果（BVIDあり） 
 
非常に大きな衝撃損傷を与えた供試体にも拘らず、目標値4,000μを超える破壊歪を発現し、尾

翼構造適用に十分耐え得る性能を有していることが確認できた。 
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 スポーツ用途 
全世界的には三大用途の内、ゴルフ、テニスについては需要は飽和傾向に達しており、釣り竿

については漸減傾向にある。自転車やホッケーなどの新規製品による部分的な量の増加は期待で

きるが、全体としては微増程度に留まると考えられる。増加要素として、中国での内需としての

スポーツ用途があるが、大きな伸びが達成できるかは今後の動向を注視する必要がある。 

 産業用途 
産業用途については、全世界的に最も伸びが期待されている用途であり、以下に示すエネルギ

ー関連用途、輸送機器用途、土木建築用途、その他一般産業用途などで展開されている。 
a）圧力容器 

CNGを自動車燃料として使用する際の貯蔵タンク、或いは消防士用などの空気呼吸器用に、

軽量性・高強度を利用して炭素繊維が使われている。特にCNG用途は、着実に伸長しており、

先行している米国に続いて欧州・中国を中心としたアジアでの伸びが期待される。また、燃料

電池に必要な水素ガスの供給方法として、車載型については技術の完成度等の面から高圧水素

ガス方式が最も現実的な方式とされ、高性能炭素繊維を利用した超高圧水素ガス容器（CHG）

の開発・搭載試験が実施されている。 
b）風力発電 

近年、欧州、米国を中心にGFRPを使用した風力発電設備が普及してきた。現状では全世界の

発電容量は約4万メガワットであり、更に約1万メガワット／年程度の新規設備の稼動が予想さ

れている。同時に効率化追求により、一基あたりの大型化が進むと予想され、それに伴って風

車の羽根は益々大型化し、現在では40m以上の長さの羽根も製造されるようになった。世界最

大の風車メーカーであるデンマークのVestas社は、3メガワット級の大型風力発電機V90の羽根

のスパー材に炭素繊維を本格適用することを決定した（羽根長44m、直径90m）。該機種だけで

数100～1000トン／年程度の炭素繊維需要が期待されている。一方アメリカでは、中、小型の

ガラス繊維使いが中心で、炭素繊維使いとなるのにはまだ若干の時間を要すると考えられる。 
c）燃料電池 

燃料電池のガス拡散層に、ガス透過性の良い炭素繊維ペーパーの適用が進められている。資

源エネルギー庁燃料電池実用化戦略研究会によれば、日本市場における自動車用燃料電池導入

目標は、2010年：約5万台、2020年：約500万台と、将来大きな伸びが期待される。 
図6.1.15に燃料電池（PEFC型）の構成図を示した。 

  
 
 
 
 
 
 

図6.1.15 燃料電池（PEFC型）の構成図 
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d）海底油田  

海底油田用途は、米国を中心に試験が進められている。この用途が実現すると、1件あたり

の使用量が1,000トンオーダーの莫大なものといわれる。炭素繊維の製造ライン１系列あたり

の製造能力の数ヶ月以上を占有するきわめて大きな規模となり、期待も大きいが、炭素繊維の

供給法を考える必要も出てくる。 
e）自動車用途 

自動車用途への炭素繊維の適用は、その耐衝撃性、軽量性がきわめて有効なことから、F1
を始めとしたレーシングカー用途やスーパーカー用途ではすっかり定着している。通常の自動

車用途では、軽量化による二酸化炭素削減（軽量化で10%の燃費向上を図るには、車体重量を

約20％下げる必要あると云われている）、および安全性・空力性能といった機能的なメリット

を武器に、高級車を中心とした適用が開始されている。本件用途では特に欧州での検討が先行

しているが、日本においても、プロペラシャフト、エンジンフード、リアスポイラーなどへの

適用例があり、確実な拡大が見込まれる。いわゆる一般車への展開を図るためには、ガラス繊

維が適用されている部品をベースに、低コスト化はもちろんであるが、新しい機能の発見と量

産技術確立が重要であり、製造サイクル、コストとリサイクル性がポイントとなると推定され

る。 
図6.1.16に代表的な炭素繊維複合材料の自動車分野での用途例を示した。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.16 自動車への適用例 
 
f）土木建築用途 

現在、炭素繊維の土木建築用途は殆どが耐震補強、老朽化または使用条件変更等による補強

用途である。この分野は日本が最も進んでおり、最近の危機管理意識の高まりを元に、炭素繊

維の軽量性、易工事性を生かした具体的な施工方法の提案により、今後も需要が拡大する見込

みである。 
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一方、新規建設案件ではまだコストの問題から殆ど使用されていない。また、建築用途は不

燃問題の克服が課題であるが、日本においてプールやホールのトラス構造屋根用に個別の耐火

認定を取得して適用された実績がある。 
図6.1.17に炭素繊維による耐震補強例を示した。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.1.17 炭素繊維による耐震補強 
 

g）その他 

医療機器（X線カセッテ、X線天板）は、CFRPのX線透過性を生かした用途として、確固た

る地盤を築きつつある。また、産業用ロール（印刷機、製紙用）、ロボットアームなどは、高

弾性率を生かした産業用途の代表例で今後も伸長が期待される。 
パソコンの普及と共に、剛性、制電、電磁波遮蔽など炭素繊維の特性を生かして、ハイエン

ドの筐体用途としてMg合金と対抗しながら成長している。ナイロンなどの熱可塑性樹脂の長

繊維ペレットを用いて射出成形したり、最近では一方向プリプレグとの併用なども見られる。 
 

参考文献 

 Toshio Abe, et.al.,A-VaRTM Process for primary aircraft structures”, Proc. 25th Int. 
Conf. SAMPE Europe, Paris, April, 2004 

 Toshio Abe, et.al., A-VaRTM Process and Z-Anchor Technology for Primary Aircraft 
Structure”, Proc. 24th Int. Conf. SAMPE Europe, Paris, April, 2003 

 Toshio Abe, et.al., A- VaRTM for primary aircraft structures”, Proc. 26thInt. Conf. 
SAMPE Europe, Paris, April, 2005 

 
以上 



－61－ 

6.2 最近の航空機構造用複合材料の研究開発動向 

財団法人 次世代金属・複合材料研究開発協会  
複合材料技術部長  伊牟田 守       

6.2.1 はじめに  

航空機の飛躍的発展は、設計技術、素材技術、製造プロセス技術等の構造・材料技術の発展に

支えられてきた。とりわけ、素材の比強度、比剛性の向上は航空機構造の軽量化に大きく貢献し、

ひいては、安全性の向上や運行コストの向上に繋がるため、これまで多くの研究開発が行われて

きた。  
1970年代から本格的に航空機構造材料として適用されてきた複合材料は、軽量、高強度、高剛

性という特性に加え、耐食性に優れている等の利点が有り、その航空機構造への適用が急速に拡

大しつつある。  
本稿では、民間航空機への複合材料のさらなる適用拡大のための研究開発に関する動向につい

て概説する。  
 

6.2.2 複合材料の機体への適用  

複合材料は1970年代より本格的

に機体構造材料として適用され、民

間航空機においては、その適用部位

は翼舵面から尾翼構造、主翼構造、

胴体構造と拡大されてきて、図

6.2.1に示すように1990年代に米国

ボーイング社で開発されたB777で
は構造重量の約11％に達した。さら

に、今年、初飛行が予定されている

B787では図6.2.2に示すように複

合材料の適用比率が構造重量の約

50％に達しており、民間航空機では

はじめて複合材主翼や複合材胴体

外板が実現する

｡なお、B787での

急激な複合材適用拡大に関しては、

わが国の複合材技術が大きく寄与

しており、複合材主翼を三菱重工業

㈱が、複合材胴体を川崎重工業㈱が、

さらに、複合材中央翼を富士重工業

㈱が製造することになっており、図

6.2.3に示すようにわが国の製造分

担比率は約35％に達している

。  

図6.2.1 航空機への複合材料適用状況 

図6.2.2 ボーイング社にみる民間旅客機
機体構造材料の推移 
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一方、欧州のエアバス社で開発された世界

最大の民間旅客機A380では、図6.2.4に示す

ように構造重量の約20％にGlareを含む複合

材料が適用されている

。また、次期中距離

旅客機として2013年の就航を目指して開発

に着手したA350XWBでは、構造重量の約

40％に複合材料が適用される予定である。       

また、2012年の就航を目指して、わが国で開

発が進められている民間小型航機（MJ）で

も軽量化が重要な課題であり、複合材料を積

極的に適用する計画である。国産民間航空機

（MJ）の概要を図6.2.5に示

す。 
 

6.2.3 複合材料の特徴  

前節で述べたように、複合

材料は軽くて強い材料として

航空機構造材料として急速に

その適用範囲を拡大してきて

いる。複合材料は、比強度、

比剛性が高いことの他に、疲

労強度が高い、耐食性に優れ

ている、金属材料に比べ部品

の一体化成形が可能である等

の特長を持っている反面、材料コストが高

い、高温／多湿環境（HOT／WET）に弱

い、材料（プリプレグ）の保管管理が必要、

損傷検知が難しい、修理が難しい等の課題

も有している。  
今後、航空機構造へのさらなる適用拡大

を図るためには、これらの課題の克服が必

要となるが、とりわけ、①低コスト材料・

プロセス技術及び②損傷検知技術等の信

頼性向上技術が重要であると思われる。  
 

図6.2.3 B787の製造分担比率 

図6.2.4 A380の構造材料使用比率及び複合材料適用部位

図6.2.5 国産民間小型飛行機の概要
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6.2.4 複合材料適用拡大のための研究開発動向  

本節では、複合材料適用拡大のための重要な課題として、低コスト材料・プロセス技術及び信

頼性向上技術を取り上げ、最近の研究開発の動向を紹介する。  
 低コスト・プロセス技術  
a）低コスト材料の開発  

わが国は炭素繊維の生産では全世界生産量の約70％を占めているが、その中間素材であるプリプ

レグは欧米よりも生産量が少なく高価格であった。そのため、わが国の航空機メーカは高価格の欧

米製のプリプレグの使用を余儀なくされ、このことが複合材料部品の価格競争力を低くしていた。

一方、自前のプリプレグを製造し、航空機構造に適用する場合には、国土交通省航空局、米国連邦

航空局等の各国の航空局の認定取得が必要となる

ため、元来、複合材料部品の少ないわが国での認定

取得は経済的に成り立たない状況であった。  
しかしながら、複合材料分野で国際競争力を獲得

するためには、国産の独自認定材料を開発する必要

があるという信念から、川崎重工業㈱が低コストか

つ高性能なプリプレグの開発（KMS6115と呼称）

及び世界の航空局の認定取得を行い、今世紀初頭か

ら各種の国際開発プログラムに適用されている。  
KMS6115は、主に低コスト／高性能な汎用炭素

繊維の適用及び厚手プリプレグによる積層コスト

低減によって低コスト化を狙った材料であり、

2001年に米国連邦航空局（FAA）の認定を取得し

た。図6.2.6に従来材料とKMS6115のコスト及び強

度特性の比較を示す。また、図6.2.7にKMS6115の
適用例を示す


。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
図6.2.7 KMS6115材の民間航空機部材への適用例 

図6.2.6 従来材とKMS6115材の比較 

(a) EMB170 Inboard-Flap (b)B737-300 Blended Winglet 
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今後、わが国で開発が進められている民間小型航空機（MJ）には積極的な複合材料の適用が検

討されているが、その実現のためには独自の材料開発及びその国際的な材料認定が重要となろう。  
b）低コストプロセス技術  

複合材料部品の低コスト化を実現するためには、自動化を中心とした低コストプロセスの開発

が重要となる。図6.2.8に近年注目されている低コストプロセスを示す。従来のオートクレーブ成

形プロセスでは、プリプレグの切断、積層の自動化が急速に実機適用されてきている。プリプレ

グの切断は、単に切断作業の自動化にとどまらず、コンピュータによって材料歩留まりを向上す

るシステムや材料の使用先を自動的に印字するシステムが開発されている。また、積層について

も、ハンドレイアップについてはレーザーテンプレートの適用等により成形治具上に積層位置を

指示するシステムが開発されてい

る。さらに、ATL（Automatic Tape 
Lay-up）やAFP（Automatic Fiber 
Placement）の開発により、大型部

材の自動積層化が急速に普及しつ

つある。図6.2.9にAFPの概要及び

V-22チルトロータ機後胴への適用

状況を示す。一方、最近では成形に

時間を要するオートクレーブ成形

に代わる低コスト成形法として、

RTM（Resin Transfer Molding）、
RFI（Resin Film Infusion）等のウ

エットプロセスが注目されている。

ウエットプロセスは、図6.2.10に示

すように成形型にドライプリフォ

ームをセットした後、液状樹脂を加

圧注入・含浸し、硬化させる方法で

複雑形状部品（RTM）や翼のよう

な大型部品（RFI）に適用されつつ

ある。  
  

図6.2.8 低コストプロセスの概要 

図6.2.9 AFPの概要及びV-22チルトロータ機
後胴への適用状況 
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また、最近では、加圧に真空圧を利用する簡便なプロセスであるVaRTMについても開発が進め

られており、わが国の(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）では図6.2.11に示すような6mレベルの

実大主翼構造の試作に成功している。  
もう一つの脱オートクレーブ成形法として、電子線硬化のような熱に代わって放射線を利用し

て樹脂を硬化させる成形法が開発されている。この方法は、成形サイクルが非常に短い上に、加

熱しないために耐熱成形型が不要である、

成形部品の寸法精度が高く、成形ひずみ

が小さい等の特長を有しており、再使用

宇宙機の大型極低温タンクへの適用が期

待されている。なお、本技術はわが国で

も、経済産業省の「次世代航空機用構造

部材創製・加工技術開発」の一環として

2003年度より研究開発が推進されてい

る

。このプロジェクトでは、航空機部材

への適用を目指して、電子線硬化技術を

始め、紫外線硬化技術及び可視光硬化技

術の開発が実施されている。図6.2.12に
連鎖反応を利用した紫外線硬化RTM成

形法の概要を示す。  
  

図6.2.10 ウェットプロセスの概要

図6.2.11 VaRTMで成形した実大主翼構造の外観
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図6.2.12 連鎖反応を利用した紫外線硬化RTM成形法の概要及び試作部材 
  

 信頼性向上技術  
複合材料の課題の一つに、構造健全性診断技術が挙

げられる。金属材料では衝撃等の外力を受けると表面

が損傷を受けるため合材料では図6.2.13に示すように

表面は一見変化が無くても、材料内部が損傷を受けて

いる場合がある。そのため、複合材構造の信頼性を向

上するためには、構造健全性診断技術の確立が比重に

重要になる。  
一般的には、構造健全性技術向上のためには非破壊

検査技術が重要で、複合材構造に対しても大型構造超

音波探傷技術、サーモグラフィック探傷技術等の開発

が積極的に実施されている。一方、新しい発想の構造

健全性診断技術として、光フ

ァイバを用いた先進構造健全

性診断技術が注目されている。

ここでは、後者について紹介

する。  
光ファイバを用いた先進構

造 健 全 性 診 断 技 術 は 、 図

6.2.14に示すように、複合材

料を製造する際に本来知覚神

経のない構造部材に、生物の

神経系に相当する光ファイバ

を神経系として埋め込み、構

造部材に自己の健全材の損傷

図6.2.13 衝撃損傷による材料内部の損傷

図6.2.14 複合材構造健全性診断（SHM）技術の概念
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をリアルタイムで検知することによってパイロットに緊急事態を早期に知らせることができる、

地上で機体の健全性を非破壊検査と同じ感覚で瞬時に診断することができる等の特長を有する。

さらに、構造部材の損傷を確実に検知することが可能となり、設計時の安全率を軽減できること

から機体の軽量化にも繋がる。 
この技術は、わが国で経済産業省の国プロとして平成15年度より5年計画として実施中の「次

世代航空機用構造部材創製・加工技術開発」の一環として開発が推進されている

。このプロジェ

クトでは、図6.2.15に示すように以下の4つのサブテーマで開発が推進されている。また、その成

果を基にこの研究開発を取りまとめている次世代金属・複合材料研究開発協会（RIMCOF）と

欧州のエアバス社が5年間の協同研究を実施することで合意しており、今後、この技術の実機へ

の適用が期待されている。 
・ブルリアン散乱光を利用した計測システム  
・FBG／PZTハイブリッド計測システム  
・高信頼性先進グリッド構造による計測システム 
・光ファイバセンサ衝撃損傷検知システム  
   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

図6.2.15 構造健全性診断システムの開発-研究開発テーマとその狙い 

 今後の研究開発に関する話題 
近年、航空機構造への複合材料の適用は急激に拡大し、今や従来の機体構造材料の主役であっ

た金属材料を凌駕しようとしている。一方、その適用拡大があまりにも急激であるため、機体を

運用するエアラインからは、複合材料を多用した機体の維持・管理のための技術課題として、複

合材料を対象とした塗装剥離技術、非破壊検査技術等の機体メンテナンス技術や複合材構造の修

理技術について、その技術開発及び標準化が解決すべき課題として挙げられている。  
また、複合材料のさらなる適用拡大を目指した研究開発課題としては、複合材構造様式・構造

技術、耐熱複合材料技術、ナノ複合材料技術等が挙げられよう。特に、複合材構造様式・構造技

術については、現在も、いわゆる“ブラックアルミ”と揶揄されるように従来の金属材料の構造

様式・構造技術が適用されており、複合材の特長を生かしたあたらしいコンセプトの創出が大い

に期待される。  
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6.2.5 まとめ  

近年の複合材料の適合材料に大きく寄与してきた低コスト材料・プロセス技術及び複合材料の

信頼性向上に寄与する構造健全性診断技術を中心に、最近の航空機用構造用複合材料の開発動向

について概説した。 
今後も、複合材料は機体構造部材としてその適用範囲の拡大が期待される一方、金属材料との

関係では、それぞれの材料の特徴を生かした適材適所の研究開発、実機への適用を推進すること

が重要となろう。   
 

 

参考文献 

 日本航空宇宙工業会編：航空と宇宙、第627号、P.12（2005） 
 ボーイング社技術資料 
 エアバス社技術資料 
 指熊裕史、他：川崎重工技法、158号、34（2005） 
 Mamoru Imuta et al.：第9回SAMPE先端材料技術国際会議（2005）  
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７．鉄鋼材料の革新 

7.1 建設・橋梁・船舶・自動車用鋼の最新動向 

東京大学 大学院工学系研究科 教授 小関 敏彦 
 

7.1.1 はじめに 

IISIによると、現在鉄鋼材料は約3,500種あり、そのうちの約3/4は直近の20年間に開発された

という。
 鉄鋼材料は決して成熟した材料ではなく、時代とともに変化する様々なニーズを受け、

新たな開発が絶えず続けられている材料である。近年の材料開発の大きな駆動力は、言うまでも

なく、「安全」と「環境」であり、構造物の高性能化に向けた材料の高強度化とともに、安全性や

耐久性に向けた材料の高靭性や高延性、高疲労強度、耐食性、耐熱性などの両立が求められてき

た。高強度鋼の適用は構造物の軽量化を実現し、構造物の高性能化を可能とする一方、鋼材使用

量を減少する観点から、省資源や輸送・建造の省エネルギー化など、環境対応を可能にする。し

かしながら鋼の高強度化は同時に溶接部の脆化の問題を引き起こすため、その適用においてはそ

れら溶接部の課題を克服する技術も必要である。以下では、建築・橋梁・船舶・自動車分野の鉄

鋼材料の近年の進化とともに、それら構造物を建造する上で不可欠の溶接技術についての進化に

ついても概略を述べる。 
 

7.1.2 TMCP鋼の発達 －造船用から超細粒鋼まで－ 

鋼板の製造のThermo-mechanical control process（TMCP）は1980年はじめに造船用鋼で実用

化に至り、ラインパイプ用鋼管、建築、橋梁、海洋構造物などの鋼板に展開されてきた。
 

TMCPのプロセスの概要を図7.1.1
に示すが、再結晶域圧延に続き未再結晶域圧延とその後の

加速冷却によって微細なフェライト（F）とベイナイト（B）の混合組織を生み出し、同じ炭素当

量（合金元素量）で従来鋼より優れた強度－靭性を実現する。高強度鋼の製造では、従来の焼準

（Normalizing）による製造より炭素当量を低減できるため、溶接熱影響部（HAZ）の硬化組織

を低減し、靭性の向上、水素割れ感受性の低減を可能にするとともに、省合金、省熱処理など環

境対応や工程省略にも優れている。 
このようなTMCPの特色を1980年代に最初に取り入れたのが造船用鋼であり、これによって船

体組み立て時の予熱省略や溶接部の靭性向上で大きなメリットを得、日本造船業界が世界一を維

持するのに大きく貢献してきた。日本の造船用YP32鋼およびYP36鋼の多くはTMCPで製造され

ているが、さらに近年は大型コンテナ船の需要増加に伴い、 
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図7.1.1 TMCPのプロセス概要
 

 
さらに高強度で厚手のYP40鋼さらにはYP47鋼の製造もTMCPで行われている。

 造船業界で

は、船体建造の溶接の効率アップが国際競争力の源泉であり、片面1パスの多電極高速サブマー

ジ溶接が次々開発され、TMCP鋼はその大入熱溶接においても良好な溶接部靭性を達成し、溶接

性の向上を可能にしてきた。さらにコンテナ船では板厚50mmを超える厚板を大入熱エレクトロ

ガス溶接で1パス立向き溶接する必要があるが、後述のように溶接部の靭性の確保にはTMCPによ

る鋼板製造が大前提となっている。 
このようなTMCPによる鋼材製造、それによる溶接部靭性の向上、溶接部低温割れの回避、大

入熱溶接の実現は、1990年代以降、建築分野、橋梁分野、海洋構造物に用いられる強度600MPa
級の高強度鋼に次々展開され、規格化が急速に進むとともに、それらの溶接構造物の安全性向上

に寄与してきた。
 

TMCPは未再結晶域での制御圧延によってオーステナイト粒を変形させて粒界面積を増し、さ

らに粒内に変形帯をはじめとする加工欠陥を導入して、その後の加速冷却中のフェライト変態の

核生成サイトを著しく増加させることで最終組織を微細化するが、
 90年代以降、この技術をさ

らに進めて、未再結晶域の過冷オーステナイト

の更なる強加工によってフェライト粒径が１

µm以下のいわゆる「超細粒鋼」の製造も試み

られてきた。
 微細化に伴う高強度化の傾向を

図7.1.2に示す。これによって鋼材の強度－靭性

バランスを一層向上させ、超高強度で溶接が容

易、かつ環境対応型の鉄鋼材料の実現が目指さ

れる。また、全厚超細粒鋼の開発に先立って、

TMCPのインラインの加工・水冷プロセスをフ

ルに活用して表層（板厚の1/6）を超細粒化し

た鋼板も開発され、脆性亀裂伝播停止性能に優

れた鋼板として船体に実適用されている。
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図7.1.2 TMCP鋼と従来鋼の粒径､強度の
比較､および､その発展形の超細粒
鋼の位置づけ 
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7.1.3 溶接部高靭性鋼の開発 

前述のごとく、鋼構造物の安全性は溶接部の性能に大きく依存してその向上が要求される一方

で、建造の工期短縮やコスト削減の目的から大入熱溶接が求められ、この相反するニーズを両立

するために溶接部靭性に優れた鋼材開発が続けられてきた。溶融溶接部に隣接する鋼材の熱影響

部での靭性低下は、溶接の加熱によってフェライト（α）→オーステナイト（γ）逆変態、γ粒

の著しい成長が起こり、さらに冷却中にこの粗大なγ粒から靭性に有害な粗大なフェライトサイ

ドプレートや上部ベイナイト、マルテンサイトの生成によって引き起こされる。この防止には、

図7.1.3 に模式的に示すように、（a）粗大なγ粒内に微細な分散変態組織を生成させる、あるい

は（b）γ粒成長を抑えて粒界から生成する変態組織を小型化することが必要であり、これらのコ

ンセプトの下、新たな鉄鋼材料の開発が進められてきた。
 前者のγ粒内の変態組織形成は粒内

に分散された１～数µmの酸化物や窒化物を核に実現され、Ti脱酸によってTi系の酸化物を分散し

た鉄鋼材料が実用化されている。一方、後者はサブµmの酸化物や窒化物を105～108個/mm3分散

することで溶接熱影響部でのγ粒のピン止めが可能となり、これまでCa, Mgを含む酸化物、TiN
を分散した鉄鋼材料が開発・実用化されてきた。

 特に酸化物を分散した鉄鋼材料は超大入熱溶

接下でも溶解することなく安定したγ粒成長抑制効果を示すため、前述のコンテナ船用のエレク

トロガス溶接や建築用のエレクトロスラグ溶接などに供され、溶接部高靭性が求められる鉄鋼材

料に適用されてきた。大入熱建築用鋼に適用した場合を図7.1.4に示す。再現HAZにおける旧γ粒

の微細化、それによる靭性の向上は明らかである。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図7.1.3 鋼溶接部の靭性向上のための組織制御 （a）介在物を核とした粒内フェライ

トの生成、（b）分散粒子によるオーステナイト粒成長ピン止め、変態組織の微

細化
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7.1.4 強度と延性の両立 －自動車用鋼－ 

造船、建築、橋梁に用いられる厚鋼板の最も重要な視点は、安全・安心の観点からも強度と靭

性の両立、とくに溶接部の靭性との両立であるが、自動車用などの薄鋼板で求められるのは強度

と延性の両立である。高強度化は、自動車の軽量化、運動性能の向上、燃費軽減などのメリット

をもたらすが、同時に、強度の上昇は図7.1.5
に見られるように常に延性の低下をもたらし、加

工性の低下による生産性の低下、変形性能の低下による衝突安全性能の低下などのデメリットを

もたらすため、その両立は今後の薄鋼板材料の最大課題といえる。これに対して、マルテンサイ

トなどの硬質第二相を微細に分散したDP鋼、加工・変形時に塑性誘起でマルテンサイト変態する

残留オーステナイトを微細分散

したTRIP鋼などが近年開発され、

実用化されてきた。いずれの鋼の

特性も、従来のHSLA（高強度低

合金鋼）より高強度、高延性側に

シフトしていることが図7.1.5か
らわかる。また、DP鋼、TRIP鋼、

いずれにおいても硬質相のサイ

ズ、分散の制御が鍵であり、鉄鋼

材料のインラインの加工・熱処理

技術の発達によって始めて可能

になってきた。DP、TRIP鋼のミ

図7.1.4 (a) 酸化物を分散した鋼のエレ
クトロスラグ溶接相当の再現

HAZ組織（入熱70kJ/mm, ピー
ク1400℃）、(b)同条件の従来の

TiN分散鋼のHAZ組織、(c)両者
の靭性比較


 

図7.1.5 現在の各種自動車用鋼の強度‐延性バランス
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クロ組織の模式図を図7.1.6
に示す。また、自動車ボディなどの加工・成形では全伸びに加え穴

あけなどの局部伸びも要求される。これらの様々な要求に対応するため、組織制御された鋼板の

開発も進んできた。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.5 その他の特性 

環境対応の観点から鋼構造物の長寿命化が求められ、耐食性の向上、疲労強度の向上に向けて

様々な鉄鋼材料の開発が進められている。耐食性に関しては、タンカーのオイルタンク上部（ベ

イパースペース）の腐食の検討と新たな耐食鋼、海浜地区の飛来塩分粒子の多い地域のための高

性能耐候性鋼、など開発されてきた。疲労の問題に関しては、結晶粒系の制御や第二相の分散を

制御した高疲労強度鋼の開発も進められている。
 

また、建築用鋼においては構造物の耐火性能を向上

させるため中～高温強度に優れた耐火鋼の開発が

進められている。図7.1.7 は耐火鋼（FR）の降伏

強度の温度依存性を従来の建築用鋼（SN）と比較

したものであるが、耐火性能が要求される600℃に

おいて、従来鋼の2倍以上の降伏強度、常温の降伏

強度の７割近い高温降伏強度を実現している。 
さらにこれらの材料開発とともに、腐食の診断シ

ステムや、溶接部に圧縮応力を与えて疲労強度を増

すための低変態温度溶接材料の開発や超音波によ

るピーニング法の開発など、鋼の利用技術の開発も

大きく進んできた。自動車の分野では、ハイドロフ

ォームやテーラードブランクなど車体の軽量化と

図7.1.6 (a) DP鋼､(b) TRIP鋼
の組織の模式図､および
(c)両鋼の応力‐歪曲線
と従来のHSLA鋼のそれ
との比較

 

(a) 

(c) 

(b)

図7.1.7 耐火鋼（FR）と従来の建築用鋼
（SN）とのの降伏強度（YS）の
温度依存性の比較
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強化のための利用技術も進んできた。さらに溶接技術に関しては、レーザー溶接の各方面への適

用拡大、摩擦攪拌接合（Friction Stir Welding, FSW）の適用検討などが最近のトピックスであ

る。これらの利用加工技術の充実が鉄鋼材料の新たな展開をサポートしており、鉄鋼材料の性能

向上とともに、構造物の性能や安全性、環境適応を促進しているといえる。 
 

7.1.6  環境対応に向けた取り組みと課題 

日本の鉄鋼業は、日本全体の物質投入量の14％、エネルギー使用量の11％を占める、資源・環

境的には極めて比重の大きな存在である。
 したがって今後の鉄鋼材料の生産および使用は、環

境的な視点が不可欠である。すでに日本の鉄鋼生産のエネルギー源単位は世界で最も低く環境的

には極めて優秀であるが、一方、中国をはじめとする世界的な鉄鋼生産の増加とともに、鉱石や

石炭の劣質化が大きく懸念され、環境への負荷とともに材質的な影響も心配される。 
他方、日本国内に蓄積する鉄鋼資源は年間、約3,400万トンであり、2020年には18億トンに達

するといわれる。
 その約2％が老廃スクラップとして市場に戻り、鉄鋼製造や加工で生じる鉄

鋼屑と併せると近い将来は年5,000万トンのスクラップを使わざるを得ない状況である。日本はこ

れまで高炉法による優れた製鉄･製鋼法、加工熱処理技術によって自動車や造船分野で優位性を保

ってきた。しかしながら、今後はスクラップをうまく使いながらこれまでの産業競争力を維持し

うる製鉄･製鋼法の開発、鉄鋼材料開発が不可欠であり、その意味で、鉄鋼材料は新たな局面を迎

え、更なる課題と発展の余地があるといえる。 
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7.2 水素スタンド構成金属材料の評価 

株式会社 日本製鋼所  和田 洋流 

7.2.1 まえがき 

現在、燃料電池自動車に搭載される水素容器の充填圧力は35MPa程度であり、水素を供給する

側の設備は当面45MPa程度までの設計圧力に耐える高圧設備とする必要がある。これらは蓄圧器、

圧縮機、配管、ディスペンサー、弁、安全弁、シール材で構成され、その多くに金属材料が使用

されている。したがって、これら金属材料の耐久性、強いては機器装置の安全性確保の観点から、

水素ガス環境に接する構造材料の環境脆化に関する挙動を確認することが重要である。 
鉄鋼材料を代表とする水素ガスとの接触による脆化の問題は高圧水素ボンベが普及利用されて

いる実例から、ほとんど損傷例は無い。これは、高圧ではあるが常温で使用されていることと、

材料がSF55 の普通炭素鋼と低強度であることが結果として効果的であった。しかし、高強度鋼

による軽量化容器においては水素ガスとの接触によって脆化が起こることが知られるようになっ

た。1960年代にNASAの水素貯蔵容器の破壊事故がその最初の例として知られている。これは

18Ni マルエージング鋼を使用していたが、当時は高圧水素ガスであっても低温では脆化は生じ

ないと考えられていたためであった。 
このことに注目し、大西らは1970年代に入り、高強度鋼で代表される4340鋼を用い、常温高圧

水素ガス環境下における脆化の研究を行い、脆化傾向に対する圧力依存性、材料の強度レベルに

よる変化を調べ発表した

。 

その結果、材料内に介在する水素によって生ずる従来型の水素脆性とは異なり、脆化に対する

時間依存性を示さず直ちに脆化することが判明した。その後、金属材料技術研究所（現物質・材

料研究機構） やフランス原子力委員会でもこの現象を取り上げ研究され、後にこの現象を従来型

の水素脆性と区別し、水素環境脆化（Hydrogen Environment Embrittlment）と呼ばれるよう

になった。 
本セミナーでは、これらの知見を一瞥するとともに、現在、NEDO水素安全利用等基盤技術開

発事業において行っている水素スタンド構成金属材料の評価状況について発表する。 
 

7.2.2 室温高圧水素ガスによる金属の脆化 

金属中の水素による脆化現象は“水素脆化”、鋼の場合は“遅れ破壊”として良く知られている。

これらに関する研究の歴史は古く、数多くの研究が報告されている。これらは石油精製反応塔の

様に、高温高圧水素環境下で鋼材表面から内部に水素が侵入して割れが発生する場合や、腐食環

境下で水分が介在してカソード反応により水素を吸収して割れる場合などであり、金属表面から

水素が侵入する環境にさらされた場合の脆化現象に関するものである。一方、室温水素ガスのよ

うに鋼材表面から水素分子が接触して金属が水素脆化を起こす現象をこれらと区別して、“水素

ガス脆化”或いは“水素環境脆化”と呼ばれる様になった。表7.2.1にはGray
らによって提唱さ

れた水素脆化の分類表を示す。前者の水素脆性は“内部可逆水素脆化”と呼ばれており、水素ガ

スと材料が脱炭や水素化物形成等の機構により非可逆な反応を起こす脆化を“水素反応脆化”と

して分類している。 
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図7.2.1にはASTM-A533B 鋼を68.9MPaの室温水素雰囲気中とHe ガス雰囲気中で引っ張り試

験を行った場合の破断試験片の観察の比較
 を示したが、水素雰囲気中で引っ張り破断させた場

合は多数の表面き裂が観察され、変形過程において鋼材表面と室温水素ガスとの接触によって何

らかの脆化作用が生じたことを示している。また、大西
 らはNi-Cr-Mo鋼を用いて約10MPa ま

での室温高圧水素ガス下中で引張試験を行い、破断させた試験片の破面近傍の水素分析を行った。

その結果、水素ガス中で曝露しただけの試料ならびに水素ガス中で破断しない程度の応力を付加

したものについては水素量の変化はなかったが、水素ガス中で破断したものでは、高い水素量を

示し、室温水素ガス下での水素ガスの侵入が認められた。これらの結果より鋼材が単に室温水素

ガス中に曝されて水素原子に解離吸着し侵入するにはかなり高い水素圧を必要とするが、図7.2.2
の様に水素ガス中で応力が加わり塑性変形が生ずると環境に接していなかった新しい鋼材表面が

露出し、塑性変形時に生じた転位が水素との接触解離を容易にし、転位の運動に伴って水素が鋼

材内部へ侵入すると報告している。 
表7.2.1 水素脆化の分類 

脆化の分類 特  徴 事  例 
内部可逆水素脆化

Internal 
Reversible 
Hydrogen 

Embrittlement  

金属内部に吸収された水素に
よる脆化で水素を除くと脆化
が回復する現象 

高力ボルトの遅れ破壊低温割れ（溶接金属）
白点・置き割れ 

水素反応脆化
Hydrogen 
Reaction 

Embrittlement 

水素ガスと材料が脱炭などの
化学反応を起こすことによる
脆化 

1. 水素化物(MHx) 形成 
Ti,Zr,Hf,V,Cb,Ta,Mn,Ni,Pd,U,Pu,  
Th, 希土類金属等 

2. 水素侵食 
高温高圧下で水素と鋼中炭素が反応しメ
タンバブルを形成する 

◎水素環境脆化
Hydrogen 

Environment 
Embrittlement  

水素ガス環境における特有の
現象で変形などによりガス中
から吸収された水素による脆
化 

1960年代前半NASAにおいて18Niマルエー
ジング鋼製高圧貯蔵用タンクにき裂を生ず
る事故が発生 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.2.1  A533B鋼の68.9MPa室温Heガス中および水素ガス中で破断させた

引張試験片外観
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図7.2.2 水素環境脆性機構の概念図とそれらに関与する因子 
 

7.2.3 水素環境脆化におよぼす諸因子の影響 

脆化起点において水素の吸着と解離が介在する水素環境脆化においては、不純物が水素ガス中

に含まれるとそれらが水素環境脆化の抑止または促進作用を示すことが知られている。

Hoffmann
らは約10MPaの高純度水素ガス中に微量酸素を混入させてCK22鋼の引っ張り試験を

行い、水素中酸素濃度が引張延性におよぼす影響を調べた。その結果、図7.2.3に示す様に約

10-4VOL%（1ppm）の酸素が水素ガス中に存在すると絞りが回復する傾向が認められ、酸素濃

度の増大に伴い水素環境脆化が抑制されることを報告した。さらにFukuyama ら
は1.1MPaの

水素中でAISI4340鋼の疲労き裂進展試験を行い、酸素以外に、一酸化炭素や酸化イオウ等が含ま

れる場合水素環境脆化が抑止され、硫化水素を含む場合は逆に促進作用を示すと報告している。

この様に水素中の不純ガスが脆性に影響することは、水素環境脆化特有の現象的特徴であるとい

える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図7.2.3 CK22鋼の室温水素ガス中伸びにおよぼす酸素濃度の影響 
 
さらに水素環境脆化におよぼす因子として、表面性状の違いが水素ガス中での破壊発生挙動に

大きく影響することが知られている。Fidelle
らは0.75mmの円盤状試験片を高純度水素ガスによ

り破裂させる試験（DPT:Disk Pressure Test）を行った。その結果、35NCD16HS鋼について
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Heガス下で破裂圧力がラッピング仕上げ：785barであったのに対し、高純度水素ガス圧力下での

破裂圧力は①研削まま：144Bar、②ラッピング研磨仕上げ：174Bar、③ブライトショット仕上

げ：195Bar、④電解研磨仕上げ：263Barとなり、水素環境脆性によって生ずる破裂圧力が表面

仕上げ状態によって大きく異なる事を報告している。表面の影響については、後のNEDO水素ス

タンド構成金属材料の評価試験結果にて詳細に述べる事とする。 
 

7.2.4 各種金属材料の水素環境脆化感受性 

水素環境脆性は、高強度鋼ほどその脆化感受性が高い事や、破面形態の点において、内部可逆

水素脆性と類似する点が多い事が指摘されている

。表7.2.2には常温での水素環境脆化による金

属材料の種類による脆化感受性の違いを従来の水素脆性との比較において示した

が、Ni合金が

水素環境脆性において感受性が高い点を除けば両者の傾向はほぼ同じであるとしている。 
図7.2.4にはChandler

らによって報告されている各種金属材料の水素環境脆化感受性をヘリ

ウム雰囲気中強度／水素雰囲気中強度（圧力は約70MPa下）の比率として各種材料の引張強さ（た

だし参考値）に対して示した。この図より、全般的な傾向としては材料が高強度になるほど水素

環境脆化感受性が高いが、一部のIncoloy903やA286合金などは強度が比較的高くかつ対水素環境

強度にも優れている。またSUS300系のオーステナイトステンレス鋼は、全般に水素環境脆化感

受性が比較的小さいことを示している。しかしこれらが加工などの変形を受ける事によって歪み

誘起マルテンサイト相が生じると、その部分が原因となって水素環境脆化感受性が増大する事が

知られている。このことは水素ガス中で引張試験を行い、マルテンサイト相を生じるSUS304L
などは水素環境脆化を起こすが、SUS316Lなどはオーステナイト相が安定であるために水素環境

脆化感受性が低いということによって確かめられている

。 

 
表7.2.2  水素脆化を示す金属（常温での水素脆化が高い順番に表示）

 

水素環境脆性 内部可逆水素脆性 
高張力鋼 

18Ni マルエージング鋼 
高強度ｽﾃﾝﾚｽ 鋼（410,430F,440C） 
工具鋼（H-11）, CrMo鋼（4140）,炭素鋼（1042QT）
Fe -9Ni-Co, 析出硬化ステンレス鋼（17-7PH） 

高張力鋼 
NiC rMo鋼（4340), CrMo 鋼（4140), 工具鋼

（H-11 析出硬化ステンレス鋼（17-4PH）, AM355 
18Ni マルエージング鋼 
E8750, 析出硬化ステンレス鋼（17-7PH） 

Ni或いはNi合金 
Electroformed Ni 
Nickel200, 270,301 
Inconel625, 700, 706, 718 
Rene 41, Hastelloy X 
Udimet700, Waspaloy 
MAR-M-200DS, IN 100 

低強度鋼 
アームコ鉄, 炭素鋼（CK22, CK45, 1020） 
炭素鋼（1042 Nor), HY-80, HY-100 
（マンガン）モリブデン鋼（A302,A515,A517）

Ti合金 
Ti-6Al-4V, Ti-5Al-2.5Sn  
Molybdenum TZM  

 
 
Fe -Ni-Cr合金（実験鋼塊） 
 
 
Fe-Cu合金（実験鋼塊） 

 
 
Ti, Zr, V, Cb, Ta  
Cr, Mo, W, Co, Ni  
Pt, Cu, Au, Al, Mg 又はその合金 
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コバルト合金 
HS-188, L-605, S-816 

準安定オーステナイト系鋼 
304L, 310 

準安定オーステナイト系鋼 
304L, 305, 310 

Kモネル 
Be -Cu合金 25 

純チタン 

Kモネル 

安定型オーステナイト鋼 
316, 321, 347, A286 
Armco 21-6-9, 22-13-5 

高強度Ni合金 
Inconel718 
Rene 41 
Waspaloy 
 

安定オーステナイト系鋼 
316, 321, 347, A286 

銅合金、OFHC銅 
マグネシウム合金 HM21A  
アルミニウム合金 

1100, 2219, 6061, 7039, 7075  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図7.2.4  各種金属材料の水素環境脆化感受性 
（文献のデータを大気中引張強さ（参考値）に対して整理した） 

 
 

7.2.5 NEDO水素安全利用等基盤技術開発における水素スタンド構成金属材料の評価 

NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構では、燃料電池の初期段階の普及が円滑に進む

ために「固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログラム」の中で、「安全技術」と「実用

化技術」の2分野の研究開発を平成15年度から平成19年度の期間で行っている。このうち水素イ

ンフラに関わる安全技術では水素スタンドに使用される蓄圧器、圧縮機、配管、ディスペンサー、

弁、安全弁、シール材等の高圧ガス関連機器材料のうち、健全性を損なう因子を抽出するととも
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に、必要な対策技術を開発して例示基準等の作成に資する事を目的として水素雰囲気中における

金属材料の評価に着手している。 
水素スタンドの供給圧力条件については当面40MPa（35MPa 充填対応）とされていることか

ら、第1ステップとして設計圧として考えられる45MPa までの水素ガス環境下での材料特性評価

研究を実施し、的確な材料選定や定期検査指針へ反映する事を事業の目的としている。以下では

試験実施状況について紹介した。 
 

 試験実施内容 
表7.2.3に材料特性評価試験の種類とその目的を示す。尚、これらは高圧ガス保安協会の水素ガ

ススタンド基準に係る技術検討委員会によって検討された試験実施項目である

。これらに対応す

るため、世界にも稀少な高圧容器内で金属試験片に荷重を負荷することの出来る疲労試験装置を

国内に先駆けて導入した。表7.2.4には策定した評価対象材料を試験内容に対して示したが、平成

15,16年度は、45MPa蓄圧器として適用が検討されているSCM435鋼（クロムモリブデン鋼）を

重点評価対象材料として策定した。尚、ステンレス鋼については水素安全利用等基盤技術開発に

おける別事業（材料物性） で実施されているので、合同ワーキンググループ等を開催し、相互に

連携を取りつつ効率的に試験調査を進めている。 
 

表7.2.3 水素スタンド構成金属材料評価事業における材料評価試験内容 

機械試験の種類 目  的 方  法 

引張試験 
水素環境脆性の基礎的把握水

素環境下における許容応力値

の把握 
水素環境脆化試験法ASTM G142に準拠 

疲労試験 
高圧水素雰囲気下サイクル荷

重下においてき裂が発生する

迄の限界使用回数の把握 

圧力容器の疲労設計に必要な完全両振り

型低サイクル歪み制御疲労試験高サイク

ル荷重制御疲労試験 

遅れ割れ試験 発生したき裂が高圧水素雰囲

気下で進展しない荷重の把握 

予めき裂を付けた金属ブロックにくさび

を打ち込み、荷重を加えながら水素中に長

時間暴露させる。 

破壊靱性試験 高圧水素雰囲気下における材

料の強靱さの調査 

予めき裂を付けた金属ブロック試験片(コ
ンパクト試験片)に荷重を負荷したときの

水素中破壊挙動を測定する。ASTM-E399

疲労き裂進展試験 水素ガス圧力変動荷重下にお

けるき裂の進展速度の把握 

予めき裂を付けた金属ブロック試験片(コ
ンパクト試験片)に繰り返し荷重を加えた

際の水素中き裂進展速度を測定する。 

内圧疲労試験 

高圧水素雰囲気下での各種試

験等の試験結果で、実機の破壊

事故の可能性を充分否定出来

ないために、実機を模擬した蓄

圧器を製作し、内圧疲労試験を

行う。 

内径100mm, 肉厚7mm程度のCY試験片

に1mm 程度のきずをつけておき、１分間

に4回程度のサイクル圧力を加えて破壊さ

せ、破面等の調査を行う。 
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表7.2.4 水素スタンド構成金属材料評価事業における材料評価試験内容 

蓄圧器 

クロムモリブデン鋼 
弁体及び継手類,管等 ライナー材 シール材 試験条件・ 

材料 
試験項目 SCM435 SCM440 SNCM439 冷間加工

ステンレス
オーステナイト
ステンレス 

アルミ合金 
エラストマー
・テフロン 

引張試験 ●  ○  ○  ☆  ☆／○ ☆  ○  

遅れ割れ試験 ●  ○  ○  ☆  ☆／○ ☆／○  ○  

疲労試験 ●  ○  ○  － ☆  － 

破壊靭性試験 ●  ○  ○  － ☆  － 

シール材評価 － － － ○  

内圧疲労試験 ○  ☆  － － 

○：当事業にて実施、●：当事業にて規制緩和迄に重点的に実施、☆：別事業にて実施 

 
 水素ガス雰囲気中疲労試験機の立ち上げ 

疲労試験装置の内部構造図と外観写真を図7.2.5に示す。試験片寸法を決定するにあたっては、

特に破壊靱性試験の場合においては実機と同等の試験片板厚を有することが望ましいことから、

蓄圧器の板厚と同等である少なくとも2インチ（＝約50.8mm） 厚さのコンパクトテンション試

験片を試験可能な容量として検討を行った。また、長寿命疲労試験に耐える特殊シール材質を選

定した。シール部で生じるフリクション力は、何れのストローク速度においても0.6kN程度充分

であり小さい事を確認した。圧力によって生じるプルロッド押し上げ力分は、ガス圧力の上昇に

伴いプルロッドが受ける荷重と実際に試験片に負荷される荷重を演算回路によって補正する油圧

制御システムを導入した。補正荷重は圧力が0～45MPa迄の昇圧過程において最大+0.4kN/最小

-0.3kNであり、試験機の保証誤差精度である1kN（フルスケール240kNの0.5%）以内であること

を確認した。水素ガスの純度、対流等を考慮して加熱、冷却は外熱方式とした。また容器材質に

は水素脆化感受性の小さいSUS316鋼を用いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図7.2.5 高圧水素実験設備（左）および疲労試験装置の内部構造（右）  

油圧サーボ

圧力荷重 

補正回路 
変位検出コイル

Ｏリング 

オートクレーブ本体
内径：Φ240mm 
深さ：500mm 
圧力：45MPa 
温度：+85℃/-40℃ 

変位計ロッド

外部ヒーター
試験片 

荷重計

+240kN/-100kN 
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 水素環境脆化試験方法 
水素環境脆化試験を行うにあたっては、表7.2.3に示した様にASTM G142（Standard Test 

Method for Determination of Susceptibility of Metals to Embrittlement in Hydrogen 
Containing Environments at High Pressure, High Temperature, or Both） という引張試験の

規格

がある。またこのほかに、前項でも述べたFidelle

らの行った薄い円盤を水素圧とHe圧で

破壊させ、それら破壊圧力の比率を水素脆性指標として評価する試験法が、ASTM F1459
（Standard Test Method for Determination of the Susceptibility of Metallic Materials to 
Gaseous Hydrogen Embrittlement)

として規格化されている。ASTM G142 規格では、先に述

べた、水素ガスの純度や試験片の表面の影響など、水素環境脆性を評価する上において留意すべ

き点が網羅されている。水素ガスの純度は本規格によれば少なくとも酸素が1ppm以下となる様

に試験系内をパージする事とし、試験片準備にあたっては、表面粗度や加工方法を規定している。

このASTM G142規格を踏まえて、試験手順を決定し以下に詳細を述べた。 
 

 超高純度水素環境の実現 
水素ガスの純度が水素環境脆性に影響をおよぼすことは前項に述べた通りである。燃料電池に

供給される水素の純度にかかわる品質規格は当面のところ検討されているが
 、現在国内に流通

している外販水素中不純物の分析結果などに基づき、試験時に供給された水素と同等の水素ガス

の純度が保たれている必要がある。したがって、試験時において疲労試験機のオートクレーブ内

部に充填された水素ガス純度が測定できる様に分析装置を設け、試験結果と共に水素ガスの純度

を報告することが必要である。さらに圧縮機が給油潤滑タイプのピストン式であると油ミストが

混入する恐れがあるので無給油タイプのダイヤフラム式圧縮機を用いた。また、系内の純度を確

保するためには高圧配管中などにトラップされた空気を試験前に完全に除去する必要がある。こ

れには水素ガスの加圧、脱圧の繰り返しが理論上有効とされているが、これだけでは十分でなく

真空排気を行い、試験ガス純度の高純度化を図った。水素ガスは、超高純度水素（99.99999%, 
Grade 1）のものを用い、容器蓋ボルト閉め後、図7.2.6に示す様に真空引きに引き続き、窒素ガ

ス置換を2回行い、再び真空引きを1Torr
以下まで行った。その後、超高純度水素

ガスにより5MPa置換を3回繰り返した

後45MPa迄昇圧した。表7.2.4には高純

度化手順後にオートクレーブより採取

されたガスの成分を示すが、脆化を抑止

するとされている酸素分を0.1ppm以下

まで低減することができ、金属材料の水

素ガス脆化評価試験を行うにあたって

十分な水素ガス純度を得るガス置換手

順を確立した。 
 

 

図7.2.6 オートクレーブ内高純度化ガス置換方法
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表7.2.4 試験器オートクレーブ内水素ガス純度測定結果 

 単 位 元ボンベ規格値 オートクレーブ内 
   露点    ℃  -80以上 -66  

O2  vol. ppm  0.05以下 0 .1以下 
N2  vol. ppm  － 0.7  

CH4  vol. ppm  1  ＜0.1  
その他炭化水素 vol. ppm  － ＜0.1  

CO  vol. ppm  0.02以下 ＜0.1  
CO2  vol. ppm  0.01以下 ＜0.1  
Ar  vol. ppm  - ＜0.4  

サ

ン

プ

ル

名 

油分 mg/Nm3  - 0.1 以下 
 

 供試材 
本試験に用いた供試鋼化学成分を表7.2.5 に示す。SCM435 鋼には70mm 厚さの鍛造材（ 焼

入：850℃× 2hr 油冷+焼戻：530℃×4hr 空冷）を用いた。SCM440 鋼は16mm 厚さの圧延材

（ヒートA, 焼入：855℃× 0.7hr 油冷＋焼戻： 580℃× 0.7hr 水冷)，70mm 厚さの圧延材（ ヒ
ートB, 焼入：860℃× 2hr 油冷＋焼戻： 560℃× 2.5hr 空冷）および28mm 厚さの圧延材（ ヒ
ートC,焼入：855℃×1.2hr 油冷＋焼戻：580℃×1.2hr 空冷））を用いた。尚、表7.2.2中にある

クロムモリブデン鋼以外の材料については割愛した。 
 

表7.2.5 供試鋼化学成分 

   成分元素量 (質量 % )    
鋼 種 分析値 ﾋｰﾄ 

C  Si Mn P  S  Cu Cr  Ni  Mo 
  上限 0.32  0.15 0.60 － － － 0.90  － 0.15 
 規格値           
SCM435   下限 0.39  0.35 0.85 0.030 0.030 － 1.20  － 0.30 

 分析値 － 0.36  0.23 0.76 0.014 0.010 0.02 1.06  0.03  0.19 
 規格値 上限 0.38  0.15 0.60 － － － 0.90  － 0.15 

  下限 0.43  0.35 0.85 0.030 0.030 0.030 1.20  － 0.30 
SCM440   A 0.42  0.22 0.76 0.008 0.003 0.02 1.10  0.02  0.24 
 分析値 B 0.40  0.24 0.76 0.012 0.004 0.02 1.02  0.01  0.21 
  C 0.42  0.23 0.77 0.012 0.0016 0.02 1.00  0.02  0.18 

 
 45MPa 超高純度水素雰囲気中における引張挙動 

平行部直径8mm, 評点間距離40mmの丸棒平滑試験片に加工し、エメリー紙で800番まで表面

研磨仕上げした試験片とした。尚、レーザー顕微鏡により試験片表面粗さを測定した結果、算術

平均粗さRa 値で約0.50μmであった。これらの引張試験の結果、SCM440（ヒートA,B,C）およ

びSCM435鋼は何れも、45MPa 水素雰囲気下での降伏荷重および破断する際の荷重は、大気中

と差はなかった。しかし、破断面の観察や伸び比から水素脆化の影響があることがわかった（図

7.2.7）。表面を電解研磨し、機械加工跡や研磨加工の際に生じた歪みを取り除いた試験片と表面
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を機械加工まま仕上げとした試験片に

ついて45MPa 水素雰囲気下で引張試

験を実施した結果、図7.2.8に示す様に

電解研磨仕上げによって表面のひび割

れは無くなったが、介在物の存在する部

分が破壊の起点となっていた。電解研磨

の効果は先に述べたFidelle
の実験結

果の傾向とは矛盾しないが、素材表面の

非金属介在物、切り欠き等も脆化起点と

して作用することが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機械加工まま仕上げ試験片表面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電解研磨仕上げ試験片表面 

図7.2.8 45MPa 水素中で破断した機械加工まま仕上げ試験片表面（上） 
および電解研磨仕上げ試験片表面（下） 
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図7.2.7 大気中ならびに45MPa 超高純度水素

中引張線図の比較 
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 45MPa超高純度水素雰囲気下における疲労挙動  
常温45MPa水素雰囲気中で繰り返し引張・圧縮の荷重を負荷して、試験片の表面にき裂が発生

しやがて破断するまでの回数を測定した。尚、表面の状態によって破断回数に影響を与えること

が予想されるため、試験片を直径8mmの丸棒に削り出した後、引張試験と同様に800番迄ペーパ

ー研磨で仕上げた条件にて行った。結果を図7.2.9に示す。荷重が降伏点を超える塑性疲れ（低サ

イクル）の領域では、大気中に比べて試験片が早期に破断する現象が認められた。しかしこうし

た傾向は繰り返し歪みの振幅が小さくなるにつれて次第に水素の影響が顕著でなくなり、荷重が

弾性の限度内にある高サイクル域においては、疲れ強さは大気中と差はない傾向にあった。この

ことより、最大繰り返し応力強さが、材料の疲労限度内に入っていれば、水素による疲れ強さの

低下は殆ど無いことが示された。疲労限が水素ガス環境の影響を受けなくなるという傾向は、

150bar水素ガス中で疲労試験を行ったKesten
の結果と一致する。したがって、蓄圧器が１日100

回×365日＝36,500回／年の様な水素圧力下でも応力振幅が疲労限以下であれば疲れ強さの低下

は殆どないものと考えられる。ただし、当面の結論は表面を研磨した試験片条件での結果に基づ

いており、内表面に応力集中箇所が存在した場合の疲労き裂発生回数への影響については今後明

らかにすべき課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図7.2.9 45MPa超高純度水素雰囲気中疲労試験結果 
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7.2.6 むすび 

室温高圧水素ガス下で生じる金属材料の水素環境脆化について、これまでに発表されている研

究結果をまとめ、NEDO水素安全利用等基盤技術開発にて行っている水素スタンド構成金属材料

の評価試験状況について紹介した。 
 
 鉄鋼材料を代表とする常温水素ガスとの接触による脆化の問題は高圧水素ボンベが普及利用

されている実例から、ほとんど損傷例は無いが、高強度鋼による軽量化容器においては水素ガ

スとの接触によって脆化が起こることが知られるようになった。この現象は従来型の水素脆化

と区別して水素環境脆化（Hydrogen Environment Embrittlment）と呼ばれている。 
 

 水素環境脆化は、水素ガス中で応力が加わり塑性変形が生ずると環境に接していなかった新し

い鋼材表面が露出し、水素が金属内部へ侵入するために起こるものと考えられており、水素ガ

ス中に含まれる微量な不純物が水素環境脆化の抑止または促進作用を示すことや、表面性状が

脆性に大きな影響を及ぼすことが過去の研究によって報告されている。 
 

 市販のSCM435鋼ならびにSCM440鋼における引張試験、疲労試験の結果から、45MPa超高

純度水素雰囲気下では、応力が降伏点を超える条件では水素環境脆化の影響があることがわか

り、破壊起点部への水素ガスの脆化作用は、塑性変形の過程で起こっていることが示唆され、

これは従来の知見と一致する。 
 

 このことより、材料の降伏点を超えない様な一般的使用に対しては、45MPa超高純度水素雰

囲気下での脆化感受性は小さいと考えられるが、当面の結論は機械加工跡をペーパーで研磨除

去した試験片の結果に基づいており、今後は蓄圧器の実際の加工方法等を考慮し、表面性状の

およぼす影響について系統立てて評価を行っていく必要がある。 
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８．材料設計手法の革新 ― 材料設計における規則性のシミュレーション 
Innovation in Materials Design - Simulation of Regularity for Materials Design 

東京大学 大学院工学系研究科 システム量子工学専攻 准教授  陳 迎 
 
材料設計とは、必要とされる材料の特性を出発点にし、それを実現する元素の成分比やそれぞ

れの原子配置を求めることである。新しい材料の設計や新物質の探索には、材料を特定した上で、

その構造や物性を計算・実験によって検証するという演繹的手法と、これまで集積されたデータ

から大きな傾向を把握して所定の特性を満たす物質を予測するという帰納的手法がある。第一原

理計算とデータベースはこの二つ手法のそれぞれに対する代表例であり、これらを相補的に用い

ることが材料設計には重要であるが、残念ながら両者は個々別々の発展形態を遂げてきた。近年、

我々の研究グループが提案したこの二つ手法の融合を図る総合的な材料設計手法―材料設計にお

ける規則性のシミュレーションは、効率良く材料の開発に役に立つ新しい手法として注目されて

いる。これは、大規模な物質・材料データベースを用いて、データマィニンにより物質・材料デ

ータに潜む組成元素と材料の間の規則性を明らかにし、新材料になる可能性のある候補を絞り、

理論計算により候補物質の電子構造など基礎物性を評価・検証し、微視的な解釈を求め、さらに

可能性の高い候補物質を提案することである。 
 
そのような総合的な手法を用いて行なってきた材料設計の基礎研究の二つ事例を紹介する。 

1) 新水素吸蔵物質探索の試み； 
2) 新Invar合金探索についての考え。 
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8.1 Introduction 
 
One of the most challenging tasks in material science is designing materials with certain 

atomic constitutions, which achieves some distinct properties. The procedure of the design is 
generally composed of several stages such as specification design to integrate needs, function 
design to specialize properties, structure design to achieve certain properties and process 
design to realize special structures from raw materials. As a typical inverse problem, it is 
very hard to find the most proper solution from a large amount of possibilities. There are 
two typical approaches in materials design. One is the inductive approach based on the 
empirical regularities from analyzing a huge pile of materials data, another is the deductive 
approach based on theoretical calculations on specific systems following general physical 
laws. These two approaches so far have been developed almost independently. In recent 
years, we proposed an integrating approach, simulation of regularities for materials design, 
by combining two types of approach, the data mining and the first principles calculations, as 
an efficient way to accelerate the speed of finding target atomic configuration from huge 
number of candidates and predicting properties of new materials. 

 
 

8.2  Integrating approach for materials design 
 

8.2.1  Data mining approach to discovery regularities 

Among many factors that determine the properties of materials, the intrinsic relationship 
between the structure, the properties of the material and its atomic constitution plays a key 
role on the physical basis. Such particular relationship or correlations existing in certain 
group of materials as particular patterns form some regularities which can be taken as the 
guidance for the complicate design problem. 

The substantial meaning of “regularities” can be interpreted as finding answers to the 
following four questions:  

1) If a compound is formed or not when two elements meet? 
2) Which compositions are realized in a binary forming system? 
3) Which structures are formed for a compound? 
4) What the physical property is realized for a compound in certain structure? 
Mapping approach is utilized by mining the data in materials databases for discovering 

the regularities and correlations on the compound formation, constitution and crystal 
structures, which directly provide hints on candidate materials in preliminary stage. The 
basic idea is to relate a kind of “compound property” to one or several parameters of the 
constituting elements and to implement “mapping” by taking these elemental parameters as 
the axes in the discovery space. The aim of mapping is to group data with certain property 
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into clearly defined domains, so as to reveal the patterns of various dependence of the 
property on the coordinates. There are two key points in mapping: how to select atomic 
properties as the coordinates of the map and how to define the domains according to the 
purpose. Two concepts are introduced to achieve a successful separation of large amount of 
known phases into different, non-overlapping domains.   

Elemental parameters : From 56 elemental properties such as atomic number, density, 
atomic radius, electro-negativity, etc., Mendeleev number (MN )  , is selected as the 
coordinates of the structure map. Mendeleev number is an ordering number attributed to 
each chemical element in the Periodic Table basically along the direction of the “group”.  

Atomic environment type (AET ): In order to reduce the large number of possibilities 
between elemental properties and conventional structure types, which are based on 230 
space group theory with about 3,000 structure types for binary system, the atomic 
environment type (AET )  that is less in detail but still contains enough information to 
distinguish main difference of structures is introduced as a generalized structural 
classification. The AET of a structure is defined by the coordinate polyhedral surrounding 
certain atom in a structure, and named in the number of coordinates atoms. The total AETs 
for binary compounds is about 150, and only 31 are the most populous ones.  

Fig.1 shows the strategy of finding regularities described above. This kind of 
semi-empirical analysis has been applied to binary systems using the materials database 
Pauling File. One can refer to related papers for the detailed description (1,5). 

Through a thorough search conducted on all available data in several types of discovery 
spaces, one will get a global picture 
on the materials world, as to where 
we are? It should be very helpful to 
get hints for designing new materials. 
However, we should realize that 
working alone on the data sometimes 
might have problems to supply the 
satisfactory solution. 

 
8.2.2  Modeling approach to investigate origin of regularities 

The well established quantum mechanical theory provides powerful method to investigate 
various properties of materials such as structural, mechanical, thermodynamic property in 
the level of describing the motion of the atoms, as well as their electronic interactions. Since 
there is no input other than the atomic numbers, the material properties can be understood 
right away from first principles. Based on this understanding it in principle should be 
possible to design new materials with distinct properties by computer simulations. However, 
the huge amount of possibilities to be treated is still out of the manageable scale, so it can 

Fig. 1  Strategy of discovering regularities  
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currently only be applied to a limited number of rather simple systems with specific 
interesting. 

 
8.2.3 Integrating approach to simulation regularities for materials design 

The most strategic way in the research of materials design is to integrate these two 
approaches with cleverly constructed physical models. On the basis of regularities revealed 
by data mining, various theoretical approaches are applied to the focused target substances 
for investigating further their structural stability, phase equlibrium, and simulate their 
physical properties in order to estimate the possibility to be new materials and to 
understand the insight into the origin of those regularities. Two examples are presented to 
show how this combined approach is attempted towards materials design. 

 
 

8. 3  Two research examples 
 

8.3.1  Discovery of new hydrogen-storage substances 

Some typical H-storage materials such as AB5 -type lanthanides have been the main focus 
of the H-storage materials for over thirty years, the main attention of research and 
development of new H-storage materials nowadays is still along the extension of these well 
known materials without much breakthrough. We attempt to find some new candidates 
from a new angle using the integrating approach of simulation of regularities. 

Structural mapping is applied to a limit number of well known binary hydrogen storage 
alloys as listed in Table 1. Within a large number of combinations of elemental properties, it 
is found surprisingly that all of these known binary hydrogen storage alloys are allocated near 
a straight line in the two-dimensional space by taking the average valence electrons number 
and average Allrod-Rochow electronegativity of these systems as the coordinates, shown in Fig. 
2 , which displays a strong correlation between average valence electrons and average 
electronegativity among the known binary H-storage binary materials. In order to search new 
hydrogen storage alloys, we plotted all 
binary systems with 28 most common 
structure types in Pauling File database 
into the same space as the known binary 
hydrogen storage alloys. Under the 
assumption that systems with same 
correlation should have similar physical 
properties concerned, the systems lying 
at or quiet near the straight line in Fig. 2 
are picked out as the initial candidates. 

 
 

Table 1. Well known hydrogen-storage 



－93－ 

After screening by evaluating the volume of 
empty space in certain crystal structure, 
several binary compounds are selected as 
potential new hydrogen storage substances. 
The further judgment of the feasibility of 
formation and the prediction of relevant 
physical properties are subjected to a series 
first principles calculations on these binary 
substances and their hypothetical hydrides. 
Fig.3 gives one example of calculation model 
systems constructed based on AB -CsCl type 
substance for estimating site preference of 
H atoms. 

 

Fig.3.  Possible sites of hydrogen in 
AB-CsCl type substance. 

Fig.2  Relation of average valence 
electrons number vs. average 
Allrod-Rochow electronegativity 
for the well known binary 
hydrogen-storage substances 
(larger dot) and binaries in most 
common 28 kinds of crystal 
structure types. 
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8.3.2  Search for new Invar alloys 

We have performed a comprehensive 
first principles studies on the phase 
stability, phase equilibrium and phase 
transformation on Fe-Ni, Pd, Pt alloys(8-10), 
within which, Fe-Ni alloy attracts a 
special interesting on the vanishing 
thermal expansion, the so-called “Invar 
effect” at 65%-Fe concentration. To clarify 
the origin of the Inver-effect, a series of 
theoretical calculations are carried out by 
combined first principles ground state 
calculation (FLAPW), the Cluster 
Expansion (CEM), and entropy calculation 
of Cluster Variation Method (CVM) at 
finite temperature, then the coefficient of 
thermal expansion (CTE) at the Invar 
concentration (65%-Fe) are estimated, as 
displayed in Fig.4. It is observed that at 
the temperature higher than 350 K; CTE 
shows a negative slope which implies that 
the expansion rate decreases with the 
increasing temperature. It is surprising 
that this calculation reproduces the main 
feature of CTE varying with respect to 
temperature reported in experiment. It has long been realized that the Invar effect is related to 
magnetism, and the recent researches suggest that a magnetic transformation between the 
high- moment, large-volume magnetic configuration and the noncollinear, low-moment smaller 
volume gives rise to the abnormal thermal expansion. However, in the present study, the Invar 
behavior has been reproduced without dealing explicitly with the noncollinear magnetic 
configuration which implies that there should be another reason for this behavior besides the 
influence of magnetism on the Invar effect.  

The further calculation of elastic energies found that at the Inver concentration, there is 
abnormally high elastic energy of the system, it is believed to be owing to a special lattice 
configuration among Fe, Ni and their middle phase compounds (Fig. 5). This provides a hint on 
searching for new Inver alloys from investigating the data of atomic configurations in materials 
database.  

Fig. 5.  Coefficient of thermal expansion 
(CTE) of the disordered phase in 
Fe-Ni at Invar concentration. 

Fig.4. Coefficient of thermal expansion 
(CTE) of the disordered phase in 
Fe-Ni at Invar concentration . 
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8.4  Summary 
 
An innovated integrating method through the simulation of regularities towards materials 

design is introduced, as well as two examples. Such preliminary practice provides us the 
experience on the following aspects: how to find design solutions by dealing with data and 
models; how to prepare working hypothesis effectively to converge to a solution, and 
furthermore, how to design the experiments, which gives the confidence that by combining 
with theoretical prediction method, deeper hidden patterns would be revealed which will 
lead to the practicable procedures of materials design. 
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９．現地調査 

信越化学工業株式会社 シリコーン電子材料技術研究所 
 青木 良隆 

 

9.1 東北大学  9/21(木)東北大学金属材料研究所 

 
【出席者】ヨシモトポール㈱ 矢﨑 取締役副社長 独立行政法人 物質・材料研究機構 環境・エ

ネルギー材料領域 長井コーディネータ、㈱栗本鐵工所 技術開発本部ナノ・材料研究所ナノ材料 
上田 グループ長、㈱東レ経営研究所 小松特別研究員、㈱日本製鋼所  研究開発本部 三浦 開発

企画部担当部長、石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部基盤技術研究所材料研究部材料評価G 野村

氏、日本機械工業連合会 多並業務部次長、信越化学工業㈱ シリコーン電子材料技術研究所 
青木 

 
井上研究室 

【面会者】井上明久先生 
 井上先生は東北大学金属材料研究所の所長であり、次期東北大学総長とのことで、非常にご多

忙の中、井上先生直々に金属材料研究所の概要および金属ガラス研究の概要について説明をして

いただいた。金属材料研究所の歴史について初代本多光太郎所長からはじまり井上先生で18代目

となる。井上先生が所長となられてから国際化対応として海外に5つの国際フロンティアセンタ

ーの設置、産学密接連携のため優秀な中小企業が数多く立地する東大阪への研究施設設置等に尽

力された。金属ガラス研究については、NEDOの「金属ガラスの成形加工技術」に関する説明を

いただき、これについては牧野教授および西山特別研究員から詳しく説明を受けた。 
 

【面会者】牧野彰宏先生 
 牧野先生は金属ガラス総合研究センターの教授であり、具体的な金属ガラスの説明があった。

金属ガラスとは多元系金属であり、通常の結晶を持つ金属と比較して結晶粒界や欠陥が少ないた

め、高強度、低ヤング率、高耐食性、高透磁率、優れた加工性などの特長を持つそうである。井

上先生の先代の増本先生の時代には薄い箔しかできなかった（三浦部長談）が、井上先生等の研

究によりバルクでも製造が可能となったとのこと。 
代表的な成分として、鉄系ではFe-(Al,Ga)-(P,C,B,Si,Ge)、ニッケル系ではNi-(Zr､Hf､Nb)-B、

チタン系ではTi-Zr-N-Cu、ジルコニウム系ではZr-Al-TM（TM；遷移金属）で作成できるそうで

ある。それぞれの特徴としては、鉄系は高透磁率、ニッケル系では低ヤング率、チタン系では高

耐食性が挙げられる。今後の方針として、安価で軽いアルミ系でできれば、近年特に軽量化が叫

ばれている輸送機器部品、特に自動車用途に応用できる可能性が高まり、新規産業規模が大きく

広がるとのこと。また、研究室では金属ガラスの開発の歴史の展示があり、それらの紹介を受け

た。 
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【面会者】西山信行特別研究員 
 西山特別研究員は財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会（RIMCOF)のグループ長。西山

氏からは具体的な金属ガラスの用途説明があった。用途として①高トルク・高耐久マイクロギヤ

ードモータ、②高性能圧力センサー、③超高感度コリオリ流量計、④航空機用構造部材、⑤スプ

リング部材、⑥高精度リニアアクチュエータの紹介を受けた。 
このうち①高トルク・高耐久マイクロギヤードモータ、②高性能圧力センサー、および③超高

感度コリオリ流量計については特に実用化に近いため詳しく説明を受けた。 
・高トルク・高耐久マイクロギヤードモータ 

金属ガラスで作った歯車は、強度と耐摩耗性に優れ、通常の鋼の歯車と比べ300倍以上の耐

久性がある。ギアヘッド直径2.4mm（2段18：1）、負荷0.1mNm、出力回転数1250rpm、動作

モード 正転連続回転 で鉄鋼のものは8時間で破損が見受けられるのに対し、金属ガラスで作

った歯車は、ほとんど損傷なし。生産性に関しても、素材、加工の面からそれほど問題はない

とのこと。まずは先端医療技術に利用される。 
・高性能圧力センサー、超高感度コリオリ流量計 

金属ガラスの高強度、低ヤング率を利用して、感度4倍以上の圧力センサー、感度30倍以上

の高感度流量計が製作できたそうである。このうち圧力センサーは自動車用エンジン部の燃料

噴出制御、将来的には燃料電池の空気や水素の圧力の制御に利用できるそうであるが、コスト

が課題とのこと。 
 
金属ガラスは非常に魅力的な新素材であると思われる。 
 
 

9.2 山形大学  9/22(金)山形大学工学部 

【出席者】ヨシモトポール㈱ 矢﨑 取締役副社長 独立行政法人 物質・材料研究機構 環境・エ

ネルギー材料領域 長井コーディネータ、㈱栗本鐵工所 技術開発本部ナノ・材料研究所ナノ材料 
上田 グループ長、㈱東レ経営研究所 小松特別研究員、㈱日本製鋼所  研究開発本部 三浦 開発

企画部担当部長、石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部基盤技術研究所材料研究部材料評価Ｇ 野村

氏、日本機械工業連合会 平野常務理事、多並業務部次長、信越化学工業㈱ シリコーン電子

材料技術研究所 青木 
 

飯塚研究室 

【面会者】飯塚博先生 
飯塚先生は、山形大学の評議員で副学部長。ご多忙の中、準備万端整えてお出迎え下さった。

研究内容としては、地域共同研究の一環として廃材として大量に出る籾殻を利用した研究をやっ

ておられる。具体的には籾殻にフェノール樹脂を混ぜて、非酸化性雰囲気下で加熱すると炭素材

料が出来るというもの。飯塚先生は以前米ぬかに関しても同様の研究をなされており、米ぬかは

リンやカリウムを多量に含んでいるため耐水性に難があるが、籾殻にはそのような不純物は少な

く、耐水性も問題ないとのこと。籾殻は約8割の有機成分と約2割の無機成分からなり、無機成分
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のほとんどがシリカであるとのこと。籾殻は多孔質でそれにフェノール樹脂を混ぜると多孔質壁

がちょっと分厚くなり、加熱してもその形状が保持されていた。導電性に関して既存のカーボン

と比べて配合率と体積固有低効率の関係が緩やかに変化するため、導電性の制御が容易に行える

とのこと。 
具体的な用途としては、無潤滑、低摩擦係数を利用して軸受けに使えそうとのこと。それ以外

の用途としては、燃料電池や複合材料、帯電防止、電磁はシールドなどが挙げられていた。 
説明後、研究室見学。焼成機器、強度測定器、X線CT（正式名称？）を見学。特にX線CTに関

しては見学者の多数が非常に興味を示した。 
 
 

9.3 11/16(木) 株式会社住友金属直江津 

 
【出席者】ヨシモトポール㈱ 矢﨑 取締役副社長 独立行政法人 物質・材料研究機構 環境・エ

ネルギー材料領域 長井コーディネータ、㈱栗本鐵工所 技術開発本部ナノ・材料研究所ナノ材料 
上田 グループ長、石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部基盤技術研究所材料研究部材料研究部 石

毛部長、コマツ開発本部材料技術センター技術グループ 奥村GM、日本機械工業連合会 平

野常務理事、多並業務部次長、信越化学工業㈱ シリコーン電子材料技術研究所 青木 
 

【面会者】増田社長、黒田技術部部長 
住友金属直江津は、昭和9年（1934）に日本ステンレス株式会社として設立。平成4年（1992）

と比較的近年に住友金属工業と合併し、平成12年（2000）株式会社住友金属直江津として分社化し、

今日に至る。当社直江津工場に隣接している。主力販売製品としてはステンレスとチタンである。

ステンレスは鉄くず、フェロニッケル、フェロクロム、その他合金を電気炉にて溶解、鋳造して

150mm厚のスラブとした後、薄板、厚板を成形している。尚、電気炉溶解は、コストの問題から

夜間電力を使用しており、夜9時より開始するとのこと。主力製品は、炊飯器用内釜とエンジンガ

スケットである。炊飯器用内釜用は安定して出荷されており、ガスケットの方は自動車メーカーと

共同開発して、同メーカーのほとんどの車種に搭載されている。 
ただ、巨大企業と規模では大きく劣っていることより、中規模企業

ならではの小回りの良さを生かした製品開発に取り組んでいるとの

こと。独自の技術としては右図の20本のロールによる20段センジミ

ア冷間圧延機によるステンレス薄板製造技術があり、0.3mmの広幅ス

テンレス薄板が製造できるとのこと。また炊飯器用内釜用途では３層

クラッドであり、釜状に成形する必要があり、縁と壁で同様の組成とな

るように、板状ではメッキ厚を変える技術を擁している。 
一方、ガスケッドの技術としてはステンレスの結晶粒を細かくするこ

とにより燃費が約５％向上するとのこと。 
 ご多分に漏れず低コスト化要求は、年々厳しくなっており、冷間圧延の前工程である熱間圧延

に関しては外注しており、技術としてはその点がネックとのこと。 

図9.3.1 20段センジミア
冷間圧延機 

出典：パンフレット「住友金属

直江津のごあんない」より
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チタンの方はインゴットを購入し、薄板、丸棒を製造している。用途としてはゴルフのヘッド

や銅張積層板製造時、硫酸銅溶液を電着する際のチタンロールが主であるとのこと。銅張積層板

は平滑性重視であるためチタンロールが最適であるとのこと。 
実際の工場見学では、30トン電気炉、製鋼圧延機、20段センジミア冷間圧延機、薄板巻き取り

装置、表面処理工程等を見学。20段センジミア冷間圧延機においては内部の20本のロールまで見

せていただき、それそれで黒田技術部部長よりきめの細かい説明を受けた。 
重工業の工場は私にとってはハリウッド映画の「トータルリコール」や「エイリアン４」さな

がらの異次元空間の様相を呈し、どれも見るもの珍しく、貴重な経験をさせていただいた。惜し

むらくは30トン電気炉がコストの問題から夜しか稼動していないため、実際に溶解された金属が

もの凄い煙を立てて流れ込むところが見られなかったことである。 
 
 

9.4  11/17(金) YKK株式会社 黒部事業所 

 
【出席者】ヨシモトポール㈱ 矢﨑 取締役副社長 独立行政法人 物質・材料研究機構 環境・エ

ネルギー材料領域 長井コーディネータ、㈱栗本鐵工所 技術開発本部ナノ・材料研究所ナノ材料 
上田 グループ長、石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部基盤技術研究所材料研究部材料研究部 石

毛部長、㈱日本製鋼所  研究開発本部 三浦 開発企画部担当部長、日本機械工業連合会 平野

常務理事、多並業務部次長、信越化学工業㈱ シリコーン電子材料技術研究所 青木 
 

【面会者】野田主管、岡主事 
 YKKは住友金属直江津同様、昭和9年（1934）ファスナーの加工、販売を始め、昭和36年（1961）
よりアルミ建材の生産・販売開始。現在では外販としてファスナーと建材（YKKap）の二本柱で

ある。今回訪問した黒部事業所は昭和30年（1955）より稼動。また、今年7月より産業観光とし

ての工場見学「YKK TOURS」を開始。今回は、「YKK TOURS」プラス、リサイクル事業の説

明を受けた。 
YKKではファスナーに繊維が必要だとすると紡糸をおこない、金型が必要だとすると金型を生

産し、産業機械が必要だとすると、産業機械を自社で生産してきた。このことが連結売り上げ6,196
億円（ファスナー2,359億円、建材3,765億円）となる原動力となっているのであろう。 

「YKK TOURS」では、とてつもない広い工場内で人の数は非常に少なく、ファスナー製作機

においては多いところで100機について一人のオペレーターというところもあるそうである。ど

こを見回してもムダが無い。これは工場見学用に見える部分だけそうしているとは思われず、全

社一丸となってムダを省く運動がなされているとわたしには感じとれた。そのためリサイクルの

分別品ひとつにしても、きれいに整頓され、廃蛍光灯などを見るとそれようの容器が作成され、

整然と配列されていた。紡糸を行い、金型を生産し、産業機械を自社で生産する社風からリサイ

クルもかなり昔から進んでいたのだろうと思う。 
工場見学の際には、幸運にもアルミニウムインゴットを溶解炉に自動充填され、溶湯が出てく

るところが見学できた。 



 

 

 

Ⅷ ま と め 
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Ⅷ まとめ 

 

 わが国の素材産業の優位性は保たれているか？ 

今回の調査の目的は、わが国の素材産業の現状を調べ、その結果世界レベルで優位性があるか

どうかを確認することである。今回の調査では前向きに評価できる状況が確認された。 
たとえば鉄鋼産業である。鉄鋼生産量は中国に3倍以上あけられ、その優位性は無くなり、ま

た韓国からも追撃を受けている。その上にヨーロッパで起こっている国境を越えた合従連衡によ

る合併は、巨大鉄鋼メーカーをさらに肥大化させている。その意味では産業の雁行形態の変貌と

も見られなくはないが、実はわが国の鉄鋼産業は逞しい成長を続け、生産量では評価できない質

の高さで他を寄せ付けない強さがある。わが国の製鉄業はひたすら鉄鋼材料の高機能化に目標を

絞って研究開発に鎬を削ってきた。その結果、自動車用鋼板であれ、エネルギー関連の油井用鋼

管、ラインパイプ、造船用厚板のどれをとっても他国の追随を受けない優位性を保っていること

である。 
課題もある。それは技術優位の維持向上の研究開発が民間主導になっていることである。 
わが国の大学から鉄鋼材料学を教え、研究する単独の学科はすでに消滅していると聞く。これ

については全国一律である必要はなく、拠点大学のようなものを決め、鉄鋼材料に関しての教育

と研究の機能を担保することが重要であろう。また公的研究機関についても、たとえば物質・材

料研究機構（NIMS）に民間企業が出来ない長期的、グローバルなテーマの研究推進を任せる方

策も必要である。後述のように循環サイクルを考えると、老廃スクラップの利用研究などは民間

企業だけの手に負えるものではない。 
 
炭素繊維産業もわが国が優位性を確保している分野である。昨今、国内の炭素繊維は払底して

いて、その原因は米国の航空機産業に材料が流れているためと聞くが、本報告の中からその辺の

事情が読み解ける。航空機産業の要求に応える形で、わが国の炭素繊維の開発が進められてきた

が、優れた開発力と製造技術のレベルの高さから、この分野でもわが国は不動とも言える地位を

固めている。現在、最大の向け先は航空機産業であるが、今後自動車、エネルギー関連、建築・

土木分野など用途の幅は大きく広がっていくだろう。今回はPAN系を取り上げたが、鉄鋼メーカ

ーが進めているピッチ系炭素繊維も需要の伸びが期待される。 
 
先端材料についてもわが国の優位性はゆるぎないものであろう。昨年度はカーボンナノチュー

ブを取り上げ、この分野の権威、信州大学遠藤守信教授の講演と寄稿をいただいた。有機ELにつ

いても信州大学谷口彬雄教授を訪問し、直接説明を頂いた。夢の非晶質物質である金属ガラスに

ついても本分野の世界的リーダーである東北大学井上明久教授（現東北大学総長）から直々に説

明をいただき、研究所も見学させていただいた。さらに報告も寄稿していただいた。 
まだ萌芽段階で産業の規模からはまだまだ超えるべき障害は高いかもしれないが、これらは現

在間違いなくわが国が優位を誇っているものである。基礎研究から実用化研究への発展、さらに

商品化するのはわが国のお家芸ともいえるが、国際的に勝負の時間が短縮された今、国を挙げた
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推進への取り組みが欠かせないであろう。 
 

 わが国の素材産業の課題は何か？ 

わが国の素材産業が引き続き発展していくための課題は、機械産業と素材産業の均衡の取れた

発展である。機械工業の過酷な要求に応える形で炭素繊維の技術は伸びてきたし、わが国の鉄鋼

業の発展は自動車、造船、建機、エネルギーなどの産業界からの技術課題を一つ一つ解決してい

く過程で醸成されたものである。 
次にわが国の素材産業が引き続き発展していくための課題は、資源ナショナリズムへの対応で

あろう。近い将来、南の資源産出国が北の工業国へ資源をまわすという図式が次第に崩れていく

であろう。インドやブラジルの鉄鋼石は、品位、産出量から先進工業国への供給サイトの役割を

長く続けてきたが、産出国が自前の鉄鋼業を育成しようとしている状況下にあって、先進国が自

由に入手するのは困難になってくるであろう。また、有限な地球資源の消費を如何に抑えるかは

グローバルな課題である。マグネシウム合金の開発もわが国が大きくリードしている分野である

が、原料を圧倒的に中国に依存している。その中国でのマグネシウム合金の開発も近年飛躍的に

向上している。このように見ると、品位の劣る原料からの製品製造技術やリサイクル技術への取

り組みは一層重要になるであろう。 
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