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＜ SIP「革新的構造材料」 研究開発中間成果報告集の発行に当たって ＞ 

 

 

本編は、平成 26 年度に開始された内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の課

題の一つである「革新的構造材料」の研究開発の中間報告であり、関係者の理解の促進を主な目

的として発行するものです。その内容は研究開発ユニット単位の、公開を前提とする要約（本年 5

月提出）および３府省合同 構造材料プログラム「研究開発成果報告会」（本年 6 月 13 日、イ

イノホール（東京・霞ヶ関））において発表されたポスターから構成されます。 

 

SIP の趣旨は、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、国家的に重要な

課題に対して、府省連携、産学官連携を以って基礎研究から出口までを迅速につなぎ、イノベーショ

ンを実現することです。SIP 革新的構造材料では、我が国の工業素材の国際競争力強化および省

エネルギー、排出ガス削減のために、強く、軽く、熱に耐える革新的材料を開発し、輸送機器・発電

等産業機器への実機適用を行うとともに、エネルギー転換・利用効率向上をも実現し、さらに、これ

ら材料技術を基盤に、航空機産業を裾野産業も含めて育成、拡大することを目標とします。この目

標の達成に向けて、岸輝雄プログラムディレクター(PD)のリーダーシップのもと、A：航空機用樹脂の

開発と CFRP の開発、B：耐熱合金・金属間化合物の開発、C：セラミックス基複合材料の開発、

D：マテリアルズインテグレーション、という４つの領域の研究開発を、産学官から構成されるユニットを

以って推進しています。 

5 ヵ年プロジェクトの中間である昨年度の後半には中間評価を実施し、ユニットの終了、新設を

含む体制の再構築を行いました。その結果として本年 4 月、34 ユニット、71 参画機関（25 企業、

36 大学、10 公的・非営利機関）を以って、収穫期といえるプロジェクト後期をスタートしました。 

 

SIP「革新的構造材料」の参画研究者をはじめ関係者の皆様にとって、本編が研究開発の相

互理解、連携など、より有意義な展開の一助となることを期待いたします。 

 

 

平成 29 年 7 月  

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)革新的構造材料 

＜管理法人＞国立研究開発法人 科学技術振興機構 
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A02

A03

A04
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研究開発課題 ユニット名 ユニット代表者

No.

B21

B22

B23

B24

B26

B29

B30

B31

B32
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計算機を用いた材料支援技術への時間依存特性導入技術

構造材料開発に利用する計算熱力学に関する技術基盤構築

高性能高分子材料の長期時間依存特性の予測技術の開発

構造用高分子材料の実用型最適設計・総合評価支援ツールの開発

マテリアルズインテグレーションヘの数学的アプローチ技術開発

非線形解析を用いた高分子材料のパフォーマンス予測技術

原子・分子レベルからのアプローチによる高分子材料設計支援技術

小関敏彦（東京大学）

榎学（東京大学）

井上純哉（東京大学）

渡邊誠（NIMS）

廣瀬明夫（大阪大学）

大久保雅隆（AIST）

松原秀彰（東北大学）

毛利哲夫（東北大学）

菖蒲一久（AIST）

栗山卓（山形大学）

藤元伸悦（新日鉄住金化学）

西浦廉政（東北大学）

志澤一之（慶應大学）

山下雄史（東京大学）

御手洗容子（NIMS）、石外伸也（J-Forge）

井頭賢一郎（川崎重工業）、御手洗容子（NIMS）

三浦秀士（九州大学）、黒木博史（IHI）

北嶋具教（NIMS）

今野晋也（三菱日立パワーシステムズ）

竹山雅夫（東京工業大学）

坂本浩ー（神戸製鋼所）
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研究開発課題 ユニット名 ユニット代表者
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D61
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D63

D64

D65

D67

D66

D68

D69

D73

D70

D71
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D75

研究開発課題 ユニット名 分類 ユニット代表者

No.

C41
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研究開発課題 ユニット名 ユニット代表者

津崎兼彰（九州大学）

研究開発課題・ユニット一覧
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ユニット名：A01 航空エンジン用途国産熱可塑性樹脂・CFRTP 開発 

共同ユニット代表者： 荒井 政大（名古屋大学）、守屋 勝義（（株）IHI） 

参画機関：名古屋大学、（株）IHI、三菱ケミカル（株）、三井化学（株）、岐阜大学、 

福井県工業技術センター 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

次世代のエンジンにおいては，さらなるファン大型化でもより軽量化を実現する技術，高い耐衝撃性を有

する複合材ファンブレードの適用が重要である。熱可塑性樹脂（スーパーエンプラ）FRP は耐衝撃性が高く，

また生産サイクルの短縮が可能で，熱硬化性樹脂 FRP と比較して性能・コスト面で競争力があり，なおかつ

独自性のある技術である。複合材ファンブレードの成立には，あらたに耐衝撃・耐熱性に優れた素材開発が

必要であり，これを国内サプライチェーンにより実現することが重要である。一方，熱可塑性樹脂の衝撃特性

などの発現機構の明確化や成形に必要な特性把握を行い，素材比較や開発サイクル短縮に寄与できる手

法の開発が実際の製品開発のために必要である。 開発課題は下記に整理される。 

① 耐衝撃性のある国産耐熱熱可塑性樹脂プリプレグの開発，②耐衝撃性等特性発現機構の考察と

簡易評価方法の一般化，③低コストプリプレグ製造方法の開発，④熱可塑性樹脂 CFRP 成形方法

の開発 

 

（２） 目標 

 ●中間目標（H28 年度末時点の達成目標） 

目標①：国産熱可塑樹脂プリプレグの基本仕様（繊維・樹脂の構成）を選定。（課題①対応） 

・開発プリプレグによる熱可塑性樹脂 CFRP 積層板（平板）に対し， 

指定する衝撃試験方法により層間剥離等がないこと。 

また，引張り強度：従来材と同等以上であること。 

目標②：耐衝撃性等の簡易評価方法が比較検討されていること。（課題②対応） 

目標③：プリプレグ低コスト化プロセスの基本プロセスが選定されていること。（課題③対応） 

目標④：CFRP 成形方法，試作方案が選定されていること。（課題④対応） 

●最終目標（プロジェクト終了時点の達成目標） 

目標①：国産熱可塑樹脂プリプレグの開発を行い，設計用基礎材料データを取得。（課題①対応） 

・開発プリプレグによる熱可塑性樹脂 CFRP 積層板（平板）に対し， 

指定する衝撃試験方法により層間剥離等がないこと。 

また，引張強度，圧縮強度，層間せん断強度，耐薬・耐油特性：従来材と同等以上であること。 

ファン部品の基本設計に適用可能なデータを取得していること。 

目標②：素材の耐衝撃性について簡易に比較できる評価方法の一般化を行う。（課題②対応） 

目標③：現工程比 3 割減となるプリプレグ低コスト化プロセス の確立を行う。（課題③対応） 

目標④：熱可塑 CFRP 成形についてファン部品への適用方法の確立をする。（課題④対応） 
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ユニット名：A03 耐熱高分子基複合材（耐熱PMC）の適用技術研究 

共同ユニット代表者： 石田 雄一（宇宙航空研究開発機構）、守屋 勝義（（株）IHI） 

参画機関：宇宙航空研究開発機構、（株）IHI、東京理科大学、（株）島津製作所、 

東京農工大学 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

航空機用ターボファンエンジンのチタン材料部分の軽量化・国産化の要求に対して、耐熱高分子基複合

材料（耐熱 CFRP）の適用が期待されている。対象部位は、インナーフレーム、圧縮機静翼・動翼などであ

る。本研究では、ターボファンエンジンへの適用を目指した耐熱 CFRP 材料技術、積層板成形技術、評価技

術を確立し、国際的な差別化を図り得る耐熱 CFRP 材料技術を取得する。 

上記の目的を実現するため、ターボファンエンジンのインナーフレーム構造などへの適用を目指し、200℃

～250℃の耐熱性（長期耐久性）を有する耐熱 CFRP を選定もしくは開発する。また、部材の基本的な

成形技術を開発する。耐熱 CFRP をエンジン部品として適用する際に必要となる材料特性を合理的に取得

可能な試験方法を確立するとともに、試験法の標準化を進める。加えて、耐熱 CFRP の材料データ、試験技

術、評価技術、成形技術を集積し、また成形設備および試験評価設備などを整備した研究拠点を構築す

る。 

 

（２） 目標 

（平成 28 年度末まで） 

• 高温オートクレーブおよび耐熱 CFRP 用プリプレグ試作装置が導入され、稼働していること。 

• 耐熱 CFRP の一次評価が終了し、候補となる材料が選定されていること。 

• 耐熱 CFRP 積層板（平板）の基本的な成形プロセスが確立していること。 

• 合理的で効率のよい高温引張り試験方法および高温圧縮試験方法が提案されていること。 

• 成形プロセス過程における分析手法が提案されていること。 

• 繊維/樹脂間の界面特性および CFRP の粘弾性特性のラボでの評価技術が確立していること。 

 

（平成 30 年度末まで） 

• 高温 250℃の環境下で 300 時間以上の耐久性 (耐熱性)を有する耐熱 CFRP の材料 技術、及

び、構造要素（補強板、曲面形状、厚板部品等）の基本的な成形プロセスが確立していること。 

• 耐熱 CFRP の高温試験方法の妥当性が検証され、ドキュメント化されていること。そのうち少なくとも１

つの方法が、JIS もしくは ISO の新規標準化検討項目として提案されていること。 

• 耐熱 CFRP を適用したエンジン部品の予備設計に必要となる基礎材料特性データの取得が終了して

いること。 

• 成形プロセス過程における分析技術の有用性が実証されていること。 

• 繊維/樹脂間の界面特性および CFRP の粘弾性特性の評価結果が、耐熱ＰＭＣの材料設計もしく

は部品設計において有用であることが実証されていること。 
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ユニット名：A04  成形プロセスモニタリング・モデリングの品質保証技術 

共同ユニット代表者： 武田 展夫（東京大学），岩堀 豊（宇宙航空研究開発機構） 

参画機関：東京大学、宇宙航空研究開発機構、高知工科大学、東北大学、静岡大学、 

金沢工業大学 

  

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

本拠点の研究開発では日本の航空機用革新 CFRP 製造技術の国際競争力を飛躍的に向上させるべく、革

新高分子樹脂基複合材料の開発と高生産性革新 CFRP の製造技術の開発を行うことを目的としている。その中

で本ユニットでは，製造技術の学術基盤となる成形プロセス中の特性モニタリング・品質保証技術の構築、マ

ルチスケールシミュレーション技術の構築による、 試行錯誤のみに依らない成形技術学術基盤を確立する。

特に、A01，A02，A03，A11各ユニットで開発される新規複合材およびその成形プロセスの確立に向けて、

内部ひずみの計測および高精度成形モデリング技術基盤を確立し、実用化に直接的に貢献する品質保証

技術や材料・構造モデリング解析コードを提供する学術的支援を行うとともに、航空機用革新 CFRP 製造・品

質保証技術に関する継続的な研究拠点を構築する。 

（２） 目標 

【中間目標】 (2016年度末時点) 

•  ３つの実用化個別テーマで開発される新規複合材およびその成形プロセスの確立に向けての、内部ひず

みの計測および高精度成形モデリング技術基盤の構築 

• ３つの実用化個別テーマ各々の製作段階で、不具合、要検討事項などの検討を行う。 

• 複合材先進一体構造製造プロセスの提案 

【最終目標】 (2018年度末時点) 

• 内部ひずみの計測および高精度成形モデリング技術基盤の確立と実用材への適用 

• 複合材先進一体構造製造プロセスのプロトタイプ実証 

• 新規複合材成形品質保証技術の実証と航空機用複合材製造認証プロセスの提案 

 

２．実施概要   

（１） 実施体制 

１） CFRP成形プロセスモニタリング・モデリングと品質保証技術 

東京大学 TJCC（武田展夫），高知工科大学（高坂達郎） 

２） 成形プロセスのマルチスケールシミュレーション技術開発 

東北大学（岡部朋永），静岡大学（矢代茂樹） 

３） 成形プロセスのマルチスケールシミュレーション技術開発 

  東京大学工学系研究科（横関智弘），宇宙航空研究開発機構（吉村彰記） 

４） 長期耐久性評価技術 

  金沢工業大学（中田政之） 

ユニット内各機関の研究開発テーマは，ユニット A01～A03，およびユニットA11の実用化テーマの

新規複合材料や新規成形プロセスに適用される，あるいはそれらの構造設計に生かされる解析手法，

新規材料の長期耐久性データの取得を目的としている。 
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ユニット名：A11 高生産性・強靭複合材の開発 

ユニット代表者： 阿部 俊夫（三菱重工業（株）（中菱エンジニアリング（株））） 

参画機関：三菱重工業（株）、川崎重工業（株）、（株）SUBARU、東レ（株）、北海道大学 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

現状複合材技術は、製造装置、材料を導入すれば、世界のだれでも製造できる技術レベルになってきてお

り、日本の複合材技術の国際的な競争力は低下しつつある。 

一方で、日本の複合材料メーカは世界No.1の生産量と技術力を誇り、さらに主要な航空機機体メーカだ

けでも三社（川崎重工業、SUBARU、三菱重工業）が存在している。このような現状の下、材料メーカ

（東レ）と航空機機体メーカ三社及び知見 / 実績を有する大学が手を組み、All Japan 体制で圧倒的な

軽量化、高生産性が可能な新複合材の開発、ならびに開発材の「強靭さ」、「高生産性」を活かした新形状、

新構造様式の『設計法 / 製造プロセス標準化』の確立に向けた研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 A11-（1） 

（２） 目標 

• 低コスト製造プロセスへの適合性を向上させたプリプレグの開発。 

• ベンチマーク材料比 1.5 倍の靱性を達成できていること。具体的には破壊じん性値 G1c で

3in-lb/in2、G2c で 15in-lb/in2 を実現すること。 

• 複合材構造でアルミ並み価格へのコストダウンを達成するとともに、現在アルミに対して 15%有利な重

量比を 20%に拡大する。 

• 本テーマ開発材料の基本成形プロセスが確立されていること。 

• 本テーマ開発材料を用いたサブコンポーネントレベルでの設計/製作実証試験および評価を実施し、

目標値を達成できていること。 

• 本テーマ開発材料を航空機構造製造に適用した際の製造コスト試算、ビジネスモデル検討が実施さ

れていること。試作に当たっては厚板構造、薄板構造に分け、本テーマ構成機体三社(三菱重工、

SUBARU、川崎重工)が協力して結果をまとめる。 

• 本テーマ開発材料に対する破壊則および設計法の基礎が確立されていること。 

  

市場の 70%以上を占める小型機に向け、 

新たな競争力確保の必要性あり。 
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２．実施概要   

（１）実施体制 

航空機機体構造メーカ三社と材料メーカ（東レ）を中心とした実施体制の下、大学関係者、JAXA、及

びマテリアルズインテグレーション領域 テーマ D66 と密接に協議 / 研究を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A11-（２） 

（２）実施項目 

A. 高生産性・高靱性の両立に向けた開発プリプレグ向け炭素繊維候補の選定 

（三菱重工業、川崎重工業、SUBARU、東レ） 

開発材料のターゲット性能を基に、複数の適用候補 炭素繊維で航空機構造の重量トレードスタディ

を実施し、炭素繊維候補を選定する。 

B. 標準弾性率／高接着-炭素繊維を用いた強靭プリプレグの試作（東レ） 

前記で設定した炭素繊維に好適なマトリックス樹脂を設計、評価することで、試作可能なプリプレグ処

方の候補を見出す。 

C. 試作プリプレグを用いたクーポンレベルでの特性評価試験実施 

（三菱重工業、川崎重工業、SUBARU,東レ） 

試作材の特性評価試験を実施し、新材料開発に向けた材料特性の課題・改善点を抽出する。 

また、試作材の破壊挙動、破壊経路観察により、材料改善フィードバックを進める。 

D. 高精度解析手法の目途出しや強度評価法の標準化に向けた課題抽出（三菱重工業） 

強度試験での破壊荷重 / 破壊経路と解析シミュレーションによる同定を実施し、高精度解析手法

の目途出しや強度評価法の標準化に向けた課題を抽出する。 

E. 新構造様式の検討、及び評価試験実施（三菱重工業、北海道大学） 

構造主要要素（孔周り、板厚遷移部）の最適設計案を検討し、評価試験により効果検証を行う。 

F. 将来民間航空機へ適用した際の重量軽減効果を試算（三菱重工業、川崎重工業、SUBARU） 

小型民間航空機の主要構造についてラフサイジングを実施し、重量軽減効果を試算する。 

G. 試作プリプレグ成形品の破壊様相観察（三菱重工業） 

炭素繊維と樹脂の密着性、及び接着結合部の CFRP 表面性情の観察を実施する。  
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（３）主な成果 

A. 高生産性・高靱性の両立に向けた開発プリプレグ向け炭素繊維候補の選定 

複数の適用候補 炭素繊維で航空機構造の重量トレードスタディを実施。ボルト孔部や板厚遷移部

で大きな重量ロスとなっていることが判明。CFRP の弾性率向上が構造重量軽減に効果的であることが

明確となったため、中弾性率糸をベースとして進めることとした。 

B. 標準弾性率／高接着-炭素繊維を用いた強靭プリプレグの試作 

複数回のプリプレグ試作を実施。ユニット目標である“複合材の靭性 50％アップ”の目処を得た。 

高強度複合材では苦手の圧縮強度で高い値を実現。 

C. 試作プリプレグを用いたクーポンレベルでの特性評価試験実施 

試作した標準弾性プリプレグを用いて、航空機構造設計で一般的なクーポンレベルの供試体による材

料 特 性 試 験 を 実 施 。 衝 撃 後 圧 縮 強 度 や 剥 離 損 傷 に 関 連 す る 強 度 に て ベ ン チ マ ー ク 材

(T800S/3900-2B)に比べ約 50％向上。 

D. 高精度解析手法の目途出しや強度評価法の標準化に向けた課題抽出 

強度試験の破壊荷重 / 破壊経路との解析同定を実施し、最新の破壊則、モデル化手法により高

精度解析手法確立の目途。 

E. 新構造様式の検討、及び評価試験実施 

孔周り補強（Pad-up）部について、単純遺伝的アルゴリズムを用いた最適化設計案を検討。評価

試験により孔周りのひずみ集中を約 20%低減させる効果があることを確認。また、板厚遷移部(Ply 

drop-off）に適した積層パターンの最適化検討を行い、評価試験により強度向上の可能性を確認し

た。 

F. 将来民間航空機へ適用した際の重量軽減効果を試算 

小型民間航空機の主翼構造について、開発材の仕様設定のためのシミュレーションを実施。アルミに

比べ CFRP は軽量化可能だが、ボルト孔部や板厚遷移部で大きな重量ロスがあることを確認。 また、

開発材特性によるフラッタ影響評価を実施し、試作材適用によりアルミ外板に比べ軽量化できる目途。 

G. 試作プリプレグ成形品の破壊様相観察 

D66 領域との連携活動により炭素繊維と樹脂の密着性、及び接着結合部の CFRP 表面性情の観

察を実施。また、KEK（高エネルギー加速器研究機構）と連携し、微細観察装置による「CFRP 破壊

状況と環境条件の影響観察」のトライアルを実施。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

平成 29 年度は開発材の材料強度・高靱性化に向けた改善を行う。また、構造主要要素（孔周り、板

厚遷移部等）の効率的な新積層手法、及び強度向上効果の算定を実施する。 

平成 30 年度は本開発材料を使用したサブコンポーネントレベルでの供試体を製造し、強度試験を実施、

実機適用効果を検証する。 

＜実用化・事業化に向けた出口戦略＞ 

・2018 年度からスタートが予定される SIP 後継事業にて、現今 SIP 成果を基に、進展が著しい AI 技術

を活用することで、開発 CFRP を適用した設計・製造、及びメンテナンス事業に向けた新技術創生を進

める。SIP 後継事業では、将来航空機を想定した実構造の設計・試作、及び試験を通じて効果を実証

し、その成果を世界にアピールする。 

・2020 年代半ばの B737 後継機開発参入に貢献する。 
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ユニット名：B21 大型精密鍛造シミュレータを用いた革新的新鍛造プロセス開発と 

材料・プロセス DB 構築 

共同ユニット代表者：御手洗容子（物質・材料研究機構）、 

石外 伸也（日本エアロフォージ（株）） 

参画機関：物質・材料研究機構、日本エアロフォージ（株）、（株）神戸製鋼所、 

日立金属（株）、大同特殊鋼（株）、香川大学、岐阜大学、東北大学、名城大学、 

大阪大学、東京大学、東京電機大学、東工大学、名古屋大学 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

航空機エンジン内の動翼を支えるディスク材は、大型鍛造部材であり、エンジンの安全・安定

動作のために最も重要な部品である。2013 年 4月、航空分野を中心ターゲットに大型鍛造部品

の製造を可能にした世界最新の 50,000㌧プレス機が日本で稼働を開始した。50,000 ㌧プレス

機では世界最大級で高精度プロセス制御機能を有する。しかし、海外でも続々と油圧式数万㌧級

が設置されつつある。日本が国際競争力で優位に立つには、国際競争力が高い日本の素材産業と

も力を合わせ、産学官の世界トップレベルの研究・開発力を結集し、この 50,000 ㌧プレス機を

活用した耐熱材料の大型鍛造材生産技術を高度化する必要がある。小型サンプルから得られた

結果を大型サンプルへ直接適用できる実験と数値解析を結合した材料設計技術を構築するため

に、既存の 25㌧クラスの鍛造シミュレータを活用しながら、1,500 ㌧クラスの力量を持つ中型

鍛造シミュレータ（以下、鍛造シミュレータ）を開発するとともに、その鍛造シミュレータを用

いて、材料技術・設計技術とも融合可能な信頼性の高い基礎基盤データを取得し、50,000㌧プ

レス機等の超大型設備を更に有効活用できる生産技術を開発する。これにより、基礎研究と実生

産における材料創成の乖離を打破し、発想から実用化までの時間を飛躍的に短縮できる「鍛造方

案最適化技術」の確立を目指す。 

（２） 目標 

  1,500 トン中型鍛造シミュレータを用い、信頼性が高いデータベースを作成する。作成したデータベースを

用いて、塑性加工シミュレーションの精度をあげるとともに、高精度な組織、特性予測を可能にすることにより、

耐熱材の実鍛造品の最適鍛造プロセス設計を実現する。得られた成果を実プレス鍛造で検証することにより、

実用化に繋げる。 

２．実施概要   

（１）実施体制 

図 B21-1 に実施体制を示す。塑性加工 WG、Ti WG、Ni WG、鍛造プロセス開発 WG に分かれ、塑

性加工 WG では、Ti WG、Ni WG からもメンバーが参加し、材料に関わらず塑性加工に関わる基礎研究を

行ない、精度の高い塑性加工シミュレーションを行う。Ti WG、Ni WG ではそれぞれ Ti, Ni に関する組織、

特性データを 1,500 トン鍛造シミュレータにより鍛造した材料から取得し、組織、特性予測モデルを構築する。

鍛造プロセス開発 WG では、1,500 トン鍛造シミュレータ（図 B21-2）を用いて新しい鍛造プロセスの開発

を行う。鍛造シミュレータ運用 G は 1,500 トン鍛造シミュレータの運用ルールや安全面の確認を行うとともに、

実験計画を策定する。 
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（２）実施項目 

1) 1,500 トン鍛造シミュレータの設計、設置、運用（日本エアロフォージ、神戸製鋼、日立金属、大同特

殊鋼、NIMS） 

 ・塑性加工に関する基礎データ取得のために必要な装置仕様の設計 

 ・1,500 トン鍛造シミュレータの設置 

 ・1,500 トン鍛造シミュレータの運用 

2) 塑性加工データベースの構築と塑性加工シミュレーションの高精度化（岐阜大、東大、東京電機大、

名古屋大、NIMS） 

 ・摩擦、加工発熱、熱伝達など、塑性加工シミュレーションに必要な境界条件の実験と解析 

  による決定 

 ・上記境界条件を使用した塑性加工シミュレーションの高精度化 

3) 材料データベースの構築と組織・特性予測シミュレーションの構築（香川大、東北大、名城大、東工

大、NIMS） 

 ・1,500 トン鍛造シミュレータを用いた鍛造材の組織観察および力学特性評価 

 ・組織予測モデル、力学特性予測モデルの構築 

4) 新プロセスの開発（日本エアロフォージ、阪大、NIMS） 

 ・新プロセスの評価と開発 

（３）主な成果 

1) 1,500 トン鍛造シミュレータの設計、設置、運用 

 ・恒温鍛造が可能であり、鍛造中の温度制御、鍛造後の冷却速度制御が可能なシミュレータ 

  を設計し、設置した。 

 ・シミュレータの運用体制を確立し、種々の鍛造実験を行なった。 

2) 塑性加工データベースの構築と塑性加工シミュレーションの高精度化 

 ・摩擦、加工発熱、熱伝達など、塑性加工シミュレーションに必要な境界条件の実験と解析 

  を行なった。 

 ・鍛造中に得られる荷重-変位曲線から応力-ひずみ曲線を得るための構成式を構築した。 

 ・上記境界条件と構成式を用いて、鍛造材の温度、ひずみ分布の計算を行った。 

3) 材料データベースの構築と組織・特性予測シミュレーションの構築 

 ・小型鍛造シミュレータを用いて種々の鍛造条件に対して得られる組織を観察し、組織予測   

  モデルを構築した。 

 ・1,500 トン鍛造シミュレータを用いた鍛造材の組織観察を行い、小型鍛造シミュレータで 

  得られた組織と比較した。 

 ・小型鍛造シミュレータから得られた組織予測モデルを使って、1,500 トン鍛造シミュレー 

  タで得られた組織を検証、モデルの改良を行なった。 

 ・引張強度、疲労強度、疲労寿命などの力学特性を評価し、引張強度に関して組織因子から 

  特性を予測する予測モデルを構築した。 

4) 新プロセスの開発 

 ・新プロセスにより、目的形状の鍛造を行うことができた。 

 ・新プロセスにより、従来法よりも低い荷重で鍛造を行うことができた。 
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総括：1,500 トン鍛造シミュレータを用いて、塑性加工データベース、組織、特性のデータベースを構築しつつ

あり、これらのデータを用いて組織・特性予測モデルを作り始めた。 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

・塑性加工シミュレーション、組織・特性予測シミュレーションの精度を上げるため、さらに必要な基礎データを

取得する。 

・塑性加工シミュレーション、組織・特性予測シミュレーションを高精度化する。 

・上記シミュレーションを用いて、実機 50,000 トンプレス用のシミュレーションを行い、それに基づく鍛造条件で

模擬部品を鍛造することにより、組織、特性が予測通りになっているか検証を行う。 

 

 

 図 B21-1: 体制図 

 

   

  図 B21-2: 1500-t 鍛造シミュレータ        図 B21-3: Ti 合金の組織予測の結果 

                                             左：実験・解析で決定した境界条件使用 

                                             右：ソフトに装備されている境界条件使用 
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ユニット名：B27 発電用蒸気タービン向けの高強度大型鍛造ディスク部材の開発 

ユニット代表者：木村 一弘（物質・材料研究機構） 

参画機関：物質・材料研究機構、（株）東芝、日立金属（株） 

  

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

火力発電の効率向上と大出力化ならびに地熱発電などの再生可能エネルギーの活用推進は世界的に重

要な課題であり、そのための重要な施策として蒸気タービン最終段の長翼化が進められてきている。長翼化や

翼の高効率化においては、高速回転による遠心力に耐え、かつ優れた耐 SCC（応力腐食割れ）性を有す

る動翼材料のみならず、その動翼を支持できる強度・靱性と耐 SCC 性を有するローター材が必要となる。ロー

ター材は現状、比較的安価な低合金鋼が用いられており、高合金鋼やチタン合金の採用が進む動翼と比べ、

現状材で従来の加工熱処理プロセスではさらなる強靭化が難しい。 

そこで本研究開発では、NIMS、東芝、鍛造メーカーが連携することで、蒸気タービンローターの最終段部

位に適用し得る、強度・靱性と耐 SCC 性に優れた大型の鍛造ディスク部材とその製造プロセスを短期間に開

発し、火力発電設備のみならず地熱発電設備も含め、効率向上と大出力化に貢献することを目指す。 

 

（２） 目標 

●中間目標（2016 年度末時点） 

最終目標「現有のローター材に対して靱性、耐 SCC 性などが同等で、引張強度が 1200MPa となる大

型蒸気タービン最終段用の鍛造ディスク部材の開発。」の達成へ向け、中間評価時点（平成２８年度内）

で以下を目標とする。 

①：ラボレベルでの材料特性の達成 

蒸気タービン低圧ローターあるいは動翼として使用実績のある既存材に対するラボレベルでの加工熱処理に

よる組織制御で以下を達成。 

・引張強度： 1200MPa 以上（熱処理後の室温値） 

・靱性： V ノッチシャルピー吸収エネルギーが 54J 以上 

・耐 SCC 性： き裂発生までの時間やき裂発生程度が既存ローター材と同等 

②：大型ディスク部材の試作方案を決定 

ラボレベルでの試験結果とシミュレーション結果等から、大型ディスク部材試作に対しての材料選定と試作

方案（溶解、鍛造、熱処理等のプロセス）を決定。 

●最終目標（2018 年度末（プロジェクト終了）時点） 

最終目標「現有のローター材に対して靱性、耐 SCC 性などが同等で、引張強度が 1200MPa となる大

型蒸気タービン最終段用の鍛造ディスク部材の開発。」としていた。 

・引張強度： 1200MPa 以上（熱処理後の室温値） 

・靱性： V ノッチシャルピー吸収エネルギーが 54J 以上 

・耐 SCC 性： き裂発生までの時間やき裂発生程度が既存ローター材と同等 

※上記特性は動翼の植込み部など強度要求の厳しい部位が対象 
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２．実施概要   

目標達成へ向け、各機関で役割を分担し、以下の実施体制と実施項目で行った。 

（１）実施体制 

研究開発体制を下図に示す。ＮＩＭＳは、超鉄鋼 PJ などを通じて蓄積した、鉄鋼材料の加工熱処理

による強靭化などについての学術的知見・技術を有しており、それぞれの部位に適した温度・加工条件で鍛造

成形・熱処理を素材に施すことで部材の適材適所に超微細結晶粒組織（開発鋼）を作込み、部材全体

としての強度、靱性、耐 SCC を最大限に高めることに貢献する。 

日立金属株式会社は、鍛造素材メーカーとして蓄積した、材料 D/B、溶解プロセス技術、鍛造プロセス技

術およびそれらのシミュレーション技術に加え、金型の設計及び製造技術を有している。そこで、候補材の基礎

特性評価試験に材料 D/B を活用するとともに、鍛造のプロセス検討および大型ディスクの試作にそれぞれの

プロセス技術と計算シミュレーション技術を活用することができる。株式会社東芝は、火力･地熱発電プラント

の製造･販売･メンテナンスを通じて蓄積した、材料 D/B、構造設計技術、加工･溶接プロセス技術を有して

いる。また試験タービン設備での検証も可能である。 

上記のように、シーズ技術を有するＮＩＭＳと優れた鍛造技術を有する日立金属及び最終製品であるタ

ービンの設計製造を行う東芝の 3 機関による連携体制は、低圧タービン最終段用大型鍛造ディスクという明

確な研究開発課題に対して最適なものである。さらに、実機適用に向けた出口戦略とその取り組みも容易か

つ着実に進めることが可能である。 

 

 

図 B27-(1) 研究開発体制 
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（２）実施項目 

（Ａ）ラボレベルでの加工熱処理による組織制御 

溝ロール圧延による温間加工プロセスを通じて、□14×1000mm 長さの微細粒組織を有した開発鋼を

創成し、靱性を維持して、既存ローター材の約 1.5 倍の引張強度 1200MPa を達成した。（主担当：物

質・材料研究機構） 

（Ｂ）長時間を含めた特性評価 

ラボレベルでの微細組織材に対して、被削性、耐 SCC 性、熱的安定性など、タービンローターへの適用の

視点からの基礎特性評価を実施した。（主担当：東芝） 

（Ｃ）鍛造メーカーの選定 

平成 28 年度より参画する鍛造メーカーを日立金属に選定し、H28 年度より NIMS、東芝、日立金属の

3 機関でプロジェクトに取り組むことに合意した。（主担当：物質・材料研究機構、東芝） 

（D）鍛造ディスク創製 

加工熱処理シミュレータを活用することで，想定する鍛造ディスク材のプロセス条件下での応力－歪線図

を取得すると共に、組織とプロセスパラメータの関係を構築した。（主担当：物質・材料研究機構） 

その結果をベースに、計算シミュレーションで小型ディスク鍛造を模擬し、金型を設計・作製し、1000 トン

自由鍛造プレスで小型のディスクを創製した。（主担当：日立金属）必要な部位に組織制御された領域で

の機械的特性（強度・靭性の異方性を含む）を取得するための微小試験片での試験・評価法を実施、得

られた結果を材料ユーザ（機器メーカー）の視点から検討して課題・要求事項を抽出した。（主担当：物

質・材料研究機構、東芝） 

 

（３）主な成果 

①：ラボレベルでの材料特性の達成 

蒸気タービン低圧ローターあるいは動翼として使用実績のある既存材に対するラボレベルでの加工熱処理

による組織制御で以下を達成。 

・引張強度： 1200MPa 以上（熱処理後の室温値）   【達成度 100%】 

・靱性： V ノッチシャルピー吸収エネルギーが 54J 以上   【達成度 100%】 

・耐 SCC 性： き裂発生までの時間やき裂発生程度が既存ローター材と同等 【達成度 100%】 

②：大型ディスク部材の試作方案を決定 

ラボレベルでの試験結果とシミュレーション結果等から、大型ディスク部材試作に対しての材料選定と試作

方案（溶解、鍛造、熱処理等のプロセス）を決定し、小型・中型ディスク材の創成に成功した。 

         【達成度 100%】 

最終目標「現有のローター材に対して靱性、耐 SCC 性などが同等で、引張強度が 1200MPa となる大

型蒸気タービン最終段用の鍛造 ディスク部材の開発。」としていた。しかし、H28 年 9 月に実施したユニット

会議（評価）において、「SIP が支援するのは H29 年度の中型ディスク試鍛造（数千トンプレスによる）ま

で、または今年度の小型ディスク試鍛造（1000 トンプレスによる）までとすべきである。少なくとも H30 年度

の大型ディスク（素材重量約 20 トン）の試作は自社研究として行うべきである。」と評価され、本課題は

H28 年度で終了した。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

 本課題は H28 年度で終了し，今後は自社研究として実施する方向で計画している。 
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ユニット名：B29 TiAl 基合金／高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 

ユニット代表者：竹山 雅夫（東京工業大学） 

参画機関：東京工業大学、（株）神戸製鋼所、（株）IHI 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

TiAl 基合金は，米国 GE 社が鋳造合金（4822）を，独 MTU 社が鍛造合金（TNM）を，航空機

エンジン用低圧タービンの最終段動翼向けに開発し，既に実用化されている。さらに，今後開発される全て

の中・大型エンジンへの本合金の搭載が予定されており，その産業規模は急速に拡大し，鋳塊および翼の

生産が追いつかない。東工大は世界に先駆け，状態図に基づき鍛造合金の組織・プロセス設計指針を提案

しており，この高い potential を生かすチャンスは今しかない。航空機エンジン産業に参入するこの千載一遇

の好機を逃さないために，国内で合金設計から鋳造・翼成型までを一貫して行う体制構築に産学官一体と

なって取り組む必要がある。 

東工大拠点は，３機関が有機的に連携し，既存合金を凌駕する 800ºC 級鍛造・鋳造合金の量産化

技術の実証を出口にしているが，その中で本ユニット（東工大）は，高性能合金の開発に資する組織・プ

ロセス設計指導原理の構築を目的とする。その中心となるのが状態図である。TiAl 合金の最大の特徴は，

鉄鋼材料と同様，種々の相変態を利用して多様な組織に制御できる点であり，その特徴を最大限に生か

して製造時・使用時それぞれに求められる特性を付与するよう組織制御する必要がある。その相変態による

組織制御の羅針盤が状態図である。そこで，合金設計・組織設計の基礎となる多元系状態図を実験およ

び計算によって構築する。構築した状態図に基づきモデル合金を設計・提案し，組織と特性（疲労き裂進

展特性，クリープ特性）の関係および酸化特性を評価する。 

 

（２） 目標 

 2025 年頃の開発合金の実機搭載プログラム提案を見据えて，最終年度（平成 30 年）には，既存合

金を凌駕する優れた機械的性質・耐酸化性の実現と高品位かつ安価なインゴット製造とを両立する組織・プ

ロセス設計指導原理を構築する。この最終目標に向けた鍛造用・鋳造用候補合金を提案し、28 年度に於

いて神戸製鋼所（B30）にて溶解・素材提供，これを IHI（B31）にて部品試作・強度試験を実施して

評価・検討した。 

 

２．実施概要   

（１）実施体制 

東工大が合金設計，神戸製鋼所が溶解プロセス，IHI が成型プロセスを担い，３機関が垂直統合のも

とスピード感をもって課題に取り組む体制を構築した。また，２ヶ月毎に開催している拠点研究会に内閣府，

JST も参加し，産学官連携のもと拠点の運営方策，戦略策定を行っている。 

 

（２）実施項目 

１）多元系状態図の構築と組織制御 

•  部品強度試験に供する鍛造用・鋳造用合金を設計・提案する。 

• 多元系状態図の構築，および項目２）~４）に供する基礎研究用合金を設計・提案する。 

• 侵入型元素である炭素（C）を含む多元系状態図を実験および計算によって構築する。 

67



２）き裂伝播特性評価  

• モデル合金を用いてき裂進展特性に及ぼす組織の影響を明らかにする。 

• き裂先端の広領域３次元組織解析を実施可能な Tri-beam システムを構築する。 

３）クリープ特性評価  

• 鍛造・鋳造用候補合金の 800ºC におけるクリープ特性を評価する。 

• モデル合金を用いてクリープ特性に及ぼす組織の影響を明らかにする。 

４）耐環境特性評価  

• 鍛造・鋳造用候補合金の 800ºC における酸化挙動を評価する。 

• モデル合金を用いて，TiAl 合金の酸化機構を解明する。 

 

（３）主な成果 

 本ユニットでは，既存合金を凌駕する鍛造および鋳造合金の組織設計指導原理を構築し，神戸製鋼所

（B30）および IHI（B31）の目標を満足する合金を提案する。特に 28 年度は中間評価の年であり，製

造性・成型性を満足し，かつ，部品強度試験に耐えうる合金を提案することが重要課題となる。TiAl 基合

金は，鉄鋼材料と同様，液相/固相変態，固相/固相変態を利用した組織制御によりその特性を大きく変

えることが出来る。特に，本合金は多元系化すると新たな相変態経路が現われ，プロセス性および特性発

現に直結する組織制御の可能性が高い。したがって，本ユニットでは，置換型固溶元素のみならず製造上

必ず混入する微量元素（侵入型元素）の影響も含めた TiAl 系合金状態図の実験および計算による構築

をベースに，革新的合金開発に資する組織制御法及び特性評価を行う。以下に，本年度の成果の概要を

記す。 
 

１）多元系状態図の構築と組織制御 

• 鍛造性を重視した鍛造用候補合金，ラメラ組織形成を重視した鋳造用候補合金をそれぞれ４種類

設計した。その特性・製造性・成型製を評価し，部品強度試験に供する鍛造用・鋳造用の第１および

第２選定合金を提案した。 

• 平成 29 年度以降を見据えて，選定合金とは異なる鍛造用の試行合金を提案し，それらがいずれも

優れた鍛造性を有することを確認した。 

• 多元系状態図の構築，組織と機械的性質の関係解明および酸化特性評価に供する基礎研究用合

金を設計した。 

• Ti-Al２元系および Ti-Al-M３元系に侵入型元素である炭素（C）を添加した合金の 1200ºC 以上

の状態図を実験的に決定し，鍛造・鋳造用選定合金を中心とする多元系計算状態図構築に資する

データベースを構築した。また，構築した DB に基づき，鍛造・鋳造用第１選定合金の組織制御法を

検討した。 
 

２）き裂伝播特性評価  

• 種々の組織に制御した基本モデル合金の室温における疲労き裂進展特性を評価し，き裂進展開始の

敷居応力（ΔKth）およびき裂進展抵抗（m）は，既存の 4822 よりも優れること，また，その向上

には -Ti 相の存在およびその形態が重要であることを見出した。 

• 平成27年度に導入したFIB にフェムト秒レーザーおよび光学系を付設し，広領域３次元組織解析を

可能とする Tri-Beam システムの基盤を構築した。試料の加工，組織観察，方位解析，成分分析

の一連の解析を繰り返し自動で行うプログラムの構築は来年度に行う。 
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３）クリープ特性評価  

• １）にて設計した鍛造用および鋳造用候補合金の 800ºC におけるクリープ特性を評価し，部品強度

試験用に選定した第１選定合金は既存合金（TNM，4822）と同等以上の優れたクリープ強度を有

することを実証した。 

• 種々の組織に制御した基本モデル合金の 800ºC におけるクリープ試験を実施し，クリープ抵抗およびク

リープ破断強度の向上には 相の形態制御と組織安定性が有効であり， 相の導入はクリープ特性

の劣化を招く，という従来の考えは正しくないことを明らかにした。  

４）耐環境特性評価 

• １）にて設計した鍛造・鋳造用候補合金の 800℃，大気中における酸化挙動を評価し，鍛造・鋳造

ともに，適切な添加元素の組合せによって既存合金（4822）より優れた耐酸化性を付与できることを

明らかにした。 

• 平成 29 年度以降を見据えて，基礎研究用モデル合金の耐酸化性を評価し，M 元素の耐酸化性に

及ぼす複合添加の効果，および，その Al 濃度依存性を見いだした。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

 既存合金を凌駕する高性能合金の設計とその量産化技術の実証という拠点全体の最終目標を達成する

ため，東工大は多元系状態図のデータベース化を深化させるとともに，組織と特性の定量評価に基づく組織

設計指導原理の構築に取り組む。 

また，SIP 後も３機関が恊働する場として，ジェットエンジン用耐熱材料の研究開発拠点を東工大に形

成する。その礎として，28 年度東工大に JET プロジェクトを立上げ，実機適用および事業化に向けた基礎

および要素技術課題の迅速な解決，さらには国産エンジン開発をも視野に入れた産官学オールジャパン体

制を構築する。 
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ユニット名：C41 コーティング技術の開発 

ユニット代表者： 高田 雅介（（一財）ファインセラミックスセンター） 

参画機関：（一財）ファインセラミックスセンター、東北大学、横浜国立大学 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

 航空機エンジンの燃費を改善し CO2 排出量を大幅に削減するためには、エンジン部材の“軽量化”と、高

温の燃焼ガスに曝される部位の“耐熱性の向上”が不可欠である。特に、高圧タービン部材は高温の水蒸

気を含む過酷環境に曝されるため、非常に優れた耐久性が要求される。現用の Ni 基系超合金の耐用温

度は約 1100℃であるが、さらなる素材改良と空気冷却等の措置を講じたとしても、現在の合金技術の延

長では将来的にも 1200℃の耐用温度が限界である。一方、世界最高性能の SiC 繊維（耐用温度は

1400℃）を用いて製造した SiC 繊維強化 SiC 複合材（軽量セラミックス部材）は、超合金より軽量で

耐熱性に優れ、しかも、損傷許容性を有するため、この壁を打ち破る新しい材料として期待されている。しか

し、軽量セラミックス部材は、約 1100℃以上の高温の水蒸気環境において酸化・減肉による部材の劣化

が問題となる。したがって、これを高圧タービン部材に適用するためには、部材の表面を守り長期使用を可能

にする耐環境性コーティング（EBC：Environmental Barrier Coating）が不可欠である。 本研究で

は、軽量セラミックス部材の耐久性を飛躍的に向上させるために、繊維耐用温度 1400℃の酸素・水蒸気

環境において長期間使用可能な EBC を開発する。また、軽量セラミックスの損傷許容性に対する耐性を高

めるために、繊維表面に繊維劣化防止と損傷許容性発現機能を有するコーティング（界面制御コーティン

グ）も合わせて開発する。これらのコーティングが施された部材は、運用時の冷却に要するエネルギーの大幅

削減により、エンジン燃費の飛躍的改善を可能にするだけでなく、部材の長寿命化によるメンテナンスコスト

の低減までを含む大きなメリットをもたらすことから、部材の国際競争力の強化に繋がる。また、我が国の航

空機エンジン開発において、次フェーズの実用化研究の飛躍的促進に大いに貢献することができる。 

 

（２） 目標 

・開発材の高温の酸素・水蒸気環境下におけるコーティング性能（構造安定性、損傷許容性維持機能）

が、ベンチマーク比較材（EBC：Ba-Sr-Al-Si-O、界面制御コーティング：BN）よりも優れることを実証

する。ここで、開発材とは、界面制御コーティング繊維を用いた軽量セラミックス基板に EBC を付与したもの

である。 

・1400℃の酸素・水蒸気環境下において、開発材を長時間曝露後も、EBC 構造と界面制御コーティング

構造を維持すると共に、軽量セラミックス部材の力学特性（損傷許容性）も持続することを実証する。 

・タービン部品形状を模擬した複雑形状基板に対して、電子ビーム PVD 法により EBC をコーティングする技

術を確立する。 

・開発材に対して、熱サイクル試験（EBC 表面温度：1300℃以上、熱サイクル数：1000 回）後も

EBC 構造と界面制御コーティング構造を維持すると共に、軽量セラミックス部材の力学特性（損傷許容

性）も持続することを実証する。 

・2018 年内に最適コーティング構造に関する基本特許を申請する。 

 

２．実施概要   

（１）実施体制 
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 C41 は、EBC 技術と界面制御コーティング技術を開発する（図１）。EBC は、軽量セラミックス基板側か

ら順に、結合層、酸素遮蔽層、水蒸気遮蔽／揮散防止層、熱衝撃緩和層からなり、各層に各々の機能を

持たせることで、コーティングシステム全体として優れた耐環境遮蔽性と熱機械的耐久性を発現させる。ファイ

ンセラミックスセンター（JFCC）は、環境遮蔽性に優れる EBC 構造の設計指針を示すとともに、電子ビーム

PVD 法により多相積層を有する EBC を形成する。この中で、結合層と酸素遮蔽層についてはプロセス難易

度が高いため、複数のプロセスを同時に検討することで多相構造形成技術を早期に確立し、EBC の性能向

上を目指した研究開発を加速させる。東北大はレーザーCVD 法による結合層形成技術の開発を、横浜国

大はエアロゾルデポジション（AD）法による酸素遮蔽層／結合層形成技術の開発を行う。一方、界面制御

コーティングに関しては、JFCC が大面積被覆への展開が容易かつ安全／安価なプロセスである化学溶液堆

積法によるコーティング技術の開発を、横浜国大が高速・組織制御の両立が可能で、かつ、繊維表面への付

き周り性に優れるレーザーCVD 法によるコーティング技術の開発を行う。 

 

（２）実施項目 

【EBC】 

1) 環境遮蔽設計（JFCC） 

 EBC 構成層について、酸素や水蒸気に対する遮蔽性を定量的に評価し、環境遮蔽性向上のための形成

プロセスの最適化に役立てる。 

2）電子ビーム PVD 法による EBC 技術の開発（JFCC） 

 EBC 性能の発現に不可欠な微細構造を形成する要素プロセスを確立する。 

３）レーザーCVD 法による結合層コーティング技術の開発（東北大） 

 レーザーCVD 法を用いて、モデル軽量セラミックス基板上に結合層を形成し、コーティング条件と化学組成、

微細組織の関係を明らかにする。 

４）AD 法による酸素遮蔽層／結合層コーティング技術の開発（横浜国大） 

 AD 法による酸素遮蔽層の緻密化と厚膜化を検討するとともに、酸素遮蔽層と結合層間の密着性向上の

ためのコーティング条件について検討する。 

【界面制御コーティング】 

５）化学溶液堆積法による界面制御コーティング技術の開発 （JFCC） 

 化学溶液堆積法を用いて、界面制御コーティング条件と微細組織の関係を把握する。 

６）レーザーCVD による界面制御コーティング技術の開発（横浜国大） 

 レーザーCVD法を用いて、SiC単繊維上に界面制御コーティングを形成し、「繊維劣化防止」機能や「変形

－破壊過程制御」機能に与えるコーティングの化学組成・微細組織の影響について把握する。 

 

（３）主な成果 

【EBC】 

1) 環境遮蔽設計（JFCC） 

 ベンチマーク材の適用が困難な高温過酷環境下での使用を可能にする EBC 構造を決定した。また、任意

温度，酸素分圧下の EBC 構成層中の物質移動量を予測可能にした。 

2）電子ビーム PVD 法による EBC 技術の開発（JFCC） 

 項目１）にて決定した構造を基に、ダブル電子ビーム PVD 法により EBC 性能の発現に不可欠な構成層

の微細構造（緻密質、傾斜組成、柱状カラム組織）を高精度に制御する技術を開発した。 
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３）レーザーCVD 法による結合層コーティング技術の開発（東北大） 

 レーザーCVD 法により結晶質の Si,Al 含有結合層の形成に成功した。 

４）AD 法による酸素遮蔽層／結合層コーティング技術の開発（横浜国大） 

 AD 法により室温にて緻密質の酸素遮蔽層や Si,Al 含有結合層の形成に成功した。また、軽量セラミック

ス基板上に、本手法により Si,Al 含有結合層を形成した後、項目 2)の電子ビーム PVD 法により多相積層

構造 EBC を形成し、そのサンプルを C42 の熱サイクル試験に提供した。 

【界面制御コーティング】 

５）化学溶液堆積法による界面制御コーティング技術の開発 （JFCC） 

 化学溶液堆積法を用いて、界面制御コーティングの SiC 繊維上への形成条件を検討したが、何れの条件

においてもコーティング層が繊維に強固に固着し、き裂伝播経路制御機能が発現しなかった（H28 年度で終

了）。また、熱力学平衡計算とモデル実験による検証を基に、高温のマトリックス形成工程（軽量セラミックス

製造）において界面制御コーティングを維持するために必要な層構造を提案し、その情報を項目 6)、C43 に

提供した。 

６）レーザーCVD による界面制御コーティング技術の開発（横浜国立大学） 

 レーザーCVD 法を用いて、SiC 繊維上に形成する界面制御コーティングの微細構造を制御した結果、小サ

ンプルでのき裂伝播経路制御機能の発現に成功した。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

【EBC】（C42 と連携） 

 H29 年度において、実部品形状を模擬した 3 次元形状基板へのコーティングが可能な方法に絞り込む。ま

た、C42 における EBC パフォーマンス向上のための課題抽出と対策指針に基づき、多相積層構造 EBC の形

成プロセスを最適化する。H30 年度において、耐久性試験後も EBC の構造を維持し、剥離やき裂進展がな

いコーティング技術を確立する。 

【界面制御コーティング】（C43 と連携） 

 H29 年度において、熱 CVD 法による大面積繊維織物への界面制御コーティングが可能な装置を設計・製

作する。そして、繊維コーティングとその後のマトリックス形成プロセスのさらなる高度化を図る。H30 年度におい

て、耐久性試験後も軽量セラミックス基板の損傷許容性を維持するコーティング技術を確立する。また、この

軽量セラミックスを部品に適用した際の応力レベルを想定し、現実的な条件で材料試験を行い、開発したコー

ティング技術の妥当性を客観的に評価する。 

 本研究終了時点で上記コーティング技術に関する開発目標値が達成されている場合には、航空機エンジン

メーカーにおける実用化・実証開発フェーズに移行する。この研究フェーズでは、軽量セラミックス製タービン部

品の試作・評価、及び、デモエンジンの搭載評価を行う。 

 

 

 

 

 

図１ C41-(1) C41 の研究体制 
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ユニット名：C42 EBC の評価・解析 

共同ユニット代表者： 垣澤 英樹（物質・材料研究機構）中村 武志（（株）IHI） 

参画機関：物質・材料研究機構、（株）IHI、（株）超高温材料研究センター、東京工業大学、 

東京大学 

  

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

軽量セラミックス部材を使用した航空機エンジンの信頼性を高めるには、軽量セラミックス部材を燃焼ガス環

境から保護するEBCの使用限界を正確に把握し運用することが求められる。EBCの損傷機構を詳細に解析

した研究はまだ数少なく、EBC のパフォーマンスを支配する要因は十分に検討されてはいない。C42 では、実

使用環境下での機械的・化学的損傷や構成材料の物性変化を把握し、EBC の性能低下の支配因子を明

らかにすること、そしてそれに対する時間依存性の評価を行い、使用限界を予測する技術、および使用限界を

最大にする最適構造設計技術を構築することを目的とする。 

（２） 目標 

 サンプル表面 1300℃以上で 1000 サイクルの熱サイクル試験、1400℃の高温加湿環境下曝露試験を

実施する。 

 耐久性試験後の EBC積層構造の化学的安定性を把握する。 

 コーティングと基板の間、およびコーティングの構成層間の界面破壊靱性を測定する方法を確立する。 

 EBC構成層の材料定数（弾性率、熱膨張係数）の温度依存性や EBC中の熱応力を把握する。 

 実部材が受ける熱機械的負荷条件下での力学解析法を確立するとともに、解析結果に基づいた EBC 構

造設計指針を得る。 

 

２．実施概要   

（１）実施体制 

C42では、C41で開発した EBCに対して、実機システムの使用条件を想定した高温加湿環境下曝露試

験（JUTEM）および熱サイクル試験（IHI）を実施し、NIMS で構造安定性の評価と界面破壊靱性の経

時変化の測定を行う。一方で東工大、JFCC（C41）で EBC 構成層の物性値の経時変化を測定し、それ

をもとに東大で界面のエネルギー解放率の曝露時間依存性を計算する。両者（界面破壊靱性値とエネルギ

ー解放率）の大小関係から使用限界を予測する技術、および寿命を最大にする構造設計技術を構築する。

図 C42-(1)に実施内容と各機関の役割を示す。 

（２）実施項目 

B-1）：コーティング材の実機システム適用可能性評価 （IHI） 

 ユニット C43 にて製造した軽量セラミックス部材の基材上に、ユニット C41で開発した EBC を施工した供試

体に対し、熱サイクル試験（EBC表面温度：1300℃以上、熱サイクル数：1000回）にて耐久性を評価

する。 

B-2）：コーティング材の特性評価（JUTEM） 

 高温加湿環境下耐久性評価装置を改修して、1400℃の加湿環境下における曝露試験を可能にし、本

装置を用いて EBC の構成材料や EBC の耐久性を評価する。また、高温環境下の曝露前後の繊維の引張

強さを測定し、繊維劣化の程度を評価する。 

B-3）：EBC の健全性評価解析（NIMS） 
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熱曝露試験、熱サイクル試験前後のEBCの界面破壊靱性を測定し、耐剥離性の曝露時間依存性を明ら

かにする。界面破壊靱性の測定法については、将来の認証支援を考慮し、業界標準を見据えたものを提案

する。また、耐久性試験前後の EBC に対して化学的な構造安定性を評価する。 

B-4）：EBC構成層の力学特性評価（東京工業大学） 

熱曝露試験、熱サイクル試験前後の EBC構成層の弾性率・熱膨張係数の変化や EBC の残留応力を耐

久性試験のサイクル数や曝露時間の関数として取得する。さらに、EBC の室温での残留熱応力を取得する。 

B-5）：EBC の熱機械的負荷損傷シミュレーション（東京大学） 

EBCのプロセス時の温度勾配条件および熱サイクル条件下でのき裂のエネルギー解放率を有限要素法を用

いた数値解析により理論的に予測するとともに、静的・動的境界条件下でのき裂進展解析を実施する。得ら

れた結果と理想的 EBC のガス遮蔽機能（理論値）を基に、EBC の時間依存型損傷に対する耐久性を最

大にする最適構造（各層の厚さ及び弾性率）を提案する。 

（３）主な成果 

B-1）：コーティング材の実機システム適用可能性評価 （IHI） 

 所有する熱サイクル試験機(バーナーリグ試験装置)を改修し、熱サイクル試験機を立ち上げた。1300℃で

1000 回以上の熱サイクル試験を安定して実施できることを実証し、さらに 1400℃での熱サイクル試験実施

に向けた課題を抽出した。 

B-2）：コーティング材の特性評価（JUTEM） 

 高温加湿環境下耐久性評価装置を改修して、1400℃の加湿環境下における曝露試験を可能とし、

EBC 開発材の曝露試験を実施した。 

B-3）：EBC の健全性評価解析（NIMS） 

将来の認証支援を視野に入れた新しい界面破壊靱性測定法の開発に取り組み、寿命予測や構造設計に

必要な定量的な厳密性と標準試験として受け入れられる簡便性・万能性を両立した試験法を考案した。

EBC 構成材料および構成層の構造評価を行い、C41 ユニットの開発指針に貢献した。 

B-4）：EBC構成層の力学特性評価（東京工業大学） 

高温ナノインデンテーションシステムを構築し、モデル材料の室温から高温における弾性率評価、および EBC

多層コーティングの各構成層の弾性率評価を可能にした。 

B-5）：EBC の熱機械的負荷損傷シミュレーション（東京大学） 

単層積層構造体の界面き裂発生条件式を多相積層構造体の界面き裂問題に拡張した理論を構築した。

また、その提案式の有効性について有限要素法解析により検討し、EBC における界面き裂発生条件の予測

システムを構築した。これを用いて界面き裂発生を抑制するための EBC の各膜厚条件を得ることができること

を確認した。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

29、30 年度は以下の取り組みを行い、本研究終了時において開発目標値が達成されている場合には、

航空機エンジンメーカーにおける実用化・実証開発フェーズに移行する。この研究フェーズでは、軽量セラミック

ス製タービン部品の試作・評価、及び、デモエンジンの搭載評価を行う。さらに、搭載評価で合格した場合には、

実機開発に移行し、材料データベースの取得、実部品設計、エンジン耐久試験、飛行試験等を経て、型式

承認を取得後、2025 年頃に市場投入する。 

また、コーティング材の特性や使用限界把握データを適宜公開し、コーティング材のポテンシャル、評価方法

の妥当性・信頼性等を世界にアピールすることにより、標準化・規格化のための支援を行う。 
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B-1）：コーティング材の実機システム適用可能性評価 （IHI） 

EBC施工済みの供試体を用いて最大温度1300℃以上における熱サイクル試験を実施し、EBC耐久性

の目標達成を評価するとともに、改良の指針を C41 にフィードバックする。  

B-2）：コーティング材の特性評価（JUTEM） 

 EBC 施工済みの供試体の高温加湿環境下曝露試験を行い、EBC 耐久性の目標達成を評価するととも

に、改良の指針を C41 にフィードバックする。 

B-3）：EBC の健全性評価解析（NIMS） 

 熱サイクル試験および高温加湿環境下曝露試験前後の EBC の界面破壊靱性、構造・界面反応の経時

変化を明らかにする。また、標準化を見据えた界面破壊靱性試験法を確立し周知を進め、30 年度には国

内ラウンドロビン試験を実施する。 

B-4）：EBC構成層の力学特性評価（東京工業大学） 

 EBC 各構成層の弾性率・熱膨張係数を室温から高温まで計測する技術を構築するとともに、X 線回折を

用いて EBC の残留応力を正確にする計測する技術を構築する。これを用いて、EBC 構成材の力学特性評

価を進める。 

B-5）：EBC の熱機械的負荷損傷シミュレーション（東京大学） 

EBC 製作時の冷却プロセスにおいて損傷が起きないための構造条件を破壊力学理論に基づく解析により

求める。また、熱サイクル条件におけるき裂進展解析を行う。実機における熱機械的負荷を考慮した条件で

の機械的信頼性を理論的に評価し、実部材が受ける熱機械的負荷による損傷を予測する。 

 

 

 
 

図C42-(1) 研究内容と各機関の役割 
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ユニット名：C43 界面制御コーティングの評価・解析 

ユニット代表者： 後藤 健（宇宙航空研究開発機構） 

参画機関：宇宙航空研究開発機構、（株）IHI 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

軽量セラミックス部材中のマトリックスは、繊維よりも小さい破断ひずみを有することから、部材に歪みを与え

ると、マトリックスにおいて優先的に破壊（き裂が発生）が進行する。したがって、繊維－マトリックス界面には、

界面に到達したき裂を繊維－マトリックス界面方向に偏向させて、繊維の高い強度により部材の壊滅的破壊

を抑制する機能（損傷許容性）が求められる。この界面を実現するためには、繊維—マトリックスの接着を制

御する必要がある。すなわち、マトリックス中を伝播してきたき裂が、界面制御コーティングに到達すると、繊維

－マトリックス界面において繊維長手方向に偏向し、さらには、繊維の引き抜けに伴う摩擦等によるエネルギー

散逸により、き裂を停止させる機能が求められる。また、界面制御コーティングの機能を高温の酸素・水蒸気を

含む環境下で長期間持続させるには、少なくとも、マトリックスを緻密質にしてコーティング繊維を外部環境から

遮蔽する必要がある。 

そこで、C43 においては、以下の項目を実施する。 

i)界面制御コーティングを施した軽量セラミックス部材を用いて、界面制御コーティングの力学的特性および破

壊様式の評価解析を実施する。最適なコーティング構造を提案し、C41 で実施するコーティングプロセスの

改善に貢献する。  

ii)界面制御コーティング繊維を用いた軽量セラミックス基板を作製する．材料試験により界面制御コーティン

グの実機軽量セラミックス部材への適合性を評価すると共に、実部品適用に向けた課題の抽出とその対策

を検討する。また、軽量セラミックス基板の実機部材への適合性を評価する手段として、部材使用時に生じ

る欠陥を検出する非破壊検査の手法を検討し、候補を選定する。 

 

（２） 目標 

・開発材の高温の酸素・水蒸気環境下におけるコーティング性能（損傷許容性維持機能）が、ベンチマー

ク比較材（BN コーティング繊維）よりも優れることを実証する。ここで、開発材とは、界面制御コーティング

繊維を用いた軽量セラミックス基板に EBC を付与したものである。 

・1400℃の酸素・水蒸気環境下において、開発材を長時間曝露後も、界面制御コーティング構造と軽量

セラミックス部材の力学特性（損傷許容性が持続することを実証する。 

・開発材に対して、熱サイクル試験（EBC 表面温度：1300℃以上、熱サイクル数：1000 回）後も界

面制御コーティング構造と軽量セラミックス部材の力学特性（損傷許容性）が維持することを実証する。 

・平板の軽量セラミックス部材を用いて非破壊検査条件を設定し、部品形状への適用可能性を検討する。 

 

２．実施概要   

（１）実施体制 

C43 は界面制御コーティングの評価・解析を実施する（図 C43-(1)）。JAXA はユニット C41 と連携し、

界面制御コーティングを施した軽量セラミックス部材を用いて、界面制御コーティングの力学的特性および破壊

様式の評価解析を実施する。最適なコーティング構造を提案し、C41 で実施するコーティングプロセスの改善

に貢献する。IHI は C41 から C43 で使用する基板を作製する。また、実機条件を考慮した材料試験により
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界面制御コーティングの実機軽量セラミックス部材への適合性を評価すると共に、実部品適用に向けた課題

の抽出とその対策を検討する。さらに、軽量セラミックス基板の実機部材への適合性を評価する手段として、

部材使用時に生じる欠陥を検出する非破壊検査の手法を検討し、候補を選定する。 

 

（２）実施項目 

１）界面制御コーティングの健全性評価解析（JAXA） 

 界面制御コーティング繊維を用いた軽量セラミックス部材について、繊維束ミニコンポジットおよび平板形状材

料の Push-out 法を用いて界面力学特性を評価する。また、界面制御コーティングの残存厚さ、繊維の反応

等の界面組織変化を評価する。そして、界面の組織形態と界面力学特性の関係を理解し、C41 ユニット「コ

ーティングプロセスの最適化」に役立てる。 

 

２）界面制御コーティング繊維の実機部材への適合性評価（IHI） 

 拠点における界面コーティング、および表面コーティングの評価を可能とするため、軽量セラミックス基板を作

製する。界面制御コーティング繊維織物とマトリックスとの複合化における課題を明らかにし、界面コーティングプ

ロセスとマトリックス形成プロセスの改良を図る。また、軽量セラミックス基板の実機部材への適合性を評価する

手段として、部材使用時に生じる欠陥を検出する非破壊検査の手法を検討し、候補を選定する。 

 

（３）主な成果 

１）界面制御コーティングの健全性評価解析（JAXA） 

・ ユニットC41で開発される化学溶液堆積法およびレーザーCVD法による界面制御コーティングについて健

全性評価を実施しユニット C41 にフィードバックした。 

・ レーザーCVD 法により組織制御したコーティングにより、繊維強度を低下せず軽量セラミックス部材化した

後も機能発現できることを示し、中間目標を達成した。 

 

２）界面制御コーティング繊維の実機部材への適合性評価（IHI） 

・ユニット C41~C43 における界面制御コーティング、および表面コーティングの評価を可能とするため、軽量セ

ラミックス基板を作製・提供した。 

・軽量セラミックス部材を緻密化するために、原料の充填条件とプロセス条件を検討した。 

・軽量セラミックス内部の損傷を検出できる非破壊検査(NDI)手法として、非線形超音波法とパルスサーモグ

ラフィ法が有効であることを示し、開発対象として選定した。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

１）界面制御コーティングの健全性評価解析（JAXA） 

平成 29 年度は JFCC、横浜国大のプロセス班と共同で CVD 法による繊維コーティング施工に対する課題の

解決に取り組み、小規模サンプルに対し、き裂伝搬経路制御機能を発現させる。また、繊維コーティングを用

いた軽量セラミックス部材について界面力学特性を評価する。そして、関係機関と連携して界面の組織形態と

界面力学特性の関係を理解し、コーティングプロセスの最適化に役立てる。平成 30 年度も引き続き、耐久

性試験前後の損傷評価・解析を実施する。得られた情報を基に関係機関と連携して繊維コーティングプロセ

スを最適化し、開発目標値を達成する。非破壊検査技術の開発では損傷の把握を実施し、開発する検査
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技術で使用する指標の決定に役立てる。 

 

２）界面制御コーティング繊維の実機部材への適合性評価（IHI） 

平成２９年度は繊維織物への界面制御コーティングが可能な装置の設計・作製を行うとともに、コーティング

施工性の検討に着手する。軽量セラミックス基板を作製し、界面制御コーティング、EBC の評価を可能とす

る。軽量セラミックス部材の健全性を評価するためのサンプルの製造、損傷負荷試験を実施する。また、平

板における検査条件の条件出しに着手する。平成３０年度も引き続き軽量セラミックス基板を作製し、界

面制御コーティング、EBC の評価を可能とする。繊維織物内へ界面制御コーティングを施工する際のプロセ

ス条件出し、高度化を図り、耐久性試験後も軽量セラミックス基板の損傷許容性を維持するコーティング技

術を確立する。さらに、開発した界面制御コーティングを施した繊維を使用して、軽量セラミックス部材を製造

する。また、この軽量セラミックスを部品に適用した際の現実的な条件で材料試験を行い、開発技術の妥当

性を客観的に評価する。平板の軽量セラミックス部材を用いて非破壊検査条件を設定し、評価技術の要

素部品形状への適用可否を検討する。 

 

 本研究終了時点で開発目標値が達成されている場合には、航空機エンジンメーカーにおける実用化・実証

開発フェーズに移行する。この研究フェーズでは、軽量セラミックス製タービン部品の試作・評価、及び、デモエン

ジンの搭載評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

図 C43-(1) C43 の研究体制 
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ユニット名：D61 組織予測システムの開発 

ユニット代表者： 小関敏彦（東京大学） 

参画機関：東京大学、物質・材料研究機構、北海道大学、東京農工大学、名古屋大学、 

JFE スチール（株）、（株）神戸製鋼所、（株）IHI、（株）UACJ 

  

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

脆性破壊、疲労強度、水素脆化、クリープ強度などの鋼材性能は、鋼材組織に強く依存し、性能を改善

することは組織改善することといっても過言ではない。そのため、鉄鋼材料において組織予測はきわめて重要で

ある。本研究で対象としている高強度鋼については、これまで培ってきた膨大なデータや先進的知見など、日

本のレベルは世界でもトップにあるが、米国や欧州における近年の動向、すなわち、データベースや計算モデル

を単独または複合で用いて材料の組織や特性を予測する試みやプロジェクトを考慮すると、この分野における

遅れは、日本独自データの流出やひいては国際競争力の消失につながりかねない。一方、高強度鋼の溶接

部は、組織形成という観点からは、溶融、凝固、逆変態、オーステナイトから各相への変態、析出など、組織

形成に重要な現象が複数かつ同時に発生する。しかも、溶接熱による加熱冷却過程において短時間に生じ

る複雑な現象である。このような複雑な過程を経て形成される組織を予測することは、部分的な予測を除け

ば前例がなく、きわめて独創的、先進的試みである。しかも、これら組織予測は、溶接以外のプロセスにも容

易に拡張できるものであり、その社会的、技術的意義はきわめて高い。また、予測システム開発のためには、溶

接に関する専門家だけでなく、フェーズフィールド法の専門家など、他分野の研究者が共同して行なう必要が

あり、この点からも、前例がないプロジェクトといえる。今後の日本産業にとって、本予測システムへの期待はき

わめて大きいものといえる。 

 

（２） 目標 

H28 年度末時点の達成目標としては、フェーズフィールド法による組織予測プロトタイプを作成し、組織デ

ータ、理論・経験則を用いた組織予測と比較検証することである。また、プロジェクト終了年度である平成 30

年度の達成目標は、フェーズフィールド法を用いた実用鋼溶接継手の組織予測システムを作成し、各システム

との統合を実現させることである。 

 

２．実施概要   

（１）実施体制 

組織予測システム開発は、マルチフェーズフィールド法を用いた予測シミュレーションと、既存データや新規採

取データをデータベース化し経験則も用いた組織予測の 2 つがあり、両者は互いに連携して組織予測を進め

ていく。熱力学データを利用したマルチフェーズフィールド法による組織予測に関しては、東京大学、物質材料

研究機構、北海道大学、東京農工大学、名古屋大学が担当する。データベース化・経験則による組織予

測は、東京大学、物質材料研究機構、JFE スチール、神戸製鋼所、IHI、UACJ が担当する。 

 

（２）実施項目 

① マルチフェーズフィールド法を用いた組織予測 

・ フェーズフィールド法基本ソルバ開発（東京大学） 

・ 熱力学データ拡充（物質材料研究機構） 
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・ 溶接熱影響部のオーステナイト粒成長、溶接金属の凝固およびオーステナイト粒成長（北海道大学） 

・ オーステナイトから生成する拡散（フェライト）変態（東京農工大学） 

・ オーステナイトから生成する硬質相（パーライト・ベイナイト・マルテンサイト）への変態（名古屋大学） 

 

② データベース・経験則を利用した組織予測 

・ フェーズフィールド法に必要な連続変態線図新規データ採取（東京大学、JFE スチール、神戸製鋼

所、IHI） 

・ 既発表連続変態線図と新規連続変態線図のデータベース化（物質材料研究機構、東京大学） 

・ 組織観察、組織判別（東京大学、物質材料研究機構、JFE スチール、神戸製鋼所、IHI、UACJ） 

・ 基本成分系鋼材の詳細連続変態線図採取、各相の体積率測定（東京大学、物質材料研究機

構）  

・ D63 と連携して任意組成の連続変態線図予測（東京大学、物質材料研究機構） 

・ 応力－ひずみ曲線データ採取、旧オーステナイト粒成長観察等（東京大学）  

 

（３）主な成果 

図 D61-（1）は、溶接部の組織形成過程と，凝固・オーステナイト粒（γ 粒）成長シミュレーション例

を示した図である。溶接熱により加熱され溶融した部分を溶接金属部、加熱されるが溶融はせずその熱影

響を受けた部分を熱影響部というが、同じ溶接部でも組織が大きく異なるという特徴がある。これら組織形

成をシミュレーションするためには、形成過程をいくつかに区分して各過程をシミュレーションするモジュールを作

成、それらをつなげる必要がある。各モジュールは、2-(2)の実施項目に従い、東大、NIMS、北大、東農大、

名大の各メンバーが作成、各モジュールを連携させることで組織形成過程をシミュレーションした。図 D61-

（1）には、このうちの凝固過程と γ 粒成長過程のシミュレーション結果も示しているが、この結果をフェライト

変態等、次のモジュールに渡し一連のシミュレーションを行なっている。 

  一方、フェーズフィールド法は、変態における核生成を扱うことができなく、これは入力データとする必要が

ある。そのため、各鋼材の連続変態線図（CCT 図）既存データ、新規データ採取を進めて、これらデータを

データベース化しておく必要がある。構築されたデータベースを利用してCCT図の予測も試みている。CCT図

は、熱影響部だけでなく溶接金属に対しても収集しており、図 D61-（2）は新規に採取した溶接金属の

CCT図と、10℃/s の冷却速度における組織観察例である。  

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

溶接部の組織形成は、凝固、変態、粒成長など複雑な過程を経て最終組織が決定するため、これらを

予測する各モジュールを自動的に接続できるようにすることはきわめて実用的である。本ユニットで開発するマル

チフェーズフィールド法を用いた組織予測システムや組織データベースを、D64 ユニットが開発する統合システム

により性能予測までつながる一貫したシステムにすることで、産業界で検証できるようにする。平成 30 年度終

了までに、マルチフェーズフィールド法については、東大、北大、東京農工大、名古屋大が協力して進め、熱力

学データベースについては NIMS が進めていく。また、組織データベースについては、東大、NIMS、JFE スチー

ル、神戸製鋼所、IHI、UACJ が協力して進める。産業界での検証は、JFE スチール、神戸製鋼所、IHI、

UACJ が担当する。 
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                  図D61-（1） 溶接部組織形成過程 

 

 

 
 

              図D61-（2） 溶接金属CCT図、組織観察(10℃/s)例 
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ユニット名：D66 構造材料の未活用情報を取得する先端計測技術開発 

ユニット代表者： 大久保 雅隆（産業技術総合研究所） 

参画機関：産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構、

東京大学 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

構造材料開発は、経験と勘ではなく、計測分析したデータを元に計算で科学的予測を行う必要がある。先

端計測拠点は、材料開発者が多用する形態観察装置（SEM, TEM 等）では対応できない、未活用情報

（材料開発においてまだ活用されていない材料情報）を、ナノテクノロジー分野で活用されている先端計測

装置を用いて取得して、計測分析の立場から構造材料分野におけるイノベーション創出に貢献する。TIA が

有する、世界的にも希な先端計測分析装置と解析技術を活用して、従来の計測評価とは異なる視点から、

構 造 材 料 の 劣 化 メ カ ニ ズ ム 解 明 、 寿 命 予 測 、 性 能 向 上 に 貢 献 す る 。  参 考 ：

http://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/dl/pamph_sip-imasm_j.pdf 

 

（２） 目標 

先端計測拠点は、CFRP, 耐熱合金、セラミックスコーティング開発への社会ニーズに応えて、イノベーション

のトリガーとなることを目指す。先端計測技術を材料開発基盤として国際連携を促進し、国内だけでなく海外

市場で必要とされている構造材料の性能を把握し、それを実現するための手法を提案できる国際レベルのハ

ブとなる。 

 

２．実施概要 

（１）実施体制 

図 D66-(1)に、プロジェクト前半のステ

ージ１における顕在化未活用情報取

得、後半のステージ２における非顕在化

未活用情報発見の体制図を示す。 

 

（２）実施項目 

０）共通テーマ： 

先端計測拠点形成（産総研） 

 被測定構造材料サンプル、成果

公表、知財の一括管理 

 材料開発やシミュレーションのユニ

ットとの共同研究契約等を一括

締結 

 年１回先端計測拠点の成果報

告と国際連携促進を目的に、国

際会議を開催 

１）個別テーマ１：き裂、応力の先端計測（KEK、NIMS、産総研） 

 き裂と化学状態をマルチスケールで観察する「新たな放射光 X 線顕微法群」の研究開発と材料展開の

拠点整備 

 

図 D66-(1) D66 各機関の代表的先端計測技術 
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 周期パターン支援 DIC 法による変位イメージング 

 応力発光、サンプリングモアレ法によるき裂発生予知と変位イメージング 

２）個別テーマ 2：微量添加軽元素の先端計測（筑波大、産総研） 

 イオン加速器による水素のマッピング 

 超伝導分光器による微量軽元素化学結合状態解析とマッピング 

３）個別テーマ 3：界面と組織の先端計測（NIMS、筑波大、KEK） 

 ３次元アトムプローブと FIB-SEM による粒界等の３次元マッピング、中性子析出物解析、マイクロドロッ

プレット法による界面強度 

 1700℃における耐熱材料の TEM 観察 

 疲労/劣化に伴う き裂進展、微細組織、化学状態の変化の解明 

４）個別テーマ 4：空孔欠陥の先端計測（産総研、筑波大） 

 疲労特性と陽電子空孔欠陥測定の相関解析による寿命予測 

 プロセス条件と陽電子自由体積測定の相関解析による MD 計算等の検証 

５）個別テーマ 5：剥離の先端計測（NIMS、東大） 

 赤外レーザー誘起超音波による非接触非破壊検査 

 超音波伝搬のシミュレーション 

 

（３）主な成果 

● A 領域 CFRP 関連の成果（A04, A11, D71, D74, D75 等 ） 

個別テーマ１：航空機用 CFRP の内部に発生するき裂について、表面から、発生場所と発生タイミング

の検知を応力発光で実現し、海外との連携に発展した（応用物理学会ポスター賞、海外連携、産

総研）。 

個別テーマ 3：STXM(scanning transmission X-ray microscopy)法による炭材の化学状態観

察 法 の 構 造 材 料 へ の適 用 技 術 を確 立 した （空 間 分 解能 30nm ）（ AUMS Young 

Researcher Award 2016、KEK）。 

● B 領域 64Ti 耐熱合金関連の成果（D67） 

個別テーマ１：64Ti ラメラ組織における応力集中箇所をモアレ変位イメージングで特定し、き裂発生箇

所の予知に成功した。Ti 合金の疲労寿命ばらつき解明への貢献が期待される（D67 との共著論文

を Mat. Char.誌に発表、産総研、NIMS）。 

● C 領域 セラミックスコーティング関連の成果(C41, D68) 

個別テーマ３：熱サイクルによるコーティング微細組織の変化の観察とその定量化法を提案、関連共同

研究先と材料への適用を開始した（KEK, NIMS, 筑波大）。 

● D 領域 熱硬化樹脂関連の成果（D71） 

個別テーマ 4：CFRP マトリクス樹脂の熱硬化プロセス分子動力学計算の正当性を反物質である陽電

子を使って証明した。樹脂構造予測や硬化プロセス最適化への貢献が期待される（D71 との共著

論文を Macromolecules 誌に発表、筑波大）。 

● D 領域 数学応用の成果（D71） 

個別テーマ 3：高温での反応に伴う酸化物の化学状態の heterogeneity の変化を応用数学

(homology)を用いて評価する方法を開発した（J.Phy.Conf.Ser.に発表、KEK）。 

● 先端計測装置開発（A,B,C,D 領域のユニット） 
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個別テーマ 1：放射光 XAFS-CT による 50 nm の空間分解能でのき裂進展等の形態とその周辺の

化学状態の同視野 3 次元イメージング装置を設計/製作し基本機能を確認した。マクロ(>cm)の化

学状態観察、応力下の亀裂/組織の X-CT 観察も開発し、マルチスケールでの「組織＆化学状態の X

線顕微法」を整備した(J.Phy.Conf.Ser.に発表(3 報)、KEK)。  

● 先端計測装置開発（C 領域のユニット） 

個別テーマ 3：世界最高の 1700℃にて構造材料の TEM 観察を実現した（Nature Sci. Rep.誌

等に発表、科学新聞に掲載、筑波大）。また、絶縁体の同じ場所を、光学顕微鏡と FIB-SEM、

STEM を用いたマルチスケールズームイン観察技術を確立した（NIMS）。 

● 先端計測装置開発（A, B 領域のユニット） 

個別テーマ 2：微量軽元素(B, C, N, O)の検出や、CFRP 中の炭素の K 線の形状から炭素繊維中

と樹脂中の炭素を見分けられる計測性能を、超伝導分光技術で実現した（応用物理学会論文賞、

産総研）。また、レーザー支援アトムプローブ法にて、電解蒸発を抑制して高精度な 3 次元元素マッ

ピングを取得できることを実証した（NIMS）。耐熱鋼、Ti 合金、TiAl 金属間化合物、CFRP の計

測ニーズに対応可能となった。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

H28 年度まではステージ１として、従来技術では計測できない顕在化している未活用情報を取得して材

料開発側にフィードバックしてきた。H29 年度以降は、ステージ２として、複数の先端計測手法を複合的に用

いる統合解析により、顕在化していない未活用情報を発見して、材料開発側に提示できるレベルに到達する

予定である。 

H30 年度には、先端計測拠点は、国際的な構造材料開発のハブとなることを目指す。国内外の構造材

料について当該先端計測を適用して、国際的ニーズの把握や材料信頼性評価のグローバルスタンダード化に

貢献する。生産額 1.8 兆円の航空機産業において、付加価値の向上により国際競争力を強化し、さらなる

国際市場シェア拡大に貢献する。 

SIP 以降は、開発した先端計測機器を、TIA の共用機器として広くユーザーに公開する予定である。            

参考：https://www.tia-nano.jp/core/research/measure.html 
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ユニット名：D67 「界面」を通じた、構造材料における未解決課題克服のための技術構築 

ユニット代表者： 津﨑兼彰（九州大学） 

参画機関：九州大学、北見工業大学、京都大学、日本原子力研究開発機構、大阪大学 

 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

構造材料は、大型建造物、種々の輸送機器から我々の日常生活の道具に至るまで、様々な場面で現

代文明社会を支えている。構造材料は我々の日々の先進的生活における安全と安心を保証し、構造材料

の革新は社会を大きく前進させる。そして環境問題など新たに生起する社会からの要請に応えるため、構造材

料には特性改善の厳しい要求が絶え間なく突きつけられている。しかし、構造材料と一言でいってもその種類

は多岐にわたり、幅広い学問分野にまたがっている。そうした中、SIP・革新的構造材料では航空機・発電機

器などへの応用を視野に耐熱構造材料を研究開発の対象として選択し、具体的な材料開発課題として(a)

樹脂・FRP、(b)耐熱合金・金属間化合物、(c)セラミックスコーティングを取り上げている。これらはポリマー、

金属、セラミックスという三大工業材料に対応するものであるが、そもそも物質としての成り立ちが大きく異なる

ため、各開発課題の成果を統合し、革新的材料の開発と実機適用を加速するシステム・ツールを構築するた

めの研究開発項目(d)マテリアルズインテグレーションが設定されている。本研究開発は、マテリアルズインテグレ

ーションの機能の一部を担うことを目的とし、「界面」をキーワードにいくつかの先端的研究を実施して、SIP・革

新的構造材料の成功に貢献しようとするものである。 

SIP・革新的構造材料プロジェクトにおける本開発は、計画段階で企業等から基礎・学理に求める課題・

ニーズを丁寧にヒアリングし、５つの研究課題（個別テーマ）を、SIP・革新的構造材料の成功に欠かせない

具体的テーマとして取り上げ研究する。これらは凝固、相変態、変形、再結晶、粒成長を通じた構造材料の

組織形成と、疲労、クリープ、水素脆化、破壊という材料の性能支配因子に関連するものである。一方本開

発は、例題としての個別テーマを単に解決するだけではなく、様々な構造材料に汎用的に適用可能で材料開

発を加速できるような基礎基盤ツールと汎用的データを提供し、材質予測理論の構築によって、画期的材料

の設計、材料特性・パフォーマンスの予測と開発期間の大幅短縮に資することを目的としている。計画の実施

にあたっては、SIP 内の各研究開発項目と密接な連携を行って研究開発を推進する。 

 

（２） 目標 

実用展開を担う企業との継続的な討議を行い、目標スペックと求められる基礎データを精査し、開発加速

に必要な材質予測のための基礎データを確実に取得する。 以下、各個別テーマの目標を示す。 

 

①「疲労と破壊の科学／多種・多数界面とき裂の相互作用シミュレーション」 

評価手法の確立とともに α＋β チタン合金およびモデル合金のき裂進展と界面の関係を解明する。さらに

疲労に対する最弱組織、最強組織、最適組織を明確化する。  

 

②「界面組織形成と力学特性の科学／α＋β チタン合金の粒径・形態・界面組織の制御と基礎力学特

性解明」 

α＋β チタン合金における高温加工（鍛造）時の組織形成機構と粒界・界面構造の解明を達成する。

さらに室温力学特性と高温クリープ特性にとって好ましい材料組織パラメータを定量的に提示する。  
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③「鋳造と凝固の科学／単結晶ニッケル基超合金の凝固現象の基礎解明と単結晶鋳造モデル構築への

データ提供」 

単結晶ニッケル基超合金の溶質元素の分配・密度変化について放射光 X 線イメージングを利用した測

定手法を開発する。さらに X 線イメージングを利用し、鋳造欠陥の予測に利用できる実合金の液相透過

率を評価する。  

 

④「第一原理からの水素脆性メカニズム解明」 

鉄鋼材料の水素誘起粒界割れに関して、割れ発生限界水素濃度の存在の妥当性を検証する。 

 

⑤「大規模計算科学手法による高温セラミックス材料の基礎特性の解明」 

大規模計算科学的手法により、実験グループと高温セラミックスコーティング材料の基礎物性データを相

互的に提供する。さらに基礎物性面から 1400°C 級高温セラミックス部材の最適化の検討を行う。 

 

２．実施概要   

（１）実施体制 

本課題の目的は、「界面」をキーワードとした研究開発の実施を通じて、SIP・革新的構造材料プロジェクト

に設置された研究開発項目(d)マテリアルズインテグレーションに、構造材料研究の基礎・学理の立場から貢

献することである。企業等との綿密な議論により設定した５つの個別テーマ研究を行い、鍛造チタン合金、Ni

基単結晶型超合金、高強度鋼およびその接合部の水素脆性、高温セラミックスコーティング部材に関する基

礎研究を、最適な一流研究者を組織して実施する。また研究全体を統轄し各研究開発項目への橋渡しを

行う総括班を設ける。 

 
 

（２）実施項目 

【九州大学・津﨑】FIBを駆使したき裂と任意界面との相互作用解析；疲労変形下での局所ひずみ分布

測定；き裂進展－ミクロ組織の関係解明；αチタンにおける疲労き裂伝ぱ速度解析 
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【北見工業大学・大橋】多種・多数界面とき裂の相互作用シミュレーション 

【京都大学・辻】高温鍛造時の組織形成過程と高温鍛造材の室温力学特性に関する研究 

【九州大学・中島】粒界・界面構造のシミュレーションと解析 

【京都大学・安田】単結晶 Ni 基超合金の凝固現象の基礎解明と単結晶鋳造モデル構築へのデータ提供 

【日本原子力研究開発機構・山口】粒界-水素相互作用と転位-水素相互作用の第一原理計算 

【大阪大学・吉矢】高温セラミックスコーティング部材下層のモデル組成についての熱膨張係数の計算並び

に弾性定数の計算 

 

（３）主な成果 

・FIB 切欠きを用いた微小き裂伝ぱ速度のばらつき解析 

統計的な検証の結果、再現性高く l0を測定できる必要なき裂本数としては、10 本以上であると結論付

けた。また、新手法の妥当性を検証した結果、新手法と従来法で測定した l0 の誤差は 10 μm 程度であり、

これは l0 の値が数百 μm 以上であることを考えると無視できる程度の誤差であることを示した。 

 

・疲労変形下での局所ひずみ分布測定 

本解析手法では画像相関法に必要とされるランダムパターンとして微視組織を用いているので、チタン合

金の組織サイズに対応した数 μm 程度が空間分解能である。応力分布はノッチ先端で対称であるはずだが、

本チタン合金の主相である α は HCP 構造であるので、その塑性異方性に由来して非対称なひずみ分布が

観察された。また、き裂進展前に形成したひずみ局所化領域に沿って、疲労き裂が進展していく様子が観

察された。即ち、ラメラ組織を有する Ti-6Al-4V 合金の疲労き裂においては、応力集中領域における塑性

ひずみ集中が重要であることが示唆され、特定結晶面上における転位/空孔などの損傷蓄積が疲労き裂伝

ぱ機構である可能性が見いだされた。 

 

・き裂進展－ミクロ組織の関係解明 

材料内部へのき裂進展挙動はき裂長さによって違いがみられた。き裂進展初期では結晶学的な進展様

相を呈しているのに対し、き裂がある程度進展すると、二相組織の影響が強くみられた。さらに、それぞれの

進展速度とき裂先端の相分布の関係より、き裂がある程度進展すると二相組織の影響によってα相の割合

は減少し、β相およびα/β界面の割合は増加することが明らかとなった。加えて、ある程度進展したき裂では、

二相組織の影響によりβ相およびα/β界面におけるき裂進展速度は、α相を進展する場合より低下すること

が明らかとなった。底面に沿ったき裂の進展速度は早く、進展経路は直線的であった。一方で、錐面や柱面

に沿ったき裂の進展速度は低かった。平均的なき裂進展速度は、底面や錐面、柱面に沿ったき裂の数に依

存した。また，Ti 合金においてペンシルビーム XRD を用いた非破壊での結晶粒方位取得が可能となった。 

 

・αチタンにおける疲労き裂伝ぱ速度解析 

疲労亀裂進展速度の温度依存性を明らかにした。更に、降伏応力の温度依存性を測定し、降伏応力

は温度上昇に伴い低下し、ある温度以上ではその値が一定となる温度域（プラトー域）が存在する事が

明らかとなった。降伏応力σは温度に依存する有効応力σe と、温度に依存しない非熱的応力σath の線形

和で与えられる。転位易動度に関する応力は有効応力であり、本研究では、プラトー域での降伏応力を非

熱的応力として有効応力の温度依存性を検討した。  
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・多種・多数界面とき裂の相互作用シミュレーション 

α チタン多結晶モデルの結晶方位を EBSD データを用いて決定し、変形挙動の特徴を明らかにした。圧

延材の集合組織データを用いた解析の結果、巨視的降伏前後の段階では結晶粒ごとに変形量の差が大

きく、また、多数の結晶粒にわたる規模で明瞭な変形帯を形成することがわかった。取得した α 単相チタン材

料の EBSD データは、一結晶粒内の測定点ごとに方位データが大きく変動している場合があり、そのまま変

形解析に取り込むことは困難であった。しかしこの方位データの変動原因は結晶格子の回転対称性に由来

することが明らかになり、代表方位を抽出して変形解析を行うことができるようになった。き裂については、すべ

り変形による応力遮蔽効果、き裂の方向と結晶方位との関係など、詳細な点を検討した。この結果、解析

でも応力遮蔽効果が観察され、遮蔽応力の分布は、光弾性実験で得られたものと概略一致していた。き

裂端前方に結晶粒界がある場合についても解析を進め、粒界の存在によって応力遮蔽効果が大きく変わる

ことが観察された。 

 

・高温鍛造時の組織形成過程に関する研究 

初期組織がラメラ組織の Ti-6Al-4V 合金に対して、種々の加工温度（600℃〜950℃）、ひずみ速

度（10-3 s-1〜10-1 s-1）で種々のひずみ量（真ひずみ 0.2〜0.8）の圧縮を加える加工熱処理物理シ

ミュレーション実験を行なった。系統的かつ定量的な組織解析の結果、αラメラ組織の等軸化機構は、変形

温度によって二種類に分類できることが明らかとなった。900℃〜950℃の高温域（領域 I）ではラメラの

分断と粗大化により等軸化が生じる一方、700℃〜900℃の低温域（領域 II）ではα相の動的再結晶

が主要な組織形成メカニズムである事が明らかとなった。 

 

・高温鍛造材の室温力学特性に関する研究 

いずれの加工条件でも、変形初期にピーク応力を示したのち、単調に変形応力が低下する軟化型の応

力ひずみ曲線が認められた。ピーク応力からの変形応力の低下量は、変形温度の増加とともに小さくなった。 

 

・粒界・界面構造のシミュレーションと解析の研究 

colony 組織材では各温度において、冷却速度が大きいほどクリープ最小ひずみ速度が小さくなった。一

方、水冷材は温度上昇に伴い、最小ひずみ速度が相対的に大きくなる。最小ひずみ速度は強度と対応し

ており、一般に最小ひずみ速度が小さいほど高強度である。したがって、colony 組織材では、本研究で行っ

たどの温度においても、冷却速度が大きいほど高温強度に優れ、水冷材では 500℃において colony 組織

材と同程度の強度を有するものの、600℃、700℃では colony 組織材よりも低強度であることがわかった。 

 

・単結晶 Ni 基超合金の凝固現象の基礎解明と単結晶鋳造モデル構築へのデータ提供 

第 2 世代から第 4 世代の代表的な Ni 基超合金（凝固パスなどを考慮しておよそ 100 組成）の溶質

分配を測定した。透過率にもっとも影響を与えるデンドライトの 1 次アームの選択を観察により明らかにし、凝

固条件の履歴を考慮した 1 次アーム間隔の変化を推定できるようになった。これにより、液相透過率の変化

およびその分布を評価できるようになった。第 2〜5 世代の代表的な組成について液相密度を測定した。こ

れにより凝固界面での溶質濃度の変化による対流の駆動力（浮力）を評価できるようになった。 

 

・粒界-水素相互作用の第一原理計算 

鉄粒界におけるモバイル水素による凝集エネルギー低下に対して、ホウ素や炭素の影響を明らかにした。こ
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の２つの元素は凝集エネルギー低下を抑制する効果を持つことを明らかにし、さらに、各偏析元素が凝集エ

ネルギー低下を抑制する効果の大小を明らかにした。具体的には、炭素は 0.5 被覆率に対して、粒界水素

脆性を引き起こす限界水素濃度を４桁ほど上昇させる効果を持つこと、ホウ素の抑制効果は炭素の半分

程度であることを明らかにした。ここで、計算では0.5偏析被覆率という大きな偏析量を用いたのは計算の都

合によるものであり、現実的に制御可能な偏析被覆率(0.1 被覆率程度)に関しては、計算結果を内挿す

ることで推定可能である。炭素の効果に関しては、H27 年度中に論文(Corrosion Reviews Vol. 33, 

pp. 547-557, 2015) が出版された。 

 

・転位-水素相互作用の第一原理計算 

bcc 鉄の刃状転位の構造を第一原理計算で求め、さらに転位芯と炭素原子との相互作用を計算した。

その結果、結合エネルギーは最大で0.7eV程度で、既往研究により計算されたらせん転位と炭素の相互作

用とほぼ同じであることが判明した。また結合の強い場所は辷り面直上に限られ、0.5eV 程度の結合エネル

ギーで 1 原子/1 オングストローム程度の線密度で炭素が吸着できることが分かった。 

 

・セラミックスコーティング部材下層のモデル組成についての熱膨張係数の計算並びに弾性定数の計算 

高温セラミックスコーティング部材の下層である 3:2 ムライト層について大規模第一原理計算により結晶

学的異方性も含めた熱膨張係数の計算を行った。3:2 ムライト層は原子空孔を含むため、原子配置が明

らかとなっていない。その為、原子配置の決定を通じたモデル作成から始めた。そのモデルに基づき、弾性定

数の計算および熱膨張係数の計算を併せて行った。このことが熱応力の計算を可能にし、接合界面におけ

る引っ張り／圧縮応力の定量評価を可能にした。そして EBC 層の配向制御を通じたき裂進展の阻害の推

測を試みた。更に、熱応力により巨視的な破壊が生じるとし、その前駆現象である原子レベルでの劈開に関

する計算機実験を行った。初めに予備検討として一軸引っ張り試験を行ったが、予備き裂を与えなければ定

量評価に支障が出ることが分かった。 

 

３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

D67 ユニットでは、中長期的な我が国の構造材料研究の発展を見据え、産のニーズを十分に事前調査し

た上で、今後の材料研究を切り拓く先端的な研究手法の確立と、種々の航空機用材料についての信頼でき

るデータの獲得を前半３年間の成果目標とし、着実に成果を積み上げてきた。この成果を活かしつつ、研究

開発短縮という SIP プロジェクトの目標達成に確実に結びつけるために、中間評価の結果をも受けて、2017

年度からは拠点の対象材料を航空機用鍛造チタン合金に絞り込んで、D領域およびB領域への貢献に重点

を置いた研究開発（次の個別テーマ①〜⑤）を推進する。 

① 「疲労と破壊の科学／多種・多数界面とき裂の相互作用シミュレーション」 

② 「界面組織形成と力学特性の科学／α＋βチタン合金の粒径・形態・界面組織の制御と基礎力学特

性解明」 

③ 界面ダイナミクスと組織形成の科学 」［旧・鋳造と凝固の科学］ 

④ 第一原理からの界面破壊メカニズム解明」 ［旧・第一原理からの水素脆性メカニズム解明］ 

⑤ 大規模計算科学による多層 EBC システム材料特性の解明」［旧・大規模計算科学による高温セラミ

ックス材料の基礎特性の解明］ 

以上 

137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



ユニット名：D72 マテリアルズインテグレーションへの数学的アプローチ技術開発 

ユニット代表者： 西浦 廉政（東北大学） 

参画機関：東北大学、岐阜大学、広島国際学院大学、名古屋工業大学 

１．背景、目的など 

（１） 背景・目的 

本研究開発課題では，革新的材料開発・評価指標を与えると同時に材料候補選定のスループットを向

上させるための枠組みとして，幾何学的マテリアルズインテグレーションによる劣化・破壊解析を主テーマに掲げ

た研究開発に取りかかる．特に，計算ホモロジーとフェーズフィールド法を融合させたマルチスケール幾何解析

法を構築し，階層的幾何構造の理解が求められている各種現象に対して世界に先駆けた幾何学的マテリア

ルズインテグレーションによるアプローチを提唱する．さらに，広く日本の材料科学者が使用可能な汎用シミュ

レータを開発し，幾何学的マテリアルズインテグレーションの普及を目指す．これにより，将来的にはマルチス

ケール幾何解析を用いた材料解析の主導権を日本が握ることになり，先端産業の国際競争力の基盤強化

を導く．また，本課題では材料として高分子系を中心に，金属，ガラスも対象に含めそれらの劣化・破壊現

象を扱うが，ここで提案する数理的手法はその普遍性から材料の種類を限定するものではない．  

 

（２） 目標 

【中間目標】 

個別テーマ１：高精度計測データに基づく高分子材料系に対するミクロマクロ連関による劣化・破壊予測の

ための粗視化数理モデルのプロトタイプを作成する. 

個別テーマ２：材料劣化実験データやエポキシ樹脂等の MD シミュレーションデータに計算ホモロジー法を適 

用し, 劣化・破壊に伴う構造変化を明らかにする. 

【最終目標】 

個別テーマ１：高精度計測データに基づく高分子材料系に対するミクロマクロ連関による劣化・破壊の数理 

的記述と予兆予測のための一般化フェーズフィールド型数理モデルを計算ホモロジーの知見と連結させ構築す 

る. 

個別テーマ２：材料劣化実験データや MD シミュレーションデータへの時空間パーシステントホモロジー解析の

理論・アルゴリズムを開発する. また, トポロジカル材料解析シミュレータを開発する. 

  

２．実施概要   

（１）実施体制 

東北大学：ユニットの統括機関として, 数学理論, シミュレーション, および実験観測を統合させることで, 高

分子非一様性材料の時間的劣化・破壊のミクロからマクロまでの幾何学的理解を目指す. また機械学習・

AI 手法の開発にも取り組みパーシステント図に基礎を置く材料インフォマティックス法の開発を行う.  

広島国際学院大学：東北大班と協働して, 材料構造変化から劣化・破壊の予兆をとらえるフェーズフィール

ド型の数理モデルの構築, 及び, マクロスケールシミュレーションモジュールの開発を行う.  

岐阜大学：東北大学グループで開発された位相的データ解析手法を粗視化分子動力学シミュレーションに

適用し, エポキシ材料の物性予測を行う.  

名古屋工業大学：主にＸ線計測技術を主要技術として用い, 高分子材料の不均一性評価, および力学

的強度・劣化度合との相関解明を目指す. 
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（２）実施項目 

東北大学 

1. 劣化・破壊のミクロレベルでの予兆的変形を幾何・トポロジー的に特徴付けるために必要なデータ解析 

2. 画像解析パーシステントホモロジーに必要になる各種計算ツール開発 

3. クレイズネットワークについてのナノ触診 AFM 画像観測 

4. 透過型電子顕微鏡法を用いた材料中の劣化・破壊の原子レベルでの解析 

5. 複数の局所構造の重ね合わせを分離する手法の開発 

広島国際学院大学：劣化・破壊を記述するフェーズフィールド型数理モデルの構築とその大規模数値シミュ

レーションコードの作成 

岐阜大学：粗視化 MD シミュレーションとパーシステントホモロジーを用いた一軸伸長破壊，せん断破壊など

破壊現象の解析 

名古屋工業大学：Ti80Nb20 の蛍光Ｘ線ホログラフィーによる評価 

 

（３）主な成果 

東北大学 

1. フェーズフィールド法を用いたミクロマクロ連関による劣化・破壊予測の 3 次元粘弾性亀裂進展モデルの

構築を高石班と共同で構築し，数値シミュレーション用コードのプロトタイプを完成した．D71 新日鉄

住金化学の提供によるエポキシ樹脂サンプルの破壊試験データと本モデルのシミュレーション結果の比較

検討も実施した． 

2. 実験観測画像に対してパーシステント図解析が可能な計算プログラムを開発した. D66 と連携して鉄

鉱石焼結画像データへ応用しクラックの発生起源の特徴づけにも成功．  

3. 破壊の初期過程にあるエポキシ樹脂, 変形下にあるゴムなどのナノスケール不均一構造をナノ触診

AFM によって調べ, それぞれに隠された幾何学的構造を抽出．特に前者については D71 が進める粗

視化 MD 法による解析結果とも一致しており, 高分子 MI に大きく貢献. 

4. 無機系非晶質材料のナノ不均一構造に対し, 透過電子顕微鏡のナノ電子回折を用いた構造解析手

法を確立した. 

5. 注目する空間スケールに対する幾何学的情報を含むパーシステント図を得るための前処理プログラムの

プロトタイプを作成し, 得られた情報は定量性を保持していることを確認した. 異なる空間スケールのパ

ーシステント図を用いて, 複数の局所構造を含む系の測定データから各構造の情報を分離抽出する基

礎的な枠組みが得られた. 

広島国際学院大学 

高分子に対する亀裂進展フェーズフィールドモデルとして粘弾性亀裂モデルを開発し, 計算モジュール作成の

ための数値シミュレーション基盤を完成させた. 

岐阜大学 

高分子ポリマーの一軸伸長破壊シミュレーションをパーシステント図解析で処理することにより, 微細なボイドの

融合による巨大ボイドの発生が降伏現象に本質的であることを発見した. 

名古屋工業大学 

Ti 合金における Nb 近傍の原子移動モデルを解明し, Ti 合金の更なる高強度化とコストダウンのための合金

設計のための新たな指針となる知見を得た. 
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３．今後の計画、実用化・事業化に向けて 

平成 29 年度からはこれまでの研究課題に加えて統計・機械学習といった AI 的手法の導入にも取り掛か

る．昨今 AI 的手法を材料科学へ応用する試みが世界的に急速に進んでいるが，我々のグループの強みは

SIP高分子グループ内でトポロジーを用いた実用的な記述子開発を進めている点である．この最先端の材料

構造記述子へ AI 手法を融合させることで世界に類を見ないマテリアルズインフォマティクッス基盤を構築する.  
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