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マテリアル革命
統合型材料開発システムによる



　「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）
が司令塔機能を発揮して自らファンディングを行うプログラムとして、2014年度に開始されました。その趣
旨は、日本の社会・経済にとって重要なイノベーションを実現すべく、府省連携・産学官連携を以って、基
礎研究から社会実装までを見据えて一気通貫で研究開発を推進することです。2018年度にはその第２期に入
り、新たな課題「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」が、第１期課題「革新的構造材料」の成
果であるマテリアルズインテグレーション（MI）システム ver.1.0を実際の先進材料・プロセス研究開発に
活用できるものにアップグレードすべく、スタートしました。
　MI システムは科学技術・イノベーション基本計画において、統合型材料開発システムという Society5.0
を具現化するプラットフォームの一つに位置付けられ、多大な時間と費用を要する材料開発のスピードアッ
プ・コストダウンを実現すべく構築が進められています。これは材料工学手法に実験および理論計算に基づ
いたデータ科学を活用して、計算機上でプロセス（processing）・組織／構造（structure）・特性（property）・
性能（performance）をつないで材料の諸事象をバーチャルに再現し、部材や部品の寿命や適用限界などを
予測する、海外にも類のない特徴を有しています。MIシステムが企業・大学・国研等の研究開発で有効活用
されることが本課題の社会実装の目標であり、さらに開発成果である製品・技術が実用化・事業化されるこ
とも切望しております。
　本課題の A 領域「先端的構造材料・プロセスに対応した逆問題 MI 基盤の構築」では、MI システムが扱う
材料・製造プロセスの範囲を拡大するとともに、逆問題解析手法を導入して、欲しい性能から材料・製造プ
ロセスをデザインする機能を付与しました。また、B 領域「逆問題 MI の実構造材料への適用（CFRP）」お
よび C 領域「逆問題 MI の実構造材料への適用（粉末・3D 積層）」では、MI システムの先進材料・プロセス
開発への適用として、前者では多機能 CFRP（炭素繊維強化プラスチック）、および多目的（重量・強度・剛
性）最適化設計・製造システム、後者では合金・金属間化合物・セラミックス基複合材料の３次元造形プロ
セスに関して、難易度の高い定量目標を設定して実際の開発を行う中で、MIシステムの有効性の検証・実証
を行いました。最終的に、構造用金属系材料向けのMInt（Materials Integration by network technology）
とCFRP向けのCoSMIC（Comprehensive System for Materials Integration of CFRP）の２つを柱とし、
さらに金属間化合物、セラミックス基複合材料という次世代材料にも対応する MI システムが、企業等に利
用されるレベルにまで整備されました。そのために、MI システム利用の場となるコンソーシアム等も設立
し、活動拡大に努めてまいりました。
　本課題には2018年度からの５年間を通して、約107億円の研究開発費が投じられ、延べ49研究開発機関

（民間企業19、大学25、公的機関５）、およそ800人の研究者が参画しました。プログラムの中盤・終盤では
新型コロナウイルス感染拡大の影響を少なからず受けましたが、最終的には計画の遅れを取り戻し、当初の
期待通りの成果を上げることができました。PD として、参画研究者はじめ関係者の皆様のご尽力に感謝い
たします。
　本報告書には、SIP 第２期「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」の５年間の研究開発および
運営の成果について、公開版としては最も詳細に記されています。本報告書をお読みいただき、MIシステム
へのご理解、ご関心が深まり、さらに MI システムを利活用していただくきっかけになれば誠に幸いです。
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戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期
「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」
プログラムディレクター（PD）

三島 良直
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研究開発テーマ・参画機関一覧� （2022年11月現在）

Ａ領域 先端的構造材料・プロセスに対応した逆問題MI基盤の構築

チーム名 テーマ 機関名

A1 逆問題解析

東京大学
JFE スチール（株）

（共）情報・システム研究機構
（株）UACJ
（株）神戸製鋼所
（株）IHI
日産自動車（株）
昭和電工（株）（2023年１月に（株）レゾナックへ変更）
帝京大学

（国研）物質・材料研究機構
（国研）産業技術総合研究所（2018年度で終了）

A2 プロセスデザイン

（国研）物質・材料研究機構
川崎重工業（株）
大阪大学
東北大学
兵庫県立大学
名古屋大学
九州大学

（株）神戸製鋼所
東京大学
岐阜大学
日立金属（株）（～2020年度）
　　　　　　　（2023年１月に（株）プロテリアルへ変更）
東京工科大学（～2019年度、研究者の所属が変更）
→一橋大学（2020年度）
トーホーテック（株）（2018～2021年度）
日本積層造形（株）（2019～2020年度）

（株）大阪チタニウムテクノロジーズ（2021年度～）

A3 原子（分子）・構造体デザイン

東北大学
東レ（株）

（株）SUBARU
東京大学

（国研）宇宙航空研究開発機構
名古屋大学
慶應義塾大学

（国研）物質・材料研究機構
上智大学（2021年度～）
東京理科大学（2021年度～）



A4 MI 統合システム
（国研）物質・材料研究機構
東京大学

A5 構造材料データベース

（国研）物質・材料研究機構
東洋大学

（株）神戸製鋼所
（国研）理化学研究所
関西大学
東北大学
JFE スチール（株）

（株）IHI
（株）UACJ

Ｂ領域 逆問題MIの実構造材料への適用（CFRP）

チーム名 テーマ 機関名

B1 多機能CFRPの開発による高付加
価値化

東レ（株）
東北大学
兵庫県立大学
京都大学
金沢工業大学

（国研）物質・材料研究機構
日本電気（株）（2020年度～）

B2 AI援用積層最適化によるCFRP設
計・製造自動化技術の開発

三菱重工業（株）
（国研）宇宙航空研究開発機構
（共）高エネルギー加速器研究機構
神戸大学
名古屋大学
九州大学
東京大学
北海道大学
大阪公立大学（2021年度まで大阪府立大学）
信州大学（2020年度～）

B3 薄層材自動積層による CFRP の
3D 高自由度設計技術の開発

東京大学
東京理科大学

（国研）宇宙航空研究開発機構
東京農工大学

（株）SUBARU
福井県工業技術センター



Ｃ領域 逆問題MIの実構造材料への適用（粉末・3D積層）

チーム名 テーマ 機関名

C1 Ni 基合金の3D 積層造形プロセス
の開発

大阪大学
（国研）物質・材料研究機構
川崎重工業（株）

C2 高性能化のための Ni 粉末鍛造プ
ロセスの開発

三菱重工業（株）
（2018～19年度は三菱日立パワーシステムズ（株）
2020～21年度中は三菱パワー（株））

（国研）物質・材料研究機構
（株）本田技術研究所
三菱重工航空エンジン（株）
北海道大学
東北大学

（国研）宇宙航空研究開発機構（2020年度～）
（株）IHI（2020年度～）
川崎重工業（株）（2020年度～）

C3

Ti 合金の粉末・3D 積層造形プロ
セスの開発
C3チームは2020年度で終了。
＊をA2チームに移管して継続。

東北大学（～2020年度）＊

（株）IHI（～2020年度）
日本積層造形（株）（～2020年度）

（株）大阪チタニウムテクノロジー（～2020年度）＊

C4 高性能TiAl基合金動翼の粉末造形
プロセス基盤技術構築と開発

東京工業大学
三菱重工航空エンジン（株）
大阪冶金興業（株）
大阪大学

（株）神戸製鋼所

C5 セラミックス基複合材料の航空
機エンジン部材化技術の開発

東京工科大学
三菱重工航空エンジン（株）
川崎重工業（株）
東京大学

（国研）宇宙航空研究開発機構
（株）IHI
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第１章　課題全体の概要
１．背景および目的・目標
1.1　背景
　我が国は材料分野において、学術・産業ともに長期にわたり高い国際競争力を維持してきた。その材料分
野において、計算科学やデータベース、AI（人工知能）などを含む情報工学を駆使した材料開発手法の刷新
に向けて諸外国で集中投資が行われ、ものづくりが大変革を迎えている。米欧では例えば、米国 MGI

（Materials Genome Initiative）、欧州EMMC（European Materials Modeling Council）などの政策や、米
国 Northwestern 大学（QuesTek）、フィンランド技術研究センター（VTT）などの組織・事業が代表的で
ある。彼らは先進材料の開発・実用化で既に実績を有し、ビジネスとしても成立している。我が国が諸外国
との競争に勝ち続けるためには、産学官が協働して研究開発を加速することが必要不可欠である。
　我が国ではこれまでに、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第１期（2014～2018年度）

「革新的構造材料」において、産学官の共同研究によりマテリアルズインテグレーションシステム（以下 MI
システムという）の開発に取り組んだ。これは、第５期科学技術基本計画におけるSociety5.0実現に向けた
11のシステムの１つである「統合型材料開発システム」そのものであり、材料科学（フィジカル）と情報科
学（サイバー）の融合の実現を目指した。MIシステムの大きな特徴は、メーカーなどのユーザー自らが開発
支援ツールとして使用できることであり、特に、複数の計算モジュールを組み合わせることにより、材料の
４要素であるプロセス（Processing）、組織・構造（Structure）、特性（Property）、性能（Performance）
を一気通貫で予測するシステムは他に例がない。構造材料を選択した主な理由は、その使用期間は長いもの
では数十年にもなり、それに対応して開発にも多大な時間・コストを要するからである。具体的に、この
PSPP 一貫予測の例題としては、鉄鋼材料の溶接継手の性能（疲労、クリープ、脆性破壊、水素脆化）およ
びアルミ合金の強度の予測を扱った。

1.2　目的・目標
　SIP第２期（2018～2022年度）「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」の技術開発目標は、素
材関連産業の競争力強化のために、欲しい性能から必要とされる材料の構造・特性を導き、それを実現する
プロセスを提案できる、逆問題解析機能を有する MI システムを開発し、構造材料開発の大幅なスピードア
ップ・コストダウンを可能にすることである。さらに、それを実際の先進構造材料・プロセス開発に適用し、
部材・部品の試作・試験などを通してその有効性を検証・実証する。また社会実装の目標は、MI システムが
企業や大学・国研の研究開発で有効活用され材料開発が加速することであり、MIシステムを活用して開発さ
れた製品・技術が実用化・事業化されることをも目指す。
　先進構造材料開発において、軽量化（高比強度化）および耐熱性向上は永遠の課題と言え、各種機器が高
効率・省資源・環境負荷低減を追求し続ける限り、開発に終わりはない。本課題では、これらが特に強く求
められる次世代輸送・エネルギー・環境機器用を想定して、鉄鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金・金
属間化合物などの金属系材料、今後の利用拡大が期待される高分子系材料およびセラミックスの複合材料を
対象とする。また、そのプロセスとしては、積層造形をはじめとする三次元（3D）プロセス技術、複合材料
の3D 成形技術などを対象とする。

２．研究開発の概要
2.1　研究開発体制
　本課題の研究開発は、A 領域「逆問題 MI 基盤」、B 領域「CFRP」、C 領域「粉末・3D 積層」の３つから
構成される。各領域の目標は次の通りである。
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A 領域：逆問題 MI 基盤
Society5.0の具現化として、欲しい性能から、必要となる材料の構造・特性を提案し、さらに、それを実現
するプロセスを提案できる、材料科学・工学とデータ科学を融合した新しい統合型材料開発システムを構築
する。これが我が国の企業に利用されることを社会実装とし、特に今後より一層厳しい国際競争に曝される
先端構造材料・プロセスを扱う企業に利用されることを目標とする。

B 領域：CFRP
軽量構造用材料として普及が進む炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の特性・生産性向上に関する技術を、
統合型材料開発システムを活用して開発する。その成果をもとに、航空機等の輸送機器開発において世界を
リードする。

C 領域：粉末・3D 積層
開発競争の激しい耐熱合金粉末プロセスと、次世代輸送・エネルギー機器用超高温耐熱材料であるセラミッ
クス基複合材料について、統合型材料開発システムを活用した革新的な材料・プロセスを実現し、我が国の
産業競争力強化を図る。

　この３領域は、A領域が開発した順問題解析モジュール・ワークフローおよび逆問題解析手法を、B・C領
域が実際の先端材料・プロセス開発を通して検証・実証する、という形をとって連携している。その関係を
模式的に示したのが図1.2.1-（1）である。

A1 逆問題解析
東大、JFEスチール他
逆問題解析手法開発

A2 プロセスデザイン
NIMS、KHI他

耐熱合⾦3D積層用MIシステム

A3原子・構造体デザイン
東北大、東レ他

CFRP用MIシステム

A4 MI統合システム
NIMS、東大他

MIシステム⾼度化

A5 構造材料データベース
NIMS、東洋大、神鋼他

データベース設計

B1 多機能CFRP
東レ、東北大他

 難燃性・制振性等

B2 AI自動積層
MHI、JAXA他

⾼速製造・⾼自由度設計

B3 薄層3D設計
SUBARU、JAXA他

薄層材・ステアリング積層

C1 Ni粉末3D
KHI、阪大他

ガスタービンバーナー

C2 Ni粉末鍛造
MHI、NIMS他

航空エンジンタービンディスク
C4 TiAl粉末3D

東工大、MHIAEL他
航空エンジンタービンブレード

C5 CMC
東京工科大、MHIAEL他
航空エンジンタービンブレード

C領域 ︓粉末・３D積層
領域⻑︓中野/阪大、渡邊/NIMS 

B領域 ︓CFRP
領域⻑︓岡部/東北大、中村/JAXA

A領域 ︓MI基盤拠点
領域⻑︓出村/NIMS、榎/東大

C3 Ti粉末3D
IHI、東北大他

航空エンジン圧縮機ノズル

図1.2.1-（1）　研究開発体制

2.2　各領域の取り組み概要
2.2.1　Ａ領域
　A 領域では、企業内データを活用することでインソース開発で差別化を行なっている我が国の素材産業構
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造に適応した MI システム基盤を構築し、先端構造材料・プロセスを扱う企業と連携しながら MI システムが
開発に利用されることを目標とした。A領域はA1からA5までのチームから構成され、A1では、汎用な構造
用金属材料に対して先行して逆問題的アプローチを、A2では航空宇宙、エネルギー分野などにおいて重要な
先進構造材料・プロセスに逆問題を適用するための新たな計算モジュールの開発を、A3ではCFRPなどの複
合材料に対して原子・分子スケールから簡易的な機体設計までを扱える技術の開発を行った。A5では構造材
料開発の基盤となる組織構造観察、解析技術とデータ活用のためのデータベースの開発を行った。A4ではこ
れらを統合して逆問題解析を可能とする統合システム開発を行った。

A1　逆問題解析
　A1においては、様々の材料、プロセスに対して逆問題解析により新たな材料開発指針を見出すスキームを
確立することを目標とし、参画企業自らが必要とする目標特性・性能を起点とした逆問題解析手法の開発を
行った。また、実問題に適用することで、逆問題解析の精度および有効性の検証、実証を行った。多様な逆
問題解析手法の検討と逆問題解析精度検証を行うためには十分なデータが蓄積されていることが必要であ
る。加えて逆問題解析ワークフローの設計とMIシステムへの実装期間の短縮を図るために、SIP第１期「革
新的構造材料」で構築された順問題解析ワークフローを活用できる、
・構造材料の特性として高頻度で要求される引張強度、伸び、溶接性
・構造材料の実使用環境下で重要な低温靭性、高温強度、クリープ
等を課題として選定した。

A2　プロセスデザイン
　A2では、耐熱部品に適用する先端粉末材料や3D 積層造形等のプロセスに対応可能な新規モジュール開発
を目標とした。航空宇宙、エネルギー分野などにおいて重要なニッケル基合金やチタン合金を選定し、粉末
製造、粉末3D 造形、粉末鍛造、粉末焼結といった金属粉末材料を対象とする製造プロセスと、先端鍛造プ
ロセスについて順問題解析フローの開発と逆解析の適用を進めた。

A3の記述については本成果報告書では、B領域と共通のCFRPという研究テーマを取り扱うチームであるこ
とから、B 領域の枠組みにまとめる。

A4　MI 統合システム
　MIシステムが、広く活用され継続的な高度化を維持するためには、新たに開発される逆問題技術や先端的
な材料・プロセスに対応した計算モジュール等を充実し、研究者自らが逆問題解析できるように統合システ
ムの大幅な機能強化が求められる。さらには、使い勝手やセキュリティの強化等の改善も必要となる。
　A4では、MI システムが構造用金属系材料開発に必要なモジュールの実装、フレキシブルにワークフロー
を設計するなどのための API（Application Programming Interface）の整備、外部計算資源を活用するた
めに安全性を強化したネットワーク機能とセキュリティ等のシステム機能の大幅強化、GUI（Graphical User 
Interface）等によるユーザビリティの改善を行った。

A5　構造材料データベース
　データ駆動の材料開発においては、広範囲の良質な材料データを保有していることが開発の速度、効率を
左右することになる。測定データには多様な表記様式があり、企業内、機関内におけるデータを有効利用す
るためにはデータ様式に対する包括性が要求される。また、新たな測定方法の導入等による変更に対応する
ための拡張性が要求される。
　A5チームでは、MI システムに必要とされるデータを検索するとともに、測定手法の開発等に対応できる
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ようにデータを構造化し、ミクロ組織の概念とデータとの間をつなぐことを可能とする構造用材料データ記
述方法を設計した。また、ミクロ組織の観察手法を整備し、観察画像から特徴量を抽出する手法を開発、整
備することを目標とした。

2.2.2　Ｂ領域
　B 領域では A3チームと連携して、MI システムを CFRP 素材・構造体開発に適用する。対象には、MI シス
テム適用の好例となること、我が国が強みを有し、グローバルにも要求が高まっている先端的な実用構造材
料・プロセスであることを重視し、航空機用複合材料（CFRP）を選定した。航空機材料の開発には多数の試
験が必要であることから巨額の開発コストと時間がかかっており、MIシステム適用の効果が現れやすく研究
開発事例としてふさわしい。
　構造材料開発の歴史は高比強度と耐熱性の追求に依るところが大きく、各種機器が高効率・省資源・環境
負荷低減を追求し続ける限り、将来も続く。特に航空機材料には、この２つの性能が信頼性とともに最も厳
しく要求されるので、構造材料研究開発の出口として最もふさわしい。
　以下、本課題で取り組みを進めた、B 領域の３チームおよび A3チームの研究開発の概要を述べる。

A3　原子（分子）・構造体デザイン
　原子・分子スケールから簡易的な機体設計までを扱えるマルチフィジックス／マルチスケールシミュレー
ション技術を発展させ、実際の航空機用 CFRP 開発現場への適用を可能とした、統合シミュレーションツー
ルを構築し、逆問題解析につなげる取り組みを行った。具体的には、（１）原子・分子モデリング、（２）メ
ゾ・マイクロスケールモデリング、（３）マルチスケールモデリング、（４）逆問題解析の４つのテーマを構
成し、開発を進め、B 領域の研究開発目標の達成に寄与した。

B1　多機能 CFRP の開発による高付加価値化
　力学特性向上による軽量化を目的に採用されてきた炭素繊維複合材料について、近年は、難燃性・熱伝導
性・制振性などの機能性を付与することによるトータル軽量化・低コスト化が注目されており、航空機構造
材等に実装可能な機能性付与技術の開発が重要となっている。
　B1では、MI システムを活用して複合材料への機能性付与をポリマー設計およびプリプレグ設計の観点か
ら実施し、また、部材の要素試験によりその性能を実証することで多機能 CFRP の開発を進めた。

B2　AI 援用積層最適化による CFRP 設計・製造自動化技術の開発
　近年、航空機における複合材料構造において、ロボットによる自動製造装置の発達・導入が急速に進展し
ている。装置を導入すれば誰でも構造が容易に製造できるようになってきており、過去、日本が蓄積してき
た複合材技術の国際競争力が急速に低下しつつある。再び日本が複合材技術で世界をリードするためには、
ロボット積層にふさわしい設計、製造手法の革新、標準化が必要である。
　B2では、MI システムを活用したロボット積層にふさわしい多目的最適化設計、製造手法を確立し、実大
構造の設計・試作によりその有効性の実証に取り組んだ。

B3　薄層材自動積層による CFRP の3D 高自由度設計技術の開発
　CFRP は比強度に優れた材料として以前から航空機用材料として適用されてきたが、材料面、設計面、製
造面の制約があり、真のパフォーマンスを発揮できていなかった。一方、近年開発が進められてきている薄
層 CFRP は積層構成の自由度の高さから、この問題の解決に期待されている。
　B3では、MI システムを活用して薄層 CFRP の3D 高自由度設計・製造技術の開発を進め、実大構造の設
計・試作によりその有効性の実証に取り組んだ。
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2.2.3　Ｃ領域
　C 領域は A2チームと連携して、MI システムを金属・セラミックス部品の開発に適用する。対象は主とし
て航空機エンジン部品で、扱う材料はニッケル（Ni）基合金、チタン（Ti）合金、チタンアルミ（TiAl）基
合金、SiC/SiC セラミックス基材料（CMC；Ceramic Matrix Composites）、プロセスは3D 粉末プロセス、
特に積層造形である。
　粉末プロセスを利用する目的の一つは素材の歩留向上である。航空機エンジン用部品は形状が複雑で、寸
法精度も厳しいために、Ni 基合金、Ti 基合金等、高価な材料であっても切削加工が用いられることが多い。
そのため切屑が多く、歩留は10％程度しかない場合もある。その解決手段として、ネットシェイプ成形が特
長である粉末プロセスへの期待度は大きい。
　積層造形の特長は、複雑な流路を持つ中空形状等、従来は半割構造を接合していたものを、一体ものとし
て理想的な形状に造形できることである。一方で、研究開発の歴史が比較的浅く、粉末の流動性や溶融凝固
等、材料科学における現象の素過程に未知の部分があり、粉末床形成や、熱源（レーザーまたは電子ビーム）
のパワー、スキャン速度などのプロセス条件の最適化は難しい。このような状況のもと、世界の多くの研究
機関において技術開発が進められている。
　以下、本課題で取り組みを進めた、C 領域の５チームの研究開発の概要を述べる。

C1　Ni 基合金の3D 積層造形プロセスの開発
　発電用ガスタービンの水素燃焼バーナの耐久性向上を主な目的として、耐高温酸化性等に優れた新規Ni基
合金の開発、その積層造形条件の確立および燃焼実験による実証を進めた。
　3D 積層造形プロセスに適した材料開発とプロセス条件の最適化が重要である。新しい材料の開発は長期
に渡る研究が必要であり、MI システムの活用による開発期間短縮への大きな期待がある。A2チームで開発
する、き裂発生を抑制でき、かつ要求力学特性を満足する材料開発を加速するための MI システムを活用し
て部材開発をするとともに、A2チームと連携してシステムの開発を進めた。

C2　高性能化のための Ni 粉末鍛造プロセスの開発
　民間用航空機エンジンのディスク材には、溶解プロセスによる高強度 Ni 基鍛造材が用いられてきた。近
年、燃焼温度の向上に対応し使用環境が厳しい高圧タービンディスクでは粉末を原料としたNi基ディスク材
が適用されており、今後も適用拡大が進む見込みである。しかしながら、本合金化プロセスは、欧米の限ら
れたサプライヤのみで実施可能であり、現状の国内設備では同一のプロセスは実施不可能という問題がある。
本開発は、優れた国産技術を活用し、従来の欧米プロセスと同等以上の力学的性質が得られる低コストな新
規プロセスを開発するとともに国産化を可能とすることを目標として取り組みを進めた。
　MI システムの開発では、Ni 基超合金の特性を決定する上で重要な、溶体化・時効熱処理プロセスに着目
し、熱処理中の組織予測を可能とするフェーズフィールドモデル、及びそれを用いた特性予測を可能とする
超合金特性予測プログラムを開発する A2チームとの連携を行った。

C3　Ti 合金の粉末・3D 積層造形プロセスの開発
　Ti合金粉末の国内サプライチェーンを確立すべく、粉末メーカー、積層造形メーカー、重工メーカーの垂
直統合体制で、MI システムを用いて低コストで高性能な Ti 合金粉末の製造プロセスを確立し、その性能を
積層造形部品で実証する取り組みを進めた。

（注） C3は一定の成果が得られたため2020年度で終了。なお、C3の一部の研究開発をA2-10として継続し、本成果

報告書の第２章では、C3と A2-10をまとめた形で記載する。

C4　高性能 TiAl 基合金動翼の粉末造形プロセス開発と基盤技術構築
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　軽量・耐熱材料としての TiAl 基合金を低圧タービン動翼に適用すべく、力学特性を重視したオリジナルな
「カスタマイズ粉末」を、MIシステムを活用して合金設計し、製造する。日本が技術的な優位性を有する金属
粉末射出成形、さらに積層造形技術を適用して、航空機エンジン低圧タービン動翼の製造技術開発を進めた。

C5　セラミックス基複合材料の航空機エンジン部材化技術の開発
　セラミックス基複合材料（CMC）は軽量・耐熱材料として、航空機エンジンでの利用が期待される。CMC
の利用にはその特徴を的確に捉えた、信頼性確保が急務である。本研究では、信頼性確保の重要課題をプロ
セス・組織・特性に分類し、理論・シミュレーション・実試験の融合での解決を目指した活動を行った。得
られた知見を統合し、重要な性能に関してCMCの実使用環境での振る舞いを模擬する「バーチャルテスト」
を計算機上で構築し、実試験回数の削減により、開発期間の短縮と開発コストの低減を行いつつ、CMC部材
開発の信頼性確保を実現する技術開発に取り組んだ。

2.3　社会実装／出口戦略
2.3.1　MIシステム
　金属材料はシステム上で共有できる要素が多い反面、多様な合金を扱うため、それぞれに対応した多くの
モデル、データを必要とする。一方、複合材料は、原子レベルから構造体までのマルチスケール、マルチフ
ィジックスの計算を行うため大規模な計算システムを必要とする。この様に開発内容、必要なインフラ等で
差異が大きいことから、両者は別のシステムで対応することとした。Ni、Ti、Al、鉄鋼材料などを扱うMInt

（Materials Integration by networking technology）［1］、 ［2］がマテリアルズインテグレーションコンソーシ
アム（以降 MI コンソと称する）［3］を立ち上げ、複合材料では CoSMIC（Comprehensive System for 
Materials Integration of CFRP）［4］がコンソーシアムを立ち上げ、それぞれ企業との連携を進めている。TiAl
基合金、セラミックス基複合材料については、次世代の先進的な材料であるため、既存モデル、データが少
なく、その信頼性も低いことから、本課題では各々独立したシステムとして構築することとした。

* MInt : Materials Integration by network technology
** CoSMIC : Comprehensive System for Materials Integration of CFRP

Users

東北大、JAXAなど
Tohoku.U, JAXA

Users

 東京工科大など
TUT

Users

 東工大など
TIT

Users
(MIコンソ  MI Consortium)

NIMS、東大など
NIMS, UTokyo

R&
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Ni, Ti, Al, Fe,… TiAl CMC CFRP

A1, A2, A4, A5

Structural Metallic Materials構造用金属系材料 Structural Composite Materials構造用複合材料

C1, C2 C4 C5 B1, B2, B3

CoSMIC**MInt*

A3

マテリアルズインテグレーション（MI）システム
Materials Integration System

　マテリアルズインテグレーション (MI)システムとは、材

料工学手法に実験及び理論計算に基づいたデータ科学

を活用して、計算機上でプロセス・組織・特性・性能をつな

いで材料開発を加速する統合型材料開発システムであり、

計算機上で材料の諸事象をバーチャルに再現することで、

材料開発の時間短縮・コスト低減を主目的としています。

　ここで扱う対象は、最先端構造材料・プロセスです。

構造材料を選択した主な理由は、その使用期間は長いも

のでは数十年にもなり、それに対応して開発にも多大な

時間・コストを要し、MIシステムによる開発の効果が期

待できるからです。

　研究開発の体制は、逆問題MI 基盤を構築するA領域

（A1～A5チーム）とCFRP材料開発に取り組むB領域（B1

～B3チーム）、及び、粉末・3D積層造形に取り組むC領域

（C1,C2,C4,C5）の3領域、12チームです（合計43機関）。

　B,C 領域は A領域に実験データをフィードバックしなが

らA領域で構築されたシステムを実際の材料・プロセス

に適用し、その有効性を検証・実証していきます。

　The major purpose of our MI system is to reduce 
costs and shorten development periods utilizing 
material engineering methods and data science 
that combine computational science, theory and 
experimentation, primarily by virtually reproducing 
materials events on a computer.
　The MI system deals with cutting-edge structural 
materials and manufacturing processes. The main 
reasons for choosing structural materials are 
that their life time can be several decades long 
and accordingly their highly-precise R&D is time-
consuming and expensive.  We aim to get benefits 
in shortening development periods and reducing 
costs from using the MI system.

　Our R&D system is composed of three domains 
with 12 teams (43 organizations in total). Domain 
A (A1 to A5) - establishment of the Inverse Design 
MI Basis; Domain B (B1 to B3) - applications to 
CFRP: Domain C (C1,C2,C4,C5) - application to 3D 
Powder Processing.
　Domains B and C feed back physical data to 
Domain A and use the knowledge acquired by 
Domain A for actual materials and processing 
development, in order to verify and validate its 
effectiveness.

MI システム MI system

M a t e r i a l s  I n t e g ra t i o n 2

図1.2.3-（1）　本課題が目指す MI システムの全体像
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（１）MInt
　構造用材料について欲しい性能から材料・プロセスを最適化する逆問題に対応したコンピュータプログラ
ム、並びにこれらを運用するためのハードウェアなどから構成される MInt と、これを企業で使用し持続的
に維持・発展するための仕組み・体制としての MI コンソ確立に取り組んだ。
　MIntは、NIMSを拠点とし、モジュールを自由に接続してワークフローを構成してプロセスから構造、特
性、性能まで一気通貫に予測できるシステムの構築、およびこの予測システムとデータ科学を活用した最適
化により、欲しい性能から構造・プロセスを提案する逆問題解析システムの構築を目指した。さらに、NIMS
が運用するシステムと企業内のローカル環境をインターネットを通してシームレスに接続し分散型計算制御
を行うことで、企業データの秘匿性を確保しながら企業保有データの利活用が可能になる環境整備を目標と
した。
　また、MI コンソを設立し、MInt 普及のための広報・アウトリーチ活動、ワークフローカタログの一般者
向け公開、WEB セミナーの開催、企業のニーズ調査などの運営を行った。
　さらに、SIP プロジェクト終了後の継続的な管理運営を行うための体制構築を検討した。

（２）CoSMIC
　CoSMICにおいては、CFRPを対象として材料設計から構造設計までを繋ぐために必要なそれぞれのスケー
ルにおける各種モジュールを開発し、MIシステムとしてまとめた。東北大を中心に、航空機構造用のCFRP
設計をターゲットとした12個 のモジュールを開発し、原子・分子スケールから機体構造までのマルチフィ
ジックス／マルチスケールシミュレーションが可能となった。マルチフィジックス／マルチスケールの大規
模計算に対応するため、東北大のベクトル型スーパーコンピューターを活用できるようにした。企業の開発
スピードに適応させるための計算高速化およびスーパーコンピューター利用のハードルを下げるためのユー
ザインターフェースの開発も進められた。
　企業による MI システム利用の促進のために、東北大を拠点に CoSMIC コンソーシアムを設立し、プロジ
ェクト終了後も MI システム利用を管理運営できる体制を構築していく。AFP（＝ Automated Fiber 
Placement）と密接に関連するモジュールに関しては、国内での自動積層技術の活用促進を目指す JAXA を
中心としたAFP拠点と連携し、利用促進と高度化を図る。また、CoSMICコンソーシアムでは、ニーズの高
まりに応え、航空機以外の産業もターゲットに含めてモジュール開発を進め、ユーザーの拡大を進める。

（３）次世代材料向けMIシステム
　次世代耐熱材料として期待される TiAl 基合金、CMC（SiC/SiC）向けの MI システムは各々、東京工業大
学、東京工科大学を中心にシステムを構築し、活用を進めて行く。

2.3.2　MIシステムで開発される材料を実用化・事業化（B・C領域）
　MIシステムの適用例として航空機機体・エンジン、産業用発電プラント、等の最先端材料・プロセスを想
定し、材料・重工メーカーと連携して成果の実用化・事業化を進めることを社会実装として、主としてB、C
領域で材料・プロセスの開発に取り組んだ。具体的には、CFRP の自動積層、多機能 CFRP と粉末射出成型
TiAl 材についての社会実装を中心に活動を進めた。長期的には民間航空機のグローバル市場での事業化を目
指しつつ、参画企業の製品への適用を検討・推進し、早期の社会実装に繋げていく。

参考文献
［1］  マテリアルズインテグレーションコンソーシアム事務局，「MInt システムについて」，国立研究開発法

人物質・材料研究機構　統合型材料開発・情報基盤部門，
 https://www.nims.go.jp/MaDIS/MIconso/MInt.html（2022-11-14）．
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第１章　課題全体の概要

［2］ 国立研究開発法人物質・材料研究機構，「MInt システム情報サイト」，
 https://www.mintsys.jp/（2022-11-14）.

［3］  マテリアルズインテグレーションコンソーシアム事務局，「マテリアルズインテグレーションコンソー
シアムについて」，国立研究開発法人物質・材料研究機構　統合型材料開発・情報基盤部門，

 https://www.nims.go.jp/MaDIS/MIconso/conso/MI_Consortium.html/MInt.html（2022-11-14）．
［4］ 東北大学，「CoSMIC」，
 http://www.cosmic.plum.mech.tohoku.ac.jp/，（2022-11-14）．
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第２章　各領域・チームの成果報告

Ａ領域 先端的構造材料・プロセスに対応した逆問題MI基盤の構築

Ｂ領域 逆問題MIの実構造材料への適用（CFRP）

Ｃ領域 逆問題MIの実構造材料への適用（粉末・3D積層）
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チーム名 A1 逆問題解析 
チームリーダー 榎 学（東京⼤学）、風間 彰（JFE スチール(株)） 
参画機関 東京⼤学、JFE スチール(株)、帝京⼤学、国⽴情報学研究所、物質・材料研究機構、

(株)IHI、(株)UACJ、(株)神⼾製鋼所、⽇産⾃動⾞(株)、昭和電⼯(株) 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

構造材料の性能を考える上で、全体をプロセス－組織－特性－性能の要素に分割してそのリンクを解析する⼿法が
提案され、重要な概念としてその有⽤性が国際的に広く認識されている。性能予測においてはリンクのフローの解析が必
要であり、個々の課題に応じた適切なリンクの順問題解析が重要となる。SIP 第 1 期では性能予測のための MI システ
ムの開発を⾏った。また、順問題モデルの構築ができれば、様々なデータ科学⼿法を⽤いて逆問題解析により材料設計
が可能となる。本研究では、鉄鋼材料および Al 合⾦を対象として、産学官連携により様々な課題に対する逆問題解析
について検討した。鉄鋼材料においては、微視組織の幾何学的形状と特性に関する理論的あるいは経験的な物理モデ
ルが提案されている。⼀⽅ Al 合⾦においては、nm オーダーの構造が特性に強く関係するため、スケールを越えた幾何学
的な物理モデルの構築は容易ではない。そこで、鉄鋼材料の課題においては、微視組織に注目した物理モデルに基づく
モデル駆動の順問題モデルを構築し、⼀⽅ Al 合⾦の課題では、プロセスと特性のデータベースに基づいてデータ駆動の機
械学習モデルを⽤いた順問題モデルの構築を⾏った。構築した順問題モデルを⽤いて逆問題解析に取り組んだ。 
 
1.2 実施概要、体制 

本研究テーマでは、「材料開発」「プロセス最適化」「製品応⽤」の各課題に関して、下記のサブテーマについて、計算
科学およびデータ科学を援⽤した組織予測、性能予測の仕組みを具体的に展開・発展させることにより逆問題解析アプ
ローチを実現することを目指した。各サブテーマにおいて、企業メンバーがリーダー、東⼤メンバーがコリーダーとなることで、チ
ーム全体としての連携を図った。また、目標値を実現する形で材料設計指針の提案を⾏うことを目指した。 
【A1-1】⾼強度鋼のベースとなるフェライト・マルテンサイト組織からなる DP 鋼に注目して、これまでに得られているプロセ
ス条件、ミクロ組織、特性・性能に関するデータを⽤いて、⾼強度鋼の強度・伸びに対する順問題解析および逆問題解
析を⾏った。[JFE、東⼤、NII] 
【A1-2】これまでに蓄積された諸性質とミクロ組織等に関するデータから、7000 系⾼強度 Al 合⾦の強度・伸びに関する
合⾦組成および熱処理条件の最適解を導出した。[UACJ、東⼤、NIMS] 
【A1-3】強度鋼の破壊靭性に及ぼす溶接プロセスに注目して、これまで開発を進めてきた破壊靭性の性能予測システム
に改良を加えて、破壊靭性の向上を実現するための合⾦組成および溶接条件を導出した。[神鋼、東⼤]  
【A1-4】耐熱鋼のクリープ性能に及ぼす溶接プロセスに注目して、クリープの性能予測システムの⾼精度化を実現するこ
とにより、クリープ性能の向上を実現するための溶接条件を導出した。[IHI、NIMS、東⼤、帝京⼤] 
【A1-5-1】スポット溶接強度対象として、物理モデル構築により材料プロセス条件の導出をした。[⽇産、東⼤] 
【A1-5-2】2000 系 Al 合⾦の⾼温強度を対象として、機械学習モデル構築により材料プロセス条件を導出した。[昭和
電⼯、東⼤、NIMS] 

        
図 A1-(1)モデル駆動による順問題解析および逆問題解析の例     図 A1-(2)データ駆動による回帰の例 
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サブチーム名 A1-1 次世代⾼強度鋼 MI 
サブチームリーダー 山崎 和彦（JFE スチール(株)）  
参画機関 JFE スチール(株)、東京⼤学、国⽴情報学研究所 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

日本の鉄鋼業は世界最先端の技術⼒をもって数々の高付加価値鋼製品を開発し、社会の発展に貢献している。こ
の地位は⻑年の地道で試⾏錯誤的な研究の蓄積により築いたものである。しかし、近年中国をはじめとする新興国の追
い上げが著しくなっており、日本の鉄鋼業の国際的な競争⼒をいま以上に向上させるためには、これまでの延⻑線上にな
い技術を、より早く開発していくことが必要となる。次世代高強度鋼 MI では、実験科学・計算科学・データ科学を融合し
て鋼組織と特性を結ぶ順解析モデルと逆解析モデルを開発し、その実装による次世代高強度鋼の効率的な開発に貢
献することを目的とする。 
 
1.2 目標   

鋼板組織の特徴量や組織画像から特性を予測するデータ駆動型の順解析モデル、その順解析モデルを用いた逆解
析による材料開発⼿法は世界初の試みである。本チームでは、優れた強度と伸びのバランスを有する複相組織鋼（DP
鋼）を例題として取り上げ、実験科学・計算科学・データ科学を融合したモジュールを開発し、逆問題 MI システムの⼿
法により高強度鋼に対して新たな材料開発指針を⾒出すスキームを確⽴する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）逆解析による超高強度・高機能鋼材探索のための基盤技術開発（JFE スチール） 
 ●種々の組織、機械特性を有する DP 鋼の実サンプルを作製し、組織データベースを構築 
2) 次世代高強度鋼の組織・引張特性における逆問題解析（東京大学） 
 ●延性破壊挙動を予測する結晶塑性有限要素法を基盤とした順解析モデルを開発 
 ●上記の順解析モデルを基にして、逆問題解析を⾏い、目標特性を実現可能な候補組織を出⼒できるモデルを開発 
3) 高強度鋼探索のための逆問題アルゴリズムの開発（国⽴情報学研究所） 
 ●組織の特徴量を抽出するための組織解析モジュールを開発 
 ●組織データベースを機械学習させ、材料特性に対する重要な組織記述子を出⼒するモジュールを開発 
 
(２)  実施体制 

図 A1-1-(1)に参画機関の役割および相互関係を示す。JFE スチールでは種々の組織、機械特性を有する DP 鋼
の実サンプルを作製し、組織データベース（DB）を構築する。国⽴情報学研究所では、組織の特徴量を抽出するため
の組織解析モジュールを開発する。さらに組織 DB を機械学習させ、TS、El などの材料特性に対する重要な組織記述
子を出⼒するモジュールを開発する。東京大学では、延性破壊挙動を予測する結晶塑性有限要素法（CPFEM）を
基盤とした順解析モデルを開発し、組織 DB を用いて精度検証を⾏う。こうして得られた精度の良い順解析モデルを基に
して、逆問題解析を⾏う。逆問題解析の探索範囲については、国⽴情報学研究所にて開発した組織-特性機械学習
モジュールを用いて決定する。 
 

 
図 A1-1-(1) 参画機関の役割および相互関係 

 
2. 研究開発の成果 
・種々の組織、機械特性を有する DP 鋼の実サンプルを作製し、組織データベースを構築（JFE スチール） 

真空溶解鋼に対して熱間圧延、冷間圧延をした後に、種々の条件で熱処理をすることで TS×El=12〜21GPa%
の実サンプルを作製した。図 A1-1-(2)に引張特性である TS、El の分布を示す。TS が約 900MPa〜1700MPa、El
が約 8%〜22%のサンプルを作製した。また、図 A1-1-(3)に実サンプルの組織の例を示す。DP 鋼は軟質なフェライトと
硬質なマルテンサイトから構成されており、観察⾯を鏡⾯研磨後に硝酸アルコール溶液（ナイタル液）で腐⾷し、⾛査
型電子顕微鏡（SEM）で観察すると、コントラストの濃いフェライトと⽐較的明るいマルテンサイトと区別することができる。
同⼀成分の鋼であっても、熱処理条件を変えることで分率や形状の異なる組織を作り分けることができ、その組織に応じ
た異なる機械特性を示す。これらのサンプルの組織を国⽴情報学研究所で開発した組織解析モジュールを用いることで、
高速でフェライトとマルテンサイトを区別し、マルテンサイトの分率や粒径などの組織記述子を抽出し、組織データベースを
構築した。このデータベースを東京大学での変形・延性破壊順解析モジュールの組織モデル構築に活用した。 
 

 
図 A1-1-(2) 実サンプルの引張特性 
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図 A1-1-(3) 実サンプルの組織例（F︓フェライト、M︓マルテンサイト） 

 
・次世代高強度鋼の組織・引張特性における逆問題解析（東京大学） 
 順問題・逆問題解析⼿法の概要を図 A1-1-(4)に示す。順問題解析では、モデル材として準備した DP 鋼（引張強
度 800MPa および 1000MPa）について、結晶塑性有限要素モデルを作成し、応⼒ひずみ曲線を計算した。実験結
果と計算結果の⽐較を図 A1-1-(5)に示す。適切な結晶塑性パラメータを用いることで、応⼒ひずみ曲線を精度よく再
現できることを確認した。また SEM による表⾯観察結果から、各相の破壊曲⾯を定義する材料定数を導出した。破壊
曲⾯には、Mohr-Coulomb の破壊基準を拡張したモデルを利用し、応⼒三軸度と Lode 角の影響を評価した。フェラ
イト相の破断ひずみは主に応⼒三軸度に依存することがわかった。⼀⽅で、マルテンサイト相の破断ひずみは、応⼒三軸
度や Lode 角によらずほぼ⼀定となることが示された。JFE スチールで取得された実験データについても、結晶塑性および
損傷則パラメータを較正することで、12 種類の DP 鋼組織に対して引張強度 TS と全伸び El を正確に予測できた。損
傷の開始はフェライト/マルテンサイト相界⾯付近に位置していた。以上のようにして得られた順問題解析の⼿法を、以下
に述べる逆問題解析に利用した。 
 逆問題解析では、検証用例題として、プロセスなどの制約を排除し、延性を最大化する最適解を探索する逆問題解
析を⾏った。ガウシアンランダムフィールド（GRF）法により、フェライト相とマルテンサイト相の空間配置を様々に変えて、
100000 個の微視組織モデルを作成した。得られた微視組織モデルから有効な組織記述子を導出するために、２点空
間相関関数（SC）とパーシステントホモロジー（PH）の主成分を計算し、データベース化した。その微視組織データベ
ースから、ランダムに 100 個のモデルをサンプリングし、結晶塑性有限要素法（CPFEM）により引張強度 TS と全伸び
El を計算した。その結果をランダムフォレスト回帰し、各組織記述子の重要度解析することで、El および TS×El を予測
するには、マルテンサイト体積分率以外の組織記述子が必要であることがわかった。最適組織の探索では、ベイズ最適化
（BO）、BoundLess Objective-free eXploration (BLOX)、OCSVM 探索の 3 種類の⼿法を用いた。探索の
ための説明変数として、TS×El に対する重要度が高い SC と PH の主成分を利用した。探索の結果を図 A1-1-(6)に
示す。ランダムサーチでは主に 10~20GPa･%の TS×El を持つ微視組織が探索されたが、SC や PH を用いた探索で
は TS×El≧40GPa･%を実現可能な微視組織候補を発⾒することができた。各探索結果を⽐較すると、⼆相の空間
配置による引張特性の向上は、TS よりも El に対して顕著であることがわかった。また 3 種類の探索⼿法による違いはあ
まりなく、いずれの⼿法でも探索の効率を向上できることが示された。高い TS×El 値が発現するメカニズムを考察するため
に、各探索で得られた微視組織と、その損傷度分布を図 A1-1-(7)にプロットした。⼆相がランダムに分布する場合、フェ
ライト相のくびれ部において応⼒三軸度が高まり、低いひずみレベルで破断に⾄ることが確認された。最適化された微視
組織は、フェライト/マルテンサイト界⾯が荷重⽅向と平⾏なラメラ状組織または棒状組織を有しており、フェライト相全体
に延性損傷が発⽣することで、高い伸びを示すことがわかった。得られた組織は現状のプロセスでは実現は不可能だが、
将来の可能性を示すものである。また探索に用いた組織記述子の物理的意味を考察した。SC の第 2 主成分はマルテ
ンサイト粒集合体の凸性、0 次のパーシステント図の第 2 主成分は異相界⾯と荷重⽅向のなす角度に関係があることが
わかった。以上のように、情報学的⼿法により抽出された組織記述子を用いて逆問題解析することで、⼒学的考察に⽭
盾しない最適な微視組織を導出できることが示された。 
 開発された結晶塑性有限要素解析が可能な計算コードが MInt システムに実装された。また⼀連の逆問題解析はす
べて⾃動で実⾏できるようにプログラムが整備された。さらに順解析モジュールを MInt 用逆解析基盤(MIOpt)に接続す
る作業も進んでいる。 

 
図 A1-1-(4) DP 鋼の実験、順問題解析、逆問題解析の関係 

 

 
図 A1-1-(5) 順解析の結果 (a, b) 応⼒ひずみ曲線の実験・計算結果、 (c) 各相の破壊曲⾯ 

 

 
図 A1-1-(6) 微視組織探索の結果 (a)ランダムサーチ、(b)ベイズ最適化、 (c)BLOX、(d)OCVSM 
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図 A1-1-(7) 各探索で得られた微視組織の⽐較 

 
・組織の特徴量を抽出するための組織解析モジュールを開発（国⽴情報学研究所） 

JFE スチールから供給された画像データに対して、フェライトとマルテンサイトを判定する深層学習ベースのアルゴリズムを
開発した。このアルゴリズムを用いて、JFE スチールから提供された教師付きの画像データ 2〜5 枚をベースに学習し、その
後供給された教師なし画像データに対してテストを⾏った（図 A1-1-(8)）。このテストデータに対する結果の精度判定
を JFE スチールが⾏い、高速に⼈間のエキスパートと全く劣らない判定をするアルゴリズムになっていることが確認された。実
際に、実データに対して、専門家の目視判断とほぼ相違しない分類ツールを開発した。このツールは、画像１枚につき１
分程度で処理できるなど、従来とは⽐較にならないほどのスピードを達成している。この深層学習を用いた画像処理ツー
ル（組織解析モジュール）の高精度化・高機能化および MInt システムへの実装を今年度⾏った。 

さらに NIMS から供給された⼈⼯画像データに関しても同様の実験（教師付き画像データ数枚ベースに学習）を⾏
い、正確な判定アルゴリズムになっていることが確認された。 
 

 

 

 

 

 

 

 図 A1-1-(8) 組織解析モジュールによる SEM 像の組織分類結果 
 

・組織データベースを機械学習させ、材料特性に対する重要な組織記述子を出⼒するモジュールを開発（国⽴情報学
研究所） 

次に、この判定アルゴリズムを用いて、フェライトとマルテンサイトを分類する記述子との関連に関して、機械学習⼿法を
用いて解析するツールを開発した。具体的には、画像から得られた特徴量を用いてマルテンサイトの分類に際してどの特
徴量が効いているかの記述子の探索、およびマルテンサイト分率と製造条件や機械特性に関して、機械学習的⼿法を
用いて関連性の解析を⾏い、非常に高い精度の回帰係数を得た。現在は、記述子の中で、特に影響が大きい TOP5
に対して、画像データと記述子との関係をさらに精密化する機械学習解析を⾏い、その結果が性能向上に役⽴つことが
確認されている。本モジュールを用いることで逆問題解析で探索させる組織記述子を効率的に抽出することができた。 

マルテンサイト 

フェライト 
教師 
データ 

サブチーム名 A1-2 次世代⾼強度 Al 合⾦ MI 
サブチームリーダー ⼀⾕ 幸司（(株)UACJ） 
参画機関 (株)UACJ、物質・材料研究機構、東京⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

軽量かつ⾼強度であるアルミニウム合⾦は、環境負荷低減の観点から、輸送機（航空機、⾃動⾞、⾞両など）⽤の
材料として採⽤されている。特に、超々ジュラルミンは、アルミニウム合⾦の中でも最も⽐強度が⾼く、輸送機への適⽤拡
⼤が期待されている。⼀⽅で、実験による試⾏錯誤を主にした従来型の研究⼿法では、更なる特性改善（強度と伸び
の特性バランス向上）に限界が来ている。アルミニウム合⾦の機械的性質には、合⾦組成や製造プロセス条件が複雑に
影響するため、実験のみでは最適条件を選び難いことが⼀因である。そこで、データ駆動により超々ジュラルミンの最適な
合⾦組成・製造プロセスを探索し、従来材よりも優れた特性バランスを得るための指針を提⽰することを目的とする。 

図 A1-2-(1)にベンチマークとして、これまでの公表データを元に各種アルミニウム合⾦の引張強さ（TS）と破断伸び
（EL）の特性をまとめた。本図では、次項の 1.2 に記載した具体的な開発目標値についても合わせて⽰している。アル
ミニウム合⾦においても、鉄鋼材料をはじめとする他の⾦属材料と同様に、引張強さが⾼くなるに従って、破断伸びが低
下するという⼀般的な傾向が認められる。このような中で、超々ジュラルミンにおいても、従来よりも⾼強度で、なおかつ破
断伸びについては低下せずに従来と同等のレベルであることが、開発の⽅向性として指向されている。 
 

 
図 A1-2-(1) アルミニウム合⾦の引張強さと破断伸びの特性マップと開発目標値 
 
1.2 目標    
 本研究では、「これまでに蓄積された諸性質とミクロ組織等に関するデータから、MI システムを⽤いて新たな⾼強度ア 
ルミニウム合⾦の熱加⼯プロセス条件を⾒出す基盤を構築すること」を最終目標として掲げている。1.1 項に⽰したベンチ
マークより、本逆解析から得られた新たな⾼強度アルミニウム合⾦の熱加⼯プロセス条件の有効性を判断するための⼀つ
の基準となる、本研究における数値目標として、中間目標【TS750MPa 以上・EL12%以上】、最終目標
【TS800MPa 以上・EL12％以上】を設定した。 
 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）逆問題解析による超々ジュラルミンの特性バランス最適化プロセスの探索（㈱UACJ） 
 ●理論・データ融合モデルと混合スパース回帰モデルの結合モデルによる逆解析から得られる条件データから最適な条件
を選定する。 
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サブチーム名 A1-2 次世代⾼強度 Al 合⾦ MI 
サブチームリーダー ⼀⾕ 幸司（(株)UACJ） 
参画機関 (株)UACJ、物質・材料研究機構、東京⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

軽量かつ⾼強度であるアルミニウム合⾦は、環境負荷低減の観点から、輸送機（航空機、⾃動⾞、⾞両など）⽤の
材料として採⽤されている。特に、超々ジュラルミンは、アルミニウム合⾦の中でも最も⽐強度が⾼く、輸送機への適⽤拡
⼤が期待されている。⼀⽅で、実験による試⾏錯誤を主にした従来型の研究⼿法では、更なる特性改善（強度と伸び
の特性バランス向上）に限界が来ている。アルミニウム合⾦の機械的性質には、合⾦組成や製造プロセス条件が複雑に
影響するため、実験のみでは最適条件を選び難いことが⼀因である。そこで、データ駆動により超々ジュラルミンの最適な
合⾦組成・製造プロセスを探索し、従来材よりも優れた特性バランスを得るための指針を提⽰することを目的とする。 

図 A1-2-(1)にベンチマークとして、これまでの公表データを元に各種アルミニウム合⾦の引張強さ（TS）と破断伸び
（EL）の特性をまとめた。本図では、次項の 1.2 に記載した具体的な開発目標値についても合わせて⽰している。アル
ミニウム合⾦においても、鉄鋼材料をはじめとする他の⾦属材料と同様に、引張強さが⾼くなるに従って、破断伸びが低
下するという⼀般的な傾向が認められる。このような中で、超々ジュラルミンにおいても、従来よりも⾼強度で、なおかつ破
断伸びについては低下せずに従来と同等のレベルであることが、開発の⽅向性として指向されている。 
 

 
図 A1-2-(1) アルミニウム合⾦の引張強さと破断伸びの特性マップと開発目標値 
 
1.2 目標    
 本研究では、「これまでに蓄積された諸性質とミクロ組織等に関するデータから、MI システムを⽤いて新たな⾼強度ア 
ルミニウム合⾦の熱加⼯プロセス条件を⾒出す基盤を構築すること」を最終目標として掲げている。1.1 項に⽰したベンチ
マークより、本逆解析から得られた新たな⾼強度アルミニウム合⾦の熱加⼯プロセス条件の有効性を判断するための⼀つ
の基準となる、本研究における数値目標として、中間目標【TS750MPa 以上・EL12%以上】、最終目標
【TS800MPa 以上・EL12％以上】を設定した。 
 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）逆問題解析による超々ジュラルミンの特性バランス最適化プロセスの探索（㈱UACJ） 
 ●理論・データ融合モデルと混合スパース回帰モデルの結合モデルによる逆解析から得られる条件データから最適な条件
を選定する。 
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 ●この選定した条件に従って検証実験を⾏い、最終目標【TS800MPa以上・EL12%以上】の達成可否を確認する。 
2) データ駆動的アプローチに基づく逆問題 MI 基盤の深化と応⽤（物質・材料研究機構） 
 ●理論・データ融合モデルと混合スパース回帰モデルを組み合わせた結合モデルの作成 
 ●結合モデルによる逆解析を実施して、最終目標達成のために最適な製造条件を提⽰する。 
3) 逆問題解析による超々ジュラルミンの特性バランス最適化プロセスの探索（東京⼤学） 
 ●理論・データ融合モデルと混合スパース回帰モデルを組み合わせた結合モデルの作成 
 ●結合モデルによる逆解析を実施して、最終目標達成のために最適な製造条件を提⽰する。 
 
(２)  実施体制 
 図 A1-2-(2)に、実施体制の模式図を⽰した。㈱UACJ が、⾃社内にて過去に得た N=650 の実験データ（合⾦成
分・製造プロセス条件、得られた合⾦の機械的特性のデータを含む）を提供する。昨年度までに、それぞれの作成が完
了していた「理論・データ融合モデル」と「混合スパース回帰モデル」について、これらの結合モデルの作成を、物質・材料研
究機構と東京⼤学で⾏う。さらに、同じく物質・材料研究機構と東京⼤学で、この結合モデルについて逆解析を⾏って、
最終目標の達成が可能と考えられる条件データ（合⾦成分・製造プロセス）を提⽰する。㈱UACJ は、提⽰された条
件データについて、過去の開発知⾒に基づいて、検証実験を実施する条件を選定して、必要に応じて条件に微調整を
加えた上で、実証実験を⾏い、最終目標【TS800MPa 以上・E12%以上】の達成可否を確認する。 
 

 
図 A1-2-(2) 実施体制の模式図 
 
2. 研究開発の成果 
(1) 結合モデル作成と逆解析 （物質・材料研究機構、東京⼤学） 
 結合モデルにおける TS・EL 算出⽅法の概念を図 A1-2-(３)に⽰した。実験データである、合⾦成分・時効条件と、
その合⾦の耐⼒値（YS）を関連付ける物理式として、Friedel モデルと Orowan モデルを⽤いた。同図中では、物理
式の例として Orowan モデルでの物理式の例を⽰した。このモデルでは、合⾦の耐⼒値は、固溶体であるマトリクスにおけ
る固溶強化分と、析出物の析出強化分（析出物の平均粒⼦半径ｒに反⽐例する）の和で⽰されている。この物理
式の中で使⽤される平均粒⼦半径や析出物の体積率などの各種の物理パラメータを内部変数として、これらと TS・EL
を混合スパース回帰モデルにより線形回帰することにより、TS・EL を算出している。 
 

 
図 A1-2-(３) 結合モデルにおける TS・EL の算出⽅法の概念 
 

本結合モデルによる計算結果の⼀例として、内部変数の⼀つである平均粒⼦半径と、この析出物による耐⼒値増分
の関係を図 A1-2-(4)に⽰す。本計算結果は、図 A1-2-(3)中に⽰す物理モデルの、Friedel モデルと Orowan モデ
ルを再現できているものと考えられる。また、Friedel モデルから Orown モデルへ切り替わる点（両曲線の交点）におけ
る平均粒⼦半径は、約 0.8nm となっており、これは、⼀般的にアルミニウム合⾦で認められる交点における平均粒⼦半
径として妥当な値であると考えられる。またこの点における耐⼒値の増分については、約 300MPa と読み取れ、この値に
ついても、⼀般的なアルミニウム合⾦で析出強化による寄与として認められる値とオーダー的に⼀致するものであり、本計
算結果について妥当性があるものと考えている。 
 

 
図 A1-2-(4) 結合モデルにより計算された平均粒⼦径と耐⼒値の増分の関係 
 
 さらに、本結合モデルについて、最終目標【TS800MPa以上・E12%以上】を達する条件で、逆解析を⾏って得られた
結果のイメージを図 A1-2-(5)に⽰す。逆解析の結果としては、最終目標のうち、TS・EL をそれぞれ個別に満⾜する確
率と、両⽅を同時に満⾜する確率の他に、詳細条件として、合⾦組成・製造プロセス条件の具体的な数値の提⽰が可
能であるが、ここでは守秘の都合上で、製造プロセス条件については非表⽰として、また合⾦組成については、その多寡に
ついての定性的な情報（濃い⾚が最も多く、濃い⻘が最も少ない）を⽰している。各条件については、最終目標につい
て TS・EL の両⽅を満⾜する確率が、⾼い順に上から、結果を並べている。今回の結合モデルの逆解析結果で、最終目
標を両⽅とも達成する最⼤確率（最も上位の条件）が約 76%であった。この値は、この結合モデルの前⾝となる混合
スパース回帰モデル（物理モデルを考慮しない純粋な統計的モデル）での同様の逆解析結果での最⼤確率 24%に⽐
較して、⼤幅に⾼く、これは理論・物理モデルを組み合わせることにより、逆解析の精度が、⼤幅に向上したことを⽰すも
のと考えている。 
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図 A1-2-(３) 結合モデルにおける TS・EL の算出⽅法の概念 
 

本結合モデルによる計算結果の⼀例として、内部変数の⼀つである平均粒⼦半径と、この析出物による耐⼒値増分
の関係を図 A1-2-(4)に⽰す。本計算結果は、図 A1-2-(3)中に⽰す物理モデルの、Friedel モデルと Orowan モデ
ルを再現できているものと考えられる。また、Friedel モデルから Orown モデルへ切り替わる点（両曲線の交点）におけ
る平均粒⼦半径は、約 0.8nm となっており、これは、⼀般的にアルミニウム合⾦で認められる交点における平均粒⼦半
径として妥当な値であると考えられる。またこの点における耐⼒値の増分については、約 300MPa と読み取れ、この値に
ついても、⼀般的なアルミニウム合⾦で析出強化による寄与として認められる値とオーダー的に⼀致するものであり、本計
算結果について妥当性があるものと考えている。 
 

 
図 A1-2-(4) 結合モデルにより計算された平均粒⼦径と耐⼒値の増分の関係 
 
 さらに、本結合モデルについて、最終目標【TS800MPa以上・E12%以上】を達する条件で、逆解析を⾏って得られた
結果のイメージを図 A1-2-(5)に⽰す。逆解析の結果としては、最終目標のうち、TS・EL をそれぞれ個別に満⾜する確
率と、両⽅を同時に満⾜する確率の他に、詳細条件として、合⾦組成・製造プロセス条件の具体的な数値の提⽰が可
能であるが、ここでは守秘の都合上で、製造プロセス条件については非表⽰として、また合⾦組成については、その多寡に
ついての定性的な情報（濃い⾚が最も多く、濃い⻘が最も少ない）を⽰している。各条件については、最終目標につい
て TS・EL の両⽅を満⾜する確率が、⾼い順に上から、結果を並べている。今回の結合モデルの逆解析結果で、最終目
標を両⽅とも達成する最⼤確率（最も上位の条件）が約 76%であった。この値は、この結合モデルの前⾝となる混合
スパース回帰モデル（物理モデルを考慮しない純粋な統計的モデル）での同様の逆解析結果での最⼤確率 24%に⽐
較して、⼤幅に⾼く、これは理論・物理モデルを組み合わせることにより、逆解析の精度が、⼤幅に向上したことを⽰すも
のと考えている。 
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図 A1-2-(5) 結合モデルによる逆解析結果のイメージ 
 
(2) 逆解析結果の実証実験 （㈱UACJ） 
 図 A1-2-(5)に⽰すような形で出⼒された、最終目標に対する逆解析結果について、㈱UACJ での実証実験を実施
する条件の選定を⾏った。昨年度の混合スパース回帰モデルの逆解析結果からの実証実験の実施条件の選定に際して
は、Zn 量に着目して、上位 3 条件の Zn 量が他条件に⽐較して⼩さく、過去の知⾒と照らして明らかに TS の目標値を
達成することが困難であると判断されたことから、敢えて、Zn 量が⼗分と判断された、上位４・５位の条件を選定した。
⼀⽅で、今回の結合モデルの逆解析結果では、上位の条件（最終目標について、TS・EL の両⽅を同時に満⾜する確
率が⾼い条件）について、Zn 量としては TS の目標値を達成するに明らかに不⼗分であるとは判断されなかった。このた
め、今回は上位１・２位の条件の合⾦組成をそのまま採⽤して、実証実験を⾏うこととして、現状、試験中である。 

サブチーム名 A1-3 ⾼強度鋼の接合プロセス最適化 MI 
サブチームリーダー 井元 雅弘（(株)神⼾製鋼所） 
参画機関 (株)神⼾製鋼所、東京⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 厚鋼板は⾼層建築など様々な⼤型構造物に使⽤され、溶接施⼯により組み⽴てられることから、継⼿の特性確保が
不可⽋である。また、構造物の⼤型化や適⽤環境が厳しくなるに伴い、⾼強度、⾼靭性(低温対応)のニーズがある。狙
いの継⼿特性を確保するための鋼材成分や溶接プロセス(⼊熱)を最適化する技術により開発効率の向上が⾒込まれ
る。本研究では、溶接熱影響部(HAZ)組織とシャルピー吸収エネルギー(脆性破壊特性)を予測する順問題モジュール
の開発と、逆問題解析による鋼材成分と溶接プロセスの最適化技術（材料の⾃動設計）の検証を目的とした。逆問
題解析の検証目標には、現時点で実⽤化されていない強度・HAZ 靭性レベル(-50℃対応の 980MPa 級鋼板 HAZ)
を設定した。また、本取り組みを産学連携で取り組むことにより、鉄鋼材料に関する過去の知⾒をはじめとする材料科学
とデータ科学の情報交換・融合や、材料開発における MI 進展が期待される。 
 
1.2 目標   
最終目標(2022 年度末時点目標) 
・逆問題解析による-50℃対応 980MPa 級鋼板 HAZ の設計指針の提案 
・多パス溶接条件に対応した順問題モジュールの開発 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1)MI を活⽤した⾼信頼性溶接部の設計技術(神鋼) 
・多パス HAZ の組織・シャルピー吸収エネルギー予測モデル整備のため、780MPa 級以上の鋼板を題材に⼆相域再加
熱時の組織変化の挙動(オーステナイトの逆変態挙動等)やシャルピー吸収エネルギーの実験データベースの拡充を⾏う。 
・980MPa 級鋼板を対象として逆問題解析で得られた成分系での、特性・組織評価を⾏う。これにより、最終目標であ
る、980MPa 級鋼板 HAZ の低温靭性（-50℃）を確保するための成分・プロセス条件の提案の試作検証をするとと
もに、モジュール開発へのフィードバックを⾏う。 
2)材料開発及びプロセス最適化における逆問題解析(東⼤)  
・順問題モジュールでは、780MPa 級以上の鋼板にも適⽤可能な多パス HAZ のモデル拡張を⾏う。 
・逆問題解析では、980MPa 鋼板の⾃動設計を⾏うとともに実験検証を⾏う。 
・対話型材料設計モジュールを完成させて実⽤化する。 
 
(２)  実施体制 

A1-3 サブチームの研究実施体制は図 A1-3-
(1)に⽰すように鋼板の材料試作や組織解析、特
性評価は主に神⼾製鋼所が担当し、東⼤）粟飯
原、糟⾕が中⼼となりモデル化を担当した。計算デ
ータや実験解析データを相互にフィードバックし、計
算の妥当性や実験検討の⽅針を議論して進めた。
また、東⼤）⻑尾、伊藤らのグループと冶⾦モデル
や実験データを共有し、データ駆動型で相変態モデ
ルの改良を進めた。A1-3 グループ以外では、A4 グ

 
図 A1-3-(1) 研究体制 
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サブチーム名 A1-3 ⾼強度鋼の接合プロセス最適化 MI 
サブチームリーダー 井元 雅弘（(株)神⼾製鋼所） 
参画機関 (株)神⼾製鋼所、東京⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 厚鋼板は⾼層建築など様々な⼤型構造物に使⽤され、溶接施⼯により組み⽴てられることから、継⼿の特性確保が
不可⽋である。また、構造物の⼤型化や適⽤環境が厳しくなるに伴い、⾼強度、⾼靭性(低温対応)のニーズがある。狙
いの継⼿特性を確保するための鋼材成分や溶接プロセス(⼊熱)を最適化する技術により開発効率の向上が⾒込まれ
る。本研究では、溶接熱影響部(HAZ)組織とシャルピー吸収エネルギー(脆性破壊特性)を予測する順問題モジュール
の開発と、逆問題解析による鋼材成分と溶接プロセスの最適化技術（材料の⾃動設計）の検証を目的とした。逆問
題解析の検証目標には、現時点で実⽤化されていない強度・HAZ 靭性レベル(-50℃対応の 980MPa 級鋼板 HAZ)
を設定した。また、本取り組みを産学連携で取り組むことにより、鉄鋼材料に関する過去の知⾒をはじめとする材料科学
とデータ科学の情報交換・融合や、材料開発における MI 進展が期待される。 
 
1.2 目標   
最終目標(2022 年度末時点目標) 
・逆問題解析による-50℃対応 980MPa 級鋼板 HAZ の設計指針の提案 
・多パス溶接条件に対応した順問題モジュールの開発 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1)MI を活⽤した⾼信頼性溶接部の設計技術(神鋼) 
・多パス HAZ の組織・シャルピー吸収エネルギー予測モデル整備のため、780MPa 級以上の鋼板を題材に⼆相域再加
熱時の組織変化の挙動(オーステナイトの逆変態挙動等)やシャルピー吸収エネルギーの実験データベースの拡充を⾏う。 
・980MPa 級鋼板を対象として逆問題解析で得られた成分系での、特性・組織評価を⾏う。これにより、最終目標であ
る、980MPa 級鋼板 HAZ の低温靭性（-50℃）を確保するための成分・プロセス条件の提案の試作検証をするとと
もに、モジュール開発へのフィードバックを⾏う。 
2)材料開発及びプロセス最適化における逆問題解析(東⼤)  
・順問題モジュールでは、780MPa 級以上の鋼板にも適⽤可能な多パス HAZ のモデル拡張を⾏う。 
・逆問題解析では、980MPa 鋼板の⾃動設計を⾏うとともに実験検証を⾏う。 
・対話型材料設計モジュールを完成させて実⽤化する。 
 
(２)  実施体制 

A1-3 サブチームの研究実施体制は図 A1-3-
(1)に⽰すように鋼板の材料試作や組織解析、特
性評価は主に神⼾製鋼所が担当し、東⼤）粟飯
原、糟⾕が中⼼となりモデル化を担当した。計算デ
ータや実験解析データを相互にフィードバックし、計
算の妥当性や実験検討の⽅針を議論して進めた。
また、東⼤）⻑尾、伊藤らのグループと冶⾦モデル
や実験データを共有し、データ駆動型で相変態モデ
ルの改良を進めた。A1-3 グループ以外では、A4 グ

 
図 A1-3-(1) 研究体制 
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ループとモジュール実装連携、A5-2 グループと 3D 解析で連携した。 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 順問題モジュールの拡張・⾼精度化 
2.1.1 ⾼強度鋼板への対応 
 シャルピー吸収エネルギーを予測する順問題モジュールは、シャルピー衝撃試験における脆性破壊を最弱リンク説に従っ
てモデル化し、吸収エネルギー遷移曲線を確率分布として求めるものである。切⽋き底近傍を微⼩体積要素（50μm
⽴⽅）に分割し、各要素に作⽤する応⼒・歪を動的弾塑性有限要素法により計算し、⼀⽅で、転位堆積などを考慮
した微視破壊⼒学モデルによって局所破壊応⼒（MA サイズや結晶粒径の分布に応じて確率分布を有する）を求め、
両者を⽐較することによって脆性破壊発⽣確率を計算する。本モデルでは、破壊機構として、上部ベイナイト中の MA
（Martensite-Austenite constituent）と DP（Degenerate Pearlite）、下部ベイナイト、マルテンサイト、フェラ
イト・パーライト、TiN 粒⼦を起点とする破壊、及び、粒界破壊を考慮している。破壊確率は次式のように表される。 

 
 
本モデルを⽤いて 980MPa 級鋼板の 1 パス HAZ の 50J 遷移温度の予測と実験結果(再現 HAZ)を⽐較した例を図
A1-3-(2) に⽰す。2 つのモデル鋼板は冷却速度に対する遷移温度の依存性が異なるが、モデル計算で良好に再現
できていることがわかる。また、マルテンサイト組織が焼戻しを受けることによる硬さの低下と靭性向上もモデル化し、
980MPa 級鋼板の⺟材(焼⼊れ焼き戻し(QT)プロセス)に対しても順問題モジュールを適⽤できるようにした（図 A1-
3-(3)）。これにより⺟材特性も考慮した HAZ 靭性最適化の逆問題解析が可能となった。(東⼤ 粟飯原) 

 
2.1.2 HAZ 相変態予測モデル改良のためのデータ同化⼿法の開発  

順問題モジュールでは、HAZ の相変態からシャルピー吸収エネルギーまでを⼀貫して計算を⾏う。相変態の速度式に
は多数のモデルパラメータが含まれており、従来は経験豊かな研究者によって試⾏錯誤の上、主観的に値が設定されて
いたが、実際には実験データから統計学的・情報科学的⼿法によって客観的に推定されることが望ましい。これまでに、
最も標準的なマルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC 法）であるメトロポリス・ヘイスティングス法（M-H 法）に基づき、実
験データからモデルパラメータの最適値とその不確実性評価（誤差評価）の推定を可能にするデータ同化⼿法の開発
に取り組み、これにより、パーライトに関係するパラメータについては、従来の設定値を修正する必要性を⽰唆する結果が
得られていた。モデルパラメータの事後分布を安定的に推定するためには、シミュレーションの実⾏回数を表す MCMC 法
のステップ数（イタレーション回数）を、モデルの⾃由度が⼤きくなるにつれ指数関数的に増やす必要があり、必然的に計
算時間も急激に増⼤することになる。より⼤規模なモデルとデータを取り扱うためには、計算時間の⼤幅圧縮が喫緊の課

 
図 A1-3-(2) HT980 級鋼 HAZ 靭性
(50J 遷移温度)の冷却速度依存性 

 
 
 
 
 

 
 
図 A1-3-(3) 焼⼊れ焼戻し鋼の(a)強度・(b)靭性(50J 遷移温度)に
及ぼす焼戻し温度の影響の計算結果 

題となった。並列版 MCMC 法とも⾔えるレプリカ交換モンテカル
ロ法(REMC 法)を実装することによって、図 A1-3-(4)に⽰すよ
うに M-H 法と⽐較して REMC 法は⼤幅な計算時間の圧縮を
実現した。(東⼤ ⻑尾) 

 

2.1.3 多パス HAZ 予測への拡張 
 多パス HAZ における後続パスの影響は焼き戻し領域、⼆

相域再加熱領域、再度完全にオーステナイト(γ)に逆変態する
領域に分けられ、⼆相域に再加熱された HAZ は粗⼤ MA を⽣
じて靭性が低下しやすいことが知られている。780、980MPa 級
鋼板のモデル鋼を⽤いて、靭性劣化が著しいことが想定される粗
粒 HAZ を⼆相域に再加熱した熱履歴（⼆相域加熱粗粒
HAZ）のシャルピー吸収エネルギーのデータ整備を⾏った。図
A1-3-(5)に⼆相域再加熱時の温度(Tp2)とシャルピー吸収エ
ネルギーの関係の例を⽰す。⼆相域再加熱によって1パスHAZ
と⽐較して吸収エネルギーが低下する結果が⾒られた⼀⽅で、
Tp2 が⾼くなると、シャルピー吸収エネルギーが改善する傾向が
得られた。⼆相域再加熱によって、旧γ粒界を覆うようにネックレ
ス状に連続した MA が形成されるが、Tp2 が⾼くなるにつれて、
逆変態γ量が増加し、靭性に悪影響と推定されるネックレス状
の MA が⽣成されなくなることが、Tp2 が⾼い温度でシャルピー
吸収エネルギーが⾼くなることの⼀因と推察される。なお、1 パス
HAZ と同等のシャルピー吸収エネルギーを⽰す場合であっても、
⼆相域再加熱によって硬さが低下していることから、本質的には
強度靭性バランスが低下していると考えられる。(神鋼) 

⼆相域加熱粗粒 HAZ におけるシャルピー吸収エネルギーの
予測に対しては、γの逆変態と炭素濃化した γ の正変態をモデ
ル化し、それを脆性破壊モデルに適⽤することにより靭性を予測
するモデルを構築した。570, 780MPa 級鋼板の⼆相域加熱
粗粒 HAZ の計算例を図 A1-3-(6)に⽰す。また、さらに、後続
パスによる焼戻しによって MA の硬さが低下してシャルピー吸収エ
ネルギーが向上する現象もモデル化している。（東⼤ 粟飯
原） 

また、本サブチームの HAZ 硬さ予測モデルにおいては、相変
態の計算と連結して、変態温度の情報を利⽤するモデルと、経
験式に基づきながら微量 B や析出元素影響など種々の冶⾦的
影響を考慮して硬さを予測可能な⾼度経験式モデルの開発を
⾏った。後者のモデルにおける⼆相域加熱粗粒 HAZ 硬さ予測
について以下に説明する。⼆相域再加熱部は、部分的に逆変
態したγが、その後の冷却過程で変態する領域と焼き戻される領
域が存在する。そのため、⼆相域再加熱時の逆変態γの量、再
度変態した部分の硬さ、焼き戻し部の析出や回復を考慮した計
算を⾏い、これら各領域の硬さの平均値を⼆相域再加熱部の
硬さとするモデルとした。⼆相域加熱粗粒 HAZ を模擬したフォー

 
図 A1-3-(5) ⼆相域再加熱温度と(a)-50℃平均吸
収エネルギー、(b)硬さの相関 

 
図 A1-3-(4) MCMC ステップ数とデータ同化計
算に基づくパラメータ推定に要する計算時間の関
係 

 
図 A1-3-(6) ⼆相域加熱粗粒 HAZ 靭性
(50J 遷移温度)の予測・実験の⽐較 
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題となった。並列版 MCMC 法とも⾔えるレプリカ交換モンテカル
ロ法(REMC 法)を実装することによって、図 A1-3-(4)に⽰すよ
うに M-H 法と⽐較して REMC 法は⼤幅な計算時間の圧縮を
実現した。(東⼤ ⻑尾) 

 

2.1.3 多パス HAZ 予測への拡張 
 多パス HAZ における後続パスの影響は焼き戻し領域、⼆

相域再加熱領域、再度完全にオーステナイト(γ)に逆変態する
領域に分けられ、⼆相域に再加熱された HAZ は粗⼤ MA を⽣
じて靭性が低下しやすいことが知られている。780、980MPa 級
鋼板のモデル鋼を⽤いて、靭性劣化が著しいことが想定される粗
粒 HAZ を⼆相域に再加熱した熱履歴（⼆相域加熱粗粒
HAZ）のシャルピー吸収エネルギーのデータ整備を⾏った。図
A1-3-(5)に⼆相域再加熱時の温度(Tp2)とシャルピー吸収エ
ネルギーの関係の例を⽰す。⼆相域再加熱によって1パスHAZ
と⽐較して吸収エネルギーが低下する結果が⾒られた⼀⽅で、
Tp2 が⾼くなると、シャルピー吸収エネルギーが改善する傾向が
得られた。⼆相域再加熱によって、旧γ粒界を覆うようにネックレ
ス状に連続した MA が形成されるが、Tp2 が⾼くなるにつれて、
逆変態γ量が増加し、靭性に悪影響と推定されるネックレス状
の MA が⽣成されなくなることが、Tp2 が⾼い温度でシャルピー
吸収エネルギーが⾼くなることの⼀因と推察される。なお、1 パス
HAZ と同等のシャルピー吸収エネルギーを⽰す場合であっても、
⼆相域再加熱によって硬さが低下していることから、本質的には
強度靭性バランスが低下していると考えられる。(神鋼) 

⼆相域加熱粗粒 HAZ におけるシャルピー吸収エネルギーの
予測に対しては、γの逆変態と炭素濃化した γ の正変態をモデ
ル化し、それを脆性破壊モデルに適⽤することにより靭性を予測
するモデルを構築した。570, 780MPa 級鋼板の⼆相域加熱
粗粒 HAZ の計算例を図 A1-3-(6)に⽰す。また、さらに、後続
パスによる焼戻しによって MA の硬さが低下してシャルピー吸収エ
ネルギーが向上する現象もモデル化している。（東⼤ 粟飯
原） 

また、本サブチームの HAZ 硬さ予測モデルにおいては、相変
態の計算と連結して、変態温度の情報を利⽤するモデルと、経
験式に基づきながら微量 B や析出元素影響など種々の冶⾦的
影響を考慮して硬さを予測可能な⾼度経験式モデルの開発を
⾏った。後者のモデルにおける⼆相域加熱粗粒 HAZ 硬さ予測
について以下に説明する。⼆相域再加熱部は、部分的に逆変
態したγが、その後の冷却過程で変態する領域と焼き戻される領
域が存在する。そのため、⼆相域再加熱時の逆変態γの量、再
度変態した部分の硬さ、焼き戻し部の析出や回復を考慮した計
算を⾏い、これら各領域の硬さの平均値を⼆相域再加熱部の
硬さとするモデルとした。⼆相域加熱粗粒 HAZ を模擬したフォー

 
図 A1-3-(5) ⼆相域再加熱温度と(a)-50℃平均吸
収エネルギー、(b)硬さの相関 

 
図 A1-3-(4) MCMC ステップ数とデータ同化計
算に基づくパラメータ推定に要する計算時間の関
係 

 
図 A1-3-(6) ⼆相域加熱粗粒 HAZ 靭性
(50J 遷移温度)の予測・実験の⽐較 
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マスター試験の硬さ測定値と⽐較した。図 A1-3-(7)は⼆相域加熱粗粒 HAZ 硬さの実測予測の⽐較で、±50HV の
精度で予測することができるようになった。また Hv に基づく応⼒ひずみ曲線の予測モデルを提案しており、図 A1-3-(8) 
は、⼆相域加熱粗粒 HAZ の応⼒ひずみ曲線の実測予測⽐較例であるが、両者はよく⼀致した(東⼤ 糟⾕)。 
 
2.2 逆問題解析検証 

980MPa 級鋼板 HAZ の低温靭性（-50℃）を確保するための成分・プロセス（溶接⼊熱）条件の逆問題解析
検証試験を⾏った。⺟材強度・靭性下限、合⾦コスト上限、炭素当量上限を規定し、HAZ 靭性を最⼤化する条件の
下、逆問題解析により成分設計を⾏い、⺟材の強度、シャルピー吸収エネルギー及び、1 パス HAZ の再現熱サイクル試
験材でシャルピー吸収エネルギーを評価した(検証成分︓Fe-0.06C-0.4Si-1.6Mn-2.0Ni-1.0Cr-0.5Mo-
others(Cu, Nb, V, Al))。表 1 A1-3-(1)に逆問題解析による各特性の計算値と実験検証の値を⽰す。逆問題解
析の HAZ 靭性は、計算⼊熱の範囲で最も低値な条件の結果を⽰している。実験検証の結果、目標とした⺟材の強
度・靭性を満⾜しつつ、HAZ 靭性についても 50J 遷移温度が-50℃以下となる成分設計が⾏えることを確認した。以
上のように溶接熱影響部の脆性破壊特性を題材
とした逆問題解析を推進して、検証実験まで完了
し、現時点で実⽤化されていない強度・HAZ 靭性
を確保する鋼板成分・溶接プロセス条件に対してリ
ーズナブルな⾃動設計が可能であることが⽰され
た。（神鋼、東⼤） 
 
2.3 MI システムへのモジュール実装 

開発した順問題モジュールは図 A1-3-(9)に⼊
出⼒関係を⽰すように、鋼材成分、溶接熱履歴
を⼊⼒情報とし HAZ のシャルピー吸収エネ
ルギーの出⼒を⾏う。順⽅向の計算が可
能となったことにより、最適化アルゴリズムと
組み合わせることで、制約条件下(鋼材コ
スト、炭素等量、HAZ 靭性 etc.)での鋼
材成分、熱履歴(溶接プロセス)を最適化
する逆問題解析を⾏うことができるようにな
っている。 また、順問題モジュールの予測
結果を基に靭性影響因⼦の⾃動診断や、
靭性改善策の助⾔を⾏う対話型材料設
計モジュールも開発済みである。（東⼤） 

 
図 A1-3-(9) 順問題モジュール(脆性破壊特性予測)の⼊出⼒の関
係 

表 A1-3-(1) 逆問題解析検証試験結果 

 
※目標値︓⺟材強度(引張強度)>980MPa（20mm） 
         ⺟材靭性(50J 遷移温度)<-40℃ 
        HAZ 靭性(50J 遷移温度)<-50℃ 
※⼊熱条件︓4-8kJ/mm

 
図 A1-3-(7) ⼆相域加熱粗粒 HAZ 硬さの予
測・実験の⽐較 
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round

step

Input: traindata_GP, traindata_BL
round=1; step=1; finish=0;
Trf <- max of Tr within traindata_BL
while ( no top10 is included in traindata_BL )

Construct BL model with traindata_BL
while ( no top10 is included in traindata_GP )

hyperparameter tuning, construct GP model with traindata_GP

calculate FoM for 5.76million heat input case

Extract and add top10 FoM model which is not included in traindata_GP
calculate and synthesize HAZ_shape_factors of added traindata_GP
step++;

Extract new_BL which is not included in traindata_BL
calculate and synthesize Tr of new_BL with traindata_BL
Trf <- max of Tr within traindata_BL
round++; step = 1;

return Trf
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サブチーム名 A1-5-1 製品応⽤ MI（スポット溶接） 
サブチームリーダー 近藤 隆明（⽇産⾃動⾞(株)） 
参画機関 ⽇産⾃動⾞(株)、東京⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
 
1.1 背景・目的 

地球温暖化の抑制のために、⾃動⾞から排出される⼆酸化炭素の削減が強く求められている。燃費向上が⽅策の⼀
つとなるが、最近の衝突安全性能の向上と共に⾞両重量も重くなる傾向にあり、燃費への跳ね返りが懸念される。 
 ⾞両重量を現モデル同等以下としつつ、これらの⾼い要求性能を満⾜する⾃動⾞の実現のために、超ハイテンの適⽤
拡⼤による軽量化が積極的に進められている。⽇産⾃動⾞で 2014 年、2017 年と相次いで世界初の⾼成形性超ハ
イテンを採⽤している。従来の鋼板では⾼強度化によって成形性が悪化するため適⽤可能な部品が限られるが、本技術
では成形性を確保しつつ強度を上げることにより、適⽤部品を拡⼤することで⼤幅な軽量化を達成した。 
 ただ、この⾼延性超ハイテンの強度・伸び性能を達成するためには、炭素含有量を増やさなければならず、それにより溶
接性悪化、具体的には⼗字引張強度の低下が懸念された。⽇産⾃動⾞は⾼炉各社と協業し、溶接性を改善する条
件を開発・適⽤することで従来鋼と同等の溶接性を確保している。 
 今後、更なる軽量化を実現するために、ISMA 等で 1.5GPa 級の強度と伸び 20%を持つ材料の開発が進められてい
るが、このような次世代ハイテンでは炭素含有量が更に多くなり、溶接性が⼤きな課題となることが想定される。 
 本研究では、この⾼炭素含有の次世代ハイテンを適⽤するにあたり、想定される溶接性課題を解決するべく、MI シス
テムを活⽤して最適な溶接条件を短期間で探索し、次世代ハイテン適⽤を早期実現することを目的としている。 
 

図 A1-5-1-(1) 各種ハイテンの強度伸びバランスと炭素含有量 
 
1.2 目標   
 本研究では以下 2 点を最終目標とする。 
①ターゲットとしている 0.3〜0.4mass%の炭素を含有するハイテンを対象とし、テンパー通電やリン偏析緩和条件など

を含めた溶接条件で作製した溶接試験⽚の強度予測ができるようになる順解析モジュールの開発と MI システムへの
導⼊を⾏う。 

②対象鋼種にたいして目標の溶接強度を達成するための逆解析を実施し、現状の量産設備で実施可能な範囲で強
度、破断モードを達成する溶接条件を⾒出す。MI システムに提案された溶接条件において実証実験を⾏い必要な
強度、破断モードを達成することを確認する。 
 

32

第２章　各領域・チームの成果報告



サブチーム名 A1-5-1 製品応⽤ MI（スポット溶接） 
サブチームリーダー 近藤 隆明（⽇産⾃動⾞(株)） 
参画機関 ⽇産⾃動⾞(株)、東京⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
 
1.1 背景・目的 

地球温暖化の抑制のために、⾃動⾞から排出される⼆酸化炭素の削減が強く求められている。燃費向上が⽅策の⼀
つとなるが、最近の衝突安全性能の向上と共に⾞両重量も重くなる傾向にあり、燃費への跳ね返りが懸念される。 
 ⾞両重量を現モデル同等以下としつつ、これらの⾼い要求性能を満⾜する⾃動⾞の実現のために、超ハイテンの適⽤
拡⼤による軽量化が積極的に進められている。⽇産⾃動⾞で 2014 年、2017 年と相次いで世界初の⾼成形性超ハ
イテンを採⽤している。従来の鋼板では⾼強度化によって成形性が悪化するため適⽤可能な部品が限られるが、本技術
では成形性を確保しつつ強度を上げることにより、適⽤部品を拡⼤することで⼤幅な軽量化を達成した。 
 ただ、この⾼延性超ハイテンの強度・伸び性能を達成するためには、炭素含有量を増やさなければならず、それにより溶
接性悪化、具体的には⼗字引張強度の低下が懸念された。⽇産⾃動⾞は⾼炉各社と協業し、溶接性を改善する条
件を開発・適⽤することで従来鋼と同等の溶接性を確保している。 
 今後、更なる軽量化を実現するために、ISMA 等で 1.5GPa 級の強度と伸び 20%を持つ材料の開発が進められてい
るが、このような次世代ハイテンでは炭素含有量が更に多くなり、溶接性が⼤きな課題となることが想定される。 
 本研究では、この⾼炭素含有の次世代ハイテンを適⽤するにあたり、想定される溶接性課題を解決するべく、MI シス
テムを活⽤して最適な溶接条件を短期間で探索し、次世代ハイテン適⽤を早期実現することを目的としている。 
 

図 A1-5-1-(1) 各種ハイテンの強度伸びバランスと炭素含有量 
 
1.2 目標   
 本研究では以下 2 点を最終目標とする。 
①ターゲットとしている 0.3〜0.4mass%の炭素を含有するハイテンを対象とし、テンパー通電やリン偏析緩和条件など

を含めた溶接条件で作製した溶接試験⽚の強度予測ができるようになる順解析モジュールの開発と MI システムへの
導⼊を⾏う。 

②対象鋼種にたいして目標の溶接強度を達成するための逆解析を実施し、現状の量産設備で実施可能な範囲で強
度、破断モードを達成する溶接条件を⾒出す。MI システムに提案された溶接条件において実証実験を⾏い必要な
強度、破断モードを達成することを確認する。 
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1.3 研究開発の実施項目、体制 
 
(１)  実施項目 

本研究では、東京⼤学と⽇産⾃動⾞共同で次世代超ハイテンを溶接可能な最適条件の探索を短期間で⾏うため
の順解析手法の開発とその活⽤による溶接条件最適化手法を確⽴する。溶接部の強度、破断モードの予測については
以下の①〜⑤のモジュールをつなげた解析モデルを⽤いる。 
 
①温度予測モジュール︓材料成分と溶接条件から Sysweld を⽤いて溶接部の温度履歴解析を⾏う。 
②硬さ分布予測モジュール︓①で解析した温度履歴および材料成分から溶接部の硬さ予測を⾏う。 
③S-S 曲線予測モジュール︓予測された溶接部の硬さより Swift の式により応⼒-ひずみ曲線に変換する。 
④溶接強度予測モジュール 
︓溶接部形状、各要素の応⼒-歪曲線より Abaqus にて有限要素法解析を⾏い、溶接部強度および破断モードを予

測する。破断モードについては、Cohesive モデルを導⼊し、溶接部の組織、硬さから適切な靭性値を設定し、界面
破断⽅向とプラグ破断⽅向のいずれが優位かを判定する。 

⑤溶接部靭性予測モジュール 
 ︓溶接部の破壊靭性値により荷重-ストローク線図の破断判定クライテリアが変わり、靭性値が⾼いほど破断強度が⾼

くかつプラグ破断になりやすい傾向にある。溶接部の破壊靭性値は基本的にナゲット周辺部位の硬さもしくは脆化元
素の低減が寄与する。それらの要因と破壊靭性値の相関を⾒出し、溶接条件や成分をインプットとした予測を⾏う。 

 
(２) 実施体制 
東京⼤学と⽇産⾃動⾞は下表の体制で研究を進める。 

   表 A1-5-1-(1) 各実施項目に対する実施内容と分担 
モジュール 実施内容 責任分担 
温度予測 溶接条件、材料成分から溶接部温度履歴解析を⾏う(Sorpas) 

Sysweld を⽤いた温度履歴解析検証 
⽇産 
東⼤ 

硬さ予測 各材料と溶接条件でサンプルを作製 
硬さ分布測定、予測式の導出 

⽇産 
東⼤ 

S-S 曲線予測 すでに確⽴されたモジュールの改良 東⼤ 
溶接部強度予測 各材料と溶接条件でサンプルを作製、データ測定 

モデル作成、解析条件開発 
⽇産 
東⼤ 

溶接部靭性予測 ⾼ C 材および溶接性改善条件での実験データ取得、予測式の導出 
モジュール化とシステム導⼊ 

⽇産 
東⼤ 

 
2. 研究開発の成果 

図 A1-5-1-(2)に本研究課題で作成した WF の概略図を示す。WF を構成する各モジュールのうち，熱履歴モジュ
ールと硬さモジュールに関しては 2019 年度にそれぞれ⽇産、東⼤で開発したものである。硬さ予測モジュールは 2021
年度までに材料成分およびテンパー通電等を含む複雑な溶接条件でも予測できるように改良している。また、強度予測
について開発を⾏ったものは Gurson モデルと破壊靭性予測、Cohesive モデル、ならびにこれらを組み込んだ FEM 解
析モジュールである。Gurson モデルは、HAZ での延性破壊により引き起こされるプラグ破断を予測することを目的に導⼊
した。また、破壊靭性予測ならびに Cohesive モデルはナゲット破断を予測することを目的に導⼊した。なお、Gurson モ
デルのパラメータは DP 鋼に HAZ を模擬した熱処理を施した試料で得られた文献値を⽤いている。また、破壊靱性予測
では、様々な炭素量のマルテンサイト鋼の破壊靱性値に関する文献値を⽤いている。2022 年度までに⾼炭素含有鋼
に対応するため拡張を⾏う。 

 

          図 A1-5-1-(2)  モジュールの繋がり⽅、⼊⼒パラメータ、出⼒結果など 
 
  図 A1-5-1-(3) に溶接性改善を目的としたテンパー通電条件における溶接部温度履歴、図 A1-5-1-(4)に硬さ予
測結果を示す。複雑な溶接条件においても以下の点を考慮することで⾼い精度の硬さ予測が可能となった。 
・Ac1、Ac3 点は、スポット溶接の急激な昇温条件のため、通常の値よりかなり⾼くなっているものと推察されるため、 
対象の鋼板において、AC1 は+80〜140℃、Ac3 は+80℃〜＋200℃とすることで予測が可能。 

・テンパー効果を表す f(λ)も、修正 Ac1、Ac3 に対応して修正した。 
・マルテンサイトの焼戻し効果には、C 濃度に依存する係数を⽤いた。 

 
               図 A1-5-1-(3)  溶接性改善条件での溶接部温度履歴の例 
 

図 A1-5-1-(4)  溶接性改善条件での溶接部硬さ予測の例  
 
図 A1-5-1-(5)に作成した WF を⽤いて予測された破断までの荷重変位曲線と実測データを⽐較した例を示す。作

成した WF を⽤いて⼗分な精度で最⾼荷重が予測できていることが分かる。この例ではナゲット破断となることが WF から
予測されたが、実際の試験においてもプラグ破断ではなく、ナゲット破断となっていることも分かる。 
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          図 A1-5-1-(2)  モジュールの繋がり⽅、⼊⼒パラメータ、出⼒結果など 
 
  図 A1-5-1-(3) に溶接性改善を目的としたテンパー通電条件における溶接部温度履歴、図 A1-5-1-(4)に硬さ予
測結果を示す。複雑な溶接条件においても以下の点を考慮することで⾼い精度の硬さ予測が可能となった。 
・Ac1、Ac3 点は、スポット溶接の急激な昇温条件のため、通常の値よりかなり⾼くなっているものと推察されるため、 
対象の鋼板において、AC1 は+80〜140℃、Ac3 は+80℃〜＋200℃とすることで予測が可能。 

・テンパー効果を表す f(λ)も、修正 Ac1、Ac3 に対応して修正した。 
・マルテンサイトの焼戻し効果には、C 濃度に依存する係数を⽤いた。 

 
               図 A1-5-1-(3)  溶接性改善条件での溶接部温度履歴の例 
 

図 A1-5-1-(4)  溶接性改善条件での溶接部硬さ予測の例  
 
図 A1-5-1-(5)に作成した WF を⽤いて予測された破断までの荷重変位曲線と実測データを⽐較した例を示す。作

成した WF を⽤いて⼗分な精度で最⾼荷重が予測できていることが分かる。この例ではナゲット破断となることが WF から
予測されたが、実際の試験においてもプラグ破断ではなく、ナゲット破断となっていることも分かる。 
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               図 A1-5-1-(5)  スポット溶接部の破断予測結果と実測値の⽐較 
 
図 A1-5-1-(6)に作成した WF を⽤いて⾏った逆解析の結果を示す。スポット溶接においては、電流・時間・荷重・電

極径など、様々なパラメータを調整することで最適な溶接条件の探索が⾏われる。⼀般にナゲット径が小さい場合はナゲ
ット破断、その後ナゲット径がある寸法を超えるとプラグ破断になると言われ、溶接条件の探索ではナゲット部の破壊靭性
値とナゲット径の両者を調整することを意図した調整が⾏われる。ここでは簡単のため、破壊靱性値が⼀定とし、最適な
ナゲット径を⾒出すことを逆問題の目的とした。WF を⽤いた解析においてもナゲット径が小さい場合はナゲット破断し、ナ
ゲット径がある値を超えるとプラグ破断に移⾏することが分かる。 
 

   図 A1-5-1-(6)  ナゲット径と破断形態の予測 
 
 

 図 A1-5-1-(7)に様々な材料および溶接条件で作製したサンプルでの強度評価結果を示す。炭素含有量が
0.3mass%を超える材料は溶接部硬さが 600Hv 程度となるが、この領域で条件探索を⾏っても強度向上が⾒られな
い。必要強度を満⾜させるためには 550Hv 以下の硬さを達成することが必要である。溶接部の硬さは溶接中のテンパー
通電や後熱と呼ばれるステップでの総⼊熱量に⽐例する(図 A1-5-1-(8))。本関係よりできるだけ短時間で 550Hv 以
下を達成する後熱条件を⾒出すことが⾼炭素含有鋼の溶接条件改善の第⼀ステップであることがわかる。目標強度を
達成する溶接条件の例を図 A1-5-1-(9)に示す。 
  550Hv 以下の領域では、ナゲット径拡⼤などの改善⽅策も有効であるが、本領域での最適化に対応するべく靭性
値予測については引き続き検討を⾏う。 
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図 A1-5-1-(7)  各種材料および溶接条件における溶接部硬さと強度の関係 
 

図 A1-5-1-(8)  後熱での総⼊熱量に対する溶接部硬さ 

 
図 A1-5-1-(9)  溶接強度改善条件の例 

 
 
 
 
 

36

第２章　各領域・チームの成果報告



図 A1-5-1-(7)  各種材料および溶接条件における溶接部硬さと強度の関係 
 

図 A1-5-1-(8)  後熱での総⼊熱量に対する溶接部硬さ 

 
図 A1-5-1-(9)  溶接強度改善条件の例 
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サブチーム名 A1-5-2 製品応用 MI（2000 系アルミニウム合⾦） 
サブチームリーダー 奥野 好成（昭和電工(株)） 
参画機関 昭和電工(株)、東京⼤学、物質・材料研究機構 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

2000 系、7000 系を中心とする⾼強度アルミ合⾦が急激に伸びると市場予測されている。2018 年の市場規模は
379 億 USD＝約 3.8 兆円。（1USD=100JPY 想定）であり、2018-2023 の年平均成⻑率（CAGR; 
Compound Annual Growth Rate）は 7.8%で、2023 年に 552 億 USD＝約 5.5 兆円になると予想されてい
る。また、航空機、⾃動⾞軽量化への展開が市場の成⻑ドライバであり、地域としてはアジアパシフィックが成⻑すると⾒
込 ま れ て い る （ https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/high-strength-aluminum-
alloy.asp）。実際、HV ⾞・PHV ⾞増加により⾃動⾞の内燃機関⽤軽量部品の需要が増えている（図 A1-5-2-
(1)）。 

  
図 A1-5-2-(1) 乗⽤⾞販売台数予測 https://sgforum.impress.co.jp/article/1944?page=0%2C3 
 
アルミ合⾦部材の大きな課題としては、強度があげられる。特に、⾃動⾞関連部材においては、⾼温での強度に対す

る要求が増している。 
しかしながら、その要求に答えられていない現状にある。例えば、昭和電工での実績で言えば、200℃で 290MPa の

引張強度であるが、顧客から得られる情報を勘案すると、200℃で 400MPa が望まれる特性である。しかも、他の特性
（軽量性、耐衝撃性、加工特性、耐傷性、リサイクル性、コスト）を維持して達成しなければならないので容易ではない。 

従って、⾼温強度を有するアルミ合⾦の開発が望まれている。昭和電工の出口イメージは以下の特性を示す材料提
案を MI によって⾏うことである。 

①軽量化とそれに伴う強度低下・コスト増加を回避できる材料。 
②多数の要求特性を維持しつつ⾼温強度を向上し得る材料。 

 
1.2 目標   

本サブチームの出口イメージは、①軽量化とそれに伴う強度低下・コスト増加を回避できる材料、②多数の要求特性
を維持しつつ⾼温強度を向上し得る材料、の提案を MI によって⾏うことである。 

目標特性としては、200℃で 400MPa と設定したがこれは⾼い目標設定である。2000 系アルミ合⾦部材は⾼強度
であることが特徴である。しかしながら、それは、「室温において」という但し書きが付く。本研究課題で求められることは、室
温だけでなく、⾼温領域においても⾼強度を示すことが必要である。⾼温になると強度が急激に減少してしまうからである
（http://www.zerocut-watanabe.co.jp/handbook̲p2/）。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）⾃動⾞部品向けアルミ製品の製造プロセス最適化（昭和電工株式会社） 

 ●200℃で 400MPa の合⾦製造条件の提案 
 ●提案の妥当性のシミュレーションでの検証 
2) ⾃動⾞部品向けアルミ製品の製造プロセス最適化（東京大学） 
 ●逆問題解析ワークフローの構築 
 ●ニューラルネットワークによるアルミ合⾦特性逆問題 MI システムの MInt システムへの実装 
3) ⾃動⾞部品向けアルミ製品の製造プロセス最適化（物質・材料研究機構） 
 ●順問題解析ワークフローの動作検証 
 ●ニューラルネットワークによる 2000 系アルミ合⾦特性逆問題 MI システムの⾼速化 
 
(２)  実施体制 
参画機関の役割、相互関係を図 A1-5-2-(2)に示す。  

 
図 A1-5-2-(2) 本テーマの実施体制 
 
2. 研究開発の成果 
2-1. 実施項目 
1)2000 系アルミ合⾦データベースの構築（昭和電工） 
 ●公開されているアルミ合⾦データの収集と収集したデータの構造化 
2)ニューラルネットワークのベイズ学習による予測モデル構築（昭和電工、NIMS、東大） 
 ●ニューラルネットワークのベイズ学習による室温特性・⾼温特性の予測モデル構築 
3)中間層の理論的説明（昭和電工、東大） 
 ●CALPHAD 法や LSKWN 法に基づく、組成・プロセス条件と組織、組織と特性の紐づけ 
4)組成・プロセス条件の提案（昭和電工） 

●逆問題解析ツールの開発と⾼温強度特性有するアルミ合⾦を作成する組成・プロセスの提案 
 
2-2. 主な成果 
1)2000 系アルミ合⾦データベースの構築（昭和電工） 
一般に公開されているデータまたはシミュレーターを⽤いて、冗⻑性を担保したまま機械可読性の⾼いデータベースを完成
した（図 A1-5-2-(3)）。MatWeb（http://www.matweb.com/）のデータベースと日本アルミニウム協会
（https://www.aluminum.or.jp/）のデータベースから、必要な情報を得、ミス記載等を削除し、空欄を文献や特
許情報等から埋めるという、多大な手作業を伴ったものであったことを指摘しておく。 

  
図 A1-5-2-(3) 完成した、冗⻑性を担保したまま機械可読性の⾼いデータベース抜粋 
 
 

東大︓プロジェクト推進、原
理原則究明、仮説の裏付け

NIMS︓AI基盤構築、レプリカ
交換法開発、並列化、⾼速化

昭和電工︓AIモデル改良・AI解析実
施・DB構築・組織シミュレーション実施

連携体制図
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2) ニューラルネットワークのベイズ学習による予測モデル構築（昭和電工、NIMS、東大） 
完成させたデータベースを⽤いて、ベイジアン線形ニューラルネットワーク（図 A1-5-2-(4)）による学習を、レプリカ交換
モンテカルロ法（図 A1-5-2-(5)）で⾏った。説明変数は、Si 等の添加元素量、アニーリング・溶体化・⼈工時効の有
無、中間層はノード数２の１層、目的変数は室温での引張強度と耐⼒とした。今回、室温での予測にしたのは、データ
数の問題で、⾼温のデータ数が少なかったためである。 

  
図 A1-5-2-(4) ベイジアンニューラルネットワーク 

  
図 A1-5-2-(5) レプリカ交換モンテカルロ法のイメージ 
 
その結果、引張強度で R2＝0.92、耐⼒で R2=0.86 で、非常に良い予測精度となった（図 A1-5-2-(6)）。室温
での結果ではあるが、2019 年度の目標（スパースモデル適⽤による、予測モデルの精度向上（R2>=0.6）、プロセ
ス条件取り込みの試⾏的実施と、それによる予測モデルの精度向上（R2>=0.7））を大きく上回る結果が得られ、
⾼精度予測の目途が⽴った。 

  
図 A1-5-2-(6) 引張強度・耐⼒の実測値と MI 予測値 
 
 当初は、室温での強度予測目途は⽴ったものの⾼温での強度予測目途がデータ不⾜のため⽴っていなかった。 
そこで、⾼温データを集めるとともに、転移学習を活⽤して、少ないデータでも予測精度を向上させるよう取り組んだ。 
⾼温データを特許や論文等から収集し、140 個の⾼温データを揃えることができた（図 A1-5-2-(7)）。 

  
図 A1-5-2-(7) 収集した⾼温データの分布 
 
 ただし、⾼温データは、いろんな温度が混ざっているため、どのように学習させるかにかなりの試⾏錯誤を要した。実際、
種々の転移学習を試⾏錯誤し、⾼温データ予測にどのニューラルネットワークモデルが良いかを試した。 

その結果、最終的には、2000 系⾼温特性 外挿予測の精度（200℃未満を学習して、200℃以上を予測）で引
張強度 R2=0.628 となり、目標の R２＞＝0.6 を達成した（図 A1-5-2-(8)）。 

  
図 A1-5-2-(8) 200℃以上の⾼温測定を、200℃未満のデータを学習して外挿予測した結果 
 

なお、ニューラルネットワークのパラメータをレプリカ交換モンテカルロ法によってグローバル最適化した後には、逆問題解
析を逆⾏列計算により解析的に実⾏することが可能である（図 A1-5-2-(9)）。 

  
図 A1-5-2-(9) ニューラルネットワークにおける逆問題解析 
 

更に、⾼温データを追加した更なる学習によって R2＝0.880 となり（図 A1-5-2-(10)）、R2＞＝0.7 は達成し
た。 

  
図 A1-5-2-(10) 200℃での⾼温度引張強度の実測値（横軸）とニューラルネットワーク予測値（縦軸） 
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 「他の特性精度が R2＞＝0.8 に達していること」に関しては、データ拡充によって室温〜⾼温での 0.2％耐⼒の予測
精度は R2＝0.945 となり目標達成、また、伸びの予測精度も R2＝0.888 となり、目標達成した（図 A1-5-2-
(11)）。 

   
図 A1-5-2-(11) 0.2％耐⼒の実測値ｖｓ予測値、伸びの実測値と予測値 
 
3)中間層の理論的説明（昭和電工、東大） 
 「中間層の解釈が出来ていること」に関しては、中間層の各ノードのそれぞれの重み（図 A1-5-2-(12)）から、強化
機構の説明が可能となった。この結果は、アルミ合⾦開発者の経験的知⾒と合致するものである。中間層ノード No.1 に
ついては、Si, Mg, Zr 添加量を最大に、Cu, Cr 添加量を最⼩にして相分率図を描いている。図 A1-5-2-(13)から、
Al3Zr はα-Al よりも⾼い温度で晶出し、微細な結晶粒構造を形成してアルミ合⾦を強化することを示唆している。また、
典型的な⼈工時効温度である 180℃では Guinier-Preston（GP）ゾーン由来のβ-Mg2Si と θ-Al2Cu が析出し、
時効硬化に寄与することが分かる。中間層ノード No.2 については、図 A1-5-2-(12)から、Mn が多く、Si が少ないと⾼
強度合⾦になることが示唆されていたので、データセットに含まれる最大の Mn 添加量と最⼩の Si 添加量（他の添加元
素の添加量は中央値）を含むアルミ合⾦に対する相分率図を描いた。典型的な溶体化温度である 500℃では、
Al28Cu4Mn7が析出している。この結果は、Al28Cu4Mn7の析出が微細な結晶粒構造を実現し、アルミ合⾦を強化
することを示唆している。それに対し、Al8Fe2Si が形成されるとアルミ合⾦が弱くなり、中間層ノード No.2 では最⼩の Si
添加量が好まれるという結果と一致する。 

      
図 A1-5-2-(12) 中間層の重みづけ 

     
図 A1-5-2-(13) 中間層に対応する熱⼒学平衡結果 
 

4)組成・プロセス条件の提案 
「200℃で 300MPa の提案が出来ていること」に関しては、図 A1-5-2-(15)に示すように目標特性を達成する組成

が⾒つかっている。400MPa を超えるポテンシャルを有するものも提案できている。ニューラルネットワークのベイズ推定値の
確からしさがシミュレーションと事後分布で問題ないことを確認した。 

    
図 A1-5-2-(14) 温度依存考慮の特性予測ニューラルネットワーク構築 

 
図 A1-5-2-(15) 構築したニューラルネットワークでの予測値:200℃で 400MPa 程度を提案 
 
「事後分布の評価（予測の信頼区間）」と「ニューラルネットワークによる 2000 系アルミ合⾦特性・逆問題 MI システ

ムのモジュールを完成」を完了した（図 A1-5-2-(16)、図 A1-5-2-(17)）。 

  
図 A1-5-2-(16) 特性予測のベイズ事後分布評価 
 

  
図 A1-5-2-(17) 開発した逆問題 MI システム 
 
 

No.
引張
強度

予測値
(MPa)

0.2%
耐⼒

予測値
(MPa)

引張
強度
>340
(Mpa)
確率%

1 332 289 3.9

2 339 284 53.5

3 343 299 70.6

4 341 298 58.3

5 396 347 98.5

6 399 351 99.1

7 414 363 100
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チーム名 A2 プロセスデザイン 
チームリーダー 渡邊 誠（物質・材料研究機構）、岩崎 勇⼈（川崎重⼯業(株)） 
参画機関 物質・材料研究機構、川崎重⼯業(株)、⼤阪⼤学、東北⼤学、兵庫県⽴⼤学、 

名古屋⼤学、九州⼤学、(株)神⼾製鋼所、岐⾩⼤学、東京⼤学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 A2 "プロセスデザイン"では、マテリアルズインテグレーション（MI）技術を、航空宇宙分野において重要なニッケル基合
⾦あるいはチタン合⾦といった耐熱合⾦の開発に展開することを⼤きな目的とした。材料プロセスとして、航空機への適⽤
が急速に広まりつつあり、世界中で激しい開発競争が展開されている 3D 積層造形や粉末冶⾦、鍛造プロセスを対象と
し、求められる特性や性能予測に対して、必要なモジュールやそれらをつなぎ合わせたワークフローの開発を⾏った。構築
した順問題解析のワークフローを基盤として、最適なプロセス条件や材料組成範囲などを、効率良く導き出す逆問題 MI
技術の開発を進め、産学官が連携することで MI による材料開発を加速するための技術開発を実施した。 
 
1.2 実施概要、体制 
 本研究テーマでは、「粉末製造プロセス」「3D 積層造形プロセス」「鍛造プロセス」を対象として、A2-1~A2-6、A2-8、 
A2-10 の８サブテーマを推進し、各プロセスにおいて重要となる、組織特徴量や材料特性、あるいは疲労やクリープ性能
を予測する技術を開発した。Ni 基合⾦を対象に粉末製造プロセス最適化（A2-3）、3D 積層造形プロセスの数値シ
ミュレーション (A2-1)、3D 造形に適した合⾦探索のための γ'析出予測（A2-2）、時効熱処理による組織予測とそ
れに基づく強度および疲労などの性能予測（A2-4）、粉末成形体の焼結解析技術（A2-5）について、ベイズ最適
化や統計モデル、数値シミュレーション、実験データベースなどを活⽤し、開発を進めた。また、チタン合⾦を対象として、⾼
ひずみ域を含む鍛造プロセス解析技術（A2-6）、積層造形および固相焼結チタン合⾦の固溶強化量予測技術
（A2-8）の開発を実施した。開発したモジュールやワークフローについて、A4 チームと連携して MInt への実装を⾏うとと
もに、出⼝側課題である C1 および C2 チーム、A5 チームとの連携による成果を挙げた。 
 

  

 
図 A2-(1)  A2 チーム実施体制と各サブテーマ取り組み 

 

サブチーム名 A2-1 粉末３D 造形プロセス MI 
サブチームリーダー 渡邊 誠（物質・材料研究機構） 
参画機関 物質・材料研究機構、⼤阪⼤学、東北⼤学、兵庫県⽴⼤学、川崎重⼯業(株) 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

三次元（3D）積層造形プロセスは、コンピュータ上のデザインにそって、原材料を積層していくことで、切削等の加工
を⾏わずに、三次元構造体を直接作成可能なプロセスである。従来技術では困難な複雑形状部材の作製や、一体製
造による必要部品数の低減が可能である。さらに加工による原料廃棄を抑制し、コスト削減や低環境負荷が期待できる
ことから、様々な産業分野において、活発な技術開発と実用化が進められている。特に、⾼強度⾦属材料など難加工
性材料を利用し、少量で⾼品質な製品が求められる航空機産業やエネルギー関連産業において、今後ますます利用が
進むと考えられている。⾼性能耐熱合⾦部材製造に対する、本プロセスの適用では、プロセス中の欠陥発生の抑制や、
組織・⼒学特性の最適化が重要となっている。このため、三次元積層造形プロセスに適した材料選定あるいは開発と、プ
ロセス条件の最適化が鍵となる。新しい材料の開発には従来、非常に⻑期に渡る研究が必要であったため、MI 技術活
用による開発期間短縮への大きな期待がある。そこで、本サブチームでは、欠陥発生を抑制でき、かつ要求⼒学特性を
満足する材料開発を加速するための MI 技術の開発を目指す。計算科学いわゆる Integrated Computational 
Materials Engineering (ICME)を活用した材料開発は、欧米で非常に活発な取り組みがなされている。中でも米国
QuesTek Innovations 社が多くの実績を挙げており、3D 造形用材料開発プロジェクトも複数の⾦属材料について進
められている。日本でも国を挙げての技術開発が必要不可欠な状況にある。 
 
1.2 目標   

従来、多くの実験と時間、費用が必要となっている粉末 3D 積層造形プロセスにおける最適なプロセス条件範囲の決
定や、プロセスに適した材料選定、新しい合⾦開発を支援し加速するための MI 技術を開発する。レーザ照射での吸熱
急冷過程による凝固組織やき裂発生の予測、造形中の繰り返し加熱よるγʼ析出挙動の予測、また形成された組織か
ら⼒学特性を予測する技術を開発し、MInt へ実装することを目的とする。また、プロセス中のき裂発生を抑制する新しい
合⾦組成を MI システムにより探索し、C1 チームと連携して出口側課題での材料開発を支援する。 

 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
１）3D 積層造形プロセス MI（物質・材料研究機構） 
 ●SIP プロジェクトにおいて開発してきた各予測技術について、MInt への実装のために必要な各プログラムの修正を進

め、順次実装を完了する。例題について、各モジュールが問題無く計算できることを検証する。 
 ●離散要素法によるパウダーベッド形成解析、流体解析による温度場予測技術、流動解析と連成したフェーズフィール

ド法による凝固組織予測、結晶塑性解析による応⼒-ひずみ曲線予測技術の確⽴を目指す。 
 ●AE モニタリングによる実験データや⾼温⼒学試験結果などに基づき、き裂発生メカニズムの解明を⾏い、有限要素法

による応⼒場予測と組み合わせ、き裂発生挙動の解明を目指す。 
 ●C1 チームで要求される 3D 造形プロセス中のき裂発生を抑制できる新しい合⾦組成を MI システムにより探索、提案

し、実験による検証を⾏う。 
  
2) 3D 積層造形された Ni 基超合⾦の最適熱処理条件推定のための MI 技術開発（大阪大学） 
 ●2021 年度に基盤を構築した熱処理シミュレーションを、種々の凝固条件で生じる溶質偏析場を初期条件として実

施し、凝固セル境界での析出の予測手法へと発展させる。 
 ●3D 積層造形の凝固条件で形成される溶質偏析場を初期条件として種々の熱処理条件での析出シミュレーションを

実⾏し、その結果を基に最適な熱処理条件を導出する。 
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3) 3D 造形 Ni 合⾦の⾼温⼒学的特性の調査とその支配機構解明 (兵庫県⽴大学） 
●インコネル 738LC 合⾦、 ハステロイ X 合⾦に対して、加工熱処理シミュレータを用いて引き続き⾼温画像計測圧縮

試験を⾏い、⾼温真応⼒－真ひずみ曲線を得る。データベースとして A2-1 参画機関と共有するとともに、温度に依
存した真応⼒－真ひずみ曲線を表現できるモデル式を導出し、モジュールとして MInt へ実装する。 

●Spring-8 の放射光⾼輝度Ｘ線を利用して引張変形中の転位密度変化を測定できる引張試験その場透過Ｘ線
回折技術を確⽴し、3D 造形材の引張変形中の転位密度変化を調査する。転位密度の観点から⾼温変形挙動
の本質の解明を目指す。 

 
4) ⾦属 3D 積層造形材の機械学習による⼒学特性推定技術の開発（東北大学） 
 ●積層造形材の組織から⼒学特性を推定する手法を確⽴する。 
 ●レーザ積層造形 Ni 基合⾦（Hastelloy X、Inconel738LC）の組織データと⼒学特性のデータを機械学習させ、

組織特徴量から⼒学特性を推定する機械学習モデルを構築する。 
 
(2) 実施体制 

本サブテーマは 5 機関で構成されている。実施体制図を図 A2-1-(1)に⽰す。A2-1 では C1 での研究開発に貢献
できる MI 技術の開発を担う。そのために 3D 造形プロセス中の組織やき裂発生の予測技術の構築を進める。さらに、得
られた知⾒に基づいて、3D 造形プロセスに適した新しい合⾦組成の探索と選定を、C1、A2-2、A2-3 と協⼒して実施
する。また、開発モジュールについて、A4 と連携して MI システム(MInt)への実装を進める。 
 

 
図 A2-1-(1)  A2-1 研究開発体制と他チームとの連携 

  

2. 研究開発の成果 
2.1 チーム全体の研究開発成果 
 

レーザ 3D 積層造形プロセスによる Ni 基合⾦を対象に、プロセス⇒組織⇒特性⇒性能の連関予測技術の開発を、
物理シミュレーションおよび機械学習を活用して実施した。図 A2-1-(1)に記載されているような個々の技術開発に、各
機関が取り組んだ。物質・材料研究機構（NIMS）では、パウダーベッド形成解析、流体解析によるパウダーベッドの溶
融凝固解析、流体解析と連成した凝固組織予測、組織情報に基づいた結晶塑性解析による応⼒ひずみ挙動の予測、
これらを物性値として反映した弾塑性解析に基づく凝固割れ予測技術について開発した。また、造形プロセス中の AE 計
測技術を開発し、き裂の発生時間や場所をモニタリングし、さらに AE 波形から欠陥タイプを分類することを可能とした。大
阪大学では、レーザによる大きな冷却速度、温度勾配下での凝固偏析、およびこの偏析に基づくγʼ析出挙動の予測技
術を開発するとともに、最適化した計算パラメータセットを提供した。兵庫県⽴大学では、⾼温応⼒-ひずみ曲線を⾼精
度に測定する実験手法を確⽴し、様々な温度での測定データを蓄積すると共に、温度に依存した応⼒-ひずみ曲線を
予測するためのモデル式を開発し、モジュールとして MInt へ実装した。また、Spring-8 の放射光⾼輝度 X 線を活用し
た⾼温その場引張試験装置を開発し、⾼温引張試験中の転位密度変化を測定することに成功した。東北大学では、
兵庫県⽴大で取得したデータなどを活用し、機械学習および有限要素法により、組織特徴量から⾼温応⼒-ひずみ曲
線予測技術を開発し、0.2%耐⼒および塑性変形域での予測誤差 10%以下を達成した。川崎重工業(株)では、企
業⽴場および MI 技術の社会実装の観点からプロジェクト成果最大化のための提⾔を継続して⾏い、出口側課題であ
る C1 チームとの連携推進を図った。その結果として、凝固割れに着目することで 3D 造形中にき裂発生を大幅に抑制可
能な新合⾦の実現や、フラットトップレーザによる純 Ni の単結晶造形技術など、非常にインパクトのある成果を A2-C1
連携の成果として挙げることが出来た。 

また A2-1 で開発された各予測技術はモジュールとして、A4チームとの連携のもと、MInt への実装を順次⾏った。A2-
1-(2)に実装を完了したいくつかのモジュールの MInt 上でのフロー図と、今年度の実装計画を⽰している。計画に沿って
順調に実装を進めている。 
 
 

 
図 A2-1-(2) MInt へ実装した各モジュールのフロー図と、2022 年度実装計画 (11 ⽉現在) 
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能な新合⾦の実現や、フラットトップレーザによる純 Ni の単結晶造形技術など、非常にインパクトのある成果を A2-C1
連携の成果として挙げることが出来た。 

また A2-1 で開発された各予測技術はモジュールとして、A4チームとの連携のもと、MInt への実装を順次⾏った。A2-
1-(2)に実装を完了したいくつかのモジュールの MInt 上でのフロー図と、今年度の実装計画を⽰している。計画に沿って
順調に実装を進めている。 
 
 

 
図 A2-1-(2) MInt へ実装した各モジュールのフロー図と、2022 年度実装計画 (11 ⽉現在) 
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2.2 個別機関の研究開発成果 
1) 3D 積層造形プロセス MI (NIMS(渡邊)) 
① 離散粒⼦法によるパウダーベッド形成解析とレーザ照射による溶融凝固解析（NIMS（⽚桐、草野）） 

離散要素法(DEM)により、パウダーベッドの形成シミュレーションを可能とした。
さらにこの結果を⼊⼒モデルとして、レーザ照射による溶融凝固挙動の流体解析
による予測へと、繋げることを可能とした。図 A2-1-(3)に解析例を⽰す。1000
個の原料粉末について、コーターを 50mm/s で移動させてパウダーベッドを形成
した。図では、この形成されたパウダーベッドに対し、レーザを照射し一往復させた
場合の流体解析による温度場について、俯瞰図および断⾯図で⽰している。レー
ザ出⼒ 300W、スキャン速度 750 mm/s の場合の解析結果である。この解
析では、オープンソースの流体解析プラットフォームである OpenFOAM に、テ
ラバイト社のレーザモジュールを適用し、パウダーベッド溶融挙動の解析が可能
なモデルを開発した。レーザの折り返し部においては、⾼温に保持される時間
が⻑くなることが定量的に⽰され、端部において気孔やき裂が生じやすい要因
であることが⽰唆された。 

② 格⼦ボルツマンマルチフェーズフィールド法による粉末床溶融解析と凝固組織の連成予測（NIMS（野本）） 
格⼦ボルツマン法による流動解析を取り⼊れた

温度場解析とマルチフェーズフィールド法を連成させ
た世界的にみても最先端の技術による組織予測
技術の開発を⾏った。これにより、レーザ照射による
溶融部の流動や蒸発反⼒、マランゴニ対流など、
さまざまな物理現象を考慮したマルチフィジックスに
基づく組織一貫予測が可能となった。解析ソルバはす
べて一から開発した。図 A2-1-(4)に開発された流体
解析ソルバによる、パウダーベッドのレーザスキャンに対する温度場(左上)、および断⾯における液相領域(左下)の計算
例を⽰している。材料は Inc738LC である。また、右図は、この流体解析計算と連成して予測された多結晶凝固組織
の 3 断⾯（スキャン⽅向に垂直な断⾯）での予測結果を⽰している。⾊の違いは結晶⽅位の違いを⽰している。基材
は柱状組織を模したものとなっており、今後、さらに予測精度を⾼めていく。 

③ A2-C1 連携による 3D 積層造形プロセスでの新合⾦開発・組織制御（NIMS（D.S. Bulgarevich）） 
 結晶粒径分布やアスペクト⽐分布など、統計的な組織特徴量から微視組織をコンピュータ内に再構築する技術につい
て確⽴し（図 A2-1-(5)左）、結晶
塑性解析を適用することで、微視組織
に基づく応⼒ひずみ挙動の予測技術を
開発した（図 A2-1-(5)右）。解析
には Damask2.0.3 を用いた。 
Inconel 738LC の 3D 造形材を対
象として、各種計算パラメータを最適化
することで、3D 造形体の引張試験データと
の誤差 10％以下を実現した。 

 

図 A2-1-(3) DEM によるパウダー
ベッド形成解析結果を⼊⼒モデルと
したレーザスキャンの流体解析例 

図 A2-1-(4) 格⼦ボルツマンマルチフェーズフィールド法プ
ログラムによるレーザ溶融-凝固組織予測の連成解析例. 

図 A2-1-(5) PC 内に再構成された Inc738LC 微視組織
(左)、結晶塑性解析による応⼒ひずみ曲線予測 (右) 

④ マルチトラック熱応⼒解析の確⽴（NIMS（草野）） 
 有限要素法を用いて、マルチトラックのレーザスキャン時に発生する温度場を導出し、温度場との弱連成解析により応
⼒場、ひずみ場解析モデルを構築した。図 A2-1-(6)に温度およびσxx の分布について計算例を⽰す（左図）。レーザ
出⼒、速度、ピッチ幅を変化させて計算することで、き裂発生につながる応⼒場あるいはひずみ場を低減可能なレーザ条
件を探索するツールとして利用できる。レーザ照射により、局所的・瞬間的に降伏応⼒に達する応⼒が発生しており、3
Ｄ造形材で観察される⾼い転位密度を裏付けていた。エネルギー密度が大きいほど、最大応⼒は低下する傾向が認め
られ（右図）、実験でのき裂密度観察結果とは反対の傾向であった。このことから、エネルギー密度の変化は、材料組
織を変化させ、材料の破壊靭性やき裂発生の臨界応⼒に影響していることが⽰唆された。 

 
図 A2-1-(6) マルチトラックレーザスキャン時の温度場およびσxx 分布（左）、点 A での温度と応⼒の変化(右) 

⑤ 凝固割れ予測によるプロセスマップ予測技術と、ベイズ最適化による逆問題 MI（NIMS（北野）） 
 凝固開始から完了までの固液共存域（BTR）に着目し、その間に蓄積される塑性ひずみ増分を指標として凝固割れ
予測技術を開発した。さらに、このフローにベイズ最適化を適用することで、少ない試⾏回数で凝固割れを抑制しつつも
最大のレーザ出⼒を適用できる、プロセス条件の探索を試みた。網羅計算では 42 回の試⾏に対し、ベイズ最適化では
6 回目の試⾏ですでに、最適条件を推定することが可能であり、逆問題 MI 手法の有用性を⽰すことが出来た。 

 
図 A2-1-(7) 凝固割れプロセスマップ予測フロー（左）および、ベイズ最適化による最適条件探索(右) 

⑥ 造形プロセス中の AE(Acoustic Emission)計測と、き裂分類（NIMS（伊藤）） 
3D 造形プロセス中のき裂発生挙動を解明し、計算による
予測へと繋げるために、AE 法による造形中の欠陥モニタリ
ング技術を開発した(図 A2-1-(8))。微視き裂の発生が
レーザの⾛査経路に強く依存し、また、造形体端部におい
て、き裂が生じやすいことが明らかとなった。また、異なる条
件での試料造形を同時にモニタリングすることで、プロセス
最適化を効率的に⾏うことが可能となった。 図 A2-1-(8) 造形プロセス中の AE 計測と位置標定 
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④ マルチトラック熱応⼒解析の確⽴（NIMS（草野）） 
 有限要素法を用いて、マルチトラックのレーザスキャン時に発生する温度場を導出し、温度場との弱連成解析により応
⼒場、ひずみ場解析モデルを構築した。図 A2-1-(6)に温度およびσxx の分布について計算例を⽰す（左図）。レーザ
出⼒、速度、ピッチ幅を変化させて計算することで、き裂発生につながる応⼒場あるいはひずみ場を低減可能なレーザ条
件を探索するツールとして利用できる。レーザ照射により、局所的・瞬間的に降伏応⼒に達する応⼒が発生しており、3
Ｄ造形材で観察される⾼い転位密度を裏付けていた。エネルギー密度が大きいほど、最大応⼒は低下する傾向が認め
られ（右図）、実験でのき裂密度観察結果とは反対の傾向であった。このことから、エネルギー密度の変化は、材料組
織を変化させ、材料の破壊靭性やき裂発生の臨界応⼒に影響していることが⽰唆された。 

 
図 A2-1-(6) マルチトラックレーザスキャン時の温度場およびσxx 分布（左）、点 A での温度と応⼒の変化(右) 

⑤ 凝固割れ予測によるプロセスマップ予測技術と、ベイズ最適化による逆問題 MI（NIMS（北野）） 
 凝固開始から完了までの固液共存域（BTR）に着目し、その間に蓄積される塑性ひずみ増分を指標として凝固割れ
予測技術を開発した。さらに、このフローにベイズ最適化を適用することで、少ない試⾏回数で凝固割れを抑制しつつも
最大のレーザ出⼒を適用できる、プロセス条件の探索を試みた。網羅計算では 42 回の試⾏に対し、ベイズ最適化では
6 回目の試⾏ですでに、最適条件を推定することが可能であり、逆問題 MI 手法の有用性を⽰すことが出来た。 

 
図 A2-1-(7) 凝固割れプロセスマップ予測フロー（左）および、ベイズ最適化による最適条件探索(右) 

⑥ 造形プロセス中の AE(Acoustic Emission)計測と、き裂分類（NIMS（伊藤）） 
3D 造形プロセス中のき裂発生挙動を解明し、計算による
予測へと繋げるために、AE 法による造形中の欠陥モニタリ
ング技術を開発した(図 A2-1-(8))。微視き裂の発生が
レーザの⾛査経路に強く依存し、また、造形体端部におい
て、き裂が生じやすいことが明らかとなった。また、異なる条
件での試料造形を同時にモニタリングすることで、プロセス
最適化を効率的に⾏うことが可能となった。 図 A2-1-(8) 造形プロセス中の AE 計測と位置標定 
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⑦ A2-C1 連携による 3D 積層造形プロセスでの新合⾦開発・組織制御（NIMS（北嶋）） 
 3D 積層造形中のき裂発生を抑制することのできる新しい Ni 基超合⾦を、凝固割れに着目して MI システムにより探
索し、開発することに成功した（図 A2-1-(9) 左）。ここでは、Inconel738LC をベースとして、凝固時の BTR（脆
性温度域）が出来るだけ狭く、γʼ析出量は同程度で、また析出開始時間がなるべく遅い材料という観点で、探索を⾏っ
た。選定した合⾦組成について、A2-3 にて原料粉末を試作し、造形試験を実施した。造形時のき裂密度は、ほぼ零で
あり、MI システムによる合⾦設計の有用性を⽰すことができた。 

また、フラットトップレーザを用いることで、溶融プールの深さを浅く幅広にする制御を⾏うことで、純 Ni ではあるが、種結
晶を用いることなく、単結晶組織を形成することに成功した（図 A2-1-(9) 右）。単結晶 Ni 基合⾦は、タービンブレー
ドなど優れた耐クリープ性が要求される部材において従来利用されており、今後研究を進め、合⾦かつ様々な形状におい
ても単結晶造形が可能となれば、3D 造形プロセスの適用範囲が大きく広がっていくとともに、国際的にも競争⼒の技術
になるものと期待できる。 

 
図 A2-1-(9) MI によるき裂発生を抑制した新合⾦開発(左)、フラットトップレーザによる単結晶造形技術開発(右) 
 
2)  3D 積層造形 MI 技術の実展開への課題抽出（川崎重⼯業（岩崎）） 

A2-1 の参画機関において開発が進められている、レーザ 3D 積層造形プロセスの各モジュールおよびワークフロー開発
について、連携先である C1 チーム（出口課題︓「Ni 基合⾦の 3D 積層造形プロセスの開発」、代表︓岩崎（川崎重
工業）、中野（大阪大学））での材料開発にとって、有用なものとなるよう必要な提⾔を、プロジェクト期間を通じて⾏
った。社会実装の観点から要望やニーズを伝えるために、A2-1 参画機関（5 機関）での打合せや、必要に応じてメー
ルでの情報交換を⾏った。さらに、A2 チームと C1 チームの連携会議（ウェブ会議、⽉ 1 回）を実施し、お互いの取り組
みの相互理解を深めると共に、A2 の取り組みに対し C1 側からの意⾒や助⾔、要望を伝えた。その他、A 領域コアメン
バー会議(ウェブ会議、⽉ 1 回)や、A 領域全体会議などを通じて、企業の⽴場からプロジェクト成果最大化のための提
⾔を⾏った。さらに、川崎重工業内部でも、A2 チーム、C1 チームに参画するそれぞれの研究者、技術者間で連携を図
り、SIP での MI システムに関する取り組みのフィードバックを進めた。 

このような取り組みの成果として、A2-1 での合⾦探索により、3D 造形プロセス中のき裂発生を大きく低減した新しい
合⾦組成を⾒出すことに成功した（A2-1-(9)左）。一⽅で、C1 チームでの評価分析により、この開発合⾦の造形材
は、⾼温延性に課題があることが明らかとなった。そこで、この組成をベースとして、⾼温延性を改良した改良合⾦を、C1
チームの⽅で最終年度に実現するに⾄った。このような優れた成果は、A2 チームと C1 チーム間での相互の課題感共有
を上手く橋渡しできたことによるものだといえ、MI システムによる材料開発の加速事例を⽰すことに成功したといえる。 
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4）3D 造形 Ni 合⾦の⾼温⼒学的特性の調査とその⽀配機構解明 (兵庫県⽴⼤学（⿃塚）） 
 
①Inconel738LC、Inconel718、HastelloyX ⾼温真応⼒-真ひずみ曲線を測定、データベース化、モデル化 

図 A2-1-(12)に⽰すように、⾼温圧縮と試験⽚の形状変化を逐次計測する⾼温画像計測圧縮試験を⾏うことに
よって、図 A2-1-(13)に⽰す正確な⾼温真応⼒－真ひずみ曲線を得ることができた。その結果、Hastelloy X ３D 造
形材および ESR 溶解圧延材(溶圧材)では、降伏点を除き、ほぼ同等な真応⼒－真ひずみ曲線が得られた。３D 造
形材と溶圧材では組織は大きく異なるが、⾼温特性に大きな影響を与えないことを⽰している。一⽅、降伏点は３D 造
形材が 400, 650, 760℃の範囲で⾼かった。これは、３D 造形材の転位密度が⾼いためである。市販 Hastelloy 
X(ESR 溶解材)と 3D 造形材の⾼温特性に差異を明らかにした。 

 
 
② ⾼温真応⼒－真ひずみ曲線を定式化と MInt への導⼊ 

Hollomonの式をベースとして、加工硬化と加工軟化の組み
合わせからなる式①を考え、パラメータ C, Cʻ, n,nʼを実験データ
をもとにフィッティングし➁➂の結果を得た。図 A2-1-(14)に⽰
すように、実験をよく再現できた。精度よく定式化できたことによっ
て 
 
 
 
MInt に導⼊できた。                    
 
③ 転位密度の観点から⾼温変形挙動の本質を解明 

図 A2-1-(15) に⽰す Spring-8 用の⾼温引張試験機を開発し、⾼温で引張試験その場 X 線回折が可能とな
った。その結果、引張の⾼温真応⼒－真ひずみ曲線とそれに応じた転位密度の変化の測定が可能となった。両者はよく
一致していた。世界初の成果である。モデル式のパラメータを転位密度から、理論的に求めてゆく。 
 

 
図 A2-1-(15) ⾼温引張試験その場 X 線回折装置の模式図、得られた真応⼒－真ひずみ曲線と転位密度 

図 A2-1-(12) ⾼温画像計測圧縮試験、400、
650、760、870℃  

図 A2-1-(13) Hastelloy X 造形材および ESR 溶
解圧延材(溶圧材)の⾼温真応⼒－真ひずみ曲線 
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のモデル式による近似 

5) ⾦属 3D 積層造形材の機械学習による⼒学特性推定技術の開発（東北⼤学（⻘柳）） 
 

⾦属３D 積層造形のプロセスデザインにおいて、組織から機械特性を推定する技術を開発することが、本研究グルー
プの役割である。機械学習による⼒学特性推定技術を開発するには、学習用に組織特徴量と⼒学特性のデータセット
が必要になるが、それらの実験データを兵庫県⽴大学のグループから提供を受ける計画とした。本研究グループでは、機
械学習を用いた⾦属３D 積層造形プロセス設計の知⾒が多くあり、その知⾒を活用して、組織から⼒学特性を推定す
る技術の開発を⾏う。本研究での目標は、機械学習モデルによる⼒学特性の推定精度の誤差、ならびに有限要素シミ
ュレーションで再現した⼒学特性の推定精度の誤差をどちらも 10%以下とすることである。有限要素法のシミュレーション
での目標は 2021 年度にクリアしているので、本年度は機械学習モデルの研究を中⼼に⾏った。 
 兵庫県⽴大学より⼊手した EBSD データと応⼒-ひずみ曲線のデータを機械学習させて、組織データから応⼒ひずみ
曲線を出⼒するソフトウェアを開発した。図 A2-1-(16)はテストデータを用いて機械学習モデルで予測された応⼒と実験
で得られた応⼒とをプロットした図である。⾼応⼒領域では正しく予測できており、低応⼒領域にて機械学習モデルによる
予測値と実験値との間に乖離があることが確認された。この原因に関しては後述する。 
 

学習させた機械学習モデルは、組織データと歪の値を⼊⼒し、⼊⼒で与えられた歪に対する応⼒を出⼒するように設
計した。機械学習モデルで⼒学特性を予測する際、平均粒径、平均アスペクト⽐、(001)配向分率、(110)配向分率、
(111)配向分率、その他の⽅位の配向分率、積層⽅向から⾒た引張⽅向の角度、温度を記載した JSON 形式の⼊
⼒ファイルを準備し、プログラムを⾛らせることで、応⼒ひずみ曲線が出⼒される。このソフトウェアを MInt に実装した。
種々の温度に対する Hastelloy-X の応⼒ひずみ曲線の機械学習モデルによる予測値と実験値を図 A2-1-(17)に⽰
す。実線が実験値であり、〇でプロットしたデータが予測値である。図から分かる通り、塑性変形領域の予測精度は⾼く、
実験値と予測値の誤差は 1.5%程度であった。一⽅、弾性変形領域の予測精度は悪く、誤差は 50％程度である。そ
の理由として、歪の実験値は試験中の試料の変形量を画像から算出したものであるため、変位量の⼩さい弾性変形領
域ではその変位量を正確に検出できておらず、かなり振動した実験値となっていることが原因である。振動している実験値
を直接学習に用いていることに起因し、機械学習モデルでは塑性変形領域を歪０に外挿した曲線を出⼒しており、試験
初期の誤差が大きく（誤差〜90%）、塑性変形開始応⼒に近づくにつれて予測値が実験値と近い値となる（誤差〜
1.5%）。そのため、弾性領域の平均誤差が 50%となったと考えられる。 

 
上記の通り、応⼒ひずみ曲線の生データを学習させた場合、弾性領域の予測精度に課題はあるが、塑性変形領域

の予測精度の誤差は目標値（10％）を達成できた。 
 

    

図 A2-1-(16) Hastelloy-X レーザー積層
造形材の応⼒の予測値と実験値 

 
図 A2-1-(17) Hastelloy-X の応⼒-歪曲線の
実験値と機械学習モデルによる予測値 
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サブチーム名 A2-2 急冷非平衡合⾦設計 MI 
サブチームリーダー ⼾⽥ 佳明（物質･材料研究機構） 
参画機関 物質・材料研究機構 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

三次元⾦属積層造型法は新しい造形プロセスであるため、従来の鍛造や鋳造に適さなかった新しい合⾦系で造形で
き、既存材料よりも優れた特性を⽰す可能性がある。⾼温特性に⼤きく影響する析出組織を容易に迅速に網羅的に予
測するプログラムを開発･実⾏し、情報⼯学に基づく最適解探索法と組み合わせることにより、多元系の広い組成空間の
中から、積層造形法に適した今までに実⽤されていない全く新規な組成を有する耐熱ニッケル基合⾦を探索する。 
 
1.2 目標 

任意の合⾦組成･温度･時間における多元系ニッケル基合⾦の析出組織を容易に迅速に網羅的に予測するプログラ
ムを開発･実⾏し、情報⼯学に基づく最適解探索法と組み合わせることにより、γ'相の析出時間が遅く、かつγ'相の体積
分率が⾼い合⾦組成を探索し、三次元積層造形法に適した今までに実⽤されていない全く新規な組成を有する耐熱ニ
ッケル合⾦として提案する。本サブチームで扱う｢非平衡｣とは、積層造形後の過飽和度の⾼い状態から、熱処理や実機
仕様により平衡状態に⾄るまでの（特に析出物⽣成･成⻑）過程のことである。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
１）析出予測モジュールの開発（物質･材料研究機構） 
 ● 任意のニッケル合⾦組成と温度におけるγ'相の析出開始時間を迅速に予測するプログラムの開発。 
 ● 析出予測プログラムの MInt への実装。 
 ● 析出予測プログラムの計算速度と安定性向上のための、市販状態図計算ソフトウェアの組み込み。 
 ● 任意のニッケル合⾦組成におけるγ'相析出ノーズの迅速な予測と、実験値（⽂献値）との⽐較。 
2) 積層造形に適した新規ニッケル合⾦組成の探索（物質･材料研究機構） 
 ● 1)の析出予測プログラムとモンテカルロ⽊探索法との連携による積層造形に適した新しいニッケル合⾦組成の探索。 
 ● 探索した新合⾦のインゴット溶製、粉末作製、積層造形。 
3) 第⼀原理計算によるエネルギー評価（物質･材料研究機構） 
 ● 第⼀原理計算による化学的⾃由エネルギー評価と三元系状態図の作成･実験値との⽐較。 
(2) 実施体制 

本サブチームは物質･材料
研究機構のみで実施される
が、本サブチームで開発した析
出予測モジュールを⽤いて、
情報⼯学に基づく最適解探
索法と組み合わせ探索を実
⾏する部分は A5-1 チーム、計算により探索した合⾦組成の粉末作成は A2-3 チーム、合⾦のインゴット作製および積
層造形は A2-1 チームと連携する。 
 
2. 研究開発の成果 
1) 析出予測モジュールの開発（物質･材料研究機構 (⼾⽥)） 

任意のニッケル合⾦組成（Ni-Al-Co-Cr-Mo-Nb-Ti）と温度における等温時効に伴う γ ⺟相からγ'相の析出開始
時間をエネルギー論により迅速に予測するプログラムを⾃作した。A2-2-(2)に⾃作プログラムのワークフローを⽰す。温度

A2-2-(1) 実施体制と他チームとの連携 

と合⾦組成を⼊⼒すると、エ
ネルギー計算に必要な最⼩
限のパラメータ値を呼び出し、
γ⺟相とγ'析出相（あるいは
析出前のエンブリオ）の共存
状態にある系全体のエネルギ
ーを、⼆相分離の化学的⾃
由エネルギー、⺟相/析出相界⾯に起因する界⾯エネルギーと弾性ひずみエネルギーの和で表した。この際、3 種類のエ
ネルギーを個別に評価するのではなく、共通の変数である析出相の組成を変化させて、和が最⼩になるように Newton-
Raphson 法で最適化した値を⽤いた。この⾃作プログラムを「析出予測モジュール」として MInt に実装した。また、この
⾃作プログラムに市販の平衡状態図計算ソフトウェア Thermo-Calc を組み込み、γ 相とγ'相以外の第三相が平衡す
る合⾦組成の検出、化学的⾃由エネルギーを評価するためのパラメータ値、最適化アルゴリズムの初期値を計算させた。
そして、⼊⼒温度を変えて上記プログラムを実⾏することにより、最も早くγ'相が析出する温度と時間（析出ノーズ）を 1
組成当り 1 分以内で予測できた。実⽤ニッケル合⾦（Alloy718 相当）のγ'相析出ノーズの計算予測値と⽂献実測
値との差は、温度︓20℃程度、時間︓対数時間の 1 オーダーの 20%程度であった。 
 
2) 積層造形に適した新規ニッケル合⾦組成の探索（物質･材料研究機構 (⼾⽥ら)） 

1)の析出予測プログラムとA5-1チ
ーム（Dieb 冴、源、出村）が実⾏
したモンテカルロ⽊探索法を組み合わ
せることにより、積層造形中の析出に
より固相割れが⽣じないようにγ'相の
析出ノーズが 1〜10 h にあり、⾼温
強度を保持するためにγ'相の平衡モ
ル分率が⾼く、凝固割れを防ぐために
凝 固脆性 温度 領域（ BTR ） が
100 K 以下で、第三相が析出しない
合⾦組成を、積層造形に最適な新
ニッケル合⾦として Ni-Al-Co-Cr-
Mo-Nb-Ti 七元系合⾦（各元素 1%刻みで 1012 通り）の組成空間から探索した。図 A2-2-(3)に、モンテカルロ⽊
探索法で探索した 9635 組成の、γ'相の析出開始時間と平衡モル分率の関係を⽰す。析出開始時間が 1〜10 h と
予測された組成点は BTR 値を⾊別に⽰した。A2-1（渡邊ら）と A2-3（川岸ら）チームにより、探索した最適合⾦
組成のインゴットを溶解し、粉末を作成して積層造形に成功した。 
 
3) 第⼀原理計算によるエネルギー評価（物質･材料研究機構 (佐原)） 

析出予測モデルの⼊⼒パラメータが実験で求められていない組成･温度空間からも探索できるように、第⼀原理計算
による析出予測モデルパラメータ取得の可能性について検討を進めた。Ni-Al-Ti 等の三元系合⾦を例にとり、第⼀原理
計算により各相の⾃由エネルギーを算定し、状態図を作成した。その際、直接法（Direct Method）により系のフォノ
ン分散関係を求め、その熱⼒学的積分によりフォノンの⾃由エネルギーを評価した。さらに混合エントロピーを算出し、これ
らの値を⽤いて系の⾃由エネルギーを評価した。第⼀原理計算のみで三元系合⾦の状態図を評価する試みは世界初
である。 

A2-2-(2) 開発した析出予測モジュールの概要 

A2-2-(3) 探索した合⾦のγ'相の析出開始時間と平衡モル分率の関係 
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組成当り 1 分以内で予測できた。実⽤ニッケル合⾦（Alloy718 相当）のγ'相析出ノーズの計算予測値と⽂献実測
値との差は、温度︓20℃程度、時間︓対数時間の 1 オーダーの 20%程度であった。 
 
2) 積層造形に適した新規ニッケル合⾦組成の探索（物質･材料研究機構 (⼾⽥ら)） 

1)の析出予測プログラムとA5-1チ
ーム（Dieb 冴、源、出村）が実⾏
したモンテカルロ⽊探索法を組み合わ
せることにより、積層造形中の析出に
より固相割れが⽣じないようにγ'相の
析出ノーズが 1〜10 h にあり、⾼温
強度を保持するためにγ'相の平衡モ
ル分率が⾼く、凝固割れを防ぐために
凝 固脆性 温度 領域（ BTR ） が
100 K 以下で、第三相が析出しない
合⾦組成を、積層造形に最適な新
ニッケル合⾦として Ni-Al-Co-Cr-
Mo-Nb-Ti 七元系合⾦（各元素 1%刻みで 1012 通り）の組成空間から探索した。図 A2-2-(3)に、モンテカルロ⽊
探索法で探索した 9635 組成の、γ'相の析出開始時間と平衡モル分率の関係を⽰す。析出開始時間が 1〜10 h と
予測された組成点は BTR 値を⾊別に⽰した。A2-1（渡邊ら）と A2-3（川岸ら）チームにより、探索した最適合⾦
組成のインゴットを溶解し、粉末を作成して積層造形に成功した。 
 
3) 第⼀原理計算によるエネルギー評価（物質･材料研究機構 (佐原)） 

析出予測モデルの⼊⼒パラメータが実験で求められていない組成･温度空間からも探索できるように、第⼀原理計算
による析出予測モデルパラメータ取得の可能性について検討を進めた。Ni-Al-Ti 等の三元系合⾦を例にとり、第⼀原理
計算により各相の⾃由エネルギーを算定し、状態図を作成した。その際、直接法（Direct Method）により系のフォノ
ン分散関係を求め、その熱⼒学的積分によりフォノンの⾃由エネルギーを評価した。さらに混合エントロピーを算出し、これ
らの値を⽤いて系の⾃由エネルギーを評価した。第⼀原理計算のみで三元系合⾦の状態図を評価する試みは世界初
である。 

A2-2-(2) 開発した析出予測モジュールの概要 

A2-2-(3) 探索した合⾦のγ'相の析出開始時間と平衡モル分率の関係 
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サブチーム名 A2-3 粉末製造プロセス最適化 MI 
サブチームリーダー 川岸京⼦（物質・材料研究機構） 
参画機関 物質・材料研究機構 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

ガスアトマイズ法は他の主な粉末製造法より⽐較的安価なプロセスであり、広い粒度分布の粉末製造が可能である。
粉末冶⾦、積層造形プロセスの隆盛により、国内の粉末需要は⾶躍的に伸びている。要求性能を満⾜する粉末の収
率が向上すれば、粉末のコストが低減し、部材コストの低減につながる。さらに MI（Materials Integration）システム
の使⽤によって少ない実験回数で最適製造条件を求めることができれば、製造コストの低減が可能となる。よって、ベイズ
推定により最適な粉末製造条件を予測することで、開発期間の短縮、コスト削減を⾏うことを目標とする。 

本プロジェクトで提案する MI システムをアトマイズ条件最適化に適⽤可能であると実証できれば、この⼿法は粉末メー
カー各社、研究機関などそれぞれの装置で応⽤
可能である。よって国内の粉末製造技術の低コス
ト化を実現し、国際競争において優位となる。 

さらに、ガスアトマイズ以外の粉末製造法の最
適化にも適⽤を試み、開発した MI システムの汎
⽤性を検証する。MI システムを⽤いることにより
⾼品質粉末を低コストで製造可能とすることで、
国産粉末成形部材の特性向上、コスト削減を
⾏い、国際競争⼒の向上をめざす。 

 
1.2 目標   

粒径 53μm 以下の粉末の収率が最⼤となる
粉末作製条件を、MI システムを活⽤して求める
ことで、粉末製造コストを削減する。また粒度分
布を予測する。 

 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 

●ガスアトマイズ法による Ni 合⾦粉末作製プロセスにおける、材料の組成、噴霧条件等の製造パラメータの検討 
●粒径 53μm 以下の粉末の収率が最⼤となる条件を⾒出す MI システムの開発 
●粒度分布を予測する MI システムの開発 

(2) 実施体制 

      
  

 
図 A2-3-(1) 各種粉末製造法による粒⼦径と製造コスト 

2. 研究開発の成果 
ガスアトマイズでは合⾦をるつぼで溶

解し、溶湯にガスを噴霧して粉末を製
造する。溶湯ノズル径の異なるるつぼ
を数種類作成し、溶融温度、ガス圧
⼒、溶湯ノズル径をパラメータとして変
化させ、最適なプロセスを逆問題解析
により探索した。得られる合⾦粉末の
粉末組成、酸素含有量、形状、粒度
分布等を解析し、各パラメータと特性
のデータベースを作成した。図 A2-3-
(2)に、ベイズ最適化により最⼤収率
を得るための製造プロセスを導くための
流れを⽰す。 

溶解温度、ガス圧⼒、溶湯ノズル
径を変化させたときの 53μm 以下の
粉末の収率を⽤いて、ベイズ最適化に
より各ノズル径における収率を予測した。その結果を図 A2-3-(3)に⽰す。⽩い部分が収率の⾼い温度、圧⼒を表す。
実験パラメータが多くなると特性の傾向が複雑となることから、本研究で⽤いた MI システムによる予測が有効であり、少な
い実験データで効率的に予測することが可能であると実証できた。また収率が最⼤となる製造プロセスを導き出す MI シス
テムを構築し、MInt システムに実装した。 

  
さらに、粒度分布の予測を目的として、従来使⽤されてきた d50 を予測する経験式である Lubanska の式を改

良することを試みた。アトマイズチャンバー内のガス流速分布を測定し、その結果を⽤いてデータ駆動線形回帰モデル
を構築した。様々な合⾦種による⽂献値と本研究で取得した Ni 基合⾦粉末のデータにより構築したモデルは
Lubanska の式よりも⾼精度な予測に成功し、また d10、d50、d90 を予測できることから、装置に依存せず粒度分
布を求めることが可能となった。 

 
図 A2-3-(3) ノズル径ごとの収率予測 

 
図 A2-3-(2) データ取得からプロセス提案までの流れ 
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2. 研究開発の成果 
ガスアトマイズでは合⾦をるつぼで溶

解し、溶湯にガスを噴霧して粉末を製
造する。溶湯ノズル径の異なるるつぼ
を数種類作成し、溶融温度、ガス圧
⼒、溶湯ノズル径をパラメータとして変
化させ、最適なプロセスを逆問題解析
により探索した。得られる合⾦粉末の
粉末組成、酸素含有量、形状、粒度
分布等を解析し、各パラメータと特性
のデータベースを作成した。図 A2-3-
(2)に、ベイズ最適化により最⼤収率
を得るための製造プロセスを導くための
流れを⽰す。 

溶解温度、ガス圧⼒、溶湯ノズル
径を変化させたときの 53μm 以下の
粉末の収率を⽤いて、ベイズ最適化に
より各ノズル径における収率を予測した。その結果を図 A2-3-(3)に⽰す。⽩い部分が収率の⾼い温度、圧⼒を表す。
実験パラメータが多くなると特性の傾向が複雑となることから、本研究で⽤いた MI システムによる予測が有効であり、少な
い実験データで効率的に予測することが可能であると実証できた。また収率が最⼤となる製造プロセスを導き出す MI シス
テムを構築し、MInt システムに実装した。 

  
さらに、粒度分布の予測を目的として、従来使⽤されてきた d50 を予測する経験式である Lubanska の式を改

良することを試みた。アトマイズチャンバー内のガス流速分布を測定し、その結果を⽤いてデータ駆動線形回帰モデル
を構築した。様々な合⾦種による⽂献値と本研究で取得した Ni 基合⾦粉末のデータにより構築したモデルは
Lubanska の式よりも⾼精度な予測に成功し、また d10、d50、d90 を予測できることから、装置に依存せず粒度分
布を求めることが可能となった。 

 
図 A2-3-(3) ノズル径ごとの収率予測 

 
図 A2-3-(2) データ取得からプロセス提案までの流れ 
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サブチーム名 A2-4 熱処理組織・性能制御 MI 
サブチームリーダー ⻑⽥ 俊郎（物質・材料研究機構） 
参画機関 物質・材料研究機構、名古屋⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

航空機材料の実用化・事業化は、XF9-1 エンジン等の国防用試作エンジンを除けば、現⾏⺠用エンジンで使用され
る耐熱材料は海外メーカより提案されたものが主となる。これまで、物質・材料研究機構ではタービン翼やディスク用途と
して世界トップレベルの Ni 基超合⾦（TMS/TMW/TMP）の開発・提案を⾏ってきた。しかしながら、海外 OEM（ロー
ルス・ロイス）との直接の共同研究を除けば、航空機エンジンの高圧部において日本設計の耐熱材料（Ni 基超合⾦）
が実用化した例はない。これら問題の解決のためには、企業現場から基礎研究までの一気通貫した連携体制を構築し、
開発スピードを大幅に向上することが急務となる。これに対し、本 SIP では、モノづくりと将来の FAA（米連邦航空局）
認証を目指す C 領域、およびそれら計算技術を活用し支援する A 領域の強固な連携を基にした、MI システムの開発
を進めている。その中でも、本 A2-4 チームでは、Ni 基超合⾦開発における A-C 領域連携の要となる基礎研究及びそ
れを活用した C 領域の支援を実施することを目的とする。具体的には、最終的な特性を決定する上で極めて重要な、
溶体化・時効熱処理プロセスに着目し、熱処理中の組織予測を可能とするフェーズフィールド（PF）モデル、及びそれを
用いた特性予測を可能とする超合⾦特性予測プログラムを開発することを目標とする。また、国内メーカと大学・国研間
の連携を支援し、A 領域における研究実施の円滑化を図る。 

 
1.2 目標   

粉末原料による耐熱合⾦鍛造プロセスを対象とし、⾦属粉末鍛造材における熱処理プロセスの解析技術を開発、組
織及びマクロ特性の予測技術実現を図る。 

 
1.3 研究開発の実施項目、体制 

本テーマの目的は課題全体・目標である「統合型材料開発システム開発（Leader 出村）」に対し、複数機関・複
数テーマ間・フィジカル-サイバー間の課題を連結し、C2-1 テーマ「高性能化のための Ni 粉末鍛造プロセスの開発
（Leader 今野、Co-Leader ⻑⽥）」、および C2-2 テーマ「航空機材料の国際標準化・認証のための材料データベ
ースの構築（Leader 川岸）」における目標達成を加速化する組織-特性予測システムを構築することである。 

本課題では、NIMS が提案している超合⾦特性予測プログラムを拡張し、Ni 基超合⾦（NIMS 開発国産合⾦）を
対象に、航空機用タービンディスクとしての極めて重要な性能である疲労特性およびクリープ特性を予測可能な技術確
⽴を目指す。これにより、エンジンメーカからの要求性能を満足するための最終時効組織を提案することを最終目標とす
る。一方、極めて高難易度な目標であることから、予測精度良し悪しではなく、直観性・外装性を重視し、可能な限り物
理的意味を持つ変数のみ使用したフレームワーク/ワークフロー開発を第一義とする。目標組織情報は A2-4 テーマ別共
同研究者である名古屋大学・小山教授に受け渡すことで、Phase-field 法を活用した時効プロセス条件の最適化に寄
与する。また、研究責任者である出村ら及び A2-4 テーマ全体として、物性 - 時効プロセス - 組織 - 特性予測のワ
ークフロー開発を目指す。 

 
(1) 実施項目 
１）特性予測プログラムを活用した Ni 基粉末冶⾦超合⾦の組織最適化（国⽴研究開発法⼈ 物質・材料研究機
構） 
 NIMS 超合⾦特性予測プログラムの開発（担当︓⻑⽥） 
 その場観察による疲労き裂進展メカニズムの解明（担当︓⻄川） 
 Ni 合⾦の強化機構に及ぼす面欠陥エネルギーの影響評価（担当︓譯⽥） 
 クリープ/クリープ疲労寿命評価（担当︓松永） 

2) タービンディスク材における析出組織形成シミュレーションシステムの構築（東海国⽴⼤学機構 名古屋⼤学） 
 Ni-Al 二成分系におけるγ'析出組織形成シミュレーションシステムの構築。各種のベンチマーク（熱処理条件の機

械学習を実現できる計算速度や計算精度の検証）の確認、および Ni 基耐熱合⾦の基本組織形成システムの
構築のため、Ni-Al 二成分系を取り上げ、γ'析出組織形成のシミュレーションシステムを構築する。 

 Ni-Al-Co 三成分系におけるγ'析出組織形成シミュレーションシステムの構築。実用多成分系への展開を視野に、
多成分系のγ'析出組織形成を落とし込み先である三成分系のγ'析出組織形成のシミュレーションシステムを構築
する。 

 Ni 基耐熱合⾦多成分系の組織形成を Ni-Al-Co 三成分系にマッピングする手法の開発。多成分系の組織形成
を、論理的に等価な三成分系に落とし込む手法を開発する。 

 三次γ'析出に対するシミュレーションシステムの構築。連続冷却途中にγ⺟相中に析出する三次γ'の析出シミュレー
ションシステムを構築する。 

 
 (2) 実施体制 

本テーマ A2-4 は A 領域および C 領域を連結するカギとなるテーマであり、全体課題に対する位置づけは図 A2-4-
(1) のとおりである。本サブテーマでは、課題全体・目標である「統合型材料開発システム開発（Leader 出村）」に対
し、複数機関・複数テーマ間・フィジカル-サイバー間の課題を連結し、C2 テーマ「高性能化のための Ni 粉末鍛造プロセ
スの開発（Leader 今野、Co-Leader ⻑⽥）」における目標達成を加速化することを目的に体制を構築している。更
に、A2-4 サブテーマ内では、主に「析出組織予測」を担当する名古屋⼤学小山教授、および「特性予測」を担当する
NIMS ⻑⽥が連携することで、⾦属粉末鍛造材における熱処理プロセスを対象とした、組織-特性予測システム構築を
目指す。 
 

 
図 A2-4-(1) A2-4 及び関連する機関の研究開発実施体制 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 チーム全体の研究開発成果 

図 A2-4-(2)に示す様に、MInt システム（A4）上に、フェーズフィールドモジュール（A2-4、名⼤）、画像解析モジ
ュールおよび強度予測モジュール（A2-4、NIMS）の搭載を完了し、γ/γʻ二相組織を有する Ni 基合⾦の時効組織・
特性予測を実施することに成功した。これにより、等温時効中の、γおよびγʼ中の固溶元素量、γʻの析出サイズ・体積率、
高温 0.2％耐⼒の経時変化を予測可能となる。熱処理条件の最適化には、一般的に多くの時間・予算を要する。本プ
ロジェクトで開発した MInt システム上で、バーチャルテストを実施することは、時効熱処理条件の選定に⼤きく寄与するも
のと考えている。現在は、目標の特性を達成するための時効条件の逆問題手法の開発に着手している状況にある。 
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2) タービンディスク材における析出組織形成シミュレーションシステムの構築（東海国⽴⼤学機構 名古屋⼤学） 
 Ni-Al 二成分系におけるγ'析出組織形成シミュレーションシステムの構築。各種のベンチマーク（熱処理条件の機

械学習を実現できる計算速度や計算精度の検証）の確認、および Ni 基耐熱合⾦の基本組織形成システムの
構築のため、Ni-Al 二成分系を取り上げ、γ'析出組織形成のシミュレーションシステムを構築する。 

 Ni-Al-Co 三成分系におけるγ'析出組織形成シミュレーションシステムの構築。実用多成分系への展開を視野に、
多成分系のγ'析出組織形成を落とし込み先である三成分系のγ'析出組織形成のシミュレーションシステムを構築
する。 

 Ni 基耐熱合⾦多成分系の組織形成を Ni-Al-Co 三成分系にマッピングする手法の開発。多成分系の組織形成
を、論理的に等価な三成分系に落とし込む手法を開発する。 

 三次γ'析出に対するシミュレーションシステムの構築。連続冷却途中にγ⺟相中に析出する三次γ'の析出シミュレー
ションシステムを構築する。 

 
 (2) 実施体制 

本テーマ A2-4 は A 領域および C 領域を連結するカギとなるテーマであり、全体課題に対する位置づけは図 A2-4-
(1) のとおりである。本サブテーマでは、課題全体・目標である「統合型材料開発システム開発（Leader 出村）」に対
し、複数機関・複数テーマ間・フィジカル-サイバー間の課題を連結し、C2 テーマ「高性能化のための Ni 粉末鍛造プロセ
スの開発（Leader 今野、Co-Leader ⻑⽥）」における目標達成を加速化することを目的に体制を構築している。更
に、A2-4 サブテーマ内では、主に「析出組織予測」を担当する名古屋⼤学小山教授、および「特性予測」を担当する
NIMS ⻑⽥が連携することで、⾦属粉末鍛造材における熱処理プロセスを対象とした、組織-特性予測システム構築を
目指す。 
 

 
図 A2-4-(1) A2-4 及び関連する機関の研究開発実施体制 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 チーム全体の研究開発成果 

図 A2-4-(2)に示す様に、MInt システム（A4）上に、フェーズフィールドモジュール（A2-4、名⼤）、画像解析モジ
ュールおよび強度予測モジュール（A2-4、NIMS）の搭載を完了し、γ/γʻ二相組織を有する Ni 基合⾦の時効組織・
特性予測を実施することに成功した。これにより、等温時効中の、γおよびγʼ中の固溶元素量、γʻの析出サイズ・体積率、
高温 0.2％耐⼒の経時変化を予測可能となる。熱処理条件の最適化には、一般的に多くの時間・予算を要する。本プ
ロジェクトで開発した MInt システム上で、バーチャルテストを実施することは、時効熱処理条件の選定に⼤きく寄与するも
のと考えている。現在は、目標の特性を達成するための時効条件の逆問題手法の開発に着手している状況にある。 
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図 A2-4-(2) MInt システム内のモジュールと出⼒例および A2-4 の担当 

 
2.2 個別機関の研究開発成果 
１）特性予測プログラムを活用した Ni 基粉末冶⾦超合⾦の組織最適化（（国研）物質・材料研究機構） 
 NIMS 超合⾦特性予測プログラムの開発（担当︓⻑⽥） 

本テーマでは、タービンディスク用 Ni 基超合⾦（市販の Alloy720Li）のγおよびγʼ組成を持つ単相単結晶モデル合
⾦、およびγʼ析出量を 20％，45％および 70％に設計した複相単結晶モデル合⾦の高温強度を取得することで（下
図）、超合⾦の粒内強化機構のモデル化と予測式の構築を実施した。これにより、γʻのサイズ、体積率、剛性率、バー
ガースベクトル、粒⼦形状（球状/⽴方体）を⼊⼒することで、単結晶超合⾦の高温引張強度（0.2％耐⼒）を予
測する（下図 b は出⼒例）。別途整備中の固溶強化予測モデル等と連携することで、NIMS 超合⾦特性予測プログ
ラム内にて、組成およびミクロ組織情報からディスク合⾦の高温 0.2％耐⼒、UTS、ヤング率等の予測を⾏った。 

 
図 A2-4-(3)  (a)各種単結晶モデル合⾦の⾼温強度および(b)析出強化マップ（予測例） 

※J. Alloys Compd. (2023)167508 掲載 
 
 その場観察による疲労き裂進展メカニズムの解明（担当︓⻄川） 

高温における疲労き裂進展挙動を高精度に予測することを目的とし、超合⾦の疲労寿命において最も重要となる微
小疲労き裂進展領域のき裂開閉⼝挙動をその場観察システムで定量化するとともに、得られた微小疲労き裂の大体
積・高解像度三次元イメージ取・解析を実施した。A5 原らと連携し、プラズマ集束イオンビーム走査型電⼦顕微鏡
(PFIB-SEM)と電⼦後方散乱回折(EBSD)を併用した Ni-Co 基超合⾦の微小疲労⻲裂の結晶学的解析を実施し
た。結晶粒内部の微小なステップを含む 3 次元疲労⻲裂成⻑経路の結晶学的方位を十分に評価・可視化することに
成功した（図 A2-4-(4)）。その結果、ミクロな疲労⻲裂の成⻑メカニズムが、⾦属結晶の{111}すべり面に沿った成

⻑であることを解明した。従来、⻲裂は ”引張り⼒” によって成⻑すると考えられてきたが、⻲裂をすべらせる⼒である  
”せん断⼒” が、⻲裂成⻑の大部分を支配することを明らかにした。 

 
図 A2-4-(4) 3D 解析の概要と⻲裂成⻑メカニズムの模式図 ※NIMS プレスリリース（2022.10.28） 

 
 Ni 合⾦の強化機構に及ぼす⾯⽋陥エネルギーの影響評価（担当︓譯⽥） 

Ni 合⾦では APB などの面欠陥エネルギーが強化機構に影響を及ぼす。MInt システムの予測プログラムに向けて、第
一原理計算に基づき面欠陥エネルギーを評価する枠組みを構築した。まず Ni-Al 二元系について、多様な元素配置を
もつ原⼦構造モデルを作成し、第一原理計算から各構造モデルのポテンシャルエネルギーを求めた。この構造とエネルギー
のデータに基づき与えられた原⼦構造のエネルギーを予測した（図 A2-4-(5）(a)）。この枠組みを用いて元素配置の
多様性に基づき APB エネルギーを評価することが可能である（図 A2-4-(5）(b)）。さらにはひずみや原⼦位置のゆら
ぎを与えた１万構造以上の原⼦モデルを作成し、第一原理計算で獲得した構造とエネルギーの関係から、原⼦構造の
緩和の影響を考慮しエネルギーを予測する枠組みを構築した（図 A2-4-(5）(c)）。本枠組みを用いて Ni-Al 二元
系の APB エネルギー予測を⾏うと、実験で報告されている APB エネルギーを再現していた。また Ni 合⾦中の転位運動
と析出物に基づく強化機構についても、分⼦動⼒学解析を用いて面欠陥などの格⼦欠陥の影響を評価した。 

 
図 A2-4-(5） (a)第⼀原理計算に基づく Ni 合⾦の原⼦構造エネルギー予測、(b)予測モデルを用いた様々な

元素配置に基づく⾯⽋陥エネルギーの計算例、(c)緩和の影響を考慮した原⼦構造エネルギー予測 
 
 クリープ/クリープ疲労寿命評価（担当︓松永） 

Ni 基超合⾦のまたはそのモデル合⾦（純 Ni、TMP-5002 および TMP-5002γ単相）のクリープ寿命評価を実施し
た。更に、クリープ寿命予測の高度化を目指し、負荷応⼒と LMP の観点から、クリープ変形機構の領域の整理を⾏い、
クリープ寿命予測を実施した。これら成果は Ni 基超合⾦クリープ寿命予測法として特許出願を完了した。また、回転と
離着陸により高応⼒が繰り返し作用するディスク合⾦においては、低サイクル疲労寿命と共に、高温クリープ疲労評価が
重要となる。本事業ではクリープ疲労試験機を導⼊の上、TMP-5002 合⾦のクリープ疲労評価を実施した。今後はクリ
ープ、低サイクル疲労試験結果と、得られたクリープ疲労試験結果の関連性を調査する予定である。
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⻑であることを解明した。従来、⻲裂は ”引張り⼒” によって成⻑すると考えられてきたが、⻲裂をすべらせる⼒である  
”せん断⼒” が、⻲裂成⻑の大部分を支配することを明らかにした。 

 
図 A2-4-(4) 3D 解析の概要と⻲裂成⻑メカニズムの模式図 ※NIMS プレスリリース（2022.10.28） 

 
 Ni 合⾦の強化機構に及ぼす⾯⽋陥エネルギーの影響評価（担当︓譯⽥） 

Ni 合⾦では APB などの面欠陥エネルギーが強化機構に影響を及ぼす。MInt システムの予測プログラムに向けて、第
一原理計算に基づき面欠陥エネルギーを評価する枠組みを構築した。まず Ni-Al 二元系について、多様な元素配置を
もつ原⼦構造モデルを作成し、第一原理計算から各構造モデルのポテンシャルエネルギーを求めた。この構造とエネルギー
のデータに基づき与えられた原⼦構造のエネルギーを予測した（図 A2-4-(5）(a)）。この枠組みを用いて元素配置の
多様性に基づき APB エネルギーを評価することが可能である（図 A2-4-(5）(b)）。さらにはひずみや原⼦位置のゆら
ぎを与えた１万構造以上の原⼦モデルを作成し、第一原理計算で獲得した構造とエネルギーの関係から、原⼦構造の
緩和の影響を考慮しエネルギーを予測する枠組みを構築した（図 A2-4-(5）(c)）。本枠組みを用いて Ni-Al 二元
系の APB エネルギー予測を⾏うと、実験で報告されている APB エネルギーを再現していた。また Ni 合⾦中の転位運動
と析出物に基づく強化機構についても、分⼦動⼒学解析を用いて面欠陥などの格⼦欠陥の影響を評価した。 

 
図 A2-4-(5） (a)第⼀原理計算に基づく Ni 合⾦の原⼦構造エネルギー予測、(b)予測モデルを用いた様々な

元素配置に基づく⾯⽋陥エネルギーの計算例、(c)緩和の影響を考慮した原⼦構造エネルギー予測 
 
 クリープ/クリープ疲労寿命評価（担当︓松永） 

Ni 基超合⾦のまたはそのモデル合⾦（純 Ni、TMP-5002 および TMP-5002γ単相）のクリープ寿命評価を実施し
た。更に、クリープ寿命予測の高度化を目指し、負荷応⼒と LMP の観点から、クリープ変形機構の領域の整理を⾏い、
クリープ寿命予測を実施した。これら成果は Ni 基超合⾦クリープ寿命予測法として特許出願を完了した。また、回転と
離着陸により高応⼒が繰り返し作用するディスク合⾦においては、低サイクル疲労寿命と共に、高温クリープ疲労評価が
重要となる。本事業ではクリープ疲労試験機を導⼊の上、TMP-5002 合⾦のクリープ疲労評価を実施した。今後はクリ
ープ、低サイクル疲労試験結果と、得られたクリープ疲労試験結果の関連性を調査する予定である。
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2) タービンディスク材における析出組織形成シミュレーションシステムの構築（東海国⽴⼤学機構 名古屋⼤学小
山） 
● Ni-Al 二成分系におけるγ'析出組織形成シミュレーションシステムの構築 
 上記 2.1 に示したように、MInt システム上にて、画像解析モジュールおよび強度予測モジュールとの統合を完了した。 
● Ni-Al-Co 三成分系におけるγ'析出組織形成シミュレーションシステムの構築 
 上記の Ni-Al 二成分系を対象とした γʼ組織形成シミュレーションを、Ni-Al-Co 三成分系に拡張した。また本計算で
は、格⼦ミスマッチと弾性率の温度依存性、および溶質元素である Al と Co の拡散係数の相違を考慮できるよう計算シ
ステムの高度化に成功した。また、本システムは、３成分系状態図上で γ 相-γʼ相をつなぐ tie-line の回転を考慮してい
るため、高温から低温度域へ連続冷却時の組成・組織の高精度な予測が可能である。また、本計算において、Ni-Al-
Co３成分系状態図の tie-line 情報と駆動⼒（組成および温度依存性）を事前にテーブル化することで、通常の状態
図計算手法を直接活用する場合に比較して 1.7×104 倍以上の計算速度向上を実現した。 
● Ni 基耐熱合⾦多成分系の組織形成を Ni-Al-Co 三成分系にマッピングする手法の開発 
 組織形成シミュレーションでは、一般的に、合⾦内で局所的に濃度が変わるたびに、その位置におけるギブスエネルギー
および化学ポテンシャル計算が必要となり、非常
に大きな計算負荷となる。この様な手法は、熱処
理の最適化目的には適さない。以上を考慮し、
本研究では、多成分系のギブスエネルギーを直
接計算するのではなく、当量の概念を活用し全て
の多成分系を、Ni-Al-Co 三成分系に落とし込
む方法論を採用した。 
 図A2-4-(6)に、実用材であるTMP-5002合
⾦ 10 成分系、および Ni-Al-Co-Ti 四成分系
合⾦における 1143K にて 72ks(20hr)等温時
効した時の組織シミュレーション結果を示す。組
織形態は、そのサイズも含めて、計算が実験を精
度よく再現していることがわかる。これにより、今回
構築した、多成分系を３成分系へマッピングする
手法が、材料⼯学的に妥当な近似であることが
示唆された。 
●三次γ'析出に対するシミュレーションシステムの構築 
 核形成-成⻑の数値解析である改良 N モデルおよび古典的核形成理論の知⾒を活用して、フェーズフィールドシミュレ
ーションに核形成を導⼊する手法を、Ni-Al-Co 三成分系の計算システムに導⼊した。これにより、冷却途中にγ⺟相内
に形成される三次γ'析出の計算が可能となった。図 A2-4-(7)は、TMP-5002 の連続冷却（1.0K/min）における
組織形成の計算結果である。２次 γʼ相の間に析出する小さな３次 γʼ相の析出が再現できている。冷却条件と３次 γ'
析出挙動との関連性を把握する上で、本計算システムは有益と考えられる。 

 
図 A2-4-(7) TMP-5002 を対象に、連続冷却（1.0 K/min）における組織形成を、３次 γʼの核形成まで考
慮して計算した結果 

 
図 A2-4-(6) 実用材である TMP-5002 合⾦、および Ni-Al-

Co-Ti 合⾦の予測結果およびおよび実験との比較 
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1.2 目標   
インゴットを原料とする先端鍛造プロセスを対象とし、⾼精度な鍛造解析技術を開発し、プロセス設計技術を確⽴す

る。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1) チタン合⾦の熱間鍛造プロセス技術の開発（(株)神⼾製鋼所） 
 ●鍛造シミュレータによる解析モデルの評価・検証データの取得と鍛造解析精度検証 
2) Ni 基合⾦の恒温鍛造プロセス技術の開発（⽇⽴⾦属(株)） 
 ●Ni 基超耐熱合⾦の恒温鍛造について、プロセス検討と解析技術を構築 
 ●固溶強化型 Ni 基超耐熱合⾦ AlloyX および析出強化型 Ni 基超耐熱合⾦ Alloy720Li について恒温鍛造プロ

セス⻑柱据え込みにより実証する。 
3) 熱間鍛造プロセスにおける変形・温度予測基盤技術の開発（⼤阪⼤学） 
 ●塑性変形にともなう加工発熱予測のための加工発熱係数（塑性仕事－熱変換率）の測定試験手法の検討 
 ●⼩型汎⽤鍛造試験機による Ti 合⾦、Ni 基合⾦の加工発熱係数の測定・同定 
 ●測定・同定した加工発熱係数を⽤いた有限要素シミュレーションによる予測精度の検証 
4) 熱間鍛造マテリアルキャラクタリゼーションの⾼度化および⾼精度鍛造シミュレーション技法の開発（国⽴⼤学法⼈
東海国⽴⼤学機構 岐⾩⼤学） 
 ●⼤ひずみ導⼊⼩型試験機の作製、流動応⼒同定手法の検討 
 ●熱間リング圧縮試験を⽤いた熱間境界条件同定、境界条件 DB 構築 
５) 1500T 鍛造シミュレータを活⽤した Ni 基超合⾦及び Ti 合⾦の鍛造試験（物質・材料研究機構） 
 ●⾼ひずみ領域まで変形した場合の⾼温変形データの取得と参画機関への提供 
６) 最先端鍛造技術を⽤いた Ti 合⾦鍛造材のプロセス-組織関連データの蓄積（物質・材料研究機構） 
 ●MI 的手法を⽤いた SEM 画像から組織因⼦の抽出、定量化を⾏う手法の検討 
７) 鍛造チタン合⾦の疲労性能予測（東京⼤学） 
 ●微視組織的微⼩き裂進展のデータ取得及びそれを予測する数値解析手法を検討 
 ●結晶塑性有限要素解析を⽤いた疲労特性の予測手法を検討 
 
(２)  実施体制 

学側の機関が主に、鍛造解析の⾼精度化に必要な境界条件の構築・モデル化に取り組み、性能予測・鍛造プロセス
設計に対する逆問題 MI 技術基盤を探索・検討する。Ti 合⾦鍛造部品や Ni 基超合⾦の製造実績を持つ産側の機
関が主に素材の準備、構築されたモデルの検証を⾏う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A2-6-(3) 役割の概要 
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1.2 目標   
インゴットを原料とする先端鍛造プロセスを対象とし、⾼精度な鍛造解析技術を開発し、プロセス設計技術を確⽴す

る。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1) チタン合⾦の熱間鍛造プロセス技術の開発（(株)神⼾製鋼所） 
 ●鍛造シミュレータによる解析モデルの評価・検証データの取得と鍛造解析精度検証 
2) Ni 基合⾦の恒温鍛造プロセス技術の開発（⽇⽴⾦属(株)） 
 ●Ni 基超耐熱合⾦の恒温鍛造について、プロセス検討と解析技術を構築 
 ●固溶強化型 Ni 基超耐熱合⾦ AlloyX および析出強化型 Ni 基超耐熱合⾦ Alloy720Li について恒温鍛造プロ

セス⻑柱据え込みにより実証する。 
3) 熱間鍛造プロセスにおける変形・温度予測基盤技術の開発（⼤阪⼤学） 
 ●塑性変形にともなう加工発熱予測のための加工発熱係数（塑性仕事－熱変換率）の測定試験手法の検討 
 ●⼩型汎⽤鍛造試験機による Ti 合⾦、Ni 基合⾦の加工発熱係数の測定・同定 
 ●測定・同定した加工発熱係数を⽤いた有限要素シミュレーションによる予測精度の検証 
4) 熱間鍛造マテリアルキャラクタリゼーションの⾼度化および⾼精度鍛造シミュレーション技法の開発（国⽴⼤学法⼈
東海国⽴⼤学機構 岐⾩⼤学） 
 ●⼤ひずみ導⼊⼩型試験機の作製、流動応⼒同定手法の検討 
 ●熱間リング圧縮試験を⽤いた熱間境界条件同定、境界条件 DB 構築 
５) 1500T 鍛造シミュレータを活⽤した Ni 基超合⾦及び Ti 合⾦の鍛造試験（物質・材料研究機構） 
 ●⾼ひずみ領域まで変形した場合の⾼温変形データの取得と参画機関への提供 
６) 最先端鍛造技術を⽤いた Ti 合⾦鍛造材のプロセス-組織関連データの蓄積（物質・材料研究機構） 
 ●MI 的手法を⽤いた SEM 画像から組織因⼦の抽出、定量化を⾏う手法の検討 
７) 鍛造チタン合⾦の疲労性能予測（東京⼤学） 
 ●微視組織的微⼩き裂進展のデータ取得及びそれを予測する数値解析手法を検討 
 ●結晶塑性有限要素解析を⽤いた疲労特性の予測手法を検討 
 
(２)  実施体制 

学側の機関が主に、鍛造解析の⾼精度化に必要な境界条件の構築・モデル化に取り組み、性能予測・鍛造プロセス
設計に対する逆問題 MI 技術基盤を探索・検討する。Ti 合⾦鍛造部品や Ni 基超合⾦の製造実績を持つ産側の機
関が主に素材の準備、構築されたモデルの検証を⾏う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A2-6-(3) 役割の概要 
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2. 研究開発の成果 
航空機向けエンジン等に活⽤される Ti 合⾦鍛造部品や Ni 基超合⾦の⼤気中恒温鍛造のプロセス設計には鍛造

解析技術の⾼精度予測が必要である。鍛造解析技術の⾼精度化に必要な境界条件モデル（摩擦・熱伝達・加工発
熱）の構築は⼤阪⼤学・岐⾩⼤学にて実施し、1500tonf 鍛造シミュレータを活⽤して Ti 合⾦（神⼾製鋼所）・Ni
基合⾦（⽇⽴⾦属）を⽤いた試験を実施・データ取得（物質・材料研究機構）することで、鍛造解析技術の精度検
証を⾏った。その結果、目標としていた荷重予測精度 5％以内、形状予測精度 10％以内を満⾜するとともに、素材温
度についても概ね５℃以内で⼀致することを確認することができ、構築した各境界条件モデルおよび鍛造解析技術の有
効性を検証した。 

また、逆問題 MI の鍛造プロセス設計への適⽤例は無く、所望特性を得るための鍛造プロセス設計を逆問題 MI とし
て取り扱えるように基盤技術を探索・検討しておく必要がある。鍛造した Ti 合⾦（神⼾製鋼所）を、物質・材料研究
機構および東京⼤学に提供し、プロセスー組織―疲労特性に結びつけるために必要な、定量評価手法（物質・材料
研究機構）を構築するとともに、結晶塑性有限要素法を活⽤した微⼩き裂進展予測技術（東京⼤学）を開発した。
なお、結晶塑性有限要素法を活⽤した微⼩き裂進展手法については、MI システムに実装する。 
 
1）チタン合⾦の熱間鍛造プロセス技術の開発 

鍛造解析精度検証⽤のデータを取得するための試験⽅案を検討し、物質・材料研究機構が保有する1500tonf鍛
造シミュレータを活⽤して各種圧縮試験を実施して所望のデータを取得した。また、各研究機関が開発した境界条件モ
デルおよび加工発熱モデルを鍛造解析ソフト（Transvalor 社製 Forge NxT®）に適⽤し、圧縮試験結果と⽐較す
ることで鍛造解析精度検証を⾏った。図 A2-6-(4)に鍛造解析による圧縮後の素材内部のひずみ分布を⽰す。同図か
ら素材中⼼部分の相当ひずみは 1.6 以上を⽰しており、当初目標である相当ひずみ 1.6 以上のデータが採取できたこ
とを検証した。1500tonf 鍛造シミュレータで得られた形状と鍛造解析で得られた形状を⽐較した。図 A2-6-(5)に 3D
測定結果と鍛造解析で得られた形状との⽐較を⽰す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1）圧下開始から終了までの全体⽐較                （2）素材温度変化の⽐較 
図 A2-6-(6) 実機ログと数値解析で得られた荷重-ストローク線図および素材温度の⽐較 

緑︓3D 測定結果 
⾚︓鍛造解析結果 
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図 A2-6-(4) 鍛造解析による圧縮後の素材内部のひ
ずみ分布 

図 A2-6-(5) 3D 測定結果と鍛造解析結果の⽐較 
（Φ150×H75 から圧縮例） 

形状/寸法を⽐較した結果、1500tonf 鍛造シミュレータで得られた最⼤径 360.6mm（平均径 353.3mm）に
対し、鍛造解析で得られる最⼤径は 352.6mm であった。このことから、最⼤径は 2.5％以内で⼀致しており、平均径
では 1％以内で⼀致することを確認した。さらに、1500tonf 鍛造シミュレータによる荷重-ストローク線図と鍛造解析で
得られる荷重-ストローク線図を⽐較した結果を図 A2-6-(6)に⽰す。同図に⽰すように、従来の鍛造解析ではストロー
ク 40mm あたりから実機荷重±5％に対して乖離するが、各モデルを適⽤した鍛造解析では圧縮開始から終了まで鍛
造シミュレータで得られた実機荷重±5％以内で推移しており、当初目標であった相当ひずみ 1.6 以上で荷重誤差±
5％以内で予測できることを検証した。また、素材温度についても各モデルの適⽤により概ね５℃以内で⼀致することを
検証した。（(株)神⼾製鋼所） 
 
2) Ni 基合⾦の恒温鍛造プロセス技術の開発 

均⼀圧縮法による圧縮試験時の⼊抜熱の評価を⾏い、718 合⾦、AlloyX、Alloy 720Li の⼤ひずみ加工時の熱
量の項目として、要因毎の影響度を評価した。それらの結果を NIMS ⼤型鍛造設備での恒温鍛造試験条件にフィード
バックした。図 A2-6-(7)に⽰すように、固溶強化型 Ni 基超耐熱合⾦ AlloyX および析出強化型 Ni 基超耐熱合⾦
Alloy 720Li では、適正な温度管理と設備精度が保証されていれば、恒温鍛造プロセスでもダブルバレリング等の過度
な鍛造⽋陥の無い、⻑柱据え込みが実施できることを実証した。また、図 A2-6-(8)に⽰すように、数値解析により形状
誤差 7%以下、荷重誤差 5%以下で、鍛造結果を再現することができた。（⽇⽴⾦属(株)） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 熱間鍛造プロセスにおける変形・温度予測基盤技術の開発 

塑性変形にともなう被加工材の加工発熱について、熱間圧縮中の被加工材に対するエネルギ（仕事・熱）収⽀と
温度変化の理論関係式から加工発熱係数（塑性仕事－熱変換率）の同定式を導出した。コンピュータシミュレーショ
ン（有限要素法シミュレーション）による熱間圧縮の仮想実験により加工発熱係数の⾼精度測定・同定のための圧縮
試験条件を調べた結果、⾦型－被加工材間の摩擦係数は 0.1 以下、⾦型－被加工材間の温度差は 10℃以下等
が必要条件であることが分かった。この測定必要条件を⼩型汎⽤鍛造試験機（最⼤負荷能⼒︓100kN）による熱
間圧縮実験において達成させるために、⾦型・治具、被加工材の潤滑⽅法、⾦型・被加工材の昇温制御⽅法等の改
良（図 A2-6-(9)）を実施することで、上述の測定必要条件を達成できた。 

上述の測定・同定手法及び改良した⼩型汎⽤鍛造試験機を活⽤して、Ni 基合⾦（2 材種）、Ti 合⾦（1 材種）
の温度︓850〜1000℃、ひずみ︓約 0.7 以下、ひずみ速度︓約 0.5〜1.5s-1 での加工発熱係数を測定・同定した
（図 A2-6-(10)）。ただし、ひずみ 0.5 程度以上のひずみ域は、⼩型汎⽤鍛造試験機の最⼤負荷能⼒および均⼀
ひずみ付加の観点から測定・同定限界を超えたが、低ひずみ域での測定・同定結果を考慮して外挿可能と判断した。
塑性加工の有限要素法シミュレーションでは加工発熱係数は材料・ひずみ・ひずみ速度・温度によらず⼀定値（0.9 あ

図A2-6-(7) NIMS⼤型鍛造設備での
Alloy 720Li ビレット恒温鍛造試験 

図 A2-6-(8) Alloy 720Li ビレット恒温鍛造試験結果の数値解析 

（1）鍛造前 
Φ90×225 

（2）鍛造後 
50％圧縮 

（1）鍛造解析モデル （2）荷重-時間線図 
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形状/寸法を⽐較した結果、1500tonf 鍛造シミュレータで得られた最⼤径 360.6mm（平均径 353.3mm）に
対し、鍛造解析で得られる最⼤径は 352.6mm であった。このことから、最⼤径は 2.5％以内で⼀致しており、平均径
では 1％以内で⼀致することを確認した。さらに、1500tonf 鍛造シミュレータによる荷重-ストローク線図と鍛造解析で
得られる荷重-ストローク線図を⽐較した結果を図 A2-6-(6)に⽰す。同図に⽰すように、従来の鍛造解析ではストロー
ク 40mm あたりから実機荷重±5％に対して乖離するが、各モデルを適⽤した鍛造解析では圧縮開始から終了まで鍛
造シミュレータで得られた実機荷重±5％以内で推移しており、当初目標であった相当ひずみ 1.6 以上で荷重誤差±
5％以内で予測できることを検証した。また、素材温度についても各モデルの適⽤により概ね５℃以内で⼀致することを
検証した。（(株)神⼾製鋼所） 
 
2) Ni 基合⾦の恒温鍛造プロセス技術の開発 

均⼀圧縮法による圧縮試験時の⼊抜熱の評価を⾏い、718 合⾦、AlloyX、Alloy 720Li の⼤ひずみ加工時の熱
量の項目として、要因毎の影響度を評価した。それらの結果を NIMS ⼤型鍛造設備での恒温鍛造試験条件にフィード
バックした。図 A2-6-(7)に⽰すように、固溶強化型 Ni 基超耐熱合⾦ AlloyX および析出強化型 Ni 基超耐熱合⾦
Alloy 720Li では、適正な温度管理と設備精度が保証されていれば、恒温鍛造プロセスでもダブルバレリング等の過度
な鍛造⽋陥の無い、⻑柱据え込みが実施できることを実証した。また、図 A2-6-(8)に⽰すように、数値解析により形状
誤差 7%以下、荷重誤差 5%以下で、鍛造結果を再現することができた。（⽇⽴⾦属(株)） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 熱間鍛造プロセスにおける変形・温度予測基盤技術の開発 

塑性変形にともなう被加工材の加工発熱について、熱間圧縮中の被加工材に対するエネルギ（仕事・熱）収⽀と
温度変化の理論関係式から加工発熱係数（塑性仕事－熱変換率）の同定式を導出した。コンピュータシミュレーショ
ン（有限要素法シミュレーション）による熱間圧縮の仮想実験により加工発熱係数の⾼精度測定・同定のための圧縮
試験条件を調べた結果、⾦型－被加工材間の摩擦係数は 0.1 以下、⾦型－被加工材間の温度差は 10℃以下等
が必要条件であることが分かった。この測定必要条件を⼩型汎⽤鍛造試験機（最⼤負荷能⼒︓100kN）による熱
間圧縮実験において達成させるために、⾦型・治具、被加工材の潤滑⽅法、⾦型・被加工材の昇温制御⽅法等の改
良（図 A2-6-(9)）を実施することで、上述の測定必要条件を達成できた。 

上述の測定・同定手法及び改良した⼩型汎⽤鍛造試験機を活⽤して、Ni 基合⾦（2 材種）、Ti 合⾦（1 材種）
の温度︓850〜1000℃、ひずみ︓約 0.7 以下、ひずみ速度︓約 0.5〜1.5s-1 での加工発熱係数を測定・同定した
（図 A2-6-(10)）。ただし、ひずみ 0.5 程度以上のひずみ域は、⼩型汎⽤鍛造試験機の最⼤負荷能⼒および均⼀
ひずみ付加の観点から測定・同定限界を超えたが、低ひずみ域での測定・同定結果を考慮して外挿可能と判断した。
塑性加工の有限要素法シミュレーションでは加工発熱係数は材料・ひずみ・ひずみ速度・温度によらず⼀定値（0.9 あ

図A2-6-(7) NIMS⼤型鍛造設備での
Alloy 720Li ビレット恒温鍛造試験 

図 A2-6-(8) Alloy 720Li ビレット恒温鍛造試験結果の数値解析 

（1）鍛造前 
Φ90×225 

（2）鍛造後 
50％圧縮 

（1）鍛造解析モデル （2）荷重-時間線図 
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るいは 1.0）とすることが通常である。今回、測定・同定した加工発熱係数から材料・ひずみ・ひずみ速度・温度の各依
存性を整理した結果、材料およびひずみに対する依存性を⽰すことが分かった。これは低ひずみ域（鍛造開始直後）で
は加工硬化等による材料内部に蓄積される内部エネルギが⼤きいことに由来することが推察された。 

測定・同定した加工発熱係数を有限要素法シミュレーションに組み込み、熱間圧縮実験での温度・荷重を対象に有
限要素シミュレーションでの計算値と実験での実測値を⽐較することで、測定・同定した加工発熱係数の有効性を検証
した。図 A2-6-(11)に⽰すように、Ni 基合⾦および Ti 合⾦の両合⾦とも目標設定（温度の予測精度︓概ね±5℃
以下あるいは荷重の予測精度︓概ね±5%以下）を達成でき、有効性を検証した。加えて、（株）神⼾製鋼所が主
に取り組む 1500tonf 鍛造シミュレータ装置（NIMS が保有）による熱間鍛造実験についても有限要素法シミュレーシ
ョンを実施しており、図 2-6-(11)に⽰すように測定・同定した加工発熱係数の有効性を確認した。（⼤阪⼤学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 熱間鍛造マテリアルキャラクタリゼーションの⾼度化および⾼精度鍛造シミュレーション技法の開発 

⼩型熱間鍛造試験機によって実施したリング圧縮式摩擦試験結果を、機械学習に基づく最適化手法を⽤いた逆解
析による最適熱間摩擦モデルの判定および摩擦パラメータの⾃動同定（以下、⾃動運転有限要素解析、Auto-pilot 
FEA、APFEAと呼ぶ）に適⽤した。これによって得られた摩擦係数曲線を⽤いて、型鍛造試験機の⾦型形状の⾃動最
適化を実施し、これに基づいて1500tonf鍛造シミュレータ⽤（以下、⼤型）および⼩型熱間鍛造試験機⽤（以下、
⼩型）の⾦型（寸法⽐ 5:1）を作製し、それぞれ潤滑ありおよび無潤滑の型鍛造実験を実施した（図 A2-6-
(12)）。本実験は、潤滑剤の効果が⼤きいほど、試験⽚中央部の凸部⾼さが⾼くなる試験であり、本研究では潤滑の
有無が中央部⾼さ変化率に及ぼす影響を検討した（図 A2-6-(13)）。 

その結果、⼤型試験においては潤滑の影響が極めて⼩さく、表⾯積拡⼤率のみならず素材-⾦型摺動距離の絶対値
を考慮し、潤滑膜厚変化ならびに潤滑膜破壊に及ぼす影響を含んだ⼤型試験によって評価されるべきであることが⽰さ
れた。⼤型・⼩型型鍛造試験結果を APFEA へ適⽤することによって⾃動同定されたシグモイド曲線表⾯積拡⼤率依
存型摩擦係数モデルを図A2-6-(14)に⽰す。これらを適⽤して、円柱圧縮試験のシミュレーションを⾏うことで荷重予測
を⾏い、実験結果との⽐較検討を⾏った。（国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構 岐⾩⼤学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A2-6-(10) Ti 合⾦・Ni 基合⾦の
熱間域での加工発熱係数の測定・同
定結果の例 

図 A2-6-(9) 加工発熱
係数の測定⽤に改良した
⼩型汎⽤鍛造試験機の
圧縮部周辺 

図 A2-6-(11) 熱間圧縮中の温度予
測結果の⽐較（Ni 基合⾦︓Alloy 
720Li） 
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図A2-6-(12) 1500tonf鍛造シミュレータによる鍛
造試験結果 

図 A2-6-(13) ⼤型および⼩型型鍛造試験
における中央部⾼さ変化 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) ⼤型試験結果を⽤いた同定曲線          (b) ⼩型試験結果を⽤いた同定曲線 
図 A2-6-(14) シグモイド曲線表⾯積拡⼤率依存型摩擦係数モデル 

 
５) 1500T 鍛造シミュレータを活⽤した Ni 基超合⾦及び Ti 合⾦の鍛造試験 

素材と⾦型の温度を同⼀にした恒温鍛造（850〜980℃）を Ti-6Al-4V 合⾦に対して実施した。この恒温鍛造で
は図 A2-6-(15)に⽰すように加熱炉から搬送する間に⽣じる素材の温度低下を⾦型加熱炉で回復させ、素材及び⾦
型温度を試験温度の±５℃以内に制御して鍛造を⾏った。潤滑処理された円柱試験⽚（直径 100ｍｍ×⾼さ 150
ｍｍおよび 200ｍｍ）をひずみ速度 0.05s-1、0.5s-1、1.0s-1、圧下率 90％の条件で単軸圧縮を⾏い、それぞれの
加工発熱、⾦型温度、荷重－ストローク曲線、形状変化（３次元座標測定）などの得られたデータを(株)神⼾製鋼
所に提供した。加工発熱においては正確な温度データを測定するために素材の中⼼部に熱電対を挿⼊し、鍛造時の素
材の温度変化を測定した。また、本試験条件の鍛造後の素材仕上がり直径が 350ｍｍ近くのパンケーキとなり、
1500tonf 鍛造シミュレータの⾦型（直径 360mm）で成型できる限度近くでの鍛造となることから最適な鍛造⽅法
の検討を⾏った。(株)神⼾製鋼所から提供された鍛造解析による荷重予測結果をもとに安全かつ装置に影響のない鍛
造プログラムを策定することで、最終形状が図 A2-6-(16)に⽰す⼤型パンケーキとなる試験においても試験を可能とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti-6Al-4V 合⾦の熱間鍛造時の潤滑性の評価のため潤滑（潤滑膜厚 200μm）と無潤滑の２条件について、Ti
合⾦の製造プロセスに近い温度条件で型鍛造試験を⾏った。図 A2-6-(17)に⽰すように 1500tonf 鍛造シミュレータ
による潤滑評価試験によって素材の突起形状に差ができることを確認し、荷重―ストロークデータ、⾦型温度および素材
寸法データを岐⾩⼤学に提供した。試験に当たっては岐⾩⼤学が型設計した⾦型を 1500tonf 鍛造シミュレータに取り
付けるため固定器具を作製(図 A2-6-(18))し、鍛造中のブレを抑制するため固定器具を⽤いて⾦型を固定した。さら
に熱間鍛造時の温度と潤滑性の影響を検証するため、図 A2-6-(19)に⽰すように素材温度を⾼精度熱画像装置に
より測定した。（物質・材料研究機構・中村） 
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(a) ⼤型試験結果を⽤いた同定曲線          (b) ⼩型試験結果を⽤いた同定曲線 
図 A2-6-(14) シグモイド曲線表⾯積拡⼤率依存型摩擦係数モデル 
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素材と⾦型の温度を同⼀にした恒温鍛造（850〜980℃）を Ti-6Al-4V 合⾦に対して実施した。この恒温鍛造で
は図 A2-6-(15)に⽰すように加熱炉から搬送する間に⽣じる素材の温度低下を⾦型加熱炉で回復させ、素材及び⾦
型温度を試験温度の±５℃以内に制御して鍛造を⾏った。潤滑処理された円柱試験⽚（直径 100ｍｍ×⾼さ 150
ｍｍおよび 200ｍｍ）をひずみ速度 0.05s-1、0.5s-1、1.0s-1、圧下率 90％の条件で単軸圧縮を⾏い、それぞれの
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所に提供した。加工発熱においては正確な温度データを測定するために素材の中⼼部に熱電対を挿⼊し、鍛造時の素
材の温度変化を測定した。また、本試験条件の鍛造後の素材仕上がり直径が 350ｍｍ近くのパンケーキとなり、
1500tonf 鍛造シミュレータの⾦型（直径 360mm）で成型できる限度近くでの鍛造となることから最適な鍛造⽅法
の検討を⾏った。(株)神⼾製鋼所から提供された鍛造解析による荷重予測結果をもとに安全かつ装置に影響のない鍛
造プログラムを策定することで、最終形状が図 A2-6-(16)に⽰す⼤型パンケーキとなる試験においても試験を可能とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti-6Al-4V 合⾦の熱間鍛造時の潤滑性の評価のため潤滑（潤滑膜厚 200μm）と無潤滑の２条件について、Ti
合⾦の製造プロセスに近い温度条件で型鍛造試験を⾏った。図 A2-6-(17)に⽰すように 1500tonf 鍛造シミュレータ
による潤滑評価試験によって素材の突起形状に差ができることを確認し、荷重―ストロークデータ、⾦型温度および素材
寸法データを岐⾩⼤学に提供した。試験に当たっては岐⾩⼤学が型設計した⾦型を 1500tonf 鍛造シミュレータに取り
付けるため固定器具を作製(図 A2-6-(18))し、鍛造中のブレを抑制するため固定器具を⽤いて⾦型を固定した。さら
に熱間鍛造時の温度と潤滑性の影響を検証するため、図 A2-6-(19)に⽰すように素材温度を⾼精度熱画像装置に
より測定した。（物質・材料研究機構・中村） 
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6) 最先端鍛造技術を⽤いた Ti 合⾦鍛造材のプロセス-組織関連データの蓄積 

1500tonf 鍛造シミュレータを⽤いて神⼾製鋼所が準備した、鍛造温度やひずみ速度が異なる Ti-6Al-4V 鍛造材
（鍛造後 240ｍｍφ×48mmH）の⾦属組織観察、結晶⽅位解析等を⾏った。ひずみが最も均⼀に導⼊されている
と考えられる中⼼と円周の中間部から試料を採取し、異なる条件での熱処理を施した。各試料を切断・埋め込み・研磨
によって観察⽤試料とした後、⾛査型電⼦顕微鏡（SEM）や電⼦線後⽅散乱回折（EBSD）等を⽤いた組織観察、
解析を⾏った。取得した⾦属組織や結晶⽅位分布等のパラメータを整備し、神⼾製鋼所、東京⼤学と共有した。これら
のデータや熱処理後の鍛造材について、疲労特性予測モジュール精緻化のためのデータおよび疲労試験⽤試料として東
京⼤学に提供するとともに、Ti-6Al-4V 鍛造材における鍛造プロセス－組織データを整備した。 

また、これまでに得られた組織観察データを活⽤し、マクロゾーン等の組織因⼦についての MI 的手法を⽤いた解析の
検討を⾏った。マクロゾーンについては疲労特性に悪影響を及ぼす結晶⽅位の集まった領域の抽出⽅法・定量化につい
て検討を進めた（図 A2-6-(20)）。また、SEM 画像から結晶⽅位やその集積を確認する手法についても検討し、撮
影条件（電圧、電流値、WD、信号種、試料傾斜等）を変えて撮影した SEM 画像と同⼀箇所の EBSD ⽅位解析
結果の組み合わせを多数取得し、結晶⽅位分布やマクロゾーンを SEM 画像から推測する手法の検討を進めた（図
A2-6-(21)）。マクロゾーンについては抽出・定量化する手法を考案した。SEM 画像からの結晶⽅位の推測については
EBSD 結晶⽅位解析結果との間にある程度の相関性があり、結晶⽅位情報が抽出できる可能性が⾒いだされた。
（物質・材料研究機構・江村） 
 
 
 
 
 
 
 

（1）SEM     （2）EBSD 
 
 
 
7) 鍛造チタン合⾦の疲労性能予測 

これまでに開発されてきたチタン合⾦の疲労計算手法を多様な微視組織に適⽤できるように拡張した。疲労計算にお
ける材料定数の取得と実験検証のため、熱処理条件の異なる Ti-6Al-4V 合⾦を 3 種類以上準備した。バイモーダル
組織については、700℃で 2h 加熱した T0、950℃で 1h 加熱した後 700℃で 2h 加熱した T1、950℃で 5h 加熱
した後 700℃で 2h 加熱した T5 の 3 種類の材料を⽤意した。EBSD 解析の結果に基づき多結晶組織を再構築し、
き裂進展計算を⾏った。計算に使⽤する結晶塑性パラメータは、低サイクル疲労試験におけるヒステリシスループが⼀致
するように決定した。また、⾒かけの臨界分解せん断応⼒を結晶粒寸法に依存する関数として定義することで、Hall-
Petch則を導⼊した。すべり系の3次元的な位置関係を考慮して粒界抵抗を定量化することで、き裂進展を解析した。

図 A2-6-(18) 潤滑評価⽤
⾦型の組付け外観 

図 A2-6-(19) ⾼精度熱画像
装置による素材温度測定 

上⾦型 
固定器具 

上⾦型 

下⾦型 

鍛造 
直前 

鍛造直後 取り出し 

鍛造中 

図 A2-6-(17) 潤滑評価試験 

潤滑あり 潤滑なし 

図 A2-6-(20) EBSD 解析像からのマクロゾーンの
抽出例 

図 A2-6-(21) SEM（BEI）組織と EBSD
解析像の対⽐例 

以上のモデルを⽤いて、疲労き裂発⽣とき裂進展の解析を⾏った。実験では観察が容易でない微視組織的き裂進展を
計算できることが⽰された。 

さらに、神⼾製鋼所、NIMS から提供された Ti-6Al-4V 鍛造材について、疲労試験中のき裂進展のその場観察と、
き裂近傍の EBSD 解析を⾏った。実験結果を図 A2-6-(22)の(a)-(c)に⽰す。局所的に集合組織が形成されている
領域では、底⾯に沿ってき裂が進展する様⼦が観察された。その他にも柱⾯すべりが⽀配的な領域や、底⾯と柱⾯すべ
りが混在する領域が観察された。これらの組織観察結果に基づき、結晶塑性有限要素モデルを構築し、応⼒-ひずみ分
布を計算した。前述の実験結果に対応する結晶塑性有限要素法シミュレーションの結果を同図の(d)-(f)に⽰す。(d)
は底⾯すべりのひずみ振幅、(e)は底⾯の垂直応⼒である。(f)は各結晶粒の底⾯ひずみ振幅と底⾯垂直応⼒をプロッ
トした散布図であり、⿊丸で強調した点はき裂進展した粒を⽰す。ひずみ振幅が⼤きな粒において優先的にき裂が発
⽣・進展しており、Tanaka-Mura モデルベースのき裂発⽣則によりき裂発⽣を予測できることが⽰唆された。他のすべり
系についても同様の検討を⾏い、局所集合組織が微⼩なき裂進展に及ぼす影響を明らかにした。計算結果の妥当性
は疲労試験中に途中⽌めし、き裂近傍について SEM-EBSD 解析を実施・調査することで確認された。また、図 A2-6-
(23)に⽰すように、デジタル画像相関法（DIC）を⽤いて同鍛造材におけるひずみ分布を可視化することで、Tanaka-
Mura モデルによる疲労き裂発⽣予測の妥当性を検討した。各結晶粒においてすべり線が明瞭に観察され、すべり⾯に
沿ってき裂発⽣することを確認した。また隣り合う結晶粒に伝播するすべり変形と結晶⽅位の関係を解析することで、す
べり線の伝播には Schmid 因⼦と隣接粒の幾何学的な適合性が重要であることが⽰された。微⼩き裂進展の予測モジ
ュールでは、これらの影響を考慮して各結晶粒における疲労き裂進展速度が計算される。以上の精緻な実験及び観察
から、提案した計算モジュールの妥当性が⽰された。 

MInt システムへの実装に向けた計算コードの整備が完了した。この計算コードでは、局所集合組織と 3 次元のすべり
変形を考慮した結晶塑性有限要素解析により疲労予測を⾏う。有限要素法解析コード ABAQUS のユーザサブルー
チ ン （ umat̲Ti64.f, math.f ） 、 ⼊ ⼒ フ ァ イ ル の 例 （ Ti64̲demo.inp ） 、 解 析 結 果 フ ァ イ ル の 例
（Ti64̲demo.odb）から構成される。また論⽂成果として、Ti-6Al-4V 合⾦の疲労き裂発⽣・進展や、鍛造材にお
ける局所集合組織の影響について、査読付き論⽂を 3 件発表した。（東京⼤学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A2-6-(23) デジタル画像相関法による Ti-6Al-4V 鍛造材疲労試験中のひずみ分布観察 
（最⼤応⼒ 898MPa、応⼒⽐ 0.1） 

図 A2-6-(22) (a)-(c) Ti-6Al-4V 鍛造材における疲労き裂進展の実験結果、 
(d)-(f) 結晶塑性有限要素シミュレーションの計算結果 
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以上のモデルを⽤いて、疲労き裂発⽣とき裂進展の解析を⾏った。実験では観察が容易でない微視組織的き裂進展を
計算できることが⽰された。 

さらに、神⼾製鋼所、NIMS から提供された Ti-6Al-4V 鍛造材について、疲労試験中のき裂進展のその場観察と、
き裂近傍の EBSD 解析を⾏った。実験結果を図 A2-6-(22)の(a)-(c)に⽰す。局所的に集合組織が形成されている
領域では、底⾯に沿ってき裂が進展する様⼦が観察された。その他にも柱⾯すべりが⽀配的な領域や、底⾯と柱⾯すべ
りが混在する領域が観察された。これらの組織観察結果に基づき、結晶塑性有限要素モデルを構築し、応⼒-ひずみ分
布を計算した。前述の実験結果に対応する結晶塑性有限要素法シミュレーションの結果を同図の(d)-(f)に⽰す。(d)
は底⾯すべりのひずみ振幅、(e)は底⾯の垂直応⼒である。(f)は各結晶粒の底⾯ひずみ振幅と底⾯垂直応⼒をプロッ
トした散布図であり、⿊丸で強調した点はき裂進展した粒を⽰す。ひずみ振幅が⼤きな粒において優先的にき裂が発
⽣・進展しており、Tanaka-Mura モデルベースのき裂発⽣則によりき裂発⽣を予測できることが⽰唆された。他のすべり
系についても同様の検討を⾏い、局所集合組織が微⼩なき裂進展に及ぼす影響を明らかにした。計算結果の妥当性
は疲労試験中に途中⽌めし、き裂近傍について SEM-EBSD 解析を実施・調査することで確認された。また、図 A2-6-
(23)に⽰すように、デジタル画像相関法（DIC）を⽤いて同鍛造材におけるひずみ分布を可視化することで、Tanaka-
Mura モデルによる疲労き裂発⽣予測の妥当性を検討した。各結晶粒においてすべり線が明瞭に観察され、すべり⾯に
沿ってき裂発⽣することを確認した。また隣り合う結晶粒に伝播するすべり変形と結晶⽅位の関係を解析することで、す
べり線の伝播には Schmid 因⼦と隣接粒の幾何学的な適合性が重要であることが⽰された。微⼩き裂進展の予測モジ
ュールでは、これらの影響を考慮して各結晶粒における疲労き裂進展速度が計算される。以上の精緻な実験及び観察
から、提案した計算モジュールの妥当性が⽰された。 

MInt システムへの実装に向けた計算コードの整備が完了した。この計算コードでは、局所集合組織と 3 次元のすべり
変形を考慮した結晶塑性有限要素解析により疲労予測を⾏う。有限要素法解析コード ABAQUS のユーザサブルー
チ ン （ umat̲Ti64.f, math.f ） 、 ⼊ ⼒ フ ァ イ ル の 例 （ Ti64̲demo.inp ） 、 解 析 結 果 フ ァ イ ル の 例
（Ti64̲demo.odb）から構成される。また論⽂成果として、Ti-6Al-4V 合⾦の疲労き裂発⽣・進展や、鍛造材にお
ける局所集合組織の影響について、査読付き論⽂を 3 件発表した。（東京⼤学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A2-6-(23) デジタル画像相関法による Ti-6Al-4V 鍛造材疲労試験中のひずみ分布観察 
（最⼤応⼒ 898MPa、応⼒⽐ 0.1） 

図 A2-6-(22) (a)-(c) Ti-6Al-4V 鍛造材における疲労き裂進展の実験結果、 
(d)-(f) 結晶塑性有限要素シミュレーションの計算結果 
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サブチーム名 A2-8 チタン焼結合⾦設計 MI 
サブチームリーダー 近藤 勝義（大阪大学） 
参画機関 大阪大学 

 

1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
チタン製構造部材の信頼性向上や⼩型軽量化に対して、静的な引張強度に加えて、疲労強度などの動的強度の向

上が求められる。そこで、静的および動的強度を高い水準で発現するチタン粉末合⾦（固相焼結材および積層造形材）
の合⾦設計ニーズに応えるべく、これらの⼒学特性に対する固溶原子の振舞いを実験解析と計算科学（第⼀原理計
算、固溶強化 Labusch モデル等）を用いて定量的に理解し、強化機構の定量解析を図る。具体的には、航空機部
材（ファンブレード、使用温度〜100℃程度）への展開を念頭に、常温における引張試験結果と結晶組織解析結果
を用いて作成する実験データベース（DB）と固溶強化理論に基づく Labusch モデルとの融合によって、対象とする溶
質元素（酸素、窒素、炭素など）による固溶強化量の予測を試みる。他方、理論計算により結晶格子歪みを導出し、
その結果と上記の固溶強化量の相関を⾒出した上で、要求される⼒学特性と固溶強化成分の相関性を提示する順問
題に帰着する計算 DB の構築を図る。その過程にて、企業で試作するチタン合⾦についても特性を調査・解析し、実験
DB に加える。最終的には、両者の成果を連携して固溶強化量予測システムを提案し、チタン粉末合⾦において引張お
よび疲労強度を高い精度で推定できることを示す。 
 

1.2 目標   
実験 DB と計算 DB の連携に基づく理論計算モデルを提案し、固溶強化チタン粉末合⾦の静的および動的⼒学特

性を高い精度で予測可能であることを実証する。 
 

1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）チタン焼結合⾦の高次機能化に向けた実験解析と計算科学の融合によるマルチスケールでの合⾦設計とプロセス
デザインの最適化手法の確⽴ 
● 実験データベースの構築 

廉価な元素を利用したチタン焼結合⾦の組織構造解析と⼒学特性評価を通じた実験データベースの構築 
● 計算データベースの構築 

第⼀原理計算を用いた網羅的シミュレーションによる材料定数のデータベース構築 
● 予測モデルの構築と実証➀（静的⼒学特性の予測） 

実験 DB と計算 DB の融合のもと、Labusch モデルに基づいて固溶強化量を高い精度で予測でき、順問題として高
強度 α-Ti 単相合⾦の組成設計可能であることを示す。 
● 予測モデルの実証➁（動的⼒学特性の予測） 

固溶強化チタン合⾦の疲労強度と耐⼒の相関 DB を作成し、上記の予測モデルを用いて疲労強度を高い精度で予
測できることを実証する。 
● 固溶強化量予測システムの確⽴と利用環境の整備 
 添加元素種・添加濃度を⼊⼒とし、添加元素による固溶強化量を出⼒とした予測モデルを構築し、ユーザビリティの高
い利用環境を整備する。 
● 予測モデルの検証を主体とした企業連携 
  強化量予測モデルに基づき、連携企業にて前述の航空機用部材を念頭に試作した Ti 焼結合⾦の耐⼒値および疲
労強度を検証する。 
● 転位と固溶原子と転位の相互作用の計算科学 

転位と固溶原子の相互作用に対して、局所歪み以外に結合状態の差異が与える影響を調査するため、転位-溶質
の相互作用について第⼀原理計算による解析を実施する。 

2. 研究開発の成果 
● 実験データベースの構築 

結晶異方性を有するα-Ti 相（hcp 構造）における固溶
強化量を Labusch モデルにより算出する際、転位-溶質原
子相互作用の最⼤値（Fm 値）を理論的に導出することが
困難である。そこで本研究では、実験データベースを用いて
Fm値を算出した。具体的には、O，N，Alをはじめとする各
元素種の固溶量が異なる Ti 粉末合⾦を作製し、それらの
引張特性と結晶組織解析結果を用いて固溶強化量（実
験値）を算出した上で、固溶量との相関式から Labusch
モデルにおける Fm 値を導出した。本研究は、理論的に導出
困難な Fm値を実験データベースから求める点に独創性を有
する。その結果、図 A2-8-(1)に示すようにその値を用いて
同モデルに基づき算出した固溶強化量の予測値と実験値
はよく⼀致しており、Fm 値の導出に有用な実験データベース
を構築することができた。 
 
● 計算データベースの構築 

予測モジュールへの適用が可能と考えられる添加元素（B, C, Al, V, Cr, Mn, Ni, Mo 等）による固溶モデルに係
る第⼀原理計算を実施し、第⼀原理データベースを作成した（図 A2-8-(2)）。具体的には、B, C, Al, V, Cr, Mn, 
Ni, Mo 等を添加した系について、固溶モデルの第⼀原理計算を実施し、安定構造を探索したのち、固溶エネルギー、
格子歪み、弾性定数を定量的に算出して計算データベースを構築した。 

 
● 予測モデルの構築と実証➀（静的⼒学特性の予測） 
  上記の実験データベースと第⼀原理計算データベースを統合し、各パラメータとの相関を調べた。その結果、体積変化
率の絶対値 ΔV/V0 が O と N、およびそれ以外の元素と高い相関を持つことがわかった（次ページ図 A2-8-(3)）。この
相関を活用し、Labusch モデルに基づく Ti 合⾦の固溶強化量予測モデルを構築した。推定した Fm 値を用いて各組成
の固溶強化量予測値と実測値をまとめたものを次ページ図 A2-8-(4)に示す。平均予測誤差は交差検証値
（LOGOCV，Leave-One-Group-Out Cross-Validation）として 60 MPa であり、目標値である誤差 60 MPa
を達成した。 
 
 

 
図 A2-8-(2) 第⼀原理計算による格子歪データベースの⼀例 

図 A2-8-(1) 積層造形 Ti 材の酸素固溶強化量
の実験値と Labusch モデルに基づく計算値 
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2. 研究開発の成果 
● 実験データベースの構築 

結晶異方性を有するα-Ti 相（hcp 構造）における固溶
強化量を Labusch モデルにより算出する際、転位-溶質原
子相互作用の最⼤値（Fm 値）を理論的に導出することが
困難である。そこで本研究では、実験データベースを用いて
Fm値を算出した。具体的には、O，N，Alをはじめとする各
元素種の固溶量が異なる Ti 粉末合⾦を作製し、それらの
引張特性と結晶組織解析結果を用いて固溶強化量（実
験値）を算出した上で、固溶量との相関式から Labusch
モデルにおける Fm 値を導出した。本研究は、理論的に導出
困難な Fm値を実験データベースから求める点に独創性を有
する。その結果、図 A2-8-(1)に示すようにその値を用いて
同モデルに基づき算出した固溶強化量の予測値と実験値
はよく⼀致しており、Fm 値の導出に有用な実験データベース
を構築することができた。 
 
● 計算データベースの構築 

予測モジュールへの適用が可能と考えられる添加元素（B, C, Al, V, Cr, Mn, Ni, Mo 等）による固溶モデルに係
る第⼀原理計算を実施し、第⼀原理データベースを作成した（図 A2-8-(2)）。具体的には、B, C, Al, V, Cr, Mn, 
Ni, Mo 等を添加した系について、固溶モデルの第⼀原理計算を実施し、安定構造を探索したのち、固溶エネルギー、
格子歪み、弾性定数を定量的に算出して計算データベースを構築した。 

 
● 予測モデルの構築と実証➀（静的⼒学特性の予測） 
  上記の実験データベースと第⼀原理計算データベースを統合し、各パラメータとの相関を調べた。その結果、体積変化
率の絶対値 ΔV/V0 が O と N、およびそれ以外の元素と高い相関を持つことがわかった（次ページ図 A2-8-(3)）。この
相関を活用し、Labusch モデルに基づく Ti 合⾦の固溶強化量予測モデルを構築した。推定した Fm 値を用いて各組成
の固溶強化量予測値と実測値をまとめたものを次ページ図 A2-8-(4)に示す。平均予測誤差は交差検証値
（LOGOCV，Leave-One-Group-Out Cross-Validation）として 60 MPa であり、目標値である誤差 60 MPa
を達成した。 
 
 

 
図 A2-8-(2) 第⼀原理計算による格子歪データベースの⼀例 

図 A2-8-(1) 積層造形 Ti 材の酸素固溶強化量
の実験値と Labusch モデルに基づく計算値 

逆
問
題
Ｍ
Ｉ
基
盤

75

A



 
● 予測モデルの実証➁（動的⼒学特性の予測） 

上記の Fm 値の導出を⾏ったチタン粉末合⾦を対象
に、回転曲げ疲労試験を通じて疲労強度(107 回)を測
定し、先の引張試験結果（耐⼒値）との相関を調査し
た。その結果、図A2-8-(5)に示すように両特性の間に強
い相関性を⾒出し、上述した固溶強化量（耐⼒増加
量）の予測モデルを用いて各元素種が固溶するチタン合
⾦における疲労強度を高い精度で予測できることを明らか
にした。 
 
● 固溶強化量予測システムの確⽴と利用環境の整備 
  上記の予測モデルに基づき、添加元素種・添加濃度を
⼊⼒とし、添加元素による固溶強化量を出⼒とした予測
システムを構築し、その基となるデータベースを作成した。データの素性を明らかにするため、データベース中の各値の測定・
算出法、活用法を記載したマニュアルを準備した。これらのシステムおよびデータベースはユーザーの多い MS エクセル、MS
ワード、PDF 形式などで構築し、ユーザーフレンドリーな予測システムを作成した（図 A2-8-(6)）。これらを利用者閲覧
用コンピュータに保存し、閲覧環境を整備した。 

 

 
図 A2-8-(4) 耐⼒固溶強化量の予測値と実測
値の関係。予測の平均予測誤差の交差検証値は
60 MPa であった。 

 
図 A2-8-(3) 実験より求めた溶質-転位間
の相互作用⼒の最⼤値 Fmと第⼀原理計算
により求めた体積変化率 

 
図 A2-8-(6) MS エクセル、MS ワード、および PDF 形式で作成した(a) 固溶強化量予測システム、 (b) 実験・
計算データベース、 (c) データベース使用マニュアル 

(a) (b) (c)

 
図 A2-8-(5) Ti 粉末合⾦の疲労強度および耐⼒
値の実測値 

● 予測モデルの検証を主体とした企業連携 
  連携企業にて前述の航空機用部材への適用を念頭に試
作したスケールアップした Ti-O 系および Ti-Al 系粉末合⾦素
材（直径 7 mm×全⻑ 1225 mm および直径 15 mm×
全⻑ 460 mm、⼤学での試作材︓直径 7 mm×全⻑
350 mm）を対象に、固溶強化量予測モデルに基づいて導
出した計算値と実測データを⽐較した。その結果、図 A2-8-
(7)に⾒るように両特性は良い⼀致を示しており、本予測モデ
ルの有用性を検証した。 
 
● 転位と固溶原子と転位の相互作用の計算科学 
  前述のように固溶強化量予測モデル中のFm値推定のため
のパラメータとして、体積変化率が最も強い相関を有している
ことを⾒出した。O・N およびそれ以外の元素と⼆つの線形相
関が⾒られるが、後者については置換型元素の他に、格
子間元素である C も含まれており、同じ格子間元素であ
る O・N とは異なる傾向を示した。⼀般に置換型元素は
Ti 中で Ti と⾦属結合を形成するのに対して、O や N はイ
オン結合的、C は⽐較的共有結合的な状態を示す。この
結合状態の差は、転位との相互作用においても溶質原
子による局所歪み以外の影響を与える可能性が考えられ
る。そこで、転位-溶質の相互作用について直接的に調査
するために第⼀原理計算を実施し、会合エネルギーを評
価した。 

転位対構造中に溶質原子を加えた構造モデル（図
A2-8-(8) (a)）の第⼀原理計算を⾏った。溶質のサイ
トとして転位付近のサイトを列挙し、モデル内で対称性的
に独⽴な構造全てについて計算を実施した。会合エネル
ギー計算結果を同図(b）に示す。格子歪に基づく弾性
相互作用は C の方が⼤きいにも関わらず、O および N の
転位との会合エネルギーは C と⽐較して⼤きく、弾性相互
作用以外の電気的な転位-溶質間相互作用⼒が働いて
いることを示した。 
 

 
図 A2-8-(8) (a) 計算を実施した転移対/溶質モデルの
⼀例、(b) 算出した転位-溶質間の会合エネルギー 

 
図 A2-8-(7) 連携企業による予測モデルの有用
性検証 
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いることを示した。 
 

 
図 A2-8-(8) (a) 計算を実施した転移対/溶質モデルの
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図 A2-8-(7) 連携企業による予測モデルの有用
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サブチーム名 A2-9 ⾼機能粉末製造 MI 
サブチームリーダー 千葉晶彦（東北⼤学） 
参画機関 東北⼤学、⽇本積層造形（株） 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

⾦属積層造形において、原料には真球状でサテライトが無く、ポロシティが無い（低い）粉末を使⽤することが重要で
ある。プラズマ回転電極プロセス（plasma rotating electrode process, PREP）はそのような⾼品質の粉末を製
造することができる。PREP は、⽇本では 1970 年代から研究が⾏なわれていたが、粒径が⽐較的粗⼤で低減に限界が
あること、プラズマアークの制御による安定した溶融速度の達成が困難であったことから研究が衰退した。現代では中国と
ロシアにおいて、軍需⽤の Ti-6Al-4V 合⾦をはじめとして PREP の研究開発が盛んである。現状では PREP 粉末粒径
が⽐較的粗⼤であり、更なる粒径の低減が求められている。しかし、先⾏研究では主に回転速度と回転電極径の影響
について調査されているものの、他の⽅法での粒径低減及び粉末特性の達成が必要である。そこで本研究では、PREP
において粒径を含めた粉末特性の向上のため、異なるプロセス条件のもとで粉末を作製・評価することで、プロセス条件と
粉末特性の関係を明らかにする。 
 
1.2 目標   

本研究では、⾼温物性、PREP プロセスパラメータと粉末特性の関係を明らかにする。PREP 粉末の粒径を制御する
ために、⾼効率に粉末粒径を微細化する技術を開発する。3D 造形におけるサイバーとフィジカルの親和性を⾼める新
規 PREP 装置を開発する。 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1) 研究題目︓CPS対応型⾼機能⾦属粉末製造プロセス開発指針の探索（東北⼤学） 

研究開発概要︓ガスの巻き込みが無く、サテライト付着が無く、円形度がほぼ１に近い真球形状の粉末製造に最
適な量産性の⾼いPREP装置のプロトタイプの作製を目指し、CPS対応型の⾦属積層造形技術（CPSAM）を
構築するPREP⽅式による⾼機能⾦属粉末製造プロセス創製の基盤を構築する。2025年度までには、航空機を
はじめとする⾃動⾞産業などで開始されるデジタル製造業のCPSAMにとって必須となるPREP粉末供給事業を開
始する。 

2) 研究題目︓CPS 対応型⾼機能⾦属粉末製造プロセスパラメータの最適化法に関する研究（⽇本積層造形(株)） 
研究開発概要︓ 東北⼤学⾦属材料研究所の千葉研究室と共同で、当社所有のPREP粉末量産製造装置を
⽤いてPREP粉末⽣成プロセスの解明、新装置開発に資するプロセス因⼦の解明をおこない、⾼性能なPREP粉
末製造装置の設計指針を得る。 

(２) 実施体制 
研究体制図を右図 A2-9-(1)に⽰す。⽇

本積層造形(株)と連携して、同⼀の研究課
題について東北⼤学が主体となって推進す
る。ベンチャー企業設⽴の際には、⽇本積層
造形(株)からの出資も検討する。 
 

2. 研究開発の成果 
PREP において電極材料の⾼温物性、回

転速度、プラズマ電流、電極への吹付ガスの
４つのパラメータが粉末特性に与える影響を
調査し、以下に⽰す知⾒が得られた。 
(1) Ti-6Al-4V 合⾦の場合、回転電極直

径 d または回転速度ωを増加させること

 
図 A2-9-(1) 研究体制図 

により、平均粉末径が低下する。図 A2-9-(2) に⽰されるように、回転速度ωが 40,000rpm 以上で SLM に使
⽤可能な平均粒径 30μm 以下の製粉が可能となる（ただし電極径に依存する）。 

(2) Ti-6Al-4V 及び SUS316L 合⾦ではサテライトフリーの円形度が 0.95 以上の真球に近い製粉が可能である。低
融点系の A4032 合⾦では、液滴が凝固完了前にチャンバー壁に衝突する傾向を⽰す。プラズマパワーの制御が
重要である。 

(3) 電極の回転速度と直径に加えて、プラズマ電流によって決定される溶融速度 Q は、PREP 粉末サイズの微細化制
御に重要となる。 

(4) シミュレーションにより、揺動効果はガスの圧⼒によって機械的に溶湯を揺らすことであり、電極端⾯から液滴の離脱
を促進し、リガメントが形成されている場合はこれを分裂させて粉末の形成を促進することを⽰した。揺動効果は粉
末粒径サイズの微細制御に重要である。 

(5) 統計モデルを適⽤することにより、PREP パラメータと平均粉末粒径の関係を定量的に評価できる。 
(6) プラズマガスとチャンバーの雰囲気ガスの影響を評価した結果、Ar、He、N2 ガス間で熱物性に⼤きな違いがある。こ

れにより、溶融速度と粉末の凝固速度に⼤きな違いが⽣じる。これは、粉末サイズと⽋陥形成に⼤きな影響を及ぼ
す。Ar プラズマまたは He プラズマのいずれかを使⽤して作製した SUS316L 合⾦粉末は表⾯にサテライトが無く、
真球に近い形状を⽰す。 

(7) 電極への吹付ガスがアルミ合⾦粉末特性に与える影響を調査した結果、アルミ合⾦は半球状の粉末が多く観察さ
れ、粉末表⾯には粗いデンドライト組織が観察され
た。Al-Cu(A2017)と Al-Si(A4032)合⾦は、特に
低い融点を持ち、PREP 実験終了時には多くの合⾦
粉末がチャンバー壁に付着していたことから、液滴が
凝固完了前にチャンバー壁に衝突したことによって半
球状に変形したと考えられる。回転電極への吹付ガ
スの影響は、粉末の凝固を促進する可能性がある。 

(8) 多次元統計モデルを構築し、これまで得られた結果
から、粉末の粉末粒径に影響を与える要因解析を
⾏った。主成分分析法において、より弱い統計的に
有意な成分(⼩さい固有値)を削除し、⼤きな固有
値を持つ固有ベクトルを保持する。さらに、⼤きな特
徴値を持つ特徴ベクトルに基づいて、Monte Carlo
⽅法を使⽤して、元の空間にランダムに⼀定量のデー
タを⽣成する。実際に、本研究では、回転電極の直
径、回転速度、平均粉末粒⼦サイズの 3 次元デー
タを使⽤して統計モデルを作成した。主成分分析と Monte Carlo ⽅法を使⽤し、プラズマ電流、プラズマと回転電
極中⼼との芯ずれ量 （オフセット）、回転電極の直径、回転速度、平均粉末粒径などの多次元データを使⽤し
て統計モデルを作成した。 

 
最終目標である、溶融速度 Q ⼀定の条件における、粒形 d、電極棒径 D と電極棒回転速度 ω との関係の定量

化、Q とプラズマ出⼒ P の関係の定量化の目標はシミュレーション、観察、実験結果を総合してほぼ目標は達成した。⾼
⽐重材料の製粉を可能とする電極回転軸の開発に成功し、⽇本積層造形(株)において実際操業にて実⽤化に成功
した。社会実装については、⾦属積層造形プロセスの DX 化に不可⽋な PREP 粉末として、社会に定着させるべく、
2019 年末に創設したベンチャー企業（㈱東北 PREP 技術（https://www.toprep-sendai.jp/））を発展させ、
本格的な PREP 装置開発と当該技術に関する専門企業として社会実装を実現させる。 
 

 
図 A2-9-(2) PREP 粒径 d と電極回転速度ω 
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化、Q とプラズマ出⼒ P の関係の定量化の目標はシミュレーション、観察、実験結果を総合してほぼ目標は達成した。⾼
⽐重材料の製粉を可能とする電極回転軸の開発に成功し、⽇本積層造形(株)において実際操業にて実⽤化に成功
した。社会実装については、⾦属積層造形プロセスの DX 化に不可⽋な PREP 粉末として、社会に定着させるべく、
2019 年末に創設したベンチャー企業（㈱東北 PREP 技術（https://www.toprep-sendai.jp/））を発展させ、
本格的な PREP 装置開発と当該技術に関する専門企業として社会実装を実現させる。 
 

 
図 A2-9-(2) PREP 粒径 d と電極回転速度ω 
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チーム名 A４ MI 統合システム 
チームリーダー 源 聡（物質・材料研究機構）、井上 純哉（東京大学） 
参画機関 物質・材料研究機構(NIMS)、東京大学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

構造材料の設計は、取り扱うべき物理モデルや、時間・⻑さのスケールが多岐にわたることで⼊出⼒の項目数も多くな
る。このため、現象を理解するための要素技術(理論モデル、経験式、データ)も多様化するために、それらを自在に組み
合わせ(以下、ワークフローと呼ぶ)ることで予測精度を上げ、一気通貫で解く必要がある。SIP1 期では PSPP(プロセス-
構造-特性-性能)連関を軸に順問題を解くためのワークフローの設計・実⾏システム(以下、MInt 本体)を構築し、
SIP2 期では逆解析を⾏う際に必要な複雑な計算シナリオを実現するためのアプリケーションプログラミングインターフェイス
群(以下、総称して MInt-API)を開発している(今後、「MInt システム」は、MInt 本体と MInt-API、および各種データ
ベースの全体を指し示すものとする)。さらに⼊出⼒項目や予測モデルに付随するメタ情報の管理(特性空間インベントリ)
や実験・計算データベースの構築を⾏い、セキュリティ対策や脆弱性診断などのインフラ運用技術や MInt 外部に存在す
る外部計算資源の活用技術構築を通じて MInt システムを安全に利用できる環境の構築を⾏ってきた。このように MInt
システムは構造材料の性能評価に関する理論、実験、計算機シミュレーションから得られた情報を蓄積・活用しようとする
ハイブリッド的なシステムとして発展してきた。そのようなシステムと⾼度化されたシミュレーション技術を、取り扱う問題によっ
て適切に利用できるようになれば、材料設計において大きな効⼒を発揮すると考える。一方でそのようなシステムを組み
上げようとすると、さまざまな要素を連関させる技術開発が必要でかつ規模が大きくなるため、研究機関が中心となって共
通インフラとしてシステムを構築することが重要と考える。 

世界的な動向に目を向けると、構造材料の問題を解くうえで複数の要素技術を連成的に解こうとする動きは、軽合
⾦の構造材料の開発を目的とした PRISMS(米)や、種々のソフトウェア間のデータ連携を模索した ICMEg(欧州)の取
り組みが参考になる。これらの取り組みでは、独自のソフトウェアの開発とともに材料情報の管理環境の構築や、ソルバー
間のデータ統合が試みられている。対して、MInt システムが持つ優位性は、物理モデルの連関やメタ情報の管理、計算・
実験データの再利用性の考慮、API の活用まで含めて一貫して開発が⾏われていることである。一方で、マテリアルズ・イ
ンフォマティックスで第一原理計算データベースを活用しようとする動き(Materials Project(米)、OQMD(米)、
Aflowlib(米)、optimade(欧))は、MInt システム側から⾒ると、アクセスができる材料データの多様性が得られるという
意味で連携するメリットが大きいと捉えている。 
 
 
1.2 目標   
以下に、SIP2 期における A4 の最終目標を記す。 

• 【逆問題解析の数理的⼿法のシステム実装】︓A1 で開発した逆問題解析の数理的⼿法をシステム上で柔
軟に動作させるために汎用化し、システムへ実装すること。 

• 【逆問題解析ワークフローの繰り返し計算に関わる柔軟な制御技術】︓逆問題解析に必要なワークフローの
繰り返し計算に関わる柔軟な制御技術を確⽴すること。 

• 【先端材料・プロセス向け新規開発モジュールの実装】︓先端材料・プロセス向けの新規開発モジュールの実
装を進め、同時に、この作業を簡易化するシステム⼿法を確⽴すること。 

• 【ユーザ・インターフェース】︓ユーザビリティ及びセキュリティ対策が向上したユーザ・インターフェースを完成させる
こと。 

• 【アプリケーションプログラミングインターフェース（API）群】︓ モジュール間の⼊出⼒を規定する API 群を整
備し、API を活用したモジュール設計をユーザが柔軟にできる仕組みを実現すること。 

• 【リモートアクセス制御】︓研究所や企業に分散している計算機資源を有効に活用しつつ、ワークフロー制御の
一元性を両⽴できるようなリモートアクセス制御に関する技術を確⽴すること。 

• 【構造材料記述のためのデータ構造のシステム反映】︓A5 で開発する構造材料を記述するためのデータ構造
をシステムに反映し、データの関連を調べられるような仕組みを実装すること。 

 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1) MInt システムの開発（NIMS） 

• MInt 本体、MInt-API の機能開発の安定的な終了と活用事例の創出 
• MInt 本体や MInt-API 開発に関して、これまでに利用者からフィードバックされたコメントや既知の問題

などを優先的に解決し、アプリケーションのパッケージとして完成させることを目指す。また、MInt 本体への
順問題の蓄積と MInt-API を活用した事例を作成する。例えばこれまでに開発を⾏ってきた溶接部にお
ける構造解析のための統合環境(WFAS)の⾼度化や、プログラミングに不慣れなユーザでも逆解析を一
定程度⾏える環境(MIOpt)の開発を継続する。 

• A2 構築モジュールの実装作業 
• A2 で研究開発を⾏っている、積層技術に対応した予測モジュールの MInt 本体への実装を計画に則っ

て実⾏する。また、実装したワークフローからいくつかを選択して MIOpt や他の最適化技術を用いて最適
化計算の事例を創出する。 

• 継続的な運用を目指したインフラの整備 
• 継続的な安定運用に関しては、MInt システムで使われている OS(CentOS7.8)の変更が主な作業と

なる。これは、CentOS の開発が 2021 年末で終了することが突如アナウンスされ、2024 年のサポート
終了後はセキュリティ対策が施されないこととなり、非常に危険な状態に陥るため必要な作業である。プロ
ジェクト終了までに、互換 OS や商用 OS(RHEL8.5)を含め代替 OS の検討を⾏って、OS 変更作業
を完了させる。なお 2021 年度のシステムコンパクト化の議論を踏まえて(2020 年度のミドルウェアアップ
デートのテスト工数と比較して)テスト工数を削減させることを同時に目指す。 

• 今後は MInt の利用者が増加すると考えられるため、性能のボトルネックとなる箇所に対して事前に対策
を講じるため異常検知システムの機能拡張や、計算データベースの構造の⾒直し、アプリケーションサーバ
の強化、計算機ノードの稼働率向上などを必要に応じて実施する。 

• セキュリティ対策と 2021 年度に増強したハードウェア資源の稼働開始を⾏う。 
• 情報発信として MI コンソや MIntMedia への情報提供も継続的に⾏う。 

2) 逆問題解析の数理的⼿法のシステム実装（東京大学） 
• A1 構築モジュールの MInt システムへの実装作業を計画的に⾏う。 
• 逆解析のための数理モデルの一般化と MInt への実装を⾏う。 

 
(２)  実施体制 

A1 に関連する予測モジュールの検証・実証は A4(東大)側に構築されている MInt システムを活用して⾏う。動作の
確認が取れたモジュールは、ドキュメントやサンプルデータとともに A4(NIMS)側に情報が共有され、NIMS 側で構築して
いる MInt システムに速やかに実装を⾏う。A2,A5 で開発を⾏っているモジュールは、A2,A5 と定期的な会合を開催し
情報共有や実施スケジュールを詰めながら NIMS 側で実装している MInt を使って順次実装を⾏う。このように実装され
たモジュールは、適切な権限管理のもと、利用者に公開される。 
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• 【構造材料記述のためのデータ構造のシステム反映】︓A5 で開発する構造材料を記述するためのデータ構造
をシステムに反映し、データの関連を調べられるような仕組みを実装すること。 

 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1) MInt システムの開発（NIMS） 

• MInt 本体、MInt-API の機能開発の安定的な終了と活用事例の創出 
• MInt 本体や MInt-API 開発に関して、これまでに利用者からフィードバックされたコメントや既知の問題

などを優先的に解決し、アプリケーションのパッケージとして完成させることを目指す。また、MInt 本体への
順問題の蓄積と MInt-API を活用した事例を作成する。例えばこれまでに開発を⾏ってきた溶接部にお
ける構造解析のための統合環境(WFAS)の⾼度化や、プログラミングに不慣れなユーザでも逆解析を一
定程度⾏える環境(MIOpt)の開発を継続する。 

• A2 構築モジュールの実装作業 
• A2 で研究開発を⾏っている、積層技術に対応した予測モジュールの MInt 本体への実装を計画に則っ

て実⾏する。また、実装したワークフローからいくつかを選択して MIOpt や他の最適化技術を用いて最適
化計算の事例を創出する。 

• 継続的な運用を目指したインフラの整備 
• 継続的な安定運用に関しては、MInt システムで使われている OS(CentOS7.8)の変更が主な作業と

なる。これは、CentOS の開発が 2021 年末で終了することが突如アナウンスされ、2024 年のサポート
終了後はセキュリティ対策が施されないこととなり、非常に危険な状態に陥るため必要な作業である。プロ
ジェクト終了までに、互換 OS や商用 OS(RHEL8.5)を含め代替 OS の検討を⾏って、OS 変更作業
を完了させる。なお 2021 年度のシステムコンパクト化の議論を踏まえて(2020 年度のミドルウェアアップ
デートのテスト工数と比較して)テスト工数を削減させることを同時に目指す。 

• 今後は MInt の利用者が増加すると考えられるため、性能のボトルネックとなる箇所に対して事前に対策
を講じるため異常検知システムの機能拡張や、計算データベースの構造の⾒直し、アプリケーションサーバ
の強化、計算機ノードの稼働率向上などを必要に応じて実施する。 

• セキュリティ対策と 2021 年度に増強したハードウェア資源の稼働開始を⾏う。 
• 情報発信として MI コンソや MIntMedia への情報提供も継続的に⾏う。 

2) 逆問題解析の数理的⼿法のシステム実装（東京大学） 
• A1 構築モジュールの MInt システムへの実装作業を計画的に⾏う。 
• 逆解析のための数理モデルの一般化と MInt への実装を⾏う。 

 
(２)  実施体制 

A1 に関連する予測モジュールの検証・実証は A4(東大)側に構築されている MInt システムを活用して⾏う。動作の
確認が取れたモジュールは、ドキュメントやサンプルデータとともに A4(NIMS)側に情報が共有され、NIMS 側で構築して
いる MInt システムに速やかに実装を⾏う。A2,A5 で開発を⾏っているモジュールは、A2,A5 と定期的な会合を開催し
情報共有や実施スケジュールを詰めながら NIMS 側で実装している MInt を使って順次実装を⾏う。このように実装され
たモジュールは、適切な権限管理のもと、利用者に公開される。 
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2. 研究開発の成果 

2022 年度、A4 では MInt システムの開発の最終年度として、下記の項目に取り組んできた。 
【A4̲NIMS】 

1. MInt 本体(GUI)、MInt-API の機能開発の安定的な終了 
2. A2,A5 構築モジュールの実装作業 
3. 継続的な運用を目指したインフラの整備 

【A4̲東大】 
1. A1 構築モジュールの MInt システムへの実装作業と数理モデルの活用 

 
以下に、A4 としての活動をまとめておく。 
 
1. MInt 本体(GUI)、MInt-API の機能開発の安定的な終了 

MInt 本体(GUI)や MInt-API の開発に関しては、MInt システムの機能を拡張するのに必要な開発に加えて、利用
者からフィードバックされたコメントや既知の問題などを優先的に解決した。例えば、ユーザがデータのダウンロード時にファイ
ル拡張子の整理を⾏う機能の開発や、ファイルのアップロードとワークフロー実⾏タイミングの調整のような GUI として目に
⾒える機能の改善、さらには MInt の計算制御の効率化や API の機能改修を通じて、MInt 本体と API の両方におい
てアプリケーションのパッケージとして⾼度化を⾏ってきた。さらにこれまでに蓄積してきたワークフローのメタ情報や文献の情
報をもとに情報の連関を表すグラフデータを生成し、異なる予測モジュールの連関解析(接続可能性の検証)なども試⾏
することで、さまざまな機能の検証を⾏ってきた。 

MIntシステムの活用としては、順問題においてはA1,A2,A5の構築モジュールの実装を進める(後述)とともに、MInt-
API を活用したフレームワークの構築も⾏った。これまでに開発を続けてきた、溶接部の疲労寿命解析のための統合環境
(WFAS)も MInt-API の機能を多く活用している。WFAS では、MInt と連携した GUI を独自に持ち、API を介して熱
伝導解析の結果を⾏い、熱履歴から溶接部熱影響部の領域判定を⾏い、続けてクリープ破断時間の評価などが可能
である。WFAS は A1-4 で活発に利用されてきた。さらに 2022 年度は、MInt システムで設計されたワークフローを汎用
的に最適化するための統合環境 MIOpt を開発した(図 A4-(1))。プログラミングに不慣れなユーザでも MInt 本体で順
問題の⼊出⼒を整理してワークフローを設計できていれば、逆解析を一定程度⾏える環境を構築した。MIOpt にも
MInt-API をフルに活用して、MInt 本体に登録されたワークフローの検索と情報抽出、⼊出⼒記述子の選択、最適化
の制約条件設定・アルゴリズム選択、MInt の計算データベースへのアクセス、最適化状況の可視化の機能が実装されて
いる。最適化のアルゴリズムは共役勾配法のような一般的な最適化アルゴリズムのほかに、逐次 Bayes 最適化の効率
化を目的としたアルゴリズム拡張や機械学習モデル更新のアルゴリズム実装を⾏い、A1-4 と協⼒して溶接部クリープ破
断時間を最⻑化するための⼊熱条件最適化の問題に適用した。その結果、従来の逐次最適化の最も効率の良い探
索に比べて、ロバスト性に優れた探索が可能になり、計算機を効率的に活用することで実時間にして 3 倍以上の効率で
最適な⼊熱条件を⾒つけることができた。 
 

 
図 A4-(1) MInt システムワークフロー用の最適化フレームワーク MIOpt 

 
さらに MInt システムの外部に存在するデータを活用した例として、NIMS の材料データである MatNavi の鋼の冷却

曲線(CCT)データを活用して、従来報告されている汎用の CCT 線図よりも性能の良い予測モデルを構築することができ
た。CCT データは鋼材ごとに取得する必要があるが、取得コストが非常に⾼く、利用可能なデータが少ないのが現状であ

る。少量データを活用するときは、サンプリングバイアスによる予測性能の偏りの問題が知られているが、ここでは少量のデ
ータを活用して予測精度を上げる工夫をして予測モデルの構築を⾏い、MInt のワークフローとして実装を⾏った。 
 

 
図 A4-(2) CCT 線図予測のフローチャート(leave-one-out/Double cross-validation 法) 

 
 
2. A2 構築モジュールの実装作業、および A1 構築モジュールの MInt システムへの実装作業と数理モデルの活用 

A1,A2,A5 で構築されている予測モジュールの実装も計画的に実施している。2022 年度前半では、表 A4-(1)に示
すように MInt 本体への実装の終了、さらには逆解析対応を⾏ってきた。 
 
表 A4-(1)  2022 年度前半で実装を完了させた A1,A2,A5 開発の予測モジュールと逆解析対応状況 
 

チーム名 ワークフロー名  実装状況  MIOpt 対応／逆解析対応 
A1-1 ⾼強度鋼     完了   済 
A1-2 混合スパースモデル    完了   未 
A1-3 脆性破壊     完了   済 
A1-4 溶接部クリープ破断    完了   済 
A1-5-1 スポット溶接    完了   未 
A1-5-2 アルミ合⾦⾼温強度    完了  済（別モジュール） 
A2-1 プロセスウィンドウ    完了   済 
A2-1 凝固割れ予測    完了   済 
A2-1 Ni 基合⾦の S-S 曲線予測   完了   未 
A2-1 組織情報の機械学習モデル   完了   未 
A5-1 Ni 合⾦に関する特許情報検索  完了   – 
A5-1 クリープ破断時間予測   完了   未 
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る。少量データを活用するときは、サンプリングバイアスによる予測性能の偏りの問題が知られているが、ここでは少量のデ
ータを活用して予測精度を上げる工夫をして予測モデルの構築を⾏い、MInt のワークフローとして実装を⾏った。 
 

 
図 A4-(2) CCT 線図予測のフローチャート(leave-one-out/Double cross-validation 法) 

 
 
2. A2 構築モジュールの実装作業、および A1 構築モジュールの MInt システムへの実装作業と数理モデルの活用 

A1,A2,A5 で構築されている予測モジュールの実装も計画的に実施している。2022 年度前半では、表 A4-(1)に示
すように MInt 本体への実装の終了、さらには逆解析対応を⾏ってきた。 
 
表 A4-(1)  2022 年度前半で実装を完了させた A1,A2,A5 開発の予測モジュールと逆解析対応状況 
 

チーム名 ワークフロー名  実装状況  MIOpt 対応／逆解析対応 
A1-1 ⾼強度鋼     完了   済 
A1-2 混合スパースモデル    完了   未 
A1-3 脆性破壊     完了   済 
A1-4 溶接部クリープ破断    完了   済 
A1-5-1 スポット溶接    完了   未 
A1-5-2 アルミ合⾦⾼温強度    完了  済（別モジュール） 
A2-1 プロセスウィンドウ    完了   済 
A2-1 凝固割れ予測    完了   済 
A2-1 Ni 基合⾦の S-S 曲線予測   完了   未 
A2-1 組織情報の機械学習モデル   完了   未 
A5-1 Ni 合⾦に関する特許情報検索  完了   – 
A5-1 クリープ破断時間予測   完了   未 
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3. 継続的な運用を目指したインフラの整備 
MInt システムの運用を安定的に⾏う施策として、まず 2021 年度に改修(機能改善、セキュリティ対策)した内容を反

映したシステムのリリースを 7 月に⾏った。同時に新たに導⼊した計算機の稼働も開始した。計算機の新規導⼊は将来
的な計算資源の需要も⾒込んでいる性能なので、現時点では余⼒がある。その余⼒をうまく活用する試みとして、計算
ジョブの制御レベルを細かくし、低優先度ジョブにて今後データ駆動解析で活用できるであろう計算データを集積する仕組
みを始動させた。これは⾼優先度で実⾏される MInt システムからの計算要請を阻害するものではない。このため現状に
おいても計算機の稼働率をあげ、計算機を有効に活用できる環境を構築することができた。また、MInt-API の提供に伴
い、⾼い計算機の稼働率、ストレージの活用を促進した。 

 
今年度実施する MInt システムの継続的な安定運用に関する開発で最も重要なのは、MInt システムで使われている

OS(現⾏ CentOS7.8)の変更である。一般的なアプリケーション開発で利用されている当該 OS の開発が 2021 年末
で終了することが突如アナウンスされ、2024 年の OS のサポート終了後はセキュリティ対策が施されず非常に危険な状
態に陥る。そのために、緊急に OS の変更が必要になる。9 月までに OS の変更に伴うシステムの修正箇所やトラブルの
可能性に対する検討が終了している。2022 年の後半に実際の OS の変更作業を進めていく。なお OS 変更にはテスト
工程が必要となるが、2021 年度のコンパクト化の議論(API 簡素化、不要機能の切り離しなど)を踏まえて MInt システ
ムの従来の ver.と比較してテスト工数を削減させることも並⾏して進める。 

 
将来的には MInt システムの利用者の増加を考慮する必要があるため、その対策としてアプリケーションサーバの強化

(二重化)を⾏いシステムの安定性を向上させた。さらに MInt システムの管轄外の計算機を活用する外部計算資源活
用も、これまで ssh 方式と http 方式で他研究機関の計算機やクラウド計算機などの検証を進めてきたが、本年度は最
後の検証である NIMS スパコンでの検証を終えた。その結果、MInt システムの外部にある計算機、データ、プログラムな
どの実証が完了し、秘匿情報の活用や計算負荷のピーク需要の対応の体制を確⽴することができた。さらに MInt システ
ムの性能のボトルネックとなる箇所に対して事前に予防的対策を講じるため異常検知システムの機能拡張、計算資源
(ハードウェア、ソフトウェア)の常時監視や、不正アクセスに対する検知機能などを強化した。 

 
以上の活動により、MInt システムは構造材料の包括的な問題を解くための順問題設計基盤と逆解析基盤の結合し

た基盤システムとして稼働ができるようになった。また、外部に存在する様々な物質・材料のデータベースとの接続を確保し
ながら MInt システムで解析を実⾏することが可能となった。加えてこのような環境を、セキュリティ対策などを通じて安定的
に供給する環境を確⽴することができ、今後材料設計の統合的な環境として機能していく体制が整った。 
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サブチーム名 A5-1 構造材料データ記述方式設計 
サブチームリーダー 出村雅彦・門平卓也（物質・材料研究機構）、芦野俊宏（東洋大学） 
参画機関 物質・材料研究機構、東洋大学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
材料開発にとって、材料データは極めて重要である。データ駆動の材料開発が活発化し、マテリアルズインテグレーション

によってサイバー空間での材料開発が可能になると、広範囲の良質な材料データを保有していることが材料開発⼒を左
右する。材料データを再利⽤できる形に整理し、データベースとして収録しておく必要がある。しかし、材料データは再利⽤
されることが極めて少ない。企業間の壁以前に、企業内、機関内においてすら、再利⽤が進んでいない。 
課題は、データを再利⽤可能な形で記述する方法が確⽴していない点にある。材料データは、対象材料、目的によって

多様であり、統一的な形式の設計は難しい。新規プロセス、新規分析・解析方法に対応できる柔軟性が必要である。 
本サブテーマでは、構造材料に焦点を当て、そのデータ記述の方法を設計することを目的とする。全ての材料に対応する

ことは難しいので、マテリアルズインテグレーションシステムに搭載されているか、あるいは、搭載を目指して研究開発が進め
られている逆問題課題に対象を絞りつつ、できるだけデータベース間の連携ができるように包括的な設計を目指す。 
 
1.2 目標   
逆問題 MI が適⽤される先端材料・プロセスについて構造材料データベース構造を設計し、データベースを構築する。設

計したデータ構造を活⽤して、産学のデータ連携の事例を創出する。国際的な事実上の標準化に向けて、設計したデー
タベース構造を公開する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）構造材料データ記述方式設計（NIMS） 
 ●構造材料のクリープ、疲労等を格納するためのデータ記述方式（データ構造）を設計する。 
 ●設計したデータ構造を活⽤して鉄鋼材料を中心としたデータベースを構築する。 
 ●産学のデータ連携のために、秘匿して機械学習が可能となる連合学習技術を開発し、これを活⽤して実際に機関を
超えたデータ連携の事例を創出する。 
 ●設計したデータ構造をサービス中のデータベースに適⽤し、社会実装する。 
 ●先端耐熱材料において逆問題事例の創出に貢献する。 
2) マテリアルズインテグレーションのための構造材料データベースの構築（東洋大学） 
 ●構造材料のクリープ・疲労、ニッケル基超合⾦の性能に関わる物性・ミクロ組織について、専門家の知⾒に基づいて構
造化したオントロジーを開発する。 
 ●オントロジー、メタデータ記述、試験データの 3 層構造についてプロトタイプシステムを開発する。 
 ●オントロジーに関してミクロ組織に関する 3 次元位置関係を記述するための拡張を⾏う。 
 
(２)  実施体制 
図 A5-1-（1）に実施体制を示す。柔軟なデータ構造とデータ構
造間の連携を両⽴するために、対象ごとのデータ記述方式を設計
するボトムアップアプローチ（NIMS）と連携のためのオントロジー
開発というトップダウンアプローチ（東洋大）を組み合わせて開発
を実施する。データ構造の利活⽤については主に NIMS が担当
し、そこから得られるフィードバックを東洋大がオントロジー等の開発
に活かしていく。 

 
図 A5-1-（1）サブテーマの実施体制 

NIMS 東洋大

データ設計

ボトムアップ トップダウン
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データ構造上の問題
をフィードバック

実課題適用を主導

個別データ設計
オントロジー設

計

2. 研究開発の成果 
2.1 サブチーム全体の成果 
2.2 構造材料データ記述方式設計（NIMS） 
(a) クリープ、疲労等を格納できるデータ記述方式（SIP データ構造）の設計とデータベース構築 
 構造材料に広く適⽤できるデータ記述方式を検討するにあたり、NIMS 構造材料データシート（クリープ、疲労、腐⾷）
を基盤として、⽇本鉄鋼協会や⽇本原⼦⼒研究開発機構から発刊されているクリープデータ等を参考に、これらのデータ
を⽭盾なく収録できるデータ構造を目指すこととした。 
さらに、表現形式についても検討を⾏った。スプレッドシート、リレーショナルモデル、XML 形式等のキーバリュー形式という

3 つの形式の特徴を勘案して、⽇常的なデータのメンテナンスに優れるスプレッドシート式でマスターデータを表現することと
した。その上で、機械可読性に優れる XML 形式に変換して機械学習データセットの作成などの利活⽤ができるようにし、
さらに、(b)で述べるように NIMS ⾦属材料データベースサービスに適⽤する際にはリレーショナルデータモデルに変換してい
くこととした。 
以上の検討のもとで、図 A5-1-（2）に示すような基本的なデータ構造を確⽴した。データの次元が異なるものは別の

テーブルとしつつ、過度に正規化を進めないようにして、ある程度のデータ表現の重複は許容することとしている。具体的に
は、マテリアル、ピース、特性というレイヤーで構造化し、マテリアルからピースが⽣成され、ピースに対して、特性が定義され
るというテーブル間の関係を定義した。その上で、マテリアルにはプロセス（熱処理や精錬条件などの素材作製条件）と
化学組成が紐づく形としている。特性のレイヤーには機械的性質、引張特性、クリープ特性、疲労特性、腐⾷特性が含
まれるが、今後、対象とする特性が増えれば、拡張可能である。 
特徴的な点は、溶接継⼿を取り扱うことができる

ようにしているところである。溶接はピースを⽤いて記
述され、溶接継⼿から取得されたものは一旦マテリ
アルのレイヤーに新しい定義を与えられた後、そこか
らピースを定義する形で、特性を記述できるようにな
る。このように取り扱うことで、溶接に⽤いた⺟材、
溶接⾦属等の情報、溶接継⼿の各部位（溶⾦
部、⺟材部、熱影響部、継⼿全体）の特性表現
を、⽭盾なく記述できるようにしている。 
この SIP データ構造に従って、鉄鋼、ニッケル系等

の耐熱材料のクリープデータについて、NIMS クリー
プデータシートの他、⽇本鉄鋼協会や⽇本原⼦⼒
研究開発機構などから発刊されたデータシートのデータを収録して、データベースを構築した。全体でクリープ破断特性の
データポイント数で 26,000 点を超えるデータを格納することができている。 
(b) SIP データ構造の利活⽤事例創出 
 SIP データ構造の利活⽤として「機械学習によるフェライト鋼クリープ寿命予測」及び「NIMS ⾦属材料データベース
への適⽤」を実施した。 
 機械学習によるフェライト鋼のクリープ寿命予測に関しては、SIP で整備したデータベースから機械学習⽤のデータセット
を作成して、これをもとに機械学習を実施した。データ源は NIMS クリープデータシートであり、このうちフェライト鋼（212
鋼種）について、化学組成、クリープ試験条件からクリープ寿命（の対数）を予測した。データ点数は 5,657 ポイントあ
り、機械学習⼿法としてサポートベクター回帰（SVR）、ランダムフォレスト、アンサンブル勾配ブースティング⽊回帰の一
種である XGBoost を試したところ、SVR が最も回帰性が良く、テストデータに対する予測誤差（⼆乗平均平方根誤
差）は対数時間（h）で 0.14 であった。これは、実数で表すと、約 1.4 倍（100.14）の誤差ということになる。倍・半
分で予測できれば実⽤的と⾔われており、⼗分に⾼い予測精度が実現できている [1]。このほか、低炭素鋼の⻑寿命
側においてクリープ寿命を⽀配しているトレーサー元素を特定する研究にも当該データセットが⽣かされている [2]。 
 NIMS ⾦属材料データベースは、MatNavi というデータベースサービスの中で KINZOKU という名称で展開している。

 
図 A5-1-（2）SIP データ構造の基本構成 
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り、機械学習⼿法としてサポートベクター回帰（SVR）、ランダムフォレスト、アンサンブル勾配ブースティング⽊回帰の一
種である XGBoost を試したところ、SVR が最も回帰性が良く、テストデータに対する予測誤差（⼆乗平均平方根誤
差）は対数時間（h）で 0.14 であった。これは、実数で表すと、約 1.4 倍（100.14）の誤差ということになる。倍・半
分で予測できれば実⽤的と⾔われており、⼗分に⾼い予測精度が実現できている [1]。このほか、低炭素鋼の⻑寿命
側においてクリープ寿命を⽀配しているトレーサー元素を特定する研究にも当該データセットが⽣かされている [2]。 
 NIMS ⾦属材料データベースは、MatNavi というデータベースサービスの中で KINZOKU という名称で展開している。

 
図 A5-1-（2）SIP データ構造の基本構成 
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いわゆるリレーショナルデータモデルによってデータを格納しているが、クリープと疲労は別々のデータモデルであり、正規化度
が⾼くてテーブル関係が複雑なためメンテナンスがしにくいという状況であった。現在、⽂部科学省が進めているマテリアル
DX プラットフォーム事業の中で、NIMS はデータ中核拠点の形成を実施しており、その一環として MatNavi をクラウドに
移設することになった。その際に、データモデルを SIP データ構造に準拠するものに全面的に作り替えることとした。これによ
って SIP データ構造で書かれたデータベースの KINZOKU への取り込み、KINZOKU データの機械学習データセット化が
容易となる。2021 年度中に基本設計を⾏い、2022 年度に実装、2023 年 1 月に新しい KINZOKU がリリース予定
となっている。MatNavi という登録ユーザー数が 2 万人を超えるサービスにおいて、SIP データ構造が活⽤された社会実
装の事例と考える。また、KINZOKU のデータモデルの改修は NIMS 交付⾦にて実施されたものであり、府省連携の好
例であるといえる。 
(c) 連合学習システムの開発と産学データ連携の事例創出 
企業や公的機関のデータを集合させることで予測性能の⾼いモデルを作成できる可能性があっても、企業がデータを開

示することは期待できない。この壁を突破するために、SIP において連合学習システムの開発をおこなった。連合学習はク
ライアント間でデータを開示することなく、モデルパラメータのみを中央サーバとやりとりすることで、全体データを統合して学
習した場合に迫る予測性能を実現できる秘匿機械学習技術の一つである。開発した連合学習システムを活⽤して産学
データ連携の事例を創出することとした。 
開発したシステムは深層ニューラルネットワークをモデルとして⽤いて連合学習を実施する。図 A5-1-（3）に模式的に

示すように、学習過程はクライアントにおける学習とモデル統合を繰り返す。クライアントにおける学習では指定したエポック
数学習を進め、得られたモデルパラメータ（ニューラルネットワークのノード係数）を中央サーバに送信する。中央サーバで
は各クライアントから送られてきたモデルパラメータを平均化して統合モデルを作成する。さらに、統合モデルをクライアントに
送信し、各クライアントで学習を進めてモデルパラメータを更新する。以上を繰り返し、統合モデルの精度を上げていく。 
実装したシステムにおいて、連合学習の

性能について、検証を実施した。対象デー
タは（b）で取り上げたフェライト鋼のクリー
プ寿命予測である。全データを⽤いた際の
深層学習モデルによる予測精度は RMSE
で 0.187 であった。これに対して、分割の
仕方を種々に設定して連合学習の性能を
検証したところ、モデル統合の際にクライア
ントのデータ数で加重平均する場合に最も
性能が⾼く、全データを⽤いた場合に匹敵する RMSE（0.18-0.19）を得ることを確認している。 
以上の開発実績を踏まえて、素材、重⼯業、電⼒関係の企業、関連の公的研究機関に呼びかけを⾏い、連合学習

によって、産学のデータを統合した共有モデルを作成するためのアライアンスを組み上げた。覚書に調印した参画機関は企
業 6 社を含む 8 機関であり、現在、各機関の協⼒のもと連合学習による統合モデル作成が順調に進んでいる。 
(d) ニッケル基超合⾦における逆問題事例創出への貢献 
 A2 と連携して Ni 基超合⾦に関する 2 つの逆問題について事例を創出した。1 例目は、三次元積層造形性に優れ
同時に⾼温強度が期待できる新しい合⾦成分の探索である。ニッケル基超合⾦の⾼温強度はγʼの平衡体積率が⾼い
ほど良く 60〜70%で最大化する。一方で、γʼ体積率が⾼い合⾦は積層造形中に割れが発⽣して造形性が低い。そこ
で、平衡体積率は⾼いが、造形中にγʼの析出が抑制できるように析出開始時間ができるだけ遅い合⾦を探索した。A2-
2 で開発して MInt に実装した任意組成から変態曲線図（TTT 線図）を計算できるワークフローと、モンテカルロ⽊探
索という AI 探索アルゴリズムを組み合わせて、合⾦のデザインを試みた。ここでは、モンテカルロ⽊探索をさらに改良して、
ニューラルネットワーク駆動の新方式を開発し、従来法に比べて 60%以上の探索効率の向上を実現している[3]。探索
の結果、35,000 計算から 768 候補を抽出することに成功し、ここからさらに A2-1 と連携して 3D 積層造形中の凝固
割れの発⽣を抑制できることが期待できる候補を選択して、新しい合⾦を提案した。 
 2 例目は、ニッケル基超合⾦の熱処理の最適化である。A2-4 と連携して、熱処理パターンからγ/γʼ組織を推定し、こ

 
図 A5-1-（3）開発した連合学習システムの学習過程 

Client 1 model

Client 2 model

Client 3 model

Send the client models

Server

Number of clients

Aggregate model

Weights of the model

Send back the aggregate model to clients

こから⾼温強度を予測するワークフローを構築し、MInt に実装した。これをモンテカルロ⽊探索と接続して、⾼温強度を
向上できる熱処理パターンを探索したところ、従来の等温時効よりも⾼いパターンを 110 例以上⾒つけることに成功した。
さらに、この中のトップ 5 のパターンを詳しく解析し、共通の特徴を抽出することができた。具体的には、初期に⾼温短時
間の熱処理によってγʼを臨界サイズにまで成⻑させた後、低温⻑時間の熱処理で体積率を上げ、⾼温強度を最大化す
るというものである。この特徴を踏まえて、新奇の 2 段熱処理方法を考案した [4]。これは、AI の発⾒から専門家が新し
い考え方を構築したという点で、MInt と AI の組み合わせによる逆問題解析の新しい可能性を開く重要な結果といえる。 
 
2.3 マテリアルズインテグレーションのための構造材料データベースの構築（東洋大学） 
構造材料データベースのトップダウン側としてはオントロジーを⽤い

た専門家の知⾒に基づく概念のネットワークを⽤いることとし、
2006, 2007 年度に NEDO 知的基盤創成・利⽤促進研究開
発事業「材料データベースのための共通プラットフォームの研究開
発」において開発した材料オントロジーをベースとして、本課題のタ
ーゲットに沿ってプロセス、ミクロ組織の構成要素、機械試験、クリ
ープ試験、Ni 基超合⾦の設計に関わる語彙を段階的に拡張し、
W3C 標準である OWL (Web Ontology Language)を⽤い
て記述した（図 A5-1-（4））。 
トップダウン側としてボトムアップ的に定義されるデータスキーマとの

間にやはり W3C 標準である RDF (Resource Description 
Framework)を⽤いた中間層を置く三層構造のシステムを考案
した。その上で、NIMS と連携して当該システムを開発し、デモンス
トレーションを⾏った。当該システムは、機械学習⽤のデータセットを
任意の項目を取り出して作成することが可能となっており、2.2 のフ
ェライト鋼のクリープ寿命予測事例の創出に貢献している。 
 材料の性能にはミクロ構造の要素のみならずそれら相互の位置
関係が重要であり、位置関係に関わるオントロジーを⽤いてメタデ
ータを付与することがミクロ構造と材料性能を考慮したデータの検
索には必要とされる。また、これにより位置関係と性能との関係に
関わる専門家の知⾒を機械可読な知識として共有することが可
能となる。このためには上記のミクロ組織に関わる語彙に加え、これ
らの位置関係を記述する述語を定義する必要がある。2021年度
から 2022 年度にかけて地理情報に関わるオントロジーの開発事
例などを参照して 3D ミクロ組織の構造を記述するためのオントロジ
ー述語を開発した（図 A5-1-（5））。2022 年度中には、
A1、A5-2 より 2D、3D のミクロ組織に関する測定データと解析の
サンプルデータ提供を受け、これに対して開発したオントロジーによるアノテーションを⾏い、活⽤の事例として共有する。 
参考⽂献︓ 
[1] Sakurai, J., Demura, M., Inoue, J., & Yamazaki, M. (2022). Tetsu-to-Hagane, 108(7), 424-
437. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2022-003 
[2] Sakurai, J., Demura, M., Mototake, Y., Okada, M., Yamazaki, M., & Inoue, J. (2021). STAM: 
Methods, 1(1), 98–108. DOI:  10.1080/27660400.2021.1951505 
[3] Dieb, S.; Toda, Y.; Sodeyama, K.; Demura, M. (2022) Submitted. 
[4] Nandal, V.; Dieb, S.; Bulgarevich, D.; Osada, T.; Koyama, T.; Minamoto, S.; Demura, M. 
(2022) Submitted. 
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任意の項目を取り出して作成することが可能となっており、2.2 のフ
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 材料の性能にはミクロ構造の要素のみならずそれら相互の位置
関係が重要であり、位置関係に関わるオントロジーを⽤いてメタデ
ータを付与することがミクロ構造と材料性能を考慮したデータの検
索には必要とされる。また、これにより位置関係と性能との関係に
関わる専門家の知⾒を機械可読な知識として共有することが可
能となる。このためには上記のミクロ組織に関わる語彙に加え、これ
らの位置関係を記述する述語を定義する必要がある。2021年度
から 2022 年度にかけて地理情報に関わるオントロジーの開発事
例などを参照して 3D ミクロ組織の構造を記述するためのオントロジ
ー述語を開発した（図 A5-1-（5））。2022 年度中には、
A1、A5-2 より 2D、3D のミクロ組織に関する測定データと解析の
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サブチーム名 A5-2 3D 構造情報解析技術の開発 
サブチームリーダー 原 徹（物質・材料研究機構） 
参画機関 物質・材料研究機構、理化学研究所、関⻄⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
材料の組織は三次元(3D)かつ異⽅性を有するものなので、観察も本来 3D で⾏うべきである。しかし、これまでの殆どの
顕微鏡手法は二次元(2D)像に⽴脚しており、3D 組織観察は技術的に発展途上である。本研究課題では材料組織
情報を三次元的に正確に取得するための 3D 観察・解析技術の研究開発を実施する。また、材料情報の定量化のた
めに新たな画像解析技術を開発する。さらに、開発した観察・解析技術を利⽤して、構造・組織情報を迅速に⼤量に
提供することで材料情報のデータベース化に資することを目的とした。本課題において克服すべき課題としては、(i)3D 観
察においては、観察手法間でスケールのギャップが生じており、現⾏の技術ではマルチスケール化がなされていないこと、(ii)
材料の要求特性に応じた組織の特徴量抽出のための解析技術開発が必要なことである。 
(i)については、特に 3D 観察技術において、マクロ組織ミクロ組織ナノ組織の間にある観察領域と空間分解能のギャ
ップを解消し、シームレスで高い分解能の情報を得るための技術を構築する。(ii)については、撮影した 3D 情報に対して
結晶粒等の組織を自動解析し、その形態を数値解析することにより組織の形状を表現する技術の確⽴にチャレンジした。 
 
1.2 目標   
本研究課題では、3D 構造情報取得技術とその解析技術を確⽴し、本技術分野で世界をリードする組織解析技術パ
ッケージを構築するとともに、逆問題解決に資するデータの取得を可能とすることを目標とする。特にこれまで、構造材料の
特性と組織を結びつけるために必要なスケール領域での 3D 組織観察手法それを克服するための手法（FIB-SEM およ
び光顕）を実現し、それらの倍率領域においてシームレスなマルチスケール 3D 観察技術を構築する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1）電子顕微鏡によるミクロ-ナノ 3 次元組織観察・画像解析の技術開発（物質・材料研究機構） 
 ●Xe プラズマ FIB とフェムト秒レーザーを加工機として備えた SEM(PFIB-SEM-fsLaser)の仕様検討を⾏い、2020

年初頭に導入した。この装置の⽴ち上げ・調整、および各種の条件設定を実施し、従来の FIB-SEM 手法より⼤体
積の 3D 観察を実証した。 

 ●A1-3 班（神鋼）のサンプル（HT570, HT780）を使い、M-A 組織の 3D 観察を実施した。このサンプルを題材
として、理研の光顕 3D 観察とシームレスな観察を⾏い、スケールギャップを埋める観察が実施できた。 

 ●A2-4 班（NIMS）の Ni 基合⾦について、微小き裂を進展させたサンプルのき裂全体を PFIB-SEM によって従来
は不可能だった⼤体積を高精度に観察し、き裂進展挙動に関する知⾒を得た。 

 
2) 光学顕微鏡によるマクロ３次元組織観察ならびに３次元画像解析（理化学研究所） 
 ●3D 組織観察については、下記を実施した。 

• 光学顕微鏡をベースとした複合材対応 3D 内部構造顕微鏡システムを開発した。 
• (1)A1-1 班(東⼤・JFE)から提供を受けた熱履歴と添加物の割合が異なる複数の DP 鋼の観察 (2) A1-3

班（神鋼）の HT570 鋼の観察、 HT780 鋼の観察、(3)A2-4 班(NIMS)の Ni 基超合⾦の観察を実施
した。 

 ●3D 画像解析については、下記を実施した。 
• 3D 内部構造顕微鏡で得られた画像から抽出した組織に対する特徴量の算出を実施し、島状マルテンサイト

(M-A)のアスペクト比や粒塊表⾯の曲率、粒界フェライトの厚みの算出を実施した。 
• 観察画像のテクスチャ（模様）に着目した相関解析手法を開発し、鉄鋼が持つ特性との相関関係を示唆す

る結果を得た。 
• 光顕と SEM によって得られる様相およびスケールが異なる組織画像の位置合わせ手法を開発し、観察画像を

通した光顕と FIB SEM との連携が可能であることを示した。 
• 画像解析のためのクラウド基盤 MICC を物質・材料研究機構内に構築し、材料データベースの構築および管

理・運⽤を⾏なった。 
 

3) 組織観察に適した加⼯条件の探索ならびに加⼯機上でのナノインデンターの開発（関⻄⼤学） 
 ●加工機上でのナノインデンターについて、押込みを制御するアクチュエータと荷重を測定するセンサに必要な分解能を

求め、機器および周辺技術を選定し導入した。 
 ●圧⼦押込み機構に制御機器を取り付け、目標荷重に対して押込み量を調整するシステムを開発した。また、このシス

テムを駆動するためのアルゴリズムを構築した。 
 ●構築した押込み試験システムを⽤いて、加工機上で材料の加工⾯に２次元のナノインデンテーション試験を実施した。

また、対象材料の特性に合わせてナノインデンテーション試験を適切に実施するための試験条件を探索した。 
 ●前記の２次元のナノインデンテーション試験を実施する工程を試料深さ⽅向に逐次繰り返すことで、3D 硬さマップを

作成した。さらに、専⽤観察装置の市販化に向けて製造企業と協議した。 
 
(２)  実施体制 
A5-2 では、NIMS(原)、理研(横⽥)、関⻄⼤(古
城)から構成されている。図 A5-2-(1)に、A5-2 の
連携関係と他課題との関係を示す。NIMS 原班は
PFIB-SEM による 3D 観察を、理研横⽥班は、光
学顕微鏡による 3D 観察及び、観察画像の解析
を、関⻄⼤古城班は、硬さ計測をそれぞれ担当して
いる。各班は、PFIB SEM と光顕の連携（NIMS
原班と理研横⽥班）や光顕と硬さ計測の連携（理
研横⽥班と関⻄⼤古城班）といったテーマでお互い
に密接に連携している。 
産学連携に関しては、SIP 参画機関から提供を受
けた材料の観察および解析を通した連携を実施して
いる。A1-1(JFE スチール・東⼤)とは DualPhase(DP)鋼の 3D 観察で材料や特性パラメータの提供を受けており、観
察画像をフィードバックするなどの連携を実施している。また、A1-3(神⼾製鋼所)とは、高張⼒鋼の提供を受け島状マル
テンサイトの 3D 観察を⾏い、アスペクト比などの特徴量のフィードバックを⾏なっている。また、A2-4(NIMS)からは、Ni 基
合⾦のサンプル提供を受け 3D 観察を実施した。また、観察画像を
A5-3 ⾚⽊班へ提供することで、パーシステントホモロジーに基づく解
析を⾏なった。また、画像解析クラウド MICC を NIMS の協⼒の下で
運営した。 
 
2. 研究開発の成果 
実施期間の前半(2018,19年度)は、参画機関がそれぞれ担当する
技術の構築を⾏なった。図 A5-2-(2)に示す 3D 観察のうち、構造
材料研究として重要な、⾚枠で囲まれた広いスケール範囲をカバーす
るため、SEM（NIMS）と光顕（理研・関⻄⼤）の二つの手法をシ
ームレスに扱うという目標を⽴て、それに必要な装置建てを検討した。
19 年度末までに装置類の基本的な構成の導入を完了し、各種調

 
図 A5-2-(2) 3D 組織観察の手法別の分
解能・観察体積の関係。PFIB-SEM と光
顕はシームレスに連携できる。 

 
図 A5-2-(1) A5-2 の実施体制と他チーム等との関係 
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る結果を得た。 
• 光顕と SEM によって得られる様相およびスケールが異なる組織画像の位置合わせ手法を開発し、観察画像を

通した光顕と FIB SEM との連携が可能であることを示した。 
• 画像解析のためのクラウド基盤 MICC を物質・材料研究機構内に構築し、材料データベースの構築および管

理・運⽤を⾏なった。 
 

3) 組織観察に適した加⼯条件の探索ならびに加⼯機上でのナノインデンターの開発（関⻄⼤学） 
 ●加工機上でのナノインデンターについて、押込みを制御するアクチュエータと荷重を測定するセンサに必要な分解能を

求め、機器および周辺技術を選定し導入した。 
 ●圧⼦押込み機構に制御機器を取り付け、目標荷重に対して押込み量を調整するシステムを開発した。また、このシス

テムを駆動するためのアルゴリズムを構築した。 
 ●構築した押込み試験システムを⽤いて、加工機上で材料の加工⾯に２次元のナノインデンテーション試験を実施した。

また、対象材料の特性に合わせてナノインデンテーション試験を適切に実施するための試験条件を探索した。 
 ●前記の２次元のナノインデンテーション試験を実施する工程を試料深さ⽅向に逐次繰り返すことで、3D 硬さマップを

作成した。さらに、専⽤観察装置の市販化に向けて製造企業と協議した。 
 
(２)  実施体制 
A5-2 では、NIMS(原)、理研(横⽥)、関⻄⼤(古
城)から構成されている。図 A5-2-(1)に、A5-2 の
連携関係と他課題との関係を示す。NIMS 原班は
PFIB-SEM による 3D 観察を、理研横⽥班は、光
学顕微鏡による 3D 観察及び、観察画像の解析
を、関⻄⼤古城班は、硬さ計測をそれぞれ担当して
いる。各班は、PFIB SEM と光顕の連携（NIMS
原班と理研横⽥班）や光顕と硬さ計測の連携（理
研横⽥班と関⻄⼤古城班）といったテーマでお互い
に密接に連携している。 
産学連携に関しては、SIP 参画機関から提供を受
けた材料の観察および解析を通した連携を実施して
いる。A1-1(JFE スチール・東⼤)とは DualPhase(DP)鋼の 3D 観察で材料や特性パラメータの提供を受けており、観
察画像をフィードバックするなどの連携を実施している。また、A1-3(神⼾製鋼所)とは、高張⼒鋼の提供を受け島状マル
テンサイトの 3D 観察を⾏い、アスペクト比などの特徴量のフィードバックを⾏なっている。また、A2-4(NIMS)からは、Ni 基
合⾦のサンプル提供を受け 3D 観察を実施した。また、観察画像を
A5-3 ⾚⽊班へ提供することで、パーシステントホモロジーに基づく解
析を⾏なった。また、画像解析クラウド MICC を NIMS の協⼒の下で
運営した。 
 
2. 研究開発の成果 
実施期間の前半(2018,19年度)は、参画機関がそれぞれ担当する
技術の構築を⾏なった。図 A5-2-(2)に示す 3D 観察のうち、構造
材料研究として重要な、⾚枠で囲まれた広いスケール範囲をカバーす
るため、SEM（NIMS）と光顕（理研・関⻄⼤）の二つの手法をシ
ームレスに扱うという目標を⽴て、それに必要な装置建てを検討した。
19 年度末までに装置類の基本的な構成の導入を完了し、各種調

 
図 A5-2-(2) 3D 組織観察の手法別の分
解能・観察体積の関係。PFIB-SEM と光
顕はシームレスに連携できる。 

 
図 A5-2-(1) A5-2 の実施体制と他チーム等との関係 
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整や条件設定を経て、20 年度より A1-3 の材料を題材に連携の試⾏を開始した。図 2 の⾚枠部をカバーする 3D 観
察を系統的に⾏える体制の構築ができたことは⼀つの成果と⾔える。20 年度からは、画像処理・解析手法の構築や硬
さ試験の実装といった組織と特性の直接観察に進むとともに、他課題との連携を進め、特性予測シミュレーションへの入
⼒データのための測定など、組織情報のフィードバックを⾏なった。 
 
2－1．NIMS の成果 
 NIMS は、SEM を基礎とした 3D 組織観察技術の構築を担当した。本プロ
ジェクト開始前から、直交配置型 FIB-SEM の活⽤などの独自の 3D 観察手
法を持っていたが、A5-2 では⼤規模化という構造材料研究からの要求に応え
るため、プラズマ FIB とフェムト秒レーザーの両⽅を加工装置として備える
PFIB-SEM-fsLaser 装置を構想し、2019 年 12 ⽉に NIMS に設置した。
図 A5-2-(2)に示したように、この装置の目標は、従来の FIB-SEM シリアル
セクショニング法による観察体積の限界(30um 角程度)を⼤きく拡張し
(300um 角以上)、理研横⽥班で開発している光顕(3D-ISM)とシームレス
に扱えるようにすることであった。NIMS の成果としては、理研横⽥班の光顕技
術と合わせて、観察技術構築という点で当初目標を達成したこと、他課題試
料の観察から、3D 構造情報を提供したこと、が挙げられる。 
【成果の具体例１】 本プロジェクトで新たに構築した SEM ベースの装置の外
観を図 A5-2-(3)に示す。ThermoFisher Scientific 社製 Helios5 PFIB
にフェムト秒レーザーを搭載したものである。本装置の特性評価、条件設定を
経て、種々の分析機器も連携したシリアルセクショニングを実施できる機能を実
装した。 
【成果の具体例 2】 A2-4 連携 Ni 基合⾦の微小疲労き裂の観察 
FIB で予き裂を導入し、疲労試験を⾏い 200 ミクロン程度までき裂を成⻑さ
せたサンプルの 3D 観察を⾏なった。上記装置は高速で EBSD 測定できる検
出器(CMOS)を装備しており、⽅位・ひずみ解析も同時に可能である。それら
を解析して、微小疲労き裂の進展メカニズムを明らかにした(⻄川ら、Scripta 
Mater. 2022)。同じ材料について、理研横⽥班で、き裂発生点となる介在
物の形状やサイズ、分布を光顕(3D-ISM)で観察しており、き裂発生と伝播
の両⽅を異なるスケール観察手法で観察・解析した(図 A5-2-(4))。 
【成果の具体例 3】 A1-3 連携 M-A 組織の観察 
A1-3 課題の低合⾦鋼の M-A 組織の評価を実施した（サンプルは神⼾製鋼
所による）。理研横⽥班では、3D-ISM により M-A 組織の分布やアスペクト
比などを広範囲な観察から統計的に求めたが、NIMS では M-A 組織そのもの
の形態を Ga̲FIB-SEM(直交型)で詳細に評価した(図 A5-2-(5))。さらに
TEM を⽤いて M-A の内部構造や組成等についても評価を実施した。この課
題の試料は、理研・関⻄⼤との共通試料として「同じものを違う手法で⾒る」こ
とにより、手法間のシームレスな観察にトライし、視野の広さが全く異なる光顕
像と SEM 像の位置合わせ（理研による）等も可能になった。 
 以上のように、FIB-SEM ベースの 3D 組織観察において、装置・手法を構
築した。PFIB での⼤体積観察では、微小き裂全体の観察を実施した。また、
従来法でも高いコントラスト・分解能を活かした観察を⾏なった。理研・関⻄⼤
による光顕 3D と合わせて、構造材料の組織観察に重要なスケール領域の
3D 組織観察を総合的に実施することが可能になった。 

 
図 A5-2-(3) 導入した PFIB-
SEM-Laser 3D 構造情報解析
装置 

 
図 A5-2-(4) PFIB-SEM による
⼤体積観察の例。Ni 基合⾦の微
小疲労き裂（A2-4 ⻄川）。 

 
図 A5-2-(5) 破壊起点の 3D 観
察。M-A から破壊したと推定され
た。 

2－2．理研の成果 
  理研は、複合材対応 3D 内部構造顕微鏡システム(3D-ISM)の開発お
よび、観察画像の画像解析を担当した。 

2019 年度に開発した 3D-ISM(図 A5-2-(6))は、精密切削、エッチン
グ、断⾯観察を全自動で⾏うシステムであり、計画時の仕様を上回る性能
（視野範囲 10x5x1mm、分解能0.4x0.4x1μm/voxel）（図A5-2-
(7)）だけでなく、関⻄⼤古城班が開発した硬さ試験機能を有する。本シス
テムを⽤いて、A1-1 班(東⼤・JFE スチール)、A1-3 班（神⼾製鋼所）、
A2-4 班(NIMS)から提供された試料の観察を実施し、構造組織のパラメー
タを抽出し、結果を各班にフィードバックするだけでなく、A5-3 班（東北⼤
学）による解析のためのデータを提供した。 
 画像解析に関しては、3D-ISM や NIMS 所有の FIB-SEM から得られた
観察画像を対象とした画像処理手法群を開発した。A1-1 班との連携では、
観察画像のテクスチャ（模様）の HLAC 特徴量を計算し、炭素含有率や
TSxEl などパラメータ、特性との相関を、Wasserstein 距離を⽤いて解析す
る手法を開発した。A1-3 班との連携では、機械学習を⽤いた島状マルテンサ
イト(M-A)抽出手法を開発した。提案手法では、数枚の観察画像と対となる
M-A 抽出結果を訓練データとして、機械学習を⽤いて観察画像の M-A を自
動的に抽出する手法を構築した(図 A5-2-(8))。抽出した M-A 群に対して
画像解析を適⽤することで配向およびアスペクト比などの特徴量が計算でき
る。実際に、抽出した M-A のアスペクト比が従来の想定よりも⼤きいことがわ
かり、それらの情報は材料開発者へフィードバックされている。また、NIMS 原
班との連携では、同⼀平⾯を観察した分解能、視野、観察原理が異なる
FIB SEM 画像と光顕画像の位置合わせ手法を開発した(図 A5-2-(9))。
これにより、画像処理を介した FIB SEM と 3D-ISM の連携観
察を可能にした。この他にも粒塊の曲率解析や、粒界フェライト
の厚み算出など、材料組織の特徴を算出する画像解析を実現
した。また、開発した画像処理手法を観察画像に適⽤し、材料
データベースを構築するための画像解析クラウド基盤 MICC を
NIMS 内に設置し、他班との連携によって得られた観察画像の
データベース化を可能にするとともに管理・運⽤を実施した(図
A5-2-(10))。クラウド内には、理研で開発した画像解析ソフト
ウェア VCAT がインストールされており、多数の解析機能が実装
されているとともに、SIPで実装された画像解析手法がプラグイン
として実装されている。 

以上のように、理研班は精密切削に基づく光学顕微鏡を開
発し、観察画像から組織情報を解析する技術を開発した。更
に、画像解析および観察画像を蓄積できるデータベース機能を
持ったクラウドシステムを構築し、計測から解析、蓄積まで⼀気
通貫で処理できるシステムを構築した。また、NIMS の FIB-
SEM との連携によってマルチモーダルかつマルチスケールな観察
および解析を実現した。 
  

 

 

 
図 A5-2-(6) 複合材対応 3D 内
部構造顕微鏡 

 
図 A5-2-(7) 観察画像（試料
提供︓神⼾製鋼所） 

 
図 A5-2-(8) 機械学習による M-A の抽出 

 
図 A5-2-(9) SEM、光顕画像の位置合わせ 

 
図 A5-2-(10) 画像解析クラウド基盤 MICC 
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2－2．理研の成果 
  理研は、複合材対応 3D 内部構造顕微鏡システム(3D-ISM)の開発お
よび、観察画像の画像解析を担当した。 

2019 年度に開発した 3D-ISM(図 A5-2-(6))は、精密切削、エッチン
グ、断⾯観察を全自動で⾏うシステムであり、計画時の仕様を上回る性能
（視野範囲 10x5x1mm、分解能0.4x0.4x1μm/voxel）（図A5-2-
(7)）だけでなく、関⻄⼤古城班が開発した硬さ試験機能を有する。本シス
テムを⽤いて、A1-1 班(東⼤・JFE スチール)、A1-3 班（神⼾製鋼所）、
A2-4 班(NIMS)から提供された試料の観察を実施し、構造組織のパラメー
タを抽出し、結果を各班にフィードバックするだけでなく、A5-3 班（東北⼤
学）による解析のためのデータを提供した。 
 画像解析に関しては、3D-ISM や NIMS 所有の FIB-SEM から得られた
観察画像を対象とした画像処理手法群を開発した。A1-1 班との連携では、
観察画像のテクスチャ（模様）の HLAC 特徴量を計算し、炭素含有率や
TSxEl などパラメータ、特性との相関を、Wasserstein 距離を⽤いて解析す
る手法を開発した。A1-3 班との連携では、機械学習を⽤いた島状マルテンサ
イト(M-A)抽出手法を開発した。提案手法では、数枚の観察画像と対となる
M-A 抽出結果を訓練データとして、機械学習を⽤いて観察画像の M-A を自
動的に抽出する手法を構築した(図 A5-2-(8))。抽出した M-A 群に対して
画像解析を適⽤することで配向およびアスペクト比などの特徴量が計算でき
る。実際に、抽出した M-A のアスペクト比が従来の想定よりも⼤きいことがわ
かり、それらの情報は材料開発者へフィードバックされている。また、NIMS 原
班との連携では、同⼀平⾯を観察した分解能、視野、観察原理が異なる
FIB SEM 画像と光顕画像の位置合わせ手法を開発した(図 A5-2-(9))。
これにより、画像処理を介した FIB SEM と 3D-ISM の連携観
察を可能にした。この他にも粒塊の曲率解析や、粒界フェライト
の厚み算出など、材料組織の特徴を算出する画像解析を実現
した。また、開発した画像処理手法を観察画像に適⽤し、材料
データベースを構築するための画像解析クラウド基盤 MICC を
NIMS 内に設置し、他班との連携によって得られた観察画像の
データベース化を可能にするとともに管理・運⽤を実施した(図
A5-2-(10))。クラウド内には、理研で開発した画像解析ソフト
ウェア VCAT がインストールされており、多数の解析機能が実装
されているとともに、SIPで実装された画像解析手法がプラグイン
として実装されている。 

以上のように、理研班は精密切削に基づく光学顕微鏡を開
発し、観察画像から組織情報を解析する技術を開発した。更
に、画像解析および観察画像を蓄積できるデータベース機能を
持ったクラウドシステムを構築し、計測から解析、蓄積まで⼀気
通貫で処理できるシステムを構築した。また、NIMS の FIB-
SEM との連携によってマルチモーダルかつマルチスケールな観察
および解析を実現した。 
  

 

 

 
図 A5-2-(6) 複合材対応 3D 内
部構造顕微鏡 

 
図 A5-2-(7) 観察画像（試料
提供︓神⼾製鋼所） 

 
図 A5-2-(8) 機械学習による M-A の抽出 

 
図 A5-2-(9) SEM、光顕画像の位置合わせ 

 
図 A5-2-(10) 画像解析クラウド基盤 MICC 
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2－3．関⻄⼤学の成果 
関⻄⼤学は、複合材対応 3D 内部構造顕微鏡システム(3D-ISM)における硬さ計測システムの開発を担当した。本

システムを⽤いて、2D・3D 硬さマッピング計測システムを実現した。 
図 A5-2-(11)に構築したシステムの概略を示す。装置上下軸（Z 軸）に圧電ステージを取付け、圧電ステージ上に

微小⼒センサを取り付ける。微小⼒センサにバーコビッチ圧⼦を取り付けることで、微小押込み試験が可能なシステムを
構築した。精密切削に⽤いるダイヤモンド工具は直進軸（XYZ 軸）によって位置決めおよび直進運動を⾏い、試料表
⾯を加工する。加工後、試料および観察部を直進軸（XYZ 軸）によって直進運動および位置決めを⾏い、観察装置
による表⾯観察を⾏う。続いて、試料および微小押込みシステムは直進軸（XYZ 軸）によって直進運動および位置決
めを⾏い、微小押込み試験位置に移動する。微小押込み試験の位置決めおよび上下運動（Z 軸⽅向）は、制御コン
トローラを介して圧電ステージの位置をクローズドループで制御する。指令値は、PC からアナログ電圧で出⼒する。圧電ス
テージの位置および微小⼒センサの荷重は、制御コントローラおよびセンサアンプを介してアナログ電圧で出⼒された値を
PC で読み取る。測定した位置と荷重の関係を⽤いて、試料表⾯の硬さおよび弾性率を算出する。 

開発した硬さ計測システムにおいて、押込み深さ制御および除荷速度制御を実現した。また、1 点あたりの測定時間
とデータ点数とのトレードオフから除荷速度を選定した。標準硬さ試験片（ビッカース硬さ 200、700）に対して測定点
間隔 100µm、押込み深さ 1µm、除荷速度 1mN/s の試験を⾏い、測定結果がそれぞれの硬さ基準値±3%以内で
あることを確認した。 

2D 硬さマッピング計測を深さ⽅向に繰り返すことで作成される 3D 硬さマップと、硬さ計測後にエッチングを⾏うことで取
得する 3D 組織情報との連携イメージを図 A5-2-(12)に示す。 
 

    
図 A5-2-(11) 実験システム概略 

  

 
図 A5-2-(12) 2D/3D 硬さマッピング計測＋組織観察のイメージ 

 
 

サブチーム名 A5-3 ⾼次元構造材料データへの数理的アプローチ 
サブチームリーダー 赤木 和人（東北⼤学） 
参画機関 東北⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 プロセス̶構造̶特性̶パフォーマンス（PSPP）の関係を活かして逆問題を解くにあたって、複雑な構造情報（高
次元構造材料データ）を定量的に記述する手法が強く求められている。A5-3 サブチームは、トポロジカルデータ解析
（TDA）に基づく数理的なアプローチにより顕微画像の定量化と特徴抽出を実現し、生成された構造記述子に基づく
マクロ物性の回帰・予測により MI システムの構築に寄与することを目的とする。独自に開発している TDA のソフトウェア
基盤「HomCloud」は強⼒な逆解析の機能を備えており、画像の解析や定量化を得意とする ImageJ, OpenCV, 
MatLAB や他の TDA ソフトウェアと比較して優位性がある。どのスケールのどの構造情報が PSPP 連関に基づく材料開
発に役⽴つのかを明らかにし、産学官の連携により現場の肌感覚と汎用的な MI システムを橋渡しする。 
 
1.2 目標   
 構造材料の性能や特性は、非常に幅広いスケール範囲に及ぶ階層的で３次元的な幾何特徴を有するミクロ構造に
関係すると考えられる。この構造はプロセス条件によって大きく変化するため、欲しい性能から逆問題的に最適なプロセス
を決定するには適切なデータベースが必要となる。本サブチームは数理科学的手法、特にパーシステントホモロジーに基づ
く TDA を活用して⾦属組織の顕微画像データから構造記述子を生成し、材料の性能予測に有用な回帰モデルとその
物理的解釈に基づく性能改良の指針を与える。また、様々なプロセス条件下で得られた試料の構造情報を MI システム
で効率的に蓄積・利活用する手法を確⽴する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）高次元構造材料データへの数理的アプローチ（東北大学） 
 ● DP 鋼の顕微画像を定量化して引張強度と良い相関を示す構造的特徴を抽出する 
 ● 引張強度の回帰モデルを生成し、物理的な解釈を与える 
 ● 記述子の生成機能と引張強度の回帰モデルを MI システムに実装する 
 ● 目指す引張強度を実現するための指針を、材料の専門家が理解できる組織構造のイメージとして提案する枠組み 
   を構築する 
 ● トポロジカルデータ解析（TDA）を補完／補強する数理的手法の開発に取り組む 
 ● コミュニティ活動を通した社会実装を進める 
 

 
図 A5-3-(1) 本サブチームから⾒た研究開発体制の概略図 
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サブチーム名 A5-3 ⾼次元構造材料データへの数理的アプローチ 
サブチームリーダー 赤木 和人（東北⼤学） 
参画機関 東北⼤学 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 プロセス̶構造̶特性̶パフォーマンス（PSPP）の関係を活かして逆問題を解くにあたって、複雑な構造情報（高
次元構造材料データ）を定量的に記述する手法が強く求められている。A5-3 サブチームは、トポロジカルデータ解析
（TDA）に基づく数理的なアプローチにより顕微画像の定量化と特徴抽出を実現し、生成された構造記述子に基づく
マクロ物性の回帰・予測により MI システムの構築に寄与することを目的とする。独自に開発している TDA のソフトウェア
基盤「HomCloud」は強⼒な逆解析の機能を備えており、画像の解析や定量化を得意とする ImageJ, OpenCV, 
MatLAB や他の TDA ソフトウェアと比較して優位性がある。どのスケールのどの構造情報が PSPP 連関に基づく材料開
発に役⽴つのかを明らかにし、産学官の連携により現場の肌感覚と汎用的な MI システムを橋渡しする。 
 
1.2 目標   
 構造材料の性能や特性は、非常に幅広いスケール範囲に及ぶ階層的で３次元的な幾何特徴を有するミクロ構造に
関係すると考えられる。この構造はプロセス条件によって大きく変化するため、欲しい性能から逆問題的に最適なプロセス
を決定するには適切なデータベースが必要となる。本サブチームは数理科学的手法、特にパーシステントホモロジーに基づ
く TDA を活用して⾦属組織の顕微画像データから構造記述子を生成し、材料の性能予測に有用な回帰モデルとその
物理的解釈に基づく性能改良の指針を与える。また、様々なプロセス条件下で得られた試料の構造情報を MI システム
で効率的に蓄積・利活用する手法を確⽴する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
１）高次元構造材料データへの数理的アプローチ（東北大学） 
 ● DP 鋼の顕微画像を定量化して引張強度と良い相関を示す構造的特徴を抽出する 
 ● 引張強度の回帰モデルを生成し、物理的な解釈を与える 
 ● 記述子の生成機能と引張強度の回帰モデルを MI システムに実装する 
 ● 目指す引張強度を実現するための指針を、材料の専門家が理解できる組織構造のイメージとして提案する枠組み 
   を構築する 
 ● トポロジカルデータ解析（TDA）を補完／補強する数理的手法の開発に取り組む 
 ● コミュニティ活動を通した社会実装を進める 
 

 
図 A5-3-(1) 本サブチームから⾒た研究開発体制の概略図 
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【記述子の生成機能と引張強度の回帰モデルを MI システムに実装する】 
 ⼀連の研究開発で得られた手法は、TDA を用いて
⾦属組織の顕微画像データから構造記述子を生成す
る手続きと、目的のマクロ特性に寄与する構造的特徴
を可視化する手続きから構成される。これに DP 鋼の引
張強度回帰モデルを組み合わせ、与えられた SEM 画
像から引張強度（TS, EL, TS×EL）の予測値を算
出すると同時に、引張強度に寄与する構造が画像のど
こにあるのかを示すモジュールを MI システム（MInt）に
実装し、2022 年度末からテスト利用を開始した［図
A-5-3-(4)︓上部］。また、これら２つの手続きを汎
用的な機能として提供し、ユーザが独自の材料系で記
述子の生成と特性の回帰を試せるようにすることも検討
している。 
 
【目指す引張強度を実現する指針を材料の専門家が
理解できる組織構造のイメージとして提案する枠組みを
構築する】 
 DP 鋼の SEM 画像の提供元である A1-1 サブチームは次世代高強度鋼の開発を目標としている。そこで、高次元か
つ定義が困難なプロセス条件を提示する代わりに、引張強度の改良に有望な組織構造を視覚的に提示する枠組みの
構築に取り組んでいる［図 A-5-3-(4)︓下部］。 
 
【トポロジカルデータ解析（TDA）を補完／補強する数理的手法の開発】 
 これまでの材料科学では、秩序と対称性（order and symmetry）が構造や性質を調べる上で重視され、不均⼀
性や乱雑性（chaos and disorder）は排除すべき、あるいは評価が困難なものとされてきた。ところが、近年、高分
子材料のみならず鉄鋼材料においてもそれらはむしろ本質的な要素を含んでいると考えられ、その包括的な記述を可能
とする数理的記述子が不可⽋となった。トポロジカルデータ解析（TDA）はその要求に応えられる道具の⼀つであり、大
きさや形の情報をその階層的情報と共に低次元に縮約できる道具である。しかし多くの努⼒にもかかわらず未解決な課
題として、「時間軸」の問題、すなわち与えられた有限のデータから様々な時間的遷移の記述や予想が可能となるかとい
う問題があり、TDA でも時間も含めた４次元でのホモロジー解析の基盤は開発の途上にある。他⽅、流体⼒学で有用
性が確認されている Dynamic Mode Decomposition（DMD）という手法は動的な問題⼀般にさらに拡張可能と
思われるが、こちらもまだ吟味を要する。SIP で⾒出された課題は材料科学における基盤的問題解決への重要な試⾦
⽯であり、その数理的アプローチを継続中である。 
 
【コミュニティ活動を通した社会実装】 
 材料系への適用のしやすさを特徴とする TDA のソフトウェア基盤「HomCloud」は、GPL v3 ライセンスの元で公開・提
供している。しかしながらうまく使いこなすには敷居が高い部分もあるため、材料系企業の開発現場への導⼊を後押しす
る目的で、本サブチームメンバーが共同主催する「トポロジカルデータ解析コミュニティ」を⽴ち上げた。2022年9⽉現在、
企業から参加する 60 名超を含む 100 名規模の会員を対象としてオンラインでの HomCloud チュートリアルや事例紹
介セミナーを継続的に開催し、知財の扱い等に留意しつつスキルの底上げや課題の汲み上げに取り組んでいる。SIP で
開発した枠組みは非常に汎用的なものであるため、別の材料系への展開を通して社会実装を進めたい。 

 
図 A5-3-(4) 「予測」システムの構築 

2. 研究開発の成果 
【DP 鋼の顕微画像を定量化して引張強度と良い相関を示す構造的特徴を抽出する】 
 本課題で確⽴した⾦属組織画像からの構造的
特徴の取り出し⽅の概略を図 A5-3-(2)に示す。 
(1)対象とするデータは A1-1 サブチームから提供さ
れた 21 種類 6300 枚の DP 鋼の電子顕微鏡
（SEM）画像（試料毎に 100 枚×3 ⽅向）で
ある。(2)グレースケール画像を⽩⿊⼆値画像に変
換し、⽩もしくは⿊の領域を太らせたり細らせたりし
て、リング構造の生成と消滅（１次のパーシステン
トホモロジー）を計算する。(3)画像全体からの情
報を集約したものはパーシステント図と呼ばれ、⼩
さな構造から大きな構造までスケール横断的な情
報を含む。各画像についてこの２次元ヒストグラム
情報をベクトルデータに変換し、その主成分分析を
⾏うことで試料毎の差異を特徴づける部位を同定
する。(4)得られた主成分ベクトルを逆解析すること
により、その構造的特徴を可視化する。 
 TDA に適した SEM 画像の前処理法や、１つの
画像（パーシステント図）をスケール横断的に解析する⽅法の考案は、本研究開発の主な成果として挙げられる。 
 
【引張強度の回帰モデルを生成し、物理的な解釈を与える】 
 前項の枠組みを用いることで、各画像に対して複
数の主成分値（スカラー量）が算出される。それ
らを説明変数として試料毎に測定された引張強度
（TS や EL）および TS×EL を目的変数とした線
形回帰を⾏い、有意に寄与する説明変数（構造
記述子）を選定した。その結果、わずか２個の記
述子を用いることで、従来鋼と20GPa％鋼の両⽅
の引張強度を良好に回帰・予測できることが分かっ
た。また、選定された記述子の逆解析によって、あ
るスケールにおけるフェライト相とマルテンサイト相の
⼊り組み⽅の特徴が引張強度に大きく影響してい
ることが示唆された［図 A-5-3-(3)］。 
 ⼀⽅、圧延された DP 鋼の⾦属組織には３次元的な異⽅性があり、圧延⽅向に並⾏な⾯よりも圧延⽅向に垂直な
⾯の⽅が引張強度の回帰・予測に適していた。これはデータの蓄積・利活用に際しての指針となる知⾒である。さらに、
HomCloud の継続的な改良により実用的な速度やリソースで⽴体画像データを解析できるようになった。これにより A5-
2 サブチームが取得した３次元光学顕微鏡データを対象とした引張強度の回帰・予測を実施し、３次元構造に基づい
た物理的解釈を進めている。 
 フェライト相とマルテンサイト相の体積分率が引張強度の大⼩と関係することは知られていたが、TDA を用いることで複
雑な⾦属組織の２次元および３次元構造を定量解析できることを実証できた点は、SIP での取り組みで得られた大き
な成果である。 
 
 

 
図 A5-3-(2) ⾦属組織画像の定量化と特徴抽出 

 
図 A5-3-(3) 引張強度の回帰と理解 
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【記述子の生成機能と引張強度の回帰モデルを MI システムに実装する】 
 ⼀連の研究開発で得られた手法は、TDA を用いて
⾦属組織の顕微画像データから構造記述子を生成す
る手続きと、目的のマクロ特性に寄与する構造的特徴
を可視化する手続きから構成される。これに DP 鋼の引
張強度回帰モデルを組み合わせ、与えられた SEM 画
像から引張強度（TS, EL, TS×EL）の予測値を算
出すると同時に、引張強度に寄与する構造が画像のど
こにあるのかを示すモジュールを MI システム（MInt）に
実装し、2022 年度末からテスト利用を開始した［図
A-5-3-(4)︓上部］。また、これら２つの手続きを汎
用的な機能として提供し、ユーザが独自の材料系で記
述子の生成と特性の回帰を試せるようにすることも検討
している。 
 
【目指す引張強度を実現する指針を材料の専門家が
理解できる組織構造のイメージとして提案する枠組みを
構築する】 
 DP 鋼の SEM 画像の提供元である A1-1 サブチームは次世代高強度鋼の開発を目標としている。そこで、高次元か
つ定義が困難なプロセス条件を提示する代わりに、引張強度の改良に有望な組織構造を視覚的に提示する枠組みの
構築に取り組んでいる［図 A-5-3-(4)︓下部］。 
 
【トポロジカルデータ解析（TDA）を補完／補強する数理的手法の開発】 
 これまでの材料科学では、秩序と対称性（order and symmetry）が構造や性質を調べる上で重視され、不均⼀
性や乱雑性（chaos and disorder）は排除すべき、あるいは評価が困難なものとされてきた。ところが、近年、高分
子材料のみならず鉄鋼材料においてもそれらはむしろ本質的な要素を含んでいると考えられ、その包括的な記述を可能
とする数理的記述子が不可⽋となった。トポロジカルデータ解析（TDA）はその要求に応えられる道具の⼀つであり、大
きさや形の情報をその階層的情報と共に低次元に縮約できる道具である。しかし多くの努⼒にもかかわらず未解決な課
題として、「時間軸」の問題、すなわち与えられた有限のデータから様々な時間的遷移の記述や予想が可能となるかとい
う問題があり、TDA でも時間も含めた４次元でのホモロジー解析の基盤は開発の途上にある。他⽅、流体⼒学で有用
性が確認されている Dynamic Mode Decomposition（DMD）という手法は動的な問題⼀般にさらに拡張可能と
思われるが、こちらもまだ吟味を要する。SIP で⾒出された課題は材料科学における基盤的問題解決への重要な試⾦
⽯であり、その数理的アプローチを継続中である。 
 
【コミュニティ活動を通した社会実装】 
 材料系への適用のしやすさを特徴とする TDA のソフトウェア基盤「HomCloud」は、GPL v3 ライセンスの元で公開・提
供している。しかしながらうまく使いこなすには敷居が高い部分もあるため、材料系企業の開発現場への導⼊を後押しす
る目的で、本サブチームメンバーが共同主催する「トポロジカルデータ解析コミュニティ」を⽴ち上げた。2022年9⽉現在、
企業から参加する 60 名超を含む 100 名規模の会員を対象としてオンラインでの HomCloud チュートリアルや事例紹
介セミナーを継続的に開催し、知財の扱い等に留意しつつスキルの底上げや課題の汲み上げに取り組んでいる。SIP で
開発した枠組みは非常に汎用的なものであるため、別の材料系への展開を通して社会実装を進めたい。 

 
図 A5-3-(4) 「予測」システムの構築 
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B 領域 逆問題 MI の実構造材料への適⽤（CFRP） 
領域⻑ 岡部 朋永（東北⼤学）、中村 俊哉（宇宙航空研究開発機構） 

1. 研究開発の概要 
1.1 背景、目的 

B 領域では、A 領域と共同で開発される CoSMIC（Comprehensive System for Materials Integration of 
CFRP）を CFRP およびその構造物の開発に適⽤する。具体的には、設定された目標性能を達成する材料・構造・製
造プロセスをサイバー空間（CoSMIC）で事前に導き出し、それをフィジカル空間（試作・試験）にて実証する。さらに
開発時間・コストの低減も定量的に検証可能とする。適⽤対象には、CoSMIC 適⽤の好例となることが期待され、我が
国が強みを有し、グローバルにも要求が⾼まっている航空機⽤複合材料およびその製造プロセスを選定した。 

現状、CFRP に関連する技術開発スピードは海外 OEM からの要求に追い付いておらず、来るべき中型機、⼩型機需
要の増加に対して、現状の材料・⽣産レートでは間に合わないことが予想されている。これを打開するためには、官学が有
する計算技術・学術基盤を援⽤した新たな切り⼝が必要不可⽋である。本研究開発では、国内材料メーカーないしは
重⼯各社が CFRP の特性・⽣産性向上に関する技術開発を実施し、官学が CoSMIC を通じてサポートする産官学オ
ールジャパン体制で取り組む。得られた成果をもとに、航空機等の輸送機器開発において世界をリードしていく。 
1.2 研究開発の実施概要、体制 

B領域では3チーム構成で研究開発が⾏われ、これらはA3チームの当該サブチームとの密な連携の下で推進された。
なお、開発された計算モジュール、データベース等は、事業化の妨げにならないよう留意しつつ、CoSMIC に統合的に蓄
積され、我が国全体の材料開発競争⼒向上のために活⽤される。 
A3. 原⼦（分⼦）・ 構造体 

CFRP の機体適⽤を対象とした複数の物理現象（マルチフィジックス︓MP）を同時に扱いながら、原⼦・分⼦から
構造体までのスケール（マルチスケール︓MS）を繋ぐ MP/MS シミュレーション技術を開発する。 

B1. 多機能複合材料の開発による⾼付加価値化 
CoSMIC を活⽤した多機能ポリマー・プリプレグに関するマルチフィジックス・マルチスケールモデリングに基づいて、構
造材を設計する新規ツールを作成し、最終的な材料特性を⾼精度に予測する⼿法を確⽴するとともに、これを⽤
いた構造材料設計を実施する。 

B2. AI 援⽤積層最適化による CFRP 設計・製造⾃動化技術の開発 
CFRP 製構造部材製造へ⾃動機械の導⼊が著しく進む中、CFRP の特性をより活かし、⽋点を矯める、各種最
適化を機械製造に盛り込むことで、新たな競争⼒を育み、⾰新的な CFRP 設計・製造⾃動化技術確⽴を進める。 

B3. 薄層材⾃動積層による CFRP の 3D ⾼⾃由度設計技術の開発 
多様な積層構成を可能にし、設計の⾃由度を向上させるメリットがある薄層 CFRP と、積層の⾃由度が⾼い可変
幅ステアリング積層が可能な AFP 技術を組み合わせ、最適設計構造部品の製造を実現化する。 

 
図 B-(1) 実施体制 
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チーム名 A3 原子（分子）・構造体デザイン 
チームリーダー 岡部 朋永（東北⼤学）、伊藤 明彦（東レ(株)） 
参画機関 東北⼤学、東レ(株)、(株)SUBARU、東京⼤学、宇宙航空研究開発機構、 

名古屋⼤学、物質・材料研究機構、慶應義塾⼤学、上智⼤学、東京理科⼤学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

航空機機体構造に用いられる材料の特性向上において、逆問題解析を適用するためには、複数の物理現象（マル
チフィジックス）を同時に扱いながら、原子・分子から構造体までのスケール（マルチスケール）を繋いで⾏く技術が必要と
なる。これにより、社会実装までの開発期間が短くなることが予想されている。研究責任者を中心とするグループにおいて
は、分子スケールから簡易的な機体設計までを扱えるマルチフィジックス/マルチスケールシミュレーション技術を開発してき
た。このようなシミュレーション技術は、航空業界において”Atoms to Aircraft”と呼ばれている。本テーマでは、先進的な
炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の機体適用を対象とし、開発現場での適用を可能とした、統合シミュレーションツ
ールをシステムとして構築する。具体的には、多成分系ネットワークポリマーの開発研究から構造部材設計、マニュファクチ
ャリングに至るまでを系統的に扱え、かつ逆問題解析による材料組成最適化までを扱える統合的なシミュレーターを構築
することを目的とする。 
 
1.2 目標   
  下記 4 つの研究開発目標を⽴てて実施した。 
【航空機用先進複合材料ネットワークポリマーの架橋反応プロセスモデリング】 

航空機用先進複合材料におけるマトリックス樹脂を対象とした原子あるいは分子スケールでのモデリングツールを構築
する。特に、ネットワークポリマーの架橋反応プロセスにおける量子化学計算を構築し、それを⾼分子材料の硬化反応に
組み込むことで架橋ネットワーク形成に関する反応散逸粒子動⼒学シミュレーションを構築する。また、実験結果の再現
を⾏い、材料開発現場での利用を可能とする。 
【航空機用先進複合材料マトリックス樹脂のメゾ・マイクロスケールモデリング】 

マトリックス樹脂の巨視的特性を、⾼分子の化学組成より議論することが可能となるモデリングツールを構築する。繊維
周りの相分離を再現すべく⾃⼰無撞着場理論及び密度汎関数理論を用いた⾼分子の粗視化シミュレーションを開発し、
反応散逸粒子動⼒学シミュレーション及び実験の両方の結果を再現可能とする。また、微視スケールから⽴脚したマイク
ロメカニクスモデルを構築し、マルチファンクショナル CFRP、結晶性熱可塑性樹脂マトリックスからなる CFRTP あるいは薄
層 CFRP の実用化にむけた複合材料解析技術を確⽴する。 
【マルチフィジックス/マルチスケールシミュレーション(MP/MS)統合解析ツール開発】 

航空機用先進複合材料におけるマルチフィジックス/マルチスケールシミュレーション(MP/MS)統合解析ツールを開発す
る。開発した MP/MS 解析ツールは B 領域とも連携し、参加企業における材料開発あるいは製造技術に実装する。ま
た、解析ツールの MI システム全体における統合化ツールへの実装も進める。さらに、⾼速成形熱可塑 CFRP のマルチス
ケールモデリングを構築し、AFP 積層製造技術へ展開する。 
【機械学習を援用した逆問題 MI システムの開発】 

機械学習を援用したマルチスケール解析と物性の階層的スクリーニング手法を確⽴し、逆問題解析によるマルチスケー
ル最適材料設計及び製造技術開発に貢献する。 

 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 

上記目標達成のために、3 つのサブチームに分かれて研究開発を実施した。 
【A3-1】ミクロスケール~メゾスケールシミュレーション/機械学習技術開発 
1）ネットワークポリマーの架橋反応プロセスにおける量子化学計算（東北⼤学 岸本） 

● GRRM プログラムを用いた非経験的分子軌道法（量子化学）で計算した分子触媒や⾃⼰触媒による活性化エ
ネルギーと反応熱を含んだ新しい分子反応シミュレーション Cat-GRRM/MC/MD 計算方法の開発 

● GRRM プログラムを用いた非経験的分子軌道法（量子化学）で計算した多段階反応過程の活性化エネルギー
と反応熱を含んだ新しい分子反応シミュレーション MultiStep-GRRM/MC/MD 計算方法の開発 

2) マルチフィジックス/マルチスケール（MP/MS）統合解析ツールの開発（東北⼤学 岡部） 
● CFRP のマルチスケール性を考慮した分子スケールからマクロ（構造）スケールまでを一貫して扱えるマルチスケール

解析ツールを構築する。 
● 上記マルチ解析ツール群および他グループの解析ツール・最適化ツールを CoSMIC として取りまとめる。 

3) ⾼分子材料の硬化反応に伴う架橋ネットワーク形成に関する反応散逸粒子動⼒学シミュレーション技術開発（東
北⼤学 菊川） 

● 架橋⾼分子材料（熱硬化性⾼分子）の架橋化学反応を取り扱うための、量子化学計算/MD/DPD を相互に
連携したシミュレーションツールの開発 

● ⾃⼰組織化マップ（SOM）によるデータマイニングとベイズ推定/最適化による新規⾼分子材料探索技術の開発 
4) 多機能 CFRP 開発への展開に向けたマルチフィジックス／マルチスケール(MP/MS)シミュレーション解析ツールの適用

性評価および逆問題 MI の実装（東レ） 
● 順問題を解く MI システムを B1 チームの多機能 CFRP 開発へ展開する社会実装を目的として、実際の航空機用

CFRP に用いられる樹脂を対象とし、MP/MS シミュレーションの適用性を評価する。 
● 逆問題を解く MI システムの社会実装として、⾃⼰組織化マップ(SOM)を用いた逆問題解析の、新規機能性樹脂

の材料設計への有用性を実証する 
5) マルチスケール/マルチフィジックス解析ツールの統合化ツールへの実装（物質・材料研究機構） 
● マルチスケール/マルチフィジックス解析に繋げるためのモデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料の

作製および⼒学・機能特性データを取得・収集 
● 東北⼤学と連携し、解析的な検討の実施 

6) 密度汎関数理論を用いた熱硬化性・熱可塑性⾼分子の粗視化シミュレーション技法の開発（東北⼤学 川勝） 
● ⾼分子/フィラー分散系の相分離のドメインモルフォロジーの有限要素法と⾃⼰無撞着場(Self-Consistent 

Field: SCF)理論の融合手法の開発 
● 熱可塑性/熱硬化性樹脂の相分離動⼒学の Ginzburg-Landau(GL)理論に基づくシミュレーション手法の開発 
● 散逸粒子動⼒学(Dissipative Particle Dynamics; DPD)法に基づく粗視化された粒子法の開発 
● 応⼒・ひずみ曲線の相分離構造依存性の計算による、弾性体計算・AI 解析グループとの連携 
● 界面に吸着した⾼分子ブラシの界面不安定性 

7) 機械学習を援用したマルチスケール解析と物性の階層的スクリーニング（慶應義塾⼤学） 
● 数値シミュレーションによる⼒学特性の予測の内挿・外挿が可能な機械学習モデルを開発し、逆解析ツールの性能

を向上させる。 
● その際、機械学習によって得られる⼒学特性と材料組織との相関を定量的に明らかにする。 

【A3-2】メゾスケール解析 
8) 薄層 CFRP の損傷破壊メカニズムの解明とマルチスケールシミュレーションツールの開発（東京⼤学） 
● 薄層 CFRP に対応した⾼⾃由度領域の解析モデル⾼精度化と軽量化実証 

9) MI 技術の AFP 積層技術への展開（名古屋⼤学） 
● 低速衝撃解析コードの⾼度化（幅広い積層構成における解析の⾼精度化） 
● AFP 積層時の EoP(End of Ply)を含んだ衝撃後圧縮強度予測 

10) 薄層炭素繊維複合材の実用化に向けた複合材料解析技術開発（SUBARU） 
● 薄層 CFRP の許容値データベースと空⼒／構造連成ツールを用いた設計ツールの構築 

【A3-3】AFP 利用に向けた MI システム基盤技術開発 
11) ⾼速成形熱可塑 CFRP のマルチスケールモデリング（宇宙航空研究開発機構） 
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● GRRM プログラムを用いた非経験的分子軌道法（量子化学）で計算した分子触媒や⾃⼰触媒による活性化エ
ネルギーと反応熱を含んだ新しい分子反応シミュレーション Cat-GRRM/MC/MD 計算方法の開発 

● GRRM プログラムを用いた非経験的分子軌道法（量子化学）で計算した多段階反応過程の活性化エネルギー
と反応熱を含んだ新しい分子反応シミュレーション MultiStep-GRRM/MC/MD 計算方法の開発 

2) マルチフィジックス/マルチスケール（MP/MS）統合解析ツールの開発（東北⼤学 岡部） 
● CFRP のマルチスケール性を考慮した分子スケールからマクロ（構造）スケールまでを一貫して扱えるマルチスケール

解析ツールを構築する。 
● 上記マルチ解析ツール群および他グループの解析ツール・最適化ツールを CoSMIC として取りまとめる。 

3) ⾼分子材料の硬化反応に伴う架橋ネットワーク形成に関する反応散逸粒子動⼒学シミュレーション技術開発（東
北⼤学 菊川） 

● 架橋⾼分子材料（熱硬化性⾼分子）の架橋化学反応を取り扱うための、量子化学計算/MD/DPD を相互に
連携したシミュレーションツールの開発 

● ⾃⼰組織化マップ（SOM）によるデータマイニングとベイズ推定/最適化による新規⾼分子材料探索技術の開発 
4) 多機能 CFRP 開発への展開に向けたマルチフィジックス／マルチスケール(MP/MS)シミュレーション解析ツールの適用

性評価および逆問題 MI の実装（東レ） 
● 順問題を解く MI システムを B1 チームの多機能 CFRP 開発へ展開する社会実装を目的として、実際の航空機用

CFRP に用いられる樹脂を対象とし、MP/MS シミュレーションの適用性を評価する。 
● 逆問題を解く MI システムの社会実装として、⾃⼰組織化マップ(SOM)を用いた逆問題解析の、新規機能性樹脂

の材料設計への有用性を実証する 
5) マルチスケール/マルチフィジックス解析ツールの統合化ツールへの実装（物質・材料研究機構） 
● マルチスケール/マルチフィジックス解析に繋げるためのモデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料の

作製および⼒学・機能特性データを取得・収集 
● 東北⼤学と連携し、解析的な検討の実施 

6) 密度汎関数理論を用いた熱硬化性・熱可塑性⾼分子の粗視化シミュレーション技法の開発（東北⼤学 川勝） 
● ⾼分子/フィラー分散系の相分離のドメインモルフォロジーの有限要素法と⾃⼰無撞着場(Self-Consistent 

Field: SCF)理論の融合手法の開発 
● 熱可塑性/熱硬化性樹脂の相分離動⼒学の Ginzburg-Landau(GL)理論に基づくシミュレーション手法の開発 
● 散逸粒子動⼒学(Dissipative Particle Dynamics; DPD)法に基づく粗視化された粒子法の開発 
● 応⼒・ひずみ曲線の相分離構造依存性の計算による、弾性体計算・AI 解析グループとの連携 
● 界面に吸着した⾼分子ブラシの界面不安定性 

7) 機械学習を援用したマルチスケール解析と物性の階層的スクリーニング（慶應義塾⼤学） 
● 数値シミュレーションによる⼒学特性の予測の内挿・外挿が可能な機械学習モデルを開発し、逆解析ツールの性能

を向上させる。 
● その際、機械学習によって得られる⼒学特性と材料組織との相関を定量的に明らかにする。 

【A3-2】メゾスケール解析 
8) 薄層 CFRP の損傷破壊メカニズムの解明とマルチスケールシミュレーションツールの開発（東京⼤学） 
● 薄層 CFRP に対応した⾼⾃由度領域の解析モデル⾼精度化と軽量化実証 

9) MI 技術の AFP 積層技術への展開（名古屋⼤学） 
● 低速衝撃解析コードの⾼度化（幅広い積層構成における解析の⾼精度化） 
● AFP 積層時の EoP(End of Ply)を含んだ衝撃後圧縮強度予測 

10) 薄層炭素繊維複合材の実用化に向けた複合材料解析技術開発（SUBARU） 
● 薄層 CFRP の許容値データベースと空⼒／構造連成ツールを用いた設計ツールの構築 

【A3-3】AFP 利用に向けた MI システム基盤技術開発 
11) ⾼速成形熱可塑 CFRP のマルチスケールモデリング（宇宙航空研究開発機構） 
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● 熱可塑 AFP 積層時の最適なレーザー加熱に関するシミュレーション 
● AFP 製造⽋陥のある積層板の強度発現メカニズム 

12) AFP 製 CFRP 積層板の数値解析モデルの構築と強度解析（上智⼤学） 
● AFP 製造⽋陥（ギャップ）を有する積層板(カウルプレートを使わない場合)のモデル化手法の開発 
● 内製有限要素コードによる AFP 製造⽋陥のある積層板の強度解析手法の開発と解析実施 

13) AFP 製 CFRP の機械特性評価（東京理科⼤学） 
● AFP 製造⽋陥（ギャップ）を有する積層板(カウルプレートを用いた場合)のモデル化手法の開発 
● 市販有限要素コードによる AFP 製造⽋陥のある積層板の強度解析手法の開発と解析実施 

 
(２)  実施体制 

3 つのサブチームに分かれて研究開発を実施し、開発されたツールを集約し、CoSMIC としてシステム化した。各種ツー
ルは B 領域企業と連携し、実問題レベルでの適用を進め、その知⾒をツール開発へとフィードバックし、検証・改良を⾏っ
た。 

 
図 A3-(1) 実施体制図 

 
2. 研究開発の成果 
2.１ チーム全体の研究開発成果 

上記実施項目に基づき、主要 12 ツールの開発を完了させ、分子スケールから航空機機体の構造解析まで取り扱え
る統合解析ツールを構築した。このツールを CoSMIC の第 1 階層「航空機用熱硬化 CFRP 解析用ツール群」として実
装した。各種解析ツールに関しては B 領域の企業・研究者と連携し、実問題への適用を積極的に進め、社会貢献可能
なツールへと改良を進めた。 
【第 1 階層︓航空機用熱硬化 CFRP 解析用ツール群】 

1. 反応硬化分子動⼒学シミュレーション 
2. 反応硬化散逸粒子動⼒学シミュレーション 
3. 化学反応経路⾃動探索 GRRM*1   
4. 架橋性を有するメゾ有限差分法（密度汎関数理論）シミュレーション 
5. マルチスケール残留変形シミュレーション 
6. ⾃⼰組織化マップ 
7. テーラリング設計⽀援のための有孔破壊シミュレーション 
8. AFP 時のギャップ成型を考慮に⼊れた複合材積層板の有限要素解析ツール 
9. ばね要素モデル 
10. マルチスケール破壊シミュレーション 
11. 等価剛性モデル 
12. 複合材主翼の多目的最適設計シミュレーター 

*1 量子化学探索研究所が提
供するツールであり、CoSMIC 
ツールと連携することで、量子化
学計算を考慮した反応硬化 
MD/DPD 計算が可能となる。
CoSMIC のメイン計算サーバー
である東北⼤学スーパーコンピュ
ータ AOBA で利用可能。 

 
図 A3-(2) 第 1 階層のマルチスケール解析ツール群のツール間連携イメージ 

 
さらに、上記第 1 階層に加え、CoSMIC の航空機産業以外への活用を⾒据え、各種基本解析が可能な汎用インハ

ウスコードによる解析ツール群（第 2 階層）、商用・汎用ソルバー上で動くユーザーサブルーチン群（第 3 階層）および
基礎的な数値解析コード群（Background 階層）を配置した。これらコードは原理・手法・動作方法が記載されたマ
ニュアルと共に、HP 上で公開されており、CoSMIC コンソーシアムメンバーになることで、無償⼊手可能である。さらに、
GUI ベースで計算が可能なインターフェースを構築し、東北⼤学スーパーコンピュータ AOBA で利用可能である（第 1
階層のみ）。これらによってシミュレーションやターミナル操作が不慣れなユーザーでもツール利用を始めやすい環境が整備
されている。 
 
2.2 個別機関の研究開発成果 
【A3-1】ミクロスケール~メゾスケールシミュレーション/機械学習技術開発 
1）ネットワークポリマーの架橋反応プロセスにおける量子化学計算（東北⼤学 岸本）: 
 ⾼分子複合材料は有機化合物と無機材料を原料とし、その⺟材には有機分子の反応によって架橋構造を有する樹
脂が用いられる。エポキシ樹脂は炭素繊維強化プラスチックの⺟材として広く用いられている。量子化学（QC）で明らか
にされた反応経路を経て結合した架橋構造を用いて、分子動⼒学（MD）で複合材料の物理的特性を解析するため
には、原子数で⼗数個から数万個へ、異なる方程式で記述される階層を繋いで計算を⾏う必要がある。 

反応の遷移状態は、多次元⾃由度のポテンシャルエネルギー面の中で反応系と⽣成系を結ぶ鞍点であり、多数個の
原子からなる系の遷移状態を QC 計算で求めることは膨⼤な計算コストを要すると考えられてきた。しかしながら、本研究
で用いた GRRM（Global Reaction Route Mapping）アルゴリズムは、遷移状態（TS）を含んだ化学反応経路
を QC 計算を使って効率よく⾃動的に探索することができる手法である。我々はエポキシ基を持つ分子（DGEBA）にア
ミノ基を持つ分子（2,2'-CH3-BP）が付加する反応経路を⾃動探索プログラム GRRM を用いて計算した。2021 年
度までの研究では、⽔のような容易に混⼊し得る分子の触媒効果により、活性化エネルギーが低下することを、モデル化
していない実際の主剤と硬化剤の組み合わせに対する、量子化学計算により⽰した。また、結合に寄与しないが近接す
る硬化剤のアミノ基や、結合反応後に⽣じる⽔酸基などが⾃⼰触媒となり得ることも⽰した。最終的に、我々は不純物
（⽔分子）による触媒効果や、⾃⼰触媒効果によって安定化した TS を GRRM で計算し、QC 計算による触媒効果
を MD 計算に組み込んだシミュレーション法 Cat-GRRM/MC/MD を開発した（図 A3-(3)）。 
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図 A3-(2) 第 1 階層のマルチスケール解析ツール群のツール間連携イメージ 

 
さらに、上記第 1 階層に加え、CoSMIC の航空機産業以外への活用を⾒据え、各種基本解析が可能な汎用インハ

ウスコードによる解析ツール群（第 2 階層）、商用・汎用ソルバー上で動くユーザーサブルーチン群（第 3 階層）および
基礎的な数値解析コード群（Background 階層）を配置した。これらコードは原理・手法・動作方法が記載されたマ
ニュアルと共に、HP 上で公開されており、CoSMIC コンソーシアムメンバーになることで、無償⼊手可能である。さらに、
GUI ベースで計算が可能なインターフェースを構築し、東北⼤学スーパーコンピュータ AOBA で利用可能である（第 1
階層のみ）。これらによってシミュレーションやターミナル操作が不慣れなユーザーでもツール利用を始めやすい環境が整備
されている。 
 
2.2 個別機関の研究開発成果 
【A3-1】ミクロスケール~メゾスケールシミュレーション/機械学習技術開発 
1）ネットワークポリマーの架橋反応プロセスにおける量子化学計算（東北⼤学 岸本）: 
 ⾼分子複合材料は有機化合物と無機材料を原料とし、その⺟材には有機分子の反応によって架橋構造を有する樹
脂が用いられる。エポキシ樹脂は炭素繊維強化プラスチックの⺟材として広く用いられている。量子化学（QC）で明らか
にされた反応経路を経て結合した架橋構造を用いて、分子動⼒学（MD）で複合材料の物理的特性を解析するため
には、原子数で⼗数個から数万個へ、異なる方程式で記述される階層を繋いで計算を⾏う必要がある。 

反応の遷移状態は、多次元⾃由度のポテンシャルエネルギー面の中で反応系と⽣成系を結ぶ鞍点であり、多数個の
原子からなる系の遷移状態を QC 計算で求めることは膨⼤な計算コストを要すると考えられてきた。しかしながら、本研究
で用いた GRRM（Global Reaction Route Mapping）アルゴリズムは、遷移状態（TS）を含んだ化学反応経路
を QC 計算を使って効率よく⾃動的に探索することができる手法である。我々はエポキシ基を持つ分子（DGEBA）にア
ミノ基を持つ分子（2,2'-CH3-BP）が付加する反応経路を⾃動探索プログラム GRRM を用いて計算した。2021 年
度までの研究では、⽔のような容易に混⼊し得る分子の触媒効果により、活性化エネルギーが低下することを、モデル化
していない実際の主剤と硬化剤の組み合わせに対する、量子化学計算により⽰した。また、結合に寄与しないが近接す
る硬化剤のアミノ基や、結合反応後に⽣じる⽔酸基などが⾃⼰触媒となり得ることも⽰した。最終的に、我々は不純物
（⽔分子）による触媒効果や、⾃⼰触媒効果によって安定化した TS を GRRM で計算し、QC 計算による触媒効果
を MD 計算に組み込んだシミュレーション法 Cat-GRRM/MC/MD を開発した（図 A3-(3)）。 
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図 A3-(3) 触媒を含む反応経路の探索（2021 年度まで）から反応シミュレーション（樹脂モデル⽣成）への 
拡張と、計算時間から⾒た触媒効果の検証（2022 年）への進展 
 
触媒による反応を加えたモデルは、反応を加えないシミュレーションよりも現実に近く、目標の硬化率を達成するのに要

する時間も短くなった。触媒効果を⼊れた場合に密度（1.03 g/cm3、実験値︓1.18 g/cm3）の明らかな向上は⾒
られなかったが、ヤング率は実験結果との差が 6 ％以下になり、より現実的な物理特性が得られた（触媒なしの場合の
差︓7.5%）。触媒による反応を加えた Cat-GRRM/MC/MD 法による樹脂モデルは、触媒効果を⼊れないシミュレー
ションよりも現実に近く、目標の硬化率を達成するのに要する時間も短くなった（約 3/4）。 

また、シアネートエステル樹脂のネットワーク構造⽣成過程について、正逆両方向の反応を考慮する多段階反応過程
のシミュレーション法 MultiStep-GRRM/MC/MD の開発を⾏った。MultiStep-GRRM/MC/MD 法によって、吸熱反
応過程が一部に含まれていても、吸熱過程に引き続いて起こる発熱的な反応経路に反応シミュレーションを継続すること
が出来るようになった。MultiStep-GRRM/MC/MD 法で得られた樹脂モデルは、ガラス転移温度（308℃）が実験値
（300℃）に近く、妥当な結果が得られるシミュレーション法であると⾔える。 
  
2) マルチフィジックス/マルチスケール（MP/MS）統合解析ツールの開発（東北⼤学 岡部）: 

マルチスケール性を有する CFRP 製部材の変形・破壊挙動の正確な予測のためには各スケールでの詳細な解析とそ
れらをスケール間接続した MP/MS 統合解析ツールが必要である。まず、成形時残留変形のマルチスケールモデリング手
法を構築した。GRRM を用いて反応因子を取得し、反応硬化分子動⼒学（MD）シミュレーションから樹脂の硬化収
縮量と硬化樹脂モデルを取得する。この樹脂モデルを用いて樹脂剛性と線膨張係数を取得し、一方向材の微視解析モ
デルである周期セル（PUC）解析へと接続する。PUC 解析では一方向材の等価剛性、硬化収縮ひずみ、線膨張係
数を取得する。それらを積層板スケールの巨視的有限要素法（FEM）へと接続することで、成形時変形予測が可能と
なる（図 A3-(4)左）。図 A3-(4)右にサイズの異なる T800S/3900-2B 積層板[01/901]の成形実験の試験⽚、
3D 計測結果、巨視的 FEM の結果を⽰す。積層板サイズが⼤きくなると最終形状が鞍型から円筒型へと遷移し、面外
変形量が増加する。解析結果は定量的に成形実験を再現しており、⾼精度での残留変形予測に成功した。 

 
図 A3-(4) マルチスケール残留変形解析（左図︓概念図、右図︓解析結果と実験⽐較） 

同様に硬化樹脂モデルを用いて、樹脂物性および樹脂強度を MD から取得し、一方向材の微視解析に接続する。
一方向材剛性は PUC 解析の等価剛性計算から取得し、5 つの強度パラメータのうち繊維直交方向引張強度 T22、
繊維直交方向圧縮強度 C22、面内せん断強度 S12 は PUC 解析の初期⻲裂予測から取得する。繊維方向引張強
度 T11 は繊維単体の強度分布を用いて複合材料の強度を推定するばね要素モデルから取得する。繊維方向圧縮強
度 C11 は繊維のマイクロバックリングを考慮した Sun-Jun モデル等の理論式から計算される。得られた複合材料物性・
強度を流体構造連成解析へ接続し、主翼構造部材の破壊判定とサイジングを⾏うことで、最適設計が可能となる。 

 
図 A3-(5) 原子スケールから主翼スケールまでのマルチスケールモデリング 

 
各種コードの取りまとめ・システム化（CoSMIC）に関する主な成果は「2.１ チーム全体の研究開発成果」に記載。 

 
3) ⾼分子材料の硬化反応に伴う架橋ネットワーク形成に関する反応散逸粒子動⼒学シミュレーション技術開発（東

北⼤学 菊川）: 
 ● 架橋⾼分子材料（熱硬化性⾼分子）の架橋化学反応を取り扱うための、量子化学計算/MD/DPD を相互に
連携したシミュレーションツールの開発 

架橋⾼分子材料（熱硬化性⾼分子）の架橋反応を取り扱えるように反応モデルを組み合わせた全原子分子動⼒
学（MD）計算手法に加えて、同様の反応モデルを粗視化粒子スケールの計算手法である散逸粒子動⼒学（DPD）
法に組み合わせた反応 DPD シミュレーションを構築した。これによって、粗視化スケールでの硬化反応計算が実現し、計
算時間の⼤幅な短縮に成功した（図A3-(6)）。この方法では、量子化学反応経路計算によって得られた活性化エネ
ルギーや反応熱を MD および DPD の反応モデルに組み込む。また、MD 計算から粗視化 DPD 粒子間の相互作用を
ボトムアップで決定する方法を構築し、逆に反応 DPD 計算よって得られた構造を基に全原子 MD モデルを復元するリバ
ースマッピングの実装を⾏った。本反応 MD 計算手法による種々の架橋⾼分子材料の熱機械特性は、実験結果とよく
整合することを⽰した。また、構築した反応 DPD 計算による硬化特性は、全原子反応 MD 計算とよく整合し、DPD 計
算結果からリバースマッピングによって復元した全原子モデルにおいて、機械特性や構造が全原子 MD 計算のみで得られ
る物とよく一致することを確かめた。さらに構築したツールによって、熱硬化性/熱可塑性⾼分子ブレンドのような⼤規模相
分離系にも適用可能となった（図 A3-(7)）。以上のように、原子・分子から粗視化スケールを繋ぐ精緻なマルチスケー
ルシミュレーション技術の開発に成功した。 
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同様に硬化樹脂モデルを用いて、樹脂物性および樹脂強度を MD から取得し、一方向材の微視解析に接続する。
一方向材剛性は PUC 解析の等価剛性計算から取得し、5 つの強度パラメータのうち繊維直交方向引張強度 T22、
繊維直交方向圧縮強度 C22、面内せん断強度 S12 は PUC 解析の初期⻲裂予測から取得する。繊維方向引張強
度 T11 は繊維単体の強度分布を用いて複合材料の強度を推定するばね要素モデルから取得する。繊維方向圧縮強
度 C11 は繊維のマイクロバックリングを考慮した Sun-Jun モデル等の理論式から計算される。得られた複合材料物性・
強度を流体構造連成解析へ接続し、主翼構造部材の破壊判定とサイジングを⾏うことで、最適設計が可能となる。 

 
図 A3-(5) 原子スケールから主翼スケールまでのマルチスケールモデリング 

 
各種コードの取りまとめ・システム化（CoSMIC）に関する主な成果は「2.１ チーム全体の研究開発成果」に記載。 

 
3) ⾼分子材料の硬化反応に伴う架橋ネットワーク形成に関する反応散逸粒子動⼒学シミュレーション技術開発（東

北⼤学 菊川）: 
 ● 架橋⾼分子材料（熱硬化性⾼分子）の架橋化学反応を取り扱うための、量子化学計算/MD/DPD を相互に
連携したシミュレーションツールの開発 

架橋⾼分子材料（熱硬化性⾼分子）の架橋反応を取り扱えるように反応モデルを組み合わせた全原子分子動⼒
学（MD）計算手法に加えて、同様の反応モデルを粗視化粒子スケールの計算手法である散逸粒子動⼒学（DPD）
法に組み合わせた反応 DPD シミュレーションを構築した。これによって、粗視化スケールでの硬化反応計算が実現し、計
算時間の⼤幅な短縮に成功した（図A3-(6)）。この方法では、量子化学反応経路計算によって得られた活性化エネ
ルギーや反応熱を MD および DPD の反応モデルに組み込む。また、MD 計算から粗視化 DPD 粒子間の相互作用を
ボトムアップで決定する方法を構築し、逆に反応 DPD 計算よって得られた構造を基に全原子 MD モデルを復元するリバ
ースマッピングの実装を⾏った。本反応 MD 計算手法による種々の架橋⾼分子材料の熱機械特性は、実験結果とよく
整合することを⽰した。また、構築した反応 DPD 計算による硬化特性は、全原子反応 MD 計算とよく整合し、DPD 計
算結果からリバースマッピングによって復元した全原子モデルにおいて、機械特性や構造が全原子 MD 計算のみで得られ
る物とよく一致することを確かめた。さらに構築したツールによって、熱硬化性/熱可塑性⾼分子ブレンドのような⼤規模相
分離系にも適用可能となった（図 A3-(7)）。以上のように、原子・分子から粗視化スケールを繋ぐ精緻なマルチスケー
ルシミュレーション技術の開発に成功した。 
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 ● ⾃⼰組織化マップ（SOM）によるデータマイニングとベイズ推定/最適化による新規⾼分子材料探索技術の開発 

⾼効率な材料探索手法の構築を目指し、⾼分子材料の各種物性を⼊⼒データとする SOM 解析コードの開発を⾏
った（図 A3-(8)）。SOM によって各材料種・各種物性間の相関関係やトレードオフ関係が 2 次元マップ上で可視化
され、所望の物性を有する材料のターゲットエリアを容易に可視化できる。東レグループが本解析コードを利用し、難燃性
多成分エポキシ樹脂において従前の性能を上回る新たな樹脂種の開発に成功した。さらに、SOM解析の結果を学習デ
ータとして利用できるベイズ推定（ガウス過程回帰）のコードを構築し、⽋損した材料物性を予測する技術（図 A3-
(9)）を実現した。予測精度を検証し、10%程度での物性予測に成功した。 

 
4) 多機能 CFRP 開発への展開に向けたマルチフィジックス／マルチスケール(MP/MS)シミュレーション解析ツールの適用

性評価および逆問題 MI の実装（東レ）: 
● 多機能 CFRP 開発へ展開する社会実装を目的としたマルチフィジックス／マルチスケール(MP/MS)シミュレーションの

適用性評価 
量子化学・分子動⼒学連携シミュレーションの手法を用い、航空機用マトリックス樹脂として、多成分系エポキシからな

る難燃樹脂をモデル化し、その密度および弾性率の予測性能を実験結果と⽐較して評価した（図 A3-(10)）。その結
果、主剤のエポキシと硬化剤のアミンの反応における活性化エネルギーの傾向を再現する結果が得られた（図 A3-
(11)）。さらに得られた活性化エネルギーと反応熱をパラメータとして MD による架橋反応シミュレーションに反映し、エポ
キシとアミンの反応における１回目反応と２回目反応を考慮した精密モデルを構築することにより、密度および弾性率が
実験結果とよく一致することを⽰した（図 A3-(12)）。多成分系では低架橋度にもかかわらず、弾性率が向上すること
をシミュレーションにおいても⽰すことに成功した。 

 

 
図 A3-(10) 量子化学・分子動⼒学連携シミュレーションの概要 

 
図 A3-(6) 架橋反応をモデル化した QC/MD/DPD 連携 

シミュレーションツールの概略図 

 
図 A3-(7) 熱硬化性/熱可塑性⾼分

子ブレンドの⼤規模計算系 

 
図 A3-(8) SOM 上に展開された各種物性マップ 

 
図 A3-(9) 予測した⽋損データを SOM 上に再マップ

（左: 3 次元物性マップ、右: SOM） 

 

 
図 A3-(11) 活性化エネルギー推算       図 A3-(12) 密度・弾性率推算（左︓密度、右︓弾性率） 

● ⾃⼰組織化マップ(SOM)を用いた新規機能性樹脂の材料設計への有用性実証（図 A3-(13)） 
難燃性を含む各物性に関する特性マップを作成

し、当該特性を両⽴するターゲットエリアを推定した。タ
ーゲットエリアに⼊る樹脂組成を予測し、難燃性と他
の物性のバランスに優れた樹脂組成設計が可能なこ
とを⽰した（図 A3-(14))。 

 
図 A3-(13) SOM を用いた材料探索の概要        図 A3-(14) SOM を用いた新規難燃樹脂の探索 

 
5) マルチスケール/マルチフィジックス解析ツールの統合化ツールへの実装（物質・材料研究機構）: 
 市販のプリプレグと同等の品質を有するモデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料の作製では、プリプ
レグ製造装置が必要となる。しかし、プロジェクトの最終年度で装置を導⼊することは装置の納期的に困難である。そこで、
既存の設備と経験に基づいた製造手法を用いて、プリプレグを用いた炭素繊維強化樹脂複合材料に匹敵するモデルエ
ポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料を作製した。図 A3-(15)にモデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強
化樹脂複合材料の作製プロセスを⽰す。 

 
図 A3-(15) モデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料の作製プロセス 
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図 A3-(11) 活性化エネルギー推算       図 A3-(12) 密度・弾性率推算（左︓密度、右︓弾性率） 

● ⾃⼰組織化マップ(SOM)を用いた新規機能性樹脂の材料設計への有用性実証（図 A3-(13)） 
難燃性を含む各物性に関する特性マップを作成

し、当該特性を両⽴するターゲットエリアを推定した。タ
ーゲットエリアに⼊る樹脂組成を予測し、難燃性と他
の物性のバランスに優れた樹脂組成設計が可能なこ
とを⽰した（図 A3-(14))。 

 
図 A3-(13) SOM を用いた材料探索の概要        図 A3-(14) SOM を用いた新規難燃樹脂の探索 

 
5) マルチスケール/マルチフィジックス解析ツールの統合化ツールへの実装（物質・材料研究機構）: 
 市販のプリプレグと同等の品質を有するモデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料の作製では、プリプ
レグ製造装置が必要となる。しかし、プロジェクトの最終年度で装置を導⼊することは装置の納期的に困難である。そこで、
既存の設備と経験に基づいた製造手法を用いて、プリプレグを用いた炭素繊維強化樹脂複合材料に匹敵するモデルエ
ポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料を作製した。図 A3-(15)にモデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強
化樹脂複合材料の作製プロセスを⽰す。 

 
図 A3-(15) モデルエポキシ樹脂を用いた炭素繊維強化樹脂複合材料の作製プロセス 
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樹脂の混錬については 2021年度のモデルエポキシ樹脂での研究成果を用いた。繊維巻き取り装置により、一方向の樹
脂未含侵の繊維層を作製する（一方向ドライ繊維層）。⻑さ 200ｍｍ毎に固定し繊維の乱れを防⽌した。一方向ド
ライ繊維層に樹脂を含侵し、積層成形、オートクレーブ硬化を⾏うことにより、繊維の乱れの少なく、樹脂含有率が安定
した炭素繊維強化樹脂複合材料積層板を作製した。図 A3-(16)に作製した積層板の繊維配向と非対称積層板で
のそり変形を⽰す。 

 
図 A3-(16) 作製した積層板の繊維配向と非対称積層板でのそり変形 

 
一方向積層板では引張試験を実施し、⼒学特性を評価した。非対称性層板では試験⽚にそり変形が⽣じる。そり変
形は樹脂の種類および試験⽚寸法でそり形状およびそり量が異なった。実験で得られた結果を、東北⼤学と連携し、解
析的な検討を⾏った。 
  
6) 密度汎関数理論を用いた熱硬化性・熱可塑性⾼分子の粗視化シミュレーション技法の開発（東北⼤学 川

勝）: 
 ● ⾼分子/フィラー分散系の相分離のドメインモルフォロジーの有限要素法と⾃⼰無撞着場(Self-Consistent 
Field: SCF)理論の融合手法の開発 

ブロック共重合体からなる⾼分子マト
リックス中にフィラーが分散している系に
対して、⾼分子相分離系の⾃⼰無撞
着場(SCF)理論を有限要素メッシュ上
で計算するソフトウェアを構築し、平衡
の相分離構造及び相分離の動⼒学の
シミュレーションが可能となるように整備した（図 A3-(17)）。フィラー表面と⾼分子の親和性を、表面相互作用パラメタ
を用いてモデル化する方法についても実装した。また、有限要素 SCF プログラムをベースとして、GL シミュレーションを同じ
メッシュ上で実⾏するソフトウェアの開発にも着手した。任意形状のフィラー周りの相分離の動⼒学計算を実⾏可能なソ
フトは国内外でも公開されておらず、ユニークなソフトと⾔える。 
 ● 熱可塑性/熱硬化性樹脂の相分離動⼒学の Ginzburg-Landau(GL)理論に基づくシミュレーション手法の開発 

場の理論の方法を用いて、⾼分子/溶媒混合系において架橋
反応の進⾏による熱硬化性樹脂の粘弾性相分離および、改質
剤としてブロック共重合体を含む系の相分離のシミュレーションを実
現した（図 A3-(18)）。 
 
 
 
 

(a) 

図 A3-(17) 有限要素 SCF の(a)静的計算と(b)動的計算 

(b) 

図 A3-(18) 反応・粘弾性を取り⼊れた密度
汎関数理論(GL)による熱可塑性⾼分子と改
質剤(ブロック共重合体)の混合系の相分離時
間発展 

 ●散逸粒子動⼒学(Dissipative Particle Dynamics; DPD)法に基づく粗視化された粒子法の開発 
エポキシをターゲットとした硬化反応系で、改質剤としてのブロッ

ク共重合体の形成するドメイン構造のモルフォロジーが硬化反応
の進⾏とともにどのように転移するかを、反応を取り⼊れた散逸粒
子動⼒学(DPD)法でシミュレートした（図 A3-(19)）。シミュレ
ーション結果は対応する実験を定量的に再現できた。さらに、反
応速度に応じてモルフォロジー転移の機構がスピノダル的な機構か
ら核⽣成成⻑機構に変化することも確認できた。 
 ● 応⼒・ひずみ曲線の相分離構造依存性の計算による、弾性体計算・AI 解析グループとの連携 

与えられた組成での相分離のドメイン構造を SCF 理論
により作成し、そのデータを AI グループに渡すことで、AI グ
ループが相分離構造の予測と、相分離構造に対応した
弾性率の推算手法の開発に協⼒した。 
 ● 界面に吸着した⾼分子ブラシの界面不安定性 

SCF 法により界面に吸着した改質剤（ブロック共重合
体）層の形状不安定性の相図を作成した(図 A3-
(20))。SCF 理論の結果は、対応するモンテカルロシミュレ
ーション及び⾼分子吸着層の実験の結果をよく再現した。 
  
7) 機械学習を援用したマルチスケール解析と物性の階層的スクリーニング（慶應義塾⼤学）: 

順解析は、畳み込みニューラルネットワーク（Convolutional Neural Network、 CNN︓⻘⽮印）を試みた。
CNN は深層学習の一手法であり、画像等の空間情報を縮約して予測に重要な特徴を獲得することに成功した。ポリマ
ーアロイの相分離構造の画像解析は、CNN が上手く機能したと考えられる。まずは訓練データに簡単な Reuss-Voight
モデルを用いて計算した Young 率を採用するが、試計算が終了したのち有限要素解析による 2 次元応⼒成分 3 つを
予測した。 

逆解析は、敵対的⽣成ネットワーク（Generative Adversarial Network、 GAN︓緑⽮印）と CNN を組み合
わせたモデルに対して、ランダムサーチを⾏うことで実現した（図 A3-(21)）。GAN の学習を経て訓練データの特徴が獲
得された潜在変数を利用し、訓練データに類似したデータを⽣成した。GANの訓練データとして⾃⼰無撞着場理論の数
値解析(東北⼤学川勝グループより提供されるプログラムを使用)によって得られる構造データを使用した。逆解析では
GAN が持つ低次元の潜在変数を網羅的に探索することで、指定した物性値を持つ構造の特定に成功した。 

 
 

図 A3-(21) 機械学習モデル GAN および CNN を使って⽰した逆解析フレームワーク。 

図 A3-(20) SCF 法による、吸着界面の表面不安定性のシ
ミュレーション。(a)種々の表面の凹凸形状のパターンと(b)表
面形状の温度（縦軸）と界面上での⾼分子の吸着面密度
（横軸）への依存性の相図。 

(b) (a) 

図 A3-(19) 架橋反応の進⾏に伴うドメインモ
ルフォロジーの変化。 
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 ●散逸粒子動⼒学(Dissipative Particle Dynamics; DPD)法に基づく粗視化された粒子法の開発 
エポキシをターゲットとした硬化反応系で、改質剤としてのブロッ

ク共重合体の形成するドメイン構造のモルフォロジーが硬化反応
の進⾏とともにどのように転移するかを、反応を取り⼊れた散逸粒
子動⼒学(DPD)法でシミュレートした（図 A3-(19)）。シミュレ
ーション結果は対応する実験を定量的に再現できた。さらに、反
応速度に応じてモルフォロジー転移の機構がスピノダル的な機構か
ら核⽣成成⻑機構に変化することも確認できた。 
 ● 応⼒・ひずみ曲線の相分離構造依存性の計算による、弾性体計算・AI 解析グループとの連携 

与えられた組成での相分離のドメイン構造を SCF 理論
により作成し、そのデータを AI グループに渡すことで、AI グ
ループが相分離構造の予測と、相分離構造に対応した
弾性率の推算手法の開発に協⼒した。 
 ● 界面に吸着した⾼分子ブラシの界面不安定性 

SCF 法により界面に吸着した改質剤（ブロック共重合
体）層の形状不安定性の相図を作成した(図 A3-
(20))。SCF 理論の結果は、対応するモンテカルロシミュレ
ーション及び⾼分子吸着層の実験の結果をよく再現した。 
  
7) 機械学習を援用したマルチスケール解析と物性の階層的スクリーニング（慶應義塾⼤学）: 

順解析は、畳み込みニューラルネットワーク（Convolutional Neural Network、 CNN︓⻘⽮印）を試みた。
CNN は深層学習の一手法であり、画像等の空間情報を縮約して予測に重要な特徴を獲得することに成功した。ポリマ
ーアロイの相分離構造の画像解析は、CNN が上手く機能したと考えられる。まずは訓練データに簡単な Reuss-Voight
モデルを用いて計算した Young 率を採用するが、試計算が終了したのち有限要素解析による 2 次元応⼒成分 3 つを
予測した。 

逆解析は、敵対的⽣成ネットワーク（Generative Adversarial Network、 GAN︓緑⽮印）と CNN を組み合
わせたモデルに対して、ランダムサーチを⾏うことで実現した（図 A3-(21)）。GAN の学習を経て訓練データの特徴が獲
得された潜在変数を利用し、訓練データに類似したデータを⽣成した。GANの訓練データとして⾃⼰無撞着場理論の数
値解析(東北⼤学川勝グループより提供されるプログラムを使用)によって得られる構造データを使用した。逆解析では
GAN が持つ低次元の潜在変数を網羅的に探索することで、指定した物性値を持つ構造の特定に成功した。 

 
 

図 A3-(21) 機械学習モデル GAN および CNN を使って⽰した逆解析フレームワーク。 

図 A3-(20) SCF 法による、吸着界面の表面不安定性のシ
ミュレーション。(a)種々の表面の凹凸形状のパターンと(b)表
面形状の温度（縦軸）と界面上での⾼分子の吸着面密度
（横軸）への依存性の相図。 

(b) (a) 

図 A3-(19) 架橋反応の進⾏に伴うドメインモ
ルフォロジーの変化。 
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【A3-2】メゾスケール解析 
8) 薄層 CFRP の損傷破壊メカニズムの解明とマルチスケールシミュレーションツールの開発（東京⼤学）: 
  本項目は B3 との連携により実施しており、詳細は、B3 での報告にまとめるが、研究概要について、下記に⽰す。 

薄層材の損傷特性を表現可能な、メゾスケール損傷解析モデル（メゾスケールモデル）を開発し、薄層 CFRP の実
用強度を予測可能なシミュレーション手法を構築した（CoSMIC に実装）。薄層ならではの⾼⾃由度設計を可能とす
るため、より幅広い設計領域（0°層⽐率が⾼いものなど）での実用強度（有孔引張強度、OHT）に関する実験値と
解析結果を⽐較することで、0°層⽐率 70%までの⾼⾃由度領域において⾼精度予測（誤差 10%以内）が可能で
あることを⽰した（B3 との連携）。 

また、この検証したメゾスケールツールを用いて、従来のプリプレグ材と薄層プリプレグ材を用いた場合の OHT 強度のカ
ーペットチャートを作成し、許容値データベースを出⼒した。10)の SUBARU との連携により、航空機主翼構造を対象と
して設計最適化を実施し、10%の軽量化が実現できることを⽰した。 
 
9) MI 技術の AFP 積層技術への展開（名古屋⼤学）:  
  本項目は B2 との連携により実施しており、詳細は、B２での報告にまとめるが、研究概要について、下記に⽰す。 
  AFP 積層に対応した衝撃損傷及び衝撃後圧縮強度（CAI）を予測するツールを開発し、幅広い積層構成に対応
し、且つ、EoP（積層時のテープのギャップなど）を含んだモデル化を可能とするシミュレーション手法を構築した
（CoSMIC に実装）。極端な積層構成でも衝撃損傷面積を誤差 15%以内で予測できることを確認するとともに、実
験で確認された EoP を含むことにより衝撃損傷面積が増⼤することを予測可能なツールを開発することに成功した（B2
との連携）。 
 AFP 積層に対応した MI 技術として、様々な積層構成に対応し、且つ、テープの切れ目がある場合も含めた衝撃後圧
縮強度の⾼精度モデリングツール構築を実現した。 
 
10) 薄層炭素繊維複合材の実用化に向けた複合材料解析技術開発（SUBARU）:  
 東北⼤学の空⼒構造連成シミュレーター、項目 8)の複合材メゾスケール解析技術（いずれも CoSMIC に実装）と
連携し、遺伝的アルゴリズムを適用した複合材の積層構成の最適化ツールを開発した（図 A3-(22)）。薄層 CFRP
プリプレグ一枚の厚さは従来の 1/4 であり、それを積層して作る積層材は同じ材質の従来厚の積層材と⽐較し強度が変
化するとともに、積層制約を考えると設計領域（0°⽐率など）も異なる。部分的な試験データで検証したメゾスケール
解析による幅広い設計領域を含めた積層構成を包含する強度予測を⾏うことで、効率的な強度許容値データベースを
作成し、その特性から部位毎に最適な積層構成を出⼒するスキームを構築することにより、従来手法と⽐較して格段に
効率的な設計（逆問題 MI）を実現することに成功した。 

実証例として、航空機の主翼構造を取り上げ、構築したツールを用いて、10%重量低減を達成した（図 A3-
(23)）。空⼒構造連成シミュレーター、メゾスケール解析による複合材許容値データベース、遺伝的アルゴリズムによる
積層構成最適化ツールを統合した逆問題 MI 手法により、薄層 CFRP の特性を活かした機体構造の軽量化が実現し
うることを⽰した。 
 

 
図 A3-(22) 複合材構造の最適化ツール 

 

 
図 A3-(23) 主翼構造の薄層 CFRP を用いた積層最適化による軽量化 

 
【A3-3】AFP 利用に向けた MI システム基盤技術開発 
11) ⾼速成形熱可塑 CFRP のマルチスケールモデリング（宇宙航空研究開発機構）: 
● 熱可塑 AFP 積層時の最適なレーザー加熱に関するシミュレーション 

熱可塑性樹脂と炭素繊維から構成されるプリプレグをレーザー加熱することにより AFP 積層する In Situ 
Consolidation と呼ばれる方法は、レーザーにより与えられる熱により熱可塑性樹脂を溶融させ、積層ローラーにより⾦
型に押し付けて連続的に積層成形を⾏っていく方法である。この際、レーザー加熱が過少であると樹脂が未溶融となり、
加熱が過⼤であると樹脂が熱分解し、正常な成形が困難となる。本研究では、積層中の加熱対象が数秒で 400℃に
達し、その後数秒で室温程度に下がるレーザー加熱と AFP 積層の様子を再現できるシミュレーション方法を構築し、最
適な積層条件を⾒出すことを最終目標とした。本研究は、シミュレーション方法に関する構想・検討、積層中に⽣じる物
理現象のモデル化、微⼩な一方向積層要素におけるシミュレーション方法構築、多方向積層を有する積層板の積層を
再現できるシミュレーション方法の構築、実験による検証、最適な積層条件の提⽰、という順序で進⾏させた。最終的に、
B2 での実験から得た良好な温度履歴、結晶化、⼒学特性等を満⾜する積層条件が成⽴するレーザー出⼒を予測す
る方法が完成し、積層速度やレーザー出⼒など最適積層条件が得られる手法を構築した。 
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図 A3-(22) 複合材構造の最適化ツール 

 

 
図 A3-(23) 主翼構造の薄層 CFRP を用いた積層最適化による軽量化 
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熱可塑性樹脂と炭素繊維から構成されるプリプレグをレーザー加熱することにより AFP 積層する In Situ 
Consolidation と呼ばれる方法は、レーザーにより与えられる熱により熱可塑性樹脂を溶融させ、積層ローラーにより⾦
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加熱が過⼤であると樹脂が熱分解し、正常な成形が困難となる。本研究では、積層中の加熱対象が数秒で 400℃に
達し、その後数秒で室温程度に下がるレーザー加熱と AFP 積層の様子を再現できるシミュレーション方法を構築し、最
適な積層条件を⾒出すことを最終目標とした。本研究は、シミュレーション方法に関する構想・検討、積層中に⽣じる物
理現象のモデル化、微⼩な一方向積層要素におけるシミュレーション方法構築、多方向積層を有する積層板の積層を
再現できるシミュレーション方法の構築、実験による検証、最適な積層条件の提⽰、という順序で進⾏させた。最終的に、
B2 での実験から得た良好な温度履歴、結晶化、⼒学特性等を満⾜する積層条件が成⽴するレーザー出⼒を予測す
る方法が完成し、積層速度やレーザー出⼒など最適積層条件が得られる手法を構築した。 

111

Ｃ
Ｆ
Ｒ
Ｐ

B



 
図 A3-(24) ⾼速成形熱可塑 CFRP のマルチスケールモデリングの概要 

● AFP 製造⽋陥のある積層板の強度発現メカニズム 
12)の上智⼤学および 13)の東京理科⼤学と連携して、製造⽋陥の相互⼲渉による最悪強度低下を予測し、実構

造設計時に有効な AFP 積層板強度のノックダウンファクターを導出すること（最酷設計基準の構築）を目指す研究で
ある。ギャップによる無孔強度試験の⾃由縁と有孔強度試験の円孔周りの応⼒変動の理論解を導出し、シミュレーション
および実験に先⽴って結果を推察する手段を確⽴した。図のように⾃由縁での相互の状態が異なる２つのギャップを有
する試験⽚を作製し強度実験を実施した。三次元有限要素解析の最⼤応⼒と強度の間に⾼い相関のあることが⽰さ
れた。この結果は 3 次元有限要素解析を用いて体積効果を表すことができる破壊則を導⼊することで精度よく強度を推
定できることを⽰唆している。また、 
 ギャップの配置間隔に⽐べて評定領域の⼩さい NHC（無孔

圧縮）の規格試験ではギャップによる強度低下を⾒落とす
危険がある 

 有孔試験⽚ではギャップによる応⼒増加が最⼤応⼒に⽐べ
て⼩さいだけでなく、破壊起点となる応⼒集中部にギャップが
重なる確率が非常に⼩さい 

ことを⽰した。以上のようにノックダウンファクターを設定するために重
要な知⾒が得られている。 
 

表 A3-(1) 理論解析、三次元有限要素解析（FEM）で得られた最⼤応⼒と強度低下率の関係 
試験⽚の種類 1-1  1-2 2-1 2-2 2-3 

2 次元理論の応⼒増(%) 8.8 8.8 17.5 5.9 18.3 
3 次元 FEM の応⼒増(%) 18.5 17.7  32.8 10.7 23.6 

実験の強度低下 (%) 7.4 8.1 16.6 7.2 12.8 
 
12) AFP 製 CFRP 積層板の数値解析モデルの構築と強度解析（上智⼤学）: 
 インハウスの有限要素解析ツールを用いて、AFP 成形積層板の強度解析ツールを作成することを目的とする研究を実
施した。とくに製造⽋陥であるギャップ部を実際の積層板に⽣じる状態に近くなるように詳細モデル化する⾼精度な強度
解析ツールを開発した。最終破壊の判断は、繊維破断の開始後積層板がすぐに破壊する問題を対象として Weibull
強度条件で解析する。 

ギャップを導⼊した有孔積層板を図 A3-(26)のように⾃動的にモデル化するツールを開発した。本ツールを用いて損傷
進展解析を実施した。実験との⽐較を図 A3-(27)に⽰した。ここではうねり状態の程度を⾃動的に与えられるが、試験
⽚のギャップ状態に近い層厚変化 80%(橙⾊棒)と実験結果(⾚棒)が Gap critical を除いて精度よく予測できている。
Gap critical の場合では繊維損傷部分が進展したのち破壊したので本強度条件での予測精度は不⼗分で繊維破断
進展条件を導⼊する必要があることが⽰された。 
 

0          1-1       1-2       2-1       2-2         2-3

15 mm

図 A3-(25) 試験⽚に導⼊されたギャップと 
試験⽚番号 

         
 
 
13) AFP 製 CFRP の機械特性評価（東京理科⼤学）: 
 市販の有限要素解析ツール（ABAQUS）を用いて、AFP 製造⽋陥を有する積層板の強度予測をするシステムの構
築を目指す。 

ギャップ部を単純に樹脂で置き換えた有限要素モデルに関して損傷進展解析を実施して得られた損傷進展の状況と
得られた最終強度の⽐較を図 A3-(28)および図 A3-(29)に⽰す。損傷進展による応⼒の再分配の状況や不安定損
傷進展から破壊に至る過程を適切にとらえることが確認できている。AFP 分科会の中で議論された知⾒を取り⼊れギャッ
プ部での層のうねりの重要性を考えて、カウルプレートを用いて製作する場合を想定した詳細モデルの作成ツールの構築
を進め、図 A3-(30)のようなギャップ部のモデル化を可能にした。本詳細モデル(4 層積層モデル)に関して強度解析を実
施した。4 層のモデルではあるが、ギャップによる強度低下が 8%となり、実験での強度低下（5%）をある程度予測でき
た。今後は本詳細モデル化ツールを発展させ任意のギャップ配置
に対してモデル化を実施する。最酷ギャップ配置条件の試験⽚の
強度試験結果と⽐較することで本ツールと市販ソフトの損傷解
析ツールの整合性の確認し、ノックダウンファクター決定のために必
須なシミュレーション手法を構築する。 

  
3.社会実装に向けた出⼝戦略 

CFRP の機能性及び⼒学特性を評価するモジュールを一元的に扱える材料開発システムである CoSMIC を複合材
料およびその構造を製品とするものづくり関連企業に提供する。これらツールをユーザーが利活用することで、⽇本の複合
材産業の研究開発⼒向上および複合材料製構造部材の実利用までの時間・コストの⼤幅低減に貢献できると考えて
いる。継続的な CoSMIC の運用のために、⼤学・企業からなる CoSMIC コンソーシアム（2022/5/16 発⾜、
2022/11 現在 19 企業参画）を東北⼤学オープンイノベーション（OI）機構内に設⽴した。このコンソーシアムが
CoSMIC 運用だけでなく、多様な業種・背景を有するメンバー間の情報共有の場や協⼒関係の起点となることを期待し
ている。また、複合材料および⾼分子材料への社会的な要請や課題（リサイクル性や製造エネルギー低減など）の解
決のためにツールのアップデートを継続的に進めていく。 
 

図 A3-(30) ギャップ部の詳細モデル 

図 A3-(28) OHT 試験の損傷累積解析結果 

図 A3-(26) ⾃動分割されたギャップを有する 
積層板（Gap critical） 
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図 A3-(27) OHT 強度推定結果 

図 A3-(29) ギャップ配置と OHT 強度解
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得られた最終強度の⽐較を図 A3-(28)および図 A3-(29)に⽰す。損傷進展による応⼒の再分配の状況や不安定損
傷進展から破壊に至る過程を適切にとらえることが確認できている。AFP 分科会の中で議論された知⾒を取り⼊れギャッ
プ部での層のうねりの重要性を考えて、カウルプレートを用いて製作する場合を想定した詳細モデルの作成ツールの構築
を進め、図 A3-(30)のようなギャップ部のモデル化を可能にした。本詳細モデル(4 層積層モデル)に関して強度解析を実
施した。4 層のモデルではあるが、ギャップによる強度低下が 8%となり、実験での強度低下（5%）をある程度予測でき
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に対してモデル化を実施する。最酷ギャップ配置条件の試験⽚の
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3.社会実装に向けた出⼝戦略 
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図 A3-(30) ギャップ部の詳細モデル 

図 A3-(28) OHT 試験の損傷累積解析結果 

図 A3-(26) ⾃動分割されたギャップを有する 
積層板（Gap critical） 
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図 A3-(27) OHT 強度推定結果 

図 A3-(29) ギャップ配置と OHT 強度解
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チーム名 B1 多機能 CFRP の開発による高付加価値化 
チームリーダー 吉岡 健一（東レ(株)）、岡部 朋永（東北⼤学） 
参画機関 東北⼤学、東レ(株)、兵庫県⽴⼤学、京都⼤学、⾦沢⼯業⼤学、物質・材料研究機構、 

日本電気(株) 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
航空機、⾃動⾞、鉄道などの構造材には、これまで⼒学特性向上による軽量化を目的に CFRP の適用が検討・推進さ
れてきた。これらの構造材への適用例・使用量が増えるにつれて、⼒学特性の要求に加えて、難燃性・熱伝導性・制振
性などの機能性を付与することにより、現在用いられる機能材料の削減による軽量化やコスト低減が注目されてきている。
特に今後も拡大が⾒込まれる航空機構造材用途向けには、実装可能な機能性付与技術の開発が重要となっている。 
一方で、こうした新技術の開発に要する期間の短縮もまた重要視されてきている。⾃動⾞や電⼦材料用途など産業用
材料においては、高機能化などにより材料設計の複雑度が増しても、開発手法の更新等が同時に⾏われ開発期間の
短縮がはかられてきている。しかしながら、航空機システムの開発は、逆にその複雑度が増すにつれて開発期間が延⻑、
⻑期化している。特に、異方性を有する CFRP は従来の、比較的均一で等方的な性質を有する⾦属材に対して試験
項目や設計が煩雑化する傾向にあり、使用部位が拡大するにつれ評価点数が指数関数的に増大し、材料開発期間
やそのコストを延⻑・増大させる要因の一つとなっており、材料開発の新要素として機能性が加わることで、さらなる開発
期間の延⻑が懸念される。 
そこで、ＭＩシステムを活用して次世代航空機構造材への機能性付与をポリマー設計およびプリプレグ設計の観点から
実施して早期に実装可能な技術として用いることができれば、開発期間の大幅な短縮や試験項目や試験点数の軽減
などを通して開発費の軽減がはかれる。その結果、従来、欧米を中心とする巨大な資本と⻑年の経験・実績を有するメ
ーカーしか参入できなかった航空機などに CFRP の裾野が拡大し、技術的ポテンシャルをもつ我が国の多くの企業の参加
が期待できる。 
いわゆる MI と関連する材料のインテグレーション⾃体は、国外のメーカーを含め広く検討されており、材料の特性からプリ
プレグ、CFRP、部材の設計まで階層的に検討されているが、航空機用一次構造材としての特性を維持したまま難燃性
や熱伝導率など機能性を付与しようという試みはほとんど⾏われていない。顧客から難燃性の要求は多いが、航空機向
けの構造材の難燃性要求基準は、現在の適用機種である B787 などの中大型機ベースの難燃性がベースラインとなっ
ている。しかし、一般的に材料厚みが薄くなると難燃性が低下するため、より小型となる次世代機の軽量化のために薄肉
化が進むことで難燃性が不⾜する可能性が高いため、難燃性の改善が求められている。 
1.2 目標   
構造材に必要な⼒学特性のドメインと、複数の機能ドメインからなるポリマー系、プリプレグ系の設計データベースを構築
する。特に構造材向けに必要な⼒学特性に加えて、複数の機能性（難燃性、高熱伝導性、制振性等）をあわせて付
与した材料を設計する。航空機構造として一般的な CFRP の有孔板引張強度、有孔板圧縮強度をそれぞれ 
480MPa および 310MPa として、これらの低下率を 5％以内に抑えながら、難燃性については、燃焼時の発熱量
（OSU 法）を 65kw/m2 以下、熱伝導率については CFRP 厚さ方向で 10％の向上、制振性については CFRP
振動測定における減衰率 10％向上を目標とする。 
一方で、多機能ポリマー・プリプレグに関するマルチフィジックス・マルチスケールモデリングに基づく構造材の設計ツールを構
築し、最終的な構造材での材料特性を高精度に予測する手法を確⽴する。 
CoSMIC の運用を開始する。CoSMIC 環境下で、マルチベクトルエンジン向け実装では、MPI(Message Passing 
Interface)による処理と通信を最適化し、実装した各種解析ソフトウェアの出⼒データを可視化するシステムを構築する。 
設計したプリプレグは、CFRP 部材を模擬した小スケールの要素試験により、効果の実証を⾏い検証する。達成目標と
しては【TRL-5】とする。 
 
 

1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1）多機能マトリックスの複合材料適用に向けたプリプレグ・CFRP 設計、複合材料（模擬部材を含む）の製造および

プリプレグ／複合材料の基本特性、機能性の評価（東レ株式会社） 
 ●難燃性（燃焼時発熱量）︓Peak65kw/m2、熱伝導性︓ベンチマーク材+10%、静粛性︓振動減衰時間のベ
ンチマーク材対比 10%低減の達成 
 ●多機能 CFRP モデル部材（L 字、サンドイッチパネル等）の作成、評価 
2) マルチファンクショナルポリマーにおける樹脂ドメイン構造の設計および材料特性評価（兵庫県⽴大学） 
 ●⼒学特性と難燃性に良好なバランスしたマルチドメイン形成ネットワークポリマーアロイ組成物の実用化に向けレオロジ
ー、硬化特性設計の完了 
 ●180℃硬化シアネート樹脂系 CFRP の難燃性（⾃己消火性）が V-0 レベル、熱伝導性（板厚方向）︓
0.8W/m・K 以上、wet 樹脂曲げ弾性率︓2.8GPa 
3) CFRP の難燃性に関するマルチフィジックス解析（京都大学） 
 ●燃焼と CFRP の熱伝導を連成したマルチフィジックス解析の確⽴ 
 ●マルチフィジックス解析による CFRP 難燃化設計に対する知⾒の確⽴ 
4) 樹脂の硬化プロセスを考慮した CFRP のマルチスケール解析手法の開発（東北大学 寺田） 
 ●樹脂の温度履歴と硬化反応に起因する熱膨張／収縮、硬化収縮、硬化発熱等を考慮した数値材料試験法の、
実験データとの照査による検証 
 ●マクロ材料パラメータを用いて CFRP 積層板の硬化過程のシミュレーションを⾏い、実験結果と比較することで提案す
るシミュレーション手法の性能を検証 
5) 複合材料マルチスケールモデリングのための材料特性データベースの構築（⾦沢⼯業大学） 
 ●マルチファンクショナル CFRP（モデル系、シアネートエステル系）の有孔板引張、圧縮の静的・疲労特性と耐衝撃性
を評価しデータベースを構築 
6) マルチファンクショナル CFRP の環境特性および破壊⼒学特性の実験的評価（物質・材料研究機構） 
 ●マルチファンクショナル CFRP（モデル系、シアネートエステル系）の種々の積層構成での引張の静的および疲労特性、
環境特性および破壊⼒学特性を評価しデータベースを構築する 
●難燃性粒⼦が CFRP の破壊靭性に与える影響を評価する 
7) マルチフィジックス/マルチスケールシミュレーション技術を駆使したマルチファンクショナル CFRP の⼒学的特性評価（東

北大学 岡部） 
 ●大規模かつハイスループットな順解析・逆解析を可能とする CFPR 用 MI システム（CoSMIC）の構築を完了 
 ●難燃性特性と高い⼒学特性を両⽴するような新規材料の提案 
8) CFRP 向けマテリアルインテグレーション(MI)システムの高速実装と評価（東北大学 小林） 
 ●全ターゲットアプリケーションの CFRP 用 MI システムハードウェアへの移植、高速化チューニングを完了 
 ●CoSMIC ユーザーからのフィードバックを受けたシステム改良の実施 
9) CFRP 向けマテリアルインテグレーション(MI)システムの研究開発（日本電気株式会社） 
 ●CoSMIC プロトタイプ（WEB インターフェース）に実装を⾏った解析ソフトウェアを用いて、整合性確認機構や可視
化ソフトウェア連携方式を完成 
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(２) 実施体制 

 
図 B1-(1) 実施体制 

サイバー側では全体（分⼦〜構造体まで）を東北大（岡部教授）が担当し、クーポンレベルの解析、評価は⾦沢⼯
大、NIMS を中心に実施する。構造体スケールでは CFRP 構造として東北大（寺田教授）、機能性（難燃）は京大
を中心に実施する。サイバーの効率的なシステムの構築については、東北大（小林教授）、日本電気を中心に実施す
る。フィジカル側の材料設計は兵庫県⽴大、東レで実施する。 
 
2. 研究開発の成果 
2.１ チーム全体の研究開発成果 
・兵庫県⽴大で開発したシアネート樹脂のレオロジーを調整し実用的な組成に仕上げた。該樹脂を用いた CFRP により
目標の難燃性性（65kw/m2 以下）、熱伝導性（ベンチマーク材+20%以上）を達成し、L 字材成形完了した。
（東レ） 
・シアネート樹脂としては 180℃硬化シアネート樹脂マルチドメイン CFRP の難燃性 V-0 及び熱伝導性 0.8W/m・K
以上を達成した。（兵庫県⽴大） 
・CFRP 部材の制振性を評価するため半減期を評価する方法を確⽴した。CFRP に制振層を導入することで 8%の半
減期の低減に成功した。（東レ） 
・T800SC/BR100 の構造要素特性データベース構築をほぼ完了し、表層難燃化材・シアネートエステル系の構造要
素特性データベース構築。（⾦沢⼯大） 
・難燃性CFRP3種（繊維2種、樹脂3種類）ならびに比較用のCFRP2種の強度特性（静的・疲労・破壊靭性）
データを取得した。動的粘弾性測定（DMA）と線膨張係数測定を実施した。高温環境下での強度特性に関するデー
タを取得した。（NIMS） 
・⾦沢⼯大、NIMS で取得したデータを用いて XFEM（拡張有限要素法）解析を実施。実験結果の再現を確認した。
（東北大） 
・FDS（Fire Dynamics Simulator）と FEM を逐次連成した熱・流体・構造連成解析を構築した。解析により、
CFRP の熱的異方性や樹脂の熱分解特性が燃焼初期に及ぼす影響を明らかとした。(京大) 
・硬化中および硬化後の FRP 積層板の変形形状のシミュレーションを⾏い、実験データとの比較によって性能を検証し、
硬化後の時間経過に伴って積層板の残留変形が緩和する様⼦を、粘弾性モデルの応⼒緩和によって表現可能である
ことを⽰した。（東北大） 
・通常樹脂でのそり解析とクラックのマルチスケールシミュレーションを構築完了した。（東北大） 

・CoSMIC 運用を 2022/5 より開始。SIP 参画企業以外の利用も開始︓コンソーシアム参加︓19 企業、1 大学 
・アプリケーションの高速化、CoSMIC を介してユーザーへ提供 、利用者からのフィードバック&システム改良した。（東北
大） 
・当初予定していた 12 本の解析ソフトウェアを CoSMIC プロトタイプ（WEB インターフェース）に実装し、整合性確認
機構と可視化ソフトウェア連携方式の評価を完了した。また、東北大学のスーパーコンピュータ AOBA で利用を開始した。
研究終了時までに WEB インターフェースの操作性向上を⾏うため、画⾯レイアウトの改修を実施し、CoSMIC を完成さ
せる。（日本電気） 
2.2 個別機関の研究開発成果 
1）多機能マトリックスの複合材料適用に向けたプリプレグ・CFRP 設計、複合材料（模擬部材を含む）の製造および

プリプレグ／複合材料の基本特性、機能性の評価（東レ株式会社）  
兵庫県⽴大学で開発したシアネート樹脂のプリプレグの製造試験を実

施した。レオロジーの⾯で、実用的な組成となるように材料を調整し、予
定通りの相分離構造が維持されていることを確認し、カーボンフィラーがシ
アネート相（暗相）への選択的配置が再現されていることを確認した。パ
イロット設備でプリプレグの製造を⾏った。タック性は強いものの実用上は
問題のないレベルのプリプレグを製造することに成功した。 

製造したシアネート樹脂プリプレグを用いて CFRP を成型し、難燃性試
験（Heat Release 試験）ならびに熱拡散率の測定を⾏った。シアネー
ト樹脂を用いたプリプレグは目標とした難燃性 65kw/m2 以下であり、ま
た熱拡散率（熱伝導の指標）も 0.64mm２/s とベンチマーク材対比
40%以上の向上を確認した。 
作成したプリプレグを用いて成形テストを実施した。最終的な部材を想定して、L 字型の部材を成形した。 

 
  多機能性の目標の一つである制振性について検討を⾏った。制振性の半減期を求めるため CFRP 部材に適用可能
な数式を求めるためベンチマーク材の結果にフィッティングし、以下の図のような関係式を得た。制振層は⼒学強度を保持
する層に比べて低弾性率であるため、制振層の局在化を検討した。ベンチマーク材からなる CFRP の⽚側に制振層を 1
層導入したもの、両側の合計 2 層に制振層を導入したものの半減期を評価したところ、両側に制振層を導入することで
８％の半減期の短縮がはかれた。制振層の最適化、挿入する層の最適化により 10%の低減は達成できる⾒込みであ
る。 

図 B1-(2) シアネート樹脂硬化物の断⾯
観察結果 

図 B1-(3) シアネート樹脂 CFRP の難燃性・ 
熱伝導評価結果 

図 B1-(4) シアネート樹脂 CFRP の L 字賦形試験 
パネルの外観評価 
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2) マルチファンクショナルポリマーにおける樹脂ドメイン構造の設計および材料特性評価（兵庫県⽴大学）: 
 シアネート樹脂は無触媒では 230℃程度の硬化温度が必要である。現⾏航空機用エポキシ CFRP の硬化温度であ
る180℃での硬化性を満たすべく硬化触媒探索を⾏った。シアネート樹脂の硬化触媒として知られている有機⾦属系触
媒は反応発熱が急激なため大型成形物の硬化触媒としては相応しくないと判断した。リン系触媒、イミダゾール系触媒
を用いると無触媒系と比較して反応発熱開始温度を約 50℃低下できることが知られた。特にイミダゾール系触媒の場
合に反応発熱が緩やかであった。そこで、この触媒を用いてシアネート樹脂を 180℃にて硬化し、硬化樹脂の動的粘弾
性（温度依存性）を測定したところ、180℃で硬化完了し、現⾏航空機用 CFRP マトリックス並みのガラス転移温度
(Tg)を発現することがわかった。また、リン系触媒よりイミダゾール系触媒を用いる方が、シアネート樹脂骨格から⽣じる硬
化樹脂の室温弾性率が約 0.3GPa 増加し、CFRP の圧縮強度発現に有利に働くと考えられた。  
 本プロジェクトにより⾒出したシアネートエステル樹脂/ポリエーテルスルホン(PES)/グラファイトフィラー系相分離ドメイン形
成マトリックスの熱伝導性について、理論式のフィッティングにより熱伝導率向上機構の考察を深めた。 
相分離ドメイン⽚側相へのフィラー選択配置に加えて、選択配置相内でのグラファイトフィラー同⼠の接触確率向上によ
る擬似アスペクト比増加が相乗効果をもたらし、熱伝導率向上の主機構として働くことを明らかにした。当該シアネート系
マトリックスは織物 CFRP 板厚方向の熱伝導率向上効果を持つことを実験証明した。 
 

図 B1-(5) CFRP 制振性試験について 

図 B1-(6) シアネート/PES 系の難燃性評価結果 

 

 
3) CFRP の難燃性に関するマルチフィジックス解析（京都大学）: 
 航空機用グレードとして開発されている CFRP の難燃化メカニズムにおいては、CFRP の熱的異方性が重要であること
がわかってきたことから、この影響について評価するための解析法を確⽴した。 
UL94 試験をベースとした簡易燃焼試験により燃焼が激しく起きる実験条件を設定してモデル化し、Fire Dynamics 
Simulator（FDS）を用いた燃焼解析により、燃焼に関わる材料因⼦の検討を⾏ってきた。また燃焼時の固相
（CFRP）の熱伝導・熱分解特性を解析する手法を PGD（Proper Generalized Decomposition）法で構築し
てきた。一方で、共同研究先（東レ）で検討している開発材料に対する燃焼試験の結果から、CFRP 表⾯の熱伝導
率の異方性が燃焼に影響していることがわかってきており、上述の CFRP の燃焼挙動や熱分解挙動のモデル化の方法
を発展させて、CFRP の難燃化メカニズムについて実験・解析の両⾯から検討した。具体的には、CFRP の熱的異方性
の影響について考慮可能な手法として、PGD 法を用いた熱的異方性を考慮した層厚方向温度分布の解析、および、
燃焼解析と固体の熱伝導解析を連成するマルチフィジックス解析を構築した。 

 
図 B1-(8)FDS による熱流体シミュレーション（上）と FEM による熱伝導シミュレーション（下） 

解析の結果、(1) CFRP の熱的異方性により、CFRP 表層における熱拡散が⽀配的となるメカニズムが解析によっても
再現され、CFRP 表層を難燃化することが重要であることが⽰された。(2) 燃焼と固相の熱伝導の連成解析により、加
熱による熱分解開始温度に到達する領域からの可燃ガスの発⽣、吸熱反応であるマトリクスの熱分解による一時的な
温度低下、熱分解終了に伴う温度の再上昇、熱分解開始温度に達する領域が拡大する、という燃焼のメカニズムを考
察できた。また、熱分解開始温度に達する領域は CFRP 繊維方向に拡大する傾向にあることも⽰され、CFRP の熱的
異方性が難燃化のメカニズムに及ぼす影響について解析的にも評価できた。 

図 B1-(7) シアネート/PES 系の熱伝導性評価結果 

118

第２章　各領域・チームの成果報告



 

 
3) CFRP の難燃性に関するマルチフィジックス解析（京都大学）: 
 航空機用グレードとして開発されている CFRP の難燃化メカニズムにおいては、CFRP の熱的異方性が重要であること
がわかってきたことから、この影響について評価するための解析法を確⽴した。 
UL94 試験をベースとした簡易燃焼試験により燃焼が激しく起きる実験条件を設定してモデル化し、Fire Dynamics 
Simulator（FDS）を用いた燃焼解析により、燃焼に関わる材料因⼦の検討を⾏ってきた。また燃焼時の固相
（CFRP）の熱伝導・熱分解特性を解析する手法を PGD（Proper Generalized Decomposition）法で構築し
てきた。一方で、共同研究先（東レ）で検討している開発材料に対する燃焼試験の結果から、CFRP 表⾯の熱伝導
率の異方性が燃焼に影響していることがわかってきており、上述の CFRP の燃焼挙動や熱分解挙動のモデル化の方法
を発展させて、CFRP の難燃化メカニズムについて実験・解析の両⾯から検討した。具体的には、CFRP の熱的異方性
の影響について考慮可能な手法として、PGD 法を用いた熱的異方性を考慮した層厚方向温度分布の解析、および、
燃焼解析と固体の熱伝導解析を連成するマルチフィジックス解析を構築した。 

 
図 B1-(8)FDS による熱流体シミュレーション（上）と FEM による熱伝導シミュレーション（下） 
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図 B1-(9)Heat Release Rate の解析結果（左︓240 秒後、右︓270 秒後） 

 
4) 樹脂の硬化プロセスを考慮した CFRP のマルチスケール解析手法の開発（東北大学 寺田）: 
 本プロジェクトで整備したミクロ材料構成則のパラメータ同定に必要な実験方法ならびに比較データについて東レとの協
議により決定した。そして、取得した実験データを用いてミクロ材料構成則のパラメータ同定を⾏った。 
樹脂を塗布したシリコンウエハの反り実験と実験を模擬したシミュレーションを実施し、結果を比較することで数値材料試
験に用いるモデルやパラメータの妥当性を確認した。 

 
図 B1-(10) 反り試験の概要 

 
図 B1-(11)反り試験の実験結果と解析結果 

次に、CFRP の周期的なミクロ構造を模擬したモデルを用いて数値材料試験を実施し、CFRP のマクロな応答を算出す
ることで、マクロ材料構成則のパラメータを同定した。同定したパラメータを用いて CFRP 積層板の硬化過程のマクロ熱・
機械連成シミュレーションを⾏なった。このとき、積層板の寸法と材料の物性に応じて積層板の変形モードが変化すること
を、モデルの寸法を変えて解析を実施することでシミュレーションによって再現した。 

 
図 B1-(12)CFRP 積層板の反り試験 

 
図 B1-(13)CFRP 積層板の反り試験のモデル検証結果 

5) 複合材料マルチスケールモデリングのための材料特性データベースの構築（⾦沢⼯業大学）: 
東レ・東北大学・兵庫県⽴大学のグループによってマルチフィジックス解析などに基づいて設計された難燃性樹脂を用いた
中弾性率炭素繊維（T800SC）／新規設計難燃性樹脂（BR100）CFRP プリプレグが引き続いて供給された。ま
た、比較用難燃材として、標準弾性率糸（T700SC）/従来型難燃性樹脂（FR-0）プリプレグおよび含有難燃性
粒⼦量を極限まで増大させた標準弾性率糸/極限粒⼦含有量従来型難燃性樹脂（FR-1）プリプレグが引き続いて
供給された。そのため、これらのプリプレグを用いてオートクレーブ成形により擬似等方積層板を成形し、⾦沢⼯業大学の
設置済みの油圧サーボ式試験装置等を用いて、OHT（有孔引張）試験⽚および OHC（有孔圧縮）試験⽚の室
温における疲労試験、OHT 試験⽚および OHC 試験⽚の高温環境下における静的試験、室温（RT）における CAI
（衝撃後圧縮）試験を⾏った。まず、OHT および OHC の静的試験結果（室温、82℃、121℃、82℃wet）ならび
に室温における疲労特性データベースを拡充した結果について、図 B1-(14)に⽰す。これより、OHT 疲労および OHC
疲労のいずれの場合においても、⻑寿命側において T800SC/BR100 がもっとも耐久性が高いことが明らかとなった。 

 

 
図 B1-(14) 難燃プリプレグの静的試験結果（OHT︓左上、OHC︓右上）・OHC 疲労試験結果（下） 

グラファイト（⿊鉛）フィラーの有り無しの 2 種類のシアネート樹脂プリプレグが供給された。グラファイトフィラーありでも特
性はほぼ低下せず、高温・湿潤環境での劣化度も低いことが判明した。 

 
図 B1-(15) シアネート樹脂 CFRP の⼒学特性評価結果 
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図 B1-(13)CFRP 積層板の反り試験のモデル検証結果 

5) 複合材料マルチスケールモデリングのための材料特性データベースの構築（⾦沢⼯業大学）: 
東レ・東北大学・兵庫県⽴大学のグループによってマルチフィジックス解析などに基づいて設計された難燃性樹脂を用いた
中弾性率炭素繊維（T800SC）／新規設計難燃性樹脂（BR100）CFRP プリプレグが引き続いて供給された。ま
た、比較用難燃材として、標準弾性率糸（T700SC）/従来型難燃性樹脂（FR-0）プリプレグおよび含有難燃性
粒⼦量を極限まで増大させた標準弾性率糸/極限粒⼦含有量従来型難燃性樹脂（FR-1）プリプレグが引き続いて
供給された。そのため、これらのプリプレグを用いてオートクレーブ成形により擬似等方積層板を成形し、⾦沢⼯業大学の
設置済みの油圧サーボ式試験装置等を用いて、OHT（有孔引張）試験⽚および OHC（有孔圧縮）試験⽚の室
温における疲労試験、OHT 試験⽚および OHC 試験⽚の高温環境下における静的試験、室温（RT）における CAI
（衝撃後圧縮）試験を⾏った。まず、OHT および OHC の静的試験結果（室温、82℃、121℃、82℃wet）ならび
に室温における疲労特性データベースを拡充した結果について、図 B1-(14)に⽰す。これより、OHT 疲労および OHC
疲労のいずれの場合においても、⻑寿命側において T800SC/BR100 がもっとも耐久性が高いことが明らかとなった。 

 

 
図 B1-(14) 難燃プリプレグの静的試験結果（OHT︓左上、OHC︓右上）・OHC 疲労試験結果（下） 

グラファイト（⿊鉛）フィラーの有り無しの 2 種類のシアネート樹脂プリプレグが供給された。グラファイトフィラーありでも特
性はほぼ低下せず、高温・湿潤環境での劣化度も低いことが判明した。 

 
図 B1-(15) シアネート樹脂 CFRP の⼒学特性評価結果 
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ベンチマーク材の表層織物材に難燃粒⼦を添加したものと、添加していないものが供給された。図 B1-(16)のとおり、表
層織物層に難燃粒⼦を入れても特性維持されることから有効性が⽰唆される結果となった。 

 
図 B1-(16)表層難燃材の⼒学特性評価 

 
6) マルチファンクショナル CFRP の環境特性および破壊⼒学特性の実験的評価（物質・材料研究機構）:  
既存の一般的な CFRP と難燃性 CFRP の静的強度と疲労強度に関するデータベースを構築した。また、難燃性粒⼦が
CFRP の破壊靭性に与える影響を評価し、難燃性を出すのに⼗分、かつ破壊靭性の低下を最小限にする条件（成分、
大きさ、量）が存在する。これまでの静的・疲労強度に関する結果に加えて破壊靭性もデータベース化して、最適化のパ
ラメ-タとして利用できることを⾒出した。下図 B1-(17)は難燃モデル樹脂（BR100）、従来型難燃性樹脂（FR-0）、
極限粒⼦含有量従来型難燃性樹脂（FR-1）を用いて評価した結果である。 

 
図 B1-(17) GIC（ModeI、開⼝モードの靭性）、GIIC（ModeII、⾯内剪断モードの靭性）試験の結果 

 
⻲裂が樹脂部分を進展する場合に難燃性粒⼦の影響が⾒られる（図 B1-(18)︓粒⼦/樹脂界⾯割れ）。屈曲によ
り⻲裂は繊維層内も進展し、Fiber bridging が⽣じた。難燃性粒⼦が⻲裂の屈曲に寄与している可能性が⽰唆され
た。限界量の粒⼦を入れた場合、⻲裂は樹脂部分のみを進展し、靭性は大きく低下した（FR-1、＃2592 の 1/3 程
度）。 

 
図 B1-(18) ⻲裂進展部の観察 

 
7) マルチフィジックス/マルチスケールシミュレーション技術を駆使したマルチファンクショナル CFRP の⼒学的特性評価（東

北大学 岡部）: 
大規模かつハイスループットな順解析・逆解析を可能とする MI システム構築を⾏った。 難燃 CFRP を用いて構築した

解析ツールの実験的検証を実施し、次の結果を得た。 
①大規模周期セル解析（PUC）によって繊維を 200 本有する難燃性 CFRP の強度予測が可能となった。従来︓⼗
数本程度であったが、本解析︓数百本も可能となったことにより現実的な系での微視的破壊メカニズムの解明が可能と
なった。 

 
図 B1-(19) 大規模 PUC による微視的強度解析 

②⾦沢⼯大、物質・材料研究機構と連携し、難燃 CFRP(FR-1: 極限粒⼦含有量従来型難燃性樹脂)の OHT、
OHC の応⼒－歪み応答を XFEM により解析を⾏った。図 B1-(20)のとおり、OHC、OHT の両方で損傷発⽣・進展を
よく表現できることを確認した。 

 
図 B1-(20) XFEM による OHT/OHC 解析 

CoSMIC の構築・運用を開始し、SIP 参画企業以外の利用も開始し、CoSMIC コンソーシアムには 19 企業が参加す
るなど社会実装を進めている。 
 
8) CFRP 向けマテリアルインテグレーション(MI)システムの高速実装と評価（東北大学 小林）: 
全ターゲットアプリケーションの高速化チューニングを完了させ、CoSMIC システムとしてユーザーへ提供し、ユーザーのフィー
ドバックによるさらなる機能強化を目的にターゲットアプリケーションで共通に用いられている疎⾏列連⽴一次方程式に対
して、ベクトル化と並列化を徹底的に⾏い、ベクトル型スーパーコンピュータ向け高速化技術の研究開発を実施し、次の
成果を得た。 
② 疎⾏列連⽴一次方程式の求解の従来の実装と比較して、最大 75%の実⾏時間短縮に成功 
②①を応用した均一化コード(Homogenization)の実装では、従来の実装に比べて 53%の実⾏時間の削減、“7.
有孔破壊シミュレーション”（図 B1-(22)参照）では 71%の実⾏時間の削減にそれぞれ成功（図 B1-(21)左図参
照） 
③さらにユーザーのフィードバックをうけて“有孔破壊シミュレーションコード”の改良を⾏い、これまでシミュレーションできなかっ
た大規模データの実⾏に成功（図 B1-(21)右図参照） 
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解析ツールの実験的検証を実施し、次の結果を得た。 
①大規模周期セル解析（PUC）によって繊維を 200 本有する難燃性 CFRP の強度予測が可能となった。従来︓⼗
数本程度であったが、本解析︓数百本も可能となったことにより現実的な系での微視的破壊メカニズムの解明が可能と
なった。 

 
図 B1-(19) 大規模 PUC による微視的強度解析 

②⾦沢⼯大、物質・材料研究機構と連携し、難燃 CFRP(FR-1: 極限粒⼦含有量従来型難燃性樹脂)の OHT、
OHC の応⼒－歪み応答を XFEM により解析を⾏った。図 B1-(20)のとおり、OHC、OHT の両方で損傷発⽣・進展を
よく表現できることを確認した。 

 
図 B1-(20) XFEM による OHT/OHC 解析 

CoSMIC の構築・運用を開始し、SIP 参画企業以外の利用も開始し、CoSMIC コンソーシアムには 19 企業が参加す
るなど社会実装を進めている。 
 
8) CFRP 向けマテリアルインテグレーション(MI)システムの高速実装と評価（東北大学 小林）: 
全ターゲットアプリケーションの高速化チューニングを完了させ、CoSMIC システムとしてユーザーへ提供し、ユーザーのフィー
ドバックによるさらなる機能強化を目的にターゲットアプリケーションで共通に用いられている疎⾏列連⽴一次方程式に対
して、ベクトル化と並列化を徹底的に⾏い、ベクトル型スーパーコンピュータ向け高速化技術の研究開発を実施し、次の
成果を得た。 
② 疎⾏列連⽴一次方程式の求解の従来の実装と比較して、最大 75%の実⾏時間短縮に成功 
②①を応用した均一化コード(Homogenization)の実装では、従来の実装に比べて 53%の実⾏時間の削減、“7.
有孔破壊シミュレーション”（図 B1-(22)参照）では 71%の実⾏時間の削減にそれぞれ成功（図 B1-(21)左図参
照） 
③さらにユーザーのフィードバックをうけて“有孔破壊シミュレーションコード”の改良を⾏い、これまでシミュレーションできなかっ
た大規模データの実⾏に成功（図 B1-(21)右図参照） 
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図 B1-(21)ソフトウェア（有孔破壊シミュレーション）の高速化の状況 

 
9) CFRP 向けマテリアルインテグレーション(MI)システムの研究開発（日本電気株式会社）: 
CoSMIC プロトタイプに実装を⾏った解析ソフトウェアを用いて、整合性確認機構や可視化ソフトウェア連携方式の完成
を目指した。図 B1-(22)の⾚字が 2022 年度に CoSMIC へ実装したソフトウェアであり、⿊字が 2021 年度までに実
装したソフトウェアである。予定通り 12 本のソフトウェアの実装を完了した。下図 B1-(23)は実装したソフトウェアのインタ
ーフェース解析例である。整合性確認機能の評価の実施も⾏い、正常動作を確認した。予定通りに本機構の評価を完
了した。 

 
図 B1-(22) 2022 年度までに実装したソフトウェア（⾚字は 2022 年度実装） 

 

図 B1-(23)ソフトウェアのインターフェース解析例 
図 B1-(24)は可視化ソフトウェア連携方式を用いて、“１１．等価剛性モデル”の解析結果を PC 上にインストールした
TecPlot360 で可視化したものである。本連携方式の評価を実施し、正常動作を確認した。予定通りに本方式の評価
を完了した。以上のように CoSMIC は、CFRP 開発の DX（Digital Transformation）の中核システムとして、2022
年度 9 ⽉に東北大学スーパーコンピュータ AOBA で利用を開始した。 

 
図 B1-(24)CoSMIC による可視化の例（１１．等価剛性モデル） 

 

3.社会実装に向けた出⼝戦略 
本研究開発において、CFRP に新たに機能性を付与するためには、従来実績の少ない化合物を使用する可能性がある。
その際には、その化合物にかかる化審法、TSCA（有害物質規制法）などの安全性に関する法規制への対応が必要
である。これについては、過去の CFRP 用途の樹脂における実例を参考とし、当該化合物の安全性、実装時の使用形
態や数量などを早期から考慮した材料設計を⾏うことで問題の回避と実装までの期間の短縮が可能である。 
また、構造材料であることから、公的な安全性規格やユーザーが設定する材料規格への適合が大きな障壁となる。とくに
航空機材料については、公的規格である FAA（アメリカ連邦航空局）レギュレーションとそれに準拠した航空機メーカー
のスペックが厳格に運用されることから、現在のサプライチェーンからの経験に基づく対処が有効である。また、こうした安全
規格においては、材料特性の予測性が高いことが重要であるが、本研究においては、マルチスケールシミュレーションと材
料設計を緊密に連携させることから、FAA や EASA（欧州航空安全局）など認証主体に対する特性予測性の説明が
容易であり、比較的少ない実験データで安全性の保証が可能になる可能性がある。 
2018 年に実施した製造メーカー（部品メーカー含む）へのヒアリング結果などからは、材料への難燃性など機能性付与
の要望が高まってきていることが確認されており、特に要望の多い難燃性を⾜掛かりに材料の開発を進める。また、パイロ
ンなどの高温になる部材への高熱伝導材料の適用や現在は機体構造や内装部品で⾏っている制振特性の材料への付
与など潜在的な要望に対しても、先んじて提案することが採用に向けて必要となってきている。 
2030 年以降に就航する機種については、製造メーカー（ボーイング、エアバス社など）から正式なアナウンスはないが、
COVID-19 の影響により当初予測よりも数年の遅れがでてきているとみているが、いろいろな場で提案活動を開始する
必要がでてきている。 
提案アプローチとしては、従来型のアプローチと、本 SIP で目標としたアプローチの⼆つがある。まず、従来型のアプローチで 
製造メーカー／部品メーカーからの材料提案要求に乗るケースであり、これは次期の機種のアナウンス前後に開⽰される
情報に従う。想定しているケースは航空機の構造材向け用途である。これは、材料の開発を⾏った東レが提案主体とし
て活動する。CoSMIC を利用したシミュレーションと組み合わせて提案、開発を実施し、具体的な時期は不明であるが、
2023 年ごろには製造者が実証可能なレベル（TRL-5）に到達している必要があると考えている。 
2 つ目は、航空機の内装材向けのアプローチである。本プロジェクトで開発した機能性の技術は、構造材のみならず他用
途にも転用可能なものであり、顧客のニーズに合わせて最適な構成のものを提案していく。 
もう一つのケースは、本プロジェクトで目標とする枠組みである製造メーカーを巻き込んだ形でワークショップを⾏い、材料提
案にもっていく形である。製造メーカーでの材料の要求特性への落とし込みがされていない状況で、MI を活用したパッケー
ジ提案を⾏い、製造者と連携する。すなわち中間目標(2020 年)として構築した系に MI を用いて、製造メーカーからの
要求に合わせこみ、2025 年ごろにかけて提案していく予定である。正式に認定され実部材として使用されるのは 2030
年ごろを想定している。この枠組みには、構造材、内装材に加えて、耐熱性要求の高いエンジン部材なども考えられ、高
耐熱用途向けに高耐熱に親和性の高いシアネート樹脂も実装し提案していく。 
2019/10 にシアトルで開催したワークショップにより、北米顧客への SIP の MI 技術への認知度を高めることに成功した。
本プロジェクトでの検討により、現時点で材料の TRL-3 以上であり従来型のケースではモデル系を提⽰可能、目標とす
る枠組みでも⾃己組織化マップを活用した MI を⽰すことが可能であり社会実装に向けた連携構築が可能な状況となっ
ている。 

 
図 B1-(25)採用に向けた枠組み 

124

第２章　各領域・チームの成果報告



3.社会実装に向けた出⼝戦略 
本研究開発において、CFRP に新たに機能性を付与するためには、従来実績の少ない化合物を使用する可能性がある。
その際には、その化合物にかかる化審法、TSCA（有害物質規制法）などの安全性に関する法規制への対応が必要
である。これについては、過去の CFRP 用途の樹脂における実例を参考とし、当該化合物の安全性、実装時の使用形
態や数量などを早期から考慮した材料設計を⾏うことで問題の回避と実装までの期間の短縮が可能である。 
また、構造材料であることから、公的な安全性規格やユーザーが設定する材料規格への適合が大きな障壁となる。とくに
航空機材料については、公的規格である FAA（アメリカ連邦航空局）レギュレーションとそれに準拠した航空機メーカー
のスペックが厳格に運用されることから、現在のサプライチェーンからの経験に基づく対処が有効である。また、こうした安全
規格においては、材料特性の予測性が高いことが重要であるが、本研究においては、マルチスケールシミュレーションと材
料設計を緊密に連携させることから、FAA や EASA（欧州航空安全局）など認証主体に対する特性予測性の説明が
容易であり、比較的少ない実験データで安全性の保証が可能になる可能性がある。 
2018 年に実施した製造メーカー（部品メーカー含む）へのヒアリング結果などからは、材料への難燃性など機能性付与
の要望が高まってきていることが確認されており、特に要望の多い難燃性を⾜掛かりに材料の開発を進める。また、パイロ
ンなどの高温になる部材への高熱伝導材料の適用や現在は機体構造や内装部品で⾏っている制振特性の材料への付
与など潜在的な要望に対しても、先んじて提案することが採用に向けて必要となってきている。 
2030 年以降に就航する機種については、製造メーカー（ボーイング、エアバス社など）から正式なアナウンスはないが、
COVID-19 の影響により当初予測よりも数年の遅れがでてきているとみているが、いろいろな場で提案活動を開始する
必要がでてきている。 
提案アプローチとしては、従来型のアプローチと、本 SIP で目標としたアプローチの⼆つがある。まず、従来型のアプローチで 
製造メーカー／部品メーカーからの材料提案要求に乗るケースであり、これは次期の機種のアナウンス前後に開⽰される
情報に従う。想定しているケースは航空機の構造材向け用途である。これは、材料の開発を⾏った東レが提案主体とし
て活動する。CoSMIC を利用したシミュレーションと組み合わせて提案、開発を実施し、具体的な時期は不明であるが、
2023 年ごろには製造者が実証可能なレベル（TRL-5）に到達している必要があると考えている。 
2 つ目は、航空機の内装材向けのアプローチである。本プロジェクトで開発した機能性の技術は、構造材のみならず他用
途にも転用可能なものであり、顧客のニーズに合わせて最適な構成のものを提案していく。 
もう一つのケースは、本プロジェクトで目標とする枠組みである製造メーカーを巻き込んだ形でワークショップを⾏い、材料提
案にもっていく形である。製造メーカーでの材料の要求特性への落とし込みがされていない状況で、MI を活用したパッケー
ジ提案を⾏い、製造者と連携する。すなわち中間目標(2020 年)として構築した系に MI を用いて、製造メーカーからの
要求に合わせこみ、2025 年ごろにかけて提案していく予定である。正式に認定され実部材として使用されるのは 2030
年ごろを想定している。この枠組みには、構造材、内装材に加えて、耐熱性要求の高いエンジン部材なども考えられ、高
耐熱用途向けに高耐熱に親和性の高いシアネート樹脂も実装し提案していく。 
2019/10 にシアトルで開催したワークショップにより、北米顧客への SIP の MI 技術への認知度を高めることに成功した。
本プロジェクトでの検討により、現時点で材料の TRL-3 以上であり従来型のケースではモデル系を提⽰可能、目標とす
る枠組みでも⾃己組織化マップを活用した MI を⽰すことが可能であり社会実装に向けた連携構築が可能な状況となっ
ている。 

 
図 B1-(25)採用に向けた枠組み 
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チーム名 B2 AI 援用積層最適化による CFRP 設計・製造自動化技術の開発 
チームリーダー 阿部 俊夫（三菱重⼯業(株)）、中村 俊哉（宇宙航空研究開発機構） 
参画機関 三菱重⼯業(株)、宇宙航空研究開発機構、神⼾⼤学、 

名古屋⼤学、九州⼤学、東京⼤学、北海道⼤学、⼤阪公⽴⼤学、信州⼤学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 航空機の製造において、炭素繊維複合材(CFRP)の⾼速・⾼⾃由度積層を可能とする、⾃動積層装置導入が進み
つつあり、設備投資余⼒の大きい国が国際競争⼒を持つ状況となっている。そのため、日本の航空機産業の複合材技
術競争⼒を回復させるために、複合材⾃動積層を前提に、⾼速成形ゆえの代償である積層内部欠陥等の欠点を克服
し、⾼生産性を維持しながら、軽量化を追求する、設計・製造最適化技術の研究を進める。 
 
1.2 目標 

コロナ禍に依る、急激な需要減退に伴い、財務的にも大きく傷んだ、航空開発大手 OEM が、傷も癒え、かつ、カー
ボンニュートラルの機運に応え得る、新規航空機開発を模索することが期待される、2020 年代後半に、複合材⾃動
積層を前提に、⾼速成形ゆえの代償である積層内部欠陥等の欠点を、CoSMIC 適用に依り、克服し、⾼生産性を
維持しながら軽量化を追求する、設計・製造最適化技術の研究を進めることで、日本が再び優位性を勝ち取る資とし
ていく。 

 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1）プライ端部が内在する複合材料積層板の損傷進展プロセスの解明（九州大学） 
 ●積層欠陥を有する積層板に対する簡易なプリプロセスによる強度解析ツールを構築 
 ●積層欠陥を有する CFRP 積層板の有孔引張解析を実施し、実験と比較してその妥当性を実証 
 ●構築する強度解析ツールを構造スケールの切り欠き近傍の強度予測に適用するために拡張 
2) プライ端部が内在する複合材料積層板の損傷進展プロセスの解明（名古屋大学） 
 ●AFP による製造で可能となる、様々な積層構成に対応した、CFRP の衝撃後圧縮強度を予測可能なシミュレーショ 

ン技術を確⽴ 
 ●AFP では不可避的にプライ端部(EOP)が発生するため、上記シミュレーションでこの影響を考慮可能なものを構築 
3) AFP 積層構造の形状安定化技術構築（東京大学） 
 ●硬化プロセス最適化のための AFP 積層構造 Gap/Lap 部における成形ひずみその場計測 
 ●積層プロセス最適化のための AFP 積層構造 Gap/Lap 部における繊維うねりその場計測 
4) 『ロボット積層』AFP 装置に依る製造最適化研究（大阪公⽴大学） 
 ●プライドロップオフ積層板のドロップオフ順序・積層構成 同時最適化 
 ●ベイズ最適化を用いた複合材料積層板の強度予測 
 ●曲面上へのテープ積層のギャップ不確定性を考慮したモデル化 
5) 『ロボット積層』AFP 装置に依る積層構成多目的最適化（信州大学） 
 ●Gap/Lap による板厚の空間変動を有する AFP 積層構造の生産性・構造性能の向上を目的とした、AI 的手法に 

基づく多目的最適設計法の確⽴ 
6) サロゲートモデル援用による積層複合材の効率的な多目的最適化（北海道大学） 
 ●AFP 装置によるパッチ積層板の剛性・板厚分布から具体的なパッチ形状を算出するシステムを開発 
 ●これまでに開発した効率的な最適化システムの CoSMIC への実装 
  

7) 熱可塑複合材の⾃動積層、同時硬化に関する研究（宇宙航空研究開発機構） 
 ●AFP-ISC(In-situ consolidation)積層、簡易ポスト熱処理処の詳細条件を最適化 
 ●確⽴した AFP-ISC 技術の妥当性を大型 ISC 積層板製作により実証 
8) CFRTP のマトリックス PEEK の複合材料化による CFRTP の構造構築のための最適化（神⼾大学、信州大学） 
 ●マトリックス PEEK へのナノ粒⼦添加による補強効果、結晶化制御 
 ●偏光顕微鏡による各種充てん材を用いた PEEK 複合材料の結晶化挙動観察 
9) AI 援用による設計・製造⾃動化 複合材の研究（三菱重⼯業株式会社） 
 ●航空機翼構造を模した試作試験にて複雑形状の⾃動積層の⾼速化を実証 
 ●共同研究機関の研究成果である各種最適設計手法を活用し、それらの効果の検証を実施 
 
(２)  実施体制 
 

 
 

図 B2-(1) 研究実施体制 
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7) 熱可塑複合材の⾃動積層、同時硬化に関する研究（宇宙航空研究開発機構） 
 ●AFP-ISC(In-situ consolidation)積層、簡易ポスト熱処理処の詳細条件を最適化 
 ●確⽴した AFP-ISC 技術の妥当性を大型 ISC 積層板製作により実証 
8) CFRTP のマトリックス PEEK の複合材料化による CFRTP の構造構築のための最適化（神⼾大学、信州大学） 
 ●マトリックス PEEK へのナノ粒⼦添加による補強効果、結晶化制御 
 ●偏光顕微鏡による各種充てん材を用いた PEEK 複合材料の結晶化挙動観察 
9) AI 援用による設計・製造⾃動化 複合材の研究（三菱重⼯業株式会社） 
 ●航空機翼構造を模した試作試験にて複雑形状の⾃動積層の⾼速化を実証 
 ●共同研究機関の研究成果である各種最適設計手法を活用し、それらの効果の検証を実施 
 
(２)  実施体制 
 

 
 

図 B2-(1) 研究実施体制 
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2. 研究開発の成果 
2.１ チーム全体の研究開発成果 

将来航空機開発において競争⼒確保を狙う中で、低コスト化・生産性向上は重要項目の⼀つであり、打ち手として
『ロボット積層』AFP 装置の活用を掲げ、本チームで研究開発に取り組んだ。図 B2-(2)に⽰す通り、ロボット積層により
従来積層⽅法に対して 5 倍以上の⾼生産性が⾒込めるものの、Gap/Lap などといった強度低下要因があり、本研究
で特性把握および破壊評価法・解析手法確⽴に取り組んだ。また、AFP 装置の積層⾃由度をフル活用すべく、従来の
制約にとらわれない、かつ、設計者では思いつかない設計案を導出する設計法確⽴にも取り組んだ。 

図 B2-(3)に成果概要を⽰す。まず、AFP 固有の欠陥である Gap/Lap の強度影響について、衝撃損傷後圧縮強
度（CAI 強度）、および有孔平板引張を対象に、解析手法を確⽴した。続いて、設計制約の中で強度最大化・重量
最⼩化を実現する設計モジュールを開発し、有孔平板の引張試験を対象に試適用して効果を検証し、約 20%の軽量
化効果が得られる目途を得た。開発した設計モジュールを用いて積層板設計を⾏う際の設計フローを、図 B2-(4)に⽰
す。最後に、外板・桁・補強部材の⼀体構造を対象とし、AFP 積層装置により試作を⾏うことで、従来比 5 倍の⾼生産
性を実証できた。 

 

 
図 B2-(2) ロボット積層（AFP 積層）の利点と課題 

 

 
図 B2-(3) 成果概要 

 

 
図 B2-(4) 開発したモジュールを用いた AFP 積層構造設計フロー 

 
1) 複合材⾃動積層装置(AFP)を活用した、成果実証試験 

JAXA 調布⾶⾏場分室内に設置された AFP を活用し、各種積層評価試験、複雑形状要素積層評価等を進める
ことで、⾃動積層の得失評価とともに、課題洗い出しを進めた。 
2) Gap/Lap 等、欠陥盛込供試体での強度・剛性評価と強度評価手法基礎確⽴ 

⾃動積層時に頻出する内部欠陥(Gap/Lap)盛込供試体での各種強度・剛性試験と CFRP 積層内部の性状詳
細観察を系統的に実施した。強度、性状観察試験両面での成果を基に、複合材構造の強度標定となる、衝撃損傷
付与後の強度、及び孔等、応⼒集中部の強度に関して、⾼精度強度評価を可能とするシミュレーション手法の構築を
進め、その成果を CoSMIC に盛り込んだ。 
3) 炭素繊維の強さを活かす積層最適化モジュール基礎構築 

CFRP の強度的な弱点となる応⼒集中部、孔有り構造に関して、孔周辺での歪状況等を基に、強度、剛性、及び
異⽅性を有する複合材構造に特有の成形・硬化反りを最⼩化する等、多目的最適化検討を効率よく進める、積層最
適化モジュールの基礎を構築した。 
4) 熱可塑複合材 革新成形法の課題洗い出しと材料改善検討 

AFP を用いた熱可塑複合材革新成形法(In-Situ Consolidation(ISC))の技術課題（熱に依る反り、樹脂結
晶化度変化に依る強度変動）解決に向け、A3 との連携活動(熱伝導解析)のため、ISC 積層時の温度履歴・分布の
⾼精度計測を進めた。本結果を基に、ISC プロセス解析の検証実施中。また、代表的な熱可塑樹脂(PEEK)に各種
充填剤の溶融混練を実施した材料について、樹脂強度、剛性、及び結晶化度への影響評価を進め、成形プロセスに
依存せず、安定した結晶化度を得る、充填剤に依る樹脂改善実用化に向けた検討を進めた。 
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図 B2-(4) 開発したモジュールを用いた AFP 積層構造設計フロー 

 
1) 複合材⾃動積層装置(AFP)を活用した、成果実証試験 

JAXA 調布⾶⾏場分室内に設置された AFP を活用し、各種積層評価試験、複雑形状要素積層評価等を進める
ことで、⾃動積層の得失評価とともに、課題洗い出しを進めた。 
2) Gap/Lap 等、欠陥盛込供試体での強度・剛性評価と強度評価手法基礎確⽴ 

⾃動積層時に頻出する内部欠陥(Gap/Lap)盛込供試体での各種強度・剛性試験と CFRP 積層内部の性状詳
細観察を系統的に実施した。強度、性状観察試験両面での成果を基に、複合材構造の強度標定となる、衝撃損傷
付与後の強度、及び孔等、応⼒集中部の強度に関して、⾼精度強度評価を可能とするシミュレーション手法の構築を
進め、その成果を CoSMIC に盛り込んだ。 
3) 炭素繊維の強さを活かす積層最適化モジュール基礎構築 

CFRP の強度的な弱点となる応⼒集中部、孔有り構造に関して、孔周辺での歪状況等を基に、強度、剛性、及び
異⽅性を有する複合材構造に特有の成形・硬化反りを最⼩化する等、多目的最適化検討を効率よく進める、積層最
適化モジュールの基礎を構築した。 
4) 熱可塑複合材 革新成形法の課題洗い出しと材料改善検討 

AFP を用いた熱可塑複合材革新成形法(In-Situ Consolidation(ISC))の技術課題（熱に依る反り、樹脂結
晶化度変化に依る強度変動）解決に向け、A3 との連携活動(熱伝導解析)のため、ISC 積層時の温度履歴・分布の
⾼精度計測を進めた。本結果を基に、ISC プロセス解析の検証実施中。また、代表的な熱可塑樹脂(PEEK)に各種
充填剤の溶融混練を実施した材料について、樹脂強度、剛性、及び結晶化度への影響評価を進め、成形プロセスに
依存せず、安定した結晶化度を得る、充填剤に依る樹脂改善実用化に向けた検討を進めた。 
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2.2 個別機関の研究開発成果 
1）プライ端部が内在する複合材料積層板の損傷進展プロセスの解明（九州大学） 

九州大学では、AFP 積層複合材におけるプライ端部を考慮した有孔強度予測解析ツールを開発した。社会実装へ
の貢献を考え、AFP積層材の有する複雑な微視構造を簡易なプリプロセスでモデル化する点を⼯夫した（図B2-(5)）。
積層構成の表現のため、各 CFRP 層をシェル要素でモデル化し、これらを結合⼒要素で結合した。円孔は、不連続場を
有限要素と独⽴して表現できる拡張有限要素法（XFEM）でモデル化した。ギャップは XFEM と結合⼒領域モデルの
連成によって、ラップはシェル要素の板厚変化と 0 度層の局所的な繊維配向角による剛性の変化によって表した。このよ
うなモデル化によって円孔やギャップ、ラップを有限要素メッシュと無関係にモデル化でき、各 CFRP 層には正⽅メッシュを使
用できるためプリプロセスを著しく省⼒化できる。さらに、材料に生じるマトリックスき裂と繊維破断を連続体損傷⼒学によ
る剛性低下で表し、層間はく離を結合⼒要素によって予測した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
構築した解析ツールを用いてギャップを有する CFRP 擬似等⽅性積層板の有孔引張解析を⾏った。積層構成は

[45/90/-45/0]2S、材料は T800S/3900-2B（東レ）である。全ての 90 度層の円孔縁にギャップが存在する場合
の解析を⾏い、三菱重⼯業にて実施された実験結果と比較した。図 B2-(6)に荷重－ひずみ線図を⽰す。参考にギャッ
プが無い場合の結果も⽰している。ギャップの有無によらず解析結果は実験結果と良い⼀致を⽰し、簡易なモデリングに
もかかわらず 6%以内の精度で有孔引張強度を予測した。図 B2-(7)に最終破断後のマトリックスき裂の分布を⽰す。
ギャップ有では無と比べて損傷の範囲が狭く、ギャップの線が明確に現れており、実験で円孔縁から直線的に破断している
様⼦と定性的に⼀致した。また、円孔縁のギャップがわずかに開⼝することで円孔縁の応⼒集中が緩和され、ギャップ無よ
りも引張強度が大きくなるメカニズムを明らかにした。あわせて、ラップを有する CFRP 擬似等⽅性積層板の無孔引張解
析を⾏い、論⽂で報告されている実験と比較してラップのモデリングを実証している。 

本解析ツールでは、同⼀の均等メッシュを用い、円孔や積層欠陥をコード内で設定するだけで、煩雑なプリプロセスなく
種々の切欠きや積層欠陥での引張強度を予測できる。積層構成が[45/90/-45/0]S で 90 度層に積層欠陥を配置
した有孔引張解析の結果を図 B2-(8)に⽰す。切欠きの引張垂直⽅向の寸法はすべて同じだが、円孔と比べて楕円孔
では損傷領域が大きくなる（図 B2-(9)）傾向を⽰し、その結果として 0.4%ひずみ付近から剛性が低下した。このよう
に、積層欠陥を有する CFRP に対する新しいモデリング技術を開発し、プリプロセスの手間がほとんど皆無で孔や積層欠
陥の影響を多面的に評価できることを実証した。 
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2) プライ端部が内在する複合材料積層板の損傷進展プロセスの解明（名古屋大学） 
 本研究は AFP 装置を用いた CFRP の⾃動積層プロセス技術を適用した CFRP 構造の、衝撃後圧縮強度(CAI 強
度)予測技術を開発することを目標とした。AFP 技術を用いた CFRP 構造では、積層構成の柔軟性が⾼くなり、様々な
積層構成が可能になる。また、細いプリプレグをロボットアーム等で積層していく関係上、不可避的に EOP(End of 
prepreg)が多数発生する。EOP はプリプレグの隙間(Gap)とプリプレグの重複(Overlap, Lap)の⼆種類から構成され
る。したがって、本研究の目標としては①任意の積層構成に対し、②EOP の影響を考慮に入れた、CAI 強度の予測技
術を開発することとした。 
 CAI 強度は CFRP に⼯具落下等の低速衝撃を加えた後に圧縮荷重が加わった際の強度であり、CFRP を用いた構
造においては非常に重要な設計指標の⼀つである。CAI 強度の予測のためには、①落錘衝撃損傷の予測、②衝撃後
の残存強度の予測、という 2 段階の精密な予測技術が必要となる。なお、本研究は A3 領域との連携によって実施され
た。 
 ①落錘衝撃損傷の予測 
 本研究では、三菱重⼯、信州大学との協⼒により、様々な積層構成に対する低速衝撃試験を⾏い、積層構成ごとの
損傷形態を測定した。また、A3 領域にて名古屋大学が開発した落錘衝撃損傷の予測シミュレーションを⾏い、実験と
解析で結果を比較した(図 B2-(10),(11))。なお、本シミュレーション技術は汎用有限要素法ソフト、ABAQUS を用い
て実装されており、CoSMIC に提供されている。 

    
図 B2-(10) 落錘衝撃シミュレーションの解析モデル   図 B2-(11) 落錘衝撃シミュレーション結果の比較の⼀例 

 
 この結果、本シミュレーションモデルを用いて、多くの積層構成で精度良く落錘衝撃損傷を予測できることがわかった。ま
た、EOP が存在することにより、落錘衝撃損傷はわずかに増加する傾向を⽰すことがわかった。この傾向はシミュレーション
においても確認されており、EOP が CFRP の局所的な曲げ剛性を変化させることが原因であることが⽰唆された。 

なお、損傷が非常に大きく発生する条件の積層構成では、損傷を過大に予測する傾向があることも明らかになり、現
在改善を実施している。 
 ②衝撃後残存強度 
 衝撃損傷予測シミュレーションの結果を読み込み、これを用いて残存強度を予測する、衝撃後圧縮強度の予測ツール
を A3 領域にて開発した(図 B2-(12))。これを三菱重⼯との連携によって実施した、実際の CFRP の CAI 試験結果と
比較することによって検証を⾏った。 

 
図 B2-(12) 衝撃後圧縮解析プログラム 
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 検証の結果、疑似等⽅性の CFRP については、実験と解析との CAI 強度の差は 6.3%となり、非常に⾼精度に CAI
強度が予測可能であることが⽰された。EOP の影響についても解析を実施し、実験結果をよく説明する解析結果が得ら
れている。 

以上より、本研究項目は、①任意の積層構成に対し、②EOP の影響を考慮に入れた、CAI 強度の予測技術を開
発することを目標として実施され、目標を達成した。 

 
3) AFP 積層構造の形状安定化技術構築（東京大学） 
 AFP 積層を用いた複合材製造においては、隣接するプリプレグトウの隙間や重複（Gap/Lap）によって、複合材内
部の不均質性が⾼まり成形後の形状に悪影響を与える。ここでは、AFP 積層構造の製造プロセス最適化のため、成形
時の変形挙動を光ファイバセンサその場計測技術で明らかにした。まず、樹脂硬化時の変形を計測する実験では（図
B2-(13)）、Gap/Lap 部の板厚⽅向に FBG（Fiber Bragg Grating）光ファイバひずみセンサを埋め込み、形状
の反りに大きな影響を与える板厚⽅向ひずみを直接計測する技術を構築した。計測の結果、GAP 部は樹脂流入にとも
なう繊維含有率の低下によって、冷却時の熱収縮ひずみが増加することを明らかにした。⼀⽅の LAP 部では、逆に樹脂
が流出することにより繊維含有率が上昇し、樹脂の硬化架橋反応にともなう収縮ひずみが減少することが分かった。また
Gap/Lap 部に生じる繊維うねりを計測する実験では（図 B２-(14)）、独⾃のストライプ型光ファイバ形状センサを
Gap/Lap 部に埋め込むことで、硬化反応が進んで樹脂がゲル化するまでの繊維うねり形成プロセスをその場計測した。
加圧・加熱過程で⼀度深くなった繊維うねりが、樹脂粘度の低下にともなう樹脂流動により緩和することが分かった。製
造プロセスの最適化に資する AFP 積層構造特有の変形現象を解明することに成功した。 
 

 
図 B2-(13) 樹脂硬化時のひずみ計測実験 （左）Gap/Lap 部板厚⽅向への FBG 光ファイバひずみセンサの埋め
込み、（右）硬化ひずみの計測結果（樹脂流動による繊維含有率の増減により硬化ひずみが変化） 
 

 
図 B２-(14) 樹脂固化までの繊維うねり形成プロセス計測実験（左）埋め込み可能なストライプ型光ファイバ形状セ
ンサ（2 本の光ファイバのひずみ差から形状を同定）、（右）Gap 部の繊維うねり形成プロセス計測結果（加圧・加
熱により繊維うねりが深くなったあと樹脂流動により緩和） 
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4) 『ロボット積層』AFP 装置に依る製造最適化研究（大阪公⽴大学） 
 ①プライドロップオフ積層板のドロップオフ順序・積層構成 同時最適化 

0∘,  � 45∘,  90∘からなる板厚が変化するプライドロップオフ積層板において、連続積層数制約、隣接配向角制約など
の製造上の制約条件、レジンポケットの連続配置禁止条件を考慮して、レジンポケット強度指標を最⼩化する積層順
序とドロップオフ順序を同時に最適化するモジュールを開発した。なお、設計時順序を考慮して、薄板側は積層順序が既
知、厚板側は配向角比率のみが決まっているものとし、最適設計アルゴリズムは遺伝的アルゴリズムを基本としている。薄
板側 24 層、厚板側 48 層のドロップオフ積層の最適設計例を図 B2-(15)に⽰す。 

 

 
(a) 設計条件の概念図  

(b) 最適積層構成およびドロップオフ順序 

 
(c) 最適な強度指標分布 

図 B2-(15) プライドロップオフ積層板のドロップオフ順序・積層構成 同時最適化 
 ②ベイズ最適化を用いた複合材料積層板の強度予測 

異なる積層構成に対する強度試験結果をもとに、次にふさわしい試験⽚の積層構成候補あるいは強度が最大となる
積層構成を求めるために、ベイズ最適化に基づいたモジュールを開発した。以下にその流れを⽰す。ここで得らえた次の試
験候補の強度試験を実施すれば、近似関数を更新することができて、強度が最大となる積層構成を予測することができ
る。また、強度試験ではなく、強度解析結果を用いてのベイズ更新が可能となるように、モジュールの改良も計画している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 B2-(16) ベイズ最適化を用いた強度近似関数の構築と更新 
 ③曲面上へのテープ積層のギャップ不確定性を考慮したモデル化 

曲面板へのテープ積層で生じるギャップやラップ分布を解析的に表現できるモジュールを開発した。これは、積層板の曲
率に対して配向角がどう変化するかを微分幾何学に基づいてモデル化したものであり、ギャップやラップがどのように分布す
るかを表⽰することができる。さらには、ここで得られた板厚分布、剛性分布をもとに有限要素解析の入⼒データを作成す
ることができるようになれば、ギャップやラップが積層曲面板の構造応答を評価することができる。 

 
 
 
 
 
 

図 B2-(17) 曲面上へのテープ積層のギャップ不確定性を考慮したモデル化の概念図 
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5) 『ロボット積層』AFP 装置に依る積層構成多目的最適化（信州大学） 
 本研究開発では、Gap/Lap による板厚の空間変動を有する AFP 積層構造の生産性・構造性能の向上を目的とし
た、AI 的手法に基づく多目的最適設計法の確⽴を目指した。 
 本研究開発で確⽴を目指す多目的最適設計法は、①追加サンプリングモジュール（Sample Point Addition 
based on Design of Experiment; SPADE）による『実験計画』、②近似モジュールによる『近似モデルの構築』、
および③近似最適化モジュールによる『効率的最適化』、等を基盤とし、AFP 積層構造の構造性能、特に衝撃損傷特
性を初めとする強度特性の向上を目的とした積層構成最適化への適用を通じてそれらの有用性を検証してきた。 
 

 
図 B2-(18) 本研究開発における『AI 的手法に基づく積層構成多目的最適化』の概要 

 
 ①追加サンプリングモジュールによって、実験計画法（D 最適計画）に基づき、既存の実験/数値シミュレーションデー
タを活用しつつ数値最適化手法を用いて追加サンプル点を選定することにより、②近似モジュールにより生成される応答
曲面の近似精度の効率的な向上が可能となる。ここで、追加サンプル点の選定に「積層パラメータの概念」を導入するこ
とが、②近似モジュールによる⾼精度な応答曲面近似の実現に大きく貢献している。 
 ②近似モジュールによって、応答曲面法による近似モデル（サロゲートモデル）の構築が可能となる。なお、本モジュー
ルにより生成される近似応答曲面は、構造特性の定量的な予測、③近似最適化モジュールによる効率的最適化（サ
ロゲート最適化）、等への利用が可能である。ここで、近似応答曲面の生成に「積層パラメータの概念」を導入することが、
応答曲面近似の⾼精度化に大きく貢献している。 
 ③近似最適化モジュールによって、②近似モジュールにより生成される近似応答曲面を活用した積層構成最適化を⾏
うことにより、AFP 積層構造の構造性能の大幅な向上を実現する最適な積層構成の効率的な決定が可能となる。 
 以上、本研究開発を通じて、AFP 積層構造の構造性能の向上を目的とした⾼効率かつ⾼精度な積層構成最適化
を実現でき、AFP の良さである『⾼難度積層』を活かすための有用な知⾒を得られる簡易的⽅法を構築できたことに価
値があると⾔える。 
 
6) サロゲートモデル援用による積層複合材の効率的な多目的最適化（北海道大学） 
 開発した逐次近似最適化（SAO）では、図 B2-(19)に⽰す通り、適切なサンプル点を追加しながら設計空間を

学習し、応答曲面の精度を徐々に更新しながら少ない目的関数評価（シミュレーション）回数で最適解が得られ
る。 

 逐次近似最適化（SAO）システムでは、図 B2-(20)に⽰す通り、積層板の剛性分布を表現する、各領域の積
層パラメータを設計変数とし、板厚分布を関数の重ね合わせで表現した。 

 供試体の製造と検証実験を⾏うためには、積層パラメータ分布＝剛性分布ではなく、製造性を考慮した具体的な
パッチ積層板の設計案（積層構成）が必要となる。 

 パッチ形状と繊維角度を設計変数とした遺伝的アルゴリズム（パッチ形状探索 GA）を開発し、図 B2-(21)に⽰
すような各層の形状および角度を決定することが可能となった。各パッチを積層することで、図 B2-(20)に⽰す剛性

分布および板厚分布が実現できる。 
 開発した SAO およびパッチ形状探索 GA を CoSMIC へ実装するため、商用ソフトウェアを使わないシステムへと調

整を実施した。 
 

 
図 B2-(19) 最適化手法 

 
図 B2-(20) 最適化によって得られたパッチ積層板の剛性と板厚分布の例 

 

 
図 B2-(21) 最適化によって得られたパッチ積層板の剛性と板厚分布の例 

 
7) 熱可塑複合材の⾃動積層、同時硬化に関する研究（宇宙航空研究開発機構） 
 2021 年度に決定した ISC 条件積層速度（50mm/sec）により熱可塑プリプレグ（Solvey AS4/APC-2）を用
いて 650mm×650mm 角の大型積層板を製作し、簡便な再加熱処理を実施した。各段階での積層板及び比較材
の強度試験を⾏って、決定したISC条件、簡便再熱処理条件が妥当であることを確認した。また、ISC中の温度計測、
積層後の反りの 3 次元計測を⾏い A3 の研究にデータを提供した。実施した実証試験の結果を以下に⽰す。 
 熱可塑複合材は樹脂溶融後の冷却速度が速いと、徐冷（例えば 11℃/min）された場合に比べて弾性率と強度
が低下する。ISC の概念図と積層された ISC 大型積層板外観と ISC 中の積層部分の温度履歴計測結果の例を図
B2-(22)に⽰す。この図に⽰すように、ISC はレーザーで局所的に急加熱されるが、冷却過程は数千℃/min と急冷で
あり、弾性率、強度の低下が避けられない。 
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図 B2-(22) ISC 概念図（左）及び ISC 大型積層板（中）と ISC 温度履歴計測結果（右）の例 

 
決定した ISC 条件の妥当性を実証するため、比較材として従来法（オートクレーブ（AC）成形）積層板、ISC 積層
板そのまま、ISC 積層板を簡便な再加熱処理を⾏った 3 種類の積層板を製作し、各種⼒学試験を実施して比較した。
いずれの強度も ISC 積層板そのままでは強度が低下するが、簡便再熱処理により強度が比較材同等レベルに回復する
ことを確認した。ここでは特に樹脂の特性が強く反映される、無孔圧縮（NHC）強度の比較を図 B2-(23)に⽰す。
ISC積層板では低下を25％（目標3割以内）に抑えられること、簡便な再加熱処理により従来法同程度（97％）
（目標 95％以上）の NHC 強度回復することを確認した。これにより、ISC 条件が確⽴された。 

 
図 B2-(23) 従来法と ISC 及び ISC＋簡便熱処理の CF/PEEK 積層板の圧縮強度比較 

 
8) CFRTP のマトリックス PEEK の複合材料化による CFRTP の構造構築のための最適化（神⼾大学、信州大学） 

本項目研究で神⼾大学では、CFRTP（熱可塑性 CFRP）のマトリックスの PEEK に種々の無機フィラーを核剤とし
て少量充てんすることで、マトリックス樹脂の PEEK ⾃体の補強および結晶化制御に取り組んだ。無機フィラーの充てんに
は、溶融混練法の条件を最適化することで、図 B2-(24)のような 6 種類の各種フィラーを充てんした PEEK 試料を作製
し、⼒学特性や結晶化挙動、クリープ特性を評価した。結果として、⼒学的な補強効果に加え、充てんフィラーの核剤効
果による結晶化促進効果の両⽅が、ナノダイヤモンド（ND）およびチタン酸カリウム（K2Ti8O17）を含む PEEK 複合
材料において顕著に観察された。これら⼆つにおいて、クリープ特性を 200℃の⾼温での加速条件で評価した結果、
K2Ti8O17 を加えた際に未充てんの PEEK 樹脂の 1／4 にまで低減していた。これは、K2Ti8O17 の針状形状により、
PEEK 樹脂の分⼦間の滑りが抑制されたためと考えられた。 

さらに、PEEK/ND フィルムで CF を挟み込み、溶融加圧プレスすることで、PEEK/ND/CF のシートを作製した。それを
用い、CF 存在下における PEEK/ND マトリックス樹脂の結晶化挙動を⽰唆⾛査熱量測定により評価した。結果、CF
が存在することで CF を起点とする結晶化と PEEK 樹脂⾃⾝を起点にした結晶化の⼆種類が混在し、進⾏していること
が確認できた。さらに、マトリックスの PEEK に ND を含む場合、ND が核剤として作用し、マトリックス樹脂を起点にした結
晶化が⼆倍に加速されていた。PEEK の結晶化挙動を可視化するために、偏光顕微鏡による観察を⾏ったところ、図
B2-(25)のような CF 周辺と PEEK 樹脂中で異なる結晶形態が観察され、上記の⼆種類の結晶化挙動の結果と⼀致
する結果が得られた。さらに、ND の存在により PEEK 樹脂中での結晶化が加速され、多数の⼩さい球晶が生成している
ことを明らかにした。 
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信州大学では、無機フィラーに六⽅晶窒化ホウ素（h-BN）を取り上げ PEEK マトリックスの改質に取り組んだ。h-

BN は、PEEK との間にπ電⼦に起因すると推定される相互作用により、PEEK の結晶化速度を⾼め、弾性率が増加す
る効果を確認した。また h-BN 添加により PEEK 結晶がシート面に平⾏に配向したことも弾性率増加に寄与していると
推定している。さらに⽔中プラズマ処理で表面に⽔酸基を導入した h-BN 粒⼦を添加すると、PEEK の弾性率はさらに
増加した（図 B2-(26)）。この原因は樹脂とフィラーの間で極性基同⼠の強い相互作用によるものと考えられた。神⼾
大学でも表面に極性基を多量に有する ND を添加することにより弾性率増加効果を確認しているが、これも h-BN と同
類の作用機序による⼒学物性増加と推定されたことから、PEEK 結晶のモルフォロジー制御に対する影響因⼦として“極
性基間の相互作用”が重要なポイントになると考えられた。 

以上、これまで検討した無機フィラーのうちいくつかのフィラーは、核剤として PEEK の結晶化挙動および結晶モルフォロ
ジーを変化させ、⼒学物性を⾼める効果を有することを明らかにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) AI 援用による設計・製造⾃動化 複合材の研究（三菱重⼯業株式会社） 

AFP 積層装置を用いて、航空機翼構造の⼀部を模した構造の試作試験を⾏った。⼀般的な航空機翼構造は、外
板・桁・補強部材で構成され、積層作業に加えて組⽴作業（含む ⽳あけ・ファスナ締結）も⾏われるため、完成までに
膨大な時間を要する。しかしながら、従来の手積層では特に閉断面の積層が難しく、分割構造での製造が⼀般的であっ
た。本研究では、外板・桁・補強部材⼀体構造を考案し、これを対象に試作試験を⾏った。その結果、図 B2-(27)に
⽰すように従来手法に対して 5 倍以上の⾼速化を確認し、AFP 積層装置の⾼生産性を実証できた。 

また、AFP 積層装置を活用した、従来制約にとらわれない積層構造の設計を実現すべく、共同研究機関にて開発し
た設計モジュールを活用して有孔平板を設計し、引張試験を⾏って効果を検証した。具体的には、図 B2-(28)に⽰す
通り、孔回りをいくつかの領域に分け、全体の⼒の流れを考慮した剛性分布となるよう、北海道大学にて開発した多目
的最適化モジュール（含む 積層時のパッチ形状導出）を用いて領域毎に最適積層を設計した。左記最適積層を対
象に引張試験を実施し、強度が約 16%up する結果が得られた。大阪公⽴大開発の板厚変化部最適化モジュールを
活用することで約 5%の軽量化が期待できるため、全体として約 20%軽量化できる目途が得られた。 
 

図 B2-(24) PEEK に充てんした無機フィラーの 
⾛査型電⼦顕微鏡写真 

図 B2-(25) 偏光顕微鏡観察による(a)PEEK/CF 結晶観察写真 
及び(b)CF 付近拡大写真、(c)PEEK/ND/CF 結晶観察写真 

図 B2-(26) h-BN 添加 PEEK の動的貯蔵弾
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図 B2-(27) ⼀体化積層構造の試作試験および⾼速化効果実証 

 
図 B2-(28) 研究成果を活用して設計した有孔平板の引張試験結果および効果実証 

 

3.社会実装に向けた出⼝戦略 
AFP 等をコア設備とし、その利用機会の提供とともに、 SIP で構築した CFRP 設計・製造革新技術を企業に広く展
開するための 『CFRP 設計・製造研究拠点』を JAXA に設置する。その活動概要を図 B2-(29)にまとめる。 

 
 
 
 

図 B2-(29) JAXA CFRP 設計・製造研究拠点活動 概要 

チーム名 B3 薄層材自動積層による CFRP の３D ⾼自由度設計技術の開発 
チームリーダー 内山 重和（(株)SUBARU）、中村 俊哉（宇宙航空研究開発機構） 
参画機関 (株)SUBARU、宇宙航空研究開発機構、福井県工業技術センター、東京農工大学、 

東京大学、東京理科大学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

現在の複合材部品は、材料強度を積層設計時に低下させないための同一方向の連続積層や積層順序等の設計
制約、決められた厚さの材料を用いる製造制約、あるいは一方向材を複雑形状に賦形したときにできる隙間や重なりに
よる強度低下や構造に流れる複雑な荷重に対して直線積層の組み合わせで耐荷させている設計・製造両面に関わる
制約など、複合材の持つ真のパフォーマンスを発揮できていない課題がある。本研究では、これらの制約を取り払い、設
計・製造面の⾃由度を高めて複合材の特性を更に引き出す高⾃由度設計複合材技術を開発することを目的とする。 

高⾃由度設計複合材は複合材部品を、薄層プリプレグテープを用いてその幅・厚さをコントロールしながらステアリング
積層するが、設計面においてこれらは積層数も増えて設計⾃由度が上がることになり、従来のような人の手に大きく依存
する設計手法のままでは設計難度が高くなりすぎる課題がある。そこで CoSMIC のマルチスケールシミュレーションによる材
料特性の把握や積層設計ツール等を活用して複合材の持つ真のパフォーマンスを引き出す設計を⾏う。 

製造面においては、従来の⾃動積層装置は単位時間あたりの積層量が性能の指標であり、複雑な積層は苦手とし
ていた。⾃動積層装置の進化において AFP はステアリング積層といったより複雑なものを積層できるようになってきたが、高
⾃由度設計複合材では更に複雑な積層に対応するための、薄層材を用いた可変幅ステアリング積層のできる高⾃由度
AFP を開発する。 

設計面では CoSMIC による設計技術開発、製造面ではそれを実現する高⾃由度 AFP 開発を⾏い、学術的なアプ
ローチが必要な CoSMIC と産業的な意義の大きい製造技術、この組み合わせによって、複合材部品重量の 10％低減
を実現する。広く社会で活用できるように公共的な学や官に成果を集約することで、社会実装を促進できると考えている。 
 
1.2 目標   
達成 TRL︓TRL4 航空機翼構造要素を例に要素技術開発を完了 
①薄層 CFRP の開発 
•高⾃由度設計用 AFP 装置に適合した層間強化薄層プリプレグシート加工条件の確⽴ 
•航空機部材として①強度についてこれまで以上に向上、かつ高⾃由度積層設計技術を実現するために AFP 装置に適
合した②層間強化薄層プリプレグシートの作製 
 
②高⾃由度 AFP(⾃動積層機)開発 
•⾃動積層装置による複数本テープでの幅・厚み可変およびステアリング積層技術の確⽴ 
 
③設計・解析技術 
•構築された設計最適化手法を用いた、強度・剛性を確保した上で、10％の軽量化目標を達成した航空機翼構造要
素レベルの供試体の設計 
 
④成形品 
•AFP を用いた薄層テープのステアリング積層による、最適化された航空機翼構造要素の実大部品の製造 
•製造した翼構造要素の実大部品に対して荷重の負荷を⾏い、強度および剛性について解析結果と同等であることの
確認 
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チーム名 B3 薄層材自動積層による CFRP の３D ⾼自由度設計技術の開発 
チームリーダー 内山 重和（(株)SUBARU）、中村 俊哉（宇宙航空研究開発機構） 
参画機関 (株)SUBARU、宇宙航空研究開発機構、福井県工業技術センター、東京農工大学、 

東京大学、東京理科大学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

現在の複合材部品は、材料強度を積層設計時に低下させないための同一方向の連続積層や積層順序等の設計
制約、決められた厚さの材料を用いる製造制約、あるいは一方向材を複雑形状に賦形したときにできる隙間や重なりに
よる強度低下や構造に流れる複雑な荷重に対して直線積層の組み合わせで耐荷させている設計・製造両面に関わる
制約など、複合材の持つ真のパフォーマンスを発揮できていない課題がある。本研究では、これらの制約を取り払い、設
計・製造面の⾃由度を高めて複合材の特性を更に引き出す高⾃由度設計複合材技術を開発することを目的とする。 

高⾃由度設計複合材は複合材部品を、薄層プリプレグテープを用いてその幅・厚さをコントロールしながらステアリング
積層するが、設計面においてこれらは積層数も増えて設計⾃由度が上がることになり、従来のような人の手に大きく依存
する設計手法のままでは設計難度が高くなりすぎる課題がある。そこで CoSMIC のマルチスケールシミュレーションによる材
料特性の把握や積層設計ツール等を活用して複合材の持つ真のパフォーマンスを引き出す設計を⾏う。 

製造面においては、従来の⾃動積層装置は単位時間あたりの積層量が性能の指標であり、複雑な積層は苦手とし
ていた。⾃動積層装置の進化において AFP はステアリング積層といったより複雑なものを積層できるようになってきたが、高
⾃由度設計複合材では更に複雑な積層に対応するための、薄層材を用いた可変幅ステアリング積層のできる高⾃由度
AFP を開発する。 

設計面では CoSMIC による設計技術開発、製造面ではそれを実現する高⾃由度 AFP 開発を⾏い、学術的なアプ
ローチが必要な CoSMIC と産業的な意義の大きい製造技術、この組み合わせによって、複合材部品重量の 10％低減
を実現する。広く社会で活用できるように公共的な学や官に成果を集約することで、社会実装を促進できると考えている。 
 
1.2 目標   
達成 TRL︓TRL4 航空機翼構造要素を例に要素技術開発を完了 
①薄層 CFRP の開発 
•高⾃由度設計用 AFP 装置に適合した層間強化薄層プリプレグシート加工条件の確⽴ 
•航空機部材として①強度についてこれまで以上に向上、かつ高⾃由度積層設計技術を実現するために AFP 装置に適
合した②層間強化薄層プリプレグシートの作製 
 
②高⾃由度 AFP(⾃動積層機)開発 
•⾃動積層装置による複数本テープでの幅・厚み可変およびステアリング積層技術の確⽴ 
 
③設計・解析技術 
•構築された設計最適化手法を用いた、強度・剛性を確保した上で、10％の軽量化目標を達成した航空機翼構造要
素レベルの供試体の設計 
 
④成形品 
•AFP を用いた薄層テープのステアリング積層による、最適化された航空機翼構造要素の実大部品の製造 
•製造した翼構造要素の実大部品に対して荷重の負荷を⾏い、強度および剛性について解析結果と同等であることの
確認 
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1.3 研究開発の実施項目、体制 
(１)  実施項目 
1）薄層プリプレグシートの低コスト製造技術の開発（福井県工業技術センター） 
 ●高性能化およびコスト低減の実現に向けプリプレグ生産の効率化・高速化 
 
2) 薄層 CFRP の破壊メカニズムの解明と構造設計指針の構築（東京農工大学） 
 薄層 CFRP 積層板の OHC 強度、UNC 強度を対象として、メゾスケール（プライレベル）での損傷・破壊挙動シミ

ュレーションを高度化する。 
 カーペットチャート⾃動作成ツールを用いて種々の積層構成を有する CFRP 積層板の OHC 強度のカーペットチャート

を作成する。あわせて実験による検証を進める。 
 蓄積したデータと CoSMIC とのコリレーションにより、CFRP の損傷・破壊メカニズムを解明する。 
 
3) 薄層 CFRP のマルチスケール解析手法の逆問題への適用（東京大学） 
 ●薄層 CFRP の強度予測解析に CoSMIC を適用し、高⾃由度領域の解析モデルの高精度化と軽量化実証を実施 
 
4) 薄層 CFRP を用いた高⾃由度設計及び⾃動積層装置による試作評価（宇宙航空研究開発機構） 
 ●薄層 CFRP の高⾃由度設計手法の検証を目的とした試作評価 
 ●⾃動積層装置に適用可能な薄層 CFRP テープデータを CoSMIC の強度データベースを用いて作成 
 ●航空機翼構造要素部品の試作評価の実施 
 
5) 可変幅、ステアリングに対応した「薄層 CFRP を用いた積層最適化」（東京理科大学） 
 ● CoSMIC と連成した積層最適化およびステアリング積層技術の構築 
 
6) 全体取りまとめ・実用向け⾃動積層装置開発（株式会社ＳＵＢＡＲＵ） 
 ●薄層材を用いた高⾃由度 AFP による高⾃由度複合材の設計・製造技術の確⽴ 
 ●積層する際にプリプレグの幅を変化させる可変幅機構の開発による設計⾃由度の拡大 
 ●実用化を踏まえた高⾃由度 AFP の開発および構造部品の試作と評価を実施 
 
(２)  実施体制 

SUBARU にて A 領域と連携した、CoSMIC を活用した航空機設計プロセスを構築する。そこに必要な材料データと
して、東京大学および東京農工大学にて開発する MI ツールを用いて許容値データベースを作成する。 
使用する材料は、福井県工業技術センターが持つ開繊技術を発展させつつ、高⾃由度設計技術に適合するようチュー
ニングし、JAXA および理科大で研究するステアリング積層技術と、SUBARU で開発する高⾃由度 AFP を使って実際
の構造部材を製造する。 

 
図 B3-(1) 研究開発実施体制 

 
 
2. 研究開発の成果 
2.１ チーム全体の研究開発成果 
①材料技術 

薄層プリプレグ高速製造ラインを用いて、離型資材を使用しない低コスト薄層プリプレグシート製造方法の開発を⾏う。
従来の工程で離型紙を使用していた工程を離型ベルトに置き換えて実施することで、製造コスト高の要因の一つである
離型資材を使用しない製造方法を検討する。2021 年度までに樹脂フィルムを使用した離型ベルトを用いた開繊糸シー
トと樹脂シートの貼り合わせ工程の検討を⾏い、離型紙の使用量を大幅に減らす製造工程を提案することができた。
2022 年度は高⾃由度 AFP 用の層間強化層（タフナ層）付きプリプレグシートの高速製造技術の開発において、樹
脂含侵工程についても離型資材を使用しない低コスト製造工程について検討した。その結果、離型基材をコーティングし
た⾦属ベルト（図 B3-(2)）を用いることで離型紙の代替になることを確認した。 

また、ステアリング積層、可変幅機構に対応可能な層間強化層プリプレグシートを製造するため、プリプレグの樹脂含
侵性を改善したプリプレグ（図 B3-(2)）を作製し、構造部品試作に適用した。 

 
 

図 B3-(2)  樹脂含浸工程における離型紙を使用しない製造工程（左）とプリプレグの樹脂含侵性の改善（右） 
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図 B3-(1) 研究開発実施体制 

 
 
2. 研究開発の成果 
2.１ チーム全体の研究開発成果 
①材料技術 

薄層プリプレグ高速製造ラインを用いて、離型資材を使用しない低コスト薄層プリプレグシート製造方法の開発を⾏う。
従来の工程で離型紙を使用していた工程を離型ベルトに置き換えて実施することで、製造コスト高の要因の一つである
離型資材を使用しない製造方法を検討する。2021 年度までに樹脂フィルムを使用した離型ベルトを用いた開繊糸シー
トと樹脂シートの貼り合わせ工程の検討を⾏い、離型紙の使用量を大幅に減らす製造工程を提案することができた。
2022 年度は高⾃由度 AFP 用の層間強化層（タフナ層）付きプリプレグシートの高速製造技術の開発において、樹
脂含侵工程についても離型資材を使用しない低コスト製造工程について検討した。その結果、離型基材をコーティングし
た⾦属ベルト（図 B3-(2)）を用いることで離型紙の代替になることを確認した。 

また、ステアリング積層、可変幅機構に対応可能な層間強化層プリプレグシートを製造するため、プリプレグの樹脂含
侵性を改善したプリプレグ（図 B3-(2)）を作製し、構造部品試作に適用した。 

 
 

図 B3-(2)  樹脂含浸工程における離型紙を使用しない製造工程（左）とプリプレグの樹脂含侵性の改善（右） 
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②製造技術 
2021 年度導⼊を完了した高⾃由度 AFP を用いて可変幅ステアリング積層を適用した構造部品の製造及び成形

性の評価を⾏った。構造部品は、空のモビリティへの適用を想定したプロペラとし、高⾃由度 AFP で積層できる治具の設
計、製作を⾏った。実際の製造に向けて、設計・解析技術によって得られた積層構成、パッチ形状および最適化された
可変幅ステアリング積層パスデータから、高⾃由度 AFP のインプットデータを作成した。試作実証を⾏った結果、従来技
術と⽐較して 10%以上軽量化することを確認した（図 B3-(3)）。 

また、高⾃由度 AFP の装置開発では、直線積層 60/min、ステアリング積層 30m/min で積層し、既存 AFP 並み
の速度で積層できることを確認した。 

図 B3-(3) 積層治具（左）と構造部品（プロペラ）の試作（右） 
 

③設計・解析技術 
薄層 CFRP の数値実用強度カーペットチャートの高精度化において 0°⽐率 70%まで誤差 10％以内を達成した。 

NHC（無孔圧縮）、OHC（有孔圧縮）の損傷・破壊シミュレーション手法を適用し、種々のステアリング積層構成に
対するカーペットチャート作成作業を実施した。 

高⾃由度設計領域に対応した許容値データベースを高⾃由度設計に活用することで航空機主翼外板を例に 10％
の軽量化を実現した（図 B3-(4)）。また、薄層 CFRP のプリプレグのギャップ及びオーバーラップが⼒学特性に与える影
響を材料⼒学試験により取得し定量的な評価を⾏った。 

薄層 CFRP の高⾃由度設計手法として、曲面構造を有する 3 次元プロペラモデルに対して、プリプレグテープの繊維
配向及び層厚さの最適化手法を構築した。 

 
図 B3-(4) 薄層 CFRP による軽量構造を実現（10%軽量化） 

 
材料技術、製造技術、設計・解析技術の 3 本柱を軸に各機関と連携し、成果を統合しながら CoSMIC の有効性

を検証した。 

構造部品試作 直径︓1.6m 硬化治具 3D 積層治具 

2.2 個別機関の研究開発成果 
1）薄層プリプレグシートの低コスト製造技術の開発（福井県工業技術センター）  

図 B3-(5)に、薄層プリプレグ高速製造ラインの概略図を⽰す。2021 年度は、ラインの前半部分となる樹脂コーティン
グ工程と開繊糸シートに塗布した樹脂を貼り合わせる工程において、フィルム系離型ベルトを使用することで連続的に製
造できることを確認した（図 B3-(6)）。フィルム系離型ベルトは繰り返し使用できるため、当該工程での離型紙の使用
を大幅に削減することができた。2022 年度は、ラインの後半部分にあたる樹脂含浸工程において、離型紙を使用しない
方法を提案することを目標に離型資材の検討を⾏った。その結果、離型基材をコーティングした⾦属ベルトを用いることで
離型紙の代替になることを確認した。本工程では、高速生産を目的にしているため、基材を加熱ロール、冷却ロールにジ
グザグに接触させ⾛⾏させている。このようにすることで、加工速度が高速化しても⼗分な加熱、冷却を実現できるように
した。今回、⾦属ベルトの厚さを 0.15mm と薄くしたことで、ジクザグの⾛⾏経路でも対応でき、かつ、加熱及び冷却が
素早く⾏えており、加工速度の高速化に対応することを確認した。⾦属ベルトによるロングラン稼働を⾏ったところ、時間の
経過とともにベルトに皺が蓄積される現象が確認された。これは、ベルトの蛇⾏防⽌機構が作動すると、ベルトに張⼒ムラ
が生じて皺の原因になることがわかった。今後、この点の改善を検討していく予定である。 

また、本製造ラインを用いてステアリング積層、可変幅機構に対応可能な層間強化薄層プリプレグシートを製造するた
めの加工条件の検討も⾏った。その結果、加熱ロール温度、加圧⼒を最適化することで樹脂含浸性が低い表層の不織
布層にも樹脂が含浸したタフナ層付薄層プリプレグを製造することができた（図 B3-(7)）。 

図 B3-(5) 薄層プリプレグ高速製造ラインの概略図︓⿊線で囲われた部分が前半部分、⾚線で囲われた部分が後半
部分 
 
 
 
 
 
 
図 B3-(6) 本研究で開発した離型資材︓左は前半部分用のフィルム系離型資材、右は後半部分用の⾦属ベルト 
 
 
 
 
 
 
 
図 B3-(7) 高速製造ラインにて作製した薄層プリプレグ︓改善前では樹脂が⼗分に含浸していない不織布層（⽩い
部分）が⾒られたのに対して改善後は未含浸部分がほとんど確認できない。 
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2.2 個別機関の研究開発成果 
1）薄層プリプレグシートの低コスト製造技術の開発（福井県工業技術センター）  

図 B3-(5)に、薄層プリプレグ高速製造ラインの概略図を⽰す。2021 年度は、ラインの前半部分となる樹脂コーティン
グ工程と開繊糸シートに塗布した樹脂を貼り合わせる工程において、フィルム系離型ベルトを使用することで連続的に製
造できることを確認した（図 B3-(6)）。フィルム系離型ベルトは繰り返し使用できるため、当該工程での離型紙の使用
を大幅に削減することができた。2022 年度は、ラインの後半部分にあたる樹脂含浸工程において、離型紙を使用しない
方法を提案することを目標に離型資材の検討を⾏った。その結果、離型基材をコーティングした⾦属ベルトを用いることで
離型紙の代替になることを確認した。本工程では、高速生産を目的にしているため、基材を加熱ロール、冷却ロールにジ
グザグに接触させ⾛⾏させている。このようにすることで、加工速度が高速化しても⼗分な加熱、冷却を実現できるように
した。今回、⾦属ベルトの厚さを 0.15mm と薄くしたことで、ジクザグの⾛⾏経路でも対応でき、かつ、加熱及び冷却が
素早く⾏えており、加工速度の高速化に対応することを確認した。⾦属ベルトによるロングラン稼働を⾏ったところ、時間の
経過とともにベルトに皺が蓄積される現象が確認された。これは、ベルトの蛇⾏防⽌機構が作動すると、ベルトに張⼒ムラ
が生じて皺の原因になることがわかった。今後、この点の改善を検討していく予定である。 

また、本製造ラインを用いてステアリング積層、可変幅機構に対応可能な層間強化薄層プリプレグシートを製造するた
めの加工条件の検討も⾏った。その結果、加熱ロール温度、加圧⼒を最適化することで樹脂含浸性が低い表層の不織
布層にも樹脂が含浸したタフナ層付薄層プリプレグを製造することができた（図 B3-(7)）。 

図 B3-(5) 薄層プリプレグ高速製造ラインの概略図︓⿊線で囲われた部分が前半部分、⾚線で囲われた部分が後半
部分 
 
 
 
 
 
 
図 B3-(6) 本研究で開発した離型資材︓左は前半部分用のフィルム系離型資材、右は後半部分用の⾦属ベルト 
 
 
 
 
 
 
 
図 B3-(7) 高速製造ラインにて作製した薄層プリプレグ︓改善前では樹脂が⼗分に含浸していない不織布層（⽩い
部分）が⾒られたのに対して改善後は未含浸部分がほとんど確認できない。 
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2) 薄層 CFRP の破壊メカニズムの解明と構造設計指針の構築（東京農工大学）  
  2021 年度までに開発してきた損傷・強度則に基づく OHC（有孔圧縮），UNC（無孔圧縮）強度予測シミュ

レーション技術に基づき、種々の積層構成を有する CFRP の強度予測計算を効率的に実⾏するために、図 B3-(8)
に⽰すようなカーペットチャート⾃動作成ツールを開発した。開発したカーペットチャート⾃動作成ツールを用いて、薄
層・厚層 CFRP の OHC 強度カーペットチャートを作成した。 

 図 B3-(9)に⽰すような種々の積層構成を有する薄層・厚層 CFRP 積層板に対して OHC, UNC, FHC（充填孔
圧縮）試験を実施し、大量の実験データを取得した。 

 数値解析における損傷・破壊パラメータの最適化により、メゾスケール（プライレベル）での OHC の損傷・破壊挙動
シミュレーションにおける強度予測精度の向上を実現した。その結果、薄層・厚層 CFRP ともに、解析による予測結
果と実験結果の値が 10 %内の精度で一致することが検証された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 B3-(8) OHC 強度の損傷・破壊シミュレーションの高度化とカーペットチャート⾃動作成ツールの開発 
 

カーペットチャート検証用 OHC 試験の結果（一例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 B3-(9) 種々の積層構成を有する薄層 CFRP の OHC 強度評価とシミュレーション結果のコリレーション 
 
 
3) 薄層 CFRP のマルチスケール解析手法の逆問題への適用（東京大学） 

薄層材の損傷特性を表現可能な、メゾスケール損傷解析モデル（メゾスケールモデル）を開発し、薄層 CFRP の実
用強度を予測可能なシミュレーション手法を構築した（A3 との連携で CoSMIC に実装、図 B3-(10)）。薄層ならで
はの高⾃由度設計を可能とするため、より幅広い設計領域（0°層⽐率が高いものなど）での実用強度（有孔引張強
度,OHT）に関する実験値と解析結果を⽐較することで、0°層⽐率 70%までの高⾃由度領域において高精度予測
（誤差 10%以内）が可能であることを⽰した（図 B3-(11)）。 

 
図 B3-(10) メゾスケール解析手法 

 

 
 

 図 B3-(11) OHT 強度予測値と実験結果 
 

この解析モデルを用いたデータベース（カーペットチャート）により、薄層材を用いた構造設計への適用（逆問題への
適用）を⾏った。この検証したメゾスケールツールを用いて、従来のプリプレグ材と薄層プリプレグ材を用いた場合の OHT
強度のカーペットチャートを作成した（図 B3-(12)）。OHC のチャート（農工大との連携）も含め許容値データベース
を作成し、SUBARU により構築した最適化ツール（A3-B3 連携）を用いて航空機主翼外板を例に設計解析を実施
した結果、薄層材を用いることにより、10%の軽量化が実現できることを⽰した（図 B3-(13)）。 
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図 B3-(10) メゾスケール解析手法 

 

 
 

 図 B3-(11) OHT 強度予測値と実験結果 
 

この解析モデルを用いたデータベース（カーペットチャート）により、薄層材を用いた構造設計への適用（逆問題への
適用）を⾏った。この検証したメゾスケールツールを用いて、従来のプリプレグ材と薄層プリプレグ材を用いた場合の OHT
強度のカーペットチャートを作成した（図 B3-(12)）。OHC のチャート（農工大との連携）も含め許容値データベース
を作成し、SUBARU により構築した最適化ツール（A3-B3 連携）を用いて航空機主翼外板を例に設計解析を実施
した結果、薄層材を用いることにより、10%の軽量化が実現できることを⽰した（図 B3-(13)）。 
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図 B3-(12) OHT のカーペットチャート（薄層材）     図 B3-(13) 薄層材による主翼外板の軽量化実証  

 
CoSMIC に実装したメゾスケールツールは、高⾃由度設計領域まで高精度に予測可能であることを⽰し、効率的なカ

ーペットプロット（許容値データベース）の作成が可能となった。構築した手法により、高⾃由度 CFRP の構造設計⽀援
を実現した。 
 
4) 薄層 CFRP を用いた高⾃由度設計及び⾃動積層装置による試作評価（宇宙航空研究開発機構） 

薄層プリプレグを用いた AFP による⾃動積層技術により設計⾃由度を高め複合材料の真のパフォーマンスに近づけて
高性能化することが期待される。しかし、AFP は幅の狭いプリプレグテープ（トウ）を並べて積層するが、積層中に発生す
るトウ同⼠の隙間（ギャップ）や重複（オーバーラップ）を現状では完全に無くすことは出来ない。したがって、これらによ
る積層板の⼒学特性への影響を考慮して設計を⾏うことが重要である。本研究では、薄層 CFRP のプリプレグのギャップ
及びオーバーラップが⼒学特性に与える影響を材料⼒学試験により取得し定量的な評価を⾏った。 

供試体として約 3mm 幅のギャップやオーバーラップを含む薄層 CFRP を製作し(図 B3-(14))、供試体から切断した
試験⽚の板厚、弾性率、破壊強度を取得した。また、薄層 CFRP の特徴であるプリプレグの薄層化による影響を評価す
るため、プリプレグの層厚の違いによる⼒学特性も評価した。 

 
 
 
 
 
 

図 B3-(14) ギャップ・オーバーラップの模式図(左)とギャップ部の拡大写真(右) 
 

CFRP の板厚はギャップ・オーバーラップの含有量に概ね⽐例することが分かり、また弾性率への影響は最大で 2％とな
っており極めて⼩さいことが分かった(図 B3-(15))。破壊強度は基本的な材料特性を判断するために無孔引張(NHT)、
有孔引張(OHT)、無孔圧縮(NHC)、有孔圧縮(OHC)、衝撃後圧縮(CAI) の５種類を取得した(図 B3-(15))。
厚層 CFRP ではギャップ・オーバーラップを含む場合に NHT 強度が 18%低下しているのに対して、薄層 CFRP では最
大 7％の低下に留まっており、低下の割合はその他の強度特性と同等であり薄層 CFRP のギャップ・オーバーラップの含有
に対する優位性が確認出来た。 
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図 B3-(15) 縦弾性係数(左)と破壊応⼒(右)の Gap 0 との⽐較 
 
 
5) 可変幅、ステアリングに対応した「薄層 CFRP を用いた積層最適化」（東京理科大学） 

薄層 CFRP の高⾃由度設計手法として、これまで 2 次元平面での繊維配向及び層厚さの最適化手法が検討され
てきたが、プロペラなど⾃由曲面を有する構造物に対しては、3 次元空間での製造設計が必要である。そこで曲面構造を
有する 3 次元プロペラモデルに対して、プリプレグテープの繊維配向及び層厚さの最適化手法を構築した。 

この手法では図 B3-(16)に⽰すように、モデルを含む 2 次元平面上の矩形領域を設定し、その中で曲線を作成し、
モデルに必要な部分のみ取り出すことを考える。その曲線を曲面構造へ投影し、3 次元のテープラインを取得する。これに
よって、モデルの曲線境界を意識することなく曲線のテープラインが作成できる。最適化での評価は 3 次元で⾏うが、設計
は 2 次元で決定されるため、設計変数の低減及び計算時間の短縮にもつながる。最適化には多目的遺伝的アルゴリズ
ムを使用し、制約条件として代表曲線間距離、曲率半径、幅、強度を与えている。 

図 B3-(17)に最適化後の下面の繊維配向及び厚さ分布を⽰す。変位と重量を目的関数とした多目的最適化の結
果、直線配向と⽐較して強度を維持した状態で重量が 10.4%減少した。翼根部では繊維が集中し、厚さが大きくなっ
ている。翼端部に向かうにつれて厚さが⼩さくなり軽量化が実現できた。また変位と重量には、変位が⼩さくなると重量が
大きくなり、重量が⼩さくなると変位が大きくなるというトレードオフの関係も⾒られた。  

 

 
図 B3-(16) 繊維配向と厚さ分布最適化の曲面構造及び曲線境界への対応 

  

図 B3-(17) 翼下面の最適化結果 (a) 繊維配向 (b) 厚さ分布 
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図 B3-(15) 縦弾性係数(左)と破壊応⼒(右)の Gap 0 との⽐較 
 
 
5) 可変幅、ステアリングに対応した「薄層 CFRP を用いた積層最適化」（東京理科大学） 

薄層 CFRP の高⾃由度設計手法として、これまで 2 次元平面での繊維配向及び層厚さの最適化手法が検討され
てきたが、プロペラなど⾃由曲面を有する構造物に対しては、3 次元空間での製造設計が必要である。そこで曲面構造を
有する 3 次元プロペラモデルに対して、プリプレグテープの繊維配向及び層厚さの最適化手法を構築した。 

この手法では図 B3-(16)に⽰すように、モデルを含む 2 次元平面上の矩形領域を設定し、その中で曲線を作成し、
モデルに必要な部分のみ取り出すことを考える。その曲線を曲面構造へ投影し、3 次元のテープラインを取得する。これに
よって、モデルの曲線境界を意識することなく曲線のテープラインが作成できる。最適化での評価は 3 次元で⾏うが、設計
は 2 次元で決定されるため、設計変数の低減及び計算時間の短縮にもつながる。最適化には多目的遺伝的アルゴリズ
ムを使用し、制約条件として代表曲線間距離、曲率半径、幅、強度を与えている。 

図 B3-(17)に最適化後の下面の繊維配向及び厚さ分布を⽰す。変位と重量を目的関数とした多目的最適化の結
果、直線配向と⽐較して強度を維持した状態で重量が 10.4%減少した。翼根部では繊維が集中し、厚さが大きくなっ
ている。翼端部に向かうにつれて厚さが⼩さくなり軽量化が実現できた。また変位と重量には、変位が⼩さくなると重量が
大きくなり、重量が⼩さくなると変位が大きくなるというトレードオフの関係も⾒られた。  

 

 
図 B3-(16) 繊維配向と厚さ分布最適化の曲面構造及び曲線境界への対応 

  

図 B3-(17) 翼下面の最適化結果 (a) 繊維配向 (b) 厚さ分布 
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3.社会実装に向けた出⼝戦略 
本研究では、航空機の仕様に基づく設計要求を与える事で最適な CFRP 部材の繊維配向や板厚を導出する事を

CoSMIC にて⾏い、高⾃由度 AFP を用いた薄層 CFRP を対象とした設計最適化技術の開発を⾏った。これによって
CFRP の広範囲の積層状態を包含する許容値データベースをマルチスケール解析により構築し、繊維配向や板厚の最
適化を⾏うことで、構造重量を最⼩にできることにつながる技術を得た。 

近年カーボンニュートラルや SDGs における更なる取り組みが求められており、航空機産業においても同様に重要視さ
れている。本技術の適用により構造重量が軽減されることで、推⼒重量⽐、燃料使用量、および CO2 排出量の削減が
期待でき、今後増え続ける輸送需要に対し、限られた資源の有効活用に貢献できることとなる。とりわけ昨今盛んに研
究開発が進められている⼩型電動機である将来モビリティは、バッテリー搭載量を増やし航続距離を延ばすための徹底し
た軽量化が求められており、本技術の適用で大きな効果が得られる。また、⾃動⾞の軽量化は、マルチマテリアル化などと
合わせて複合材を活用することにより、低コストの軽量化につながると考えられる。空のモビリティや⾃動⾞は形状が複雑
で構造に流れる荷重も複雑になることから、可変幅ステアリング積層技術を活用できる。双方の実現のためには、MI シス
テムを用いた薄層技術および高⾃由度 AFP による積層技術が必須であり、本研究開発は新たなモビリティ社会実現の
ための重要技術になると考える。 

出⼝戦略のフローを図 B3-(19)に⽰す。2022 年度研究完了までに本技術の基礎を確⽴し、2023 年度以降は認
証機関と調整の上で、材料・製造工程のスペック策定、材料許容値の取得、設計データの取得（部分構造試験、地
上試験、⾶⾏試験）、材料・設備・部品の認定を⾏う。2025 年度を目処に MI システムを実用化、空のモビリティ（実
大部品）への適用を検討し、社会実装に繋げる。その後は実績を積んだ上で、経済効果の高い量産⺠間機への適用
を進める。将来的には、CFRP の適用が検討されている⾃動⾞分野等への活用も視野に⼊れる。 

 
図 B3-(19) 社会実装に向けた出⼝戦略 

6) 全体取りまとめ・実用向け⾃動積層装置開発（株式会社ＳＵＢＡＲＵ） 
高⾃由度 AFP を用いた構造部品の試作として空のモビリティ用のプロペラを製作し、その成形性を評価した。

CoSMIC を用いた一連の設計フローで構造部品設計を⾏い（図 B3-(18)）、従来材料を用いた構造部品設計方
法との⽐較により重量軽減効果を確認した。 

設計・解析技術で得た構造設計結果と理科大のテープレイアウト設計から積層パスデータを得て、高⾃由度 AFP の
インプットデータとした。ステアリング可能半径などの製造制約を考慮した繊維配向及び板厚の設計最適化手法を用いス
テアリング層の積層設計を⾏うと共に、生成されたステアリングカーブデータを高⾃由度 AFP の積層動作データへ変換し
た。積層構成の最適化と積層パッチの作成では、JAXA が作成した積層スタックの最適化ツールを高⾃由度 AFP に特
化した製造制約条件を反映できるように改修し、積層順序やパッチ形状などを設計した。 

実際の製造に向けて、高⾃由度 AFP で積層できる治具の設計製作を⾏った。高⾃由度 AFP は複雑な形状を積層
できるが、プロペラ設計を進めた結果、起伏が多く曲率の大きな非常に複雑な形状となるため、装置が⼲渉しないような
積層条件を確認し複雑形状を試作した。これらの積層治具と積層データをもとに福井県で製作した薄層プリプレグをスリ
ット加工したものを用いて構造部品としてのプロペラを積層した。 

薄層材を用いた高⾃由度複合材技術の研究開発に取り組んだことによって、⼩型機部品を大きく軽量化でき、昨今
の空のモビリティのような新しい機体構造を、世界最軽量にできることにつながる技術を得た。薄層材⾃動積層による
CFRP の 3D 高⾃由度設計技術の重量軽減効果を確認するために、同じ部材を従来技術でも設計を⾏い、構造部品
重量の 10%以上軽減できることを確認した。 

 

図 B3-(18) 高⾃由度 AFP を用いた構造部品の試作 
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CoSMIC にて⾏い、高⾃由度 AFP を用いた薄層 CFRP を対象とした設計最適化技術の開発を⾏った。これによって
CFRP の広範囲の積層状態を包含する許容値データベースをマルチスケール解析により構築し、繊維配向や板厚の最
適化を⾏うことで、構造重量を最⼩にできることにつながる技術を得た。 

近年カーボンニュートラルや SDGs における更なる取り組みが求められており、航空機産業においても同様に重要視さ
れている。本技術の適用により構造重量が軽減されることで、推⼒重量⽐、燃料使用量、および CO2 排出量の削減が
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究開発が進められている⼩型電動機である将来モビリティは、バッテリー搭載量を増やし航続距離を延ばすための徹底し
た軽量化が求められており、本技術の適用で大きな効果が得られる。また、⾃動⾞の軽量化は、マルチマテリアル化などと
合わせて複合材を活用することにより、低コストの軽量化につながると考えられる。空のモビリティや⾃動⾞は形状が複雑
で構造に流れる荷重も複雑になることから、可変幅ステアリング積層技術を活用できる。双方の実現のためには、MI シス
テムを用いた薄層技術および高⾃由度 AFP による積層技術が必須であり、本研究開発は新たなモビリティ社会実現の
ための重要技術になると考える。 

出⼝戦略のフローを図 B3-(19)に⽰す。2022 年度研究完了までに本技術の基礎を確⽴し、2023 年度以降は認
証機関と調整の上で、材料・製造工程のスペック策定、材料許容値の取得、設計データの取得（部分構造試験、地
上試験、⾶⾏試験）、材料・設備・部品の認定を⾏う。2025 年度を目処に MI システムを実用化、空のモビリティ（実
大部品）への適用を検討し、社会実装に繋げる。その後は実績を積んだ上で、経済効果の高い量産⺠間機への適用
を進める。将来的には、CFRP の適用が検討されている⾃動⾞分野等への活用も視野に⼊れる。 

 
図 B3-(19) 社会実装に向けた出⼝戦略 
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C 領域 逆問題 MI の実構造材料への適⽤（粉末・３D 積層） 
領域⻑ 中野 貴由（⼤阪⼤学）、渡邊 誠（物質・材料研究機構） 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景、目的 
 我が国が強みを有し、グローバルにも要求が⾼まっている先端的な実⽤構造材料・プロセス（例えば、積層造形を中
⼼とする 3D 粉末・プロセス）では、MI システム（統合型材料開発システム）の適⽤による材料・プロセス技術開発の
加速化が期待されている。出⼝は、最も過酷な条件で使⽤され、かつ最も⾼い信頼性が求められる航空機産業である。
環境・エネルギー産業等への波及効果も⼤きい。 
 C 領域では、開発競争が激しい耐熱合⾦粉末プロセスと、次世代輸送・エネルギー機器⽤超⾼温耐熱材料であるセ
ラミックス基複合材料について、MI システムを活⽤した⾰新的な材料・プロセスを実現し、開発時間・コストの低減を通し
て、我が国の産業競争⼒強化を図ることを目的としている。 
 材料・プロセス開発における MI システムの効果の実証は、参画する素材・重⼯メーカー等による実⽤化・事業化ロード
マップ上で⾏う。 
 
1.2 研究開発の実施概要、体制 
 A 領域で開発する MI システムは、逆問題 MI システムに⽴脚して、欲しい性能から必要となる材料の構造・特性を提
案し、かつその実現が可能なプロセスを提⽰する。 
 C 領域では、A 領域で開発される MI システムを実際の⾦属・セラミックス系素材・構造体開発に適⽤し、設定された
目標性能を達成する材料構造・プロセスをサイバー空間（MI システム）で導き出し、それをフィジカル空間（試作・試
験）で実証する。 
 各チームにて個別の課題にフォーカスを当てた多階層⾃動最適化 MI システム（図 C-(1)）とすることで、⽇本発の⾼
機能航空機エンジン部品やそのプロセスの開発に対し、実装を試みる。 
 このようにして、C 領域では、A 領域との密接な相互連携を基軸に、5 つ*の相補的なテーマからなる体制とし、開発さ
れた計算モジュール、データベース等は、事業化の妨げにならないよう留意しつつ、MI システムに蓄積され、我が国全体の
材料開発競争⼒向上のために活⽤されるものとして運営を進めた。 
 * C3 チーム（「Ti 合⾦の粉末・3D積層造形プロセスの開発」）は⼀定の成果が得られたため 2020 年度末で終了。 

図 C - (1) 
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チーム名 C2 ⾼性能化のための Ni 粉末鍛造プロセスの開発 
チームリーダー 今野 晋也（三菱重⼯業(株)）、⻑⽥ 俊郎（物質・材料研究機構） 
参画機関 三菱重⼯業(株)、物質・材料研究機構、(株)本⽥技術研究所、 

三菱重⼯航空エンジン(株)、北海道⼤学、東北⼤学、宇宙航空研究開発機構、
(株)IHI、川崎重⼯業(株) 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

⺠間航空機エンジンの供給は、主に⽶国 GE（General Electric Company）、P&W（Pratt & Whitney）、
英国 RR（Rolls-Royce plc）等の欧⽶のエンジンメーカーが担っており、シェアを競っている。⽇本企業はサプライヤーと
して欧⽶のエンジンメーカーの競争⼒を⽀えているが、主導的⽴場は欧⽶企業が維持し、利益率の⾼い中核的なエンジ
ンコアは欧⽶企業が担当しているのが現状である。（図 C2-(1)左） 

本プロジェクトでは、⽇本国内で⾼効率航空機エンジンの実現に向けて進めてきた⾼温強度に優れた耐熱材料および
製造プロセスの研究開発を基に材料データベース構築の枠組みを構築し、設計を担当する国内企業が動翼、静翼、デ
ィスク⽤材料として、⾼温強度、耐環境特性、コスト、製造性などのバランスに優れた国産材料をフレキシブルに選定する
ことで、次世代エンジン部品を提案できるよう⽀援する。（図 C2-(1)右） 

また、航空機材料の実⽤化・事業化には、認証取得のための諸データ等の完備が必要条件であり、その費⽤・時間を
1 社が負担するには過⼤であることから、産学官すべてを含めたオールジャパン体制で推進する。 

 
図 C2-(1) (左)航空機エンジン産業のメーカー俯瞰図、(右)PJ での開発対象 

 
1.2 実施項目、体制 

航空機エンジンの中核部品であるタービンデ
ィスク材およびタービン翼材を開発し、各種特性
データを採取してデータベースを構築する。 

粉末鍛造ディスクはC2-1が担当し、溶製鍛
造ディスクと単結晶動翼は C2-2 が担う。各チ
ームでプロセス開発・試作 Gr と特性評価 Gr で
役割分担する体制をとり、必要に応じてその他
関係機関と情報共有や意⾒交換を⾏う。（図
C2-(2)） 
 

 
 

図 C2-(2) 体制表 
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チーム名 C2 ⾼性能化のための Ni 粉末鍛造プロセスの開発 
チームリーダー 今野 晋也（三菱重⼯業(株)）、⻑⽥ 俊郎（物質・材料研究機構） 
参画機関 三菱重⼯業(株)、物質・材料研究機構、(株)本⽥技術研究所、 

三菱重⼯航空エンジン(株)、北海道⼤学、東北⼤学、宇宙航空研究開発機構、
(株)IHI、川崎重⼯業(株) 

 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

⺠間航空機エンジンの供給は、主に⽶国 GE（General Electric Company）、P&W（Pratt & Whitney）、
英国 RR（Rolls-Royce plc）等の欧⽶のエンジンメーカーが担っており、シェアを競っている。⽇本企業はサプライヤーと
して欧⽶のエンジンメーカーの競争⼒を⽀えているが、主導的⽴場は欧⽶企業が維持し、利益率の⾼い中核的なエンジ
ンコアは欧⽶企業が担当しているのが現状である。（図 C2-(1)左） 

本プロジェクトでは、⽇本国内で⾼効率航空機エンジンの実現に向けて進めてきた⾼温強度に優れた耐熱材料および
製造プロセスの研究開発を基に材料データベース構築の枠組みを構築し、設計を担当する国内企業が動翼、静翼、デ
ィスク⽤材料として、⾼温強度、耐環境特性、コスト、製造性などのバランスに優れた国産材料をフレキシブルに選定する
ことで、次世代エンジン部品を提案できるよう⽀援する。（図 C2-(1)右） 

また、航空機材料の実⽤化・事業化には、認証取得のための諸データ等の完備が必要条件であり、その費⽤・時間を
1 社が負担するには過⼤であることから、産学官すべてを含めたオールジャパン体制で推進する。 

 
図 C2-(1) (左)航空機エンジン産業のメーカー俯瞰図、(右)PJ での開発対象 

 
1.2 実施項目、体制 

航空機エンジンの中核部品であるタービンデ
ィスク材およびタービン翼材を開発し、各種特性
データを採取してデータベースを構築する。 

粉末鍛造ディスクはC2-1が担当し、溶製鍛
造ディスクと単結晶動翼は C2-2 が担う。各チ
ームでプロセス開発・試作 Gr と特性評価 Gr で
役割分担する体制をとり、必要に応じてその他
関係機関と情報共有や意⾒交換を⾏う。（図
C2-(2)） 
 

 
 

図 C2-(2) 体制表 
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サブチーム名 C2-1 粉末鍛造ディスク材の製造プロセス開発 
サブチームリーダー 今野 晋也（三菱重⼯業(株)）、⻑⽥ 俊郎（物質・材料研究機構） 
参画機関 三菱重⼯業(株)、物質・材料研究機構、(株)本⽥技術研究所、 

三菱重⼯航空エンジン(株)、北海道⼤学、東北⼤学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

航空機エンジンに⽤いられる⾼強度 Ni 基合⾦の市場は、中⼩型⺠間機の需要拡⼤とともに⼤きく成⻑することが期
待されている。（図 C2-1-(1) ） 

本開発は、従来の欧⽶プロセスで得られる機械的性質を得るための製造プロセスを、国産技術を活⽤することで再探
索し、最適化するものであり MI システムを活⽤した逆問題解析の適⽤例として適している。本開発で得られるデータを
MI システム側に提供し解析することで、本開発で対象とする航空機エンジン⽤の P/M(Powder Metallurgy)鍛造材
だけでなく、任意の P/M 鍛造材について、機械的特性の目標を設定すれば最適な製造プロセスの選定ができるツールの
開発を可能とする。前記の国産プロセス開発と MI システムとの連携により、欧⽶が技術的に先⾏しビジネスを独占してい
る P/M 鍛造材の分野で、⽇本が欧⽶に追いつき、凌駕することを可能とする。本研究では、タービンディスクに⽤いられる
⾼強度 P/M 鍛造材と同等以上の機械的性質が得られる低コストの国産プロセスを開発しその最適化を⾏うことを目的
とする。また、特殊な⼤型設備を⽤いずに国内の従来設備で実施できるプロセスを開発する。 

対象とする P/M 鍛造合⾦ HGN200(TMP-5002)(以下 HGN200 と呼称する)は図 C2-1-(2)左に示す通り、世
界最強レベルのクリープ耐⽤温度を有し、次期 P/M 鍛造材として有望である。 

P/M 鍛造材の製造は、特に⽶国の PCC グループ及び ATI グループが市場の⼤部分を占めており、特殊な⼤型設備
を⽤いた⾼温での恒温超塑性加工技術を以て他の企業の参入を許さない状況にある。この P/M 鍛造材の超塑性加
工は加工速度が 10-3/s 以下程度であるため、特殊設備の使⽤やプロセスコスト、⾦型の寿命が課題となっている。 
 本開発では各研究機関が所有する基盤技術を集結させて、図 C2-1-(2)右のように加工速度が 10-2/s 以上で製
造可能な国産の P/M 鍛造材及びそのプロセスを開発し、現在国内メーカーが参画できていない⺠間機エンジンの⾼圧
タービンビジネスに参入する足がかりとする。 

 
図 C2-1-(1) ベンチマーク （左）タービンディスク材、（右）粉末鍛造プロセス 

 
1.2 目標 
 ⼩型機エンジン部品について国産 P/M ディスク材を⽤いた試作を完了する。上記国産 P/M ディスク材による試作
材の破壊調査において航空機エンジンメーカーが設定する⼒学特性目標およびコスト目標を達成し、国産プロセスによる
国産材の次世代航空機エンジンへの適⽤検討を開始する。また、国産プロセスにより海外材の中型⺠間機⾼圧タービン
ディスク模擬品の試作を完了する。 
・国産 P/M ディスク材の⼒学特性目標は欧⽶プロセス材の 95%以上、コスト目標は欧⽶プロセスの 66%以下とす

る。  
・TRL5（素材として）を目標とする。  
・破壊調査に関るデータを MI システム側と共有し、MI システムで開発した予測ツールによる予測との整合性を検討す
る。予測ツールの⾼精度化に当該データを活⽤する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
1) 粉末鍛造ディスク材の製造プロセス開発（三菱重工業(株)） 
• 実機スケール（φ250mm 以上）ディスクの製造プロセス確⽴および試作を⾏う。 
• 特性評価 Gr の要求形状に基づくディスク素材の試作を⾏う。 
2) 1500 ㌧鍛造シミュレータを活⽤した Ni-Co 基超合⾦の鍛造（物質・材料研究機構(⻑⽥)） 
• 1500 ㌧鍛造シミュレータのデータ活⽤をとおして、鍛造の⼤型化に貢献する。 
• C2 の Co-Leader として後続プロジェクトへのシームレスな連結および他機関間の運営に貢献する。 
3) P/M ディスク材の評価項目の調査検討及び国産プロセス材と欧⽶プロセス材の比較評価（(株)本⽥技術研究所） 
• 実機相当サイズの鍛造 Disk 材から機械特性評価試験片を取得し、得られた特性データ及び組織データを MI シ

ステム側に提供する。 
4) ディスク材の評価（三菱重工航空エンジン(株)） 
• 国産プロセスにて製造した模擬ディスクにて、⼒学的特性の試験を実施し、認証に必要な材料特性を取得する。 
5) マルチスケール組織解析による粉末冶⾦ Ni 基超合⾦の組織形成過程の解析（物質・材料研究機構(佐々木)） 
• Ni-Co合⾦の組織解析と特性評価で得られた知⾒を A領域に提供し、特性および組織予測の精度を向上する。 
• 中⼩型⺠間機⽤に試作された⾼圧ディスク材の微細組織解析を⾏う。 
6) P/M ディスク材の広範囲ナノ組織定量化および国産プロセス材と欧⽶プロセス材のナノ組織比較評価（北海道⼤
学） 
• 2 次 γʼサイズの 700ºC におけるサイズの時間発展の定量化を⾏う。 
• NIMS 佐々木グループとの共同で国産プロセスと欧⽶プロセスの組織形成における差異の原因解明を⾏う。 
7) ニッケル基超合⾦粉末鍛造の変形特性モデリング（東北⼤学） 
• ⼤型鍛造データを⽤いた、流動応⼒モデルおよび組織予測モデルの⾼度化を⾏う。 
• ⾼度化された流動応⼒・組織予測モジュールを構築する。 
 
(2) 実施体制 
企業からは MHI、Honda および MHIAEL が参画、官学からは、北⼤、NIMS および東北⼤が参画し連携して開発を
進める。 

 
図 C2-1-(2) 実施体制図 
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る。  
・TRL5（素材として）を目標とする。  
・破壊調査に関るデータを MI システム側と共有し、MI システムで開発した予測ツールによる予測との整合性を検討す
る。予測ツールの⾼精度化に当該データを活⽤する。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
1) 粉末鍛造ディスク材の製造プロセス開発（三菱重工業(株)） 
• 実機スケール（φ250mm 以上）ディスクの製造プロセス確⽴および試作を⾏う。 
• 特性評価 Gr の要求形状に基づくディスク素材の試作を⾏う。 
2) 1500 ㌧鍛造シミュレータを活⽤した Ni-Co 基超合⾦の鍛造（物質・材料研究機構(⻑⽥)） 
• 1500 ㌧鍛造シミュレータのデータ活⽤をとおして、鍛造の⼤型化に貢献する。 
• C2 の Co-Leader として後続プロジェクトへのシームレスな連結および他機関間の運営に貢献する。 
3) P/M ディスク材の評価項目の調査検討及び国産プロセス材と欧⽶プロセス材の比較評価（(株)本⽥技術研究所） 
• 実機相当サイズの鍛造 Disk 材から機械特性評価試験片を取得し、得られた特性データ及び組織データを MI シ

ステム側に提供する。 
4) ディスク材の評価（三菱重工航空エンジン(株)） 
• 国産プロセスにて製造した模擬ディスクにて、⼒学的特性の試験を実施し、認証に必要な材料特性を取得する。 
5) マルチスケール組織解析による粉末冶⾦ Ni 基超合⾦の組織形成過程の解析（物質・材料研究機構(佐々木)） 
• Ni-Co合⾦の組織解析と特性評価で得られた知⾒を A領域に提供し、特性および組織予測の精度を向上する。 
• 中⼩型⺠間機⽤に試作された⾼圧ディスク材の微細組織解析を⾏う。 
6) P/M ディスク材の広範囲ナノ組織定量化および国産プロセス材と欧⽶プロセス材のナノ組織比較評価（北海道⼤
学） 
• 2 次 γʼサイズの 700ºC におけるサイズの時間発展の定量化を⾏う。 
• NIMS 佐々木グループとの共同で国産プロセスと欧⽶プロセスの組織形成における差異の原因解明を⾏う。 
7) ニッケル基超合⾦粉末鍛造の変形特性モデリング（東北⼤学） 
• ⼤型鍛造データを⽤いた、流動応⼒モデルおよび組織予測モデルの⾼度化を⾏う。 
• ⾼度化された流動応⼒・組織予測モジュールを構築する。 
 
(2) 実施体制 
企業からは MHI、Honda および MHIAEL が参画、官学からは、北⼤、NIMS および東北⼤が参画し連携して開発を
進める。 

 
図 C2-1-(2) 実施体制図 
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2. 研究開発の成果 
2.1 サブチーム全体の研究開発成果 

NIMS 鍛造設備を⽤いたサブスケールディスク試作の実績を基に、鍛造予測（形状・温度・応⼒・ひずみ等）の精度
を向上させ国産プロセスを確⽴し、φ250mm の実機スケールディスクを作製した。 

国産プロセスについて、A 領域との連携により最適化した粉末製造プロセスをスケールアップ設備に適⽤することで粉末
歩留まりを改善し、鍛造工程で軟化⾼延性化プロセス（MH プロセス）を⽤いたビレット・ディスク鍛造技術を開発するこ
とで、ディスク製造全体としての国産プロセスコストを欧⽶プロセスの 2/3 程度まで低減できる⾒通しを得た。 

ディスク材の⼒学特性は 2/3 サブスケール品で欧⽶プロセスと同等レベルであることを確認し、一部試験中の実機スケ
ール品でも同等の特性が得られる⾒込みである。また、ディスクの微細組織を解析し強化機能の原理を解明することで、
プロセス-組織-⼒学特性の関係の整合性を確認し、MI システムへ提供するデータを蓄積した。 

 
図 C2-1-(3) 粉末鍛造ディスク開発プロセスと成果 

 
2.2 個別機関の研究開発成果 
1) 粉末鍛造ディスク材の製造プロセス開発（三菱重工業(株)） 
■恒温鍛造でない従来商⽤鍛造設備を⽤いて2/3 縮⼩スケール据込鍛造を⾏い、ディスクの商⽤鍛造プロセスを事前
検証した。この際、目標とする鍛造条件（ひずみ速度 0.01/s 以上、加工温度 960℃以下、⼤気中）に対し、ひず
み速度約 0.1/s、加工温度 950℃、⼤気中を達成した。本開発プロセスにより、HGN200 および N18 の実機スケー
ルディスク（φ250mm）を試作し、それぞれ HONDA と MHIAEL に供給した（図 C2-1-(4)）。 

 
図 C2-1-(4) 実機スケールディスク試作 

■ 特 性 評 価 Gr の 要 求 形 状 に 合 わ せ て 、
MHIAEL にはφ300×50mm の N18 ⼤径スケ
ールディスク、HONDAにはφ200×200ｍｍ以上
の HGN200 ニアネットディスクを試作し供給した。
ニアネットディスクの据込鍛造プロセスや⾦型設計
は、東北⼤と連携し実機スケールディスク試作まで
の実績を反映して、⾦型応⼒解析や温度分布解
析に基づき仕様決定した（C2-1-(5)）。 

図 C2-1-(5) ニアネットディスク鍛造プロセス 
 
2) 1500 ㌧鍛造シミュレータを活⽤した Ni-Co 基超合⾦の鍛造（物質・材料研究機構(⻑⽥)） 
■1500 ㌧鍛造シミュレータを活⽤した新プロセス手法の実証 

MHI が提案している新プロセス手法により、鍛造予備計算を担当する東北⼤と連携しながら、NIMS1500 ㌧鍛造
シミュレータ（C2-1-(6)a）のスペックの範囲内で、粉末鍛造が困難であるとされている低温-⾼ひずみ速度領域での鍛
造を試みた。本研究期間において目標としていた鍛造試験を計画通り完了し、MHI 提案の新プロセス手法が Ni-Co 基
超合⾦（TMP-5002/HGN200）に有効であることを実証した（C2-1-(6)b）。 

また、この際得られた荷重-変位曲線は東北⼤における塑性加工シミュレーションの⾼度化に活⽤した。更に、鍛造し
たパンケーキは HONDA および MHIAEL に受け渡し、国産プロセス材の特性評価素材として活⽤し、引張、クリープ、
低サイクル疲労、および⻲裂進展等の機械特性取得に貢献した。この様な、研究開発ステージにおけるプロセス-組織-
特性の⾼精度データベースの取得は、1500 ㌧鍛造シミュレータの性能によって達成されたものであり、第一期 SIP にお
ける同シミュレータ導入目的に強く合致する。1500 ㌧鍛造シミュレータが産業界において有効に活⽤されたことは、本プ
ロジェクトの⼤きな成果の一つである。また、各機関において取得した特性データは MI システムのモジュール開発を実施
する A2-4 に受け渡し、予測システムの⾼度化に活⽤した。 
■破壊起点調査 

一方、低サイクル疲労試験だけでは、異物混入リスクを有する P/M 鍛造材の健全性を評価するのは困難である。そこ
で、MHI 提案手法で作製した試験片において、NIMS が保有する超音波疲労試験を⽤い、品質調査として最も重要
な破壊起点調査（異物混入等の検査）を実施した。超音波疲労試験は P/Ｍ鍛造材特有の、セラミックス混入物の
評価を簡易に短時間で実施可能であり、品質検査として極めて有望である。その結果、試験数（有効体積）は十分
ではないが、国産プロセス材は酸化物等の異物からの破断は確認されなかった。C2-1-(6)c は破断寿命が 107 回を超
える疲労試験の結果得られた疲労破壊起点の写真である。図に示したように試作材の破壊起点はファセット破壊であり、
セラミックス等の異物からの破壊は確認されなかった。この様に、本プロジェクトで製造したアトマイズ粉末の品質は良好で
あることを確認した。他方、疲労試験結果は一般的に一定量のばらつきを有するため、低サイクル疲労試験および異物
混入評価は、試験 N 数の増加が必須である。今後も同手法により破壊起点調査を継続する予定である。 

 

C2-1-(6) （a）NIMS1500 ㌧鍛造シミュレータ、（b）鍛造したディスク模擬形状品の写真、および（c）室温超
音波疲労試験で得られた破壊起点を示す SEM 写真 
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■ 特 性 評 価 Gr の 要 求 形 状 に 合 わ せ て 、
MHIAEL にはφ300×50mm の N18 ⼤径スケ
ールディスク、HONDAにはφ200×200ｍｍ以上
の HGN200 ニアネットディスクを試作し供給した。
ニアネットディスクの据込鍛造プロセスや⾦型設計
は、東北⼤と連携し実機スケールディスク試作まで
の実績を反映して、⾦型応⼒解析や温度分布解
析に基づき仕様決定した（C2-1-(5)）。 

図 C2-1-(5) ニアネットディスク鍛造プロセス 
 
2) 1500 ㌧鍛造シミュレータを活⽤した Ni-Co 基超合⾦の鍛造（物質・材料研究機構(⻑⽥)） 
■1500 ㌧鍛造シミュレータを活⽤した新プロセス手法の実証 

MHI が提案している新プロセス手法により、鍛造予備計算を担当する東北⼤と連携しながら、NIMS1500 ㌧鍛造
シミュレータ（C2-1-(6)a）のスペックの範囲内で、粉末鍛造が困難であるとされている低温-⾼ひずみ速度領域での鍛
造を試みた。本研究期間において目標としていた鍛造試験を計画通り完了し、MHI 提案の新プロセス手法が Ni-Co 基
超合⾦（TMP-5002/HGN200）に有効であることを実証した（C2-1-(6)b）。 

また、この際得られた荷重-変位曲線は東北⼤における塑性加工シミュレーションの⾼度化に活⽤した。更に、鍛造し
たパンケーキは HONDA および MHIAEL に受け渡し、国産プロセス材の特性評価素材として活⽤し、引張、クリープ、
低サイクル疲労、および⻲裂進展等の機械特性取得に貢献した。この様な、研究開発ステージにおけるプロセス-組織-
特性の⾼精度データベースの取得は、1500 ㌧鍛造シミュレータの性能によって達成されたものであり、第一期 SIP にお
ける同シミュレータ導入目的に強く合致する。1500 ㌧鍛造シミュレータが産業界において有効に活⽤されたことは、本プ
ロジェクトの⼤きな成果の一つである。また、各機関において取得した特性データは MI システムのモジュール開発を実施
する A2-4 に受け渡し、予測システムの⾼度化に活⽤した。 
■破壊起点調査 

一方、低サイクル疲労試験だけでは、異物混入リスクを有する P/M 鍛造材の健全性を評価するのは困難である。そこ
で、MHI 提案手法で作製した試験片において、NIMS が保有する超音波疲労試験を⽤い、品質調査として最も重要
な破壊起点調査（異物混入等の検査）を実施した。超音波疲労試験は P/Ｍ鍛造材特有の、セラミックス混入物の
評価を簡易に短時間で実施可能であり、品質検査として極めて有望である。その結果、試験数（有効体積）は十分
ではないが、国産プロセス材は酸化物等の異物からの破断は確認されなかった。C2-1-(6)c は破断寿命が 107 回を超
える疲労試験の結果得られた疲労破壊起点の写真である。図に示したように試作材の破壊起点はファセット破壊であり、
セラミックス等の異物からの破壊は確認されなかった。この様に、本プロジェクトで製造したアトマイズ粉末の品質は良好で
あることを確認した。他方、疲労試験結果は一般的に一定量のばらつきを有するため、低サイクル疲労試験および異物
混入評価は、試験 N 数の増加が必須である。今後も同手法により破壊起点調査を継続する予定である。 

 

C2-1-(6) （a）NIMS1500 ㌧鍛造シミュレータ、（b）鍛造したディスク模擬形状品の写真、および（c）室温超
音波疲労試験で得られた破壊起点を示す SEM 写真 
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3) P/M ディスク材の評価項目の調査検討及び国産プロセス材と欧⽶プロセス材の⽐較評価（(株)本⽥技術研究所） 
■Honda-NIMS 共同開発材である HGN200 について、
国産技術である国産プロセスと欧⽶プロセス（Honda ⾃社
開発プロセス条件）を⽤いて鍛造材を作製し、機械特性の
⽐較評価を実施してきた。機械特性評価項目および内容
はエンジン部品設計に適⽤するよう、⾼温での引張、クリー
プ、疲労、⻲裂進展等の将来的に航空機⽤エンジンの設計
に必要不可⽋となる項目を表 C2-1-(1)の通り設定した。 
 
P/M 鍛造材では、粉末製造及び粉末充填プロセスで混⼊の可能性があるコンタミ由来の介在物や、HIP プロセスで⽣

じる可能性がある空孔⽋陥（ボイド）が破壊の起点となることが知られている。鍛造材は内部⽋陥（介在物、ボイド）
の有無の確認の為に、⾼感度な超⾳波探傷試験（UT:Ultrasonic Testing）を実施する事で品質確認を⾏い、素
材内部に有害な内部⽋陥が無いことを確認した。 

これまでに取得したサブスケール（実機相当サイズの 2/3 スケール）の国産プロセス材から取得した機械特性は、欧
⽶プロセス材と同等以上の特性を⽰し、⾼いポテンシャルを有していることが確認できた。 
■最終年度は実機相当サイズの鍛造材（直径 240mm、厚さ 60mm）を使⽤し、内部⽋陥品質の確認及び機械
特性評価を進めた。実機相当サイズとなる鍛造材ではサブスケール材と⽐較し内部での歪分布が⼤きくなり、機械特性
に影響を与えることも想定されることから、より広範囲から試験⽚を採取してデータの取得を進めた。(図 C2-1-(7)) 

 
評価項目 評価内容 採取⽅向 評価温度範囲 

引張 
0.2%耐⼒ R ⽅向/T ⽅向 400〜800℃ 
引張強度 R ⽅向/T ⽅向 400~800℃ 

クリープ 変形時間 R ⽅向/T ⽅向 400〜800℃ 
疲労 破断時間 R ⽅向/T ⽅向 400〜800℃ 

⻲裂進展 ⻲裂進展速度 R ⽅向/T ⽅向 400~800℃ 
図 C2-1-(7) 実機相当サイズ鍛造材の評価項目及び試験⽚採取⽅向、試験温度範囲 

 
取得した UT による内部⽋陥解析データ及び引張、クリープ、疲労、⻲裂進展等の機械特性データは MI システム側

と共有することにより、MI システムで開発を⾏っている予測ツールによる結果との整合性の検討を実施している。実機相
当サイズ鍛造材の機械特性と微細組織の解析結果において、MI システムを活⽤して決定したプロセスの検証、及び更
なる⾼精度化に向けたフィードバックを⾏っている。 

 
4) ディスク材の評価（三菱重⼯航空エンジン(株)） 
■昨年度までは、製品サイズΦ180mm の模擬ディスクパンケーキに対する評価を進めてきた。今年度は、より実機製品
サイズに近いサイズの模擬ディスクパンケーキに対する評価を実施した。 
 図 C2-1-(8)には昨年度取得した⼩型サイズの模擬ディスクパンケーキから取得した⾼温引張特性と今年度製造した
Φ250mm 模擬ディスクパンケーキの⾼温引張特性（エンジ⾊マーク）を合わせて⽰す。今年度取得した特性が昨年
度取得した特性と同等であり、今回評価したサイズの範囲内では特性の差異は認められなかった。 
■図 C2-1-(9)には昨年度取得した⼩型サイズの模擬ディスクパンケーキから取得したクリープ特性（ラーソンミラーパラ
メータ）と今年度製造したΦ250mm 模擬ディスクパンケーキのクリープ特性（エンジ⾊マーク）を合わせて⽰す。ここで
も、今年度取得した特性が昨年度取得した特性と同等であり、今回評価したサイズの範囲内では特性の差異は認めら
れなかった。 
 

 

表 C2-1-(1) :P/M 鍛造材の評価項目及び内容 
評価項目 評価内容 

引張 
0.2%耐⼒ 
引張強度 

クリープ 変形時間 
疲労 破断時間 

⻲裂進展 ⻲裂進展速度 

 
図 C2-1-(8) ⾼温引張特性                 図 C2-1-(9) クリープ特性 

 
5) マルチスケール組織解析による粉末冶⾦ Ni 基超合⾦の組織形成過程の解析（物質・材料研究機構(佐々木)） 
■2022 年度は、2021 年度に
引き続いて北海道⼤学 ⼤沼教
授 G と連携しながら SAXS、
SEM、TEM、3DAP を⽤いて粉
末冶⾦ Ni-Co 基超合⾦の組織
形成過程の解析を進め、開発グ
ループより受領した開発材の微細
組織解析を進めた。 

 
 
 

図 C2-1-(10): （左上）開発材と欧⽶プロセス材の硬さの 700℃時効処理中の変化、（右上）開発材の 3 次元
アトムマップおよび⺟相とγʼ相の界⾯付近における Ni の濃度変化、（下）700℃の時間時効処理を施した SEM 像 

 図 C2-1-(10)左上のビッカース硬さと時効時間の変化に示す通り、開発材は粉末冶⾦ Ni 基合⾦に適⽤される標準
的な２段時効処理プロセスを施すと 465 HV 程度の硬さを示す。これは、欧⽶プロセス材を 700℃で時効処理を⾏っ
た場合、実⽤上非現実的な 500 時間程度の時効処理をせねば達成できないビッカース硬さで、欧⽶プロセス材に国産
材と同様、標準的な２段時効処理プロセスを施しても達成できない硬さである。また、650℃で圧縮試験を⾏った結果、
0.2%耐⼒の⼤⼩は室温硬さに対応していた。したがって、一連の硬さや特性評価の結果は、幅広い温度域で国産材
が欧⽶材に比べて優れた⼒学特性を有することを示すものである。 
 SEM、SAXS、3DAP を⽤いた組織解析から、開発材の有する優れた機械的特性の発現の起源はγʼ相の分散状態、
特に強度に⼤きな影響を及ぼす２次γʼ相の体積率が欧⽶材に比べて⾼く、微細に分散している点にあることが明らかと
なった。開発材においてこの２次γʼ相の体積率を向上させることができた要因として次の２点があげられる。１つは加工・
熱処理の過程で、粗⼤な１次γʼ相の体積率を低減できたことで、２つ目は、図 C2-1-(10)右上の 3DAP 解析結果に
示す通り、3 次のγʼ相の数密度が極めて低かったことから、時効処理中に析出・粗⼤化する微細なナノスケールの 3 次γʼ
相を２段時効処理中に２次γʼ相と同等のサイズまでに成⻑させることができた点である。 
■一方、3DAP により国産材のγʼ相の組成を解析したところ、図 C2-1-(10)右上の⺟相とγʼ相の界⾯付近における Ni
の濃度変化に示されるように、２次のγʼ相の化学組成は、これまでの研究より明らかとなっている 700℃におけるγʼ相の
平衡組成に近いことが示唆された。そこで、国産材を 700℃で時効処理をしたところ、図 C2-1-(10)下の SEM 像に示
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図 C2-1-(8) ⾼温引張特性                 図 C2-1-(9) クリープ特性 

 
5) マルチスケール組織解析による粉末冶⾦ Ni 基超合⾦の組織形成過程の解析（物質・材料研究機構(佐々木)） 
■2022 年度は、2021 年度に
引き続いて北海道⼤学 ⼤沼教
授 G と連携しながら SAXS、
SEM、TEM、3DAP を⽤いて粉
末冶⾦ Ni-Co 基超合⾦の組織
形成過程の解析を進め、開発グ
ループより受領した開発材の微細
組織解析を進めた。 

 
 
 

図 C2-1-(10): （左上）開発材と欧⽶プロセス材の硬さの 700℃時効処理中の変化、（右上）開発材の 3 次元
アトムマップおよび⺟相とγʼ相の界⾯付近における Ni の濃度変化、（下）700℃の時間時効処理を施した SEM 像 

 図 C2-1-(10)左上のビッカース硬さと時効時間の変化に示す通り、開発材は粉末冶⾦ Ni 基合⾦に適⽤される標準
的な２段時効処理プロセスを施すと 465 HV 程度の硬さを示す。これは、欧⽶プロセス材を 700℃で時効処理を⾏っ
た場合、実⽤上非現実的な 500 時間程度の時効処理をせねば達成できないビッカース硬さで、欧⽶プロセス材に国産
材と同様、標準的な２段時効処理プロセスを施しても達成できない硬さである。また、650℃で圧縮試験を⾏った結果、
0.2%耐⼒の⼤⼩は室温硬さに対応していた。したがって、一連の硬さや特性評価の結果は、幅広い温度域で国産材
が欧⽶材に比べて優れた⼒学特性を有することを示すものである。 
 SEM、SAXS、3DAP を⽤いた組織解析から、開発材の有する優れた機械的特性の発現の起源はγʼ相の分散状態、
特に強度に⼤きな影響を及ぼす２次γʼ相の体積率が欧⽶材に比べて⾼く、微細に分散している点にあることが明らかと
なった。開発材においてこの２次γʼ相の体積率を向上させることができた要因として次の２点があげられる。１つは加工・
熱処理の過程で、粗⼤な１次γʼ相の体積率を低減できたことで、２つ目は、図 C2-1-(10)右上の 3DAP 解析結果に
示す通り、3 次のγʼ相の数密度が極めて低かったことから、時効処理中に析出・粗⼤化する微細なナノスケールの 3 次γʼ
相を２段時効処理中に２次γʼ相と同等のサイズまでに成⻑させることができた点である。 
■一方、3DAP により国産材のγʼ相の組成を解析したところ、図 C2-1-(10)右上の⺟相とγʼ相の界⾯付近における Ni
の濃度変化に示されるように、２次のγʼ相の化学組成は、これまでの研究より明らかとなっている 700℃におけるγʼ相の
平衡組成に近いことが示唆された。そこで、国産材を 700℃で時効処理をしたところ、図 C2-1-(10)下の SEM 像に示
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すように⻑時間時効処理を⾏っても⼤きな組織変化は⽣じない。また、700℃における時効処理中にビッカース硬さもほ
とんど変化しない。このような結果は、国産材は、使⽤温度付近において極めて安定な⼒学特性と微細組織を有するこ
とを示唆するものである。このような優れた組織の熱的安定性は、図 C2-1-(10)右上の開発材の 3DAP 解析の結果
から予想された通り、γʼ相が 700℃における平衡組成に近い組成を有していたことが⼤きな要因として挙げられる。これは、
国産材を 700℃で各種時間時効処理を⾏い、γʼ相の組成がほとんど変化しなかったことからも明らかである。 
 
6) P/M ディスク材の広範囲ナノ組織定量化および国産プロセス材と欧⽶プロセス材のナノ組織比較評価（北海道⼤
学） 
■欧⽶プロセスディスク材の熱処理による組織変化と特性への影響 

P/M ディスク材の熱処理最適化においては、１次γʼ から３次γʼと呼称されるようなサイズ分布のピーク半径において
３種類のγʼ相が存在し、それぞれの時間発展と硬さへの寄与、そしてクリープ特性への寄与が異なるがゆえに、SEM によ
る評価では特性との相関が得にくかった。特にシングル nm の３次γʼについてはこれまで定量的な評価はほとんど⾏われて
こなかった。そこで我々は⾼エネルギーの X 線⼩角散乱(SAXS)装置を⽤いて 700℃における時効による組織変化を検
討したところ、熱処理による 30nm 以下のγʼ相が新たに形成し、その数密度の増加が 10 時間までの時効による硬さ上
昇に寄与していることを⾒出した。一方、10 時間以降の硬さ上昇にはこれらの粒⼦が成⻑し、30~100nm の粒⼦数
が増加するためであることがわかった。  

    
図 C2-1-(11) 欧⽶材の熱処理による SAXS 
プロファイル変化  
 
■国産プロセス材の熱安定性について 

国産プロセスで作製したディスク材については欧⽶材に⽤いられる典型的な２段時効と同条件で熱処理を⾏った試料
について、700℃における組織変化を検討した。その結果、SAXS プロファイルにはほとんど変化が⽣じず、30nm 以下の
γʼ相、30<D<100nm のγʼ相ともにサイズの変化はほとんど⾒られず、⾼い熱安定性を示す組織であることを確認した。 

         
図 C2-1-(14) ２段時効した国産プロセス材の     図 C2-1-(15) SAXS および USAXS により評価した 

700℃暴露時の SAXS プロファイル             国産プロセス材のγʼ相のサイズ変化 
 

7) ニッケル基超合⾦粉末鍛造の変形特性モデリング（東北⼤学） 
■2022 年度は 2021 年度までに取得した流動応⼒ DB を⽤いて、⼤型鍛造部材の荷重ストローク曲線や試料形状
の予測を⾏った。図 1 はフルスケールビレット（φ184, h145）の解析結果である。図 C2-1-(16) (a)が初期の空冷

 
図 C2-1-(12) 30nm 以下のγʼ相
の数密度変化 

 
図 C2-1-(13) 硬さの時間変化 

の計算結果であり、この後鍛造の計算を続けて⾏った。上型温度は 300℃、下型温度は 850℃に設定されている。図
C2-1-(16) (b)は鍛造後の試料形状である。最⼤直径は 296 と計算されており、実験値の 295 とほぼ一致する結果
が得られた。図 C2-1-(16) (c)は荷重ストローク曲線の比較であり、ピーク荷重付近まではほぼ一致する傾向が得られ
た。この後は、実験値の方が計算値よりも⼤きくなっている。潤滑切れなどが差の要因として考えられる。以上より、⼤型ス
ケールにおいても、⼩型スケールで取得した流動応⼒モデルと、⼤型スケールで決定した熱伝達率により、概ね形状や荷
重ストローク曲線が予測できることが分かった。このモデルを⽤いて、⾦型応⼒解析や割れの予測などを通じて、ニアネット
シェイプの設計⽀援を⾏うことにより、プロジェクト遂⾏に貢献した。 
■また、並⾏して組織予測モデルの⾼精度化にも取り組んでいる。現在までのところ、HGN200 の動的再結晶 DB とモ
デルパラメータ決定までは終了しており、年度末までには N18 のパラメータ決定と⼤型スケールの試験結果との比較を⾏
い、再結晶粒径、再結晶率の計算精度の向上を実現する予定である。 
(a)   (b)  
 
 
 
 
 

(c) 
 
 
 
 
 
 
図 C2-1-(16) フルスケールアップセット試験の計算結果。(a)炉から試料を出し、空冷後の温度分布。(b)鍛造後の
試料形状。(c)荷重ストローク曲線の実験値と計算値の比較。 
 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

航空機エンジン材において、新規プロセス、新規材料の適⽤には認証の取得が必要である。まずは、欧⽶で開発され
た既存材 N18 の製造プロセスを国産プロセスに置き換えエンジンメーカーに受け入れてもらい、その実績のもとに、国産
材 HGN200 と国産プロセスを⽤いた航空機エンジン部材を実⽤化する⼆段構えとしている。 

認証取得には時間がかかり、本開発期間内での認証取得は困難であるが、認証に必要なデータ採取が可能な段階
まで到達し、その後は、ガスタービン学会で⽴ち上げを検討しているプロジェクト(国産材認証取得のためのデータベース
化)等により認証取得を進める計画である。また、有⼒な海外エンジンメーカーとの協業を検討することも計画している。 

 

 
図 C2-1-(17) 航空機エンジン材適⽤までのロードマップ  
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の計算結果であり、この後鍛造の計算を続けて⾏った。上型温度は 300℃、下型温度は 850℃に設定されている。図
C2-1-(16) (b)は鍛造後の試料形状である。最⼤直径は 296 と計算されており、実験値の 295 とほぼ一致する結果
が得られた。図 C2-1-(16) (c)は荷重ストローク曲線の比較であり、ピーク荷重付近まではほぼ一致する傾向が得られ
た。この後は、実験値の方が計算値よりも⼤きくなっている。潤滑切れなどが差の要因として考えられる。以上より、⼤型ス
ケールにおいても、⼩型スケールで取得した流動応⼒モデルと、⼤型スケールで決定した熱伝達率により、概ね形状や荷
重ストローク曲線が予測できることが分かった。このモデルを⽤いて、⾦型応⼒解析や割れの予測などを通じて、ニアネット
シェイプの設計⽀援を⾏うことにより、プロジェクト遂⾏に貢献した。 
■また、並⾏して組織予測モデルの⾼精度化にも取り組んでいる。現在までのところ、HGN200 の動的再結晶 DB とモ
デルパラメータ決定までは終了しており、年度末までには N18 のパラメータ決定と⼤型スケールの試験結果との比較を⾏
い、再結晶粒径、再結晶率の計算精度の向上を実現する予定である。 
(a)   (b)  
 
 
 
 
 

(c) 
 
 
 
 
 
 
図 C2-1-(16) フルスケールアップセット試験の計算結果。(a)炉から試料を出し、空冷後の温度分布。(b)鍛造後の
試料形状。(c)荷重ストローク曲線の実験値と計算値の比較。 
 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

航空機エンジン材において、新規プロセス、新規材料の適⽤には認証の取得が必要である。まずは、欧⽶で開発され
た既存材 N18 の製造プロセスを国産プロセスに置き換えエンジンメーカーに受け入れてもらい、その実績のもとに、国産
材 HGN200 と国産プロセスを⽤いた航空機エンジン部材を実⽤化する⼆段構えとしている。 

認証取得には時間がかかり、本開発期間内での認証取得は困難であるが、認証に必要なデータ採取が可能な段階
まで到達し、その後は、ガスタービン学会で⽴ち上げを検討しているプロジェクト(国産材認証取得のためのデータベース
化)等により認証取得を進める計画である。また、有⼒な海外エンジンメーカーとの協業を検討することも計画している。 
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サブチーム名 C2-2 航空機材料の国際標準化・認証のための材料データベースの構築 
サブチームリーダー 川岸 京子（物質・材料研究機構）、今野 晋也（三菱重⼯業(株)） 
参画機関 物質・材料研究機構、三菱重⼯業(株)、宇宙航空研究開発機構、(株)本⽥技術研究所、 

三菱重⼯航空エンジン(株)、(株)IHI、川崎重⼯業(株) 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

現⾏エンジンに使⽤されている⾼温材料は海外メーカーにより開発されたものが主となっている。これに対して、⽇本国
内でも⾼効率航空機エンジンの実現に向けて⾼温強度に優れた耐熱材料および製造プロセスの研究を進めており、動
翼、静翼、ディスク⽤材料として、⾼温強度、耐環境特性、コスト、製造性などのバランスに優れた材料が開発されている。
これらの材料はいずれも現在汎⽤材料として広く使⽤されているものに比べて優れた特性を持ち、実⽤化されればエンジ
ンの効率向上が可能であるが、現状ではこれら国内開発の材料が⺠間エンジン部材に実⽤化されるには一部にとどまっ
ている。航空機材料の実⽤化・事業化は、⽶欧 OEM の開発計画に⼤きく依存する。SIP で開発した材料・製造プロセ
スが彼らの開発に採⽤されるためには、基本設計が始まる前に、認証取得のための諸データ等の完備が必要条件である。
基本設計に間に合わなければ、次の計画まで待たなければならず、⼤きな機会損失となる。その加速の必要性と、費
⽤・時間は 1 社が負担するには過⼤であることから、航空機エンジン⽤国内開発材料の国際標準化・認証活動として、
SIP で開発した材料・製造プロセスが FAA（⽶連邦航空局）、⽶欧 OEM 等の認証を取得するために必要な、動向・
先⾏事例調査、材料試験・データベース構築を、⽇本ガスタービン学会との連携のもと、オールジャパン体制の共同研究
により推進する。 
1.2 目標 
① 認証取得のための課題の抽出・整理、およびその解決手法を明らかにすべく動向調査、先⾏事例調査を⾏い、デ

ータベースの枠組を構築する。 
② データベース構築の第一段階として、各種材料試験を⾏う。 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
１）タービン翼材の作製及びデータベースの構築（物質・材料研究機構） 
• 単結晶丸棒材の鋳造を⾏い参画機関に提供する。 
• データベースの枠組みを構築する。 
２）タービンディスクのプロセス技術確⽴（三菱重工業(株)） 
• ⼩型ビレットの製造および NIMS への供給を⾏う。 
３）性能向上の効果検証（宇宙航空研究開発機構） 
• 検討したエンジンモデルに基づき、材料データを⽤いた性能向上の効果評価を⾏う。 
４）タービンディスク⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（(株)本⽥技術研究所） 
• TMW 合⾦パンケーキ材の特性試験を実施する。 
• 残留応⼒測定方法の標準化を⾏う。 
５）タービンディスク⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（三菱重工航空エンジン(株)） 
• TMW 合⾦パンケーキ材において、決定した特性評価項目に関して試験を実施する。 
• TMW 合⾦パンケーキ材において、決定した共通課題解決に向けた試験を実施する。 
６）タービン翼⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（(株)IHI） 
• TMS 単結晶鋳造材において、決定した特性評価項目に関して比較材との優位性を示すための最⼩限の予備試

験を完了する。 
• TMS 単結晶鋳造材において、決定した共通課題解決に向けた試験を実施し、共通課題解決に対する手法を設

定する。 
• 代表機関である NIMS と共にデータベース構造を協議するとともに、得られたデータを NIMS に集約し、航空機エン

ジン材料⽤国内データを拡充する。 
７）タービン翼⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（川崎重工業(株)） 
• 航空機エンジン材料⽤国内データベースの構築に向けた各種仕様を決定する。 
• TMS 単結晶鋳造材の特性評価項目に関する予備試験を実施し、データベース構築を⾏う。 
(2) 実施体制 

素材準備機関である NIMS・三菱パワー、物性・機械的特性評価機関である、IHI・HONDA・KHI・MHIAEL、デ
ータベース構築機関である NIMS、データベースを使⽤した社会波及効果評価機関である JAXA で構成される。エンジ
ンメーカーを中⼼とし、材料設計、材料創製、部材開発、エンジン設計に携わる複数機関が強固に連携することにより、
将来の認証取得を目的とした国内材料特性データベースとその枠組み構築を図る。 
 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 サブチーム全体の研究開発成果 
 FAA 公認の⾦属材料データベースを参考に、データベースに必要な特性・データ項目・データ収集フォーマットを決定し
た。データ収集の対象となる NIMS 開発ブレード⽤単結晶鋳造材およびディスク⽤鋳鍛造材について、プロセス・組織・
特性評価項目等のスペック項目を決定した。また、耐酸化試験や残留応⼒測定試験の試験方法標準化を⾏った。 
 策定したデータベース項目案に従い、⼩型試験片を⽤いて予備的評価を⾏い、データ収集を開始した。単結晶丸棒
材および⼩型パンケーキ材を⽤い、物性値、引張特性、クリープ特性、疲労特性、き裂進展特性等の評価を⾏った。ま
た、合⾦組成と組織から特性を予測し、許容組成範囲と均質化条件の決定に反映させた。モデルエンジンを想定し、材
料の特性向上がもたらすエンジン性能の改善について検討し、CO2 排出量削減効果を⾒積もった。 
 
2.2 個別機関の研究開発成果 
１） タービン翼材の作製及びデータベースの構築（物質・材料研究機構） 
■タービンブレード⽤単結晶 Ni 基超合⾦ TMS-238 の予
備的試験に使⽤する単結晶丸棒材（10㎜径、15㎜径）
を鋳造し、熱処理、および結晶方測定後、評価担当機関に
提供した。SIP-A 領域サブテーマ（A2-4）において整備中
の超合⾦特性予測プログラム、及び NIMS 既存プログラムで
ある NIMS 合⾦設計プログラムを活⽤し、TMW 合⾦及び
TMS合⾦の機械的特性の事前予測を実施した。共同研究
開発機関で協議したデータベース構造案をとりまとめ、一次
案を策定した。 

 
図 C2-2-(1) 実施体制 

 
図 C2-2-(2)  TMS-238 単結晶丸棒鋳造試料 
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ジン材料⽤国内データを拡充する。 
７）タービン翼⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（川崎重工業(株)） 
• 航空機エンジン材料⽤国内データベースの構築に向けた各種仕様を決定する。 
• TMS 単結晶鋳造材の特性評価項目に関する予備試験を実施し、データベース構築を⾏う。 
(2) 実施体制 

素材準備機関である NIMS・三菱パワー、物性・機械的特性評価機関である、IHI・HONDA・KHI・MHIAEL、デ
ータベース構築機関である NIMS、データベースを使⽤した社会波及効果評価機関である JAXA で構成される。エンジ
ンメーカーを中⼼とし、材料設計、材料創製、部材開発、エンジン設計に携わる複数機関が強固に連携することにより、
将来の認証取得を目的とした国内材料特性データベースとその枠組み構築を図る。 
 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 サブチーム全体の研究開発成果 
 FAA 公認の⾦属材料データベースを参考に、データベースに必要な特性・データ項目・データ収集フォーマットを決定し
た。データ収集の対象となる NIMS 開発ブレード⽤単結晶鋳造材およびディスク⽤鋳鍛造材について、プロセス・組織・
特性評価項目等のスペック項目を決定した。また、耐酸化試験や残留応⼒測定試験の試験方法標準化を⾏った。 
 策定したデータベース項目案に従い、⼩型試験片を⽤いて予備的評価を⾏い、データ収集を開始した。単結晶丸棒
材および⼩型パンケーキ材を⽤い、物性値、引張特性、クリープ特性、疲労特性、き裂進展特性等の評価を⾏った。ま
た、合⾦組成と組織から特性を予測し、許容組成範囲と均質化条件の決定に反映させた。モデルエンジンを想定し、材
料の特性向上がもたらすエンジン性能の改善について検討し、CO2 排出量削減効果を⾒積もった。 
 
2.2 個別機関の研究開発成果 
１） タービン翼材の作製及びデータベースの構築（物質・材料研究機構） 
■タービンブレード⽤単結晶 Ni 基超合⾦ TMS-238 の予
備的試験に使⽤する単結晶丸棒材（10㎜径、15㎜径）
を鋳造し、熱処理、および結晶方測定後、評価担当機関に
提供した。SIP-A 領域サブテーマ（A2-4）において整備中
の超合⾦特性予測プログラム、及び NIMS 既存プログラムで
ある NIMS 合⾦設計プログラムを活⽤し、TMW 合⾦及び
TMS合⾦の機械的特性の事前予測を実施した。共同研究
開発機関で協議したデータベース構造案をとりまとめ、一次
案を策定した。 

 
図 C2-2-(1) 実施体制 

 
図 C2-2-(2)  TMS-238 単結晶丸棒鋳造試料 
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２） タービンディスクのプロセス技術確⽴（三菱重工業(株)） 
■NIMS 設置の 1500 トン鍛造シミュレータにより φ100〜150mm の TMW-4M3 ミニディスクを製造するため、溶解
インゴットに熱処理などの鍛造前処理を施したのち、1050℃以上で熱間鍛伸し、外径φ65〜76mm、重量 15kg 以
上の鍛造ビレットを作製した。これらのビレットを φ65〜76×175mm のアップセット前形状に加工し、NIMS に 11 個供
給した。また、NIMS やＡ領域と連携（MHI からは TMW-4M3 インゴットを供給）し、インゴットの均質化熱処理によ
るミクロ偏析の緩和や共晶γʻ相の固溶について確認した。 

 
３） 性能向上の効果検証（宇宙航空研究開発機構） 
■2021 年度に検討した下図のようなエンジンモデルに基づき、材料データを⽤いた性能向上の効果評価を⾏った。評
価を⾏う対象エンジンは、市場規模の⼤きい中距離中型機⽤クラスとし、また近い将来での技術適⽤を想定し、エンジン
スペックは現在の最新機レベル相当とした。それら最新機レベル相当の既存エンジンのホットセクション（具体的にはタービ
ン動翼）に適⽤されていると考えられる従来材のニッケル基単結晶合⾦を、本事業で検討した新材料に置き換えた場
合に得られる燃費削減および CO2 排出量削減を、構築したエンジンモデルにより推定した。 

まず材料データ（具体的にはクリープ強度）から、エンジンのタービン動翼の設計温度を約 68℃⾼くできると前提した。
これに基づきエンジンモデルで対象エンジンの性能向上を推定したところ、エンジンの燃料消費量を約 0.534%削減でき
る結果となった。そのコストインパクトは同クラス全体で約 915 億円と推定された。またこの燃費削減による CO2 排出量
削減効果は、同クラス全体で年間約 176 万トン、との評価となった。 

 

 
 

 
 

 
図 C2-2-(4) エンジンモデル 

 
図 C2-2-(3) アップセット⽤⼩型ビレット 

４） タービンディスク⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（(株)本⽥技術研究所） 
■三菱重工より提供された TMW-4M3 Bar 材に対して評価項目の検討を⾏い、三菱重工航空エンジンと分担し、ク
リープ試験と LCF 試験を実施し、同材料の実⼒の把握を⾏った。その結果、NIMS より報告されていた強度(図 C2-2-
(5)中の⽂献値)が実際に作製した素材において発現していることが確認された。 

疲労試験において試験片の加工後の残留応⼒は試験結果に⼤きな影響を与えうるため、一定の範囲内に管理され
なければならないが、残留応⼒の測定方法は厳密には規定されてはおらず、現状ではその測定値は測定者により⼤きな
ばらつきがある。そこで、残留応⼒の許容値を設定するにあたり、その基準となる残留応⼒測定方法を確⽴するために下
記の評価を⾏った。残留応⼒測定サプライヤーの残留応⼒測定の実⼒を把握するために 2021 年度においては国内 5
社、海外 1 社において異なる⼆つの加工条件で加工を⾏った試験片の残留応⼒測定を⾏った。(図 C2-2-(6)) その
結果、同一の標準材を⽤いて測定基準を統一して測定を⾏ったにもかかわらず測定結果には測定者間で⼤きな差が⾒
られた。2022 年度においては 2021 年度に確認されたサプライヤー間の測定条件の違い(管球、ピーク位置の決定方
法、入射角度および点数、電解研磨条件、補正の有無など)を吟味し、十分な再現性を有する残留応⼒測定方法の
確⽴を⾏う。 

 
５） タービンディスク⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（三菱重工航空エンジン(株)） 
■TMW 合⾦パンケーキ材において、各種熱処理条件が⼒学的特性に影響を与えることが考えられる。この条件設定を
共通課題として、溶体化処理後の冷却速度の違いによる基本⼒学的特性（⾼温引張特性等）を評価した。 また、
一部の特性が従来の⽂献値より低い値であることを示し、この原因がバンド状組織の存在によることを明らかにした（図
C2-2-(7)、C2-2-(8)）。 

 
図 C2-2-(5) TMW-4M3 合⾦強度評価試験結果 

[1] Y. F. Gu et al., “AN ADVANCED CAST-AND-WROUGHT SUPERALLOY (TMW-4M3) FOR TURBINE DISK 
APPLICATIONS BEYOND 700℃”,Superalloys 2012, ed. Eric S. Huron et al. (TMS, 2012), 903-910. 

 
図 C2-2-(6) 残留応⼒測定ラウンドロビン試験結果 
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４） タービンディスク⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（(株)本⽥技術研究所） 
■三菱重工より提供された TMW-4M3 Bar 材に対して評価項目の検討を⾏い、三菱重工航空エンジンと分担し、ク
リープ試験と LCF 試験を実施し、同材料の実⼒の把握を⾏った。その結果、NIMS より報告されていた強度(図 C2-2-
(5)中の⽂献値)が実際に作製した素材において発現していることが確認された。 

疲労試験において試験片の加工後の残留応⼒は試験結果に⼤きな影響を与えうるため、一定の範囲内に管理され
なければならないが、残留応⼒の測定方法は厳密には規定されてはおらず、現状ではその測定値は測定者により⼤きな
ばらつきがある。そこで、残留応⼒の許容値を設定するにあたり、その基準となる残留応⼒測定方法を確⽴するために下
記の評価を⾏った。残留応⼒測定サプライヤーの残留応⼒測定の実⼒を把握するために 2021 年度においては国内 5
社、海外 1 社において異なる⼆つの加工条件で加工を⾏った試験片の残留応⼒測定を⾏った。(図 C2-2-(6)) その
結果、同一の標準材を⽤いて測定基準を統一して測定を⾏ったにもかかわらず測定結果には測定者間で⼤きな差が⾒
られた。2022 年度においては 2021 年度に確認されたサプライヤー間の測定条件の違い(管球、ピーク位置の決定方
法、入射角度および点数、電解研磨条件、補正の有無など)を吟味し、十分な再現性を有する残留応⼒測定方法の
確⽴を⾏う。 

 
５） タービンディスク⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（三菱重工航空エンジン(株)） 
■TMW 合⾦パンケーキ材において、各種熱処理条件が⼒学的特性に影響を与えることが考えられる。この条件設定を
共通課題として、溶体化処理後の冷却速度の違いによる基本⼒学的特性（⾼温引張特性等）を評価した。 また、
一部の特性が従来の⽂献値より低い値であることを示し、この原因がバンド状組織の存在によることを明らかにした（図
C2-2-(7)、C2-2-(8)）。 

 
図 C2-2-(5) TMW-4M3 合⾦強度評価試験結果 

[1] Y. F. Gu et al., “AN ADVANCED CAST-AND-WROUGHT SUPERALLOY (TMW-4M3) FOR TURBINE DISK 
APPLICATIONS BEYOND 700℃”,Superalloys 2012, ed. Eric S. Huron et al. (TMS, 2012), 903-910. 

 
図 C2-2-(6) 残留応⼒測定ラウンドロビン試験結果 
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６） タービン翼⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（(株)IHI） 
■NIMS にて製造された TMS238 単結晶材を⽤いて、参画機関と協議の上決定した①物性値、②引張特性、③ク
リープ特性、④低サイクル疲労特性、⑤⾼サイクル疲労特性、⻲裂進展特性についてデータを取得。 

解決すべき共通課題として、耐酸化試験手法の標準化を実施し、それに基づく耐酸化特性データを取得。 
FAA 公認の⾦属材料データベース MMPDS: Metallic Material Properties Development and 

Standardization  を参考に、データベースの掲載項目、データ取得フォーマットを選定し、参画機関で共通のデータベ
ース構造の設定を⾏った。また、取得した試験データを NIMS に集約することで航空機エンジン材料⽤国内データの拡
充を実施。 

 
７） タービン翼⽤ Ni 基合⾦の材料特性評価（川崎重工業(株)） 
■航空機⽤エンジンの材料データベースに必要な基礎的な材料特性の項目として、基礎物性については比熱、熱伝導
率、熱膨張率、ヤング率、せん断弾性率、ポアソン比、機械的特性については引張特性、クリープ特性、低サイクル疲労
（LCF）特性、⾼サイクル疲労（HCF）特性、また耐環境性として耐酸化特性を選定した。機械的特性の取得のた
めに必要な材料試験に関して、国際認証プログラム Nadcap の認証を保有する国内の試験機関において ASTM 試験
規格に準拠して試験を実施することを前提として、各試験における条件や試験片について参画機関で共通の仕様を定
めた。またデータベースを構築する際に参画機関で共通して使⽤する各特性のデータフォーマットを定め、データベース構
築の基盤を整備した。 

 
図 C2-2-(7) 低サイクル疲労特性＠725℃   図 C2-2-(8) TMW 合⾦パンケーキのミクロ組織 

 
図C2-2-(9) 耐酸化試験手法の
標準化 

 
図C2-2-(10) 耐酸化試験結果 
試験片の重量変化 

 
図 C2-2-(11) 耐酸化試験後
の断⾯ミクロ SEM 写真 

■本格的なデータベース構築に向けた予備試験として、NIMS によって製作された TMS 単結晶鋳造材を⽤いて基礎的
な機械的特性に関する各種試験を⾏い、試験データを取得した。図 C2-2-(12)および図 C2-2-(13)に取得した引張
試験データおよびクリープ試験データを示す。試験供試材の情報を整理したうえで得られた試験データを評価することによ
り、いずれの機械的特性についてもデータベースの構築に必要なデータが適切に取得できる⾒込みが得られた。また試験
で得られたデータを定められたデータフォーマットに入⼒して管理することで、国内で共有するデータベースの基礎を構築し
た。 

 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

⾼温強度、耐環境特性、コスト、製造性などのバランスに優れた国内開発耐熱材料を⺠間の航空エンジンにおいて
使⽤するためには、国際競争⼒のある材料を対象とした信頼性のある材料データを取得し、材料データベースとそれを活
⽤した寿命予測技術により、その材料の信頼性を FAA 等の認定機関に認証させる必要がある。本プロジェクトでフレー
ムワークを構築する材料特性データベースにより、将来の認証取得を目指してデータを蓄積し、部材としての信頼性を⾼
めることで、⽇本主導のエンジン製造の技術基盤を確⽴する。 

 

 
図 C2-2-(12) 引張試験データ 

 
図 C2-2-(13) クリープ試験データ 

 
図 C2-2-(14) 事業後の出⼝戦略イメージ 
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■本格的なデータベース構築に向けた予備試験として、NIMS によって製作された TMS 単結晶鋳造材を⽤いて基礎的
な機械的特性に関する各種試験を⾏い、試験データを取得した。図 C2-2-(12)および図 C2-2-(13)に取得した引張
試験データおよびクリープ試験データを示す。試験供試材の情報を整理したうえで得られた試験データを評価することによ
り、いずれの機械的特性についてもデータベースの構築に必要なデータが適切に取得できる⾒込みが得られた。また試験
で得られたデータを定められたデータフォーマットに入⼒して管理することで、国内で共有するデータベースの基礎を構築し
た。 

 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

⾼温強度、耐環境特性、コスト、製造性などのバランスに優れた国内開発耐熱材料を⺠間の航空エンジンにおいて
使⽤するためには、国際競争⼒のある材料を対象とした信頼性のある材料データを取得し、材料データベースとそれを活
⽤した寿命予測技術により、その材料の信頼性を FAA 等の認定機関に認証させる必要がある。本プロジェクトでフレー
ムワークを構築する材料特性データベースにより、将来の認証取得を目指してデータを蓄積し、部材としての信頼性を⾼
めることで、⽇本主導のエンジン製造の技術基盤を確⽴する。 

 

 
図 C2-2-(12) 引張試験データ 

 
図 C2-2-(13) クリープ試験データ 

 
図 C2-2-(14) 事業後の出⼝戦略イメージ 
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チーム名 C3 Ti 合⾦の粉末・３D 積層造形プロセスの開発 
チームリーダー 高橋 聰（(株)IHI）、野村 直之（東北⼤学） 
参画機関 (株)IHI、東北⼤学、(株)⼤阪チタニウムテクノロジーズ、日本積層造形(株) 

 
サブチーム名 A2-10 ３D 積層造形用経済型 Ti 合⾦粉末の開発 
サブチームリーダー 野村 直之（東北⼤学） 
参画機関 東北⼤学、(株)⼤阪チタニウムテクノロジーズ 

 
C3 は一定の成果が得られたため 2020 年度で終了。一部の研究テーマを A2-10 に移管して研究活動を継続。 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

世界的に Additive Manufacturing 技術(以降、AM)の製品への適用が急速に進んでいる。その中でも今後市場
の成⻑が著しい航空機関係分野では他の分野に先駆け、適用製品が増えている。特にTi合⾦に関しては鋳造からAM
への転換を⾒込んでおり、これがなされるとサプライチェーンのあり方は大きく変わり、また急激に巨大な市場へと成⻑するこ
とが考えられる。この背景には寡占化と需要拡大が進むことにより、素材供給不安が懸念される Ti 合⾦製大型鋳物の
市場に対して、新たに AM プロセスを実用化させることで、部材製造プロセスの選択肢を広げる意図がある。そのため、海
外のジェットエンジンメーカーでは粉末サプライヤや造形メーカーとの垂直統合など、粉末製造から下工程に至るまで投資・
生産規模拡大が始まっている。 

一方で、現時点の日本国内の AM 市場は未だ生産規模が小さく、AM 技術の量産工程への適用については欧米に
対して後れを取っていることは否めず、世界市場への参入はできていない。今後市場へ参入するにあたっては、国外の企
業連合に対して、プロセスコストの低減・部材開発期間の短縮や、AM の特性を生かした設計技術の適用による部材の
付加価値向上を⾏い、高い競争⼒を持つこと、また、それを実現する MI システムの開発が必要となる。そのため本研究
では上記のうち、プロセスコスト低減・部材開発期間の短縮に着目し、SIP の他のチームと協働し、それに資する MI シス
テムを開発するとともに、粉末製造、粉末特性評価、積層造形、特性評価と AM に関係する研究開発を国内で一貫し
て⾏い、国際的に競争⼒を持ったサプライチェーンの構築を最終目的とする。なお本研究で対象とする部材形状は比較
的低温部（〜200℃程度）で使用される静止部品への適用を念頭に、低圧圧縮機ノズルのような一体かつ複雑形
状を持つ部材を対象とする。求められる特性としては一般的に各所で使用されている AMS 材と同等なものとする。 

本研究で使用する粉末は以下とする。 
 大阪チタニウムテクノロジーズ製開発プロセス Ti 合⾦粉末（以下、経済型粉末） 
 大阪チタニウムテクノロジーズ製現⾏プロセス Ti 合⾦粉末（以下、現⾏粉末） 
 造形装置純正 Ti 合⾦粉末 CL41（以下、ベンチマーク粉末） 
 

1.2 目標   
C3 の最終目標（2022 年度末時点︓2020 年度で中止） 
 経済型粉末製造プロセスを実証する。原材料費の 20%のコスト削減を目標とする。(TRL2) 
 経済型粉末における材料レシピおよび造形レシピを開発し、実部材の製造を⾏う。（TRL3） 
 経済型粉末の設計指針を構築する。(TRL3) 
 現⾏粉末、ベンチマーク粉末および経済型粉末によって造形された部材の特性を評価し、 
  それをもとにデータベースを構築する。（TRL2） 
A2-10 の最終目標（2022 年度末時点） 
 経済型粉末製造プロセスを実証する。原材料費の 20%のコスト削減を目標とする。(TRL2) 
 経済型粉末の設計指針を構築する。(TRL3) 
 

1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目（●︓C3、★︓A2-10） 

1) 経済型粉末製造プロセスの構築（大阪チタニウムテクノロジーズ） 
●小型テスト用アトマイズ装置を流用し、ラボレベルで簡易インゴットおよび経済型粉末を製造する。 
●簡易インゴット溶解装置を導入・設置する。 
★経済型粉末の作製 

2) 積層造形に用いる粉末の評価法・指針構築（東北大学） 
●粉体の流動挙動および粉末床の表⾯状態、気孔率が測定できる粉末床質評価装置を開発し、リコーティング
時の粉末の流動挙動の実測を⾏う。 
●これらの実験値とリコーティングシミュレーションの結果を比較することにより、シミュレーションの妥当性と問題点に
ついて検討するとともに、シミュレーションの精度をさらに向上させるための解析⼿法の改善を⾏う。 
●上記の実験およびシミュレーションから得られる（粉末特性）-（リコーティング）-（粉末床状態）のデータベ
ースを、経済型粉末の特性改善のためにフィードバックする。 
★経済型粉末の付着メカニズムの解明と付着⼒制御法を検討する。 
★異なる付着⼒を有する Ti 合⾦粉末の DEM シミュレーションの高精度化を⾏う。 

3) Ti 合⾦造形プロセスの構築（日本積層造形） 
●現⾏粉末およびベンチマーク粉末について PDCA サイクルを回し、粉末品位／粉末床状態／造形条件と造形
体特性の関係を分析・整理する。 

4) 造形部材の特性評価／適用検証（IHI） 
●現⾏粉末、経済型粉末およびベンチマーク粉末における造形部材の特性データ取得とその評価・整理を⾏う。 
●これらの結果を用いて粉末品位が部材特性に与える影響を定量的に評価する。 

 
(2) 実施体制 
 

 
図 C3-(1)  サイバー／フィジカル、産学官連携の関係図 
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1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目（●︓C3、★︓A2-10） 

1) 経済型粉末製造プロセスの構築（大阪チタニウムテクノロジーズ） 
●小型テスト用アトマイズ装置を流用し、ラボレベルで簡易インゴットおよび経済型粉末を製造する。 
●簡易インゴット溶解装置を導入・設置する。 
★経済型粉末の作製 

2) 積層造形に用いる粉末の評価法・指針構築（東北大学） 
●粉体の流動挙動および粉末床の表⾯状態、気孔率が測定できる粉末床質評価装置を開発し、リコーティング
時の粉末の流動挙動の実測を⾏う。 
●これらの実験値とリコーティングシミュレーションの結果を比較することにより、シミュレーションの妥当性と問題点に
ついて検討するとともに、シミュレーションの精度をさらに向上させるための解析⼿法の改善を⾏う。 
●上記の実験およびシミュレーションから得られる（粉末特性）-（リコーティング）-（粉末床状態）のデータベ
ースを、経済型粉末の特性改善のためにフィードバックする。 
★経済型粉末の付着メカニズムの解明と付着⼒制御法を検討する。 
★異なる付着⼒を有する Ti 合⾦粉末の DEM シミュレーションの高精度化を⾏う。 

3) Ti 合⾦造形プロセスの構築（日本積層造形） 
●現⾏粉末およびベンチマーク粉末について PDCA サイクルを回し、粉末品位／粉末床状態／造形条件と造形
体特性の関係を分析・整理する。 

4) 造形部材の特性評価／適用検証（IHI） 
●現⾏粉末、経済型粉末およびベンチマーク粉末における造形部材の特性データ取得とその評価・整理を⾏う。 
●これらの結果を用いて粉末品位が部材特性に与える影響を定量的に評価する。 

 
(2) 実施体制 
 

 
図 C3-(1)  サイバー／フィジカル、産学官連携の関係図 
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2. 研究開発の成果 
2.1 C3 チーム全体の研究開発成果 
●フィジカル⾯では、粉末床実験とリコーティングシミュレーションにより、粉体の流動挙動および粉末床の表⾯状態との相
関を明らかにした東北大学を核とし、目標とした造形部材の特性を得られるよう、「経済型粉末製造技術」と「粉末特性
を生かす造形技術」について、特性に及ぼすそれぞれの影響を体系づけた。これにより、経済型粉末の製造プロセスから
造形プロセス開発および部材評価によるデータ取得まで、一貫して影響を評価し、遅滞なく開発を遂⾏するとともに、経
済型粉末ならびに経済型粉末を利用した造形体特性データベース化に着⼿した。 
●サイバー⾯では、粉末製造や造形などの工程毎に MI システムを作成し、最終的に図 C3-(2)に⽰すサプライチェーン
全体を繋ぐ MI システム構築を目指した。その基礎段階として各工程の INPUT/OUTPUT データを取得し、一部のソフ
トウェアを試作した。 
 

 
図 C3-(2) サプライチェーン全体を繋ぐ MI システム像 

 
2.2 A2-10 全体の研究開発成果 
★経済型粉末の製造（担当︓大阪チタニウムテクノロジーズ）では、経済型粉末の成分均質化を目的とした簡易イン
ゴット溶解装置の仕様と設計を⾏い、2020 年度に導入した。MI システムによるコイル形状及び溶解条件の最適化と、
簡易インゴット溶解装置の組合せにより製作したインゴットを原料として粉末を製造し、東北大学に提供した。ベンチマー
ク粉末と同等の粉末特性を持つ経済型粉末の製造に成功し、性能と低コスト化との両⽴へ目途を得た。 
★経済型粉末の評価（担当︓東北大学）では、大阪チタニウムテクノロジーズから供給された経済型粉末を用いて粉
末特性評価を⾏った。経済型粉末の粒度分布はベンチマーク粉末と同等であり、粉末間の付着⼒低いことから、優れた
流動性を有していることが⽰唆された。Al 濃度制御と表⾯処理により粉末間の付着⼒を低減できることを⾒出した。 
★経済型粉末によるリコーティング実験と DEM シミュレーションの高精度化に関しては、粉末間の付着⼒がおよぼす粉末
床の充填挙動への影響を実験とシミュレーションにより解析し、粉末床の形成過程および粉末床密度に対する粉末間の
付着⼒の影響を明らかにすることが出来た。 
 
 
 
 

 
図 C3-(3) 粉末製造と粉末床最適化に特化した MI システム像 

 
2.3 個別機関の研究開発成果（●︓C3、★︓A2-10） 
1) 経済型粉末製造プロセスの構築（大阪チタニウムテクノロジーズ） 
●ラボレベルで経済型粉末の特性ばらつきに及ぼす製造パラメータの影響を明らかにした。さらに得られた結果から経済
型粉末を製造し、各機関に提供した。 
●簡易インゴットから経済型粉末作製までのプロセス条件の影響を定量的に明らかにし、得られた結果を元に経済型粉
末量産用設備を 2020 年度内に⽴上げた（図 C3-(4)）。 
★経済型粉末量産用設備にて簡易インゴットを作製（図 C3-(5)）し、経済型粉末を作製した（図 C3-(6)）。 
★粉末特性への影響要因の実証のためアルミニウムの濃度を規格内にて増減させた経済型粉末を作製し、提供した。 
 

 
図 C3-(4) 簡易インゴット装置 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 C3-(5) 得られた簡易インゴット                図 C3-(6) 経済型粉末  
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図 C3-(5) 得られた簡易インゴット                図 C3-(6) 経済型粉末  
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2) 積層造形に用いる粉末の評価法・指針構築（東北大学） 
●粉体の流動挙動および粉末床の表⾯状態、気孔率が測定できる粉末床質評価装置を開発し（図 C3-(7)）、リコ
ーティング時の粉末の流動挙動の実測を⾏った。 
●粉末床実験とリコーティングシミュレーションの結果を比較することにより、シミュレーションの妥当性と問題点について検
討した。検討結果より、シミュレーションの精度をさらに向上させるための解析⼿法の改善を⾏った。 
★DEM を用いたリコーティングシミュレーションにおいては、PYSYBOL を利用することでシミュレーションに用いる粉末特性
値のフィッティングを効果的に⾏うことが可能となり、粉末床の形成過程および粉末床密度に対する粉末間の付着⼒の
影響を明らかにすることが出来た。 
★チタン合⾦粉末の付着⼒制御を、組成制御と表⾯処理の観点から実施し、ベンチマーク粉末および⾃社チタン合⾦
粉末よりも低い付着⼒を得ることに成功した。 
 

 
図 C3-(7)  粉末床質評価装置 

 
 
 
 
 
 
 

図 C3-(8) DEM シミュレーションによる粉末床状態評価 
 
3) Ti 合⾦造形プロセスの構築（日本積層造形） 
●Concept Laser M2(第 1 世代)における造形プロセス条件の⾒極めのための試験⽚造形および模擬ノズル形状品
の造形試作を各粉末（現⾏粉末、ベンチマーク粉末）で実施した。 
4) 造形部材の特性評価／適用検証（IHI） 
●Concept Laser M2（第 1 世代︓日本積層造形、第 4 世代︓三菱商事テクノス）における造形条件と造形試
験⽚の品位（⾦属組織中の空隙率、クラック）の相関を整理し、各粉末（経済型粉末、現⾏粉末、ベンチマーク粉
末）でのプロセスウィンドウの絞り込みを⾏った。 
●Concept Laser M2（第 1 世代）において、いずれの粉末においてもプロセスウィンドウは同傾向を⽰しており、装置
の最適条件であれば、粉末品位に影響されず高密度の部材が造形できることが分かった。 
●Concept Laser M2（第 4 世代）での造形部材の組織観察と特性評価（引張、伸び、絞り）の結果をもとに、
各粉末（ベンチマーク粉末、現⾏粉末）での造形プロセスウィンドウの絞り込みを⾏った。 

●Concept Laser M2（第 4 世代）において、いずれの粉末においてもプロセスウィンドウは第 1 世代より広域で、か
つ同傾向を⽰した。第 1 世代同様に、今回確⽴したプロセスウィンドウは経済型粉末でも展開可能であると考えられる。 
●サプライチェーン全体での MI システム構築に向け、前後工程での Input / Output の精査を⾏い、MI システムで活
用するパラメータを設定し、繋ぎ込みの指針を作成した。 
 

  
図 C3-(9)  Concept Laser M2（第 4 世代）を用いて造形した模擬ノズル 

 
3.社会実装に向けた出⼝戦略 
 航空機分野では本プログラム開発前と比較し、脱 CO2 に向けた電動化の流れが表れてきた。一方で、⻑距離輸送用
の航空機等は SAF（Sustainable Aviation Fuel）などの代替燃料を用いたエンジンが必須で、その開発は依然続
くと予想される。併せてさらなる燃費向上の要望が大きくなるため、「軽くて強い」材料開発、すなわち Ti-AM 部品の需要
が高まると予想される。 
 適用に当たっては本研究で実施した AM 特有の欠陥発生状況の把握と、それに基づいた部品寿命評価等の設計技
術の開発も併せて必要となる。このような応用技術は今後クローズで開発していく部分が多いが、本研究で得られた MI
システムを活用し、開発期間の短縮と、コスト低減につなげていく。また、国内のサプライチェーンならびに粉末に関する研
究拠点が形成されたことにより、研究開始前と比較し当該分野での国際競争⼒が向上したと考える。 
 航空エンジンの開発期間の短縮化が進む中、エンジン開発プログラム開始の時点でタイミングよく技術を提⽰できる必
要がある。当該技術を利用したタイムリーな部材開発でエンジン適用につなげるという戦略で、サイバー／フィジカル両⾯
の開発結果の社会実装としていく。 
 

 
図 C3-(10)  期待される社会・経済等への波及効果 
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チーム名 C4 高性能 TiAl 基合⾦動翼の粉末造形プロセス基盤技術構築と開発 
チームリーダー 竹山 雅夫（東京工業大学）、福島 明（三菱重工航空エンジン(株)） 
参画機関 東京工業大学、三菱重工航空エンジン(株)、(株)神⼾製鋼所、大阪冶⾦興業(株)、 

大阪大学 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 
 新たに開発される全ての航空機エンジンには環境負荷低減の観点から低燃費化が求められ、軽量⾼⽐強度な TiAl
基合⾦の低圧タービン（LPT）動翼（鋳造、鍛造）への実用化がなされてきた。現在は、設計の⾃由度が⾼く、ニアネ
ット成形が可能な粉末プロセスによる TiAl 製 LPT 動翼の実用化が求められている。 
 本研究開発は、粉末を利用した造形プロセスの異なる MIM(metal injection molding)および AM(additive 
manufacturing)両方に適用可能な TiAl 合⾦を実用化する上での諸課題を解決し、従来の実験中心ではなく、MI
技術を活用して、既存の実用合⾦を凌駕する⾼強度・⾼靭性 TiAl 基 LPT 動翼の実用化に資する設計製造基盤技
術の短期間での構築を⾏う。特に重要なのは、成形プロセスにおいて酸素濃度が大きく異なる MIM と AM 両方におい
て、要求特性を満足する合設計手法の確⽴とそれによる低コスト化である。その鍵となるのは酸素を含む多元系状態図
データベース（DB）とそれを利用した組織制御法からなる「組織設計モジュール」、および複数の組織構成要素からなる
合⾦の緒特性をシミュレーションによって予測する「特性予測モジュール」の構築である。次に重要となるのは、200mm
以上ある LPT を⾼精度で製造するための MIM/AM プロセスパラメータの最適化を導く「プロセス設計モジュール」の構築
である。特に、MIM では、これまで前例のないこの大型部材に適用可能な射出・焼結のシミュレーション技術、一方、AM
では、プロセスパラメータをニューラルネットワークにより決定する技術の構築を目指す。これらの基盤技術の構築は、世界
最⾼の設計原理とプロセス技術を有する産学が連携することによって初めて成されるものであり、本分野において世界に
日本の技術⼒を示すものとなる。 
 
1.2 目標 
 世界に類の無い強度と靭性を有する新規 TiAl 基合⾦を粉末プロセスにて製造することを目標に、その逆問題 MI 基
盤の構築とそれに基づいたモデル合⾦提案、動翼の試作、検証を⾏う。具体的には、東工大が、要求特性を満たし、且
つ、MIM（粉末径 45μm 以下）および AM（粉末径 45μm 以上）の両プロセスに適用可能な合⾦設計・組織設
計のための逆問題 MI 基盤の構築を、神⼾製鋼所が、コストリーダーシップ戦略の元、東工大が設計した合⾦の Al 成分
制御から粉末リサイクルまでの一貫した溶解技術の確⽴を⾏う。そのインゴットを大阪冶⾦興業（OYK）が粉末化し、
MIM については三菱重工航空エンジン（MHIAEL）がニアネット成形を可能にする翼型輪郭度を満たす大型翼製造
プロセスの MI 基盤の構築を、また、OYK が動翼の試作、MHIAEL がその強度試験を⾏い、要求特性を満たすことを実
証する (TRL４〜５)。一方、AM については、阪大が OYK の製造したカスタマイズ TiAl 粉末を用いて AM プロセス
（電子ビーム式）にて造形するためのプロセスウィンドウを決定するとともに、原料粉末－プロセス条件－微細組織－⼒
学特性を繋ぐ AM データベースを構築する。さらには、同データベースを活用することで、プロセス最適化のための AM 逆
問題 MI システムを構築し、タービン翼形状造形体を試作する (TRL4)。 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
１）逆問題 MI システムの構築（東工大） 
 ● 組織設計/特性予測モジュールの構築 
 ● MI システムを活用した合⾦設計 
 
2）⾼品位/低コストの粉末用 TiAl 基合⾦鋳塊製造技術の開発（神⼾製鋼所） 
 ● 目標 Al 濃度以内に制御可能な成分分析手法の確⽴ 

 ● 量産安定性向上のための溶解鋳造プロセス改善指針の抽出 
 ● 不純物濃度が増加した TiAl 基合⾦粉末のリサイクル技術 
 
3）粉末製造および射出成形／焼結プロセスの構築（大阪冶⾦興業） 
 ● 適正な焼結条件の確⽴ 
 ● 評価用試験⽚の作製および検証用実験データ取得 
 
4）粉末射出成形を用いた最適化プロセスの構築と実証（三菱重工航空エンジン） 
 ● 射出成形/焼結シミュレーション技術の構築 
 ● 大型翼の設計/試作（大阪冶⾦興業と共同実施） 
 
５) AM プロセスにおける逆問題 MI システム基盤技術の構築（大阪大学） 
 ● カスタマイズ TiAl 粉末を用いた AM プロセス技術の確⽴ 
 ● 原料粉末－プロセス条件－微細組織－⼒学特性を繋ぐ AM データベースの構築 
 ● AM データベースを活用した逆問題 MI システムの構築 
 ● 逆問題 MI システムを用いたタービン翼形状造形体の試作 
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2.1 チーム全体の研究開発成果 

C4 チームの最大の成果は、図 C4-(2)に示すように、独⾃に構築した MI システムを活用し、既存の合⾦を凌駕す
る厳しい要求特性を満たし、且つ、従来では考えられない 200mm を越える低圧タービン動翼（LPT）の設計、製造、
形状付与を MIM プロセスにより世界で初めて実証したことにある。また､同時に、同じ合⾦粉末を利用して AM（EBM: 
electron beam melting）プロセスにおいても、要求特性を満たす大型動翼の製造条件を MI 化し、試作に成功し
たことにある。それも 3 年余で。以下に、C4 チームの成果に貢献した各機関での成果の概略と全体像を述べる。 

C4 チームの構築した動翼の製造に⾄る逆問題 MI 基盤のフローを図 C4-(3)に示す。まず、東工大が担当する MI
基盤（図の破線で囲まれた部分）は特性予測モジュール（MPM︓Mechanical Property prediction module）
と組織設計モジュール（MDM︓Microstructure Design module）から構成される。その詳細は次節に譲るが、
MPM は企業側の要求特性を⼊⼒値とすると、計算によってその条件を満たす組織因子の体積分率が出⼒される。次
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に、MDM はその値を⼊⼒値として、その組織
因子が得られる合⾦組成及び熱処理条件の
範囲を出⼒する。ここで重要なのは、MIM と
AM プロセスにおいて合⾦中の酸素濃度が大
きく異なるが、この東工大が構築した MI 基盤
は酸素濃度の大⼩に対応するものである。東
工大が提案した合⾦は、神⼾製鋼所が
CCIM （ cold crucible induction 
melting）法を利用した新たな溶解プロセス
によるAl濃度を±0.2wt%以内という世界最
⾼⽔準の範囲にて溶解する。また、同時に翼
製造にて得られる廃材のリサイクルプロセスを
構築した。その後、大阪冶⾦興業（OYK）
がそのインゴットを粉末化し、粒径 45m 以
下の粉末（収率約 40%）は MIM に、一
方、残りの 45m 以上の粉末は AM にと、粉
を一切無駄にせず、それぞれのプロセス設計モジュール（PDM︓process design module）の構築に利用した。 

ここで、PDM では新たに翼形状の精度向上のための要求特性が求められる。MIM については、三菱重工航空エン
ジン（MHIAEL）が射出成形および焼結シミュレーションを通じて翼の⾼精度成形のためのプロセス条件の MI 化、また、
大型翼の機械的特性評価、実証を⾏い、OYK がその製造条件を用いて翼を製造した。また、AM については、大阪大
学が EBM による⾼精度翼製造のためのプロセス設計条件をニューラルネットワークを利用して MI 化し、大型翼を製造、
検証した。 
図 C4-(4)に、大型翼のダブテイル（図 C4-(2)に示す根元の部分）から採取した試験⽚から得られた 750℃に

おける引張強度（UTS）と室温における破壊靭性値（KIC）を示す。MIM、AM いずれにおいてもいて要求特性を満
たす。我々は、既に中間報告（3 年目）において、要求特性を満たす組織因子を特定し、東工大が構築した
prototype な MI 基盤を利用して大型翼製造のための合⾦設計を⾏った。しかし、これはあくまでも⼩型試験⽚を用い

 
図 C4-(2)  MI に基づいて作製した MIM 翼（a:加工前、b︓加工後）と AM 翼（a︓造形まま、b︓加工後） 

 

図 C4-(3)  MIM および AM プロセスによる動翼製造のための
逆問題 MI 基盤のフロー 

ての結果であり、大型翼において要求特性を満たすことを保
証するものではない。また、昨年の報告では、それぞれの
PDM を利用して大型翼が製造出来ることを実証したが、これ
も大型翼において要求特性を保証したものではない。図 C4-
(3)における「Verification（検証）」とは、大型翼において
要求特性を満たすか否かの検証であり、これが要求特性を満
たして初めて逆問題 MI 基盤が機能することになる。結果は
⾃明である。 

ここで、強調しておくべきことは、我々C4 チームはこの第２
期 SIP の期間（実質 4 年間）に世界に類のない大型動翼
を粉末プロセスにて製造する逆問題 MI 基盤を、スタンドアロ
ーンで構築したことである。ただし、その逆問題 MI 基盤を構
成する３つのモジュールはいずれも、順問題から構築するデー
タベース（DB）が必要、すなわち、信頼ある実験データが必
要不可⽋となる。詳細は、2.2 に譲るが、仮に、計算機を用
いて簡単に合⾦設計が可能と考えている輩がいるとすれば、
それは大きな誤りである。例えば一例として、東工大が担当する MDM の中⾝は、具体的に⾔えば、酸素を含む多元系
状態図 DB の構築が無ければ成⽴しない。ところが、侵⼊型元素である酸素を含む状態図を計算によって再現する熱
⼒学的 DB は皆無であり、これを一から構築する必要がある。また、DB は一端構築すればよい、というモノではなく、常に
更新されなければそのうち陳腐化する。すなわち、今後我々が構築した MI 基盤を有効活用するためには、DB の更新
等基礎的な研究の継続が必要となる。 

以上より、C4 チームの成果は、逆問題 MI 基盤を構築し、それに基づいて大型翼が製造できることを実証したこと、
特に、MIM では⼩型部品しか出来ないと⾔われていたものを、200mm を越える大型部品の製造にも適用可能である
ことを実証したことにあり、この実現には、C4 チームを構成する全機関（東工大、神鋼、大阪冶⾦、三菱重工航空エン
ジン、大阪大学）が垂直統合型に有機的に連携し、2 ヶ⽉毎に技術会議を設け、忌憚なき意⾒をぶつけ合い、真摯に
且つ情熱をもって役割を果たして結果であることを強調しておきたい。 
 
 
2.2 個別機関の研究開発成果 
1) 逆問題 MI 基盤の構築（東京工業大学） 
 東工大は、要求特性を⼊⼒値とし、それを満たす組織が得られる合⾦組成範囲を出⼒できる逆問題MIシステムの構
築、および、その MI システムに基づくモデル合⾦の設計を担当した。逆問題 MI システムを構成する特性予測モジュー
ル・組織設計モジュールそれぞれの構築について詳細を記す。 
 
1-1) 特性予測モジュール構築（機械特性） 
 ⼊⼒値としての“要求特性”から、出⼒値としての“主組織構成要素の体積率範囲”を出⼒するモジュールを構築した。
モデル合⾦を用いた組織のデジタル定量化と、その組織の機械的性質評価を実施し、組織と特性の関係 DB を順問題
的に構築した。それにおいて、ラメラ組織を基本組織とし、その粒界を→変態により⽣成するセル状組織
にて被覆することは、破壊靱性と引張強度を共に向上させる優れた組織制御法であるという学術的知⾒を世界に先駆
けて明らかにした。次いで、逆問題への展開を目的として、構築した DB を利用し破壊靱性と引張強度を計算にて予測
可能なモデルを下記のように構築した。 

破壊靱性︓ KIC=KIC
α2/γ+∆KIC=KIC

α2/γ+α ∆Ei Vc 

引張強度︓ σUTS=σUTS
α2/γ+∆σUTS=σUTS

α2/γ+ ∆σ0.2 Vc+
dσ
dε Vc

∙ ε Vc 

 
図 C4-(4)  MIM および AM の大型翼から採取
した試験⽚による機械的性質評価 
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ここで、KIC
α2/γとσUTS

α2/γは基本組織であるラメラの特性であり、ラメラ間隔に依存する。∆KICと∆σUTSはセル状組織の
導⼊に伴う特性の変化量であり(図 C4-(5))、破壊靱性はき裂発⽣エネルギー(Ei)、引張強度は耐⼒、加工硬化係
数、塑性ひずみから成る。これらのパラメータはモデル合⾦の応⼒-ひずみ曲線や荷重-変位曲線といったダイナミックな変
形挙動の解析により取得した。また、これらはそれぞれセル状組織の体積率(Vc)の関数として表現できることから、要
求特性を左辺に⼊⼒し Vc の関数として解くことにより、それぞれの特性において要求を満たす Vc 範囲が計算される。そし
てその共通項が、要求特性を共に満たす主組織構成要素の体積率範囲として出⼒される。その値が組織設計モジュー
ルの⼊⼒値となる。なお、このときラメラの特性も同時に計算され、それを満たすラメラ間隔、すなわち熱処理後の冷
却速度が出⼒される。このように構築した組織因子を取り⼊れた計算モデルを用いることによって、実験的に得られた特
性を、破壊靱性は±20％、引張強度は±5％以内の精度にて再現できることを実証した(図 C4-(6))。ここで、大型翼
の作製に用いた MIM 材の Vcを用いた計算値と実測値と⽐較した結果もこれらの範囲内に収まることから、計算モデルの
妥当性は⼗分検証されている。本モデルは MIM、AM 両プロセスに対して適応可能であり、これを用いて計算された組
織を有する MIM 材、AM 材は共に要求特性を満足することが実証された(図C4-(4))。 

 
1-2) 特性予測モジュール構築（酸化特性） 
 要求される合⾦の耐酸化特性を⼊⼒値とし、それを満たす組織構成要素を出⼒とする酸化特性予測モジュールを、
DB とニューラルネットワークを利用して構築した。組織-酸化特性 DB は、モデル合⾦を用いた 750℃/100h における耐
酸化特性の評価と、上述した組織のデジタル定量化の結果と組み合わせることにより構築した。それにおいて、合⾦中へ
の酸素の固溶は耐酸化性を劣化させず、むしろ向上させることを⾒出した。 
 
1-3) 組織設計モジュール 
 ⼊⼒値としての“主組織構成要素の体積率範囲”から、出⼒値としての“目的とする組織を得る合⾦組成範囲”を出
⼒するモジュールを構築した。MIM と AM とでは製造プロセスにおいて混⼊する酸素濃度が異なる。そのような２種のプロ
セスで粉末を有効利用するためには、相平衡・相変態に及ぼす固溶酸素の影響を低減する合⾦設計が必要となる。そ
こで、まず Ti-Al２元系、Ti-Al-M 三元系(M は遷移⾦属元素)、TI-Al-M1-M2 四元系におけるβ/α/α2/γ相間の相
平衡に及ぼす酸素の影響を実験的に調べ、酸素が強⼒なα(α2)安定化元素であること、組織制御を⾏う上で重要とな
るβ+α+γ三相共存領域が酸素量の増加に伴い⾼ M 濃度側へと移動することを明らかにした(図C4-(7))。その上で、
実験結果を計算により再現可能な熱⼒学データベース(DB)を構築した。独⾃に構築した DB を用いた計算は、実験結
果のほとんどを誤差±2％以内で再現でき、その精度は既存の商用 DB を凌駕することを確認した。 
 次に、上記 DB を用いた構成相の体積率計算に基づき、組織構成要素の体積率を⼊⼒値としてそれが実現可能な
組成範囲を出⼒する組織設計モジュールを構築するとともに、出⼒された組成における時効に伴うセル状組織の形成を
異なる酸素濃度において再現可能な速度論モデルを構築し、実験による検証を⾏った(図C4-(8))。 
 

 
図 C4-(6) 構築した特性予測モデルによる計算値と実測
値の⽐較︓(左) 破壊靱性、(右) 引張強度 

図 C4-(5) ラメラ組織へのセル組織
導⼊に伴う特性変化︓(左) 破壊靱性、
(右) 引張強度 

 

 
2) 高品位/低コストの粉末用 TiAl 基合⾦鋳塊製造技術の開発（神⼾製鋼所） 
2-1) 迅速分析技術 

鋳塊の量産安定性を確⽴するためには、成分制御された鋳塊のみを作製することが求められる。そこで、溶解中に成
分を制御する技術が有⼒となるため、XRF（蛍光 X 線分析）を用いた迅速分析技術の開発に取組んだ。Al 濃度が
30mass%程度の⾼濃度領域において、分析に必要な検量線が存在しないという課題があった。そのため、まずは検量
線の作成を試みた。作成した検量線が図 C4-(9)である。Al 濃度が 27mass%から 34mass%の範囲内において、
相関係数がほぼ 1 の検量線を作成できた。 

この検量線を用いて、迅速分析技術の精度を検証した。Ti-Al-4.8Nb-2.55Cr（mass%）合⾦において、Al 濃
度を 27.3mass%、29.3mass%、31.3mass%、33.3mass%の 4 条件とし、各濃度に対して 5ch で合計 20ch
の実験を⾏った。実験結果を図 C4-(10)に示す。横軸が目標 Al 濃度、縦軸が XRF の分析値である。上下の点線は
目標 Al 濃度±0.2mass%の範囲である。20ch 全てで目標 Al 濃度±0.15mass%以内への制御ができており、目
標とする±0.2mass%以内への制御を達成できた。今回の 20ch での検証は量産設備で実施した。つまり、量産でも
適用できる迅速分析技術を開発できたことになる。 

 
2-2) リサイクル技術 

AM や MIM の工程で発⽣した粉末は O 濃度が増加しており、そのままではリサイクルできない。粉末を脱酸し、原料と
してリサイクルできれば、コストダウンに繋がる (図 C4-(11))。そこで、これまで開発してきた⾼ Al 脱酸法を展開して、

 
図 C4-(9) Al 濃度と X 線強度の関係 

 
図 C4-(10) 迅速分析の結果 

 

図 C4-(7) Ti-Al-M1-M2-O 五元系における酸素
添加に伴う terminal 組成の変化 

 

図 C4-(8) 時効に伴うセル体積率変化（図中●）お
よび過飽和度に基づく計算結果（図中実線） 
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AM 粉末、MIM 粉末の脱酸を実証した。⾼ Al 脱酸法は、Al の添加によって、スラグとして Al2O3 が形成することで O
濃度が低下する。 

O 濃度の⾼い AM 粉末および MIM 粉末を初装原料として溶解し、Al 濃度を 60mass%程度まで増加させるに従
って O 濃度が低減できることを確認した。また、製品として使用できる 30mass%程度の Al 濃度まで低減させるため、
Ti 添加して希釈した場合においても初期 O 濃度よりも低く維持できており、AM 粉末および MIM 粉末に対して、⾼ Al
脱酸法を適用できることを実証した。 

 
3) 粉末製造および射出成形／焼結プロセスの構築（大阪冶⾦興業㈱） 
3-1）粉末製造 

本研究では MIM（Metal Injection Molding︓⾦属粉末射出成形法）と AM（Additive Manufacturing︓
3 次元積層造形）に適した化学組成へカスタマイズされた TiAl 基合⾦粉末を使用した。東工大が設計した化学組成
にて神⼾製鋼が鋳塊を作製し、大阪冶⾦の既存のガスアトマイズ装置（EIGA︓電極誘導溶解ガスアトマイズ）で粉
末化した(図 C4-(12))。粉末化の後、目開き 45μm のメッシュでふるい分けを⾏い、ふるい下の粉末を MIM プロセス
に供し、ふるい上の粉末を AM 用粉末として大阪大学に提供した(図 C4-(13)、図 C4-(14))。MIM・AM ともに使
用可能な真球度の⾼い粉末を製造した。 

 
3-2）焼結試験と評価用試験⽚素材の作製 
ア）焼結試験 

MI システム構築と優れた特性を得るために設計された TiAl 基合⾦に
適した焼結条件を確⽴するために試験⽚を射出成形し、バインダーを除
去した上で焼結試験を実施した。焼結後に HIP 処理を⾏うが、カプセルフ
リー法で⾏うため、焼結段階で 94％以上の焼結体密度が必要であり、
目標値は 95%とした。11 種類の TiAl 基合⾦にて焼結試験を実施した
結果、全ての合⾦で 97％以上の焼結体密度が得られ、7 種類の合⾦で
99％以上の⾼い焼結体密度が得られた。密度 99.4%の焼結体の断⾯
ミクロ組織を図 C4-(15)に示す。 

 

図 C4-(11)  AM/MIM 粉末のリサイクルプロセス 

図 C4-(12) ガスアトマイズ装置 
（EIGA︓電極誘導溶解ガスアトマイズ） 

図 C4-(14) AM 用粉末 図 C4-(13) MIM 用粉末 

図 C4-(15) 焼結体の断⾯ミクロ組織 

図 C4-(16)に結晶粒界をγ粒で強化することを狙ったシリ
ーズの焼結温度に対する焼結体の密度を示す。2018 年度
から 2021年度にかけて 95％以上の焼結体密度を得る温度
が低くなる方向に推移している。これは焼結性が⾼まっているこ
とを示しており、MI システムの⾼度化を含めて研究を進めてい
く中で改善を図った結果である。 

 
イ）評価用試験⽚素材の作製 

焼結試験で得た適正な条件で各合⾦の評価用試験⽚素
材の焼結体を作製した(図 C4-(17))。作製した焼結体は
HIP と熱処理を⾏った上でミクロ組織や特性を東工大と三菱重工航空エンジンが評価した。材料特性の目標値は既存
合⾦の 4822 と TNM を凌ぐ⾼い目標値としたが、MIM 製 TiAl 基合⾦にて目標を達成した。 

また、MIM の各工程で酸素濃度分析を⾏い、バインダーが除去される脱脂・仮焼結の間に酸素濃度が 0.2 ポイント
程度⾼まるなど MIＭプロセス特有の挙動を把握した(図C4-(18))。評価用試験⽚から得たデータは MI システムの⾼
度化や新たな合⾦の設計に活用された。 

 
3-3）実翼強度成⽴性確認用の試作翼製造 

実翼強度成⽴性を確認するために材料特性の目標を達成した合⾦にて全⻑ 200 mm の試作翼を製造した (図
C4-(19))。通常の MIM の適正サイズは EPMA ガイドラインでは 0.2〜30mm とされており、試作翼の全⻑ 200mm
は通常の MIM のサイズより非常に大きい。加えて動翼の形状は⾁薄な部分と⾁厚な部分を併せ持ち、射出成形の難
易度が⾼く、焼結においては変形が⽣じやすい形状である。全⻑ 200mm の試作翼製造を実現するために三菱重工
航空エンジンと連携して MIM 用の射出成形シミュレーションと焼結シミュレーションの構築を進めた。構築にあたっては実
験データ取得などのフィジカル側を大阪冶⾦が担当し、シミュレーションの⾼度化などサイバー側を三菱重工航空エンジン
が担当した。実験と検証を重ねることでシミュレーションの⾼度化を図り、実翼強度成⽴性確認の試験に使用できる内部
⽋陥の無い試作翼の製造に成功した(図C4-(20))。 

図 C4-(19) 試作翼（2020 年度） 図 C4-(20) 試作翼焼結体の断⾯ X 線 CT 画像 
（2022 年度） 
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図 C4-(16) 焼結温度に対する焼結体の密度 
（結晶粒界をγ粒で強化することを狙ったシリーズ） 

図 C4-(17) 評価用試験⽚素材 
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図 C4-(18) MIM プロセスにおける酸素量の変化 
（10 種類の TiAl 基合⾦） 
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4) 粉末射出成型を用いた最適化プロセスの構築と実証（MHIAEL） 
4-1) 射出成形シミュレーションの精度向上と検証 
 射出成形品の内部品質の向上を図るため、成形条件の適正化について機械学習のひとつである Random Forests
を用いた成形条件の探索システムを構築した。本システムは射出速度、バインダー温度、⾦型温度等を設計変数とし、
目的関数には成形品中に分布する TiAl 粉末の粉末体積含有率と、バインダーの温度変化に伴う体積収縮率を用い
た。機械学習を用いて成形品中の“粉末体積含有率が低く“かつ“バインダーの体積収縮率が大きい”領域が最⼩となる
条件の探索を⾏った。最適条件を用いた解析結果を図 C4-(21)に示す。図中の各点は成形品の各位置での解析結
果を示す。目的関数の領域に該当する部位は最⼩化されていた。実際に、当該成形条件を用いた射出成形品を X 線
CT 装置で内部評価を⾏った。内部クラックの代表画像を図Ｃ4-(22)に示す。クラック発⽣条件で発⽣していた内部ク
ラックが最適条件では消滅しており、内部クラックが発⽣していないことを確認した。以上の成果により、機械学習を用い
た最適成形条件の探索システムの妥当性を確認した。 

 

 (a) クラック発⽣条件 (b) 最適条件 (a) クラック発⽣条件 (b) 最適条件 
      図 C4-(21)    図Ｃ4-(22) 
 
4-2) 焼結シミュレーションの⾼度化 

下型（セッター型）を用いた動翼の焼結工法に対応するシミュレーション手法を確⽴し、実翼焼結工法の適正化を
目的に焼結シミュレーションを実施した。焼結シミュレーションに使用する材料データは、昨年度までの成果を踏まえて選
定した SIP2 開発合⾦を用い、実翼焼結条件と同じ焼結条件で材料データを取得した。その一例として図Ｃ4-(23)に
焼結過程での相対密度の変化を示す。ガスアトマイズで作製して実翼材として使用する翼素材粉末とその残材の型素
材粉末を用いるセッター型では収縮過程が異なる。これらの材料データを用いて、実翼の焼結挙動を計算した結果を図
Ｃ4-(24)(a)に示す。材料の収縮挙動が異なるため翼とセッター型の変形挙動に差異（全⻑の差）があり、この材料
の組み合わせは⾼い形状精度を得るには不向きである。セッター型にも微粉を用いる場合は図Ｃ4-(24)(b)に示す通
り、より一致した収縮挙動を示し形状精度の⾼い翼を成形するには有利である。この成果を踏まえ、実翼の製作ではこ
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の材料の組み合わせで実施した。 
以上の通り、予め適切な材料や型形状を選択できる焼結シミュレーション手法を確⽴した。この焼結シミュレーションは、

実翼焼結において形状精度向上の検討に実用することが可能であり、TiAl 動翼開発の逆問題 MI 基盤の一部として
活用していく。 
 
4-3) TiAl 動翼における組織の適正化 

東工大と連携してミクロ組織を適正化したうえで引張試験および破壊靭性試験を実施し、本研究の強度に関する目
標値を達成した。⼩型試験⽚に加えて、実翼相当の中型試験⽚と TiAl 動翼から切り出した試験⽚で目標値の達成を
確認した。射出成形シミュレーション・焼結シミュレーションの MI システムを活用し、世界初となる MIM 製大型翼の作製
に成功した。大型翼全体にわたり無⽋陥かつ均質なミクロ組織分布であることを確認した(図 C4-(25))。また、図 C4-
(26)の様に実翼疲労試験を実施した。その結果、実用上⼗分な疲労強度を有していることを確認した。 

 
5) AM プロセスにおける逆問題 MI システム基盤技術の構築（大阪大学） 
5-1) カスタマイズ TiAl 粉末を用いた AM プロセス技術の確⽴ 

組成の異なる９種類の TiAl 粉末について、AM プロセス（電子ビーム方式）にてエネルギー密度に着目したスクリー
ニング造形を実施し、寸法精度に関するプロセスマップを作成するとともに⽋陥率とエネルギー密度の関係を明らかにした。
これらにより、全ての合⾦において、寸法誤差±0.4mm 以下、造形密度 98%以上を満たす健全造形体を作製可能
なプロセスウィンドウを決定した(図 C4-(27))。 

 

 
 

図 C4-(27) エネルギー密度に着目したスクリーニング造形によるカスタマイズ TiAl 粉末のプロセスマップ作製 

  
図 C4-(25) MIM 製大型翼の外観および
ミクロ組織 図 C4-(26) 実翼疲労試験 
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5-2) 原料粉末－プロセス条件－微細組織－⼒学特性を繋ぐ AM データベースの構築 
 様々なプロセス条件にて作製した各合⾦の造形体について、微細組織の定量解析と⼒学特性評価を実施した。その
結果、微細組織は、投⼊エネルギー密度に強く依存することが明らかとなった。特に、低エネルギー密度条件では、AM プ
ロセス特有の超急冷現象によって引き起こされる特殊な相変態を経由することで、AM 特異組織ともいうべきナノ組織が
形成され、従来材を凌駕する⾼温強度－延性が得られることを⾒出した(図 C4-(28))。さらには、東工大との連携に
より、同ナノ組織の形成過程を学術的に解明し、⾼インパクトファクター誌に発表した（Additive Manufacturing 46 
(2021) 102091、 IF=11.6）。加えて、ここで得られた微細組織および⼒学特性に関する実験データを蓄積するこ
とで、9 合⾦ｘ６０条件＝５４０パターン以上の情報を含む原料粉末－プロセス条件－微細組織－⼒学特性を繋
いだ AM データベースを完成させた。 
 

 
5-3) AM データベースを活用した逆問題 MI システムの構築 
 所望の健全性、特性を得るためのプロセス条件を提案可能な逆問題 MI システムを構築するため、上記 AM データベ
ースを教師データとし、原料粉末、プロセス条件から寸法精度、⽋陥率、微細組織、⼒学特性を予測するニューラルネッ
トワークを作成した。実験データと計算値の決定係数 R2 を基準として学習回数や中間層のユニット数を最適化すること
で、各ニューラルネットワークにおいて教師データとして使用しなかった実験データを R2>0.8 以上の精度で再現することに
成功した。さらには、これら４種類の予測モジュールを組合せて AM 逆問題 MI システムを構築し、9000 条件を超える
プロセス条件の中から、それぞれトレードオフの関係にある寸法誤差－⽋陥率と強度－延性の４つ要求を満足する条件
を導出した(図C4-(29))。 
 

 
 
5-4) AM 逆問題 MI システムを用いたタービン翼形状造形体の試作 
 スクリーニング造形によって得られたプロセスマップをもとに、タービン翼形状造形体（幅 50mm x ⻑さ 90mm、
200mm）を健全造形するための AM プロセス技術を確⽴した。これらタービン翼形状造形体は、均一な微細組織・⼒

図 C4-(28) AM 製カスタマイズ TiAl の微細組織、⼒学特性に及ぼすエネルギー密度の影響と AM データベースの例 

図 C4-(29) 寸法誤差に関するニューラルネットワークの精度と 9000 条件以上のプロセス条件の寸法誤差予測 

学特性分布を有し、同条件で作製した角柱と同等の⼒学特性を示す。さらに、構築した AM 逆問題 MI システムによっ
て 9000 を超える候補条件（拡張可能）の中から提案されたプロセス条件により、寸法誤差±0.4mm 以下、造形密
度 98%以上を満たす⾼精度大型タービン翼形状造形体の作製に成功した(図 C4-(30))。 
 

 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

TiAl ブレードの社会実装に向けた取り組みを、図 C4-(31)に示す。この図では、横軸年度、縦軸 TRL を示している。
SIP 完了までには実証試験として実翼疲労試験を実施した。今後、実用化に向けた開発試験を継続し、2030 年代
半ばの商用運用開始を計画している。 
 また、タービンブレード実装の際、鋳塊成分ばらつきを狭幅で厳密に制御することで製品品質が安定し、成分規格外れ
も抑制できることに加えて、リサイクル原料の使用によって、コストダウンを図る。これらの技術開発成果を活用した社会実
装として、⾼品位/低コストの粉末用 TiAl 基合⾦鋳塊を提供するとともに、資源循環の観点で溶解から粉末リサイクル
までの一貫した溶解プロセスを実現する。SIP 終了後は、量産安定性を向上させるための溶解プロセス最適化を継続し、
必要に応じ SIP での体制・役割を維持しつつ、社会実装を目指す。 
 

 

図 C4-(30) AM 逆問題 MI システムによる最適プロセス条件の提案と提案条件で作製したタービン翼形状造形体 

図 C4-(31) SIP 期間中および終了後の社会実装に向けた取り組み 
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チーム名 C5 セラミックス基複合材料の航空機エンジン部材化技術の開発 
チームリーダー 香川 豊／七丈 直弘（東京工科大学）、関川 貴洋（三菱重工航空エンジン(株)） 
参画機関 東京工科大学、三菱重工航空エンジン(株)、(株)ＩＨＩ、川崎重工業(株)、東京大学、 

宇宙航空研究開発機構 
 
1. 研究開発の概要 
1.1 背景・目的 

セラミックス基複合材料（CMCs: Ceramic Matrix Composites、慣例として以下 CMC と記述する）は軽量･耐
熱性に優れている。そのため、航空機用エンジン部材として用途拡大すると考えられている。航空機用エンジンを対象とし
た CMC の研究開発では、⾼温・⻑時間使用時の性能を保証して安全に利用可能であることは必須の要請である。こ
のため、性能と安全を両⽴させた CMC 部材を実現しなければならない。CMC は複雑な複合化組織を持つために、変形
や破壊現象は極めて多くの影響因子に支配される。シミュレーション技術は設計、製造、評価、保証等の場面で役⽴つ
と考えられている。しかし、現状のシミュレーション技術では実用上不⼗分である。MI システムによりサイバー空間上で材
料試験が可能となり、研究開発に役⽴つと考えられる。本研究では、MI システムを CMC の部材開発に利用するための
基礎・基盤となるモジュールとして開発し、CMC 材料・部材開発の利用に役⽴つシステムの構築を目指している。 
 
1.2 目標 
本研究開発では、CMC 材料・部材開発に利用に役⽴つことができる実用化支援システムの構築を⾏う。システムには、
CMC プロセス工程（図 C5-(1)）に関する課題の解決に役⽴つ以下のモジュール開発を推進する。 
① 基盤技術・統合プラットフォームの構築 
② 性能保証できるプロセス条件設定のための複合化モジュール（M1） 
③ 性能を保証する危険欠陥分布を抽出するための組織解析モジュール（M2） 
④ ⻑時間使用した後の劣化を予測するための危険性判定モジュール（M3） 

図 C5-(1) 各モジュールの位置づけ 
 
1.3 研究開発の実施項目、体制 
(1) 実施項目 
1) 基盤技術・統合プラットフォーム 
● CMC 特有の特性取得技術の開発、全体加熱型⼒学試験装置により⾼温下でのデータ取得・試験方法に関する技
術の開発、レーザー加熱を用いた負荷下での急速加熱冷却の試験法の開発と⻑時間試験への実現 
2) CMC の性能を保証するプロセス条件 
● COMSOLマルチフィジックスベースモジュールを用いて基礎シミュレータを用いた複数細孔含浸サブモジュール、反応サブ
モジュール、細孔分布サブモジュール含浸および繊維劣化サブモジュールを搭載した含浸基礎シミュレータの精度向上 
● 50〜80㎜の基本形状CMCプリフォームを用いて溶融Si含浸試験を実施し、Si含浸時の含浸速度を計測するととも
にSi含浸後の繊維劣化度合いのデータを取得することで含浸シミュレータの有効性の評価 
3) CMC 性能を保証するための危険欠陥分布の抽出 
● 機械学習による CMC 組織構造識別（マトリックス、繊維束、ポアの三次元分布）の実現 
● 実 CMC 組織を用いたマトリックスクラック進展に対するシミュレーションを用いたマクロ-ミクロ特性関係の理解 

CMC
部品

部品

M2 M3

CMC
検査・特性測定

部品
特性保証SiC繊維 繊維表面BN

コーティング
予備成
形体

SiC-M
複合化

複合化
組織

M1

基盤・統合︓CMC特有の特性データ取得方法

4) CMC 部材の性能劣化の予測と危険性判定 
● 実構造模擬試験片における⾼温疲労試験 
● ⾼温疲労の劣化予測モデルの構築  
 
(2) 実施体制 

研究開発に従事する機関のうち、大学・公的機関側（東京工科大、東京大、宇宙研）は主にサイバー側（材料
試験データの取得およびシミュレーション）を担当し、企業側（三菱重工航空エンジン、IHI、川崎重工業）はフィジカ
ル側（CMC 供試体の作製および結果の評価、部材設計へのフィードバック）を担当している（図 C5-(2)）。 

図 C5-(2) 実施体制と役割分担 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 チーム全体の研究開発成果 
 CMC 部材開発のための基盤技術を確⽴し、複合化プロセス・組織解析・劣化予測という各々のモジュールの構築と統
合により、CMC に関する研究開発の社会実装を加速する。開発される基盤的技術・モジュールおよび、モジュールの稼
働に必要な CMC 特有の特性データ取得法はそれぞれの研究開発に活用される。また、作成されたモジュールおよび研
究開発項目を支える基礎・基盤技術の整備は各企業において活用されるだけでなく、本課題の主たる実施拠点である
東京工科大学 CMC センターにおいて継承され、将来にわたり有効利用していく。CMC 特有のデータ取得法の開発、全
体加熱型⼒学試験装置による試験法開発、レーザー加熱を用いた試験法の開発、組織認識アルゴリズム開発と X-
FEM（eXtended Finite Element Method）⼒学モデル構築を⾏い、各モジュールの稼働に必要なデータ取得技
術を提供している（図 C5-(3)）。ここでは主に CMC 特有のデータ取得法の開発成果について述べる（これ以外は
2.2 に記載）。 

図 C5-(3) 部材開発への基礎・基盤技術の役割 
 
2.1.1 複合化後の繊維劣化の評価技術（東京工科大学・三菱航空機エンジン・東京大学生産技術研究所） 

SiC 系繊維は、SiC/SiC 複合化プロセスにおいて、⾼温下での応⼒腐食や反応熱などにより繊維劣化を生じる。その
ため複合化後の繊維劣化を評価する技術が重要となる。本研究開発では RMI(Reactive melt infiltration)法のシ
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4) CMC 部材の性能劣化の予測と危険性判定 
● 実構造模擬試験片における⾼温疲労試験 
● ⾼温疲労の劣化予測モデルの構築  
 
(2) 実施体制 

研究開発に従事する機関のうち、大学・公的機関側（東京工科大、東京大、宇宙研）は主にサイバー側（材料
試験データの取得およびシミュレーション）を担当し、企業側（三菱重工航空エンジン、IHI、川崎重工業）はフィジカ
ル側（CMC 供試体の作製および結果の評価、部材設計へのフィードバック）を担当している（図 C5-(2)）。 

図 C5-(2) 実施体制と役割分担 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 チーム全体の研究開発成果 
 CMC 部材開発のための基盤技術を確⽴し、複合化プロセス・組織解析・劣化予測という各々のモジュールの構築と統
合により、CMC に関する研究開発の社会実装を加速する。開発される基盤的技術・モジュールおよび、モジュールの稼
働に必要な CMC 特有の特性データ取得法はそれぞれの研究開発に活用される。また、作成されたモジュールおよび研
究開発項目を支える基礎・基盤技術の整備は各企業において活用されるだけでなく、本課題の主たる実施拠点である
東京工科大学 CMC センターにおいて継承され、将来にわたり有効利用していく。CMC 特有のデータ取得法の開発、全
体加熱型⼒学試験装置による試験法開発、レーザー加熱を用いた試験法の開発、組織認識アルゴリズム開発と X-
FEM（eXtended Finite Element Method）⼒学モデル構築を⾏い、各モジュールの稼働に必要なデータ取得技
術を提供している（図 C5-(3)）。ここでは主に CMC 特有のデータ取得法の開発成果について述べる（これ以外は
2.2 に記載）。 

図 C5-(3) 部材開発への基礎・基盤技術の役割 
 
2.1.1 複合化後の繊維劣化の評価技術（東京工科大学・三菱航空機エンジン・東京大学生産技術研究所） 

SiC 系繊維は、SiC/SiC 複合化プロセスにおいて、⾼温下での応⼒腐食や反応熱などにより繊維劣化を生じる。その
ため複合化後の繊維劣化を評価する技術が重要となる。本研究開発では RMI(Reactive melt infiltration)法のシ
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ミュレーション技術の検証を⾏うことを目的に RMI 法で作製した
SiC/SiC 複合化後の SiC 系繊維の強度劣化を評価する技術を
開発した。これまで、多結晶性 SiC 系繊維の⼀つである Hi-
Nicalon TypeS の引張破断面の破壊形態と繊維強度の関係を
調べた例はあるが、オリジナル繊維での検討であり、SiC/SiC 複合
化プロセスにおける熱的環境は全く考慮されていない。 

本研究開発では、これまで提案されている単繊維の引張破面形態のミラー半径から強度を推定する⼿法を⾒直し新
たな評価技術の評価⼿法の開発を⾏った。 

繊維の引張強度を測定する方法として破面解析⼿法を用いた以下の式が考えられている。 
 

𝜎𝜎� � ���
√�  (1) 

 
ここで、ω は数値定数、a はき裂⻑さ、𝜎𝜎�は SiC 繊維の破壊靭性に依存した値であり、∅は破壊靭性に依存した定数

である。定数∅ とω は複合化プロセスによる反応やマトリックスとの相互応⼒、繊維含有率などにより影響を受けるため、そ
れを因子として組込む必要があるが、その詳細は明らかにされていない。 

本研究では、破面解析法を用いて複合化プロセスにおける BN コーティング層の熱履歴を考量した繊維強度を推定す
る⼿法を開発した。この場合の繊維強度𝜎𝜎�は、 

 
𝜎𝜎� � ��∆�,∆��

���
� 𝜎𝜎��� (2) 

 
ここで、𝜎𝜎���は繊維の残留応⼒、∆𝑇𝑇と∆𝑡𝑡は熱履歴に

関連する温度と時間である。本研究では残留応⼒はω
と∅に含まれると仮定して解析を⾏った。SiC 繊維はハイ
ニカロン TM を用いて、As received、1450℃と
1500℃30 分大気中で熱暴露した 3 種類のもので評
価を⾏った。図 C5-(4)に SEM による破面観察の⼀例
を⽰す。点線で⽰したようにき裂⻑さは a1 か a2 が推定
される。繊維強度𝜎𝜎�はき裂⻑さ𝑎𝑎�と𝜎𝜎� ∝ 1/�𝑎𝑎�の関係
が成⽴する。このため図 C5-(5)に⽰すように、𝑎𝑎� が繊

図 C5-(5) き裂進展挙動の推定 

𝑎𝑎�,  𝑎𝑎� : 破壊特性き裂⻑さ (𝑎𝑎� � 𝑎𝑎�� 
𝑎𝑎� � 𝑎𝑎 � 𝑎𝑎� : 表面が平坦な領域 
𝑎𝑎� � 𝑎𝑎 � 𝑎𝑎� :表面が粗い領域 
𝑎𝑎�: 遷移⻑さ ( ~ ミスト → ハックル) 

図 C5-(4) 引張破断面の観察例 
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図 C5-(6) き裂⻑さと繊維引張強度との関係 

維破壊強度を推定するためのき裂限界⻑さと考えられる。従って、熱暴露後の繊維引張破断強度𝜎𝜎� はワイブル分布従
い以下の式で推定される。 

ln𝑃𝑃��𝜎𝜎� � �� ���� � �
�
��

����,���
���

�
�

 (3) 

 
ここで L は繊維⻑さ、𝜎𝜎�は推定繊維強度である。得られた結果を図 C5-(6)に⽰す。この関係から熱暴露の温度と時

間による定数����,���を求めると As received 材で 5.4、熱暴露 1450℃材で 5.2、1500℃材で 5.1 となり、熱履
歴による影響を評価する⼿法を新たに開発することが出来た。 

本⼿法は、各モジュールの SiC/SiC 材料開発における繊維強度予測の検証として役⽴つものであり、CMC 開発を促
進する共通基盤技術として公開していく。 

 
2.2 個別テーマの研究開発成果 
2.2.1 基盤技術・統合プラットフォーム 

CMC 部材設計の効率化・迅速化を図るための基礎・基盤をとなる CMC 特有のツールを導⼊した。これにより企業へ
の継続的なサポートを⾏う体制を構築することができた。 
1) 全体加熱型⼒学試験装置により⾼温下でのデータ取得・試験方法に関する技術開発の確⽴（東京工科大学・
IHI・宇宙航空研究開発機構） 

⾼温での⾼信頼性の材料⼒学試験データを取得するには CMC 特有の脆さや損傷許容性などの性質を⼗分に理解
し⾼精度な再現性の良い試験法が求められる。航空機用 CMC の⾼温⼒学試験法に関しては、⽶国規格 ASTM 
C1359 や欧州規格 EN1893 に試験装置、加熱方式、ひずみ計測法、試験片形状や作製方法など詳細にわたって
規定されている。特に加熱方式に関しては、試験片加熱領域での温度勾配や不均⼀分布により破壊位置、損傷形態
や劣化現象が大きく変化するため⻑
時間での正確な制御が求められる。
従来の試験片⻑⼿方向に生じる大き
な温度勾配を解決するために、CMC
試験片全体を等温で加熱する全体
加 熱 型 ⼒ 学 試 験 装 置 を 導 ⼊ し
1500℃大気中における⼒学特性を
⾼精度で再現性よく取得する試験技
術を開発した。 

CMC ⾼温⼒学試験法に関しては
ASTM に規定されているが、特に
1000℃以上の超⾼温域では⾼精度
の応⼒・ひずみ曲線を取得するための
SiC ロッドを試験片に直接接触させる
⼿法を用いて⾼温ひずみ計測法の確
⽴を⾏った（図 C5-(7)）。本⼿法を
用いて、MI(Melt infiltration)法で
作製した⻑さ 110mm、幅 8mm、
厚さ 2.8mm の SiC/SiC CMC を用
いて室温〜1500℃大気中における
引張弾性率の温度依存性と代表的
な負荷除荷特性の結果と、⽐較用と
して反応焼結法で作製した SiC 材
（⻑さ 120mm、幅 15mm、厚さ

図 C5-(7) 全体加熱型⼒学試験装置、(a) ３ゾーンタイプ加熱炉、
(b)加熱炉内部の構成、(c)グリップ加熱方式の内部、（d）断熱材利
用による外観 

図 C5-(8) (a)SiC/SiC CMC と SiC 焼結材の弾性率の温度依存性、
(b)代表的な室温と⾼温での負荷除荷特性 
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維破壊強度を推定するためのき裂限界⻑さと考えられる。従って、熱暴露後の繊維引張破断強度𝜎𝜎� はワイブル分布従
い以下の式で推定される。 
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 (3) 

 
ここで L は繊維⻑さ、𝜎𝜎�は推定繊維強度である。得られた結果を図 C5-(6)に⽰す。この関係から熱暴露の温度と時

間による定数����,���を求めると As received 材で 5.4、熱暴露 1450℃材で 5.2、1500℃材で 5.1 となり、熱履
歴による影響を評価する⼿法を新たに開発することが出来た。 

本⼿法は、各モジュールの SiC/SiC 材料開発における繊維強度予測の検証として役⽴つものであり、CMC 開発を促
進する共通基盤技術として公開していく。 

 
2.2 個別テーマの研究開発成果 
2.2.1 基盤技術・統合プラットフォーム 

CMC 部材設計の効率化・迅速化を図るための基礎・基盤をとなる CMC 特有のツールを導⼊した。これにより企業へ
の継続的なサポートを⾏う体制を構築することができた。 
1) 全体加熱型⼒学試験装置により⾼温下でのデータ取得・試験方法に関する技術開発の確⽴（東京工科大学・
IHI・宇宙航空研究開発機構） 

⾼温での⾼信頼性の材料⼒学試験データを取得するには CMC 特有の脆さや損傷許容性などの性質を⼗分に理解
し⾼精度な再現性の良い試験法が求められる。航空機用 CMC の⾼温⼒学試験法に関しては、⽶国規格 ASTM 
C1359 や欧州規格 EN1893 に試験装置、加熱方式、ひずみ計測法、試験片形状や作製方法など詳細にわたって
規定されている。特に加熱方式に関しては、試験片加熱領域での温度勾配や不均⼀分布により破壊位置、損傷形態
や劣化現象が大きく変化するため⻑
時間での正確な制御が求められる。
従来の試験片⻑⼿方向に生じる大き
な温度勾配を解決するために、CMC
試験片全体を等温で加熱する全体
加 熱 型 ⼒ 学 試 験 装 置 を 導 ⼊ し
1500℃大気中における⼒学特性を
⾼精度で再現性よく取得する試験技
術を開発した。 

CMC ⾼温⼒学試験法に関しては
ASTM に規定されているが、特に
1000℃以上の超⾼温域では⾼精度
の応⼒・ひずみ曲線を取得するための
SiC ロッドを試験片に直接接触させる
⼿法を用いて⾼温ひずみ計測法の確
⽴を⾏った（図 C5-(7)）。本⼿法を
用いて、MI(Melt infiltration)法で
作製した⻑さ 110mm、幅 8mm、
厚さ 2.8mm の SiC/SiC CMC を用
いて室温〜1500℃大気中における
引張弾性率の温度依存性と代表的
な負荷除荷特性の結果と、⽐較用と
して反応焼結法で作製した SiC 材
（⻑さ 120mm、幅 15mm、厚さ

図 C5-(7) 全体加熱型⼒学試験装置、(a) ３ゾーンタイプ加熱炉、
(b)加熱炉内部の構成、(c)グリップ加熱方式の内部、（d）断熱材利
用による外観 

図 C5-(8) (a)SiC/SiC CMC と SiC 焼結材の弾性率の温度依存性、
(b)代表的な室温と⾼温での負荷除荷特性 
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3mm）を⽰した。さらに SiC/SiC の重要な特性としての⼀例として負荷除荷試験の結果を⽰した（図 C5-(8)）。 
 
2) レーザー加熱を用いた負荷下での急速加熱冷却の試験法の開発と⻑時間試験への実現（東京工科大学・宇宙
航空研究開発機構） 

ファイバーレーザーとガルバノミ
ラーを組み合わせたアクティブな
加 熱 方 法 と し て 、 Selective 
Laser Thermoregulation 
(SLT) 法と名付けた新しい加
熱試験方法を開発した。SLT
法の特徴は、１）エンジン内部
で生じることが想定される⽔蒸
気に吸収されにくい波⻑を持つ
ファイバーレーザーを用いることに
より⽔蒸気雰囲気下での加熱
を可能とする。２）ガルバノミラーによってレーザーを
⾛査することにより、所望の形状を加熱することを
可能とする。３）レーザーをアクティブに⾛査するこ
とにより、冷却状況に応じて⼊熱量を制御すること
を可能とする。 

本研究では、この SLT 法を実装し、SiC/SiC 
CMC の加熱加速試験を実施するために、以下の
ことを可能とするシステムを構築した。１）ファイバ
ーレーザーとガルバノスキャナを組み合わせた新しい
加熱装置を開発した。SiC セラミックスを 1400℃
まで加熱できる技術を開発し、その温度で耐えられ
る⼒学的負荷機構を構築した。２）⽔蒸気雰囲気下における試験片を約 1200℃まで加熱することが可能なシステム
を構築し、急加熱、⾼温保持、急冷却の１サイクルを 240 秒程度で実現出来るシステムを構築した。 

最大出⼒が4kWのファイバーレーザーと、焦点での最大⾛査速度が15m/sのガルバノスキャナを組み合わせた、SLT
法の基本となるシステムを構築した。このシステムを用いて、SiC のセラミックスを 1400℃まで加熱することに成功した。そ
の外観図と、時間に対する温度上昇の様子を数値計算と実験結果とを合わせて図 C5-(9)に⽰す。最近の先⾏研究
である Dayton 大・⽶空軍研究所らの研究でも、レーザー加熱では約 1200℃までの加熱を実現しておらず、それを超
える温度への加熱を達成した。 
 次に、試験片に⼒学的負荷をかけ、1t まで計測することが出来るシステムを構築した。その外観と、実際に試験片を加

図 C5-(9)  (a)開発した加熱システムの外観、(b)SiC セラミックスを 1400℃以
上の加熱に成功 

図 C5-(10)  (a) 開発した⼒学的負荷装置の外観、(b) 試
験片を加熱した際の把持部温度 
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図C5-(11) ⽔蒸気中における最⾼温度の時間変化 図 C5-(12)  急加熱、⾼温保持、急冷却の実現 

熱した際の把持部温度を図 C5-(10)に⽰す。これにより、試験片が 1400℃になっても把持部は⼗分耐熱温度以下に
保持できるシステムが構築できたと言える。 
 更に、雰囲気制御装置のプロトタイプとして、ターゲットを囲うチャンバーと、加熱型加湿器によって生成した⽔蒸気をチ
ャンバーへと供給し、レーザーによって加熱をすることが可能となるシステムを作製した。湿度をそれぞれ 83.4%と 34.2%
とした環境においてレーザーをオンとオフを繰り返しながら⾛査して照射したときの最⾼温度の時間変化を図 C5-(11)に
⽰す。⽔蒸気を供給した場合の温度は 1294±182℃となり、供給していない場合は 1317±137℃となり、⽔蒸気雰
囲気下においても大気下と同様の加熱が可能であることを確認した。 
 また、ダミーの試験片の加熱試験を実施した結果、図C5-(12)に⽰すように約1200℃までの急加熱、⾼温保持、急
冷却の１サイクルを 240 秒程度で実現出来ることを確認した。先⾏研究である Dayton 大・⽶空軍研究所らの研究と
⽐較すると、1 サイクルに要する時間が 1/3 以下であった。本研究成果は CMC 部材の環境劣化の影響を評価するた
めの試験時間を短縮する加速試験技術として基盤技術を提案・構築をすることができた。 
 
2.2.2 CMC の性能を保証するプロセス条件 

CMC の性能を保証するプロセス条件では、RMI による CMC 複合化プロセスにおいて、RMI の温度や時間に依存し
て SiC 繊維が劣化する問題がある。そのため CMC 複合化過程をシミュレートし、SiC マトリックス複合化後に目標とする
SiC/SiC の特性を得るための条件を求める含浸シミュレータを開発した。SiC 繊維強度低下を 20％以下に抑える含浸
プロセス条件を検証した。 
1) CMC 製造プロセスにおける反応・界面現象解明（東京大学大学院工学部系） 

Si 液滴の滴下を可能とする赤外集光加熱装置ならびに⾼速度カメラを用いて、溶融 Si の等方性⿊鉛とグラッシーカ
ーボン上の動的接触角測定ならびに炭素材上の真の接触角を評価して、各種炭素材上における Si の濡れ角の動的
変化挙動のメカニズムを解明した。 

また、東京大学生産技術研究所と共同開発する含浸シミュレータにおいて、細孔壁 SiC 転化を考慮した含浸フィジ
ックスの⾼度化と SiC 生成速度ならびに SiC 生成可能量の記述方法を検討した。 

1450℃における、ガラス状炭素(基板Ⅰ(a)、(b)、(c))、⾼密度等方性⿊鉛(基板Ⅱ(a)、(b))、等方性⿊鉛
(基板Ⅲ(a)、(b))、異方性⿊鉛(基板Ⅳ(a)、(b))の各種炭素基板を用いた溶融 Si の接触角の経時変化を図
C5-(13)に⽰す。接触後約１秒間の接触角の変化の最小二乗法による近似から接触直後の接触角はすべての炭
素材上において 125±5°であった。同じ材料間で⽐較すると、表面が粗い基板の接触角が大きくなった。何れの試料
も初期の接触角が 90°を上回り、Si は炭素材と濡れないという事実を検証した。よって、後述する SiC-C プリフォーム
への Si の溶融含浸速度について、濡れ性の良い系の毛細管現象に適用される Washburn の式に従わないことを裏
付ける重要な知⾒を得た。 

 

  
 
 
 

図 C5-(13) 1450℃における各種炭素材上の溶融 Si の濡れ挙動 

Ⅰ(a),(b),(c); ガラス状炭素 

Ⅱ(a),(b); ⾼密度等方性⿊鉛 

Ⅲ(a),(b); 等方性⿊鉛 

Ⅳ(a),(b); 異方性⿊鉛 

表面粗さ (a)>(b)(>(c)) 
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熱した際の把持部温度を図 C5-(10)に⽰す。これにより、試験片が 1400℃になっても把持部は⼗分耐熱温度以下に
保持できるシステムが構築できたと言える。 
 更に、雰囲気制御装置のプロトタイプとして、ターゲットを囲うチャンバーと、加熱型加湿器によって生成した⽔蒸気をチ
ャンバーへと供給し、レーザーによって加熱をすることが可能となるシステムを作製した。湿度をそれぞれ 83.4%と 34.2%
とした環境においてレーザーをオンとオフを繰り返しながら⾛査して照射したときの最⾼温度の時間変化を図 C5-(11)に
⽰す。⽔蒸気を供給した場合の温度は 1294±182℃となり、供給していない場合は 1317±137℃となり、⽔蒸気雰
囲気下においても大気下と同様の加熱が可能であることを確認した。 
 また、ダミーの試験片の加熱試験を実施した結果、図C5-(12)に⽰すように約1200℃までの急加熱、⾼温保持、急
冷却の１サイクルを 240 秒程度で実現出来ることを確認した。先⾏研究である Dayton 大・⽶空軍研究所らの研究と
⽐較すると、1 サイクルに要する時間が 1/3 以下であった。本研究成果は CMC 部材の環境劣化の影響を評価するた
めの試験時間を短縮する加速試験技術として基盤技術を提案・構築をすることができた。 
 
2.2.2 CMC の性能を保証するプロセス条件 

CMC の性能を保証するプロセス条件では、RMI による CMC 複合化プロセスにおいて、RMI の温度や時間に依存し
て SiC 繊維が劣化する問題がある。そのため CMC 複合化過程をシミュレートし、SiC マトリックス複合化後に目標とする
SiC/SiC の特性を得るための条件を求める含浸シミュレータを開発した。SiC 繊維強度低下を 20％以下に抑える含浸
プロセス条件を検証した。 
1) CMC 製造プロセスにおける反応・界面現象解明（東京大学大学院工学部系） 

Si 液滴の滴下を可能とする赤外集光加熱装置ならびに⾼速度カメラを用いて、溶融 Si の等方性⿊鉛とグラッシーカ
ーボン上の動的接触角測定ならびに炭素材上の真の接触角を評価して、各種炭素材上における Si の濡れ角の動的
変化挙動のメカニズムを解明した。 

また、東京大学生産技術研究所と共同開発する含浸シミュレータにおいて、細孔壁 SiC 転化を考慮した含浸フィジ
ックスの⾼度化と SiC 生成速度ならびに SiC 生成可能量の記述方法を検討した。 

1450℃における、ガラス状炭素(基板Ⅰ(a)、(b)、(c))、⾼密度等方性⿊鉛(基板Ⅱ(a)、(b))、等方性⿊鉛
(基板Ⅲ(a)、(b))、異方性⿊鉛(基板Ⅳ(a)、(b))の各種炭素基板を用いた溶融 Si の接触角の経時変化を図
C5-(13)に⽰す。接触後約１秒間の接触角の変化の最小二乗法による近似から接触直後の接触角はすべての炭
素材上において 125±5°であった。同じ材料間で⽐較すると、表面が粗い基板の接触角が大きくなった。何れの試料
も初期の接触角が 90°を上回り、Si は炭素材と濡れないという事実を検証した。よって、後述する SiC-C プリフォーム
への Si の溶融含浸速度について、濡れ性の良い系の毛細管現象に適用される Washburn の式に従わないことを裏
付ける重要な知⾒を得た。 

 

  
 
 
 

図 C5-(13) 1450℃における各種炭素材上の溶融 Si の濡れ挙動 

Ⅰ(a),(b),(c); ガラス状炭素 

Ⅱ(a),(b); ⾼密度等方性⿊鉛 

Ⅲ(a),(b); 等方性⿊鉛 

Ⅳ(a),(b); 異方性⿊鉛 

表面粗さ (a)>(b)(>(c)) 
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2) CMC 製造プロセスの含浸現象解明（東京大学生産技術研究所） 
含浸速度の線形則を予測可能とするように含浸モジュールの修正を⾏い、シミュレータを完成させるため、含浸シミュ

レータについて、⾼周波誘導加熱炉および三菱重工航空エンジンが取得してきたSi含浸時の含浸速度・温度分布の
経時データに基づきシミュレータ内の物性データを確認、またデータ同化により最適化した。 

これまで異なるCMCプリフォームおよび含浸時の試料
温度において顕微鏡観察下で測定した含浸速度の代
表例を図C5-(14)に⽰す。含浸は概ね時間に対して⽐
例則で進⾏している。従来溶融シリコンの含浸速度に
は、毛細管⼒を駆動⼒とし二乗則での含浸を与える
Washburnの式を基礎としたモデルが用いられ、開発し
ている含浸モジュールにおいてもそれと結合した未飽和モ
デルを用いてきたが、少なくとも、含浸初期の含浸速度を
抑制する異なるモデルが必要であることが分かった。 

新たに検討した溶融含浸の物理モデルでは、東大工
学系の研究で再確認した、炭素材に対して溶融 Si は
接触角が 125±5°である。Si の液面から蒸発した Si
蒸気(Si(g))との反応により炭素材表面が SiC に転化
することで濡れ性が改善することを仮定して、以下の通りとした。 

(1)含浸する Si の液面より Hertz-Knudesen の式により Si(g)が蒸発する。 
(2)Si(g)は、（プリフォーム中の）毛管内を拡散により輸送される。 
(3)細孔壁の⿊鉛が Si(g)と任意の速度で反応して、SiC に転化する。 
(4)溶融 Si の⿊鉛上の接触角 125°と SiC 上の接触角 40°から、SiC の転化割合（被覆率）を基に、Cassie

の式により⾒かけの接触角を求める。これを基に、毛管の任意の地点における毛細管⼒を得ることで、液面の前
進速度を予想する。 

以上の条件をもとに、COMSOL Multiphysics の地下⽔モジュールを用い、単管内での Si 蒸気圧、細孔壁の SiC
被覆率、⾒かけ接触角、ならびに含浸
速度を図 C5-(15)のように予想した。Si
の液面から蒸発した Si(g)は 0.4－0.6
㎜前方まで拡散し、細孔壁で SiC を生
成して接触角を低下させる。接触角が
90°以下の地点が、Si が含浸した部分
である。その最先端の位置から、その含
浸速度は 40s、2.8 ㎜の地点まで概ね
線形であり、その後やや低下する。含浸
速度は、Si 蒸気圧すなわち含浸温度に
依存して大きく変化して Hofbauer 
(2018)で計測された値と同オーダーであ
り、主として Si の液面前方での SiC の転
化が、含浸速度を決定するという機構が
単管をモデル系として説明できた。これを
基に単管から複雑孔に拡張し、Si 蒸気
の拡散経路の細孔の屈曲度を因子とし
た 3 次元のシミュレータを構築した。 図 C5-(15) 新規物理モデルによる Si の含浸速度機構の検討 

図 C5-(14) 顕微鏡観察により各種条件で測定した 
含浸速度の代表例 

3) CMC の性能を保証する部材プロセス条件（三菱重工航空エンジン株式会社） 
50~80 ㎜の基本形状 CMC プリフォームで溶融 Si 含浸試験を実施して、東京大学で作成する含浸シミュレータの

データに対応させて SiC 繊維強度低下を 20％以下に抑える含浸プロセス条件を検証した。Si 含浸後の繊維劣化度
合いは、東京工科大学で開発してきた引張破断面形態と熱履歴後の繊維強度との関係から複合化後の繊維強度
を予測・評価した。 

図 C5-(16)に複合化試験によるデータ抽出とシミュレーションを対⽐させた実験による検証状況を⽰す。炭素材を添
加したプリフォームへの溶融 Si 含浸では、数 10µm/s〜数 mm/s の範囲で含浸速度が変化した。含浸経路が微小
の(密な)プリフォーム試験片では含浸速度 3 ㎜/min、Si 含浸発熱部 40℃上昇となり、含浸経路が大きい(疎な)プ
リフォーム試験片では含浸速度 200mm/min、Si 含浸発熱部 150℃上昇であった。図 C5-(17)に含浸速度と発
熱温度との関係を⽰す。Si 含浸速度が速い場合に反応温度が⾼くなる傾向は東京大学で実施しているシミュレーショ
ン結果と⼀致しており、CMC 特性低下を最小限にするためにシミュレーション用データ取得が有効であることが⽰された。 

Si 含浸後の SiC 繊維の強度劣化を推定
するため、CMC 強度試験の破断面を調査し
た。使用した SiC 繊維（ハイニカロンタイプ
S）では、開発した複合化後の繊維劣化の
評価技術を用いて、図 C5-(18)に⽰す複合
化後の繊維(a)は繊維強度σf=2.9GPa で
あり、繊維(b)は繊維強度σf=2.7GPa であ
った。ここで使用した界面コーティング後の SiC
繊維強度は 3.2GPa であり、強度保持率は
それぞれ 91%と 84%と推定した。研究目標
としている CMC 複合化後における繊維強度
劣化を 20%以下に抑制する溶融 Si 含浸プロセスを検証することができた。 

 
2.2.3 CMC 性能を保証するための危険⽋陥分布の抽出 

CMC は製造時欠陥が多く含まれる材料であるが、その欠陥が含まれていたとしても CMC の損傷許容性という特徴に
よって欠陥を含む材料が使用に不適では必ずしもない。そのため欠陥分布を把握し、その欠陥が許容されるものかどうか
を判断することが必要である。また、SiC/SiC は繊維とマトリックスがともに同⼀の物質系であることから、他の材料で使用
されている X 線 CT による組織識別が困難である。以上のような課題を解決するため、SiC/SiC CMC に対応した深層
学習による CMC 組織構造識別（マトリックス、繊維束、ポアの三次元分布）の実現、実 CMC 組織を用いたマトリック
スクラック進展に対するシミュレーションを用いたマクロ-ミクロ特性関係の理解を実施した。 

図 C5-(18) 複合化後の SiC 繊維引張破面の SEM 写
真（反射電子像） 

(a) (b) 

5µm 5µm 

図 C5-(16) 実験データとシミュレーションの対
⽐概要図（Si 含浸分布、温度分布） 

図 C5-(17)  Si 含浸試験における含浸速
度と発熱温度との関係 
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3) CMC の性能を保証する部材プロセス条件（三菱重工航空エンジン株式会社） 
50~80 ㎜の基本形状 CMC プリフォームで溶融 Si 含浸試験を実施して、東京大学で作成する含浸シミュレータの

データに対応させて SiC 繊維強度低下を 20％以下に抑える含浸プロセス条件を検証した。Si 含浸後の繊維劣化度
合いは、東京工科大学で開発してきた引張破断面形態と熱履歴後の繊維強度との関係から複合化後の繊維強度
を予測・評価した。 

図 C5-(16)に複合化試験によるデータ抽出とシミュレーションを対⽐させた実験による検証状況を⽰す。炭素材を添
加したプリフォームへの溶融 Si 含浸では、数 10µm/s〜数 mm/s の範囲で含浸速度が変化した。含浸経路が微小
の(密な)プリフォーム試験片では含浸速度 3 ㎜/min、Si 含浸発熱部 40℃上昇となり、含浸経路が大きい(疎な)プ
リフォーム試験片では含浸速度 200mm/min、Si 含浸発熱部 150℃上昇であった。図 C5-(17)に含浸速度と発
熱温度との関係を⽰す。Si 含浸速度が速い場合に反応温度が⾼くなる傾向は東京大学で実施しているシミュレーショ
ン結果と⼀致しており、CMC 特性低下を最小限にするためにシミュレーション用データ取得が有効であることが⽰された。 

Si 含浸後の SiC 繊維の強度劣化を推定
するため、CMC 強度試験の破断面を調査し
た。使用した SiC 繊維（ハイニカロンタイプ
S）では、開発した複合化後の繊維劣化の
評価技術を用いて、図 C5-(18)に⽰す複合
化後の繊維(a)は繊維強度σf=2.9GPa で
あり、繊維(b)は繊維強度σf=2.7GPa であ
った。ここで使用した界面コーティング後の SiC
繊維強度は 3.2GPa であり、強度保持率は
それぞれ 91%と 84%と推定した。研究目標
としている CMC 複合化後における繊維強度
劣化を 20%以下に抑制する溶融 Si 含浸プロセスを検証することができた。 

 
2.2.3 CMC 性能を保証するための危険⽋陥分布の抽出 

CMC は製造時欠陥が多く含まれる材料であるが、その欠陥が含まれていたとしても CMC の損傷許容性という特徴に
よって欠陥を含む材料が使用に不適では必ずしもない。そのため欠陥分布を把握し、その欠陥が許容されるものかどうか
を判断することが必要である。また、SiC/SiC は繊維とマトリックスがともに同⼀の物質系であることから、他の材料で使用
されている X 線 CT による組織識別が困難である。以上のような課題を解決するため、SiC/SiC CMC に対応した深層
学習による CMC 組織構造識別（マトリックス、繊維束、ポアの三次元分布）の実現、実 CMC 組織を用いたマトリック
スクラック進展に対するシミュレーションを用いたマクロ-ミクロ特性関係の理解を実施した。 

図 C5-(18) 複合化後の SiC 繊維引張破面の SEM 写
真（反射電子像） 

(a) (b) 

5µm 5µm 

図 C5-(16) 実験データとシミュレーションの対
⽐概要図（Si 含浸分布、温度分布） 

図 C5-(17)  Si 含浸試験における含浸速
度と発熱温度との関係 
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1) 深層学習による CMC 組織構造識別（マトリックス、繊維束、ポアの三次元分布）の実現（東京工科大学・IHI） 
①試験用 CMC 試験片の製造と X 線 CT による組織情報の取得 

第三世代 SiC 繊維とき裂伝搬を抑制する繊維コーティング構造を採用した CMC 素材及びその試験片の製造を⾏っ
た。マトリックス構成には、⾼温強度に注目し、稠密な組織を形成できる”CVI-SiC+MI-SiC”を用いることとした。積層
構造は 3 方向に直⾏する織物構造とした。マトリックスの緻密化が強度に影響を与えるため、原料粉末重点条件と MI
プロセス条件を実際の織物の構成に合わせて選定した。製造した CMC 部材に対しては⼒学試験を⾏うためドッグボーン
型試験片形状に加工した。また、作成された試験片は X 線撮影を⾏い、CT によってボクセルデータとしてミクロ組織を取
得した。 
②組織識別アルゴリズムの開発 

作成された CMC 試験片とそれに対する X 線 CT によって得られたミクロ組織を⽰すボクセルデータに対して、組織種別
を識別するためのアルゴリズム作成とその実装をした。実装されたアルゴリズムの模式図を図 C5-(19)に⽰す。X 線 CT で
得られたボクセルデータは下処理を⾏った後、XY 平面の断層像がサンプリングされ、⼈間の目視によって組織区分（X
繊維束、Y 繊維束、Z 繊維束、マトリックス、ポアの５種）に識別され、その結果が以後での識別アルゴリズムで使用され
る教師データとして使用される。第⼀段階の識別として、2D U-net を用いることで同⼀のボクセルデータに対して、XY 平
面、YZ 平面、Z-X 平面という 3 通りの識別が実施される。これは組織の特徴によって、判別しやすい断面が異なることか
ら、微細構造毎により確信が持てる識別結果を抽出可能とするためである。以上で得られた 3 種の識別結果を総合す
ることで第⼀段階の識別が完了する。しかし、このようにして得られた識別結果には、識別方向に本来の組織に存在して
いないディザー（特に、識別方向と同⼀方向を向く繊維束の繊維束とマトリックスの境界）が生じてしまい、それが組織の
不規則性として誤認されてしまうことにより⼒学シミュレーションの精度向上の障害となるケースがある。このような識別方
向性による誤差を最小化するため、第二段階の識別として、第⼀段階の識別結果を⼊⼒データとして 3D U-net を用
いた識別を⾏う。図 C5-(20)に第⼀段階の識別結果と、第二段階の識別結果の代表例を⽰す（Z 繊維束のみを表
⽰）。第二段階識別結果の方が繊維束の形状が正しく識別できているなど精度向上が認められる。 

 
 

 
 
図 C5-(19) X 線 CT によって得られたボクセルデータから CMC の⼒学特性のシミュレーションに必要なモデルを生成する
過程を⽰したダイアグラム。 
 

 
図 C5-(20) 組織識別結果からＺ繊維束のみを抽出したもの。a) は 2D U-net に基づく第⼀段階識別結果であり、
b) は 3D U-net に基づく第二段階識別結果である。第二段階識別結果の方が繊維束の形状が正しく識別できてい
るなど精度向上が認められる。 
 
2) 実 CMC 組織を用いたマトリックスクラック進展に対するシミュレーションを用いたマクロ-ミクロ特性関係の理解（東京
工科大学・IHI） 

前実施項目１）で得られた CMC 組織の識別結果に基づき、組織の構造を⽰す指標(領域ごとの組織種別ごとの
体積率、集積度等)を作成し、組織識別結果を定量的に把握可能とした。また、組織識別結果に対して、拡張有限要
素法シミュレーション(X-FEM)を適用することで、その破壊特性のシミュレーションを実施可能とした。 

CMC 組織に対する X 線 CT データ(ボクセルデータ)から Avizo によって⾃動生成させたメッシュには、拡張有限要素
法によるシミュレーションの実施の際にエラーの原因となる品質の低いメッシュ部位が存在していることから、⾃動生成され
たメッシュから sliver element 等の不適切メッシュの除外を⾏う⼿法を開発し、有限要素法ソフトウェア Abaqus 上で
の事前処理を⾏った。また、生成されたメッシュは不規則性が⾼いことから、X-FEM における逐次収束計算(クラック進展
の方向性の判定に用いられる)の収束条件を修正することにより、CMC のミクロ組織に基づくメッシュに対して、X-FEM の
適用によるクラック進展シミュレーションを実施可能とした。X-FEM によるクラック進展シミュレーションの結果を図 C5-(21)
に⽰す。図中にはマトリックスのみが⽰されており、提⽰されたシミュレーションにおいては X-FEM によるクラックの生成が⾏
われる箇所(X-FEM 領域)はマトリックスに限定されている。図 C5-(21) (a)はクラックが発生した初期の状態を⽰し、そ
の後図 C5-(21) (b)、図 C5-(21) (c)の順にクラックが進展している状況が⽰されている。 

 

 
図 C5-(21) CMC のミクロ組織に基づくシミュレーションモデルに対する X-FEM の結果 

 
以上で得られた⼒学シミュレーションの結果は、材料試験結果に基づくクラック進展の状況と⽐較され、CMC 特有のク

ラック発生をシミュレーションによって模擬できていることが確認された。 
 
2.2.4 CMC 部材の性能劣化の予測と危険性判定 

SiC/SiC CMC 航空機エンジン耐熱部材で求められている運用中の損傷劣化挙動の把握と危険性の判定に対し、
実部材模擬試験片の実環境模擬⾼温疲労試験における劣化損傷挙動を検討し、部材レベルの数値シミュレーション

a) b) 

a) b) c) 
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ラック発生をシミュレーションによって模擬できていることが確認された。 
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で損傷挙動全体を再現する枠組みを構築した。この枠組みにより、SiC/SiC CMC 部材の実運用中の健全性保証法
の確⽴に貢献することができた。  
1) 実構造模擬試験片における⾼温疲労試験（宇宙航空研究開発機構） 
対象とする SiC/SiC CMC 部材は、図 C5-(22)に⽰すエンジン燃焼器ライナの取り付け構造部であり、Y 字状の形状
をしたところに応⼒集中部が存在している。その材料の構成は、 

Tyranno SA3 Fiber/BN Interphase/CVI + PIP Matrix  
となっている。 
 

図 C5-(22) 対象とする SiC/SiC CMC 部材とその Y 字状の応⼒集中部 
 

⾼温圧縮曲げ疲労における応⼒集中部での損傷過程について、特に⼒学的損傷に注目して詳細に観察した。モード I
の応⼒で発生・進展するマトリクスき裂と、モード II の応⼒で発生・進展する層間剥離を整理し、均⼀応⼒場の引張圧
縮試験に対する応⼒集中部を持つ部材圧縮曲げ試験における損傷進展の独⾃性を詳らかにした。図 C5-(23)には、
処⼥材の静的荷重負荷におけるモード I とモードⅡの損傷の様子と、⾼温疲労による化学的劣化後の静的荷重負荷
においてはモードⅠ損傷が優先的に脆性的に進む様子が観察できる。 

図 C5-(23) 処⼥材の静的荷重負荷における損傷と、⾼温疲労による化学的劣化後の静的荷重負荷における損傷 
 
⼒学的損傷に加え、⾼温暴露による化学的損傷の影響を分離する試験を⾏った。⼒学的損傷がない段階での⾼温暴
露は、ほとんど化学的損傷を引き起こさないばかりか逆に応⼒緩和により部材強度が上昇することがあるのに対し、⼒学
的損傷が生じた後での⾼温暴露は、大きな化学的損傷をもたらし、部材の残留強度を著しく低下させることが、明⽰的
に⽰された。図 C5-(24)には、⾼温疲労条件を⾼温暴露時間と疲労振幅に分離したときの、残留強度の変化を⽰して
おり、⼒学的疲労と⾼温暴露の両者が重畳したときに劣化が進むことが読み取れる。 
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2）⾼温疲労の劣化予測モデルの構築（川
崎重工業株式会社） 
マトリクスき裂と層間剥離の二つの損傷モード
を部材レベルでの数値シミュレーションで再現
する試みを⾏った。有限要素法の中の XFEM
と CZM（Cohesive Zone Model）という
⼿法を用い、前者でマトリクスき裂の発生・進
展を、後者で層間剥離の発生・進展を評価
することで、1）で観察した実験結果を再現す
ることができた。さらに、実験的に分離評価した
化学的損傷を、有限要素モデルに取り⼊れる
試みを⾏った。⼒学的損傷が生じた要素に対
して化学的損傷を与えることで、実験結果を
再現することができた。これにより、図 C5-(25)
に⽰すように、モード I の応⼒によるマトリクスき
裂とモード II の応⼒による層間剥離、および化
学的損傷の 3 者を取り⼊れた、応⼒集中部を
持つ部材の実運用における⾼温疲労損傷の
予測を⾏う枠組みを構築することができた。こ
の枠組みは、ABAQUS によるオープンソースで
あるが、シミュレーション実施には、固有の材料
毎のデータセットが必要であり、そのデータセット
は各企業が所有するデータを適用可能であ
る。 
 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

本研究開発で対象としている CMC（SiC
／SiC）は、現段階で航空機エンジン用材料
としての応用が急務であると考えられている。研究体制には国内を代表する重工三社が参画しており、得られた成果は
各企業における実用化へ役⽴てることが可能であり、CMCの⾼信頼性材料としての利用に貢献する（図C5-(26)）。 

基礎・基盤となるツールは東京工科大学 CMC センターに導⼊してきた。これにより、部材実装へ加速するためのツール
として活用ができるため研究開発の時間・コスト低減に大きく寄与できる。プロジェクト終了後にも各企業は研究成果を
継続的に利用でき開発を加速できる。 

2025 年にはエンジンメーカーにおける次々
世代エンジンの開発が開始される⾒通しであ
り、その時点でエンジンメーカーとの国際共同
開発契約が結ぶことができるように、実用化
の⾒通しのあるCMC とその安全性保証技術
を確⽴している必要がある。MI システムの活
用によって、CMC 製造の改善や性能予測が
可能となる。エンジン製造企業に対する提案
⼒が強化される。また、製造時の歩留まりの
改善、製造後の検査、メンテナンスの改善も
⾏うことが可能となる。 

図 C5-(24) ⾼温疲労条件を⾼温暴露時間と疲労振幅に分離し
たときの残留強度 

図 C5-(25) シミュレーションにおけるモードⅠとモードⅡ損傷と、それぞ
れに対応する⾼温疲労損傷の観察 

図 C5-(26) 社会実装への出⼝戦略 
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は各企業が所有するデータを適用可能であ
る。 
 
3. 社会実装に向けた出⼝戦略 

本研究開発で対象としている CMC（SiC
／SiC）は、現段階で航空機エンジン用材料
としての応用が急務であると考えられている。研究体制には国内を代表する重工三社が参画しており、得られた成果は
各企業における実用化へ役⽴てることが可能であり、CMCの⾼信頼性材料としての利用に貢献する（図C5-(26)）。 

基礎・基盤となるツールは東京工科大学 CMC センターに導⼊してきた。これにより、部材実装へ加速するためのツール
として活用ができるため研究開発の時間・コスト低減に大きく寄与できる。プロジェクト終了後にも各企業は研究成果を
継続的に利用でき開発を加速できる。 

2025 年にはエンジンメーカーにおける次々
世代エンジンの開発が開始される⾒通しであ
り、その時点でエンジンメーカーとの国際共同
開発契約が結ぶことができるように、実用化
の⾒通しのあるCMC とその安全性保証技術
を確⽴している必要がある。MI システムの活
用によって、CMC 製造の改善や性能予測が
可能となる。エンジン製造企業に対する提案
⼒が強化される。また、製造時の歩留まりの
改善、製造後の検査、メンテナンスの改善も
⾏うことが可能となる。 

図 C5-(24) ⾼温疲労条件を⾼温暴露時間と疲労振幅に分離し
たときの残留強度 

図 C5-(25) シミュレーションにおけるモードⅠとモードⅡ損傷と、それぞ
れに対応する⾼温疲労損傷の観察 

図 C5-(26) 社会実装への出⼝戦略 
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　A 領域で取り組んでいるマルチスケールでのプロセス－組織／構造－特性－性能（PSPP）の MI システム
に関して、ICME（Integrated Computational Materials Engineering）の類似システム事例と比較するベ
ンチマーク（※）を行った。さらに、MI システムの普及や運営組織の観点から、MI コンソーシアムに関し
て、欧州の代表的な２つの産学官コンソーシアムとの比較検討を行った。
※  JFE テクノリサーチ株式会社　「金属系マテリアルズ・インフォマティクスの計算プログラム・データベースに関

する機能及びユーザーニーズの調査」　令和３年12月24日　（非公開）

１．商用ソフトウェアとの比較
1.1　PSPP解析機能
　商用の金属系材料向け計算・データ科学ソフトウェアの機能や性能を第三者の調査機関に委託して調査を
行った。調査では、市場で用いられているソフトウェア331件をリスト対象とし、MIntと競合しうる類似の
もの94件を抽出した。これらについて提供者・ユーザー・適用範囲等の基本情報のほか、鉄鋼材料、ニッケ
ル基合金、アルミ合金への適用範囲、及びプロセス（P）、組織／構造（S）、特性（P）、性能（P）の視点か
ら機能に関する約150項目の情報を収集し、性能解析を行った（図3.1.1-（1））。PSPPシーケンスの機能は、
組織／構造（S）を介して特性（P）や性能（P）を導出する「SP 系」と、組織／構造（S）を介さずに特性

（P）や性能（P）を導出する「PP系」とに分類できる。MIntは統合システムであり「SP系」に属する。「SP
系」のソフトウェアは約2/3を占める。駆動型とPSPPシーケンスの関連をみると、モデル駆動型は「SP系」
の計算・データ材料科学ソフトウェアに多く、データ駆動型は「PP 系」に多い。

P(プロセス) S(組織・構造) P(特性) P(性能)

…

総
合
シ
ス
テ
ム

積
層
造
形

基本情報

リス
ト（

94
件
）

調査項目（約150項目）

1

図3.1.1-（1）　MInt と競合しうるソフトウェアの機能俯瞰図（PSPP 部分）
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1.2　技術モデル
　主要な ICME ソフトウェアを、PSPP シーケンスのモデル駆動型、AI 探索のデータ駆動型、積層造形向け
に分類すると、モデル駆動型には MInt（モジュールワークフロー型）、ProperTune（モジュールワークフ
ロー型）、Questek ICME材料設計ソリューション（アドオン統合型）が含まれ、データ駆動型にはGRANTA 
MI Enterprise（材料データ管理ソフトウェア）、Citrination（機械学習型）が含まれ、積層造形向けには
Lawrence Livermore NL 積層造形 ICME モデル（UQ 逆解析モデル）、Additive Suite（統合積層造形ソリ
ューション）が対応する。これらの駆動型を、一枚の図に表示することにより、MIntの位置づけを整理した

（図3.1.2-（1））。

図3.1.2-（1）　主要 ICME 技術モデルの整理と MInt の位置づけ

1.3　事業モデル
　図3.1.3-（1）（2）に、MInt の他、比較対象とした主要なソフトウェア（Granta MI、ProperTune、
Citrination、QuesTek）の欧米事業者、及び国内事業者（MI-6、日立、KRI）のソフトウェア事業モデルを
示す。Granta MIを提供するGranta Design社は、英国ケンブリッジ大学のMike Ashby教授が集めた材料
データを収録し、現在は ANSYS の傘下にある。ProperTune は、フィンランドの国立非営利会社 VTT の傘
下で提供される材料設計のための工業用プラットフォームである。Citrination は、米国ベンチャー企業の
Citrine Informatics社が提供する材料開発用プラットフォームであり、世界最大規模のデータ数を保有する。
QuesTek は、米国ノースウェスタン大学の Gregory Olson 教授等により設立された QuesTek Innovations 
LLC により提供され、同社は主にシミュレーションによる材料探索を行っている。欧米のソフトウェアの選
定については、欧州では自社試験設備で質重視のデータ収集が行われ、米国では外部調達の量重視のデータ
収集が行われていることを考慮した。
　ソフトウェアの提供サービスは、データ駆動解析ではデータ管理活用、開発、探索に大きく分けられ、モ
デル駆動型では、解析、開発、そして研究開発型に分けられる。国内事業者の扱う ICME ソフトウェアはい
ずれもデータ駆動型であり、MInt のモデル駆動型は珍しい。MInt のモデル駆動で競合するのは外国製の
ProperTune、QuesTek である。
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　計算・データ材料科学ソフトウェア事業をサービス、データの流れ、成果と報酬とに分けて整理すると、
国内の当該事業者はいずれも材料探索のため受託解析サービスを行っており、ユーザー・データは事業者の
秘匿管理下に置かれる（図3.1.3-（1））。計算結果の成果はユーザーに帰属する一方で、改良アルゴリズムは
事業者に帰属する。一方、MInt を扱う MI コンソーシアムでは①受託解析ではなくユーザーであるコンソー
シアム会員の間でワークフローが開発・利用されること、②ユーザー計算環境内でワークフローの一部を計
算するシステムによりユーザー・データは MInt 事業者の受託を介することなく直接授受が行われる点が特
長であり、ユニークである（図3.1.3-（2））。
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データ利⽤加⼯
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研究開発支援
（KRI)

材料開発ソリューション
（⽇⽴）

データ駆動解析
（開発）

データ駆動解析
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HUBzero*

miHub
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J-OCTA
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図3.1.3-（1）　駆動モデル別の提供サービス（矢印）の流れ
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図3.1.3-（2）　駆動モデル別のデータ（矢印）の流れ



212

第３章　グローバルベンチマーク調査

1.4　事業サービス形態
　計算・データ材料科学ソフトウェア事業者に関して、ソフトウェア・サービスのサポート形態（技術コン
サル、材料開発、共同研究）やライセンス環境（オープンソース、ノードロックライセンス、フローティン
グライセンス）、計算環境（オンプレミス、クラウド）、提供価値、成果の帰属等について調査した。
　サービス形態に関してオープンデータベースの利用は少なく、データの独自提供又はユーザーのデータ持
込みが殆どだった。ライセンスはノードロックが半数を占め、フローティングとフリー系はほぼ同数であっ
たが、これらを複数提供している場合が多い。計算環境は、クラウドとオンプレミスがほぼ同数だった。想
定ユーザーは、材料研究開発の実務者であり、ビジネス戦略や収益に関わる者はあまり対象とされておらず、
計算科学やプログラマは殆ど想定されていない。ビジネスモデルの観点からは、Citrine社の独特なデータ集
積方法が指摘された。すなわち、パートナー向けプラットフォームとカスタマー（ユーザー）向けプラット
フォームに明確に分けられており、各々のプラットフォームのセキュリティは独立管理されたクローズ環境
としている。成果の扱いに関しては、成果は基本的にはユーザーに帰属するが、開発・改良アルゴリズムは
計算・データ材料科学ソフトウェア提供者に帰属するというビジネスモデルが採用されている。

２．レーダーチャート
　研究開発が提供する価値の明確化を図るため、上記の調査で得られた情報に基づき、取り扱う材料数、発
表論文数、ワークフローやデータ駆動における想定ユーザー等により定量的な分析比較を行い、レーダーチ
ャート（※）にまとめた。比較対象として、欧米４社：Granta MI（英国）、ProperTune（フィンランド）、
Citrine（米国）、QuesTek（米国）に AixVipMaP（ドイツ：アーヘン工科大学）を加えた合計５機関を選択
した。AixVipMap はアーヘン工科大学の Schmitz 博士を中心として設立され、材料・プロセスシミュレー
ション・ツールを統合するプラットフォームを提供している。
　評価軸を次の６つの要素とした。
　①最適化機能
　②データ活用機能
　③材料領域の広さ
　④発表論文件数
　⑤汎用性
　⑥サービスの充実
　最適化機能の優れたProperTune、シミュレーションの汎用性に優れたCitrine、材料領域の広さ、データ
活用の自由度が大きいQuesTek、材料領域の広いAixVipMaP、データベースの提供が基本になるGranta MI
と特長づけることが出来る。MInt は、システムの性能を示す最適化機能、データ活用技術、材料領域の広
さ、発表論文件数等で、全体的に他のシステムに比べ優れている。
　MIntは、各企業が固有のデータを基に特徴ある製品を提供し差別化するという我が国の産業界での活用を
目的としているため、企業の材料開発者が自由にソフトを選択しワークフローを作成し、かつ企業データを
MInt で活用できることが重要である。その観点では、「最適化機能」「データ活用機能」「材料領域の広さ」
で他のシステム同等以上の評価になっていることから、目的にかなったシステム設計になっている。一方で、
汎用性、サービスの充実等に改善の余地が見られる。
※ 令和３年度　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期　グローバルベンチマーク調査報告書

　課題名：統合型材料開発システムによるマテリアル革命　2021年12月28日　（非公開）

３．MIコンソーシアムの社会実装における立ち位置
　MIコンソーシアムの社会実装における立ち位置は、スタートアップ型の「研究開発型コンソーシアム」で
あると性格づけられ、特許防衛（対パテントトロール）の互助組織ではなく、技術標準の FRAND 条件でラ
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イセンスのようなパテントプール組織でもない。一般的にソフトウェア・サービスのスタートアップ事業が
た ど る 段 階［1］：（i）Idea Verification、（ii）Customer Problem Fit、（iii）Problem Solution Fit、（iv）
Product Market Fit、（v）Transition to Scale との類似性を参照し、MInt は最小限機能を有するプロトタ
イプの MVP（Minimum Viable Product）に相当することから MI コンソーシアムはカスタマーとの対話で
仮説検証を行う（iii）から（iv）の段階にあると考えられる。

４．欧州コンソーシアムとの比較
　上記のベンチマーク調査に加え、MI システムの普及や運営組織の観点から MInt を運営する MI コンソー
シアムに関して、欧州の代表的な２つのコンソーシアム：DESCA 及び IMEC との比較を行った。調査では、
DESCA コンソーシアム契約［2］（並びにその親契約である Horizon Europe のファンド支援契約（MGA）［3］）
及び IMEC の運営マネジメントの研究論文［4］を対象として、主に成果の扱いを比較した。
　IMEC については、被引用件数の多い IMEC 文献［5］、及び IMEC 特許の両面から調査した結果、SI-LSI を
共通基盤として、ナノエレクトロニクス分野での素子の縮小化（微細化・３次元化）に加えて、応用分野

（AR/ 通信／生体分野等）へと拡大する様子が確認できた。
　IMECの成功要因は、次の①～③の諸点に要約できる。これらのIMECの特長をMIコンソーシアムと比較
し、ビジネスモデルの観点から検討を行った。その内容については省略する。
　① 最先端 EUV 露光機で ASML（オランダ）との戦略的な R&D を進め、異業種の製造企業が IMEC プロジ

ェクトに参加することで、一流の研究開発者と高レベルなコミュニケーション（出会いの場）［6］を形成
していること。

　② 露光装置を複数のモジュールに分割することにより、インターフェイスを公開して外部の専門メーカー
を取込む共通プラットフォーム設計思想［6］を有していること。

　③  Si材料の特徴を活用するスケール縮小化とナノテクノロジーを基礎とする研究について、成果をIMECと
共有し４種類のフォアグラウンド IP を設けて柔軟な形態（Industrial Affiliation Program （IAP））での
共同研究を行い、研究成果を次段階へと発展させるイノベーション・エコシステムを採用していること。

参考文献
［1］  田所雅之「企業の科学」（日経 BP 社）2017年
［2］  DESCA：
  https://www.desca-agreement.eu/fileadmin/user_upload/03_ueber_uns/organisation/

Internationale_Bueros/Bruessel/DESCA/DESCA_HorizonEurope_v.1.0_elucidations.pdf
［3］  MGA：
  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-

contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
［4］  Vincent Ryckaert, Kristel Van den Broeck “IMEC industrial Affiliation Program（IIAP）as IPR 

model to set up nanotechnology research and patenting, World Patent Information 30（2008）
101-105, ELSEVIER

 https://doi.org/10.1016/j.wpi.2007.08.009
［5］
 ・ Pierre Edinger, Alain Yuji Takabayashi, Carlos Errando-Herranz, Umar Khan, Hamed Sattari, 

Peter Verheyen, Wim Bogaerts, Niels Quack, and Kristinn B. Gylfason, “Silicon photonic 
microelectromechanical phase shifters for scalable programmable photonics” Optics Letters 
Vol. 46, Issue 22, pp. 5671-5674,（2021）

 　https://doi.org/10.1364/OL.436288
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“Accurate extraction of fabricated geometry using optical measurement”
 　PHOTONICS RESEARCH | 6（11）: 1008-1020 NOV 1, 2018
 　https://www.doi.org/10.1364/PRJ.6.001008
 ・Meersschaut, W. Vandervorst　“High-throughput ion beam analysis at imec”
 　 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with 

Materials and Atoms, Volume 406, Part A, Pages 25-29（2017）
 　https://doi.org/10.1016/j.nimb.2017.01.005
 ・ Angel Urueña, Monica Aleman, Emanuele Cornagliotti, Aashish Sharma, Michael Haslinger, 

Loic Tous, Richard Russell, Joachim John, Filip Duerinckx, Jozef Szlufcik
 　 “Progress on large area n-type silicon solar cells with front laser doping and a rear emitter”, 

PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS | 24（8）, 1149-1156（2016）
 　https://doi.org/10.1002/pip.2767
 ・ V. Rochus, B. Wang, H.A.C. Tilmans, A. Ray Chaudhuri, P. Helin, S. Severi, X. Rottenberg “Fast 

analytical design of MEMS capacitive pressure sensors with sealed cavities”, MECHATRONICS 
| 40: 244-250 DEC 2016, http://dx.doi.org/10.1016％2Fj.mechatronics.2016.05.012

 ・ Danilo De Simone, Ivan Pollentier, Geert Vandenberghe, “Metal-containing Materials as 
Turning Point of EUV Lithography”

 　 Journal of Photopolymer Science and Technology, Volume 28 Issue 4 Pages 507-514（2015）, 
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https://doi.org/10.2494/photopolymer.28.507
 ・ Jared C. Mikkelsen, Wesley D. Sacher, and Joyce K. S. Poon, “Dimensional variation tolerant 

silicon-on-insulator directional couplers”, Optics Express Vol. 22, Issue 3, pp. 3145-3150
（2014）

 　https://doi.org/10.1364/OE.22.003145
 ・ Danilo De Simone, Anne-Marie M.F. Goethals, Frieda Van Roey, Zheng Tao
 　 “Progresses and Challenges of EUV Lithography Materials”, JOURNAL OF PHOTOPOLYMER 

SCIENCE AND TECHNOLOGY | 27（5）: 601-610（2014）
 　http://dx.doi.org/10.2494/photopolymer.27.601
 ・ Jared C. Mikkelsen, Wesley D. Sacher, and Joyce K. S. Poon “Adiabatically widened silicon 

microrings for improved variation tolerance”
 　Optics Express Vol. 22, Issue 8, pp. 9659-9666（2014）
 　https://doi.org/10.1364/OE.22.009659
 ・ Bart Leten, Wim Vanhaverbeke, Nadine Roijakkers, André Clerix’s, Johan Van Helleputte “IP 

Models to Orchestrate Innovation Ecosystems: IMEC, a Public Research Institute in Nano-
Electronics”

 　California Management Review 55（4）: 51-64（2013）
 　http://dx.doi.org/10.1525/cmr.2013.55.4.51
 ・ Eric Hendrickx, Roel Gronheid, Jan Hermans, Gian Lorusso, Philippe Foubert, Ivan Pollentier, 

Anne-Marie Goethals, Rik Jonckheere, Geert Vandenberghe, Kurt Ronse
 　 “Readiness of EUV Lithography for Insertion into Manufacturing: The IMEC EUV Program”, 

Journal of Photopolymer Science and Technology, Volume 26 Issue 5 Pages 587-593　
（2013）

 　https://doi.org/10.2494/photopolymer.26.587
 ・Yi Lou, Zhuo Yan, Fan Zhang & Paul D. Franzon
 　“Comparing Through-Silicon-Via（TSV）Void/Pinhole Defect Self-Test Methods”
 　Journal of Electronic Testing volume 28, pages27-38,（2012）
 　https://doi.org/10.1007/s10836-011-5261-4
 ・ H.A.C. Tilmans, J. De Coster, P. Helin, V. Cherman, A. Jourdain, P. De Moor, B. Vandevelde, 

N.P. Pham, J. Zekry, A. Witvrouw, I. De Wolf
 　 “MEMS packaging and reliability: An undividable couple” Microelectronics Reliability Volume 

52, Issues 9-10, Pages 2228-2234（2012）
 　https://doi.org/10.1016/j.microrel.2012.06.029
 ・ Jan Van Hoeymissen, Valerie Depauw, Izabela Kuzma-Filipek, Kris Van Nieuwenhuysen, 

Maria Recaman Payo, Yu Qiu, Ivan Gordon, Jef Poortmans
 　 “The use of porous silicon layers in thin-film silicon solar cells”
 　 Physica Status Solidi A, Applications and Materials Science, Volume208, Issue6 Pages 1433-

1439（2011）, https://doi.org/10.1002/pssa.201000103
 ・Karsten Bubke, Robert de Kruif, Jan Hendrik Peters, Mircea V. Dusa, Brid Connolly
 　 “Mask characterization for double patterning lithography”
 　Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, Vol. 8, Issue 1, 011004（2009）
 　http://dx.doi.org/10.1117/1.3023078
 ・ A. M. Myers, G. F. Lorusso, I. Kim, A. M. Goethals, R. Jonckheere, J. Hermans, B. 
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Baudemprez, and K. Ronse, “Experimental validation of full-field extreme ultraviolet 
lithography flare and shadowing corrections”, Journal of Vacuum Science & Technology B: 
Microelectronics and Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena 26, 
2215（2008）

 　https://doi.org/10.1116/1.3013297
 ・G. F. Lorusso, A. M. Goethals, R. Jonckheere, J. Hermans, and K. Ronse
 　 “Extreme ultraviolet lithography at IMEC: Shadowing compensation and flare mitigation 

strategy” Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer 
Structures Processing, Measurement, and Phenomena 25, 2127（2007）

 　https://doi.org/10.1116/1.2781516
 ・A. M. Goethal, R. Jockheere, C. F. Lurusso, J. Hermans
 　“Status of EUV lithography at IMEC”
 　Journal of Photopolymer Science and Technology 20（3）:383-392（2007）
 　http://dx.doi.org/10.2494/photopolymer.20.383

［6］ 中馬宏之「我が国半導体露光装置産業が直面する複雑性と組織限界」光学 34巻８号388～395（2005）
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第４章　知財成果
１．知財成果の概要
　SIP マテリアル革命の遂行で報告された知財成果の件数は、特許出願54件、原著論文255件、総説・解説
48件、学会発表851件である。年度別の各件数を、表4.2-（1）に示す。原著論文の年度別推移を図4.2-（1）
に示す。特許出願については、国際出願を表4.3-（1）、国内出願を表4.3-（2）に示す。各チーム別の原著論
文、総説・解説、学会発表、受賞等の代表的な成果を、「4. 各チーム成果一覧」に掲載する。これらは2022
年11月末日における状況である。その後の成果を含めたすべての原著論文、総説・解説、学会発表先は、JST
の SIP ホームページ（https://www.jst.go.jp/sip/p05_result.html）から閲覧できる。
　金属系 MI 基盤（A1，A2，A4，A5）の活動による成果は、ベイズ最適化による金属組織の特性予測、鋼
の相変態や溶接破断強度予測等に関する論文が、Physical Review Materials、Acta Materialia、Additive 
Manufacturing等の主要な論文誌に掲載された。さらに材料の予測管理システム発明を特許出願済みであり、
MI システムの価値向上と権利化に貢献した。
　CFRP（A3，B1，B2，B3）の活動による成果は、カーボンファイバー組織のナノ・インデンテーション
測定等が Composites part A 及び B 等の論文誌に複数掲載された。2019年・2020年出版の論文で被引用
数が20件を超える論文が複数あり、成果に対する関心の高さがうかがわれる。
　粉末・3D積層（C1，C2，C3，C4，C5）の活動による成果は、純クロムやInconel738合金の選択的レー
ザー溶融や積層造形による TiAl 合金のラメラ組織等について、Additive Manufacturing、Acta Materialia
等の主要論文誌に掲載された。被引用数も20件を超える論文（なかには50件超もあり）が複数あり、成果に
対する関心の高さがうかがわれる。

２．原著論文／総説・解説／学会発表
表4.2-（1）　チーム別　原著論文／総説・解説／学会発表数（2022.11月末〆）

大学・国研 企業 国際出願 国内出願 英文 和文 英文 和文 国際 国内
90115325631641A

A2 7 3 1 4 66 10 2 8 54 148
5212118424A

A5 5 4 3 1 11 2 8 27 54
64921392283A
221225266251B
439143192B
92011796153B
6568132121C

12542C
C3 1 3 1 12
C4 2 3 1 3 11 8 1 3 29 72

913272313335C
A1A2A4A5 8 6 121 15 7 20 153 336
A3・B領域 12 18 61 10 2 69 131

C領域 6 7 34 14 3 16 53 109
TOTAL 26 31 216 39 10 38 275 576

＊学会発表は招待講演・口頭発表・ポスター発表の合計        ＊総説・解説は査読有のみ
＊共同出願は両チームへカウント                                              ＊研究開発機関数は2022年11月時点

表発会学文論著原許特関機発開究研 総説・解説
チーム名
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図4.2-（1）　年度別・領域別　原著論文推移（2022.11月末〆）

３．特許出願
表4.3-(1)　国際出願（2022.11月末〆）

★国際出願

出願年 発明の名称 出願人

2019年 予測管理システム、予測管理方法、データ構造、予測管理装置及び予測実行装置 物質・材料研究機構

2020年 三次元硬さ分布測定方法及び三次元硬さ分布測定システム 理化学研究所
学校法人関西大学

2020年 COMPOSITE MANUFACTURING APPARATUS 株式会社SUBARU

2021年 PREPREG LAMINATION APPARATUS, METHOD OF LAMINATING
PREPREGS AND METHOD OF MOLDING COMPOSITE MATERIAL

株式会社SUBARU

2021年 多成分系からなる合金 大阪大学

2021年 ボトム出湯用黒鉛ノズル及びＴｉ－Ａｌ基合金の鋳造方法 株式会社神戸製鋼所

2022年 TAPE ARRANGING DEVICE 株式会社SUBARU
津田駒工業株式会社

2022年 未公開 物質・材料研究機構
川崎重工業株式会社/大阪大学

2022年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2022年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2022年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2022年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2022年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2022年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2022年 未公開 三菱重工航空エンジン株式会社
東京大学
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★国内出願

出願年 発明の名称 出願人

2019年 三次元硬さ分布測定方法および三次元硬さ分布測定システム 理化学研究所/関西大学

2020年 複合材製造装置 株式会社SUBARU

2020年 プリプレグ積層装置、プリプレグ積層方法及び複合材成形方法 株式会社SUBARU

2020年 多成分系からなる合金 大阪大学

2020年 TiAl基合金およびその製造方法 三菱重工航空エンジン株式会社
東京工業大学/大阪冶金興業株式会社

2020年 TiAl基合金の製造方法およびTiAl基合金 三菱重工航空エンジン株式会社
東京工業大学/大阪冶金興業株式会社

2020年 ボトム出湯用黒鉛ノズル及びＴｉ－Ａｌ基合金の鋳造方法 株式会社神戸製鋼所

2021年 学習装置の学習方法、設計パターンの設計方法、積層体の製造方法及び設計パ
ターンの設計装置

三菱重工業株式会社

2021年 予測モデルの学習方法、複合構造体の評価方法、複合構造体の製造方法及び複合
構造体の評価装置

三菱重工業株式会社

2021年 テープ配列機構 株式会社SUBARU
津田駒工業株式会社

2021年 未公開 物質・材料研究機構
川崎重工業株式会社/大阪大学

2021年 未公開 物質・材料研究機構

2021年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2021年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2021年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2021年 未公開 日本電気株式会社
東北大学

2021年 未公開 東レ株式会社

2021年 未公開 三菱重工株式会社/神戸大学
信州大学

2021年 未公開 三菱重工航空エンジン株式会社
東京大学

2022年 未公開 学校法人帝京大学

2022年 未公開 物質・材料研究機構/大阪大学

2022年 未公開 物質・材料研究機構

2022年 未公開 東レ株式会社

2022年 未公開 株式会社SUBARU

2022年 未公開 株式会社SUBARU

2022年 未公開 株式会社SUBARU

2022年 未公開 株式会社SUBARU

2022年 未公開 株式会社SUBARU

2022年 未公開 株式会社SUBARU

表4.3-（2）　国内出願（2022.11月末〆）
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４．各チーム成果一覧（原著論文／総説・解説／学会発表等）
チーム名：A1　研究開発課題名「逆問題解析」
◆原著論文

著者名、論文タイトル、掲載誌名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

Takayuki Shiraiwa, Shoya Kato, Fabien Briffod and Manabu Enoki, “Exploration of outliers in 
strength-ductility relationship of dual-phase steels”, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED 
MATERIALS: METHODS　2022, VOL. 2, NO. 1, 175-197, https://doi.org/10.1080/27660400.20
22.2080483

A.T.Yokobori, Jr, H.Ishikawa, R.Sugiura, T.Ohmi and M.tabuchi, “Correlation of deformation with 
damage progression behavior around a notch tip under creep and fatigue conditions for 
W-added 9Cr steel including weld joint”, Strength, Fracture and Complexity 1（2022）1-25, 
https://doi.org/10.3233/SFC-228010

Shimpei Takemoto, Takeshi Kaneshita, Kenji Nagata, Yoshishige Okuno, Junya Inoue, and Manabu 
Enoki, “Bayesian inverse design of high-strength aluminum alloys at high temperatures”, MRS 
Advances, Published: 20 January 2022, https://doi.org/10.1557/s43580-022-00209-2

T. Kasuya, M. Inomoto, Y. Okazaki, S. Aihara, M. Enoki, “HAZ hardness prediction of boron-
added steels”, Welding in the World（2021）, 65:1609-1621, https://doi.org/10.1007/s40194-
021-01111-5

T. Kasuya, M. Inomoto, Y. Okazaki, S. Aihara, M. Enoki, “Stress-strain curve prediction of steel 
HAZ based on hardness”, Welding in the World（2021）. https://doi.org/10.1007/s40194-021-
01198-w

Fabien Briffod, Takayuki Shiraiwa, Manabu Enoki, “Micromechanical investigation of the effect of 
the crystal orientation on the local deformation path and ductile void nucleation in dual-phase 
steels”, Materials Science & Engineering A 826（2021）141933, https://doi.org/10.1016/
j.msea.2021.141933

Shimpei Takemoto, Kenji Nagata, Takeshi Kaneshita, Yoshishige Okuno, Katsuki Okuno, Masamichi 
Kitano, Junya Inoue, and Manabu Enoki, “Prediction of the Mechanical Properties of Aluminum 
Alloy Using Bayesian Learning for Neural Networks.” TMS 2021 150th Annual Meeting & Exhibition 
Supplemental Proceedings. Springer Nature, https://doi.org/10.1007/978-3-030-65261-6_43

Ryoji Anzaki, Shin-ichi Ito, Hiromichi Nagao, Masaichiro Mizumaki, Masato Okada, and Ichiro 
Akai, “Phase prediction method for pattern formation in time-dependent Ginzburg-Landau 
dynamics for kinetic Ising model without a priori assumptions of domain patterns”, Physical 
Review B, Vol. 103, Issue 9, 094408, 2021, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.094408

Manabu Enoki, “Development of Performance Prediction System on SIP-MI Project”, Materials 
Transactions, Special Issue on SIP Materials Integration Project, Sept. 11（2020）, https://doi.
org/10.2320/matertrans.MT-MA2020007

Fabien Briffod, Takayuki Shiraiwa, Manabu Enoki, “Nucleation and propagation modeling of short 
fatigue crack in rolled bi-modal Ti-6Al-4Valloy”, MaterialsScience & Engineering A, 790（2020）139710, 
https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.139710
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Michihiro Kunigita, Shuji Aihara, Tomoya Kawabata, Tadashi, Kasuya, Yoshiomi Okazaki, 
Masahiro Inomoto, “Prediction of Charpy impact toughness of steel weld heat-affected zones by 
combined micromechanics and stocastic fracture model - Part I: Model presentation”, 
Engineering Fracture Mechanics, 230（2020）106965., https://doi.org/10.1016/j.engfracmech. 
2020.106965

Michihiro Kunigita, Shuji Aihara, Tomoya Kawabata, Tadashi, Kasuya, Yoshiomi Okazaki, 
Masahiro Inomoto, “Prediction of Charpy impact toughness of steel weld heat-affected zones by 
combined micromechanics and stocastic fracture model - Part II: Model validation by 
experiment”, Engineering Fracture Mechanics, 230（2020）106966., https://doi.org/10.1016/
j.engfracmech.2020.106966

Fabien Briffod, Takayuki Shiraiwa, Manabu Enoki, “Numerical investigation of the influence of 
twinning/detwinning on fatigue crack initiation in AZ31 magnesium alloy”, Materials Science and 
Engineering A, 753, 79-90, 2019., https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.03.030

Fabien Briffod, Shin Ito, Takayuki Shiraiwa, Manabu Enoki, “Effect of long period stacking 
ordered phase on the fatigue properties of extruded Mg-Y-Zn alloys”, International Journal of 
Fatigue, 128, 105205, 2019, https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.105205

Fabien Briffod, Alexandre Bleuset, Takayuki Shiraiwa, Manabu Enoki, “Effect of crystallographic 
orientation and geometrical compatibility on fatigue crack initiation and propagation in rolled Ti-
6Al-4V alloy”, Acta Materialia, 177（15）, 56-67, 2019., https://doi.org/10.1016/j.
actamat.2019.07.025

Ito, S; Nagao, H; Kurokawa, T; Kasuya, T; Inoue, J, “Bayesian inference of grain growth 
prediction via multi-phase-field models”, PHYSICAL REVIEW MATERIALS, vol. 5, No. 3, 053404, 
2019, https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.053404

Kim, H; Yamamoto, T; Sato, Y; Inoue, J, “Establishment of structure-property linkages using a 
Bayesian model selection method: Application to a dual-phase metallic composite system”, Acta 
Materialia, vol. 176, pp.264-277, 2019, https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.07.006

Yuto Miyazawa, Fabien Briffod, Takayuki Shiraiwa and Manabu Enoki, “Prediction of Cyclic 
Stress-Strain Property of Steels by Crystal Plasticity Simulations and Machine Learning” 
Materials 2019, 12, 3668, https://doi.org/10.3390/ma12223668

◆総説・解説

著者名、タイトル、雑誌・書籍名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

A.T. Yokobori and Go Ozeki, “The quantitative estimation of mechanical performance on the 
creep strength and prediction of creep fracture life for creep ductile materials based on QL* 
parameter” Creep Deformation, ISBN 978-1-80355-670-3

奥野好成、材料開発の試行錯誤削減のための AI 解析の活用、研究開発部門への DX 導入による R&D の効
率化、実験の短縮化、技術情報協会、2022年４月

鳥形啓輔、インタビュー－私の溶接履歴－、溶接学会誌、vol. 91、No. 2、pp. x-x、2022



222

第４章　知財成果

加藤翔也、Fabien Briffod、白岩隆行、榎学、二相組織鋼の二点空間相関を用いた組織特性関係の導出、
日本材料強度学会誌、54巻、第３号、pp. 50-53（2020）

榎　学、“先端構造材料の力学的信頼性”、ふぇらむ、Vol.24、No.8（2019）、pp. 511-517

榎　学、“SIP-MIプロジェクトにおける性能予測システムの開発”、まてりあ、Vol. 58、No. 09（2019）、
pp. 498-502、https://doi.org/10.2320/materia.58.498

井上純哉、岡田真人、長尾大道、横田秀夫、足立義隆、“SIP-MIプロジェクトにおける特性空間分析シス
テムの開発”、まてりあ、Vol.58、No.9、pp.503-510、2019、https://doi.org/10.2320/materia.58.503

西川 嗣彬、古谷 佳之
“熱処理により模擬した細粒 HAZ 組織を有する低炭素鋼の微小疲労き裂進展寿命評価方法”
鉄と鋼 Vol.105 No.12_10

◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

Manabu Enoki, “Data-driven and Model-based Approach for Material Design using Inverse 
Analysis，Workshop on Probing in situ Characterization of Materials enabling novel Functional 
Materials for emerging Flexible/Stretchable Electronics and Micromachines”，Singapore，2022/7/14
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“難燃性と力学特性を両立する CFRP を短期間で開発－マテリアルズ・インフォマティクスを活用－”
（2021.11.30）
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チーム名：B2　研究開発課題名「AI援用積層最適化によるCFRP設計・製造自動化技術の開発」
◆原著論文

著者名、論文タイトル、掲載誌名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

橋脇健太朗、小木曽望、“経験的な制約条件を考慮した非対称積層板の多目的積層構成最適設計”、日本機
械学会論文集、Vol. 87、No. 900、論文 ID:21-00081

小野寺壮太、豊島夏樹、矢代茂樹、“逐次端面観察とデジタル画像相関法による積層欠陥を有する自動積
層模擬 CFRP 積層板の損傷進展観察”、日本複合材料学会誌、48、４、2022/07

◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

星光、岩堀豊、武田真一、杉本直、中村俊哉、“自動積層機を用いた In-situ Consolidation 成形法による
平板試作に関する一考察”、日本航空宇宙学会「第61回構造強度に関する講演会」、2019/8/9

橋脇健太朗、小木曽望、亀山正樹、“積層構成の制約条件を考慮した非対称積層板の積層構成の多目的最
適化”、日本航空宇宙学会 第62回構造強度に関する講演会、2020/8/5～7

小木曽望、西岡立成、“自動積層における空間変動を考慮した積層板の形状モデル作成法”、第45回複合材
料シンポジウム、2020/9/24～25

中谷翔太、本田真也、佐々木克彦、武田量、“逐次近似応答曲面による炭素繊維強化複合材の多目的最適
化”、第45回複合材料シンポジウム（日本複合材料学会）、2020/9/25

Kentaro Hashiwaki, Nozomu Kogiso, Masaki Kameyama, Masahiro Kashiwagi and Toshio Abe, 
“Multiobjective Optimization of Stacking Sequence Design for Asymmetric Laminated Plates 
under Several Laminate Configuration Constraints”, Asian Congress of Structural and 
Multidisciplinary Optimization 2020（ACSMO）, 2020/11/23～25

釜矢雄介、松本拓也、後藤康夫、西野孝、“ポリエーテルエーテルケトン・ナノ複合材料の力学特性とナノフ
ィラー充てんによる結晶化挙動への影響”、プラスチック成形加工学会 第28回秋季大会、2020/12/1～2

小木曽望、西岡立成、“自動積層による積層板のギャップ不確定性の空間変動定量化”、日本機械学会計算
力学部門 計力スクウェア、2020/12/9～10

H. Uematsu, A. Yoshimura, M. Arai, K. Goto, “Evaluation of the effect of gaps and overlaps of 
layers on the low-velocity impact damage of CFRP laminates”, The 3rd International Conference 
on Computational Engineering and Science for Safety and Environment Problems

（COMPSAFE2020）, 2020/12/11

植松駿斗、片倉鴻介、吉村彰記、後藤圭太、荒井政大、“プリプレグの gap/overlap を有する CFRP 積層
板の低速衝撃損傷特性評価”、第12回日本複合材料会議、2021/3/4

花谷孔明、中谷翔太、本田真也、佐々木克彦、武田量、“自己組織化マップを用いた複合材の多目的設計
探査”、日本機械学会北海道学生会第50回 学生員卒業研究発表講演会、2021/3/5

Nozomu Kogiso, Kentaro Hashiwaki, “Multiobjective Stacking Sequence Optimization for 
Unsymmetrical Laminated Plate with Ply Drop-off under Several Empirical Constraints”, 14th 
World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, 2021/06/13～18
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星光、杉本直、岩堀豊、青木雄一郎、“自動積層された熱可塑複合材の基礎強度特性”、日本航空宇宙学会、
第63回構造強度に関する講演会、2021/8/4～6

花谷孔明、本田真也、佐々木克彦、武田量、“AFP による製造を想定した複合材構造の自己組織マップを
用 い た 多 目 的 設 計 探 査”、日 本 機 械 学 会、Dynamics and Design Conference 2021（D&D2021）、
2021/9/13～17

野中幹、小木曽望、“ベイズ最適化を用いた複合材料積層板の強度予測モデルについて”、複合材料学会 第
46回複合材料シンポジウム、2021/10/23～24

川原光貴、小野寺壮太、矢代茂樹、“積層欠陥を有する CFRP の有孔引張解析”、日本機械学会
第29回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2021）、2021/11/18～19

岩田純、冨永千晴、松本拓也、後藤康夫、西野孝、“炭素繊維充てんポリエーテルエーテルケトン／ナノ
ダイヤモンド複合材料の作製と力学物性”、プラスチック成形加工学会　第29回秋季大会、2021/11/30

亀山正樹、“応答曲面近似に基づく CFRP 対称積層板の衝撃損傷特性予測”、第13回日本複合材料会議、
2022/3/7～9

Motoki Nonaka, Nozomu Kogiso, “OHT Strength Prediction Model of Laminated Plates Using 
Bayesian Optimization”, Asian Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization 2022, 
2022/5/22～26

Nozomu Kogiso, Taishi Kitazawa, “Optimum Design of Stacking Sequence and Ply Drop-off 
Placement for Laminated Composite”, Asian Congress of Structural and Multidisciplinary 
Optimization 2022, 2022/5/22～26

Komei Hanatani, Shinya Honda, Katsuhiko Sasaki, Ryo Takeda, “Application of sequential 
approximated multi-objective optimization for patched composite structures”, 
Asian Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization 2022, 2022/5/22～26

岩田純、松本拓也、西野孝、冨永千晴、後藤康夫、“ポリエーテルエーテルケトン／炭素繊維複合材料に
おけるナノダイヤモンドの充てん効果”、プラスチック成形加工学会第33回年次大会、2022/6/15～16

西野紗梨香、松本拓也、西野孝、冨永千晴、後藤康夫、“ポリエーテルエーテルケトンに対するテトラポ
ッド形状酸化亜鉛粒子の充てん効果”、第68回高分子研究発表会［神戸］、2022/7/15

Akinori Yoshimura, Hayato Uematsu, Keita Goto, Masahiro Arai, “Damage simulation of CFRP 
laminates under low velocity impact”, US-JAPAN/EU-JAPAN Joint Conference on Composite 
Materials, 2022/07/20～23

Nozomu Kogiso, Taishi Kitazawa, “Stacking Sequence Optimization for Ply Drop-off Laminated 
Composite Considering Some Empirical Constraints”, 15th World Congress on Computational 
Mechanics（WCCM-XV）8th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics（APCOM-VIII）, 
2022/7/31～8/5

小野寺壮太、川原光貴、矢代茂樹、“Ply-by-Ply シェルレイヤーモデルを用いたギャップを有する CFRP
積層板の有孔引張解析”、第64回構造強度に関する講演会、2022/8/3～5

岡功介、柏木聖紘、福田章雄、阿部俊夫、高木清嘉、“自動積層に起因するギャップ・ラップの強度影響
評価”、第64回構造強度に関する講演会、2022/8/3～5



244

第４章　知財成果

杉本直、星光、武田真一、青木雄一郎、岩堀豊、中村俊哉、“AFP を用いた In-situ consolidation 熱履歴
の CF/PEEK 特性への影響評価”、第64回構造強度に関する講演会、2022/8/3～5

野中幹、小木曽望、“ベイズ最適化を用いた複合材料積層板の強度予測モデルの構築”、第64回構造強度に
関する講演会、2022/8/3～5

北澤元気、花谷孔明、本田真也、佐々木克彦、武田量、“ベイズ最適化による積層複合材構造の最適設計
の効率化”、日本機械学会、Dynamics and Design Conference 2022（D&D2022）、2022/9/8

Sota Onodera, Koki Kawahara, Shigeki Yashiro, “Damage progressive analysis of CFRP laminates 
containing an overlap”, International Conference on Materials & Processing 2022（ICM&P 2022）, 
2022/11/6～10

◆受賞

受賞者名、受賞名、表彰団体名、受賞年月日

小野寺壮太、構造強度に関する講演会　若手奨励賞、日本航空宇宙学会、2022/8/4

チーム名：B3　研究開発課題名「薄層材自動積層によるCFRPの3D高自由度設計技術の開発」
◆原著論文

著者名、論文タイトル、掲載誌名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

Kota Takamoto, Toshio Ogasawara, Hiroki Kodama, Tomoisa Mikami, Sota Oshima, Kazuyuki 
Aoki, Ryo Higuchi, Tomohiro Yokozeki, “Experimental and numerical studies of the open-hole 
compressive strength of thin-ply CFRP laminates”, Composites Part A: Applied Science and 
Manufacturing, 154（2021）, 106365. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106365

Ryoma Aoki, Ryo Higuchi, Tomohiro Yokozeki, Kazuyuki Aoki, Shigekazu Uchiyama, Toshio 
Ogasawara, “Damage-mechanics mesoscale modeling of composite laminates considering 
diffuse and discrete ply damages: Effects of ply thickness”, Composite Structures, 277, 2021, 
114609. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114609

Haruya Tanaka, Yuto Mori, Naoya Kumekawa, Ryosuke Matsuzaki, “Multi-objective optimization 
of weight and strength of laminated composites using gap-less and overlap-less variable 
thickness fiber placement”, Composite Structures, 276（2021）, 114562. https://doi.
org/10.1016/j.compstruct.2021.114562

青木涼馬、樋口諒、横関智弘（東京大学）、青木一行、内山重和（SUBARU）、小笠原俊夫（東京農工大
学）、“層間強化材を用いた薄層 CFRP 積層板の損傷進展・強度特性評価”、日本複合材料学会誌、48、
pp.234-243、（2022）

◆総説・解説

著者名、タイトル、雑誌・書籍名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

松崎亮介、“複合材料の3D プリンティング”、日本機械学会誌、125-1242、pp.23-26、（2022）
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◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

樋口諒、青木涼馬、横関智弘（東京大学）、青木一行、小祝京、内山重和（SUBARU）、小笠原俊夫（東京
農工大学）、“層厚の異なるCFRP積層板の損傷進展に関するマルチスケール解析”、日本航空宇宙学会「第
61回構造強度に関する講演会」、2019/8/7

高本晃大、大島草太、小笠原俊夫（東京農工大学）、青木一行、内山重和（SUBARU）、“Compressive 
Fracture Observation of Thin-ply CFRP Laminates Using a High-Speed Camera”、The 12th Korea-
Japan Joint Symposium on Composite Materials、2019/12/5-6

Naoya Kumekawa, Yuto Mori, Ryosuke Matsuzaki（Tokyo University of Science）, “Formability and 
mechanical property of variable thickness 3D printing of CFRP”, Student workshop on 
3D-printing composites, 2020/3/16

佐々木一仕、青木雄一郎、安岡哲夫、杉本直、中村俊哉（JAXA）、“任意繊維配向角を有する薄層CFRP製
主翼構造の最適化”、日本材料学会・日本複合材料学会・第11回 日本複合材料会議（JCCM-11）、2020/3/17
～3/19

Ryoma Aoki, Ryo Higuchi, Tomohiro Yokozeki（The University of Tokyo）, Kazuyuki Aoki, 
Shigekazu Uchiyama（SUBARU）, Toshio Ogasawara（Tokyo University of Agriculture and 
Technology）, “Numerical and Experimental Evaluation of the Effects of Ply Thickness on 
Progressive Damage in CFRP Laminates”, ASC 35th Technical Conference, 2020/9/16

児玉寛季、高本晃大、三上智勇、小笠原俊夫（東京農工大学）、青木一行（SUBARU）、杉本直（JAXA）、
“圧縮荷重下における有孔 CFRP 積層板の損傷進展観察”、日本機械学会　第28回機械材料・材料加工技術
講演会（M&P　2020）、2020/11/19

粂川尚哉、森勇人、松崎亮介（東京理科大学）、“CFRP可変厚さ制御による成形性および力学的特性”、第
12回日本複合材料会議（JCCM-12）、2021/3/3

三上智勇、高本晃大、児玉寛季、小笠原俊夫（東京農工大学）、青木一行（SUBARU）、樋口諒、横関智弘
（東京大学）、“Filled-Hole Compression Strength of Thin-Ply CFRP Laminates”、45th International 
Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites（ICACC2021）、2021/2/10

青木涼馬、樋口涼、横関智弘（東京大学）、青木一行、内山重和（SUBARU）、小笠原俊夫（東京農工大
学）、“薄層 CFRP 積層板の Filled Hole 引張試験の損傷進展解析”、第26回計算工学講演会、2021/5/28

三上智勇、高本晃大、伊藤光佑、小笠原俊夫（東京農工大学）、青木一行、内山重和（SUBARU）、樋口諒、
横関智弘（東京大学）、“薄層 CFRP の圧縮強度カーペットチャート作成ツールの構築”、日本航空宇宙学
会　第63回構造強度に関する講演会、2021/8/6

田中晴也、粂川尚哉、松崎亮介（東京理科大学）、“可変厚さ3D プリントの繊維配向および層厚さの最適
化”、日本機械学会 M&M2021材料力学カンファレンス、2021/9/16

Sho Miyashita, Yuichiro Aoki, Sunao Sugimoto, Toshiya Nakamura（JAXA）, “Influence of Gap/
Overlap by AFP on the Mechanical Properties of Thin-ply CFRP”, 17th Japan International SAMPE 
Symposium and Exhibition（17th JISSE）, 2021/12/2

Yuichiro Aoki, Sho Miyashita, Sunao Sugimoto, Toshiya Nakamura（JAXA）, “Effect of Gaps and 
Overlaps on the strength of thin-ply CFRP laminates manufactured by AFP”, The US-JAPAN/EU-
JAPAN Joint Conference on Composite Materials, 2022/7/20
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小笠原俊夫、三上智勇、伊藤 光佑、藤澤 優（東京農工大学）、青木 一行、内山重和（SUBARU）、樋口諒、
横 関 智 弘（東 京 大 学）、“Experimental Studies on Open-Hole Compressive Strengths of Thin-Ply 
CFRP Laminates”、The US-JAPAN/EU-JAPAN Joint Conference on Composite Materials、
2022/7/20

Ryosuke Matsuzaki, Yuto Mori, Naoya Kumekawa（Tokyo University of Science）, “Optimization of 
curvilinear fiber trajectory and thickness for automated fiber placement”, US-JAPAN/EU-JAPAN 
Joint Conference on Composite Materials, 2022/7/20

青木涼馬、樋口諒、横関智弘（東京大学）、青木一行、内山重和（SUBARU）、小笠原俊夫（東京農工大
学）、“CFRP 積層板 Filled Hole Tension 試験の損傷進展シミュレーション”、第64回構造強度に関する講
演会、2022/8/5

◆その他成果（プレスリリース等）

福井県ホームページ、http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=27Df2b160523081490、
工業技術センターが熱硬化性薄層プリプレグシートを世界最速で製造する技術の開発に成功しました、
2020/11/28

東京理科大 HP、https://www.tus.ac.jp/today/archive/20210524_1400.html、炭素繊維強化プラス
チックの高自由度設計技術を開発　～強度を保持し軽量化に成功、よりエコな部品の実現に期待～、
2021/5/24

第３回宇都宮大学コラボレーション・フェアにて「航空機の省エネ、運用コスト削減に向けた技術的取り組
み」と題したポスター発表の一部に SIP の研究紹介を掲載、令和４年９月29日、宇都宮大学峰キャンパス

チーム名：C1　研究開発課題名「Ni 基合金の3D積層造形プロセスの開発」
◆原著論文

著者名、論文タイトル、掲載誌名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

Takuya Ishimoto, Siqi Wu, Yukinobu Ito, Shi-Hai Sun, Hiroki Amano, and Takayoshi Nakano, 
“Crystallographic orientation control of 316L austenitic stainless steel via selective laser 
melting”, ISIJ International, 60, 8, 1758-1764, 2020, https://doi.org/10.2355/isijinternational.
ISIJINT-2019-744

Ozkan Gokcekaya, Naohiro Hayashi, Takuya Ishimoto, Kyosuke Ueda, Takayuki Narushima, and 
Takayoshi Nakano, “Crystallographic orientation control of pure chromium via laser powder-bed 
fusion and improved high temperature oxidation resistance”, Additive Manufacturing, 36, 
101624, 2020, https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101624

Ozkan Gokcekaya, Takuya Ishimoto, Tsubasa Todo, Ryoya Suganuma, Ryo Fukushima, Takayuki 
Narushima, and Takayoshi Nakano, “Effect of scan length on densification and crystallographic 
texture formation of pure chromium fabricated by laser powder bed fusion”, Crystals, 11, 9, 
2021, https://doi.org/10.3390/cryst11010009
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Ozkan Gokcekaya, Takuya Ishimoto, Shinya Hibino, Jumpei Yasutomi, Takayuki Narushima, and 
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bed fusion and its effect on mechanical anisotropy”, Acta Materialia, 212, 116876, 2021, 
https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.116876

奥川将行、宮田雄一朗、王雷、能勢和史、小泉雄一郎、中野貴由、“付加製造用電子ビーム照射による316L
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天野宏紀、山口祐典、石本卓也、中野貴由、“レーザ粉末床溶融法における雰囲気ガスがオーステナイト
系ステンレス鋼316L の造形体組織に与える影響”、スマートプロセス学会誌、10、230-234、2021、
https://doi.org/10.7791/jspmee.10.230

Naoko Ikeo, Hidetsugu Fukuda, Aira Matsugaki, Toru Inoue, Ai Serizawa, Tadaaki Matsuzaka, 
Takuya Ishimoto, Ryosuke Ozasa, Ozkan Gokcekaya, and Takayoshi Nakano, “3D Puzzle in Cube 
pattern for Anisotropic/Isotropic Mechanical Control of Structure Fabricated by Metal Additive 
Manufacturing”, Crystals, 11, 959, 2021, https://doi.org/10.3390/cryst11080959

Shinya Hibino, Tsubasa Todo, Takuya, Ishimoto, Ozkan Gokcekaya, Yuichiro Koizumi, Kenichiroh 
Igashira, and Takayoshi Nakano, “Control of Crystallographic Texture and Mechanical Properties 
of Hastelloy-X via Laser Powder Bed Fusion”, Crystals, 11, 1064, 2021, https://doi.
org/10.3390/cryst11091064

Ozkan Gokcekaya, Takuya Ishimoto, Tsubasa Todo, Pan Wang, and Takayoshi Nakano, 
“Influence of powder characteristics on densification via crystallographic texture formation: Pure 
tungsten prepared by laser powder bed fusion”, Additive Manufacturing Letters, 1, 100016, 
2021, https://doi.org/10.1016/j.addlet.2021.100016

Koji Hagihara and Takayoshi Nakano, “Control of anisotropic crystallographic texture in powder 
bed fusion additive manufacturing of metals and ceramics―A review”, JOM, 74, 1760-1773, 
2022, https://doi.org/10.1007/s11837-021-04966-7

Shinya Hibino, Kazushige Fujimitsu, Makoto Azuma, Takuya Ishimoto, and Takayoshi Nakano, 
“Effects of recrystallization on tensile anisotropic properties for IN738LC fabricated by laser 
powder bed fusion”, Crystals, 12, 842, 2022, https://doi.org/10.3390/cryst12060842

Tsubasa Todo, Takuya Ishimoto, Ozkan Gokcekaya, Jongyeong Oh, and Takayoshi Nakano, 
“Single crystalline-like crystallographic texture formation of pure tungsten through laser powder 
bed fusion”, Scripta Materialia, 206, 114252, 2022, https://doi.org/10.1016/
j.scriptamat.2021.114252
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第４章　知財成果

◆総説・解説

著者名、タイトル、雑誌・書籍名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

小泉雄一郎、“計算機シミュレーションを用いた Additive Manufacturing プロセス最適化予測”、スマー
トプロセス学会誌、８、132-138、2019、https://doi.org/10.7791/jspmee.8.132

中野貴由、“SIP 第１期・SIP 第２期・経産省地域新成長産業創出促進事業：レーザ金属 Additive 
Manufacturingによる材料組織ならびに原子配列制御”、溶接学会誌、89、１、27-37、2020、https://
doi.org/10.2207/jjws.89.27

岩崎勇人、渡邊健太郎、藤光利茂、日比野真也、坂根雄斗、“エネルギー機器分野における金属積層造形
技術の適用開発事例”、日本船舶海洋工学会誌 KANRIN、104、16-21、2022

◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

藤當翼、石本卓也、木村恒太、Gokcekaya Ozkan、日比野真也、藤光利茂、東誠、井頭賢一郎、中野貴
由、“レーザ積層造形法による Hastelloy-X の組織・力学特性の制御”、日本金属学会2020年春期講演大
会、2020/3/17～19

小幡卓眞、池田亜矢子、高田裕治、川岸京子、“Ni-Mo-Cr-Fe系合金の添加元素による耐酸化性への影響”、
日本金属学会2020年春期講演大会、2020/3/17～19

藤當翼、石本卓也、木村恒太、Gokcekaya Ozkan、日比野真也、藤光利茂、東誠、井頭賢一郎、中野貴由、
“金属レーザ積層造形法 によるNi基超合金の造型”、日本金属学会2020年秋期講演大会、2020/9/15～18

宮田雄一朗、福井潤也、奥川将行、小泉雄一郎、中野貴由、“付加製造用電子ビーム照射による SUS304
鋼および SUS316L 鋼の溶融凝固挙動”、日本鉄鋼協会第180回秋季講演大会、2020/9/16～18

吉間晴紀、奥川将行、小泉雄一郎、中野貴由、“付加製造用レーザービーム照射による Ni 基超合金の溶融
凝固挙動”、日本金属学会2021年秋期講演大会、2021/9/14～17

能勢和史、奥川将行、小泉雄一郎、中野貴由、“γ’ 析出強化型Ni基超合金の狭ピッチ走査レーザー付加製
造”、日本金属学会2021年秋期講演大会、2021/9/14～17

◆受賞

受賞者名、受賞名、表彰団体名、受賞年月日

中野貴由、文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）、文部科学省、2020/4/14

能勢和史、奥川将行、小泉雄一郎、中野貴由、2021年秋期講演大会　第37回優秀ポスター賞、日本金属
学会、2021/9/14

◆その他成果（プレスリリース等）

日刊工業新聞、耐熱材 ひび割れ抑制、阪大 金属3D プリンター活用、2021/1/13

日刊工業新聞、ニッケル基合金を高強度化 阪大 耐熱素材で脱炭素貢献 金属3D プリンター活用、
2021/5/4
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日刊工業新聞、Ni 基超合金3D 造形条件 最適化、2021/9/9

日刊工業新聞、原子配列をも制御する積層加工、2022/2/18

チーム名：C2　研究開発課題名「高性能化のためのNi 粉末鍛造プロセスの開発」
◆原著論文

著者名、論文タイトル、掲載誌名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

Takahide Horie, Kyoko Kawagishi, Yuji Takata, Tadaharu Yokokawa, Shinsuke Suzuki, and 
Hiroshi Harada, “Creep Durability of Ni-Base Single Crystal Superalloy Containing Pb Impurity”, 
Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 53A, No. 7, p. 2627-2641, 2022, https://doi.
org/10.1007/s11661-022-06692-4

Chihiro Tabata, Kyoko Kawagishi, Jun Uzuhashi, Tadakatsu Ohkubo, Tadaharu Yokokawa, Hiroshi 
Harada and Shinsuke Suzuki,. “Unveiling the Mechanism of Improved Oxidation Resistance for 
CaO Crucible Melting Using Ni-Al Alloy”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 53A, No. 
7, p. 2452-2458, 2022, https://doi.org/10.1007/s11661-022-06678-2

◆総説・解説

著者名、タイトル、雑誌・書籍名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

今野晋也、長田敏郎、芝山隆史、太田敦夫、西川嗣彬、川岸京子、“高圧ディスク用 Ni-Co 基超合金の粉
末冶金プロセス技術開発”、日本ガスタービン学会誌、vol.50、No.5、p.301-306、2022

◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

Chihiro Tabata（D1）, Hiroshi Harada, Kyoko Kawagishi, Tadfakatsu Ohkubo, Shinsuke Suzuki, Jun 
Uzuhashi, Tadaharu Yokokawa, “Effect of Ca addition on the oxidation resistance of Ni-base 
superalloys”, EuroSUperalloys 2022, 2022/9/18～22

前澤裕俊（M2）、田畑千尋、高田裕治、川岸京子、埋橋淳、大久保忠勝、横川忠晴、原田広史、鈴木進補、
“不純物 Sb 含有 Ni 基単結晶超合金 TMS-238の CaO るつぼ溶解による耐酸化性向上”、日本ガスタービン
学会定期講演会、2022/10/12～13

◆その他成果（プレスリリース等）

動的再結晶シミュレーションの為のプログラムおよびプロセス－組織データベース、Wu Liberty、
2022/3/31

流動応力・動的再結晶組織予測 DB、Wu Liberty、2023年（予定）
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第４章　知財成果

チーム名：C3　研究開発課題名「Ti 合金の粉末・3D積層造形プロセスの開発」
◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

大西 隆（㈱大阪チタニウムテクノロジーズ）、“ガスアトマイズ法による粉末積層3D 造形用チタン合金粉
末の開発”（招待講演）、粉体粉末冶金協会2020年度秋季大会、2020/10/27-29

野村直之（東北大学）、“金属粉末積層造形における粉末の役割”（招待講演）、第71回塑性加工連合講演会、
2020/11/14-15

鎌田航平、増田呼人、和田大輝、周偉偉、野村直之（東北大学）、“積層造形用チタン合金粉末の特性およ
び粉末床状態の評価”（口頭発表）、第169回日本金属学会、2021/3/14-18

増田呼人、鎌田航平、周偉偉、野村直之（東北大学）、“積層造形用 Ti 合金粉末の流動性評価”（ポスター
発表）、第169回日本金属学会、2021/3/14-18

チーム名：C4　研究開発課題名「高性能 TiAl 基合金動翼の粉末造形プロセス基盤技術構築と開発」
◆原著論文

著者名、論文タイトル、掲載誌名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

新藤健太郎、福島明、花田忠之、花見和樹、土井研児、中島広豊、竹山雅夫、“金属射出成型法（MIM）を利
用するTiAl合金粉末の焼結挙動に及ぼすNi添加の影響”、熱処理協会誌11月中提出、１月発刊号に掲載予定

Hirotoyo Nakashima, Arata Kinouchi, Masao Takeyama, “Quantitative analysis of oxygen in 
solution in the Ti-Al-O ternary alloys by soft X-ray emission spectroscopy”, Journal of Alloys and 
Compounds, 920, 165822, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165822

A Shaaban, H Nakashima, M Ueda, M Takeyama, “Effects of oxygen addition on the 
microstructure, phase transformations, and oxidation resistance of TiAl alloys”, Journal of Alloys 
and Compounds, 918, 165716, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165716

Ali Shaaban, Loris J Signori, Hirotoyo Nakashima, Masao Takeyama, “Effects of the addition of 
transition metals on phase equilibria and phase transformations in TiAl systems in between 
1473 and 1073 K”, Journal of Alloys and Compounds, 878, 160392, 2021, https://doi.
org/10.1016/j.jallcom.2021.160392

Ken Cho, Hajime Kawabata, Tatsuhiro Hayashi, Hiroyuki Y. Yasuda, Hirotoyo Nakashima, Masao 
Takeyama, and Takayoshi Nakano, “Peculiar microstructural evolution and tensile properties of
β-containingγ-TiAl alloys fabricated by electron beam melting”, Additive Manufacturing, 46, 
102091, 2021, https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102091

Ken Cho, Hirotaka Odo, Keisuke Okamoto, Hiroyuki Y. Yasuda, Hirotoyo Nakashima, Masao 
Takeyama, Takayoshi Nakano, “Improving the tensile properties of additively manufactured
β-Containing TiAl alloys via microstructure control focusing on cellular precipitation reaction”, 
crystals, 11, 809, 2021, https://doi.org/10.3390/cryst11070809
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◆総説・解説

著者名、タイトル、雑誌・書籍名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

竹山雅夫、“金属間化合物を利用した高温構造材料の状態図に基づいた組織設計指導原理と結晶粒界の役
割”、まてりあ、60、281-288、2021

◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

Hirotoyo Nakashima, Yu Jianhui, Masao Takeyama, “Esperimental study and thermodynamic 
modeling of the Ti-Al-Ni ternary system in the region up to 35 at.％ Ni”, TOFA2022, 2022/9/12～16

松岡弘剛、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、“Additive Manufacturing 法により作製したβ相含有
TiAl 合金の組織と力学特性の Al 量依存性”、軽金属学会第142回春期大会、2022/5/28～29

樫本貴之、中島広豊、竹山雅夫、合田義弘、“第一原理電子論に基づく Ti-Al 基合金における相平衡の評
価”、日本金属学会2022春期講演大会、2022/3/15～17

田中幸樹（B4）、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、“電子ビーム粉末床溶融結合法で作製したβ相含
有 TiAl 合金の微細組織と疲労特性の関係”、日本金属学会2022春期講演大会、2022/3/15～17

西村友宏、山添隆幸、山田雄介、小野稚周、宮村剛夫、石田斉、“蛍光 X 線分析を用いた TiAl 合金の炉中
分析”、日本金属学会2021秋期講演大会、2021/09/14～17

蘇武信太郎、吉田里香子、新藤健太郎、福島明、花見和樹、竹山雅夫、“金属粉末射出成形法によるβ相含
有γ-TiAl 合金の組織および機械的性質”、日本金属学会第169回講演大会、2021/09/14～17

林竜弘、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、“β相含有γ-TiAl合金の電子ビーム積層造形法による特異
組織形成と高強度化”、軽金属学会第140回春期大会、2021/5/15～16

Masao Takeyama, “Integrated Inverse Design Approach to Development of Innovative Powder 
Processed TiAl Alloys for Jet Engine Application”, e-ASIA Joint Research Program Online 
Workshop on Materials Informatics, 2021/1/13

Masao Takeyama, “Current Activities on Powder Processed TiAl Alloys for Jet Engine Applications 
in Japan”, 2020 MRS fall meeting, 2020/11/27～12/4

Ryosuke Yamagata, Hirotoyo Nakashima, Masao Takeyama, “Effect of Microstructure Factor on 
Room-Temperature Fracture Toughness ofβ-Ti Phase Containingγ-TiAl Based Alloys”, 2020 MRS 
fall meeting, 2020/11/27～12/4

Yotaro Okada, Sota Taniguchi, Ryosuke Yamagata, Hirotoyo Nakashima, Masao Takeyama, 
“Nano-Indentation Modulus and Hardness ofβ-Ti/α2-Ti3Al/γ-TiAl in Ti-Al-Cr System”, 2020 MRS 
fall meeting, 2020/11/27～12/4

Hirotoyo Nakashima, Masao Takeyama, “Effect of Interstitial Carbon and Oxygen in Solution on 
the Phase Equilibria Amongβ/α/α2/γPhases in TiAl Alloys”, MRS fall meeting, 2020/11/27～12/4
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◆受賞

受賞者名、受賞名、表彰団体名、受賞年月日

松岡弘剛、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、軽金属学会第142回春期大会優秀ポスター発表賞、軽
金属学会、2022/5/28

松岡弘剛、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、軽金属学会第142回春期大会軽金属溶接協会賞、軽金
属溶接協会、2022/5/28

田中幸樹、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、2022年春期講演大会優秀ポスター賞、日本金属学会、
2022/3/23

竹山雅夫、学術・功労賞（林賞）、日本熱処理技術協会、2022/5

林竜弘、趙研、安田弘行、竹山雅夫、中野貴由、軽金属学会第140回春期大会優秀ポスター発表賞、軽金
属学会、2021/5/15

趙研、安田弘行、當代光陽、上田実、竹山雅夫、中野貴由、スマートプロセス学会論文賞、スマートプロ
セス学会　2021/4/1

竹山雅夫、日本金属学会第66回本多記念講演、日本金属学会、2021/3/17

Yu Jianhui、中島広豊、竹山雅夫、Intermetallics 2021 Best poster award、2021/10/6

Sota Taniguchi, Yotaro Okada, Ryosuke Yamagata, Hirotoyo Nakashima, Masao Takeyama, Best 
Poster Award of 2022 MRS Fall meeting, Symposium F.SF07, MRS, 2020/12/4

Ryosuke Yamagata, Yotaro Okada, Hirotoyo Nakashima, Masao Takeyama, Best poster award of 
Joint EPRI-123HiMAT International Conferrence on Advances in High-Temperature Materials, 
2019/10/24

◆その他成果（プレスリリース等）

International Workshop on Titanium Aluminides 2023を開催予定（2023/6-11-16@Toulouse）

Yahoo! ニュース、阪大などがチタンアルミ合金開発、金属3D プリンター活用で、2021/7/28

日刊工業新聞、阪大など、チタンアルミ合金開発　高強度・高延性を確立、2021/7/14

チーム名：C5　研究開発課題名「セラミックス基複合材料の航空機エンジン部材化技術の開発」
◆総説・解説

著者名、タイトル、雑誌・書籍名（巻、号、ページ、発行年）、DOI

髙木健、田中拓磨、“航空機エンジン用繊維強化セラミックス基複合材料製燃焼器パネルの開発”　FINE 
CERAMICS REPORT Vol.40　No.3、pp.116-119、2022

大久保 友雅、越地 駿人、中尾根 美樹、後藤 健、香川 豊、“セラミックス複合材料のレーザー加熱加速試
験と照射条件決定 AI の開発”、レーザー研究第50巻第９号、pp.510-514、2022
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◆学会発表（招待講演・口頭発表・ポスター発表）

発表者名、タイトル、学会名、発表年月日

Takeshi Yoshikawa, Hisao Esaka, Kazuki Morita, Takahiro Sekigawa, “In-Situ observation and 
multi-physics simulation of reactive melt Infiltration of silicon melt into SiC-C Preform”, Ceramic 
Matrix Composites II: Science and Technology of Materials, Design, Applications, Performance 
and Integration, 2022/11/15

Eiichi Sato, Amit Patel, Takeshi Takagi, Naohiro Shichijo, “Simulation assisted study on structural 
degradation in advanced SiC/SiC CMC component during high-temperature fatigue”, Ceramic 
Matrix Composites II: Science and Technology of Materials, Design, Applications, Performance 
and Integration, 2022/11/15

Yoshihisa Tanaka, “Detection of damage evolution in SiC/SiC under tensile loading using Talbot-
Lau X-ray interferometer”, Ceramic Matrix Composites II: Science and Technology of Materials, 
Design, Applications, Performance and Integration, 2022/11/16

Naohiro Shichijo, Ichiro Hirata, Chihiro Shibata, Takanori Kamagata, Koichi Inagaki, “Generation 
and evaluation of 3D digital twin of ceramic matrix composites using deep convolutional neural 
networks”, Ceramic Matrix Composites II: Science and Technology of Materials, Design, 
Applications, Performance and Integration, 2022/11/17

Tetsuya Narita, “Tensile loading unloading behavior in SiC/SiC CMC at room and elevated 
temperature in air using a new mechanical testing machine”, Ceramic Matrix Composites II: 
Science and Technology of Materials, Design, Applications, Performance and Integration, 
2022/11/13-17

Keiju Kawamura, “Detection of micro cracking and SiC fiber distribution and its relationship 
between dark-field images using Talbot-Lau inerferometer”, Ceramic Matrix Composites II: 
Science and Technology of Materials, Design, Applications, Performance and Integration, 
2022/11/13-17

Takumi Kiyohara, “A SIMPLE FRACTIGRAPHIC PROCEDURE FOR MESURMENT OF TENSILE 
STRENGTH OF SIC FIBER IN SIC MATRIX”, Ceramic Matrix Composites II: Science and 
Technology of Materials, Design, Applications, Performance and Integration, 2022/11/13-17

◆その他成果（プレスリリース等）

第７回高機能セラミックス展 @ インテックス大阪 CMC センターブース展示、2022/5/11-13
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第５章　課題マネジメント
１．運営体制
　本課題においては、三島良直PD（プログラムディレクター）が研究開発計画の策定および推進を担い、毛
利哲夫サブPDがPDを補佐する。国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」）は研究推進法人とし
て、PD、サブ PD を補佐し、研究開発計画に従って研究責任者の公募、委託研究契約の締結、資金の管理、
研究開発の進捗管理・支援、専門的観点からの技術評価（ピアレビュー）を用いた自己点検の実施、関連技
術の調査・分析などを行う。研究開発は、JST への交付金を活用して実施する。
　運営体制を図5.1-（1）に示す。推進委員会ではPD（議長）、サブPD、内閣府（事務局）、関係省庁（文部
科学省、経済産業省、国土交通省、防衛装備庁）および JST が、府省連携の視点も含めた総合調整を行う。
企画委員会では PD（議長）、サブ PD、内閣府課題担当および JST（事務局）が、運営の諸事項に関する審
議を行い、最終的にPDが決定する。JSTは企画委員会での決定に従い、傘下の技術委員会、評価委員会、知
財委員会を通して、研究推進法人としての所掌業務を遂行する。その具体的内容については、「3. 研究推進
法人の活動」で述べる。

1

総合科学技術・イノベーション会議

ガバニングボード

プログラム統括

PD（プログラムディレクター）

サブPD
推進委員会

企画委員会

研究推進法人 (JST)

技術
委員会

評価
委員会

知財
委員会
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図5.1-（1）　運営体制

２．予算、参画機関数など
2.1　予算および参加機関数
　課題全体の年度毎配分額（追加配分反映後）を表5.2-（1）に示す。５年間の予算額の合計は106億5,700
万円である。内閣府の当初配分予算を元に各領域の配分額を PD が決定、その際、毎年１億円程度の PD 裁
量経費を設定し、研究の進展に応じて弾力的な資金配分を実施した。さらに2019～2021年度においては、
年度中に内閣府ガバニングボードから研究の加速経費として予算の増額が認められた。
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表5.2-（1）　予算配分額推移　（百万円：2022.11月時点）

年　度 配分予算（※） 備　考

2018年度 2,500

2019年度 2,080 当初2,000＋追加80

2020年度 2,188 当初2,080＋追加108

2021年度 2,049 当初2,000＋追加49

2022年度 1,840

合計 10,657

（※）各年度配分予算には事業推進費（研究推進法人（JST）の運営経費）含む。

　各年度の産学官別の総参画機関数推移については表5.2-（2）に示す。領域・チーム別の参画機関について
は「第２章　各領域・チームでの取り組みと成果」の各報告を参照のこと

表5.2-（2）　参画機関数推移（2022.11月時点：重複削除後）

年　度 参画機関数（※１） 内　訳（※２）

2018年度 45機関 産18、学22、官５

2019年度 44機関 産18、学22、官４

2020年度 47機関 産19、学24、官４

2021年度 44機関 産17、学23、官４

2022年度 42機関 産15、学23、官４

（※１）同一機関重複削除後の件数。SIP 期間中の機関統合・吸収等による件数変動あり。

（※２）学は大学および大学共同利用機関法人、官は国立研究開発法人および自治体を含む。

2.2　マッチングファンド
　SIP 第２期ではマッチングファンドの計上が課題評価の対象となっており、各領域・チームの予算配分に
合わせて初年度よりマッチングファンドの計上を行った。各年度の領域別の計上状況は表5.2-（3）に示す。
A領域についてPDから参画企業への協力要請により2021年度以降の計上額が大きく増加し、マッチング率
の向上に寄与した。またB/C領域の各チーム（サブテーマ）については、内閣府ガバニングボード決定（令
和３年２月25日決定）により、2021年度（令和４年度）以降、配分予算以上のマッチングファンドの計上

（マッチング率50％以上）が必須となったが、各年度とも達成の見込みである。

表5.2-（3）　領域別マッチング率年度推移（2022.11月時点）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（予）

A 領域 3.1％ 14.0％ 24.6％ 34.7％ 36.7％

B 領域 21.2％ 46.9％ 58.7％ 53.3％ 54.9％

C 領域 17.7％ 37.3％ 38.7％ 52.4％ 50.6％

全体 13.3％ 35.1％ 41.2％ 44.8％ 45.8％

マッチング率＝マッチングファンド計上額÷（各年度配分予算＋マッチングファンド計上額）で算出。
下線はマッチング率50％以上の達成必須な領域および年度。
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３．研究推進法人の活動
3.1　公募・選考
　内閣府の研究開発計画にある研究開発課題（チームテーマ）およびその実施者である研究責任者（チーム
リーダー）の公募・選考は以下のスケジュールで行われた。
　　・公募：2018年７月25日～８月29日（公募説明会：7/27東京、7/30大阪）
　　・書類選考会：９月18日
　　・面接選考会：10月３日、４日
　　・選考結果プレスリリース：10月31日
　表5.3.1 -（1）に選考委員の一覧を示す。

表5.3.1-（1）　選考委員　一覧（敬称略）

氏　名 所属機関・役職（2018年８月時点）
吉田　豊信 東京大学　名誉教授
河野　佳織 新日鐵住金㈱　技術開発本部 フェロー
岩田　修一 事業構想大学院大学　副学長・教授

久保　司郎
摂南大学 理工学部機械工学科　教授
大阪大学　名誉教授

後河内　透 ㈱リコー　リコー未来技術研究所　材料システム研究センター　所長（東芝 OB）
三浦　秀士 九州大学　特任教授

山下　秀
新構造材料技術研究組合　技術企画部　プロジェクトマネージャー
九州大学　特任教授

梶原　莞爾
信州大学　繊維学部ファイバーイノベーションインキュベータ　学部コーディネータ、
リサーチフェロー

塙　隆夫 東京医科歯科大学　生体材料工学研究所　金属生体材料学
細田　秀樹 東京工業大学　科学技術創成研究院　フロンティア材料研究所
徳本　啓 日本タングステン株式会社　取締役常務執行役員　経営戦略本部長

3.2　技術委員会
　技術委員会は本課題の技術開発を円滑に進めるために、開発の方向性や進捗状況を調査、共有し、必要に
応じて開発の方向性等についてPDに情報を提供することを目的としてJST内部に設置した。技術委員会は、
PD、SPD、内閣府課題担当、JST（シニアフェローおよびイノベーション拠点推進部SIPグループ）を構成
員とした。以下、主な活動について述べる。

（１）定例会議
　定例会議（１回／週）開催し、技術委員会の構成員、及び、評価委員会、知財委員会、広報などの関係の
担当者を含めて、研究開発の進捗状況や課題、及び、催事計画などの情報を議論、共有し、円滑な課題運営
を進めた。

（２）PD面談
　PD 面談は、研究開発実施計画書の内容確認などを目的として、全チームを対象に毎年度数日に分けて実
施し、フィードバックとそれに伴う計画修正の指示を PD から発出した。また、その他に必要に応じて個別
にチーム面談を実施した。
　実施時期：2019年１月、５～６月、７～10月、2020年７月、2021年度４～６月、2022年３～４月。
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（３）現地視察
　内閣府が主催する SIP 課題評価 WG 委員による研究拠点視察において、見学施設、議事進行などの企画・
運営に協力した。
　2018年12月７日（金）A 物質・材料研究機構　千現地区
　2019年８月22日（木）B2　宇宙航空研究開発機構　調布航空宇宙センター
　2020年10月23日（金）C1　大阪大学 異方性カスタム設計・AM 研究開発センター
　2021年10月８日（金）A　物質・材料研究機構 並木地区・千現地区
　2022年９月５日（月）B2　宇宙航空研究開発機構　調布航空宇宙センター
　また、各研究機関の開発状況、設備整備状況、問題点の把握を行うことを目的に、技術主幹主導による研
究機関の現地視察を、A領域26件、B領域18件、C領域18件行い、情報を技術委員会において共有化すると
ともに、必要に応じて研究機関へのフィードバックを行った。それらの中で特に PD により実施された現地
視察を以下に示す。
　2018年６月28日（金）A2/C1　川崎重工業株式会社　明石工場
　2018年６月28日（金）A2　兵庫県立大学
　2021年10月27日（水）B2　宇宙航空研究開発機構　調布航空宇宙センター
　2022年６月16日（木）B3　株式会社 SUBARU　航空宇宙カンパニー宇都宮製作所

（４）研究者報告
　PD面談、ピアレビューで直接議論する機会の少ない参画機関の研究者による研究者報告を43回実施した。
また、個々の研究課題以外に、SIP においてポイントとなる技術（ベイズ最適化、データフォーマット、自
己組織化マップ（SOM）、逆問題への取り組み、MIコンソーシアム設立、自動積層装置設置、薄層プリプレ
グ、航空機材料認証取得活動、合金粉末製造・積層造形技術、SiC/SiC CMC プロセス・評価技術開発、積層
造形シミュレーションの MInt への実装、連合学習）に特化した報告会を行った。

（５）その他の活動
　MIシステムの構築方法、モジュール間の関係を参画機関と議論し、全体感を統一するためのシステムのコ
ンセプトを作成し、研究機関との共有を進めた。具体的には、2020.6～8月にかけて、領域長、及び、各チー
ムリーダーとの on-line での議論を実行し、マテリアル革命の中での MI システムの方向性の統一を図った。
MIシステムに関する用語についても、共通の認識を醸成し統一感を図るため、用語の統一指針として参画機
関に通知した。
　また、2020年度、2021年度には、汎用構造用金属材料についてプロセス－組織／構造－特性－性能（PSPP）
を連関させ最適化により材料処理方法を設計する MI システムに対する ICME（Integrated Computational 
Materials Engineering）によるアプローチを行う類似組織事例とのベンチマーク、特に粉末・積層造形の先
端プロセス技術を取り出し、類似した取り組みが行われている市販ソフトウェアや研究機関の事例とのベン
チマークおよび CFRP に対するマルチスケール・マルチフィジックスな現象を扱う解析システムとのベンチ
マークを行った。
　さらに、第２期 SIP 開始初期に、プロジェクト参画者間で情報を共有するとともに、企業からのニーズを
収集し、システム開発の活性化を図る目的で、材料工学に加え新たに取り組む情報工学、データ科学の活用
等のテーマを中心としたイブニングセミナーを開催した。東大、先端科学技術研究センターにおいて対面、
web 配信のハイブリットにて行ったが、コロナの拡大により３回開催した後中止した。その後、2012年12
月20日から、汎用の構造用金属材料を対象とした MI システムである MInt を運営する MI コンソーシアムが
web 配信による MI セミナーを主催し、技術の共有化を継続実施している。
　第１回　「構造解析と記述子の抽出」 2019年６月12日（水）
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　第２回　「構造特徴量のデジタル化とデータベース設計」 2019年７月３日（水）
　第３回　「順問題解析に基づいた逆問題解析への取り組み」 2019年10月２日（水）

図5.3.2-（1）　第１回イブニングセミナーの会場風景

　CoSMIC コンソーシアムの設立においては迅速な立ち上げのため、CoSMIC 利用促進委員会を設置し、コ
ンソーシアム設立の準備を進めた。CoSMIC 利用促進委員会では SIP に参画していない企業も含めた、コン
ソーシアム参画予定の企業に向けて CoSMIC の利用方法についての説明や、コンソーシアムの運営方法・会
則についての議論を実施した。CoSMIC利用促進委員会は2020年12月から2022年３月にかけて計５回会議
を開き、2022年５月の CoSMIC コンソーシアム発足に至った。

図5.3.2-（2）　第１回 CoSMIC 利用促進委員会の会場風景

3.3　評価委員会・国際アドバイザリーボード
　研究開発の評価体制は、外部有識者として毎年度研究開発テーマの進捗、達成度等について評価を行う評
価委員と、適宜テーマに応じて助言・評価を行うアドバイザリーボードにより構成される。
　評価委員会は、研究課題の目標設定の新規性・妥当性や具体性の評価に加え、毎年度の研究の進捗・達成
度の評価と研究課題推進のための助言を行うことを目的とし、ピアレビュー（※）として実施した。
　アドバイザーは、国際アドバイザリーボードと国内アドバイザーにより構成し、研究課題の進捗度合いに
より適宜テーマを設定し、テーマ推進に対するアドバイスを行う体制とした。
※ ピアレビュー：研究課題について専門的知見を有する研究者・専門家・同僚（ピア）によって、研究課題の評価レ

ビューを行うこと。専門的知見からの価値や優位性だけでなく、社会・経済的な効果についても考慮することとし

ている。
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（１）評価委員会
　プロジェクト開始当初は技術評価を重点的に実施し、社会実装の評価を2020年より加え、2021年より本
格的な評価を実施した。技術評価は、技術開発の進展度合いにより評価項目の追加・削除、重みを適応させ
ている。
　2018年度は、研究開発の開始年度であり、採択された研究開発課題の実施計画について、① 研究成果の
新規性・実用性、② 国際競争力、③ 研究成果で期待される波及効果の観点で、６名の選考委員により評価
を実施した。
　2019年度は、研究開発の本格化および研究開発の分野を鑑み、研究分野に専門性を有す委員を11名とし、
評価体制を強化した。ピアレビューでは専門的かつ客観的な評価を２日間で実施した。
　2020年度は、中間評価の年度であり、研究開発のデジタル化の観点より、データサイエンス、データベー
スの専門家に加え、統合型材料開発システムの社会実装の観点より、情報システム関連、産業政策関連、航
空機業界および知財関連の専門家など６名を増強し、計16名の委員構成とし評価体制を強化した。また、ピ
アレビューの中身の充実を図るため、４日間での評価とするとともに、MIシステムの社会実装の評価を採り
入れた。
　2021年度、2022年度は、研究開発成果の達成度を中心に、波及効果、知財等の出口戦略、成果の対外発
信等を評価した。さらに社会実装の観点では、社会実装モデルの定義、ステークホルダーと提供する価値、
社会実装までの戦略・スケジュール等について評価した。
　表5.3.3-（1）に評価委員会の実施実績と評価の視点を示す。

表5.3.3-（1）　評価委員会の実施実績と評価の視点

年　度 実施日数 評価委員 評価の視点

2018年 １日
（11月28日）

６名
（選考委員）

【技術評価】
Ⅰ．課題目標の達成度
　●研究成果の新規性・実用性
　●国際競争力
　●研究成果で期待される波及効果
　●達成度（当該年度、最終年度、社会実装の達成見込み、etc）
　●知財戦略、国際標準化戦略、規制改革等の制度面の出口戦略
　●事業化、実用化、社会実装に向けた出口戦略
　●成果の対外的発信　●国際的な取組・情報発信
　●府省連携、産学連携、SIP のマネジメント
Ⅱ．課題マネジメント
　●研究開発計画　●実施体制　●リソース　●連携

【社会実装評価】2021年度・2022年度
　 ●社会実装モデルの妥当性　●ステークホルダーの特定とステークホ

ルダーに提供される価値　●社会実装に必要な体制　●社会実装まで
の戦略とスケジュールおよび進捗　●社会実装の経済効果

2019年 ２日
（11月12日、20日） 11名

2020年
４日

（11月11日、12日、
18日、25日）

16名

2021年
４日

（11月10日、17日、
18日、24日）

16名

2022年
４日

（11月２日、９日、
10日、16日）

16名

　表5.3.3-（2）に評価委員の一覧を示す。

表5.3.3-（2）　評価委員　一覧（敬称略）

氏　名 所属機関・役職（2022年10月時点） 任　 期
後河内　透 ㈱リコー　所長 2019～2022年度
小倉　隆二 ㈱ JAL エンジニアリング　技術部部長 2021～2022年度
中川　由起夫 日本航空株式会社　執行役員 2020年度
梶原　莞爾 信州大学　客員教授 2019～2022年度
柿崎　淑郎 東海大学　准教授 2020～2022年度
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久保　司郎 大阪大学名誉教授（神戸大学客員教授） 2019～2022年度
佐久田　博司 青山学院大学　名誉教授 2019年度
芝　　隼人 東京大学　特任講師 2020～2022年度
竹岡　八重子 光和総合法律事務所　弁護士 2020～2022年度
陳　　迎 東北大学　教授 2020～2022年度
徳本　啓 光栄テクノシステム株式会社　取締役社長 2019～2022年度
細田　秀樹 東京工業大学　教授 2019～2022年度
星野　岳穂 東京大学　特任教授 2020～2022年度
松原　秀彰 東北大学　特任教授 2019～2022年度
三浦　秀士 九州大学　名誉教授 2019～2022年度
山下　秀 新構造材料技術研究組合　フェロー 2019～2022年度
吉田　愼一 三菱重工業株式会社　元顧問 2019～2022年度
吉田　豊信 東京大学　名誉教授 2019～2022年度

（２）国際アドバイザリーボード
　本課題の対象である航空機産業の分野は市場の変化が激しく、欧米の技術動向を継続的・多面的に検証す
る必要がある。デジタル化が進展する中において、マテリアルズインテグレーションに係るシステム構築に
ついても、日米欧に共通した材料工学の最先端の方向性の一つであり、意見交換および情報の注視は不可欠
である。国際アドバイザリー会議を開催する目的は、本課題での研究開発の内容やその方向性について、欧
米の専門家から助言を得ることに加えて、本課題での取り組みを発信してプレゼンスを高めることである。
　国際アドバイザリーボード会議では、本課題で取り組んでいる①MInt、②CoSMICの２つのMIシステム
について、テーマ毎に会議を実施した。
　① MInt ：2021年10月29日　22：00～24：30
　② CoSMIC ：2021年11月２日　 24：00～1：30

　国際アドバイザリーボード専門委員を表5.3.3-（3）に示す。

表5.3.3-（3）　国際アドバイザリーボード専門委員（敬称略）

テーマ 氏　名 国名・所属機関・役職

MInt Prof. Peter Voorhees [ 米国］ノースウェスタン大学 Northwestern University, USA
Co-Director, Center for Hierarchical Materials Design（CHiMaD）

MInt Prof. Joerg Neugebauer ［ドイツ］　マックスプランク鉄研究所　Director
Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Germany

MInt Prof. Sabine Denis ［フランス］　ロレーヌ大学　University of Lorraine, France
Deputy Director, Institute Jean Lamour

MInt Dr. James Warren
[米国］国立標準技術研究所　National Institute of Standards and Technology

（NIST）, USA
Director, Materials Genome Program, Material Measurement Laboratory

MInt Prof. Albert C. To

［米国］ピッツバーグ大学　University of Pittsburgh, USA
William Kepler Whiteford Professor
Director, ANSYS Additive Manufacturing Research Laboratory
Director, MOST-AM Consortium

CoSMIC Prof. Kevin Potter ［英国］ブリストル大学　University of Bristol, UK
Emeritus Professor in Composites Manufacturing

CoSMIC Dr. Tia Benson Tolle ［米国］ボーイング　Boeing, USA
Director, Advanced Materials and Sustainability
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（３）アドバイザリーボード
　「スパースモデリングとデータ駆動科学」（岡田真人東京大学教授）のテーマで、SIP 参画全研究者を対象
として講演を行い、本課題におけるマテリアルズインテグレーションの基本技術の理解を深めた。
　また、鈴木俊夫東京大学名誉教授からは MInt、MIntMedia の活用における連合学習、インターネットセ
キュリティや情報機密等のテーマについて、専門家の立場から助言を頂き理解を深めた。

3.4　知財委員会
（１）知財委員会と知財部会による活動
１）知財運営組織
　SIP マテリアル革命において「産学官の一気通貫で国際産業競争
力強化」を図るため、知財運営組織として知財委員会及び知財部会
を設置し活動を行った（図5.3.4-（1））。知財委員会はJST内に設置
し、全体の知財戦略の立案・助言を行う。そのメンバーは委員長代
理、知財委員、JST 参事役１名、JST 技術主幹３名、内閣府・JST
により構成され、毛利哲夫SPDが加わる。委員長は三島 良直PDで
ある。
　一方、知財部会はチーム・サブチーム・共同研究契約に応じて設
置され、各研究課題に沿って次の①～⑥の知財戦略を実行する役割を担う。
　① 牽制力のある強い特許（国際特許出願）により、研究成果を保護する。
　② 質の高い英語原著論文等により、優れた研究成果をグローバルにアピールする。
　③ 大学等の成果公表への意欲と企業の事業戦略とを配慮しながら、共同研究契約に基づく知財戦略を推進

する。
　④ 契約で定める守秘義務等の管理を徹底し、技術流出につながらないよう留意する。
　⑤ オープンクローズ戦略に沿って、知財成果物、外部公表、コンソーシアム等に関する知財管理規則を拡

充する。
　⑥ グローバルベンチマークの調査を行い、MI システムの価値を高める社会実装を推進する。

２）知財委員会・知財部会の運営
　知財委員会は、知財部会や研究現場からの各種問合せに応じて知財管理を行うとともに、グローバルベン
チマークと知財戦略に沿って研究成果に対する社会実装の推進を行った。一方、知財部会では、各研究課題
に沿って共同研究契約の締結、特許出願、及び外部公表について、公表の是非、知財成果の取扱い等に関し
て協議・決定を行い、知財部会協議内容報告書とともに成果情報収集シート、知財権出願等通知書兼報告書
により知財委員会に報告を行った。

（２）知財委員会の実績
　知財委員会が①～⑥の知財戦略について行った実績を、次に述べる。
　・ （①②に対応）月１回の知財委員会の協議において、外部公表（原著論文、総説・解説、学会発表等）及

び特許出願に対して集計・フィードバック・年次動向による知財管理を行った。報告漏れに対する注意
喚起や、米国特許出願の先後願関係に留意する等、研究成果に対する質・量の強化に努めた。成果の実
績は第４章に示す。

　・ （③に対応）共同研究契約では適用しきれないチーム間の共同成果に対して共同出願契約を締結する等、
研究実態に応じた知財契約の推進に努めた。

　・ （③④⑤に対応）研究の進展中で生じた種々の知財に関する問合せ --- データ等の秘密情報の守秘義務、

図5.3.4-（1）　知財委員会と知財部会
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成果の帰属、業務委託、SIP 外への公表等の扱い方、安全保障貿易管理 --- に対応することで、共同研
究契約の趣旨に沿った知財戦略を展開した。これらの留意点をまとめた研究者向けガイダンス資料を作
成・配布し、知財の啓発に努めた。

　・ （③④⑤に対応）MI システムを社会実装するための組織（コンソーシアム、アライアンス等）における
成果の扱い方について、SIP 終了後も契約が対応するように、オープンクローズ戦略や共同研究契約等
の観点から見解を示し、社会実装活動を支援した。

　・ （⑤に対応）MI システムで開発したプログラム著作物の報告様式について知財部会と調整し、知財管理
の充実を図った。

　・ （⑥に対応）グローバルな特許・学術情報検索ツール［1］を活用して、主にレーザー積層造形の国内外の
競合関係について特許と文献の両面から調査を行い、エビデンスに基づく競合実態の見える化に努めた。

　・ （⑥に対応）MIシステムについて種々の切り口によるグローバルベンチマークを行い、MIシステムの客
観的価値についての知見を得ることにより、社会実装活動を推進した。グローバルベンチマークの調査
方法は次節に示す。（3.4（3）グローバルベンチマークの調査方法）グローバルベンチマークの結果と
まとめについては、第３章に示す。（第３章 グローバルベンチマーク調査）

（３）グローバルベンチマークの調査方法
　グローバルベンチマークの調査方法を、次の１）～４）に示す。調査から得られた知見は、都度、知財委
員会から研究リーダー等へのフィードバックを行うことで、SIP マテリアル革命活動における社会実装の推
進に寄与した。

１）研究者によるグローバルベンチマーク調査（2019年度）
　研究課題の開発意義と立ち位置を確認するため、研究者によるグローバルベンチマークの作成と改訂を推
進する役目を担った。すなわち、共通フォーマットによるグローバルベンチマークの進め方を審議し、知財
部会を介して研究チームリーダーへの作成依頼を行った。さらに評価委員等のコメントを反映して補足・改
訂を行った際、研究チームと内閣府・評価委員との間をつなぐとともに自らもコメントを行った。

２）JST によるグローバルベンチマーク調査（2020年度）（※１）
　内閣府の要請に基づき研究開発が提供する価値の明確化を図るため、技術主幹による性能仕様、コスト、
市場性等の情報収集を行い。評価をレーダーチャートとしてまとめ、競争者と差異化できる強みを把握した。
　A領域では、「逆問題 MI 基盤」が取り組んでいるマルチスケールでのプロセス－組織／構造－特性－性能

（PSPP）のマルチスケール MI システムに関して、類似システム事例と比較するベンチマークを行った。ベ
ンチマーク対象として欧米４社：Granta MI（英国）［2］、ProperTune（フィンランド）［3］、Citrine（米国）［4］、
QuesTek（米国）［5］を取り上げた。レーダーチャート分析のまとめは、翌年（2021年度）に行った精細な
ベンチマークにより裏付けられ、MInt の優位性及び解決すべき課題を明確にすることができた。（第１章第
３項を参照）
　B 領域では、CFRP を扱う ICME のうち実績のある解析ツール：BIOVIA（ABAQUS）、CMSC（Purdue-
Boeing）、ANSYS, NASTRAN, Compro（ANSYS）の３つを対象としてベンチマークを行った。高精度モジ
ュールの活用と逆問題による積層構成などの最適化により CFRP 設計における国際競争力を獲得できること
を理解した。実績の面で劣る点は、CoSMIC 利用促進委員会を通じて認知度向上、教育サービスの充実を図
ることで改善していく方針を示した。
　C領域では、積層造形の MI システムのベンチマークとして、市販の Additive Suite［6］、米国研究開発機関
のLawrence Livermore National Laboratory（LLNL）［7］、英国研究開発機関のTWI［8］を代表例として選択
し、レーダーチャートを作成した。積極的に注力すべき事項を指摘し、ワークフローを活用したシームレスな
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計算手法を開発すること、インソース指向の強い日本企業で活用できるように MI コンソーシアムでの利用を
促進すること、及び海外ソフトウェア［9］の強みをアウトソースにより活かすことの重要性を把握した。
※１　令和２年度　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期　グローバルベンチマーク調査報告書

　　　課題名：統合型材料開発システムによるマテリアル革命　2021年１月15日　（非公開）

３）JST 外部への委託調査（2021年度）（※２）
　ものづくりのデジタル化が世界的に進行する製造業の動向を背景に、内閣府から SIP マテルアル革命の成
果を社会実装していくうえで、より精緻で客観的なベンチマークが求められた。そこで知財委員会内にワー
キングチームを立ち上げ、商用の金属系計算・データ材料科学ソフトウェアの機能や性能についてグローバ
ルベンチマーク調査を企画・委託した。ワーキンググループは、作成した委託仕様どおりの調査が行われる
ように、調査開始から報告書納入・検収まで終始プロジェクトマネジメントを行った。
　調査では、市場で用いられている計算・データ材料科学ソフトウェア331件をリスト対象とし、MIntと競
合しうる類似のものを94件抽出した。これらについて機能に関する約150項目の情報を収集し、性能解析を
行った。さらに当該ソフトウエア事業者に関して、ソフトウェア・サービスのサポート形態（技術コンサル、
材料開発、共同研究）やライセンス環境（オープンソース、ノードロックライセンス、フローティングライ
センス）、計算環境（オンプレミス、クラウド）、提供価値、成果の帰属等についてビジネスモデルを調査し
分析を行った。
※２　JFE テクノリサーチ株式会社

　　　 「金属系マテリアルズ・インフォマティクスの計算プログラム・データベースに関する機能及びユーザーニー

ズの調査」　令和３年12月24日　（非公開）

４）欧州コンソーシアムとの比較調査（2022年度）
　2021年度のグローバルベンチマーク調査に加えて、内閣府からMIシステムの普及や運営組織の観点から
のベンチマークを求められた。そこで知財委員会では、MInt を運営する産学連携組織である MI コンソーシ
アムについて、欧州の代表的な２つのコンソーシアム組織：DESCA 及び IMEC との比較調査を行った。調
査では DESCA コンソーシアム契約［10］（並びにその親契約である Horizon Europe のファンド支援契約

（MGA）［11］）及びIMECの運営マネジメントの研究論文［12］を対象として、主に成果の扱いに関して比較検討
した。次にIMECの特徴について、IMECが著者の文献74件のうち被引用件数の多いもの23件［13］、及びIMEC
が出願人である特許2,057件のランドスケープについて、文献・特許の両面から調査した。IMEC の特長を
MI コンソーシアムと比較し、ビジネスモデルの観点から検討した。

3.5　対外的発信、広報活動
　本課題の運営に係り、研究開発の内容や得られた成果を広く世の中に発信することについても重視し、ホー
ムページの開設、課題パンフレット作成及び公開用研究開発成果報告集作成等種々の広報活動を実施した。
また、広く関係者に理解頂くことを狙いとして、成果報告会やシンポジウムを計画・実施した。加えて学協
会の展示会などの場を活用して積極的な成果の発信・議論の場をもった。

（１）公開成果報告会開催
　内閣府が開催したシンポジウムや展示会等での成果報告の実績を表5.3.5-（1）に示す。 
　SIP（全体）シンポジウム2019～2022では SIP パンフレットやポスター作成に協力し、シンポジウム会
場での研究成果のポスター展示等を行った。2019年は各課題別のワークショップとして SIP シンポジウム
が開催された（図5.3.5-（1））。
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表5.3.5-（1）　内閣府開催のイベント一覧

名称 開催日 実施場所 内容概要 配布物、その他

内閣府SIPシンポジウム2018 2019.2.20 東 京 ド ー ム シ テ ィ
ホール

「第１期５年の総括と
第２期への期待」

PD による課題紹介講
演及び課題紹介ポス
ター掲示

内閣府SIPシンポジウム2019
（各課題ごとにシンポジウム
を開催）

2019.12.20 イイノホール
東北大学・小谷教授に
よる基調講演及び領域
長による研究概要紹介

講演概要集、本課題パ
ンフレット

内閣府SIPシンポジウム2020 2020.11.27 ベ ル サ ー ル 渋 谷 フ
ァースト

「世界を先導し、日本再
生の鍵を握る SIP 第２
期プログラム」

PD による課題紹介講
演及び課題紹介ポス
ター掲示

内閣府主催「Society5.0科学
博～晴れわたる未来へ今想像
力でつながろう～」

2021.7.15
～28

東京スカイツリータ
ウンスカイアリーナ
特設パビリオン（4F）

社 会 課 題 解 決 及 び
Society 5.0 実 現 に 資
する「粉末・3D 積層」
及び「薄層CFRP」の成
果物を展示

スカイツリータワー
（1/500、高さ1.3m）な
ど金属3D プリンター
による造形サンプル及
び薄層 CFRP 材を展示

内閣府SIPシンポジウム2021 2021.11.2 ベルサール東京日本
橋＆オンライン開催

「世界を先導し、日本再
生の鍵を握る SIP 第２
期プログラム」

PD による課題紹介講
演及び課題紹介ポス
ター掲示

内閣府SIPシンポジウム2022
（予定） 2023.3.17 オンライン開催 SIP 第 II 期の集大成 PD による課題紹介講

演

（ⅰ） SIP シンポ2019会場外観 （ⅱ）Society 5.0 科学博出展
図5.3.5-（1）　内閣府開催イベント

　研究開発の成果が出始めた３年目（2020年度）以降、研究内容及び最新の研究成果を広く発信するため、
公開の成果報告会を “マテリアルズインテグレーション（MI）による材料開発手法の刷新” と題して、毎年
度開催した（表5.3.5-（2））。報告会では、オンライン方式で全領域・各チームの研究者が研究成果を発表す
ると共に、事前に講演要旨集等の配布・配信をおこない、参加者の理解を深める様に勤めた（図5.3.5-（2））。
毎回、参加者が約400名規模の報告会となった。最終成果報告会は現地会場とオンラインでの開催を予定し
ている。
　なお、2021年度には、構造材料に関する研究開発を推進している３つの府省、内閣府（SIP「統合型材料
開発システムによるマテリアル革命」）、文部科学省（元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉構造材料領
域（ESISM））及び経済産業省（革新的新構造材料等技術開発（ISMA））が連携し、合同の成果報告会をオ
ンラインで開催した。構造材料開発に向けた MI システム構築に取り組む SIP ５件と、ESISM ４件、ISMA 
７件の成果講演後には、「デジタル材料開発」に関するパネルディスカッションが行われ、活発な討論がなさ
れた。
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表5.3.5-（2）　成果報告会（オンライン等による開催）

開催日 報告会名称 参加者規模

2020年10月28日
SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」成果報
告会2020

約400名

2021年09月22日 ３府省合同 構造材料プログラム「研究成果報告会」 約450名

2021年10月13日
SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」成果報
告会2021

約350名

2023年02月08日
SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」最終成
果報告会

約500名（見込み）

2020年10月28日（水）開催日
オンライン開催
国立研究開発法人 科学技術振興機構主　催
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統合型材料開発システム
によるマテリアル革命
統合型材料開発システム
によるマテリアル革命

成果報告会2020成果報告会2020

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

～マテリアルズインテグレーション（MI）による材料開発手法の刷新～～マテリアルズインテグレーション（MI）による材料開発手法の刷新～

　我が国で開発してきたマテリアルズインテグレーション（MI*）の技術基盤を活かして、欲しい性能から材料・プロセ
スをデザインする統合型材料開発システムを開発し、航空機の機体用高機能 CFRP や、粉末・３D 積層などの材料プ
ロセスによる金属・セラミックス材料の開発に取り組んでおります。本成果報告会では、SIP 第 2 期が開始した 2018
年からの研究開発成果について、各チームから報告いたします。
　*MI は、計算科学・理論・実験、データ科学などを融合した材料工学手法で、計算機上で材料の諸事象をバーチャルに再現する事により、
　 材料開発の時間短縮・コスト低減を主目的としています。

開 催 概 要

プログラム
開会挨拶　　内閣府
プログラムディレクター挨拶および課題概要紹介　三島 良直（プログラムディレクター）
【先端的構造材料・プロセスに対応した逆問題MI基盤の構築の成果報告】

【特別講演】　「航空機開発の現状と展望、材料開発への期待」
　　　　　　　戸井 康弘（一般財団法人 日本航空機開発協会　常務理事）

【逆問題MIの実構造材料への適用（CFRP）の成果報告】

【逆問題MIの実構造材料への適用（粉末・３D積層）の成果報告】

閉会挨拶　　毛利 哲夫（サブプログラムディレクター）

10:00
10:05
10:15▶11:40

13:00▶13:40
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17:00▶17:05

https://www.iino.co.jp/hall/access/

イイノホール＆カンファレンスセンターへのアクセス
（東京都千代田区内幸町 2-1-1）
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東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4 出口 直結
東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2 出口 徒歩 5 分
東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩 3 分
都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7 出口 徒歩 3 分

14:55 -15:10　　＜休憩＞

11:40 -13:00　　＜昼休み＆ポスター発表＞

10:15 -10:25 「逆問題マテリアルズインテグレーションシステムの最前線」 出村 雅彦 （物質・材料研究機構）
10:25 -10:50 「逆問題解析による構造材料開発のパラダイムシフト」 榎 学 （東京大学）
10:50 -11:15 「マテリアルズインテグレーション（MI）システムの開発と材料開発への活用」 源 聡 （物質・材料研究機構）
11:15 -11:30 「構造材料データをデジタル化する」 出村 雅彦 （物質・材料研究機構）
11:30 -11:40  質疑応答

13:40-13:45 「先進的 CFRP 研究開発と MI システム」 岡部 朋永 （東北大学）
13:45-14:00 「マルチフジックス / マルチスケール（MP/MS）統合解析ツールの開発」 岡部 朋永 （東北大学）
14:00-14:15 「次世代航空機構造における材料のマルチファンクション化」 吉岡 健一 （東レ）
14:15-14:30 「環境負荷低減に貢献する複合材の適用拡大を目指して」 阿部 敏夫 （三菱重工業）
14:30-14:45 「複合材のポテンシャルを引き出す薄層材を用いた高自由度設計製造技術」 内山 重和 （SUBARU）
14:45-14:55  質疑応答

15:10-15:15 「『逆問題 MI の実構造材料への適用（粉末・3D 積層）』の紹介と３D 積層造形手法の魅力について」 中野 貴由（大阪大学）
15:15-15:35 「材料性能・プロセス最適化のための MI 技術開発」 渡邊 誠 （物質・材料研究機構）
15:35-15:50 「3D 積層造形プロセス向け高強度 Ni 基合金の開発」 井頭 賢一郎 （川崎重工業）
15:50-16:05 「粉末鍛造ディスクの低コスト化と国産化を実現する製造プロセス開発」 今野 晋也 （MHPS）
16:05-16:20 「Ti 合金の粉末・3D 積層造形プロセスの開発」 高橋 聰 （ＩＨＩ）
16:20-16:35 「粉末造形プロセスによる高性能 TiAl 基合金動翼の開発に向けた逆問題 MI 基盤技術の構築」 竹山 雅夫 （東京工業大学）
16:35-16:50 「セラミックス基複合材料の部材開発に役立つ材料開発システム：考え方と役割」 香川 豊 （東京工科大学）
16:50-17:00  質疑応答

カンファレンスセンタールームにて、各チームによる
ポスター発表（３１件）11:40▶18:00

成果報告会2020成果報告会2020
統合型材料開発システムによるマテリアル革命統合型材料開発システムによるマテリアル革命

電車での
　アクセス

3府省合同 構造材料プログラム
「研究成果報告会」

日時 2021年9月22日（水） 10：00～17：00

主催
内閣府　　　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
　　　　　　「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」（管理法人：JST）
文部科学省　元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞
　　　　　　京都大学 構造材料元素戦略研究拠点（ESISM）
経済産業省　未来開拓研究プロジェクト「革新的新構造材料等研究開発」
　　　　　　（管理法人：NEDO）ISMA

会場 イイノホール（東京都千代田区内幸町） 
https://www.iino.co.jp/hall/access/
オンライン開催

（i）講演要旨集（2020年） （ii） プログラム掲載チラシ（2020年） 　（iii）３府省成果報告会資料
図5.3.5-（2）　成果報告会配布資料

（２）シンポジウムや学協会の展示会での積極的な成果報告
　学協会等が開催する展示会等での成果報告の実績を表5.3.5-（3）に示す。 

表5.3.5-（3）　内閣府や学協会等が開催したイベントでの本課題紹介や成果報告の一覧

名　称 開催日 実施場所 内容概要 配布物、その他
［関西］高機能素材Week2019
での「第４回関西高機能セラ
ミックス展」

2019.5.22～24 インテックス大阪
SIP「統合型材料開発シス
テムによるマテリアル革
命」概要のポスター展示

本課題パンフレット

第10回 高機能素材 Week で
の「第４回高機能セラミック
ス展」

2019.12.4～6 幕張メッセ
SIP「統合型材料開発シス
テムによるマテリアル革
命」概要のポスター展示

本課題パンフレッ
ト、SIP シンポジウ
ム2019のチラシ

第10回「高機能素材 Week」
での第２回CMC（セラミック
ス複合材料）シンポジウム

2019.12.4 幕張メッセ
SIP「統合型材料開発シス
テムによるマテリアル革
命」の概要紹介

本課題パンフレット

（３）SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」ホームページの開設
　内閣府のホームページ（http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/）に加えて、「統合型材料開発システ
ムによるマテリアル革命」独自のホームページ（http://www.jst.go.jp/sip/p05i/index.html）を開設し、
SIP の概要や PD の挨拶等を発信すると共に、各領域の研究内容紹介を行った。さらに、開催するイベント
の情報、参加機関及び JST からの新聞発表・掲載情報、参加研究者の学・協会からの受賞情報や各種冊子類

（公開成果研究開発中間報告集、課題パンフレット）を掲載し、情報発信の主要媒体として活用した。
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（４）刊行物（パンフレット、公開用研究開発成果報告集（中間等）の作成、配布
　本課題の活動内容及び研究内容を広く発信するため、以下に示す各種刊行物を発行した。
　第２期SIP中間年度（2020年度）終了時点までの研究開発成果の要約として、SIP「統合型材料開発シス
テムによるマテリアル革命」研究開発中間成果報告集を作成し、ホームページにて一般公開すると共に、各
種イベント（成果報告会等）で無償配布し、活動の周知に活用した。また、本課題５年間の総括として、本
編（成果報告書）を作成。最終的な成果と今後の展望、事業化、実用化、社会実装に向けた取り組み等の紹
介として広く活用されることを目的としている。

"Materials Integration" for Revolutionary Design System of Structural Materials

統合型材料開発システムによる
マテリアル革命
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国立研究開発法人 科学技術振興機構

統合型材料開発システムによる
マテリアル革命

統合型材料開発システムによる
マテリアル革命
研究開発中間成果報告集研究開発中間成果報告集

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

課題パンフレット（第３版、日英併記） 研究開発中間成果報告集 ホームページ（日英）

図5.3.5-（3）　刊行物、ホームページ
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４．課題マネジメント担当一覧

内閣府

PD 三島 良直（2019.5～）、岸 輝雄（2018.4～2019.3）

サブ PD 毛利 哲夫（2019.5～）、三島 良直（2018.4～2019.3）

事務局

担当参事官（企画官）：
江頭 基（2021.9～）、増田 幸一郎（2021.1～8）、
登内 敏夫（2018.10～2020.12）、千嶋 博（2018.4～9）

担　当：
佐光 貞樹（2022.7～）
渡邊 育夢（2021.7～2022.6）
北嶋 具教（2021.4～2021.6）
北嶋 具教、玉川 晶子（2020.7～2021.3）
佐原 亮二、玉川 晶子（2019.7～2020.6）
柳田 真利（2018.7～2019.6）
細田 奈麻絵（2018.3～2018.6）

研究推進法人　国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
　　　　　　　イノベーション拠点推進部SIPグループ

統　括

部　　長：酒井 重樹（2020.1～）、野口　義博（2018.4～2019.12）
参 事 役：竹村 誠洋（2018.4～）
調 査 役：寺下 大地（2021.4～）、
　　　　　高橋 勝彦（2020.4～2021.3）、大塚 進（2018.4～2020.3）
副調査役：生嶋 達史（2018.4～2021.3）

評価委員会
シニアフェロー：吉田 豊信（2018.4～）座長
主 任 専 門 員：生井 達朗（2020.4～）、中村 和夫（2019.4～2020.3）事務局

技術委員会
技術主幹：井上 哲夫（2018.10～）、柘植 弘志（2019.4～）、
　　　　　山下 満広（2021.4～）、駒谷 宗彦（2019.4～2021.3）

知財委員会
シニアフェロー：佐藤 典章（2021.4～、フェロー：2020.4～2021.3）委員長代理
主 任 専 門 員：宮井 清一（2019.4～2020.3）

広　報 フェロー：平原 奎治郎（2019.4～）

事　務

主　　査：野田口 真也（2021.4～）、吉川 翔茉（2018.10～2019.8）
主　　任：金子 真澄（2021.4～）
専 門 員：遠藤 紀子（2019.4～）、中林 晴子（2020.4～）、
　　　　　水上 理映子（2019.1～）、ストックウェル 俊江（2019.3～2022.3）
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