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Ⅷ まとめ 
   
 [概 要] 

我が国機械工業製品の優位性の基盤として優れた素材の存在が大きい。近年中国始め新進工業国

においても素材の品質向上がめざましく、我が国としてはより高度な素材の開発実用化を急ぐ必要

がある。このような観点から、研究機関、素材産業で進められている先端材料技術について、それ

らの種類、特性、将来の応用可能性等を探るとともに、開発の現状、工業化の見込み等について調

査研究を行った。平成 18 年度の調査では、①金属ガラス、②マグネシウム合金、③樹脂系複合

材料、④炭素繊維複合材料、⑤鉄鋼材料、⑥シミュレーションによる材料設計手法、の 6 分野

について先進的研究に携わっている研究者から報告をうけるとともに、①東北大学金属材料研

究所（金属ガラス）、②山形大学工学部（米の籾殻を原料とするセラミックス）、③㈱住友金属

直江津（ステンレス箔など少量多品種の製造）、④ＹＫＫ㈱黒部事業所（クローズドサイクル） 

⑤信州大学繊維学部（有機ＥＬ）、に訪問して直接開発の実情をヒアリングする現地調査を実施

した。 

（１）分野別調査結果 

  ①金属ガラス 

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。 

 

②マグネシウム合金 

【モーターサイクルへの適用】 



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。 

【携帯電子機器への応用】 

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。 

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。 

 

③樹脂系複合材料 

【水力発電機器軸受への適用】 

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。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。 

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・磨耗特性の PEEK 系、PI 系材料との比較が報告された。 

 

④炭素繊維複合材料 



【炭素繊維複合材料の最近の動向】 

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）について、その技

術開発、用途開発の歴史と、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

将来展望が報告された。 

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 で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。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。 

【航空機への応用】 

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㈱が、胴

体は川崎重工㈱がまた中央翼は富士重工㈱が複合材料を用いて成型製造している。 

 

⑤鉄鋼材料 

【建設・橋梁・船舶・自動車用鋼の最新動向】 

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とから、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が報告された。 

日本の鉄鋼業の課題は、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である。 

【水素スタンド構成金属材料の評価】 

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。 

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。報告で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が紹介された。 

 

⑥シミュレーションによる材料設計手法 

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が紹介された。 

 

(２）まとめ 

①わが国の素材産業の優位性は保たれているか？ 

【鉄鋼分野】 

鉄鋼生産量は中国に 3倍以上あけられ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。しかし、

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、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。 

課題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の話もある。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る。また公的研究機関、

例えば物質・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。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

けの手に負えないテーマである。 

【炭素繊維分野】 

    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。 

【先端材料分野】 

専門部会で調査したカーボンナノチューブ、有機 EL、金属ガラスなどの先端材料は、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、国を挙げた推進への取り組みが欠か

せない。 

 

 

②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。 

 

 

以上 


