
 

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」 
研究開発成果報告書 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2019年１月 

 
 

 

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST） 
SIP「革新的構造材料」 

 

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」 
研究開発成果報告書 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2019年１月 

 
 

 

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST） 
SIP「革新的構造材料」 





巻頭言   
 

SIP革新的構造材料 プログラムディレクター(PD) 岸 輝雄 
「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」は内閣府の科学技術・イノベーション会議(CSTI)が司令塔機能を発揮

して、初めて自らファンディングを行うプログラムであり、2014年 4月にスタートしました。その趣旨は、社会的に不可欠
で、日本の経済・産業競争力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
ら実用化・事業化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。「革新的構造材料」はその 11 ある課題の
一つで、「強く、軽く、熱に耐える材料を航空機へ」をモットーに研究開発を推進してきました。高比強度、高耐熱性、高
信頼性は構造材料研究開発の永遠の課題であり、航空機用にはこれらが最も厳しく要求されることから、主ターゲットと
して選択しました。また、ジェット旅客機の世界需要の今後の大幅な増加を好機とみて、米欧の後塵を拝する日本の航
空機産業を、世界トップレベルの材料科学・工学のポテンシャルを大いに活用して押し上げよう、という意図もあります。 

SIP革新的構造材料は 4 つの領域から構成されます。Ａ領域「航空機用樹脂の開発と CFRP の開発」では、高比
強度材料の CFRP、Ｂ領域「耐熱合金・金属間化合物の開発」では、代表的エンジン材料のチタン合金・ニッケル基合
金および新材料のチタンアルミ金属間化合物、Ｃ領域「セラミックス基複合材料の開発」では、次世代材料の SiC/SiC
セラミックス基複合材料およびその耐環境コーティングの開発に取り組んでいます。日本は炭素繊維、炭化ケイ素繊維な
どの革新的素材を開発し、世界トップレベルの金属系材料の研究ポテンシャルを有しています。ただ残念ながら、その部
材・部品化においては世界で主導権を握れているとは言えません。また、かつて航空機用では他の機器より性能が重視さ
れる分、高価格が許容されてきましたが、競争激化に伴い、コスト・生産性の向上も重要課題となりました。この現状に
対して、A・B・C領域では産学官連携でイノベーションを起こすべくテーマを設定しました。一方、Ｄ領域「マテリアルズイン
テグレーション」では、理論・実験・計算などの材料科学・工学とデータ科学を組み合わせて、材料の４要素であるプロセ
ス(processing)・構造(structure)・特性(property)・性能(performance)を計算機により一気通貫で解析し、
部材の寿命などを予測する、統合型材料開発システムの開発を推進しています。航空機用は他の機器より新材料開発
～実用化に長期を要するので、このシステムによる開発のスピードアップが極めて有効です。 

 
SIP革新的構造材料には全期間を通して、約 187億円の研究開

発費が投じられ、86 の研究機関（民間企業 33、大学 43、公的研
究機関 10）、およそ 900人の研究者が参画し、大小 45 ユニット
（共同研究グループ単位）を立ち上げ、その統合・卒業を経て 8拠
点、2 クラスターに集約しました。プログラムディレクター(PD)に大きな予
算と権限を与えられていることが SIP の大きな特徴の一つです。運営
面でも co-leader制による産学連携の実効化、技術成熟度(TRL)
の導入、国内・国際アドバイザリーボードの設置、拠点形成の支援、構
造材料コロキウム（人材育成プログラム）の開催、技術主幹・連携コ
ーディネータの配置など、PD自らが主導して方策を考え、実行してきま
した。 
本報告書には、以上に述べた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。SIP革新的構造材料
へのご理解が深まることを切に願うとともに、皆様の研究開発の参考に
もなれば誠に幸いです。 
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1 
 

第 1章 概要および総括 
 (1-1) 革新的構造材料の取り組み内容概要と意義 
 わが国の経済再生と持続的な経済成長を実現するためには科学技術イノベーションが不可欠、という基本認識から、
内閣府、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）において、わが国全体の科学技術を俯瞰する立場から、総合
的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画立案および総合調整が進められ、自らの司令塔機能を強化する目
的で打ち出されたのが、以下の策である。 
  ・政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定 
  ・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP：Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program） 
  ・革新的研究開発推進プログラム（ImPACT：Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies） 
  ・官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM：Public/Private R&D Investment Strategic Expansion Program） 
  

 SIPは、CSTI が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、基礎研究から出口(実用化・事業化)までを見据えた取
り組みを推進するものである。次に挙げる SIP の特徴を満足する 10課題が 2014年度から開始し、科学技術イノベー
ション創造推進費として年間 325億円が計上された(注)。（注 2015年度に１課題が追加されて 11課題、2018年度予算は 280億円）  

  ・CSTI が、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題、プログラムディレクター（PD）及び
予算をトップダウンで決定。 

  ・府省連携による分野横断的な取り組みを産学官連携で推進。 
  ・基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。規制・制度、特区、政府調達なども

活用。国際標準も意識。 
  ・企業が研究開発を戦略的に活用しやすい知財システム。 
 

 革新的構造材料（SM4I：Structural Materials for Innovation）は
岸輝雄 新構造材料技術研究組合理事長、外務省参与・外務大臣科
学技術顧問、東京大学名誉教授、物質・材料研究機構名誉顧問 を
PDとして、「軽量で耐熱・耐環境性等に優れた画期的な材料の開発及び
航空機等への実機適用を加速し、省エネ、CO2削減に寄与。併せて、日
本の部素材産業の競争力を維持・強化。」を目指す取り組みである。 
 図(1-1)-1 に示すように、国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST）が管理法人となって交付金を活用し、知見を最大限に活かして
運営の任に当たる。 
 内閣府に設置されるガバニングボードは、SIP の着実な推進を図るための
研究開発計画、予算配分、フォローアップ等について審議・検討を行うため
の運営会議である。 
 

 図(1-1)-2 にわが国の産業別輸出額を示す。鉄鋼や化学の素材(構造材)産業の輸出額合計は、自動車産業より
も大きい。これはわが国の素材産業が、国際的に、先進的で競争力を有する証左であると言えよう。一方、わが国航空
機工業の出荷額は約 1.6 兆円で、自動車産業の 1/30、鉄鋼の 1/10 という規模感、世界の航空機工業売上高に
おいて米欧諸国より劣位にあり、米国の 1/10 以下の規模である。今後の航空機は年率 5%に近い増加率で需要が
拡大すると見込まれ、例えば中国は経済社会発展の主要な目標として航空機に係る中央企業による技術開発・競争
力強化を目指している。わが国では航空機に係る恒常的な輸入超過の状態にあり、実用化・事業化を明確に意識した
イノベーションを産学連携で進めることの意義は、素材(構造材)産業の先進性・優位性を活かすという事に於いても、ま
たこれらによってエネルギー・環境問題に貢献するという事に於いても、意義深いものであると言える。 
本課題では、航空機の機体・エンジンおよび発電設備を対象として、公募による研究開発テーマを再編し、図(1-1)-4
に示すような開発テーマに取り組んだ。即ち材料としては、航空機機体の主要な構造体およびエンジンのファンやファンケー
ス等の低温部で用いられる CFRP（炭素繊維強化樹脂複合材）、エンジンの圧縮機や低圧タービン部で用いられる耐 
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第 1章 概要および総括 
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     図(1-1)-2 わが国の産業別輸出額（工業統計表）    図(1-1)-3 わが国の産業別出荷額（工業統計表） 
 

熱金属、およびエンジンの燃焼器や高圧タービン等のホットセクションで用いられるセラミックス基複合材料、である。 
 これらに加えて、今後の情報科学の進展から、競争力の源泉にも繋がる構造材料の利用の知能化に係る課題をマテリ
アルズインテグレーション（MI：Materials Integration）として挑戦的に取り組むこととした。 
 民間企業での出口（実用化・事業化）に加えて、大学や公的研究機関において新たな構造材料研究拠点・ネット
ワークを構築し、イノベーションのための国際連携や人材育成、持続的なイノベーションを可能にする社会システムの構築
にも配慮した。 
 

 以上を骨子とする研究開発テーマ群から成る取り組みが本課題である。図(1-1)-1 の体制図の赤枠内の概要が図
(1-1)-4であり、その課題詳細と結果・成果を第 2章に詳述、5年間の運営経緯などについては第 3章にて説明する。
それぞれ独立した研究開発のテーマ（ユニットと称する。個々に共同研究開発契約を締結して実施）数は 34（発足
当時は 41、その後整理再編、完了、新規などの変更）、これに参画する機関（大学、公的研究機関、民間企業）
数は述べ 142（同機関による複数ユニットへの参画を含む。個々に JST と受委託研究契約を締結）の規模である。 
 

 
図(1-1)-4  「革新的構造材料」で取り組む課題の概況  
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(1-2) 航空機が受けるニーズと本課題の取り組み（A、B、C領域）  
  
 民間ジェット輸送機の需要予測を図(1-2)-1 に示す。民間航空機の需要は従前よりも高率で伸長し、その中でも座
席数 100～200 程度のナローボディ(単路機)が多くを占める(注)。詳細は割愛するが、これらを背景として、高生産レー
トに対応するために生産方式を抜本的に見直しすることの必要性や生産・整備工場の新設等が関連企業での動向とし
て顕在化しつつある。 
注) この予測は毎年見直されている。2010 年頃には航空旅客輸送量の伸びは年率 5%超とされていたが、現在では 4.7%程度とされている。
2017 年末の機体数は 22,337 機(実績)で 2037 年末には 39,867 機で、図(1-2)-1 よりも若干下方修正されているが、高い率での需要増傾
向であることと、単路機が主流となること (新規納入で最も多いのは 120～169 席クラスで全体の約 40％を占める) という傾向は変わりない。その
他、例えば「日本の航空宇宙産業」（一般社団法人日本航空宇宙工業会）等の資料を併せて参照されたい。 
 

      
 
 民間航空機に用いられる先進構造材料として、機体用
CFRP(炭素繊維強化複合材料)、エンジン用耐熱金属およびセラミ
ックスが挙げられる。わが国はこれらの材料の研究開発で、先進
的なポテンシャルを有するとの認識の下、上述した市場背景から、
軽量・安価で高品質、生産性やメンテナンス性にも優れることが
構造材料への要件であると言え、図(1-2)-2 に示す CFRP、マ
グネシウム合金(注)、チタン合金、ニッケル基合金、TiAl 金属間
化合物、セラミックス複合材を対象として、次の３領域に分け、
材料開発のみならずプロセス・加工技術や構造設計技術を含
めた技術課題を選定した。 

A領域： 航空機用樹脂の開発と CFRP の開発 
B領域： 耐熱合金・金属間化合物の開発 
C領域： セラミックス基複合材料の開発 

注）マグネシウム合金に関し、難燃性材料等の開発と併せて、軽量化の期待が大きいことからフィージビリティスタディという位置付けで着手した。しかし、
ヤング率が低い(;変形量が大きい)ことから主要な構造材として用いられる可能性は低い等の判断により 2015年度末で本課題の対象から外した。 
 以下の各位に領域長(注)に就いて頂いた（コ・リーダー制、大学・研究機関と民間企業からを原則）。 
 A 領域：武田展雄（東京大学副学長、新領域創成科学研究科教授）、岩堀 豊（JAXA 航空部門 構造・複
合材料研究ユニット長） B 領域：御手洗容子（NIMS 先進高温材料ユニット 構造機能融合材料グループリーダ
ー）、藤田陽一（日本エアロフォージ(株)技術本部長）、C 領域：高田雅介（JFCC 専務理事､材料技術研究所
長､ナノ構造研究所長）、今成邦之（(株)IHI 航空・宇宙事業本部、技術開発センター副所長）、D 領域：小関
敏彦（東京大学理事・副学長、教授）、榎 学（東京大学大学院教授） 
(注)領域を代表して研究開発計画や成果の説明等に当たり、同時に実行側の代表として運営にも提言等を戴く。領域の指導、計画や予算に関す
る権限、進捗や成果に対する責任等を負うものではない。D領域は次節で説明。所属・役職は就任当時。 

図(1-2)-1  
ジェット機の運航機材構成予測 
（出典：民間機輸送機に関する調査研究 

一般財団法人 日本航空機開発協会） 

 
図(1-2)-2 各種材料の耐熱温度と比強度と 

の関係（軽量で熱に耐える材料） 
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航空機の機体およびエンジンが受けるニーズと、本課題で取り組んだ研究開発テーマ（ユニット番号）との関係を図
(1-2)-3 に示し、以下に領域毎の取り組みを概説する。詳細については第 2 章を参照されたい。わが国の構造材料に
係る技術的優位性を発揮し、航空機の今日的な課題に対して典型的・代表的な解法を呈示できる取り組みになり得
たと考えている。またここでの「強く、軽く、高温に耐える」という性能は他分野、例えばエネルギー(発電)分野にも通じるこ
とが多いので、これらも対象に含めることとした。 

 
 

 

 
図(1-2)-3  航空機の機体およびエンジンへのニーズ、その技術策と本課題での取り組み 

 
A領域では今後の機体生産数の増加、即ち生産レートの倍増(月産 50数超)という背景から、成形時間の短縮、そ

こでの高品質の確保、成形に要する大型設備(オートクレーブ)からの脱却等を基本認識とした。そこで、熱可塑樹脂の
使用、これの熱衝撃特性等の高品質化、オートクレーブを使用しない新規樹脂開発、高成形サイクル、低コスト成形法
の開発、およびこれらに関連する設計技術、品質保証技術、最先端計測技術、マルチスケール計算科学等を駆使した
シミュレーションやモデリング等の課題に取り組んだ。 

 
 B領域では中高温域の圧縮機部材に用いられるチタン合金、更に高い温度域で使用されるニッケル基合金、また耐
熱性に優れた軽量(耐熱金属の比重の半分以下)材料として重要なチタン・アルミ金属間化合物を対象とし、特に部材
形状への成形加工技術の開発が材料の付加価値、競争力、エンジンの高性能化に大きく寄与するとの認識を基本とす
る。具体的には次のような取り組みに分類できる；チタン合金やニッケル基合金で実部品を製造する鍛造技術、組織や
特性予測等のシミュレーション技術を駆使して高機能・高強度・高信頼性を備えた大型耐熱部材を鍛造で高精度に造
り込むための塑性加工法を確立する事。チタン・アルミ金属間化合物については加工性や脆いという欠点を克服する材
料設計と、鋳造や鍛造法によって生産性を阻害することなく高品質部品を製造する事。複雑な形状の部材を高い歩留
まり、省エネルギーで一体製造可能として昨今注目を浴びる金属粉末を使用する 3D プリンティングなどの製造技術。 
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 C領域では、近い将来に燃焼効率を高める(省エネ)には高温燃焼とそれを実現する高耐熱性材料が必須との認識を
基本として、軽量セラミックス部材の実現を目指すものである。耐熱・耐環境コーティング(EBC)を開発して軽量セラミック
ス部材(CMC；セラミックス基複合材)に適用することにより、航空機エンジンのタービン動翼・静翼、燃焼器、シュラウド
等のホットセクション部品の軽量化と、耐熱性・耐久性・信頼性を飛躍的に向上させることを目指した取り組みとする。 
 
 (1-3)  D領域マテリアルズインテグレーションの取り組みと Society5.0 
 図(1-3)-1 に示すように、フィジカル・現実空間での材料の製造～部品加工～製品の組み立て～使用～リサイクルで
得られた材料に係る多様な組織、プロセス、特性、パフォーマンスに係る知恵・理論・経験を、MI：マテリアルズインテグレ
ーションとしてサイバー空間に集積し、ここでのシミュレーションによって得られた解をフィジカル空間で実施することによって、
モノ造りの競争力を高め、より効率的・効果的にするものであって、Society 5.0 の典型的な事例と言える。 
 コンピュータ技術の発展に伴い大規模化や高速化の著しい計算科学、特に急速に開発が進んでいる人工知能（AI）
技術を利用することで、従来の人間の経験や勘に基づいた材料開発から、コンピュータを利用した網羅的な材料探索、
材料開発へと大きなパラダイムシフトが生じつつある。世界的にも米国のマテリアルズゲノムイニシアティブ(MGI)など、非常
に大きな研究開発が始動している。 
 

 
図(1-3)-1  構造材料におけるマテリアルズインテグレーションと SOCIETY5.0 

 

 このような背景のもと、様々な材料の組織予測技術や性能予測技術を統合し、これら多様な予測技術を柔軟に組み
合わせることで、材料の化学組成やプロセスパラメータなどの初期条件から、構造材料の長期的な部材性能を予測する
システムの実現を目的とし、「材料工学を中心として、既存の理論や実験、シミュレーション等の計算機科学的手法、デ
ータベース、マテリアルズ・インフォマティックスなどの情報学等を融合するとともに、不足している知見を俯瞰し、材料使用
時のパフォーマンス特性を知るためのツール及びこのツールを開発するために必要な周辺技術」と定義する MI の構築に着
手した。 
 大きな可能性に向けた壮大な取り組みであり、一朝一夕に完成するものではないが、先ずは鋼材の溶接継手部
（様々な事例を含み実用的にも重要）を事例として取り組む。MI システムは、日本の強みである構造材料分野におい
て、いち早くサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させた計算技術を利用可能とするためのプラットフォームとなるもの
で、今後の日本産業にとっての礎となると大いに期待される。またこの方法論は金属材料のみならず多様な材料への展
開が可能である。高分子材料(材料の特徴に対する数学的手法の導入)やセラミックスコーティング(寿命予測)、また溶
接施工に特化した実用的なシミュレーションシステムの開発等を併せて追求した。詳細について、第 2 章を参照願いたい。 
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(1-4) 取り組みの成果・結果の総括 
 領域・ユニット毎に、取り組みの成果・結果、到達した TRLのレベル（TRLについは 3-8参照）、および今後の実用化に向
けた道程を簡潔に集約した一覧を表(1-4)-1、2、3、4 に示す。詳細については第 2 章を参照願いたい。総じて、部品
レベルでの試作とそれによる検証・評価が進み、コスト競争力や品質の安定性・保証の検証を含め、実用化に繋がる可
能性の高い成果物を得るところまで到達した取り組みが多いと言える。構造材料単体の開発のみならず、製品に向けた
一連の成形・加工技術、材料活用のための設計、特性・性能の検証と今後の認証等に向けたデータベース化などを含
む取り組みである。またマテリアルズインテグレーションでは、当初目標を満足する求心力の強いプラットフォームが形成され、
今後に繋がるものが構築されたと確信する。 
 特許やプログラム著作物、データベース等の知的財産、公刊された論文や解説文書、学協会の学術講演大会やシン
ポジウムでの発表や展示会出典やプレスリリース等の実績をユニット毎に付表に示した（検索可能で代表的な案件を抜
粋して示す）。社会、産業、技術へ、少なくない影響を与えることになったと考える。併せて表彰の授与等も記したが、そ
れぞれの学会等での評価を受けたと言える。 
 特に 3 年目までの期間、多くのヒアリングやピアレビュー、コ・リーダー制の導入等々を通じて（第 3 章参照）必要な計
画修正を加えたことから、そして実行側での熱意ある取り組みによって、概ね順調に計画を達成することができた。それに
よって内閣府科学技術・イノベーション会議、SIP ガバニングボードからも概して高い評価を得ることができた(注)。 
注）内閣府資料 SIP課題評価結果 

 
   表(1-4)-1  A領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 
   

表(1-4)-2  B領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 
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  表(1-4)-3  C領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 
 
  表(1-4)-4  D領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 
 
 実用化に向けた段階として本課題の取り組みは TRL5 前後までである。本課題に参画した民間企業の延べ数は約
40、いずれもそれらの技術開発部門との共同である。今後は事業部門との連携で実用化・事業化に進む、或いは知的
財産の活用等の社内他部門との具体的な関係による展開を注視したい。 
 図(1-4)-1 に模式的に示すように、これら（樹幹から上部）に加えて、根元の部分の充実を重視している。即ち、産
学連携によるモノ造りの理解（第 2 章各ユニットでの体制）、モノ造りのためのパイロット設備や品質に係る事象の解明
や理解のための装置、大学や研究機関主導による仮説立案・モデリング・シミュレーション・検証、データベースの構築
（第 2 章および 3-11 参照）、大学や研究機関での研究開発拠点の構築による継続・発展性（3-10 参照）、広
範囲な人的コミュニケーション（参画機関の延べ数は 140余で、実行に参画した人数は千名に近い規模と推定）や今
後のマルチマテリアル化に資する若手人材の育成（3-13 参照）、その他専門技術者のみならず一般に向けた広報活
動（3-14参照）および国プロ運営に係る多様な知見を含めて、貴重な成果として挙げることができる。 

 
図(1-4)-1  成果の説明（模式図） 

6 7



6 
 

(1-4) 取り組みの成果・結果の総括 
 領域・ユニット毎に、取り組みの成果・結果、到達した TRLのレベル（TRLについは 3-8参照）、および今後の実用化に向
けた道程を簡潔に集約した一覧を表(1-4)-1、2、3、4 に示す。詳細については第 2 章を参照願いたい。総じて、部品
レベルでの試作とそれによる検証・評価が進み、コスト競争力や品質の安定性・保証の検証を含め、実用化に繋がる可
能性の高い成果物を得るところまで到達した取り組みが多いと言える。構造材料単体の開発のみならず、製品に向けた
一連の成形・加工技術、材料活用のための設計、特性・性能の検証と今後の認証等に向けたデータベース化などを含
む取り組みである。またマテリアルズインテグレーションでは、当初目標を満足する求心力の強いプラットフォームが形成され、
今後に繋がるものが構築されたと確信する。 
 特許やプログラム著作物、データベース等の知的財産、公刊された論文や解説文書、学協会の学術講演大会やシン
ポジウムでの発表や展示会出典やプレスリリース等の実績をユニット毎に付表に示した（検索可能で代表的な案件を抜
粋して示す）。社会、産業、技術へ、少なくない影響を与えることになったと考える。併せて表彰の授与等も記したが、そ
れぞれの学会等での評価を受けたと言える。 
 特に 3 年目までの期間、多くのヒアリングやピアレビュー、コ・リーダー制の導入等々を通じて（第 3 章参照）必要な計
画修正を加えたことから、そして実行側での熱意ある取り組みによって、概ね順調に計画を達成することができた。それに
よって内閣府科学技術・イノベーション会議、SIP ガバニングボードからも概して高い評価を得ることができた(注)。 
注）内閣府資料 SIP課題評価結果 

 
   表(1-4)-1  A領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 
   

表(1-4)-2  B領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 

 
 

7 
 

  表(1-4)-3  C領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 
 
  表(1-4)-4  D領域、代表的な研究開発の成果（抜粋） 

 
 
 実用化に向けた段階として本課題の取り組みは TRL5 前後までである。本課題に参画した民間企業の延べ数は約
40、いずれもそれらの技術開発部門との共同である。今後は事業部門との連携で実用化・事業化に進む、或いは知的
財産の活用等の社内他部門との具体的な関係による展開を注視したい。 
 図(1-4)-1 に模式的に示すように、これら（樹幹から上部）に加えて、根元の部分の充実を重視している。即ち、産
学連携によるモノ造りの理解（第 2 章各ユニットでの体制）、モノ造りのためのパイロット設備や品質に係る事象の解明
や理解のための装置、大学や研究機関主導による仮説立案・モデリング・シミュレーション・検証、データベースの構築
（第 2 章および 3-11 参照）、大学や研究機関での研究開発拠点の構築による継続・発展性（3-10 参照）、広
範囲な人的コミュニケーション（参画機関の延べ数は 140余で、実行に参画した人数は千名に近い規模と推定）や今
後のマルチマテリアル化に資する若手人材の育成（3-13 参照）、その他専門技術者のみならず一般に向けた広報活
動（3-14参照）および国プロ運営に係る多様な知見を含めて、貴重な成果として挙げることができる。 

 
図(1-4)-1  成果の説明（模式図） 
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(1-5) 成果に係るアウトカムについて 
「革新的構造材料」は、航空機・発電を主な出口として、耐熱材料を中心に革新的な構造材料の実用化を目指す

ものである。同課題が、社会課題解決を先導していくためには、目標、ロードマップ、事業化戦略等を、最新の情報をもと
に不断に見直しをする必要があるため、世界の動向を調査した。本課題における各領域、拠点、クラスターなどのベンチマ
ークを明確にするため、内閣府ではアウトカム調査を㈱三菱総合研究所に委託した。また管理法人でも航空機、エネル
ギー産業について、関連諸団体の資料を参考にしつつ、また各国際シンポジウムへの参加や、国際アドバイザリーボードか
らの助言を得ること等の、世界の動向を独自調査してきた。 
図(1-2)-1 に見られるように、今後、中小航空機に新規導入が増加すると予想され、同時に製造プロセスの生産性

向上や、機体の軽量化、エンジンの高効率化が望まれている。一方で、新材料を航空機に適用するには安全性や信頼
性を確保する観点から 20 年程度の膨大な時間を要するのが実態である。例として航空機エンジンへの新規材料の適
用期間は、基礎・基盤研究、実用化・実証開発、実機開発においてそれぞれ約 5 年程度を要すると言われている。そう
した中において本課題では着実に航空機材料の研究開発を行ってきた((1-4)を参考)。A 領域において機体生産レー
ト向上のための脱オートクレーブ法の確立、耐熱 CFRP や高強度・高靭性 CFRP の開発で、軽量化を目指した機体と
エンジン部材への導入が期待される。B 領域では中高温域の圧縮機材用にチタン合金、より高温域でのタービン用のニッ
ケル基合金や、より耐熱性に優れ、軽量で、低圧タービン動翼や高圧圧縮機動翼用のチタン・アルミ金属間化合物など
の研究が進展し、より高効率エンジンの開発へ繋げていくと考えられる。C 領域では CMC に EBC を適用することにより
1400℃の耐熱性を得るべく研究を一歩一歩進めて、超高効率エンジンへの材料導入が進むと考えられる。以上の成果
で着実に航空機材料としての研究は進展し、基礎・基盤研究（TRL=1∼２）から実用化・実証開発（TRL=4∼５）
へ進歩してきた。ボーイング 737 やエアバス A320 の後継機の開発が 2025 年頃からスタートするとされ、その時期に向
けて基盤研究から実用化・実証開発へシフトし、日本の関連部素材産業を強化には寄与したと考えられ、5－10 年間
で実機開発へ食い込める期待が高まっている。しかし一方で、日本の航空産業への育成については航空機製造の主導
権は米国やヨーロッパ中心にあり、日本独自の産業として育成していくには時間がかかる。さらに膨大な資金と人的資源
を使った中国、ブラジルなどの新興国において低コストで製造される航空機が台頭しており、日本の航空機関連部材産
業もこれまでの視点とは異なった戦略が必要となる。その中で D 領域では疲労性能予測モジュールのワークフローの構築
からクリープ寿命予測することが可能となり、水素脆化に重要な水素濃度分布予測、脆性破壊予測などを行えるように
なって、最終的に MI システムバージョン 1.0 を完成させた。材料開発に多額の資金と実用化までに 10 年単位の時間
を要してきたが、日本の関連部材産業のこれまでの培ったデータベースと MI と連結することで、材料開発期間やコストの
短縮に寄与できると期待され、これまでの日本や新興国が取ってきた戦略とはことなる材料研究が進展すると期待される。 
本課題の成果は主たる用途として想定している航空・発電分野に加え、自動車・防衛・宇宙・海洋などにおける多くの

製品へ技術波及効果が期待される。CFRP では複雑な形状で軽量化・高機能化が求められる分野への応用が考えら
れ、例えば自動車ボディ、ロケットフェアリング・ブースタ、人工衛星・無人機の構体、液体水素容器 等が挙げられる。 
CMC では燃焼などで極めて高温となる領域での応用が考えられ、例えば軍用機のアフターバーナー・フラップ・テールコー
ン、太陽熱発電や核融合炉での使用も考えられる。耐熱合金やチタン・アルミ金属間化合物では Additive 
Manufacturing（付加製造） 分野での適用、形状が複雑かつ中量産規模の製品分野、電磁遮蔽関連、高温可
動部の部品への応用 等が期待される。さらに MI はあらゆる産業分野における新材料の市場投入が短縮化されると期
待され、インパクトが大きい。 
「革新的構造材料」によって企業と大学・国研の産官学連携が強くなり、各領域のデータやノウハウの蓄積が進んだ。

実装へ向けた取り組みを続けていくためには、データ、ノウハウなどの技術の継承が必要である。そのため、課題終了後も
各領域において材料を起点とした関連産業の産官学ネットワーキング（拠点）の維持をしつつ、材料開発の取り組みを
維持する必要がある。拠点形成において、海外機関との永続的連携窓口としての機能付与し、研修・育成機能の具備
した材料開発の人材育成を図る必要がある。また MI によって材料開発と計算科学の融合は材料開発における期間短
縮、コスト低減などのインパクトが大きいことから、引き続きデータベースの蓄積とともに、新しい開発手法に向けた取り組み
を期待する。また拠点を維持するには企業からの研究開発資金提供とともに、新プロジェクトへの提案が積極的に行われ
るべきである。 
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第 2章 各領域・ユニットでの取り組みと成果 
A領域 航空機用樹脂の開発と CFRPの開発 
 

1990年前後にエアバス，ボーイング両社で航空機の一次構造へのCFRPの適用が始まり，ボーイング 787 とエアバ
スA350ではCFRPが機体全構造重量の50％を占めるに至っている。日本は炭素繊維の世界生産の約7割を占め，
またボーイング 787の CFRP部材の開発と製造の主要な役割を担っている。しかし，近年欧米のみならず中国等のアジ
ア諸国も先進複合材料分野の産官学の研究・開発に積極的に投資し始めており日本の優位性にも影が差し始めてい
る。航空機用樹脂・CFRP の開発は，未だ成形・組み立てなどの製造上の問題，及び損傷後強度保証の難しさがあ
る。また，原則従来の金属構造による構造様式を踏襲しており，製造コストが高くなりがちであり，CFRP の特徴を十
分に活かしきる軽量化構造設計とは言えない。一方，航空機需要予測によると今後単通路小型機が高い比率を占め
る。このクラスの現行機では構造部材における CFRPの構成比は小さいが，後継機での CFRP構成比が高まるとその生
産量は格段に増える。このため，次世代単通路小型機を目指した CFRP 素材，生産技術，設計技術を新たに開発
する必要がある。 
 
次世代単通路小型航空機等の機体・エンジン構造へ適用すべく，低コスト・高生産性と高機能性を両立させる新規

CFRP 材料技術・製造プロセスを開発した。機体用 CFRP 技術としては，プリプレグについて現用オートクレーブ成形材
の後継材料として強靭化と高生産性化を図るとともにその特徴を活かす設計と製作法の検討を進め，サブコンポーネン
トレベルの実証試験と評価を行った。さらに，日本独自の脱オートクレーブ成形法として，尾翼構造やドアなどへの適用
を目指し，大気圧環境で成形可能な層間粒子強化プリプレグとその成形技術を開発し，これと並行してドライファイバ
ーシートを用いた3次元ギャップRTM成形法を開発し構造モデルによる成形評価を行った。一方エンジンを対象とした開
発では，ファンブレードなどに適用可能な熱可塑性樹脂 CFRTP 材を開発，またより高温域への適用を目的とした耐熱
CFRP 材の開発を実施し，国際競争力のある材料技術の構築を進めた。学術基盤・評価ユニットでは，成形中のモニ
タリング技術や成形シミュレーション技術に裏付けされた革新 CFRP の品質保証技術の開発を担い，革新材料開発の
学術的なバックアップを強力に推進した。 
 
 組織体制 
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  A01 「航空エンジン用途国産熱可塑性樹脂・CFRTP 開発」に関しては、航空エンジンの大型構造部材の更なる
軽量化を実現するにあたり、CFRP 製ファンブレードを想定し、耐衝撃性・耐熱性（150℃程度）に優れ、肉薄樹脂フ
ィルムを連続的に製造する技術を開発し、従来より低コストの国産熱可塑性プリプレグならびに、実用性が高い成形技
術を実現した。また、耐衝撃性等特性発現機構を構築し、実用化への目途を得た。 

A02 「高生産性・高信頼性脱オートクレーブCFRP構造部材の知的生産技術の開発」に関しては、①革新的プリ
プレグ真空圧成形技術の開発：真空圧で成形可能で、かつ、航空機一次構造部材に適した層間粒子強化型プリプ
レグの開発を行うとともに、真空圧成形技術を開発した。併せて、アクティブ成形制御技術の適用による成形サイクルタイ
ムを短縮した。②CFRPモジュール設計とブロック一体化工法の融合技術の開発：ドライファイバーがほぼ製品となる部分
にのみ配置された二次元シート作製技術、及びそのシートを多層積層したニアネットシェイプの三次元プリフォーム作製技
術、次いで樹脂含浸成形する三次元ギャップRTM成形技術を確立した。両技術ともに1m級の模擬部材により、成形
実証を行った。 

A03 「耐熱高分子基複合材の適用技術研究」に関しては、チタン合金代替を目指した、200℃で～250℃の耐
熱性（長期耐久性）を有する国産付加型ポリイミド樹脂などを適用した次世代耐熱CFRPを開発し、10mm程度ま
での厚板についてその基本成形技術を構築した。また、高温試験方法の確立、試験法の国際標準化を進めるとともに、
各種強度特性データベースを構築し、次世代部品開発に結び付ける目途を得た。 

A11 「高生産性・強靭複合材開発」に関しては、将来民間航空機の主構造への適用を狙った低コストかつ強靭な
オートクレーブ用プリプレグを開発した。本開発では先行するテーマ A02 の成果を活かしながら、従来材の 1.5倍の高靱
性と短時間硬化の両立を狙った材料を開発した。同時にテーマ A04、及びマテリアルズインテグレーション領域 テーマ
D66「未活用情報計測技術」と密接に連携し、複合材破壊様相の超精密観察、破壊挙動のモデル化を進め、本テー
マ開発材料の破壊則及び設計法の基礎を確立した。併せて、本テーマ開発材料を航空機構造製造に適用した際のコ
スト試算、ビジネスモデル検討を行った。 

A04 「成形プロセスモニタリング・モデリングと品質評価技術」に関しては、(テーマA01-03、A11)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、埋込光ファイバセンサを利用した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た。また、分子シミュレーションや樹脂流動シミュレーションなどを駆使したマルチスケール成
形シミュレーションコードを作成し、品質予測手法を構築した。さらに、軽量効率化のための新規複合材構造を実現する
ための高精度力学モデリング・シミュレーション技術を構築し、新材料開発における試行錯誤を極力避けるための根拠と
なり得る基盤学術技術を目指した。 
上記のように、新規材料開発が成形プロセスモニタリング・品質保証技術やマルチスケールシミュレーション技術と融合

することが、日本の国際競争力強化に直結している。とくに、新規CFRP材料の次期航空機適用のための認証取得にあ
たっての強固な基盤技術となる。すなわち、新規材料に上記シミュレーション・品質保証技術がパッケージ化された形での
新規材料システム提案が可能となり、信頼性を保ちつつ、かつ効率的な認証取得プロセスを提案できる。また、上記アプ
ローチは、材料メーカーと部材製造メーカー、及びJAXA/大学との協力が密に行われてきた、本SIPプロジェクトの特徴で
あり、世界標準化の一歩が踏まれたと認識している。 
研究成果の発信については、当初は知的所有権・ノウハウを確保するために対外発表を自粛していた時期を経て、最

終年度にかけて、国内では複合材料シンポジウムなど、国外では欧州複合材料会議(ECCM)、米国複合材料学会
(ASC)、先端材料加工協会(SAMPE)、アジア太平洋州複合材料会議(ACCM)などにおいて、基調講演やSIP特別
セッションを行い、国際的な成果アピールを行い、高く評価された。 
さらに、本ユニットが中心となり、本領域で蓄積されたデータや基盤技術が有効に継承されるべく、JAXAに航空機革

新CFRP製造・品質保証技術に関する継続的な産官学研究拠点を構築できた。 
現SIP終了後も、参加各社個別の持ち帰り、NEDO/METIなどでの発展的な研究開発への展開などが想定されると

ともに、シミュレーション・品質保証技術は、次期SIPにおいても重要な基盤技術となると期待されている。 
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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・CFRP開発 
研究 
責任者 

荒井 政大（名古屋大学大学院工学研究科 教授） 
守屋 勝義（㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域本部 民間エンジン事業部 主幹） 

参画機関 名古屋大学､㈱IHI､三菱ケミカル㈱､三井化学㈱､岐阜大学､福井県 
 
1.1 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。  
 
1.2 研究開発の目標   
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。 

・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。 
・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。  

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。  
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。 
 
1.3 実施項目 
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（IHI・三菱ケミカル・三井化学） 

・ファンブレードに適用できる国産繊維・スーパーエンプラ適用プリプレグの開発 
② 耐衝撃性等特性発現機構考察と簡易評価方法の一般化（岐阜大・名大・三菱ケミカル・IHI） 

・繊維/樹脂界面特性，発現機構の検討 ・簡易評価方法のまとめ 
③ 低コストプリプレグ製造方法の開発（福井県，三井化学，IHI） 

・プリプレグ製造プロセス最適化・効率化による低コストプロセスの確立 
 
1.4 実施体制・分担 
① 名古屋大学 ：開発FRP特性評価，含浸
挙動・界面特性評価 
② 株式会社ＩＨＩ：試験計画の策定・とりま
とめ。プリプレグ製作・評価，パネル成形条件検
討・機械特性・物性評価 
③ 三菱ケミカル株式会社 ：CF 提供・評価・
最適化，パネル評価 
④ 三井化学株式会社：樹脂選定，評価，
樹脂最適化 
⑤ 岐阜大学：耐衝撃性発現メカニズム検討  
⑥ 福井県工業技術センター；プリプレグ試作，
低コストプリプレグ工程検討 
 図 1.4.１ 開発体制・分担図 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)プリプレグ開発 
・繊維 
・樹脂 
・プリプレグ化・評価 
 
(2) 耐衝撃性発現メ
カニズム検討・簡易評
価法 
 
(3)低コスト化 
・低コスト PP プロセス 
・プリプレグ化・評価 

      

 
2. 研究開発の成果 
2.1 国産熱可塑性樹脂プリプレグ開発        
・ 繊維の選定：目標適用部品の耐衝撃性発現には炭素繊
維表面の形態が重要と推定されたため，ベンチマーク樹脂と表
面状態の異なる繊維の組合せの積層成形板衝撃評価を行い
最適な傾向があることを見出した（表 2.1.1,図 2.1.1）。こ
の中で所望の表面形態を有する炭素繊維を得るための前駆
体繊維の紡糸条件と炭素繊維の表面処理条件を確定できた。
一方，候補樹脂との組合せにおいては，表面状態に差がある
繊維種によらず一定の耐衝撃性をクリアした（図2.1.2）。候
補樹脂に対応するためサイジング剤改良を行い，高温での樹
脂含浸・成形処理適性付与が可能で積層成形板として耐衝撃特性が安定発現するサイジング剤構成組成化合物の選
定を行った。このサイジング剤を付与した炭素繊維 Fiber C と国産候補樹脂材との組み合わせで、積層成形板で目標と
する耐衝撃特性を確認し，成形時のボイド発生も回避できた。Fiber Cは Fiber A，Ｄよりコスト面でメリットがあり，選
定サイジング剤の組み合わせを最適繊維とした。工業化の準備を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1.2 繊維表面状態と耐衝撃性の関係  
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表２.1.1 評価した繊維と耐衝撃性の関係 
  (ベンチマーク樹脂との組み合わせ) 

TEST
NO

原糸
タイプ

焼成
条件

表面
処理

衝撃試験
(ベンチマーク
樹脂）

Test A Fiber A 非公開 強 ○
Test C Fiber C 非公開 弱 ×
Test D Fiber D 非公開 強 ○

J11 Type1 A 弱 ×
J06 Type1 A 強 △
J12 Type2 A 弱 ×
J07 Type2 A 強 ○
J08 Type2 B 強 ○
J13 Type3 B 弱 ×
J14 Type4 B 弱 ×
J09 Type4 B 強 ×
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表 2.1.２開発したプリプレグの比較評価 

・ 樹脂の選定：目標とする適用部品の要求特性と製造工
程（熱履歴・型内の大きな温度分布・成形時間）考慮し，
物性・耐薬品性・耐熱性を満たす熱可塑性樹脂種としてオー
ラム(AURUM)を選定。この中で，結晶化速度を遅くした非
晶系種を選定。さらに，そのうち加工温度低減可能な最適な
樹脂粘度の設計検討・選定を行い，評価用フィルム化を実
施，樹脂候補として PL500A と PL450A に絞り込んだ。
PL450A は樹脂粘度が PL500A より低く，成形温度を
高くしないと物性と成形品質が確保できないことがわかった。
高温成形でも PL450Aは PL500A より低粘度のメリット
はありえるが，PL500A を選定した。候補樹脂の量産を見据えた試作を実施（各 2 バッチ）。量産試作品の品質評価
の結果、目標品質（溶融粘度/ＭＩ値（図 2.1.3）と機械物性）を満たすものが得られ、量産化の目途を得た。 
・ プリプレグ開発と最適選定：上記選定した繊維・樹脂を用いたファンブレード用途を想定したプリプレグ開発（表 2.1.
２,図 2.1.4）により，耐衝撃試験での剥離なしという目標をクリア，機械特性ならびに耐薬品性をベンチマーク（ベンチ
マーク繊維/ベンチマーク樹脂によるFRP）材と同等以上を得，目標を達成。Fiber C+耐熱サイジング剤/PL500Aを最
適候補とし，製造条件を決定。開発した熱可塑性CFRPの耐衝撃性・基本機械特性データを取得した（図 2.1.5）。 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)プリプレグ開発 
・繊維 
・樹脂 
・プリプレグ化・評価 
 
(2) 耐衝撃性発現メ
カニズム検討・簡易評
価法 
 
(3)低コスト化 
・低コスト PP プロセス 
・プリプレグ化・評価 
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最適な傾向があることを見出した（表 2.1.1,図 2.1.1）。こ
の中で所望の表面形態を有する炭素繊維を得るための前駆
体繊維の紡糸条件と炭素繊維の表面処理条件を確定できた。
一方，候補樹脂との組合せにおいては，表面状態に差がある
繊維種によらず一定の耐衝撃性をクリアした（図2.1.2）。候
補樹脂に対応するためサイジング剤改良を行い，高温での樹
脂含浸・成形処理適性付与が可能で積層成形板として耐衝撃特性が安定発現するサイジング剤構成組成化合物の選
定を行った。このサイジング剤を付与した炭素繊維 Fiber C と国産候補樹脂材との組み合わせで、積層成形板で目標と
する耐衝撃特性を確認し，成形時のボイド発生も回避できた。Fiber Cは Fiber A，Ｄよりコスト面でメリットがあり，選
定サイジング剤の組み合わせを最適繊維とした。工業化の準備を進めている。 
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表２.1.1 評価した繊維と耐衝撃性の関係 
  (ベンチマーク樹脂との組み合わせ) 

TEST
NO

原糸
タイプ

焼成
条件

表面
処理

衝撃試験
(ベンチマーク
樹脂）

Test A Fiber A 非公開 強 ○
Test C Fiber C 非公開 弱 ×
Test D Fiber D 非公開 強 ○

J11 Type1 A 弱 ×
J06 Type1 A 強 △
J12 Type2 A 弱 ×
J07 Type2 A 強 ○
J08 Type2 B 強 ○
J13 Type3 B 弱 ×
J14 Type4 B 弱 ×
J09 Type4 B 強 ×
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表 2.1.２開発したプリプレグの比較評価 

・ 樹脂の選定：目標とする適用部品の要求特性と製造工
程（熱履歴・型内の大きな温度分布・成形時間）考慮し，
物性・耐薬品性・耐熱性を満たす熱可塑性樹脂種としてオー
ラム(AURUM)を選定。この中で，結晶化速度を遅くした非
晶系種を選定。さらに，そのうち加工温度低減可能な最適な
樹脂粘度の設計検討・選定を行い，評価用フィルム化を実
施，樹脂候補として PL500A と PL450A に絞り込んだ。
PL450A は樹脂粘度が PL500A より低く，成形温度を
高くしないと物性と成形品質が確保できないことがわかった。
高温成形でも PL450Aは PL500A より低粘度のメリット
はありえるが，PL500A を選定した。候補樹脂の量産を見据えた試作を実施（各 2 バッチ）。量産試作品の品質評価
の結果、目標品質（溶融粘度/ＭＩ値（図 2.1.3）と機械物性）を満たすものが得られ、量産化の目途を得た。 
・ プリプレグ開発と最適選定：上記選定した繊維・樹脂を用いたファンブレード用途を想定したプリプレグ開発（表 2.1.
２,図 2.1.4）により，耐衝撃試験での剥離なしという目標をクリア，機械特性ならびに耐薬品性をベンチマーク（ベンチ
マーク繊維/ベンチマーク樹脂によるFRP）材と同等以上を得，目標を達成。Fiber C+耐熱サイジング剤/PL500Aを最
適候補とし，製造条件を決定。開発した熱可塑性CFRPの耐衝撃性・基本機械特性データを取得した（図 2.1.5）。 
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図 2.1.8 PL500A の非線形粘性流動特性 

・ 素材物性：樹脂の流動性と繊維
束への含浸性を評価するために，温
度と歪み速度に依存する粘度モデル
を適用し，レオメーターを用いパラメー
タを測定。 
・ 樹脂および繊維それぞれの特性か
ら均質化解析を用いて一方向積層
板の一軸引張挙動を解析し、実験
データと比較した時間と温度に依存
する熱可塑性樹脂 CFRP の変形特
性を、同定された熱粘弾塑性構成
式と均質化法を用いて予測・評価す
ることが可能であることを明らかにした
（図 2.1.6）。レーザースポレーショ
ン法と弾性波動論を用いた実験的・
数値解析的評価手法を確立し，選
定した繊維・樹脂によるＣＦＲＰの
プリプレグ層間強度を取得した（図
2.1.7）。 
・ 粘度の基礎データを取得し，炭素
繊維束に対する樹脂の含浸シミュレ
ーションを行い，プリプレグ製造・成
形工程の条件検討にフィードバックし
た（図 2.1.8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 耐衝撃性などの特性発現機構の考察 
耐衝撃性を評価する種々（マイクロドロップレット法、微視的損傷の進展挙動観察、ナノインデンテーション等）の手法

を，実際の素材を題材に比較検討してきた。耐衝撃性に優れる素材のスクリーニングに適する簡易比較評価手法につい
て整理を行った。 
単繊維を用いた界面評価手法（マイクロドロップレット法等）では、成形条件による影響を反映することは困難であり，

熱可塑性樹脂と繊維間の高い界面強度では適切に評価できないと判断した。一方，界面特性の向上が衝撃強度の向
上につながり、静的試験における微視的損傷進展挙動を途中止め観察により評価が可能であることが、耐衝撃性の差が
ある素材での比較から明らかとなった（図 2.2.1, 2.2.2）。 

 図 2.1.7 レーザースポレーションによる CFRP プリプレグの層間強度測定 

図 2.1.6 一方向 CFRP の非主軸方向引張の有限要素解析結果  
（左：23℃，右:100℃)    
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ナノインデンテーションを用いた微小領域の物性評価（図 2.2.3）、ナノサーマル顕微鏡を用いた微小領域の熱物性評
価（図 2.2.4）により、界面近傍の物性に特徴のある変化があることが明らかとなり、界面の化学的変化（結晶状態等）
を同定することが可能となった。これらの結果より、界面特性に優れる素材、つまり、耐衝撃性に優れる素材のスクリーニン
グに展開できる可能性が示唆された。 

 

 

 
2. 3 熱可塑性樹脂プリプレグ製造方法の低コスト化開発 
・ 樹脂含浸性の高いプリプレグを作製する目的で、プリプレグ製造装置の改良を行った。プリプレグ製造装置では装置の左
右両側から薄層の開繊糸ドライシートを供給し、ドライシートの間に樹脂フィルムを挟み込むように挿入し、加熱ローラにて
加熱圧着しドライシートと樹脂フィルムを貼り合わせる。図 2.3.1 のように、加熱ローラを追加することにより、後工程となる
樹脂含浸工程の削減をはかった。 
・ 既存設備にフィルム製造装置を付加し、高価な樹脂フィルムを購入することなく、スーパーエンプラプリプレグシートを製造
可能な装置の基本設計を行った。開発したフィルム製造装置（図 2.3.2）を用いて、スーパーエンプラフィルム押出成形
条件を確立し，設計値に対し高精度な厚さ（12±2μm）を達成した（仕様幅 250mm、長さ 500ｍ）。また、作成
したフィルムを用いたプリプレグでも耐衝撃性を実証した。 
・ プリプレグ製造工程において製造コストを押し上げる要因となる離型資材を使用しない製造方法の検討を行った。離型
資材としてコーティング処理した耐熱離型ベルトを加熱ローラに装着することで、加熱ローラへの樹脂の溶着を防止し、連続

PL450A 

PL500A 

 

図 2.2.4 ナノサーマル顕微鏡を用いた微小領域の熱
物性評価例(ばらつきは構造の不均一さを示す) 

図 2.2.3 ナノインデンテーションを用いた微小領域の
物性評価例（ばらつきは構造の不均一さを示す） 

 成形温度の違い 

耐衝撃性良 

図 2.2.2 衝撃試験におけるはく離長さとトランス
バースクラック（微視的損傷）の関係 

はく離あり 

 

 

はく離あり 

耐衝撃性良 

図 2.2.1 衝撃試験と静的試験におけるトランス
バースクラック（微視的損傷）数 
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図 2.1.8 PL500A の非線形粘性流動特性 
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束への含浸性を評価するために，温
度と歪み速度に依存する粘度モデル
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 図 2.1.7 レーザースポレーションによる CFRP プリプレグの層間強度測定 

図 2.1.6 一方向 CFRP の非主軸方向引張の有限要素解析結果  
（左：23℃，右:100℃)    
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ナノインデンテーションを用いた微小領域の物性評価（図 2.2.3）、ナノサーマル顕微鏡を用いた微小領域の熱物性評
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PL450A 

PL500A 

 

図 2.2.4 ナノサーマル顕微鏡を用いた微小領域の熱
物性評価例(ばらつきは構造の不均一さを示す) 

図 2.2.3 ナノインデンテーションを用いた微小領域の
物性評価例（ばらつきは構造の不均一さを示す） 

 成形温度の違い 

耐衝撃性良 

図 2.2.2 衝撃試験におけるはく離長さとトランス
バースクラック（微視的損傷）の関係 

はく離あり 

 

 

はく離あり 

耐衝撃性良 

図 2.2.1 衝撃試験と静的試験におけるトランス
バースクラック（微視的損傷）数 
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的にプリプレグの製造が可能であることを確認した。 
・ 上記低コストプリプレグ製造方法とは別に，作製したフィルムを用い従来方法でプリプレグを試作，プリプレグから成形し
た成形板の評価を行い，設計基礎データを取得した。 
・ 低コスト化プロセスのまとめ、コスト見込みを評価。（フィルム製造歩留率：82% ）フィルム自作によりプリプレグコスト
は，30%程度低下する見積である。 
 

 

 
3. 総括、今後の展開、その他特記           
・ 総括 ：素材開発フェーズとしての技術を確立した（TRL∼3）。 
①最終的なプリプレグの仕様・製造条件を決定。開発した熱可塑性CFRPの層間強度・層間破壊靭性の基礎データをも
とに FRP 成形条件を設定した。 ②耐衝撃性に優れる素材のスクリーニングに適する簡易比較評価手法を整理した。③
低コスト化プロセスの量産プロセス課題について検討し，量産化設備要件を定める。低コスト化プリプレグで設計基礎デー
タを取得した。 
・ 今後の展開 
・ 本開発材料について（株）IHIが中心となって製品適用技術開発（約 5～10年間）、実機適用開発フェーズ（約
5～15年間）の研究開発を進め、エンジン部品としての実用化を目指す。 
・ 素材スクリーニング手法については，続く材料の開発に適用していく（3～5年前後）。 
・ 低コスト化プロセスについては，製品量産化適用のタイミングを㈱IHI にて検討し（1～5年程度），量産装置化，
量産化を目指す。 
・ 成果物 
プログラム著作物 3件，ノウハウ：３件、査読付き論文：国内２報、学会発表：国際６件、国内４件 

・ 便利帳機能：・問い合わせ先：㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 民間エンジン事業部 技術部 守屋勝義 

図 2.3.1 低コストプリプレグ製造装置での試作 

耐熱離型ベルト 

プリプレグ製造試験 プリプレグ断面写真 

プリプレグ製造装置 
フィルム製造装置       

作製したフィルム 

図 2.3.2 フィルム製造装置での試作 
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ユニット名 A02 高生産性・高信頼性脱オートクレーブ CFRP構造部材の知的生産技術の開発 
研究 
責任者 

吉岡健一（東レ株式会社 複合材料研究所 所長） 

参画機関 東レ、京都大学、東京理科大学、愛媛大学 
 
1.1 背景・目的   
（１）革新的プリプレグ真空圧成形技術の開発：従来のような専用設備、オートクレーブ（圧力釜）を使うことなく大
気雰囲気下にて真空圧成形により航空機用一次構造部材を成形することが可能な層間粒子強化型プリプレグの開発
を行う。併せて、アクティブ成形制御技術を適用することによって成形サイクルタイムを短縮する。（２）CFRP モジュール
設計とブロック一体化工法の融合技術の開発：ドライファイバーが製品となる部分に必要最小限配置された二次元シー
ト作製技術、及びそのシートを多数枚積層し、ニアネットシェイプに予備成形する三次元プリフォーム作製技術、次いで当
該プリフォーム中に液状樹脂を含浸成形する三次元ギャップ RTM成形技術を確立する。 
 
1.2 研究開発の目標   
（１）革新的プリプレグ真空圧成形技術の開発 
▪長さ２ｍ級模擬構造部材の成形により一次構造材を成形可能なことを実証 
▪局所加熱源の独立制御方式によるアクティブ制御成形用ツールを開発、従来法対比 20％以上の寸法誤差を抑制
可能なことを実証 
（２）CFRP モジュール設計とブロック一体化工法の融合技術の開発 
▪最大厚さ 12mm の三次元プリフォームを 90％以上の材料歩留まりで作製可能なことを実証 
▪スキン／ストリンガー／フレーム一体構造を有する高品位の模擬成形体を、従来法対比 1/5 以下の時間で成形可
能なことを実証 
 
1.3 実施項目 
１）革新的プリプレグ真空圧成形技術の開発（東レ株式会社） 
  ●真空圧成形に対応可能な層間粒子強化型プリプレグ開発、模擬構造部材の成形実証 
  ●アクティブ制御成形技術の要素技術開発、およびプロトタイプ装置による成形実証 
２）CFRP力学特性に与える成形条件の影響評価法の開発（京大） 
  ●層間粒子強化 CFRP の靭性発現の要因分析、材料改善指針の提案 
３）最適な加熱硬化のためのデータ同化および多目的最適化の精度向上と計算高速化（東理大） 
  ●成形硬化状態推定法（データ同化法による）／加熱硬化条件の最適化手法の開発 
４）二次元硬化度モニタリングに基づく FEM解析モデリング（愛媛大） 
  ●樹脂および層間粒子強化プリプレグの物性 DB取得／硬化挙動予測モデルの構築 

／硬化プロセスモニタリングシステムの構築 
5）CFRP モジュール設計とブロック一体化工法の融合技術（東レ株式会社） 
  ●ドライファイバー高速配置／シート化技術の開発 
  ●ドライファイバーシート／三次元ギャップ RTM成形技術の基本試作技術の開発 

 
1.4 実施体制・分担 
（１）革新的プリプレグ真空圧成形技術の開発 

プリプレグ開発においては、材料設計を考える上で重要となる CFRP の衝撃損傷発生メカニズムを深化させる
ため、京都大学にて CFRP内を進展するき裂に対する破壊力学特性の評価、ならびに定量化手法の開発を行
い、その結果をもとに東レ株式会社が改善処方を具体化することで材料開発を推進する。アクティブ制御成形法
の開発においては、成形時間の短時間化および寸法誤差を最小化するための成形条件最適化手法、ならびに
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それらの要素技術を取り入れた革新アクティブ制御成形システムを、東レ株式会社、東京理科大学、および愛
媛大学の３者が共同で実施する。 

 
（２）CFRP モジュール設計とブロック一体化工法の融合技術の開発 

三次元ギャップ RTM成形技術開発もまた、東レ株式会社が A04ユニットの各大学の支援を得て行う。原理
確認用金型内における基材の状態、樹脂流動挙動および樹脂硬化反応過程を把握するため、光ファイバーセ
ンサーを埋設することによりこれらをモニタリングする技術開発を、東京大学と高知工科大学が行う。並行して、樹
脂硬化反応挙動シミュレーション技術と樹脂流動シミュレーション技術を、東北大学と九州大学がそれぞれ開発
する。これらの成形中の樹脂流動／硬化挙動のモニタリング結果とシミュレーション結果との比較からシミュレーショ
ン精度の向上を検討し、金型内の樹脂流路の最適化設計および樹脂注入プロセスの最適化条件探索を行う
ツールとして活用する。 

 
1.5 工程表・TRL 

 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 革新プリプレグ真空圧成形技術の開発（実施機関：東レ、京大） 
2.1.1 プリプレグ開発  
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るとともに、数理モデルによる定式化を行うことで、種々の微視レベルでの構成要素が靭性に寄与する度合いを定量的に
評価した。特にモードⅠとモードⅡとで繊維架橋と樹脂靭性の寄与の割合が大幅に異なることを示し、層間粒子強化プ
リプレグの開発に重要な指針を示した。また、材料開発の推進、およびプロジェクト後半の成形実証試験に用いるプリプレ
グを試作するため、プリプレグ製造装置を本プロジェクトで導入し、これを活用した研究開発を推進した。 
開発プリプレグ（開発材）、および従来プリプレグ（ベンチマーク材）を真空圧成形して得られた CFRP の断面写真

を図 2.1.2に比較して示す。ベンチマーク材は多くのボイドを含むが、開発材は目立ったボイドはなく、ボイド率も 0.1%以
下と、CFRP の品位は極めて良好であることを確認した。 
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図 2.1.1 プリプレグ製造装置（左）、試作プリプレグ（中央）、X線 CT観察とモデル化の一例（右） 

 

 
図 2.1.2 ベンチマーク材（左）および開発材（右）の真空圧成形 CFRP の断面写真 

 
2.1.2 主要力学特性 
航空機向け CFRP として重要視される主要力学特性について、①開発材を真空圧成形したもの、および、②ベースラ

イン材をオートクレーブ成形したもの、の両者の評価を実施した。表 2.1.2 に示されるように、開発材はベースライン材とほ
ぼ同等の力学特性を発現している。開発材であれば、オートクレーブを使用せずとも、航空機向け一次構造材として適
用可能なレベルの力学特性を発現することが確認できた。 

 
表 2.1.2 開発材の主要力学特性 

 
 

2.2 革新プリプレグの構造レベル成形実証（実施機関：東レ、KEK(D66)） 
開発材を用いて航空機構造部材を成形できる可能性を十分に有することを実証するため、航空機の模擬尾翼構造

を対象とした成形試験を行った。対象部位は水平尾翼の一部切り出し部分（下面補強外板）である。対象部位およ
び寸法を図 2.2.1 に示す。 

評価項目 評価規格 単位

ベースライン材
（T800S/3900-2B）

開発材
（T800S/A02-A）

オートクレーブ成形 真空圧成形

引張弾性率（一方向材） ASTM D 3039 GPa 148 146

引張強度（一方向材） ASTM D 3039 MPa 2970 2900

有孔引張強度（擬似等方積層板） ASTM D 5766 MPa 503 507

有孔圧縮強度（擬似等方積層板） ASTM D 6484 MPa 296 305

衝撃後圧縮強度： CAI(30.6J) ASTM D 7136 MPa 276 280
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それらの要素技術を取り入れた革新アクティブ制御成形システムを、東レ株式会社、東京理科大学、および愛
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図 2.2.1 成形対象部位 

 
2.2.1 成形条件検討 
小寸法平板を成形する場合と異なり、三次元形状を有する長さ 2m級の大型部材においては、ボイドの発生リスクが

高まる。そのため、ボイドの発生を可能な限り低減する CFRP の最適成形条件を見出すために種々の条件で CFRP 平
板の成形を行い、それら平板の断面を観察することによってボイドの発生量を評価した。また、D66 ユニットの高エネルギ
ー加速器研究所（KEK）と連携し、X 線 CT を用いて硬化過程におけるプリプレグの内部状態を観察し、最適な成形
条件を決定した。 

  
図 2.2.2 Ｘ線ＣＴ撮影によるプリプレグ内部のボイド観察の例（KEK撮影） 

 
図 2.2.3 ボイド抑制に適した成形条件範囲の例 

 
2.2.2 要素部材の成形試験  
本成形試験を行う前に、長さ 0.5m の要素部材の成形試験を行った。事前に硬化させた C 型の前桁部材

（CFRP）、および未硬化 T 型ストリンガー（プリプレグ）を未硬化スキン板（プリプレグ）の上に配置し、真空加圧し
ながらオーブン内にて循環熱風による雰囲気加熱で成形した。その結果、外観品位も良好で、かつ断面観察においても、
T字部、前桁角部のいずれにおいても目立ったボイドのない CFRP要素部材を得ることができた。 

 

 
図 2.2.4 要素部材成形 
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2.2.3 模擬尾翼部材の成形試験 
開発材を用いて図 2.2.1 に示す模擬尾翼部材を成形し

た結果を図 2.2.5 に示す（成形方法は上記の要素部材の
場合と同様、成形体の寸法は図 2.2.1 を参照）。外観品
位も良好であり、ストリンガー、スキン板、前桁のいずれにもボ
イド、樹脂欠損など、目立った欠陥は観察されなかった。本成
形により、本プロジェクトにて開発した真空圧成形向け層間
粒子強化プリプレグは、航空機の一次構造材として適用可
能なポテンシャルを有することを確認できた。 

図 2.2.5 長さ２ｍの模擬尾翼部材の成形品      
 

2.3 アクティブ制御成形の成形実証（実施機関：東レ、東理大、愛媛大）  
2.3.1 反り予測手法の開発と必要物性の測定 
 アクティブ制御成形を用いて成形後に発生する反りを低減するには、成形中に発生する残留応力を計算し、その結果
生じる反りを予測する手法が必要であった。残留応力が発生する主な原因は、繊維及び樹脂の熱膨張・収縮と、熱硬
化性樹脂の硬化収縮によって生じるひずみである。特に樹脂は、ゲル化前は流体であり弾性率が低く、ゲル化後は固体
となり弾性率が高くなるとともに、積層基材に残留応力が発生するなど、成形中に力学特性と内部ひずみ状態が変化す
る。加えて、樹脂は粘弾性体であり、応力緩和やクリープなど、粘弾性特有の挙動を示す。 
 そこで、成形後の反りを予測するため、樹脂の緩和弾性率を一般化マックスウェルモデルに基づいてモデル化し、緩和時
間とそれに対応する弾性率を測定し、プロニー級数で表現した。また、繊維と樹脂の力学特性をセルフコンシステントマイ
クロメカニクスに基づいて組み合わせることで、基材の力学特性を予測し、その力学特性を用いて残留応力及びその結果
生じる反りを予測する手法を開発した。 
 反り予測手法に必要な物性として、上述の通り、樹脂の緩和弾性率の測定だけではなく、熱膨張率や硬化収縮率の
測定も行った。また、粘弾性に特有の時間－温度換算則に用いるシフトファクターを温度だけではなく、硬化度も加えて
モデル化し、時間－温度－硬化度換算則に拡張した。加えて、成形中の基材の弾性率を測定するため、超音波の伝
達速度を用いた測定方法の開発に取り組み、基材のひずみを測定するため、A04 ユニットの東京大学と連携して、光フ
ァイバーセンサーを用いた測定手法の導入も実施した。 
 
2.3.2 状態推定手法及び最適化手法の開発 
 成形中の基材の内部状態を把握するには、各種センサーを埋め込んで測定するのが一般的であるが、埋め込まれたセ
ンサーは取り出すことが出来ないため、製品での測定には適用できない。そこで、基材表面のみにセンサーを配置し、セン
サーの測定データとシミュレーションを組み合わせることで内部状態を推定するデータ同化を用いた手法を開発した。 
この手法は、内部の状態量（例えば基材の熱伝導率）が異なるバラツキを持った複数のシミュレーションを同時に行

い、ある時点において、その時点の測定データとアンサンブルカルマンフィルターを用いてシミュレーションに補正をかけ、複数
のシミュレーションの平均を計算することで、基材内の状態量の分布を推定するというものである。センサーの配置が表面
のみでも使えるため、製品に対しても適用可能であり、センサーのみを使うとセンサー周囲の情報しか得られないが、この
手法は基材内全体の情報を推定できるという利点がある。 
 また、アクティブ制御成形において、反りを最小化する加熱条件を決定するには、前項で述べた反り予測手法に最適化
手法を加える必要がある。そこで、遺伝的アルゴリズムによる最適化手法を導入し、加熱条件における昇温速度や保持
温度、保持時間をパラメータとして、評価関数（基材内の硬化度差）を最小化する手法を開発した。 
 
2.3.3 ０．５ｍ長尺の模擬構造部材の成形実証試験 
 アクティブ制御成形を実証するため、試作成形装置として、アクティブ金型を導入した。また、アクティブ金型の各ヒーター
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2.2.3 模擬尾翼部材の成形試験 
開発材を用いて図 2.2.1 に示す模擬尾翼部材を成形し

た結果を図 2.2.5 に示す（成形方法は上記の要素部材の
場合と同様、成形体の寸法は図 2.2.1 を参照）。外観品
位も良好であり、ストリンガー、スキン板、前桁のいずれにもボ
イド、樹脂欠損など、目立った欠陥は観察されなかった。本成
形により、本プロジェクトにて開発した真空圧成形向け層間
粒子強化プリプレグは、航空機の一次構造材として適用可
能なポテンシャルを有することを確認できた。 

図 2.2.5 長さ２ｍの模擬尾翼部材の成形品      
 

2.3 アクティブ制御成形の成形実証（実施機関：東レ、東理大、愛媛大）  
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 アクティブ制御成形を用いて成形後に発生する反りを低減するには、成形中に発生する残留応力を計算し、その結果
生じる反りを予測する手法が必要であった。残留応力が発生する主な原因は、繊維及び樹脂の熱膨張・収縮と、熱硬
化性樹脂の硬化収縮によって生じるひずみである。特に樹脂は、ゲル化前は流体であり弾性率が低く、ゲル化後は固体
となり弾性率が高くなるとともに、積層基材に残留応力が発生するなど、成形中に力学特性と内部ひずみ状態が変化す
る。加えて、樹脂は粘弾性体であり、応力緩和やクリープなど、粘弾性特有の挙動を示す。 
 そこで、成形後の反りを予測するため、樹脂の緩和弾性率を一般化マックスウェルモデルに基づいてモデル化し、緩和時
間とそれに対応する弾性率を測定し、プロニー級数で表現した。また、繊維と樹脂の力学特性をセルフコンシステントマイ
クロメカニクスに基づいて組み合わせることで、基材の力学特性を予測し、その力学特性を用いて残留応力及びその結果
生じる反りを予測する手法を開発した。 
 反り予測手法に必要な物性として、上述の通り、樹脂の緩和弾性率の測定だけではなく、熱膨張率や硬化収縮率の
測定も行った。また、粘弾性に特有の時間－温度換算則に用いるシフトファクターを温度だけではなく、硬化度も加えて
モデル化し、時間－温度－硬化度換算則に拡張した。加えて、成形中の基材の弾性率を測定するため、超音波の伝
達速度を用いた測定方法の開発に取り組み、基材のひずみを測定するため、A04 ユニットの東京大学と連携して、光フ
ァイバーセンサーを用いた測定手法の導入も実施した。 
 
2.3.2 状態推定手法及び最適化手法の開発 
 成形中の基材の内部状態を把握するには、各種センサーを埋め込んで測定するのが一般的であるが、埋め込まれたセ
ンサーは取り出すことが出来ないため、製品での測定には適用できない。そこで、基材表面のみにセンサーを配置し、セン
サーの測定データとシミュレーションを組み合わせることで内部状態を推定するデータ同化を用いた手法を開発した。 
この手法は、内部の状態量（例えば基材の熱伝導率）が異なるバラツキを持った複数のシミュレーションを同時に行

い、ある時点において、その時点の測定データとアンサンブルカルマンフィルターを用いてシミュレーションに補正をかけ、複数
のシミュレーションの平均を計算することで、基材内の状態量の分布を推定するというものである。センサーの配置が表面
のみでも使えるため、製品に対しても適用可能であり、センサーのみを使うとセンサー周囲の情報しか得られないが、この
手法は基材内全体の情報を推定できるという利点がある。 
 また、アクティブ制御成形において、反りを最小化する加熱条件を決定するには、前項で述べた反り予測手法に最適化
手法を加える必要がある。そこで、遺伝的アルゴリズムによる最適化手法を導入し、加熱条件における昇温速度や保持
温度、保持時間をパラメータとして、評価関数（基材内の硬化度差）を最小化する手法を開発した。 
 
2.3.3 ０．５ｍ長尺の模擬構造部材の成形実証試験 
 アクティブ制御成形を実証するため、試作成形装置として、アクティブ金型を導入した。また、アクティブ金型の各ヒーター
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に対して、反り量を低減する最適な加熱条件を決定するため、上述の愛媛大学より提案された反り予測手法と東京理
科大学より提案された最適化手法を融合した加熱条件設計プログラムを開発した。また、同プログラムを用いた解析に
必要となるプリプレグ硬化特性データベースの構築のために、愛媛大学での樹脂粘弾性評価に加え、A04 ユニットの東
京大学が開発したプリプレグ厚さ方向硬化ひずみモニタリング技術、および高知工科大学が開発した硬化度モニタリング
技術、を用いた硬化特性評価を実施した。 
 開発手法の効果検証のために、図2.3.1に示すような傾斜部を持
つプライドロップ形状に対して、現行のオートクレーブと同じく均一な温
度と、加熱条件設計プログラムを用いて最適化した温度で成形試験
を実施した。均一加熱品との比較の結果、本プロジェクトで提案する
成形技術は、確かに成形時間を抑えつつも寸法不整を抑制可能な
成形手法であることを確認した。 

  図 2.3.1 アクティブ制御成形結果の一例  
2.4 ドライファイバーシート開発（実施機関：東レ） 
2.4.1 研究概要  
従来用いられてきた織物（反物）から材料を切り出す方法では、切り出す際の材料ロスが多いことが問題であった

（図 2.4.1）。そこで本研究では、ドライファイバーを台上の任意の位置に高速で自動配置可能な AFP
（Automated Fiber Placement）装置、および AFP に適したドライファイバー材の開発を通じて材料歩留りが高く、
また航空機部材に適用可能なドライファイバー二次元シート製造の基本技術確立を目的とする。 

 
図 2.4.1 材料ロス低減の考え方 

 
2.4.2 ドライファイバーシート材料のコンセプト 
本研究で開発した炭素繊維のドライファイバーシートの構造を図 2.4.2 に示す。本シートは、炭素繊維の表面に粒子

状のバインダー（接着剤）を付与したドライファイバーを一方向に並行に配置した繊維単層の片面上に、繊維の配向が
異なる単層を 2層重ねて接着した構造である。また、繊維層の間に、硬化板の耐衝撃性を向上させる層間強化材を載
置した。また、樹脂の流路（空間）を有する含浸性に優れるシート構造をコンセプトとした。 

 
図 2.4.2 ドライファイバーシート構造 

 
2.4.3 ドライファイバー製造技術の開発 

AFP 技術にてシート材料を製作するためには、糸幅が安定したドライファイバーが必要である。それを製作することを目
的として、図 2.4.3 および 2.4.4 に示すドライファイバーの製造実証装置を開発した。本装置は、クリールから引出された

引き揃えて配置した炭素繊維の様子 
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炭素繊維のドライファイバーを糸幅制御機構にて所望の糸幅に調整した後、バインダーを付与・定着させることでバインダ
ー付着ドライファイバーを得る構成となっている。 
本研究では、糸幅調整の条件やバインダーの付与・定着の条件検討を進めることによって、所望の糸幅のドライファイ

バーを安定的に製作することが可能となった（図 2.4.5）。 
 

 
図 2.4.3 ドライファイバー製造実証装置概略 

 

  
図 2.4.4 ドライファイバー製造実証装置と巻き取り後の様子 

 

              
図 2.4.5 糸幅制御有無による糸幅の比較 

  
2.4.4 ドライファイバー二次元シート開発  
本研究では、ドライファイバーを台上の任意の位置に高速で自動配置可能な AFP（Automated Fiber 

Placement）装置と、AFP 装置にて配置された炭素繊維層を積層し、次いで接着一体化するシート化装置を開発す
ることによって、ドライファイバー二次元シートの製作を可能にした。図 2.4.6 に示すように、まず AFP 工程でドライファイバ
ーを任意の位置に高速で配置してドライファイバー層を形成する。当該ドライファイバー層を搬送機構によりシート化装置
に搬送・配置し、次いで、層間強化材を配置する。さらに、AFP 工程で別途形成された繊維配向の異なるドライファイバ
ー第 2層をシート化装置台上に置いた第１層の上に重ね、これら２層を加熱圧着することで、シート材料を形成する。 

 
図 2.4.6 二次元シート製作工程 
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本プロセス技術の開発により、炭素繊維歩留まり 90%以上を達成可能なシートの製造技術が実現した。また、層間
に層間強化材を配置する構成とすることによって、液状樹脂注入時の樹脂流路が形成され、その結果樹脂含浸性の良
いシートが得られた。本シートを用いて成形したCFRP板の耐衝撃特性は従来プリプレグ材と同等の力学特性を示した。 

 
2.4.5 成果のまとめ 
上記のとおり、本研究では、前記ドライファイバー二次元シート基材製造の基本技術を確立した。また、本ドライファイ

バーシートを用いて RTM 成形した試験片評価により、当該技術を適用した成形品が従来プリプレグ材対比同等レベル
の力学特性を発現することを確認し、本プロジェクトで開発した技術が航空機部材に適用可能なレベルにあることを実証
した。また、後述する三次元ギャップ RTM 成形試作においても本シートを用いることで、炭素繊維歩留まり 90％以上の
成形品が得られることを実証した。 

 
2.5 三次元ギャップ RTM成形技術開発（実施機関：東レ） 
2.5.1 研究概要 
本研究では、成形サイクルを短縮するために、脱オートクレーブ成形法の一つである RTM（Resin Transfer 

Molding、樹脂注入成形）法を深化させ、特に、複数の部材を一体成形して部品点数を削減することにより部材コス
トの低減を図るべく、三次元形状の構造部材を短時間で成形する三次元ギャップ RTM 成形法（ブロック一体化工法）
の要素技術の確立を目的とした。 

 
2.5.2 構造モデル 
図 2.5.1に三次元ギャップ RTM成形法の要素技術の開発経緯を示す。本研究ではスキン・ストリンガー構造の 2種

類のモデル（基礎検討、要素検討）を検討した。H28 年度までは 0.5mx0.5m の平板スキンパネル上に、実構造を
模擬した約 40mm のフランジ付きのストリンガーを取り付けた基礎検討モデルを対象とし、金型動作方法の検討や三次
元プリフォームの製作条件の検討などを行った。 
次いで、成形に供する要素検討モデルは、より実際の航空機部材の構造に近いドア部材を模擬した1/4サイズで、外

寸は 1ｍｘ0.5ｍ、スキンパネルは R3000の湾曲形状、最大厚みは 12mm とした。H28年度は、抽出された課題や
検討結果を反映し、要素検討モデルを成形するための金型の設計・製作を行い、H29 年度からは三次元ギャップ RTM
成形法による成形サイクルの短縮の実証を目ざして検討を進めた。 

 

 
図 2.5.1 三次元ギャップ RTM成形法の要素技術の開発経緯 
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2.5.3 三次元ギャップ RTM成形法のコンセプト     
スキン・ストリンガー構造体は、従来のプリプレグ法の場合は、複数のストリンガーをオートクレーブで成形した後、これら

をスキン用のプリプレグ上に配置したものを、もう一度オートクレーブ内に入れて加熱加圧することによって製造される。 
一方、脱オートクレーブ成形法として知られる RTM(Resin Transfer Molding)では、加熱した金型内に強化繊維

からなるプリフォームを配置し、次いで樹脂を注入・硬化して成形品を得ることができる。しかし、RTM で航空機部材向け
の高い繊維体積含有率（Vf）を有する製品を成形する場合、樹脂の流動抵抗が高いため樹脂注入に多大な時間を
要し、かつ未含浸等の成形不良が生じやすいという問題があった。注入時間を短縮する手法として、樹脂注入時は金型
とプリフォームの間に樹脂流路となる隙間（ギャップ）を設け、樹脂を必要量注入後に完全に金型を閉じることで樹脂を
プリフォーム中に含浸させるギャップ RTM 法と呼ばれる手法があるものの、ギャップを設けられるのは平面部（二次元形
状）のみであり、本検討で想定するスキン・ストリンガー構造を成形するためには立ち（垂直）面でのギャップ形成が課
題となっていた。 
上記課題を解決する方法として、本研究では図 2.5.2 に示すような三次元ギャップ RTM 成形を提案した。本手法

では可動の分割中子を用い、平面方向だけではなく立面方向にもプリフォームと金型の間に隙間を形成し、樹脂流路と
する。この樹脂流路を介して樹脂を流動させた後に、各中子およびプレス機を動かしギャップを閉止することで樹脂を含浸
させる。本手法では平面部、立面部ともに樹脂流路を形成できるためプリフォーム全体に高速かつ均一に樹脂を注入で
きるので、注入時間の短縮とより確実な樹脂含浸を両立することができる。本手法を実証するための主要課題は、複雑
な製品形状に対応してギャップを形成する分割式の可動中子の設計と、分割された中子の間からの樹脂漏れを防ぐシー
ル構造の設計である。 

 
図 2.5.2 三次元ギャップ RTM成形法コンセプト 

 
2.5.4 実証試験  

図 2.5.3 に、要素検討モデル試作用の金型を示す。下型に設けた 20 個以上の分割式の可動中子を個別にもしく
は連動して動かすことによって、プリフォームと中子の間のギャップ（樹脂流路）形成・ギャップ閉止動作と、各ストリンガー
のフランジによって形成されるアンダーカット部の脱型を両立出来るように設計した。また各中子に設けたシール構造につい
ては、RTM で高品位な成形品を得るのに必要な高い真空度を得られる密閉性と、中子の円滑な動作を実現する摺動
性を両立できるように、シール材料の選定と構造設計を行った。図 2.5.4 に、第 2.4 項で述べたドライファイバーシートを
適用したプリフォームを示す。本プリフォームは、炭素繊維ドライファイバーシートを、モジュールごとに賦形した後、一体化す
ることにより製作した。 
成形実証試験では、本プリフォームを金型内にセットし、ギャップを形成した状態で航空機向けの液状エポキシ樹脂を

注入し、高速で流動させた。次いで、各可動部を動作させてギャップを閉じる動作により圧縮し、プリフォーム中に樹脂を
含浸させ、樹脂を硬化した後、金型から成形品を取り出した。その結果、未含浸の無い良好な品位の成形品を得ること
ができた（図 2.5.5）。 
成形品の最厚部（ストリンガーとスキンの接合部）を断面観察した結果、内部に目立つ欠陥は見られず、ボイド率は

0.3%と非常に良好であった。また、成形サイクルは従来のプリプレグ・オートクレーブ法の場合に比べて 1/5 以下の時間
であり、スキン・ストリンガー構造の短時間での一体成形が可能であることが実証出来た。 
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本プロセス技術の開発により、炭素繊維歩留まり 90%以上を達成可能なシートの製造技術が実現した。また、層間
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図 2.5.1 三次元ギャップ RTM成形法の要素技術の開発経緯 
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2.5.3 三次元ギャップ RTM成形法のコンセプト     
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図2.5.3 要素検討モデル試作用金型 

 

 

図2.5.4 ドライファイバーシート適用プリフォーム 図2.5.5 要素検討モデル試作結果 

 
2.5.5 成果のまとめ 
以上のとおり、実構造を模擬した要素検討モデルの試作によって品位良好な成形品を得ることができること、および三

次元形状の構造部材を短時間で一体成形することが可能なことを実証し、三次元ギャップ RTM 法（ブロック一体化工
法）の要素技術を確立した。 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
 本ユニットでは、オートクレーブを使用せずとも CFRP 製品を成形可能な２つの技術、①革新的プリプレグ真空圧成形
技術、および、②CFRP モジュール設計とブロック一体化工法の融合技術、について開発を行った。プロジェクト開始時に
はコンセプト段階であった２つの技術について開発を進め、模擬尾翼部材、あるいは模擬ドアパネル部材を対象とした成
形実証試験を進め、開発技術が航空機構造材にも適用可能なポテンシャルを有することを実証した。 
 プロジェクト終了後は、2030 年頃の開発本格化が想定される各航空機メーカーの次世代機開発プログラムに合わせ
た提案を行う。本 SIP プロジェクト開発材をベースとし、生産および品質管理面まで考慮した材料の更なる作りこみを行
うとともに、顧客の要求に応じて材料改善を加え、製品として市場に展開できる準備を整える。次世代航空機以外の用
途にも本材料を展開し、顧客からのフィードバックを得る、あるいは特性データベースを拡充する一環的活動を通じて、技
術のブラッシュアップを図る。必要に応じて CFRP部材の実使用を想定した長期信頼性評価（疲労特性評価や耐環境
性評価）、さらには積層特性評価など、種々の検討を、部材メーカーおよび複合材料評価を専門とする国研、大学など
の学術的研究機関と連携して進めることで、開発期間の大幅な短縮を図り、早期の実用化を目指す。 
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1.1 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。 
 
1.2 研究開発の目標   
• 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。 
• 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 CFRP 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。 
• 成形プロセス過程および長期熱安定性評価における分析技術の有用性が実証されていること。 
• 長期熱安定性向上を実現するための耐熱高分子構造設計指針を獲得すること。 
• 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、曲面形状

や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。 
 
1.3 実施項目 
• 材料特性データ取得（JAXA、IHI、農工大） 
• 繊維/樹脂界面強度測定法および高温耐久性予測法の研究開発（理科大） 
• 熱分析、化学分析の応用（島津） 
• ポリイミド樹脂のデータ取得および改良・開発（カネカ、JAXA：平成 29年度より） 
• オートクレーブ成形プロセス検討（JAXA） 
• ポリイミド系 CFRP の成形基盤技術に関する研究（農工大：平成 27年 12月より） 
• 高温試験法の開発と標準化（JAXA、IHI、農工大、島津） 
• 高温引張用部分加熱恒温槽の開発（島津） 
 
1.4 実施体制・分担 
（材料技術） 
データ取得：JAXA、IHI、農工大、  分析技術：島津 
界面強度および高温耐久性評価法：理科大 
ポリイミド樹脂開発：カネカ、JAXA 
（成形プロセス技術） 
成形：JAXA、 基盤技術：農工大 
（高温試験技術） 
高温試験法：JAXA、IHI、農工大、島津 
部分加熱恒温槽：島津 
 

ユニット名 A03 耐熱高分子基複合材（耐熱 CFRP）の適用技術研究 
研究 
責任者 

石田 雄一（JAXA 航空技術部門 構造・複合材技術研究ユニット 主任研究開発員） 
守屋 勝義（㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 民間エンジン事業部技術部 主幹） 

参画機関 JAXA、㈱IHI、東京理科大学、㈱島津製作所、東京農工大学、㈱カネカ 
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• 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。 
 
1.3 実施項目 
• 材料特性データ取得（JAXA、IHI、農工大） 
• 繊維/樹脂界面強度測定法および高温耐久性予測法の研究開発（理科大） 
• 熱分析、化学分析の応用（島津） 
• ポリイミド樹脂のデータ取得および改良・開発（カネカ、JAXA：平成 29年度より） 
• オートクレーブ成形プロセス検討（JAXA） 
• ポリイミド系 CFRP の成形基盤技術に関する研究（農工大：平成 27年 12月より） 
• 高温試験法の開発と標準化（JAXA、IHI、農工大、島津） 
• 高温引張用部分加熱恒温槽の開発（島津） 
 
1.4 実施体制・分担 
（材料技術） 
データ取得：JAXA、IHI、農工大、  分析技術：島津 
界面強度および高温耐久性評価法：理科大 
ポリイミド樹脂開発：カネカ、JAXA 
（成形プロセス技術） 
成形：JAXA、 基盤技術：農工大 
（高温試験技術） 
高温試験法：JAXA、IHI、農工大、島津 
部分加熱恒温槽：島津 
 

ユニット名 A03 耐熱高分子基複合材（耐熱 CFRP）の適用技術研究 
研究 
責任者 

石田 雄一（JAXA 航空技術部門 構造・複合材技術研究ユニット 主任研究開発員） 
守屋 勝義（㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 民間エンジン事業部技術部 主幹） 

参画機関 JAXA、㈱IHI、東京理科大学、㈱島津製作所、東京農工大学、㈱カネカ 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)材料 データ取得 
界面・耐久性評価法 
熱・化学分析の応用 
ポリイミド樹脂開発 

計画策定 
試験機製作
計画検討 

― 

データ取得 候補材選定 データ取得 データベース 部品開発フェーズ
（ 2019 ～ 、    
TRL∼5） 

界面強度評価法の開発 
分析を成形にフィードバック 

高温耐久性評価法の開発 
分析を樹脂改良にフィードバック 
ポリイミド樹脂の改良・開発 ― ― 

(2)成形技術 
 

オートクレー
ブ仕様検討 

オートクレー
ブ導入 

成形プロセス開発(平板・厚板・曲面部材) 
成形基盤技術(モニタリング・シミュレーション) 

実機適用フェーズ
（ 2026 頃 ∼ 、
TRL∼6） 

(3)高温試験技術 調査・検討 試験法の技術検討 試験法の妥当性検証  
 試験片製作   手順文書化 ISO報告 実用化 

 TRL=2  TRL=2.5  TRL=3  
 
2. 研究開発の成果 
2.1 材料技術 
2.1.1 特性データ取得 
• 国産で入手できるポリイミド A～Ｃ、ビスマレイミド D

を適用した CFRP 積層板を試作し、計 400 点を超
える基礎データ（各種高温静的強度、熱暴露後残
留強度、熱サイクル負荷試験など）を取得。上記結
果から、200℃級としてビスマレイミド D、250℃級と
してポリイミド A（TriA-X）を候補材として選択した。 

• 特に、TriA-X ポリイミド CFRP は 250℃ 3000 時
間熱暴露でも強度が低下しないことを実証した。 

• エンジン部品開発の概念設計に必要とされる基礎材
料特性データの取得を完了、データベース化した。  

 
2.1.2 界面強度評価法および長期耐久性評価法 
• 繊維/樹脂界面の機械的特性評価方法（マイ

クロドロップレット試験とその数値モデリングの組み
合わせによる正確な強度評価手法）を新たに提
案、その妥当性を検証し技術的な目途を得た。 

• 上記技術を利用して、繊維/樹脂界面強度の温
度依存性が小さいことを明らかにした。 

• 一方向耐熱 CFRP の横方向破壊に関する数値
モデルを構築し、破壊モードがひずみ速度と環境
温度によって変化することを確認した。（①低温・
高ひずみ速度：界面破壊支配型、界面強度は
温度とひずみ速度に依存しないため、一定の強
度。 ②高温・低ひずみ速度：樹脂破壊支配
型、樹脂破壊が温度・ひずみ速度依存性を有す
る） 

• 一方向耐熱 CFRP の横方向破壊の温度・ひず
み速度依存性に関する実験を実施し、数値シミ
ュレーションと比較した。 
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図 2.1.1 TriA-X CFRP の 250℃熱暴露後無孔
圧縮強度 

図 2.1.2 解析経過(上図)と繊維荷重―変位図(下
図)の例 
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• 耐熱樹脂（ポリイミド）の粘弾粘塑性構成則を様々な実験と比較して確定し、温度・時間依存の破壊則を構築
した。 

• ポリイミド樹脂に対してエントロピー損傷破壊則を適用し、負荷履歴・温度を考慮した破壊予測技術を提案した。 
• エントロピー損傷破壊則を汎用有限要素解析ソフト ABAQUS に実装、耐久性に関する数値実験が可能となった。 
• 繊維/樹脂界面の機械特性評価に関して分子シミュレーションの観点からアプローチする技術開発に着手し、一定

の目途を得た。 
 
2.1.3 熱分析・化学分析の応用 
• 成形プロセスにおける化学的変化を評価するために耐熱CFRPプリプレグを対象とし成形温度プロセスに則ったTG-

FTIR（発生ガス分析）を実施した。当初、発生ガス量が少なく感度が不足したが、試料量、加熱速度、パージガ
ス流量を検討することにより、必要なスペクトル強度が得られるようになった。成形プロセスにおける各加熱ステップで
の変化の化学的な評価が可能なことがわかり、最適な成形条件検討へフィードバックできることを示した。 

• ポリイミド（TriA-X）樹脂単体について、昇温速度を変えて測定した熱重量曲線において一定の減量を示すポイ
ントでの温度と昇温速度の関係から活性化エネルギーを求め、劣化の進行時間をシミュレーションした。結果を以下
に示す。 

 主鎖の繰り返し単位数が大きい（＝末端基 PEPA の濃度が低い）方が熱安定性が高い 
 実際の長期熱暴露試験と傾向が一致しており、本法で短時間での樹脂のスクリーニングが可能 
 窒素中での耐熱性は非常に高く、高温劣化は酸化が主原因であることを示唆 
 ただし酸化反応は試験片形状（比表面積）に依存するため、推定暴露時間の絶対値はそのまま使えない 

以上のように、長期熱安定性評価における分析技術の有用性を実証した。 
 
2.1.4 ポリイミド樹脂の改良・開発 
• ポリイミド樹脂の長期熱安定性向上を目的として、

熱酸化劣化しやすい分子構造因子を解明するため
の検討を進め、長期耐熱性向上に有効なモノマーの
構造の特定に至った（図 2.1.3）。 

• ポリイミド樹脂の一次構造だけでなく高次構造も長
期耐熱性に大きな影響を及ぼすことを明らかにした。 

• 末端基 PEPA の濃度を減らすことで、長期熱安定
性が向上することを確認した。 

• 上記結果をもとに、改良型熱硬化性ポリイミドを開
発し、そのプリプレグを製作した。 

以上のとおり、長期熱安定性向上を実現するための耐熱
高分子構造設計指針を獲得した。 
 
2.2 成形プロセス技術 
2.2.1 オートクレーブを用いた成形プロセス開発 
• 高温オートクレーブおよび溶液式プリプレグ試作装置を

JAXA に導入し、安定的に稼働している。これにより、素
材（プリプレグ）製作から成形、評価に至るまでのサイク
ルを大幅に短縮可能とした。 

• プロジェクト開始前は、成形したポリイミド CFRP 中にプリ
プレグ由来の有機溶媒（NMP）が少量残存し、
32ply（厚さ約 4 mm）でボイド（空隙）が発生し

図 2.1.3 長期耐熱性の簡易指標値（Td
5）の

原料種（酸無水物）依存性 

図 2.2.1 TriA-X ポリイミド複合材（64 ply）
の断面顕微鏡写真 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)材料 データ取得 
界面・耐久性評価法 
熱・化学分析の応用 
ポリイミド樹脂開発 

計画策定 
試験機製作
計画検討 

― 

データ取得 候補材選定 データ取得 データベース 部品開発フェーズ
（ 2019 ～ 、    
TRL∼5） 

界面強度評価法の開発 
分析を成形にフィードバック 

高温耐久性評価法の開発 
分析を樹脂改良にフィードバック 
ポリイミド樹脂の改良・開発 ― ― 

(2)成形技術 
 

オートクレー
ブ仕様検討 

オートクレー
ブ導入 

成形プロセス開発(平板・厚板・曲面部材) 
成形基盤技術(モニタリング・シミュレーション) 

実機適用フェーズ
（ 2026 頃 ∼ 、
TRL∼6） 

(3)高温試験技術 調査・検討 試験法の技術検討 試験法の妥当性検証  
 試験片製作   手順文書化 ISO報告 実用化 

 TRL=2  TRL=2.5  TRL=3  
 
2. 研究開発の成果 
2.1 材料技術 
2.1.1 特性データ取得 
• 国産で入手できるポリイミド A～Ｃ、ビスマレイミド D

を適用した CFRP 積層板を試作し、計 400 点を超
える基礎データ（各種高温静的強度、熱暴露後残
留強度、熱サイクル負荷試験など）を取得。上記結
果から、200℃級としてビスマレイミド D、250℃級と
してポリイミド A（TriA-X）を候補材として選択した。 

• 特に、TriA-X ポリイミド CFRP は 250℃ 3000 時
間熱暴露でも強度が低下しないことを実証した。 

• エンジン部品開発の概念設計に必要とされる基礎材
料特性データの取得を完了、データベース化した。  

 
2.1.2 界面強度評価法および長期耐久性評価法 
• 繊維/樹脂界面の機械的特性評価方法（マイ

クロドロップレット試験とその数値モデリングの組み
合わせによる正確な強度評価手法）を新たに提
案、その妥当性を検証し技術的な目途を得た。 

• 上記技術を利用して、繊維/樹脂界面強度の温
度依存性が小さいことを明らかにした。 

• 一方向耐熱 CFRP の横方向破壊に関する数値
モデルを構築し、破壊モードがひずみ速度と環境
温度によって変化することを確認した。（①低温・
高ひずみ速度：界面破壊支配型、界面強度は
温度とひずみ速度に依存しないため、一定の強
度。 ②高温・低ひずみ速度：樹脂破壊支配
型、樹脂破壊が温度・ひずみ速度依存性を有す
る） 

• 一方向耐熱 CFRP の横方向破壊の温度・ひず
み速度依存性に関する実験を実施し、数値シミ
ュレーションと比較した。 
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図 2.1.2 解析経過(上図)と繊維荷重―変位図(下
図)の例 
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• 耐熱樹脂（ポリイミド）の粘弾粘塑性構成則を様々な実験と比較して確定し、温度・時間依存の破壊則を構築
した。 

• ポリイミド樹脂に対してエントロピー損傷破壊則を適用し、負荷履歴・温度を考慮した破壊予測技術を提案した。 
• エントロピー損傷破壊則を汎用有限要素解析ソフト ABAQUS に実装、耐久性に関する数値実験が可能となった。 
• 繊維/樹脂界面の機械特性評価に関して分子シミュレーションの観点からアプローチする技術開発に着手し、一定

の目途を得た。 
 
2.1.3 熱分析・化学分析の応用 
• 成形プロセスにおける化学的変化を評価するために耐熱CFRPプリプレグを対象とし成形温度プロセスに則ったTG-

FTIR（発生ガス分析）を実施した。当初、発生ガス量が少なく感度が不足したが、試料量、加熱速度、パージガ
ス流量を検討することにより、必要なスペクトル強度が得られるようになった。成形プロセスにおける各加熱ステップで
の変化の化学的な評価が可能なことがわかり、最適な成形条件検討へフィードバックできることを示した。 

• ポリイミド（TriA-X）樹脂単体について、昇温速度を変えて測定した熱重量曲線において一定の減量を示すポイ
ントでの温度と昇温速度の関係から活性化エネルギーを求め、劣化の進行時間をシミュレーションした。結果を以下
に示す。 

 主鎖の繰り返し単位数が大きい（＝末端基 PEPA の濃度が低い）方が熱安定性が高い 
 実際の長期熱暴露試験と傾向が一致しており、本法で短時間での樹脂のスクリーニングが可能 
 窒素中での耐熱性は非常に高く、高温劣化は酸化が主原因であることを示唆 
 ただし酸化反応は試験片形状（比表面積）に依存するため、推定暴露時間の絶対値はそのまま使えない 

以上のように、長期熱安定性評価における分析技術の有用性を実証した。 
 
2.1.4 ポリイミド樹脂の改良・開発 
• ポリイミド樹脂の長期熱安定性向上を目的として、

熱酸化劣化しやすい分子構造因子を解明するため
の検討を進め、長期耐熱性向上に有効なモノマーの
構造の特定に至った（図 2.1.3）。 

• ポリイミド樹脂の一次構造だけでなく高次構造も長
期耐熱性に大きな影響を及ぼすことを明らかにした。 

• 末端基 PEPA の濃度を減らすことで、長期熱安定
性が向上することを確認した。 

• 上記結果をもとに、改良型熱硬化性ポリイミドを開
発し、そのプリプレグを製作した。 

以上のとおり、長期熱安定性向上を実現するための耐熱
高分子構造設計指針を獲得した。 
 
2.2 成形プロセス技術 
2.2.1 オートクレーブを用いた成形プロセス開発 
• 高温オートクレーブおよび溶液式プリプレグ試作装置を

JAXA に導入し、安定的に稼働している。これにより、素
材（プリプレグ）製作から成形、評価に至るまでのサイク
ルを大幅に短縮可能とした。 

• プロジェクト開始前は、成形したポリイミド CFRP 中にプリ
プレグ由来の有機溶媒（NMP）が少量残存し、
32ply（厚さ約 4 mm）でボイド（空隙）が発生し

図 2.1.3 長期耐熱性の簡易指標値（Td
5）の

原料種（酸無水物）依存性 

図 2.2.1 TriA-X ポリイミド複合材（64 ply）
の断面顕微鏡写真 
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た。また、一見ボイドレスに見える 16 plyでも、ガラス転
移温度が 300℃前後と樹脂単体（約 360℃）に比
べ低かった。それに対し、溶媒除去工程と成形硬化工
程を分けた二段階成形法を適用したことにより、TriA-
X ポリイミド CFRP の厚さ 8.8 mm（64 ply）におい
て、ボイドレスかつ Tg=360℃前後の積層板が安定し
て得られるようになった（図 2.2.1）。 

• 200℃級ビスマレイミド CFRP でセンターフレームを模し
た 1/4 円筒の曲面部品・C 型補強板・大型平板を、
250℃級 TriA-X ポリイミド CFRP で 1/4 円筒
（R=200 mm、長さ 210 mm、擬似等方 32 ply：
図 2.2.2）・厚板（300 mm 角、厚さ 8.8 mm(64 ply)および 13.2 mm(96 ply)）・大型平板（500 
mm角、擬似等方 16 ply）をそれぞれ試作し、耐熱 CFRP の基本的な成形プロセスを確立した。 

 
2.2.2 成形基盤技術（モニタリング・シミュレーション） 
• ポリイミド系 CFRPの成形工程における溶媒揮

発現象を in-situ で評価するため、赤外分光
計（FT-IR）を適用したインライン溶媒揮発モ
ニタリング手法を確立した。 

• プリプレグ中における溶媒拡散現象を把握する
とともに、現象のモデル化を行った。 

• ポリイミド系 CFRP における溶媒揮発挙動のシ
ミュレーション手法を JAXAにおける種々の成形
条件に対して適用し、妥当性の検証と改良を
行った。 

• FT-IR を適用したインラインガス分析システムを
JAXA の オ ー ト ク レ ー ブ に 組 み 込 み 、 
JAXA/IHI が実施する実際の成形実験に適
用した。また、大型積層板の成形等に適用
し、その有用性を確認した。 

 
2.3 高温試験技術 

CFRP の高温での強度試験法は標準化されておらず、耐熱 CFRP を実用化するためには、高温強度の信頼性を確
保できる高温試験法の標準化が求められている。本プロジェクトでは、高温での引張試験、面内せん断試験、無孔圧縮
試験について、以下の項目で評価を重ね、妥当性を評価・検証し、手順を文書化した。 

• 短時間で試験を可能とする効率的な加熱方法 
• 試験範囲での ±2.7 oC 以内の均熱性確保  
• 高温ひずみ測定法の妥当性 
• 高温試験後の破壊モードの妥当性 

この成果を 2018 年 9 月に大宮で開催された ISO/TC61/SC13 会議にて、今後の新規標準化検討項目として
技術紹介プレゼンを行った。 
 具体的な成果内容は以下のとおりである。 
• 高温引張試験： 全体加熱恒温槽＋高温油圧チャック 

評定部 150mm中、130mm以上の範囲で温度分布は試験温度±2.7℃以内であることを確認した。また、比

図 2.2.2 TriA-X複合材の 1/4円筒試作品 

図 2.2.3 ポリイミド系 CFRP における溶媒揮発挙動のシミュ
レーション例 
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較的短時間で評定部の均熱（±2.7℃以下）が得られ、1時間当たり 3～4本程度の試験効率を達成できるこ
とを確認した。 

• 高温せん断試験 
ショートビームシェア（SBS）試験法は 250℃以上の試験ではローラー直下で試験片が塑性変形し不適な場合
がある。目違い切り欠き（DNS）法は安定して層間せん断破壊が得られることを確認した。 

• 高温圧縮試験 
高温試験用に NAL-II 法治具を改良し、室温～300℃の温度域において、圧縮強度およびひずみデータを良好
に取得できることを実証した。また、圧縮試験片の評定部全体が、試験温度に対して±2.7℃以内となることを確
認した。 

• 高温ひずみ測定 
高温ひずみゲージは、250℃以下の試験温度であれば 3000με 以内の範囲でひずみ計測に使用でき、弾性率を
取得できることを確認した。一方、3000με
以上ではひずみゲージが試験片から剥離す
るため使用できず、破断ひずみの計測には
高温伸び計が必要となることが明らかとなっ
た。 

• 高温引張試験用部分加熱恒温槽の開発 
一般的な材料試験機用の恒温槽の扉部に
小型の試験室を追加する形で部分加熱を
実現する形態を発案、試作した（図
2.3.1）。温風の流れを改良し、温度分布
300±3℃を実現できることを確認した。ま
た、全体加熱恒温槽を用いた引張試験結
果との一致を確認した。 

 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
・総括 
 1.2項に挙げたすべての項目において目標を達成し、材料開発フェーズを完了した。特に、耐熱性の高いポリイミド複合
材で実用化レベル（8 mm以上）の厚板が成形できるようになったことは大きな前進といえる。 
・今後の展開 
部品開発フェーズとして，エンジン部品を想定した研究を進めていく（～2025 年頃）。エンジンメーカーを中心として

エンジン部品（デモ部品）の試作や構造試験（リグ試験）を検討する。並行して、樹脂・プリプレグの改良、成形プロセ
スの改善についても継続的に実施し、JAXA 拠点を核として、JAXA/樹脂メーカー/炭素繊維メーカー/ユーザー（IHI）
/大学などが糾合して要素技術課題に取り組む体制を想定している。研究設備やノウハウ等については SIP プロジェクト
で整備・蓄積したものを有効に利用する。更に、スケジュールは具体的なエンジンプログラムの開始時期に依存するが、実
機適用フェーズとしてエンジンメーカーによるエンジン実機の開発を想定している。 
・成果物 
特許出願：国内 2 件・外国 2 件、査読付き論文：国際 3 報・国内 1 報（他国内 1 報アクセプト済み）、解説

記事：1報（他 1報予定）、学会発表：国際 15件、国内 15件（他国内 1件予定） 
・便利帳機能； 
  ・問い合わせ先：JAXA 航空技術部門 構造・複合材技術研究ユニット 石田 雄一 
  ・解説記事：日本複合材料学会誌、ジェットエンジン部品への適用を目指した耐熱 CFRP の研究開発、2018、
44、44-48 
 

図 2.3.1 部分加熱恒温槽の概略図 
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た。また、一見ボイドレスに見える 16 plyでも、ガラス転
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JAXA の オ ー ト ク レ ー ブ に 組 み 込 み 、 
JAXA/IHI が実施する実際の成形実験に適
用した。また、大型積層板の成形等に適用
し、その有用性を確認した。 

 
2.3 高温試験技術 

CFRP の高温での強度試験法は標準化されておらず、耐熱 CFRP を実用化するためには、高温強度の信頼性を確
保できる高温試験法の標準化が求められている。本プロジェクトでは、高温での引張試験、面内せん断試験、無孔圧縮
試験について、以下の項目で評価を重ね、妥当性を評価・検証し、手順を文書化した。 

• 短時間で試験を可能とする効率的な加熱方法 
• 試験範囲での ±2.7 oC 以内の均熱性確保  
• 高温ひずみ測定法の妥当性 
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較的短時間で評定部の均熱（±2.7℃以下）が得られ、1時間当たり 3～4本程度の試験効率を達成できるこ
とを確認した。 

• 高温せん断試験 
ショートビームシェア（SBS）試験法は 250℃以上の試験ではローラー直下で試験片が塑性変形し不適な場合
がある。目違い切り欠き（DNS）法は安定して層間せん断破壊が得られることを確認した。 

• 高温圧縮試験 
高温試験用に NAL-II 法治具を改良し、室温～300℃の温度域において、圧縮強度およびひずみデータを良好
に取得できることを実証した。また、圧縮試験片の評定部全体が、試験温度に対して±2.7℃以内となることを確
認した。 

• 高温ひずみ測定 
高温ひずみゲージは、250℃以下の試験温度であれば 3000με 以内の範囲でひずみ計測に使用でき、弾性率を
取得できることを確認した。一方、3000με
以上ではひずみゲージが試験片から剥離す
るため使用できず、破断ひずみの計測には
高温伸び計が必要となることが明らかとなっ
た。 

• 高温引張試験用部分加熱恒温槽の開発 
一般的な材料試験機用の恒温槽の扉部に
小型の試験室を追加する形で部分加熱を
実現する形態を発案、試作した（図
2.3.1）。温風の流れを改良し、温度分布
300±3℃を実現できることを確認した。ま
た、全体加熱恒温槽を用いた引張試験結
果との一致を確認した。 

 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
・総括 
 1.2項に挙げたすべての項目において目標を達成し、材料開発フェーズを完了した。特に、耐熱性の高いポリイミド複合
材で実用化レベル（8 mm以上）の厚板が成形できるようになったことは大きな前進といえる。 
・今後の展開 
部品開発フェーズとして，エンジン部品を想定した研究を進めていく（～2025 年頃）。エンジンメーカーを中心として

エンジン部品（デモ部品）の試作や構造試験（リグ試験）を検討する。並行して、樹脂・プリプレグの改良、成形プロセ
スの改善についても継続的に実施し、JAXA 拠点を核として、JAXA/樹脂メーカー/炭素繊維メーカー/ユーザー（IHI）
/大学などが糾合して要素技術課題に取り組む体制を想定している。研究設備やノウハウ等については SIP プロジェクト
で整備・蓄積したものを有効に利用する。更に、スケジュールは具体的なエンジンプログラムの開始時期に依存するが、実
機適用フェーズとしてエンジンメーカーによるエンジン実機の開発を想定している。 
・成果物 
特許出願：国内 2 件・外国 2 件、査読付き論文：国際 3 報・国内 1 報（他国内 1 報アクセプト済み）、解説

記事：1報（他 1報予定）、学会発表：国際 15件、国内 15件（他国内 1件予定） 
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ユニット名 A04 成形プロセスモニタリング・モデリングと品質評価技術 
研究 
責任者 

武田 展雄（東京大学大学院新領域創成科学研究科 客員連携研究員） 
岩堀 豊（宇宙航空研究開発機構航空技術部門構造・複合材技術ユニット上席研究
員） 

参画機関 東京大学､高知工科大学､東北大学､九州大学､宇宙航空研究開発機構 
 
1.1 背景・目的 
本拠点では日本の航空機用 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、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。 
 
1.2 研究開発の目標   

• 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 

 
1.3 実施項目 

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- CFRP 内部ひずみの計測および高精度モデリ
ング技術基盤の確立 -   （東京大学 TJCC） 

２） 埋込み可能な多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術（高知工科大学） 
３） 分子シミュレーションに基づく高性能かつ高生産性を有する樹脂の開発（東北大学） 
４）樹脂流動および成形材の品質予測に関するシミュレータの開発（九州大学） 

   ５）複合材構造高精度モデリング技術  
(1)初期不整を考慮した材料モデリング（東京大学工学系研究科） 
(2)ミクロ・メゾ構造を考慮した材料・構造モデリング技術の研究（宇宙航空研究開発機構） 

 
1.4 実施体制・分担 

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），九州大学（矢代茂樹） 

３） 複合材構造高精度モデリング技術 
  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） 

 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 内部ひずみの計測およ
び高精度モデリング技術基
盤の確立 
 

基礎技術の構
築 
 
 

新規プロセスへ
の適用・複雑形
状部材への拡
張 

モデリング技術
の修正・構造要
素への適用 
 

実用化構造へ
の適用検討 
 
 

A02 ユニット材
料への適用 
 
 

実機開発への
適用（202５
年） 
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(2) 埋込み可能な多機能
センサによるリアルタイム硬
化モニタリング技術 
 
 
(3) 分子シミュレーションに
基づく樹脂物性評価および
マルチスケール破壊シミュレ
ーション技術の開発 
 
(4) 樹脂流動および成形
材の品質予測に関するシミ
ュレータの開発 
 
(5) 初期不整を考慮した
材料モデリング 
 
 
(6) ミクロ・メゾ構造を考慮
した材料・構造モデリング技
術 

 
 

 
自己補償型測
定装置開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計測手法の検
討 
 
 

 
硬化度測定の
高精度化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
初期不整データ
取得・解析モデ
ル検討 

 
分布測定の高
精度化 
 
 
 
実験による MD
コードの検証・マ
ルチスケール解
析の構築 
 
 
(ボイド形成解析) 
 
 
解析モデル検
証 

 
3 次元形状に
対応した改良・
新型同時測定
システムの開発 
 
多目的材料探
索・A11 ユニッ
トへの学術支
援 
 
構造要素での
ギャップRTM解
析の検証 
 
解析モデルの精
度向上 
 
 
実用構造への
適用検討 
（プライドロッ
プ・孔部） 

 
実用化構造で
の実証 
 
 
 
多目的材料探
索・A11 ユニッ
トへの学術支
援 
 
構造部材での
実証 
 
 
実部材データに
よる解析モデル
検証 
 
航空機構造設
計ツールへのフィ
ードバック検討 

 
ポータブルな測
定システム開発 
(2019) 
 
 
新規複合材料
開発 
 
 
 
構造部材の成
形への適用 
 
 
2019年以降、
実部材への適
用 
 
実機開発の構
造要素設計へ
の適用 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 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- CFRP 内部ひずみの計測および高精度モデリン
グ技術基盤の確立 -   （東京大学 TJCC） 
2.1.1 光ファイバその場ひずみ計測に基づく高信頼性成形モデリング 
複合材構造の開発においては、成形時に発生する形状歪みや残留応力に起因する亀裂の発生が問題となるが、従

来は成形型形状や温度プロファイルを変更して試作を繰り返す試行錯誤により所望の形状や性能を実現可能な製造プ
ロセスを設定しており、開発の高コスト化を招く要因となっていた。よって試作を繰り返す従来手法に代わり、シミュレーショ
ンによって内部の応力-ひずみ状態を推定し、最適な成形プロセスを決定する必要があり、これまでに様々な手法が提案
されてきている。高精度な成形シミュレーションを行うためには、硬化反応時の収縮ひずみと弾性率変化の両方を正確に
解析に導入する必要がある。既存手法では剛性・ひずみともに熱分析装置による計測に基づいたモデルが利用されてき
ているが、実際の成形環境での計測に基づかないため正確性と信頼性に課題があった。これら従来手法に代わる新たな
手法として、埋込光ファイバ FBGセンサによる内部ひずみ計測に基づく成形シミュレーション法を構築した(図 2.1.1左)。 
ここではまず、埋め込み光ファイバセンサ端部で生じるせん断遅れを用いることで、複合材の剛性と収縮ひずみを同時にそ
の場同定する。硬化中の複合材において収縮ひずみは、光ファイバ端部近傍の界面せん断応力を介して光ファイバに伝
達されるため、光ファイバ端部からセンサ部までの距離と複合材の剛性に応じて計測されるひずみが異なる。これを利用し、
端部長さの異なる 2 本の FBG センサを埋め込んで樹脂硬化度に依存した硬化収縮ひずみを計測すると同時に、供試
体を模擬した有限要素解析を実施し、計測結果を再現するような複合材剛性と硬化収縮ひずみの組み合わせを、逆
解析を用いて同定することができる。さらに得られた物性値を用いた成形シミュレーションの妥当性検証を、従来のように
成形後の部材形状だけでなく、成形中の内部ひずみに基づいて行えるため、より確度の高いシミュレーションを実施するこ
とが可能である。 
本手法を活用して、複雑構造部材の基本要素である L 型材の成形シミュレーションを実施した。光ファイバセンサを積

層板面外±45°方向に埋め込み、面外せん断ひずみを計測する技術を新たに開発し(図 2.1.1 中央)、積層板厚さに
依存した硬化反応時の内部変形メカニズムを明らかにした。このひずみ変化を再現可能な理論モデルを定式化するととも

←――――シミュレーション手法の開発――――→ 

TRL=2 TRL=3 

(樹脂流動解析,ゲート位置最適化) 

3次元織物複合材料の製作・ 
成形・試験 
マルチスケール解析手法の構築 

試験片(積層板)レベルでの解析
手法の実証・改良 

←-MD コードの作成と検証―→ 

TRL=4 TRL=５ 
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ユニット名 A04 成形プロセスモニタリング・モデリングと品質評価技術 
研究 
責任者 

武田 展雄（東京大学大学院新領域創成科学研究科 客員連携研究員） 
岩堀 豊（宇宙航空研究開発機構航空技術部門構造・複合材技術ユニット上席研究
員） 

参画機関 東京大学､高知工科大学､東北大学､九州大学､宇宙航空研究開発機構 
 
1.1 背景・目的 
本拠点では日本の航空機用 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、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。 
 
1.2 研究開発の目標   

• 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 

 
1.3 実施項目 

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- CFRP 内部ひずみの計測および高精度モデリ
ング技術基盤の確立 -   （東京大学 TJCC） 

２） 埋込み可能な多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術（高知工科大学） 
３） 分子シミュレーションに基づく高性能かつ高生産性を有する樹脂の開発（東北大学） 
４）樹脂流動および成形材の品質予測に関するシミュレータの開発（九州大学） 

   ５）複合材構造高精度モデリング技術  
(1)初期不整を考慮した材料モデリング（東京大学工学系研究科） 
(2)ミクロ・メゾ構造を考慮した材料・構造モデリング技術の研究（宇宙航空研究開発機構） 

 
1.4 実施体制・分担 

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），九州大学（矢代茂樹） 

３） 複合材構造高精度モデリング技術 
  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） 

 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 内部ひずみの計測およ
び高精度モデリング技術基
盤の確立 
 

基礎技術の構
築 
 
 

新規プロセスへ
の適用・複雑形
状部材への拡
張 

モデリング技術
の修正・構造要
素への適用 
 

実用化構造へ
の適用検討 
 
 

A02 ユニット材
料への適用 
 
 

実機開発への
適用（202５
年） 
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(2) 埋込み可能な多機能
センサによるリアルタイム硬
化モニタリング技術 
 
 
(3) 分子シミュレーションに
基づく樹脂物性評価および
マルチスケール破壊シミュレ
ーション技術の開発 
 
(4) 樹脂流動および成形
材の品質予測に関するシミ
ュレータの開発 
 
(5) 初期不整を考慮した
材料モデリング 
 
 
(6) ミクロ・メゾ構造を考慮
した材料・構造モデリング技
術 

 
 

 
自己補償型測
定装置開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計測手法の検
討 
 
 

 
硬化度測定の
高精度化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
初期不整データ
取得・解析モデ
ル検討 

 
分布測定の高
精度化 
 
 
 
実験による MD
コードの検証・マ
ルチスケール解
析の構築 
 
 
(ボイド形成解析) 
 
 
解析モデル検
証 

 
3 次元形状に
対応した改良・
新型同時測定
システムの開発 
 
多目的材料探
索・A11 ユニッ
トへの学術支
援 
 
構造要素での
ギャップRTM解
析の検証 
 
解析モデルの精
度向上 
 
 
実用構造への
適用検討 
（プライドロッ
プ・孔部） 

 
実用化構造で
の実証 
 
 
 
多目的材料探
索・A11 ユニッ
トへの学術支
援 
 
構造部材での
実証 
 
 
実部材データに
よる解析モデル
検証 
 
航空機構造設
計ツールへのフィ
ードバック検討 

 
ポータブルな測
定システム開発 
(2019) 
 
 
新規複合材料
開発 
 
 
 
構造部材の成
形への適用 
 
 
2019年以降、
実部材への適
用 
 
実機開発の構
造要素設計へ
の適用 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 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- CFRP 内部ひずみの計測および高精度モデリン
グ技術基盤の確立 -   （東京大学 TJCC） 
2.1.1 光ファイバその場ひずみ計測に基づく高信頼性成形モデリング 
複合材構造の開発においては、成形時に発生する形状歪みや残留応力に起因する亀裂の発生が問題となるが、従

来は成形型形状や温度プロファイルを変更して試作を繰り返す試行錯誤により所望の形状や性能を実現可能な製造プ
ロセスを設定しており、開発の高コスト化を招く要因となっていた。よって試作を繰り返す従来手法に代わり、シミュレーショ
ンによって内部の応力-ひずみ状態を推定し、最適な成形プロセスを決定する必要があり、これまでに様々な手法が提案
されてきている。高精度な成形シミュレーションを行うためには、硬化反応時の収縮ひずみと弾性率変化の両方を正確に
解析に導入する必要がある。既存手法では剛性・ひずみともに熱分析装置による計測に基づいたモデルが利用されてき
ているが、実際の成形環境での計測に基づかないため正確性と信頼性に課題があった。これら従来手法に代わる新たな
手法として、埋込光ファイバ FBGセンサによる内部ひずみ計測に基づく成形シミュレーション法を構築した(図 2.1.1左)。 
ここではまず、埋め込み光ファイバセンサ端部で生じるせん断遅れを用いることで、複合材の剛性と収縮ひずみを同時にそ
の場同定する。硬化中の複合材において収縮ひずみは、光ファイバ端部近傍の界面せん断応力を介して光ファイバに伝
達されるため、光ファイバ端部からセンサ部までの距離と複合材の剛性に応じて計測されるひずみが異なる。これを利用し、
端部長さの異なる 2 本の FBG センサを埋め込んで樹脂硬化度に依存した硬化収縮ひずみを計測すると同時に、供試
体を模擬した有限要素解析を実施し、計測結果を再現するような複合材剛性と硬化収縮ひずみの組み合わせを、逆
解析を用いて同定することができる。さらに得られた物性値を用いた成形シミュレーションの妥当性検証を、従来のように
成形後の部材形状だけでなく、成形中の内部ひずみに基づいて行えるため、より確度の高いシミュレーションを実施するこ
とが可能である。 
本手法を活用して、複雑構造部材の基本要素である L 型材の成形シミュレーションを実施した。光ファイバセンサを積

層板面外±45°方向に埋め込み、面外せん断ひずみを計測する技術を新たに開発し(図 2.1.1 中央)、積層板厚さに
依存した硬化反応時の内部変形メカニズムを明らかにした。このひずみ変化を再現可能な理論モデルを定式化するととも

←――――シミュレーション手法の開発――――→ 

TRL=2 TRL=3 

(樹脂流動解析,ゲート位置最適化) 

3次元織物複合材料の製作・ 
成形・試験 
マルチスケール解析手法の構築 

試験片(積層板)レベルでの解析
手法の実証・改良 

←-MD コードの作成と検証―→ 

TRL=4 TRL=５ 
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に、発生する残留変形量を成形中のひずみ計測結果から推定する手法も構築した。さらに近年の航空機構造に用いら 
れる高靭化複合材料に含まれる層間樹脂層が残留変形に与える影響も評価した。成形中にオートクレーブ加圧により
L 型材が治具形状に拘束されることでコーナ部に発生する面外垂直応力の影響で樹脂層にクリープ変形が発生し、結
果として残留変形量が緩和することを明らかにし(図 2.1.1 右)、A02 ユニット開発の成形シミュレーションモデルに反映さ
せた。 

   
図 2.1.1 内部ひずみ計測に基づく成形シミュレーションの概要. (左)従来手法との比較. (中央)面外せん断ひずみ
計測に用いる光ファイバセンサの X線 CT画像. (右)樹脂層のクリープ変形による残留変形の緩和メカニズム. 

 
2.1.2 Ply Curving Termination (PCT)によるプライドロップオフ部の剥離抑制 

A11 ユニットが取り組むプライドロップオフ部の軽量化の際には、荷重方向に繊維を有する層の終端部からの剥離が問
題となる。そこで終端部の繊維方向を局所的に変化させ、荷重方向の弾性率を低下させることで終端部での応力集中
を抑制する PCT を考案し評価を行った (図 2.1.2)。一方向材を用いた試作および引張試験を実施し、従来構造と比
較して剥離の発生および進展を著しく抑制できることを実証した。 

 
図 2.1.2 PCT による終端層端部の応力集中の緩和. 
 
2.2 埋込み可能な多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術（高知工科大学） 
樹脂基複合材料の成形プロセスを効率的に最適化するためには、リアルタイムによる成形状態の把握は非常に有益

である．本研究では、ユニット A04において学術的サポートが可能な成形モニタリング測定技術として、埋込み可能な高
精度硬化度センサによるリアルタイム硬化度分布測定技術を開発した。さらに、レイリー散乱型光ファイバ分布センサシス
テムを統合することで、樹脂含浸プロセスから硬化プロセス、冷却プロセスまでに生じる樹脂含浸、硬化度、ひずみの状態
を測定可能な、多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術の開発を最終目標とした。 
平成 26 年度では、フレネル反射型光ファイバセンサ測定システム（図 2.2.1 左）を改良し，埋め込みによる曲げ

損失の自己補償が可能な硬化度測定システムの開発を行った。平成 27年度には、デジタルフィルタの採用などにより測
定精度をさらに改良した。平成 28 年度には、高精度で硬化進展分布の測定と予測が可能であることを示した（図
2.2.1 中）。平成 29、30 年度には、実用的な 3 次元形状にも適用するための改良を行い、高屈曲光ファイバをセン
サとして採用することで、高い安定性で実用的な 3次元形状 FRP の硬化度測定が可能であることを示した。これらの手
法は【A02】ユニットのプリプレグ開発にも適用し、その有効性を示すことが出来た。さらに、平成 29、30 年度には、新た
にレイリー散乱型光ファイバ分布センサシステムを用いて、硬化・冷却時のひずみ分布に加えて、樹脂のフローフロント検
出が可能であることを明らかにした（図 2.2.1 右）。この手法と硬化度測定システムを統合することで、成形のほとんど
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全てのプロセスのモニタリングが可能となった。 
 

 
図 2.2.1 多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術の概要. (左)硬化度測定システム. (中央)リアルタイ

ム硬化度分布測定と予測. (右)樹脂流動のフローフロント測定結果と目視結果との比較. 
 
2.3 分子シミュレーションに基づく高性能かつ高生産性を有する樹脂の開発（東北大学） 
2.3.1分子動力学法を用いた熱硬化性樹脂の新規架橋構造形成手法の開発 
熱硬化性樹脂の化学反応を正確に模擬するため、量子化学計算に基づく活性化エネルギーと反応熱を分子動力学

法における反応基準にとして取り入れた新規アルゴリズムを開発した。エポキシ樹脂に対して、本アルゴリズムで作成した
熱硬化性樹脂の物性（密度、ヤング率、熱伝導率,ガラス転移温度）を実験値と比較した結果、定量的に良い一致
を示すことが確認できた。さらに、より複雑な硬化反応を示すフェノール樹脂系に対して本アルゴリズムを適用した結果、ア
ルカリ条件下における多段階反応機構（付加反応、重合反応、架橋反応）を正確に再現した。 
2.3.2分子動力学法と自己組織化マップを組み合わせた多目的材料探索 
前項で開発した分子動力学シミュレータと、情報科学における設計変数（材料）のクラスタリング技術である自己組

織化マップを組み合わせて、熱硬化性樹脂の多目的材料探索手法を確立した（図 2.3.1）。自己組織化マップは、
すべての目的関数（物性）を考慮し、その類似度に応じて設計変数をクラスタリングする技術である。従来、材料選択
の可視化手法として使われてきた Ashby マップと比較して、材料間のトレードオフ関係と各物性の大小比較が一望のも
とに判別できる。分子動力学法による材料特性計算と組み合わせることによって、実験を要せず、多材料かつ多目的の
材料選択が高効率に可能になる。主剤と硬化剤の異なる組み合わせからなる 25 種類のエポキシ樹脂について物性を
取得し、自己組織化マップを描いた。その結果、単位モノマー当たりの官能基数が大きな主剤を最適材料として選択す
ることで、高機械特性を有する複合材料の母材を取得できることが示された。 
2.3.3構造部材のそり変形を実現するマルチスケールシミュレーション技術の開発 
分子動力学法と有限要素法を組み合わせることにより、ミクロスコピックな情報を、マクロスケール変形解析に取り入れ

たそり変形予測マルチスケールシミュレーション技術を開発した。この技術は、特別なフィッティングパラメータを必要としない。
量子計算からボトムアップ式に体系づけられており、樹脂同士の反応量子エネルギーから分子構造、分子同士の相互作
用といったすべての情報がその解析モデル中に取り込まれていることが特徴である。２種類の樹脂（DGEBA/44-DDS
および DGEBA/DETA）モデルに関して、そり変形の数値計算を行い、樹脂の違いを考慮した部材の変形を定量的に
見積もることに成功した(図 2.3.2）。 
2.3.4複雑形状部材に対するギャップ成型 RTM シミュレーション技術の開発 
有限要素法とコントロールボリューム法を組み合わせた従来の樹脂流動解析アルゴリズムに、ギャップ部の押し込みによ

る樹脂の湧き出しの効果を取り入れることによって、ギャップ成形RTMを再現した。東レが開発した複雑形状部材（スキ
ンースティフナ）において、多軸圧縮による樹脂含侵挙動をシミュレーションした結果、成形時間に対して実験結果と挙
動の良い一致を示し、従来の真空 RTM成形に比べたギャップ成形の有意性が示された。 
2.3.5中型機向け複合材料用部材の破壊シミュレーション 
き裂による変位場の不連続性をメッシュと独立に導入可能な拡張有限要素法（X-FEM 法）と損傷モデルを組み合

わせることで，高精度かつ汎用性の高いシミュレータを実現した。本手法により OHC 試験を再現した結果、損傷分布の
みならず損傷形態と強度の実験値を定量的に再現することに成功した（図 2.3.3）。 
 

34 35



34 
 

に、発生する残留変形量を成形中のひずみ計測結果から推定する手法も構築した。さらに近年の航空機構造に用いら 
れる高靭化複合材料に含まれる層間樹脂層が残留変形に与える影響も評価した。成形中にオートクレーブ加圧により
L 型材が治具形状に拘束されることでコーナ部に発生する面外垂直応力の影響で樹脂層にクリープ変形が発生し、結
果として残留変形量が緩和することを明らかにし(図 2.1.1 右)、A02 ユニット開発の成形シミュレーションモデルに反映さ
せた。 

   
図 2.1.1 内部ひずみ計測に基づく成形シミュレーションの概要. (左)従来手法との比較. (中央)面外せん断ひずみ
計測に用いる光ファイバセンサの X線 CT画像. (右)樹脂層のクリープ変形による残留変形の緩和メカニズム. 

 
2.1.2 Ply Curving Termination (PCT)によるプライドロップオフ部の剥離抑制 
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較して剥離の発生および進展を著しく抑制できることを実証した。 

 
図 2.1.2 PCT による終端層端部の応力集中の緩和. 
 
2.2 埋込み可能な多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術（高知工科大学） 
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である．本研究では、ユニット A04において学術的サポートが可能な成形モニタリング測定技術として、埋込み可能な高
精度硬化度センサによるリアルタイム硬化度分布測定技術を開発した。さらに、レイリー散乱型光ファイバ分布センサシス
テムを統合することで、樹脂含浸プロセスから硬化プロセス、冷却プロセスまでに生じる樹脂含浸、硬化度、ひずみの状態
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平成 26 年度では、フレネル反射型光ファイバセンサ測定システム（図 2.2.1 左）を改良し，埋め込みによる曲げ

損失の自己補償が可能な硬化度測定システムの開発を行った。平成 27年度には、デジタルフィルタの採用などにより測
定精度をさらに改良した。平成 28 年度には、高精度で硬化進展分布の測定と予測が可能であることを示した（図
2.2.1 中）。平成 29、30 年度には、実用的な 3 次元形状にも適用するための改良を行い、高屈曲光ファイバをセン
サとして採用することで、高い安定性で実用的な 3次元形状 FRP の硬化度測定が可能であることを示した。これらの手
法は【A02】ユニットのプリプレグ開発にも適用し、その有効性を示すことが出来た。さらに、平成 29、30 年度には、新た
にレイリー散乱型光ファイバ分布センサシステムを用いて、硬化・冷却時のひずみ分布に加えて、樹脂のフローフロント検
出が可能であることを明らかにした（図 2.2.1 右）。この手法と硬化度測定システムを統合することで、成形のほとんど
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全てのプロセスのモニタリングが可能となった。 
 

 
図 2.2.1 多機能センサによるリアルタイム硬化モニタリング技術の概要. (左)硬化度測定システム. (中央)リアルタイ

ム硬化度分布測定と予測. (右)樹脂流動のフローフロント測定結果と目視結果との比較. 
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き裂による変位場の不連続性をメッシュと独立に導入可能な拡張有限要素法（X-FEM 法）と損傷モデルを組み合

わせることで，高精度かつ汎用性の高いシミュレータを実現した。本手法により OHC 試験を再現した結果、損傷分布の
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2.4 樹脂流動および成形材の品質予測に関するシミュレータの開発（九州大学） 
本研究では，A02 ユニットで開発が進められている三次元

ギャップRTM成形のプロセスを予測するシミュレータの開発を行
った。この成形法では，金型と繊維基材の間にギャップを設
け，まずギャップに樹脂を注入することで面内に樹脂を広げ，
板厚方向に圧縮することで板厚方向に樹脂の含浸が進行す
る。板厚方向の含浸では含浸距離が短く，通常の RTM 成
形と比べ成形時間の短縮が見込まれる。本研究は，
CV/FEM 法に基づく樹脂含浸解析においてギャップと基材の
圧縮を考慮する Compression RTM (CRTM)コードを開発
し，多軸圧縮を解析するように改善した。また，A02 ユニット
で使用する繊維基材に対し，樹脂圧力の時間履歴データに
基づいて適切な繊維プリフォームの浸透率を探索した。そのうえ
で，補強材つき平板および曲面板に対する CRTM シミュレー
ションを行った。 
厚肉板（図 2.4.1(a)）では，ギャップに樹脂が広がり，

基材の板厚方向に含浸が進行する理想的な成形が可能であ
ることがわかる。しかし，ギャップへの樹脂注入の段階で，繊維
基材への樹脂の含浸が少しずつ進む。そのため，薄肉板（図 2.4.1(b)）では，樹脂注入およびギャップ圧縮が完了
した時点で板厚方向への含浸によって面内方向に樹脂が広がり切らず，基材圧縮過程で面内含浸となるため，理想
的な状態とは異なり含浸の完了までに長い時間を要することを明らかにした。また，L字型部材に対して二軸に圧縮する
CRTM シミュレーションでも同様に，樹脂注入およびギャップ圧縮時点での繊維基材への樹脂含浸によって最終的に面
内含浸となる領域が残ってしまい，成形時間は VaRTM より長くなる結果が得られた。以上より，CRTM として理想的
な板厚方向含浸を実現するゲート設置位置など成形プロセスの最適化が必要であることを示した。 
 
2.5 複合材構造高精度モデリング技術 (1)初期不整を考慮した材料モデリング（東京大学工学系研究科） 

CFRP はその成形過程中に繊維うねり、繊維のミスアライメント、ボイド、繊維密度のばらつきなどの初期不整が生じて
しまい、それらによって強度が低下することが懸念されている。本研究では、一方向熱可塑 CFRP を対象として、成形中
に生じる繊維うねりの観察・定量化を行うと共に、強度との関連を実験的に把握し、繊維うねりによる強度低下を予測す
る手法の開発を行った。モデル化にあたり、汎用有限要素解析ソフトをベースにモデル化を行うことと、引張・圧縮・曲げな
どの任意荷重に対応する 3次元モデルの構築を目指した。繊維うねりを考慮する際、①繊維うねりに対応した 3次元的
に局所的な繊維方向を定義、②繊維うねりに伴う局所的な繊維密度分布（繊維含有率分布）を考慮した材料特性

含浸完了
時間 (s) 

(a) 厚肉板（最終基材厚さ 15 mm） 

80 mm 

ギャップ 10mm 

基材 20mm 

(b) 薄肉板（ギャップ圧縮完了時） 
図 2.4.1 曲面板の CRTM シミュレーション 

ギャップ 1 mm 
基材 2 mm 

樹脂注入 

樹脂 
注入 

図 2.3.2．樹脂の違いを考慮し 

      た構造部材のそり変形 
図 2.3.1．分子動力学法と自己組織化マップ

による多目的材料探索の概念図 
図 2.3.3．X-FEM を用いた損傷解

析（右）と実験（左）との比較 
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の反映、を行った。繊維うねりパラメータを指定することで、上記①
及び②を考慮した 3 次元モデルを生成し（図 2.5.1）、有限要
素解析用の input ファイルを自動出力するプログラムを開発した。
解析例では、繊維うねりの面内分布を考慮するため、繊維うねり
の面密度に対応させた代表体積モデルを考え、周期境界条件を
適用し、面内荷重や曲げ荷重を与える条件を付与し、損傷進展
解析を実施し、力学特性・強度を予測した。 
開発したモデルを実際の熱可塑性 CFRP 部材に適用し、図
2.5.1 のように、繊維うねり度と曲げ強度の関係を得た。繊維うね
り度が 0.02 程度までは強度低下はほとんど生じず、破壊モードも
繊維破壊であるのに対し、繊維うねり量が大きくなると強度低下が
激しくなり、破壊モードもせん断破壊に遷移する。この傾向は実験
結果でも確認され、繊維うねり量が 0.02 を超えると急激な強度
低下を示していることから、解析結果は定量的にも実験と一致し
ていることがわかる。また、この強度低下は、繊維うねり密度（面内の数）が小さくなると低減されることも解析で確認で
きた。繊維うねり度と繊維うねり密度が強度低下にとって支配的なパラメータであることを見出し、品質管理に利用できる
ことが示された。 
 
2.6 複合材構造高精度モデリング技術 (2)ミクロ・メゾ構造

を考慮した材料・構造モデリング技術の研究（宇宙航空
研究開発機構） 

 宇宙航空研究開発機構は，学術基盤・評価ユニット(A04)内において，構造の力学的モデリング手法の開発の役
割を担った。本研究では，構造面から異方性等、CFRP 特有の特性を活かしたさらなる軽量効率化のための新規複合
材構造を実現するための高精度モデリング技術を構築し，開発したモデリング技術を汎用ソフトウェア上に実装した。また，
本技術を用いて A11 ユニットにおける航空機コンポーネントの研究開発を支援した。 
 
2.6.1 CFRP のマルチスケールモデリング手法の開発 
 H25 年度から H28 年度にかけて，CFRP に対するマルチスケール損傷モデリング手法を開発した。当該手法は，均
質化法(Homogenization method)をベースとし，その中に損傷をシミュレートする連続体損傷力学モデル(CDM)や
結合力領域モデル(Cohesive zone model)を導入したものである。当該手法は汎用 FEM コード，ABAQUS にユー
ザサブルーチンやプラグインの形で導入可能なものとした。H28 年度までに，三次元織物 CFRP 複合材料を対象として
高速衝撃実験と，その有限要素解析を実施し，マルチスケール損傷モデリング手法の検証を行った。検証の結果，当
該モデルを用いることにより高い精度で CFRP の損傷シミュレーションが可能になることを明らかにした(図 2.6.1)。 
 

 
図 2.6.1 マルチスケール解析手法の概念図 

 

図 2.5.1 FEM モデルと強度低下予測例 
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2.5 複合材構造高精度モデリング技術 (1)初期不整を考慮した材料モデリング（東京大学工学系研究科） 
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しまい、それらによって強度が低下することが懸念されている。本研究では、一方向熱可塑 CFRP を対象として、成形中
に生じる繊維うねりの観察・定量化を行うと共に、強度との関連を実験的に把握し、繊維うねりによる強度低下を予測す
る手法の開発を行った。モデル化にあたり、汎用有限要素解析ソフトをベースにモデル化を行うことと、引張・圧縮・曲げな
どの任意荷重に対応する 3次元モデルの構築を目指した。繊維うねりを考慮する際、①繊維うねりに対応した 3次元的
に局所的な繊維方向を定義、②繊維うねりに伴う局所的な繊維密度分布（繊維含有率分布）を考慮した材料特性

含浸完了
時間 (s) 

(a) 厚肉板（最終基材厚さ 15 mm） 

80 mm 

ギャップ 10mm 

基材 20mm 

(b) 薄肉板（ギャップ圧縮完了時） 
図 2.4.1 曲面板の CRTM シミュレーション 

ギャップ 1 mm 
基材 2 mm 

樹脂注入 

樹脂 
注入 

図 2.3.2．樹脂の違いを考慮し 

      た構造部材のそり変形 
図 2.3.1．分子動力学法と自己組織化マップ

による多目的材料探索の概念図 
図 2.3.3．X-FEM を用いた損傷解

析（右）と実験（左）との比較 
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の反映、を行った。繊維うねりパラメータを指定することで、上記①
及び②を考慮した 3 次元モデルを生成し（図 2.5.1）、有限要
素解析用の input ファイルを自動出力するプログラムを開発した。
解析例では、繊維うねりの面内分布を考慮するため、繊維うねり
の面密度に対応させた代表体積モデルを考え、周期境界条件を
適用し、面内荷重や曲げ荷重を与える条件を付与し、損傷進展
解析を実施し、力学特性・強度を予測した。 
開発したモデルを実際の熱可塑性 CFRP 部材に適用し、図
2.5.1 のように、繊維うねり度と曲げ強度の関係を得た。繊維うね
り度が 0.02 程度までは強度低下はほとんど生じず、破壊モードも
繊維破壊であるのに対し、繊維うねり量が大きくなると強度低下が
激しくなり、破壊モードもせん断破壊に遷移する。この傾向は実験
結果でも確認され、繊維うねり量が 0.02 を超えると急激な強度
低下を示していることから、解析結果は定量的にも実験と一致し
ていることがわかる。また、この強度低下は、繊維うねり密度（面内の数）が小さくなると低減されることも解析で確認で
きた。繊維うねり度と繊維うねり密度が強度低下にとって支配的なパラメータであることを見出し、品質管理に利用できる
ことが示された。 
 
2.6 複合材構造高精度モデリング技術 (2)ミクロ・メゾ構造

を考慮した材料・構造モデリング技術の研究（宇宙航空
研究開発機構） 

 宇宙航空研究開発機構は，学術基盤・評価ユニット(A04)内において，構造の力学的モデリング手法の開発の役
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材構造を実現するための高精度モデリング技術を構築し，開発したモデリング技術を汎用ソフトウェア上に実装した。また，
本技術を用いて A11 ユニットにおける航空機コンポーネントの研究開発を支援した。 
 
2.6.1 CFRP のマルチスケールモデリング手法の開発 
 H25 年度から H28 年度にかけて，CFRP に対するマルチスケール損傷モデリング手法を開発した。当該手法は，均
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該モデルを用いることにより高い精度で CFRP の損傷シミュレーションが可能になることを明らかにした(図 2.6.1)。 
 

 
図 2.6.1 マルチスケール解析手法の概念図 

 

図 2.5.1 FEM モデルと強度低下予測例 
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2.6.2 点検口周り，および Edge Impact を受けた CFRPの損傷観察・シミュレーション 
 本テーマは H29-H30 年度に実施した。本テーマは A11 ユニットにおける航空機コンポーネントの研究開発支援の一
環である。航空機の強靭 CFRP 構造について点検口周りの損傷シミュレーション技術の研究を実施した。損傷シミュレー
ション手法は H28 年度までに開発した損傷解析手法を基にしている。点検口を模擬した円孔を有する CFRP に対する
引張試験についてシミュレーションを実施した(図 2.6.2)。また，CFRP の端部からのインパクトを受けた CFRP に対して，
X線 CT を用いて損傷を可視化するとともに，そのシミュレーションを実施した。 
 
2.6.3 プライドロップオフ部の損傷シミュレーション 
 本テーマは H29-H30 年度に実施した。本テーマは A11 ユニットにおける航空機コンポーネントの研究開発支援の一
環である。本テーマでは，構造部材の板厚変化に伴って生じる，CFRP の層数変化部(プライドロップオフ部)の損傷シミ
ュレーション技術の研究を実施した。結合力領域モデルを用いて，引張荷重条件下での損傷進展シミュレーションを実
施した。既存の高強度プリプレグを用いた CFRP 構造に対して適用可能なプライドロップオフ部引張試験の損傷進展，
強度を高い精度で予測可能な手法を開発した(図 2.6.3)。 

           
図 2.6.2 円孔引張シミュレーション結果            図 2.6.3 プライドロップオフ部の破壊シミュレーション結果 

 
3. 総括、今後の展開、その他特記  
  ユニット全体として技術基盤の確立と実用材への適用については目標を達成した。構造での実証の点で一部目標達
成に至っていないが，大学・ＪＡＸＡでの成形モニタリング・モデリング，シミュレーション技術の学術基盤研究は、A01, 
A02, A03, A11 ユニットに必要とされる基盤研究として実施され、統一的な連携研究体制となっている。これまで東大
TJCCで担ってきた産官学連携機能を発展させる形で、SIP革新複合材拠点を JAXA航空技術部門に構築しており、
統一的試験技術・データベース構築、バーチャルテスティング技術、認証プロセス技術の確立へと展開する。  
国際的な発信としては、下記の取り組みを実施し、国際的な位置づけを明確にしてきた。  

(1) 日米複合材料シンポ SIP/iAPMC Special Session, 2016 年 8 月 1 日 北海道大学： SIP 関連講演
13件（航空機用樹脂・CFRP拠点概要説明を含む）  
(2) 国際航空疲労会議 2017 2017年 6月 5-9日 名古屋： SIP航空機用樹脂・CFRP拠点概要説明を中
心とするポスターブース展示 
(3) 第 21回国際複合材料会議 2017年 8月 21-25日 西安、中国： SIP関連講演数件発表。 
(4) 欧州複合材料会議 ECCM18 アテネ・ギリシャ 2018年 6月 24-28日 :Keynote講演（武田）”と特別セ
ッション講演 6件。  
(5) 米国複合材料学会年次大会・日米複合材料シンポ シアトル・米国 2018年 9月  
   基調講演（武田）と一般講演１０件 
 国内的には、日本複合材料学会、日本材料学会を中心に成果発表。日本複合材料学会誌においては、第 44 巻
第２号(2018)に、SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）特集号（総説 2件、一般論文 3件）（その他一般
論文 3件掲載決定済み）  
以上、SIP革新複合材拠点の国際的な認知度は高まってきており、CFRP新材料開発と結び付けた成果の継続的な
発信が期待される。  
連絡先：東京大学 TJCC（JAXA） 武田展雄、高知工科大学 高坂達郎、東北大学 岡部朋永、九州大学 矢
代茂樹、東京大学工学系研究科 横関智弘、JAXA（名古屋大学） 吉村彰記 
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ユニット名 A11 高生産性・強靭複合材の開発 
研究 
責任者 

阿部 俊夫（三菱重工業株式会社（中菱エンジニアリング）） 

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 
 
1.1 背景・目的 
現状の複合材技術は、製造装置、材料を導入すれば、世界のだれでもが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。このため、再び日本が複合材技術で世界をリードする立場にな
るために、世界 No.1 の生産量と技術力を誇る日本の複合材料メーカ（東レ）と航空機機体メーカ三社（川崎重工
業、SUBARU、三菱重工業）及び知見 / 実績を有する大学が手を組み、新材料を核に設計、製造、運航という全
ライフサイクルをカバーする次世代航空機開発に貢献する技術（軽く、安く、信頼性を高める）を産官学連携で獲得し
ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 研究開発の目標   
(1) 高生産性、且つ強靭なオートクレーブ用プリプレグの開発（ベンチマーク材料比 1.5倍の破壊じん性値実現）。 
(2) 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。 
(3) 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。 
(4) 本テーマ開発材料を航空機構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。 
(5) 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実証試験を実施し、目標値を達成できていること。 
 
1.3 実施項目 
(1) 炭素繊維候補を選定し、プリプレグを試作。クーポンレベルでの特性評価試験や微視的な破壊進展挙動の観察

結果を基に開発材料の改善に繋げる。 
(2) 高効率製造法（ドレープ成形）の基礎試験や成形シミュレーション結果を基に基本成形プロセスを設定する。 
(3) 微細観察装置による CFRP 破壊状況 / 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。また最適化技術を用いて構造主要要素（孔周り、Ply 
Drop-off 等)の新設計手法を考案し、評価試験を実施する。 

(4) 航空機構造の軽量化、低コスト製造の目論見・評価、要改善事項を検討し、次世代航空機事業へ向けた指針
をまとめる 

(5) 研究要素を盛り込んだ実証試験（スキン－ストリンガ パネル構造）を実施し、実機適用効果を検証する。 
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1.4 実施体制・分担 
国内航空機 機体メーカ３社（MHI、SUBARU、KHI）と材料メーカ（東レ）の連携によるAll Japan体制の下、 

最新の「学」の知を結集し、国内「学」（東大、北海道大）、JAXA 及び海外（米 Washington 大）、さらにマテリア
ルズインテグレーション領域 D66 ユニットとも材料開発段階から密接に連携を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1)材料開発 
 
(2)成形プロセス確立 
 
(3)破壊則および設
計法の基礎確立 
 
 
(4)航空機適用検討 
 
(5)実証試験 
 
 

候補繊維の選定、プ
リプレグ試作 
 
 
解析手法 課題抽出 
新構造様式検討 
 
 
 
 
 
 

高じん性化に向けた
材料改善 
シミュレーションによる
材料特性同定 
微視観察結果の反
映、新構造様式 
評価試験 
 
 
 
仕様検討 
 

高生産性に向けた材料
改善 
基礎成形試験 
 
解析手法の基礎固め、
新設計手法の確立 
 
 
重量軽減効果 検討 
将来事業の指針検討 
設計/製造、試験実施 
 

開発材料を基に
材料データベース/
製造プロセス / 
Know-How の標
準化 
 

（注記など）A11 ユニットは 2016年度から参画 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 高生産性、且つ強靭なオートクレーブ用複合材の開発 
航空機構造の重量軽減に効果的である中弾性率糸(294GPa）をベースに、炭素繊維-樹脂種-高靭化技術の基

本設計を実施し、プリプレグの試作を重ねた。その結果、ユニット開発目標であるベンチマーク材料（東レ
T800S/3900-2B)比 1.5倍のじん性を有するプリプレグを得た。（破壊じん性値：G1c = 3.3 in-lb/in2、 G2c = 
15 in-lb/in2）。また、開発材料の主要力学特性はベンチマーク材に比べ概ね向上しており、特に高強度複合材の弱
点である圧縮強度の内、衝撃後圧縮強度(CAI)で高い値を実現している。さらに、高じん性化した開発材料を基に 高

TRL=2 TRL=4 TRL=3 TRL=8 
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生産性（部品製造容易性）に向けた改善を実施し、低コスト製造プロセスに適したハンドリング特性付与を実現した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  開発材料の基本成形プロセス確立 
まず始めに航空機構造の主要構成部品であるストリンガの機能の面から『逆解析』した合理的な形状ターゲットを設

定した。具体的には小型民間航空機の主翼スキン-ストリンガパネル構造を代表に、外板主翼の座屈強度からストリンガ
を構成する部材の形状最適化を検討した。その結果、ストリンガの部品機能の面から推測される合理的なストリンガの形
状ターゲットを下図の通りに設定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決定したストリンガ形状をベースに、成形方法は生産性を向上させるドレープ成形を採用した。更に複合材成形シミュ
レーションを活用し、「しわ」等の製造欠陥リスクを抑制する冶具形状や積層構成を反映した開発材料の基本成形プロ
セスを確立した。その結果、部品構成の簡素化や成形時の手間が大幅に削減されたことにより従来の成形手法に比べ
コストの半減を実現した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(引き剥し) 

(横ずれ (せん断)) 

図 2.1.1 試験後 供試体写真 

＜破壊じん性試験(DCB) 試験＞ 

図 2.1.2開発材料の主要力学特性 

強靭化 

図 2.2.1 ストリンガ形状ターゲット 

図 2.2.2 開発材料の基本成形プロセス 検討アプローチ 
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2.3 開発材料に対する破壊則および設計法の基礎確立 
2.3.1 破壊則の基礎確立 
複合材 航空機構造設計で重要な端面衝撃後 圧縮強度(CAEI)の実用的な強度評価法の基礎確立に向けて、

まず端面損傷部のX線CT観察による破壊挙動の詳細観察を実施した。その結果、開発材料の端面損傷部では層間
剥離のみならずトランスバースクラックが発生していることが判明した。観察結果に基づき、破壊状況を忠実に各層および
層間に予損傷（予き裂、初期剥離）を設定した詳細モデル化することで、破壊モードを精緻に予測できる目処を得た。
また、設計に供せられる実用的な解析手法として荷重伝達に寄与しない部位をノッチ挿入した簡易モデル化手法を考
案し、試験結果を安全側かつ効率的に予測可能とする目処が付いたことで端面損傷後 圧縮強度の設計評価を大幅
に効率化する可能性を得ることが出来た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 新構造様式の設計法 基礎確立 
航空機には点検や組立てのためのアクセスホール，燃料通過孔や窓等が数多く存在する。それらの孔周りの応力集

中緩和のため、単純遺伝的アルゴリズムを用いて孔形状および積層構成を同時に最適化する新設計法を検討した。評
価試験により孔周りのひずみ集中を約 15%低減させる効果があることを確認した。また、板厚遷移部(Ply drop-off）
については樹脂部近傍の応力に着目し，等方性材料の破損基準をインデックスとした遺伝的アルゴリズムによる最適化
を行い、最適化結果から得られた積層ルールを基に新たな設計法を考案した。新設計法を反映した供試体を作成し強
度試験を実施した結果、現今設計比 2.6倍の強度向上を実現した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3.2 プライドロップオフ部 強度試験結果 

図 2.3.1 開発材料の端面衝撃後 圧縮強度(CAEI)の強度評価法 
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2.4 開発材料の航空機適用効果検討 
2.4.1 主翼構造適用時の軽量化、低コスト製造の目論見・評価、要改善事項の検討 

これまでの研究で得た開発材料の特性向上、
板厚遷移部や孔周りの最適化設計、及び積層構成
改善の成果を基に小型民航機 主翼構造に適用した
際の重量軽減量を推算した。検討の結果、アルミ構
造*1比 30%の大幅な軽量化実現の可能を得た。ま
た製造コストについては生産性を向上させるドレープ成
形手法の適用、及び開発材料にマッチした基本成形
プロセスを確立することで従来の製造法に比べ手間
（工期）/ コストを半減する目途を得た。 
 
 
 
 
2.4.2 開発材を基に低コスト構造に資する一体化工法の検討 
本開発材料を使用した一体成形補強パネルの成形プロセスを設定し、製造性を確認した。一体成形補強パネルの

品質及び強度評価を実施し、実機適用効果を検証した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.3 開発材を薄板大型構造に適用した場合の強度評価 
本開発材料を航空機薄板構造に適用した場合の効果を実証するため、開発材料およびベンチマーク材を用いた一

体成形薄板スキン・ストリンガ部分構造補強パネルの設計/製作/強度試験を行った。供試体製作を通じて、ベンチマー
ク材と同等の良好な成形性をもつことを確認し、補強パネル圧縮試験により、スキン座屈後の剥離強度、破壊強度が約
20%向上することを確認した。 

 
 
 
 
 
 

図 2.4.1 主翼構造 重量トレードスタディ結果 

＊1）2020年代に上市が期待される 
 新世代材料(7099-T7451等）を想定。 

約 向上 約 向上

図 2.4.3 薄板構造補強パネル試験 結果概要および実施状況 

図 2.4.2 一体成型補強パネル 供試体 
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2.5 サブコンポーネントレベル実証試験 
本開発材料及び設計手法等の研究成果を盛り込んだ実大構造レベルの供試体を製作し、JAXA にて強度試験を

実施した。小型民航機主翼構造の下面パネルを想定した供試体は、想定される終局荷重（制限荷重の 1.5 倍）に
耐荷し、また運用中の損傷（エンジンブレード飛散等）を想定したノッチ傷を切り欠き部周辺に付与した後に実施した
破壊試験においても、制限荷重相当まで耐荷できることを確認した。以上の結果より、本開発材料及び設計手法等の
研究成果の実用性を実証できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 2.5.1 実証試験 供試体 複合材部品（全体組立前） 
（スキン－ストリンガ パネル構造） 

図 2.5.2供試体セット状況 

図 2.5.3 破壊試験実施状況 
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
・総括 
計画していたすべての研究項目について目標を達成。複合材構造部品 高生産性 と強度・高じん性を両立させる材
料を開発し、開発材料を核とした設計・製造の『標準化』の基礎を確立。 
各研究項目に関する具体的な成果は以下の通り。 
（1）将来民間航空機の主構造への適用を狙った高生産性、且つ強靭なオートクレーブ用プリプレグの開発 

：達成度 100% 
   ⇒開発目標であるベンチマーク材料比 1.5倍のじん性を達成。 

（破壊じん性値：G1c=3.3 in-lb/in2、G2c=15 in-lb/in2） 
（2）本テーマ開発材料の破壊則、及び設計法の基礎確立：達成度 100% 
   ⇒X 線 CT 観察による破壊挙動の詳細観察を実施。観察結果に基づき、複合材 航空機構造設計で重要な端

面衝撃後 圧縮強度(CAEI)設計に供せられる実用的な解析手法を考案。安全側かつ効率的な予測の目処。 
 (3) 本テーマ開発材料を航空機構造に適用した際の製造コスト試算、ビジネスモデル検討：達成度 100% 
   ⇒開発材料の特性を活かした高効率複合材部品製造法（＝ﾄﾞﾚｰﾌﾟ成形）を確立し、材料の大幅節約や作業

工数の削減により製造コスト半減の目途。また開発材料の特性向上や板厚遷移部や孔周りの最適化設計、及
び積層構成改善により小型民航機 主翼構造において アルミ構造比 30%の重量軽減可能。 

 (4) 開発材料の特性を活かした新形状、新構造様式の検討：達成度 100% 
   ⇒孔形状や孔周り補強（Pad-up）部、板厚遷移部などの応力集中部に、単純遺伝的アルゴリズムを用いた

積層最適化や形状最適化技術を適用することで強度向上、軽量化を実現する新設計法を考案し 特許化。 
 (5) 開発材料を核に設計・製造の『標準化』の基礎確立：達成度 100% 
   ⇒開発材料の特性を活かし、生産性を向上させるドレープ成形手法の基本成形プロセスを確立。 

部品作りの手間・コスト 半減を実現。 
 
・実用化や事業化に向けた今後の展開の計画 
現今 SIP 終了後、実用化・事業化に向けた取り組みとして開発材料を基に材料データベース / 製造プロセス / 
Know-Howの標準化を実施。本研究で得られた成果を世界にアピールし、2025年以降に期待される B737後継機
等の次世代航空機開発の参入に貢献する。 
 
・大学や研究機関での今後の継続・発展計画 
開発材料の特性値を材料データベース化し、市場投入に備えた整備を実施する。 
 
・知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括 
＜特許出願件数＞ 

    国内出願： 3件（出願予定： 2件）、国際出願： 3件（出願予定： 2件） 
＜プログラム等著作物＞ 
計算モジュール： 2件 

＜外部公表件数＞ 
  国内学会発表： 7件（発表予定： 6件）、国際学会発表： 8件（発表予定： 3件） 
＜原著論文＞ 

     掲載: 2件（投稿予定：  2件） 
 
・その他 
 ＜本研究成果に関する問い合わせ先＞ 

阿部 俊夫（中菱エンジニアリング株式会社） E-mail；to-abe@churyo.co.jp  TEL；052-619-1227 
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ユニット名 A07 高強度・高透明 GF-PC複合材料の開発 
研究 
責任者 

山尾 忍（出光興産株式会社 機能材料研究所 主任研究員） 

参画機関 出光興産（株）､旭ファイバーグラス（株）、東京理科大学、滋賀県立大学 
 
1.1 背景・目的 
航空機や自動車等の軽量化は環境・エネルギー問題の解決に関係する為、新軽金属材料やCFRPなど多く検討され
ている。一方、開口部（窓）向けの透明構造材料に関しては重いガラスが使用されている。透明部品の樹脂化は非強
化透明樹脂の例が多いが、非強化材は弾性率が低い為に部品厚みが大きくなったり開口周辺部の補強構造が必要で
ある。本開発では安価で良加工性のガラス短繊維強化樹脂においてポリカーボネート樹脂(PC)とガラス繊維(GF)の光
学特性を近似し透明化した構造材料として使用可能な新たな透明複合材料を開発することを目的とした。 
1.2 研究開発の目標   
本テーマは SIP期間３年。2016年度末までに下記の目標を達成する。 
①光学特性制御技術の開発：PC樹脂及び GF の光学特性を制御する技術の開発。 
②製造技術開発：①で設計した PC樹脂および GF のベンチスケールでの製造技術開発とスケールアップ検討の実施。 
③複合材料評価：GF20%において光線透過率 88％以上、HAZE５以下、曲げ強度 100MPa以上を達成。 
④材料市場調査(MR)：開発材料の外部評価による商品性確認と用途毎の材料必要要件の明確化。 
1.3 実施項目 
①光学特性制御技術の開発（出光興産、旭ファイバーグラス、滋賀県立大学） 
・PC樹脂の光学特性を制御する共重合手法の開発 
・樹脂の設計及びフラスコスケールでの重合検討による最適樹脂の決定 
・GF の光学特性制御方法の開発 
・GF光学特性評価技術の開発 

②製造技術開発（出光興産、旭ファイバーグラス、東京理科大学、滋賀県立大学） 
・光学特性をデザインした PC樹脂を製造可能な 10L オートクレーブ重合設備の構築 
・10L オートクレーブ重合設備を用いた重合ノウハウの検討 
・透明材料に合わせて設計された GF のベンチスケール製造設備構築及び製造・紡糸ノウハウの開発 
・GF表面処理技術の適用検討 
・工業化検討の実施（PC樹脂、GF製造のプロセスデータおよび工業化開発課題の明確化） 

③複合材料評価と改良（出光興産、旭ファイバーグラス、東京理科大学、滋賀県立大学） 
・目標 GF20%で光線透過率 88％以上、HAZE５以下、曲げ強度 100MPa以上 
・ベンチスケール製造設備にて得られた PC樹脂と GF を用いた複合材料検討 
・物性（機械物性、光学物性）に適した GF表面処理の開発 
・光学特性（透明性）向上に必要な GF の均質性向上検討及び屈折率微調整 
・光学特性（透明性）向上に必要な PC樹脂の着色の改善と屈折率の微調整 

④材料市場調査(MR)：（出光興産、旭ファイバーグラス） 
・想定分野ユーザーへの MR による本材料の商品性評価 
・各用途特有の必要機能化技術の抽出及び商品化の可能性の判断と今後の開発課題設定 
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1.4 実施体制・分担 
樹脂メーカー（出光興産株式会社）、 
ガラス繊維メーカー（旭ファイバーグラス 
株式会社）、ガラス材料物性（滋賀 
県立大学、松岡研究室）、複合材料 
物性（東京理科大学、荻原研究室） 
という異種材料、異種分野の機関の 
共同研究体制を構築して、開発を実 
施した。                                   ４機関での検討内容分担表 
①出光興産（株）：樹脂開発を担当（将来樹脂を工業化） 
・樹脂設計（光学制御技術）、重合・量産技術、材料物性評価、ＭＲの実施  

②旭ファイバーグラス（株）：GF の開発を担当：将来 GF を工業化 
・ガラス設計（光学制御技術）、紡糸技術、量産技術、材料物性評価、ＭＲの実施 

③東京理科大学：複合材の評価・技術開発を担当。評価結果を樹脂、GF設計にフィードバック 
・GF-PC樹脂界面評価による GF の表面処理、力学・光学物性因子の確立 

④滋賀県立大学：ガラス基礎物性を担当。ガラス組成設計、繊維評価技術を製造技術にフィードバック 
・GF光学物性評価によるガラス組成、紡糸条件の決定 

1.5 工程表・TRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 研究開発の成果 
2-1 材料技術開発 

PC樹脂及び GF のベンチスケール製造技術の確立と、複合材料の材料物性目標の達成。 
2-1-1 PC樹脂及び GFの光学特性制御技術の開発。 
・PC樹脂の光学特性制御技術：PC樹脂の共重合技術を用いて構成モノマーの化学構造とポリマーの光学特性の関
係について検討を行い、GF と光学特性をマッチングする最適な共重合モノマー構造を決定した。また共重合製造条件の
制御により得られるポリマーの屈折率を小数点以下３桁以内で制御する技術を確立した。 
・GF の光学特性制御技術：GF の光学特性へのガラス組成及び紡糸条件の影響について新たに導入した評価設備を
用いて検討し、GF の屈折率を小数点以下３桁以内で制御する技術を確立した。 
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ユニット名 A07 高強度・高透明 GF-PC複合材料の開発 
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・物性（機械物性、光学物性）に適した GF表面処理の開発 
・光学特性（透明性）向上に必要な GF の均質性向上検討及び屈折率微調整 
・光学特性（透明性）向上に必要な PC樹脂の着色の改善と屈折率の微調整 

④材料市場調査(MR)：（出光興産、旭ファイバーグラス） 
・想定分野ユーザーへの MR による本材料の商品性評価 
・各用途特有の必要機能化技術の抽出及び商品化の可能性の判断と今後の開発課題設定 
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1.4 実施体制・分担 
樹脂メーカー（出光興産株式会社）、 
ガラス繊維メーカー（旭ファイバーグラス 
株式会社）、ガラス材料物性（滋賀 
県立大学、松岡研究室）、複合材料 
物性（東京理科大学、荻原研究室） 
という異種材料、異種分野の機関の 
共同研究体制を構築して、開発を実 
施した。                                   ４機関での検討内容分担表 
①出光興産（株）：樹脂開発を担当（将来樹脂を工業化） 
・樹脂設計（光学制御技術）、重合・量産技術、材料物性評価、ＭＲの実施  

②旭ファイバーグラス（株）：GF の開発を担当：将来 GF を工業化 
・ガラス設計（光学制御技術）、紡糸技術、量産技術、材料物性評価、ＭＲの実施 

③東京理科大学：複合材の評価・技術開発を担当。評価結果を樹脂、GF設計にフィードバック 
・GF-PC樹脂界面評価による GF の表面処理、力学・光学物性因子の確立 

④滋賀県立大学：ガラス基礎物性を担当。ガラス組成設計、繊維評価技術を製造技術にフィードバック 
・GF光学物性評価によるガラス組成、紡糸条件の決定 

1.5 工程表・TRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 研究開発の成果 
2-1 材料技術開発 

PC樹脂及び GF のベンチスケール製造技術の確立と、複合材料の材料物性目標の達成。 
2-1-1 PC樹脂及び GFの光学特性制御技術の開発。 
・PC樹脂の光学特性制御技術：PC樹脂の共重合技術を用いて構成モノマーの化学構造とポリマーの光学特性の関
係について検討を行い、GF と光学特性をマッチングする最適な共重合モノマー構造を決定した。また共重合製造条件の
制御により得られるポリマーの屈折率を小数点以下３桁以内で制御する技術を確立した。 
・GF の光学特性制御技術：GF の光学特性へのガラス組成及び紡糸条件の影響について新たに導入した評価設備を
用いて検討し、GF の屈折率を小数点以下３桁以内で制御する技術を確立した。 
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GF および PC樹脂の屈折率の波長依存性 
(A) 一般 GF と 一般 PC樹脂  （B）今回開発した GF と PC樹脂 

（経費の主な使途、導入した主たる設備・装置） 
旭ファイバーグラス 屈折率計付帯設備  
滋賀県立大学 屈折率評価設備、およびその消耗品 

 
2-1-2 ベンチスケール製造技術開発 
・光学設計された PC樹脂をベンチスケール（kg）製造設備にて光学特性や分子量などを高精度で再現性良く製造す
る技術を開発した。 
・GF の光学特性制御技術：目標とする光学特性の GF をベンチスケール製造設備にてラボスケールで確立した性状、
品質を再現性良く製造する技術を開発した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ＜PC樹脂製造設備＞                      ＜ガラス繊維製造設備＞ 
（経費の主な使途、導入した主たる設備・装置） 

出光興産  PC樹脂製造設備 
旭ファイバーグラス GF製造設備 

2-1-3 PC樹脂-GF複合化検討 
PC樹脂及び GF の複合化技術の確立。（GF表面処理技術、光学特性マッチング技術） 

・材料強度に影響する GF表面処理処方の最適化し、複合材の機械物性を改善した。 
・PC樹脂、GF双方の光学特性の一致精度の向上（Ｃ線及びＤ線での屈折率差を 0.001以下、Ｆ線での屈折率
差を 0.002以下）と透明性阻害因子（成形品表面状態）の改善により複合材料の透明性を向上させた。 
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・材料目標の達成：PC樹脂－GF複合材料における材料の技術目標 「曲げ強度 150MPa（目標 100MPa以
上）、全光線透過率88～90％（目標88%以上）、ヘーズ＝4.7（目標5以下）」（GF含量20wt%、成形品 
厚み 2mm）を達成した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通常 GF-PC と高透明 GF-PC の透明性比較（GF20%、A4成形品）と機械物性比較 
 
（経費の主な使途、導入した主たる設備・装置） 

出光興産  樹脂原料、（その他運転補助員人件費） 
旭ファイバーグラス ガラス評価設備、複合材料評価設備、および外部試作費 
東京理科大学 評価用消耗品、（その他研究補助人件費） 
滋賀県立大学 ガラス物性評価用消耗品 
 

2-2 商品性検討 
商品性の確認：本材料の適用可能用途と実用化の為の材料課題の明確化。 

・各想定用途（IT機器分野、モビリティ機器分野、建材分野）上位１～２社への材料紹介、情報聴取を実施。 
表面硬度向上性（現行 F→H レベルに）、更なる透明性向上（ヘーズ５以下→２レベル）、高弾性率化（GF量
UP：20wt%～40wt%）などの更なる材料改良要望が明確になった。 
・2016年度からの数社の用途先との共同開発を実施中。 
2-3 工業化技術検討 
工業化の為の製造技術課題の明確化と製造スケールアップのための基礎検討を実施。 

・10L オートクレーブを用いた重合因子検討（重合温度、撹拌効率、真空度の影響）結果から製造のスケールアップ  
に重要なリアクター仕様、撹拌翼仕様を決定。パイロットスケール製造基礎データを確立した。 
・原料品質の樹脂品質への影響を検討して原料スペックを決定した。 
・2016年度、パイロットスケール製造（数十～百キロ/１バッチ）製造の検討を実施、→2018年度より生産を開始し
た。 
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
3-1 総括 

SIP 3年間(2014～2016年度)の開発目標を達成した。 
①光学特性制御技術の開発、②製造技術開発 
・PC樹脂および GF の光学特性の制御技術及びその製造技術（ベンチスケール）を開発した。 
・パイロットスケールでの製造のための基礎検討を実施。現在パイロットスケールでの製造を実施中。 
③複合材料評価 
・開発した PC樹脂と GFの複合材料(GF20％)にて光線透過率 88～90%（目標 88%以上）、ヘーズ＝4.7（目
標ヘーズ５以下）、曲げ強度＝150MPa（目標 100MPa以上、通常 GF-PC並み強度）の材料目標を達成。 
④材料市場調査 
各想定用途メーカーへの材料紹介、情報聴取の実施による商品性確認、材料課題を抽出した。また改良の必要性
（より高い透明性（HAZE ３レベル）、表面硬度（2H以上）、GF40%の必要性など）も明らかになった。 
 
3-2 今後 
SIP期間終了後にパイロットスケールでの製造を確立。現在さらなる品質向上の検討や外部評価材料の製造を目的と
して製造中。今後は出光興産、旭ファイバーグラス共同で以下の４分野に注目し、顧客候補先と具体的商品テーマで
の開発を継続していく予定。 
 ①自動車窓・鉄道車両窓・航空機窓:ガラスに対して軽量性（約１／２）及び耐衝撃性（割れない）がメリット。 
また曲面形状の易成形性、窓のモジュール化の容易性もメリット。 

 ②IT分野部品:ガラスに対して軽量性（約 50%）及び耐衝撃性（落として割れない）がメリット。 
 ③太陽電池部品:ガラスによる重量増加（固定構造体コストの増加や屋根重量の増加を生じる）の解決。 
 ④建材:ガラスに対して軽量性（約１／２）及び耐衝撃性（割れない安全性）がメリット 
 
4 その他特記事項 
（１）知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括（別途リスト参照） 
（２）問い合わせ先 
  ① 出光興産株式会社 山尾 忍 E-mail: shinobu.yamao@idemitsu.com 
  299-0193 千葉県市原市姉崎海岸 1-1 出光興産（株）機能材料研究所 

TEL: +81-436-60-1845 
  ② 旭ファイバーグラス株式会社 関根 圭二 E-mail: k-sekine@afgc.co.jp 
  253-0111 神奈川県高座郡寒川町一ノ宮 6-11-1 旭ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ(株) 技術開発本部 

TEL: +81- 467-75-9591  
  ③ 東京理科大学 理工学部 教授 荻原 慎二 E-mail: ogihara@rs.noda.tus.ac.jp 

助教 喜多村 竜太 E-mail: rkitamura@rs.tus.ac.jp  
278-8510 千葉県野田市山崎 2641 東京理科大学 理工学部 機械工学科 
TEL: +81-4-7124-1501 

④ 滋賀県立大学 工学部  教授 松岡 純 E-mail: matsuoka.j@mat.usp.ac.jp 
522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 滋賀県立大学 工学部 材料科学科 
TEL: +81-749-28-8365 
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ユニット名 A08 構造部材用テキスタイルコンポジットの開発 
ユニット代表者 山口 定彦（旭化成） 
参画機関 旭化成、岐阜大学、本田技術研究所 

 

1.1 背景・目的 
 近年、自動車を含む車両や航空機部材の軽量化は、環境問題、燃費規制の観点から必須である。しかしながら、

車両自体の重量は、高機能化に伴い部品自体が増え、軽量化は容易ではない。軽量化を進める策の一つとして、金
属部材の樹脂化が進められてきたが、技術的にもかなり限界にきている。このような背景から、日本の高度なファブリック技
術を活用して、産学官協同で新規構造部材用の樹脂系複合材料（FRTP：fiberglass reinforced thermo- 
plastic、ガラス繊維強化熱可塑性樹脂複合材）の開発に取り組んだ。新規材料開発は、その材料をいかに使いこな
すかが実用化の重要な要因であり、そのため新規成形加工技術開発を併せて行った。 
 

1.2 研究開発の目標   
図 A08-(1)に示すように中間素材として布帛⇒平面状の製品、および中間素材に組紐⇒管状の製品に取り組んだ。  

目標物性と成形サイクルは、板材をベースにした競合材料の物性と顧客のヒアリング結果から下記の値を設定した。 
●FRTP成形品特性（中間素材に布帛） 
①機械的物性：引張強度 450MPa以上、弾性率 20GPa以上  ②成形サイクル 2分以内  

●FRTP引き抜き成形品特性 
①引き抜きパイプ目標物性：弾性率 19.5GPa以上  ②組紐／引き抜き成形サイクル：300mm／分 

●１９年量産車両への搭載目途 
 

1.3 実施項目 
１）混繊糸開発（旭化成、岐阜大） 

  ●ガラスファイバーとポリアミド６６繊維の流体混合法による混繊糸の開発。 
  ●混繊糸評価技術開発 
２）布帛作成技術（旭化成） 

  ●成形品の物性を発現する適切な織構造有する布帛の開発。 
３）成形加工技術開発（旭化成） 

  ●布帛を中間素材とした生産性に優れる成形加工技術の開発。 
  4) 組紐／引き抜き成形技術開発（岐阜大） 
  ●上記 1)の混繊糸を用いた組紐／引き抜き成形技術開発 
  5) 製品設計、製品化技術（旭化成、本田技術研究所） 
  ●本技術の製品特性評価  ●本技術適応の部材検討 
 

1.4 実施体制・分担(図 A08-(1)) 
本プロジェクトの実施体制を図 A08-(1)にし、各機関の主な役
割は下記のとおりである。 
● 旭化成、次世代自動車材料グループで開発を推進 
● 旭化成の繊維技術を用いて混繊糸（布帛及び組紐用）

及び布帛の開発。 
● 旭化成で布帛を用いた成形品の成形加工技術開発 
● 岐阜大学は、強度発現メカニズム解析技術の指導 
● 岐阜大学で組紐／引き抜き成形技術開発 
● 本田技術研究所の自動車部品に関するアドバイス。 

旭化成 

図 A08-(1) 実施課題と分担 
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④材料市場調査 
各想定用途メーカーへの材料紹介、情報聴取の実施による商品性確認、材料課題を抽出した。また改良の必要性
（より高い透明性（HAZE ３レベル）、表面硬度（2H以上）、GF40%の必要性など）も明らかになった。 
 
3-2 今後 
SIP期間終了後にパイロットスケールでの製造を確立。現在さらなる品質向上の検討や外部評価材料の製造を目的と
して製造中。今後は出光興産、旭ファイバーグラス共同で以下の４分野に注目し、顧客候補先と具体的商品テーマで
の開発を継続していく予定。 
 ①自動車窓・鉄道車両窓・航空機窓:ガラスに対して軽量性（約１／２）及び耐衝撃性（割れない）がメリット。 
また曲面形状の易成形性、窓のモジュール化の容易性もメリット。 

 ②IT分野部品:ガラスに対して軽量性（約 50%）及び耐衝撃性（落として割れない）がメリット。 
 ③太陽電池部品:ガラスによる重量増加（固定構造体コストの増加や屋根重量の増加を生じる）の解決。 
 ④建材:ガラスに対して軽量性（約１／２）及び耐衝撃性（割れない安全性）がメリット 
 
4 その他特記事項 
（１）知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括（別途リスト参照） 
（２）問い合わせ先 
  ① 出光興産株式会社 山尾 忍 E-mail: shinobu.yamao@idemitsu.com 
  299-0193 千葉県市原市姉崎海岸 1-1 出光興産（株）機能材料研究所 

TEL: +81-436-60-1845 
  ② 旭ファイバーグラス株式会社 関根 圭二 E-mail: k-sekine@afgc.co.jp 
  253-0111 神奈川県高座郡寒川町一ノ宮 6-11-1 旭ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ(株) 技術開発本部 

TEL: +81- 467-75-9591  
  ③ 東京理科大学 理工学部 教授 荻原 慎二 E-mail: ogihara@rs.noda.tus.ac.jp 

助教 喜多村 竜太 E-mail: rkitamura@rs.tus.ac.jp  
278-8510 千葉県野田市山崎 2641 東京理科大学 理工学部 機械工学科 
TEL: +81-4-7124-1501 

④ 滋賀県立大学 工学部  教授 松岡 純 E-mail: matsuoka.j@mat.usp.ac.jp 
522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 滋賀県立大学 工学部 材料科学科 
TEL: +81-749-28-8365 
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ユニット名 A08 構造部材用テキスタイルコンポジットの開発 
ユニット代表者 山口 定彦（旭化成） 
参画機関 旭化成、岐阜大学、本田技術研究所 

 

1.1 背景・目的 
 近年、自動車を含む車両や航空機部材の軽量化は、環境問題、燃費規制の観点から必須である。しかしながら、

車両自体の重量は、高機能化に伴い部品自体が増え、軽量化は容易ではない。軽量化を進める策の一つとして、金
属部材の樹脂化が進められてきたが、技術的にもかなり限界にきている。このような背景から、日本の高度なファブリック技
術を活用して、産学官協同で新規構造部材用の樹脂系複合材料（FRTP：fiberglass reinforced thermo- 
plastic、ガラス繊維強化熱可塑性樹脂複合材）の開発に取り組んだ。新規材料開発は、その材料をいかに使いこな
すかが実用化の重要な要因であり、そのため新規成形加工技術開発を併せて行った。 
 

1.2 研究開発の目標   
図 A08-(1)に示すように中間素材として布帛⇒平面状の製品、および中間素材に組紐⇒管状の製品に取り組んだ。  

目標物性と成形サイクルは、板材をベースにした競合材料の物性と顧客のヒアリング結果から下記の値を設定した。 
●FRTP成形品特性（中間素材に布帛） 
①機械的物性：引張強度 450MPa以上、弾性率 20GPa以上  ②成形サイクル 2分以内  

●FRTP引き抜き成形品特性 
①引き抜きパイプ目標物性：弾性率 19.5GPa以上  ②組紐／引き抜き成形サイクル：300mm／分 

●１９年量産車両への搭載目途 
 

1.3 実施項目 
１）混繊糸開発（旭化成、岐阜大） 

  ●ガラスファイバーとポリアミド６６繊維の流体混合法による混繊糸の開発。 
  ●混繊糸評価技術開発 
２）布帛作成技術（旭化成） 

  ●成形品の物性を発現する適切な織構造有する布帛の開発。 
３）成形加工技術開発（旭化成） 

  ●布帛を中間素材とした生産性に優れる成形加工技術の開発。 
  4) 組紐／引き抜き成形技術開発（岐阜大） 
  ●上記 1)の混繊糸を用いた組紐／引き抜き成形技術開発 
  5) 製品設計、製品化技術（旭化成、本田技術研究所） 
  ●本技術の製品特性評価  ●本技術適応の部材検討 
 

1.4 実施体制・分担(図 A08-(1)) 
本プロジェクトの実施体制を図 A08-(1)にし、各機関の主な役
割は下記のとおりである。 
● 旭化成、次世代自動車材料グループで開発を推進 
● 旭化成の繊維技術を用いて混繊糸（布帛及び組紐用）

及び布帛の開発。 
● 旭化成で布帛を用いた成形品の成形加工技術開発 
● 岐阜大学は、強度発現メカニズム解析技術の指導 
● 岐阜大学で組紐／引き抜き成形技術開発 
● 本田技術研究所の自動車部品に関するアドバイス。 

旭化成 

図 A08-(1) 実施課題と分担 
 

50 51



52 
 

1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1) 混繊糸開発 
     混繊糸開発 
(2) 布帛作成技術 
(3) 成形技術開発 
     布帛成形 
     組紐・引抜き 
(4) 製品設計 

(TRL) 

 
基本確立 
基本確立 
 
 
 
 
TRL=2 

 
 
 
 
 
 
検討開始 
TRL=3 

 
 
 
 
基本確立 
基本確立 
 
TRL=３ 

 
 
 
 
 
 
 
TRL=4 

 
 
 
 
実用化検討 
 
実用化検討 
TRL=4 

 
 
 
 
検討継続 
 
検討継続 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 中間素材（混繊糸/布帛）技術開発(図 A08-(2)) 
原料の選定、混繊方法、布材の構造を検討した結果、目標の強度、剛性を有し、衝撃強度に優れた成形品を作成

できる中間素材開発に成功した（表 A08-(1)）。 
     達成引張強度 ： 450Mpa以上  達成弾性率：20GPa 以上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            図 A08-(2)  テキスタイルコンポジットの製造工程 
 

表 A08-(1)  開発品（開発中）の性能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 成形加工技術開発(図 A08-(3)) 
圧縮成形と射出成形を組み合わせたハイブリッド成形法を開発し（図 A08-(3)、(4)）、これによる生産性向上を

実現するために、ハイサイクル成形用の金型素材及び構造を考案、検討した結果、目標成形サイクル(２分以下)を達
成する成形加工技術を開発した。 
   成形サイクル（平面形状）：１分３０秒 
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図 A08-(3) ハイブリッド成形法 

 
    

    
   図 A08-(4) ハイブリッド成形設備 

 
2.3 組紐／引き抜き成形技術開発 
引き抜き成形によるパイプ成形品において、素材、金型設計、成形条件を検討することにより、目標物性（弾性率

19.5GPa以上）、成形サイクル（300mm/min）を達成した。 
     達成弾性率：39.6GPa  曲げ強度：400MPa 
     達成成形サイクル：300mm/分 
2.4 製品設計、製品化技術 
 本技術で成形可能な成形品形状の検証を行った結果、ボス、リブを有
する圧縮成形品作成が可能であることを確認した。（図 A08-(5)） 
    本技術適応の部材検討では、CAE 数値解析結果より部品適用
見通しを確認した。 
 
                                              図 A08-(5)  試作品の一例 
3. 総括、今後の展開、その他特記    
 本研究で開発した比強度（Ｎ・ｍ／ｇ）に優れた連続繊維複合材料を用いることにより、自動車・航空機部品の大
幅な軽量化を達成できる。圧縮成形法、圧縮成形と射出成形を組み合わせたハイブリッド成形法による三次元複雑形
状成形技術、引抜き成形法によるパイプ成形技術を開発し、高強度・高形状自由度・高生産性を達成した。 
今後は、本技術の適用可能部材を選定し、実用化を目指す。 
また、素材開発、成形加工技術に関しては、更にコスト競争力があり、生産性に優れた実用化技術の開発を進める。 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1) 混繊糸開発 
     混繊糸開発 
(2) 布帛作成技術 
(3) 成形技術開発 
     布帛成形 
     組紐・引抜き 
(4) 製品設計 

(TRL) 
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基本確立 
 
 
 
 
TRL=2 

 
 
 
 
 
 
検討開始 
TRL=3 

 
 
 
 
基本確立 
基本確立 
 
TRL=３ 
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実用化検討 
 
実用化検討 
TRL=4 
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検討継続 

 
2. 研究開発の成果 
2.1 中間素材（混繊糸/布帛）技術開発(図 A08-(2)) 
原料の選定、混繊方法、布材の構造を検討した結果、目標の強度、剛性を有し、衝撃強度に優れた成形品を作成

できる中間素材開発に成功した（表 A08-(1)）。 
     達成引張強度 ： 450Mpa以上  達成弾性率：20GPa 以上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            図 A08-(2)  テキスタイルコンポジットの製造工程 
 

表 A08-(1)  開発品（開発中）の性能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 成形加工技術開発(図 A08-(3)) 
圧縮成形と射出成形を組み合わせたハイブリッド成形法を開発し（図 A08-(3)、(4)）、これによる生産性向上を

実現するために、ハイサイクル成形用の金型素材及び構造を考案、検討した結果、目標成形サイクル(２分以下)を達
成する成形加工技術を開発した。 
   成形サイクル（平面形状）：１分３０秒 
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図 A08-(3) ハイブリッド成形法 

 
    

    
   図 A08-(4) ハイブリッド成形設備 

 
2.3 組紐／引き抜き成形技術開発 
引き抜き成形によるパイプ成形品において、素材、金型設計、成形条件を検討することにより、目標物性（弾性率

19.5GPa以上）、成形サイクル（300mm/min）を達成した。 
     達成弾性率：39.6GPa  曲げ強度：400MPa 
     達成成形サイクル：300mm/分 
2.4 製品設計、製品化技術 
 本技術で成形可能な成形品形状の検証を行った結果、ボス、リブを有
する圧縮成形品作成が可能であることを確認した。（図 A08-(5)） 
    本技術適応の部材検討では、CAE 数値解析結果より部品適用
見通しを確認した。 
 
                                              図 A08-(5)  試作品の一例 
3. 総括、今後の展開、その他特記    
 本研究で開発した比強度（Ｎ・ｍ／ｇ）に優れた連続繊維複合材料を用いることにより、自動車・航空機部品の大
幅な軽量化を達成できる。圧縮成形法、圧縮成形と射出成形を組み合わせたハイブリッド成形法による三次元複雑形
状成形技術、引抜き成形法によるパイプ成形技術を開発し、高強度・高形状自由度・高生産性を達成した。 
今後は、本技術の適用可能部材を選定し、実用化を目指す。 
また、素材開発、成形加工技術に関しては、更にコスト競争力があり、生産性に優れた実用化技術の開発を進める。 
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ユニット名 A09 セルロースナノファイバー強化樹脂の開発 
研究 
責任者 

中島 康雄（古河電気工業㈱コア技術融合研究所 主査） 

参画機関 東京工業大学､首都大学東京 
 
1.1 背景・目的 
航空機や車両等の輸送機器は、省エネルギー・二酸化炭素削減が喫緊の課題となっています。これを解決する手段とし
て部材の軽量化が求められています。一方、植物由来のセルロースナノファバー（ＣＮＦ）は、ガラス繊維と比べて、軽
量で、かつ高弾性・高強度な材料として期待されていることから、構造部材応用を見据えた軽量・高剛性かつ低環境負
荷なＣＮＦ強化樹脂の開発を進めています。ＣＮＦ強化樹脂は、新規な素材であることから、その性能やコストに加え
て、工業製品に適用していくためには、そのメカニズムや信頼性についても確立していくことが求められています。 
 
1.2 研究開発の目標   
安価で高性能なＣＮＦ強化樹脂を開発するため、ナノ化する前のパルプを原料として、樹脂変性を利用した混練プロセ
スを開発すること。そのために、混練プロセスにおける樹脂変性技術を用いた界面制御については、理論面からＣＮＦ強
化樹脂の構造と力学物性発現の解析を進めていくことで、ＣＮＦ強化樹脂の機械特性を向上するための最適な混練
条件の探索を進め、さらに、信頼性を構築するためＣＮＦ強化樹脂の界面はく離現象の解析を進めていくことで、ガラス
繊維強化樹脂を代替できるＣＮＦ強化樹脂を開発し、輸送機器等で用いられる部品への適用を目指していきます。 
 
1.3 実施項目 
(1) セルロースナノファイバー強化樹脂の開発：樹脂変性を利用した混練プロセス技術の開発 
(2) 界面制御技術の理論構築：界面せん断強度からのＣＮＦ/樹脂界面の解析 
(3) 樹脂変性技術の理論構築：樹脂変性における反応速度の計測と理論的解析 
(4) ナノ分散複合体の理論強度の解析：界面はく離の予測と疲労損傷の発生・進展のメカニズム 
 
1.4 実施体制・分担 
古河電気工業：ＣＮＦ強化樹脂のプロセスも含めた材料組成の開発 
東京工業大学：樹脂/ＣＮＦの界面せん断強度の定量評価、一軸配向構造体の物性の評価 
東京工業大学：界面制御するための樹脂変性における反応速度の測定、分散過程の解析 
首都大学東京：構造部材として適用するための実験手法や解析手法の構築、長期耐久性の評価 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1)セルロースナノファイ
バー強化樹脂の開発 
(2)界面制御技術の理
論構築 
(3)樹脂変性技術の理
論構築 
(4)ナノ分散複合体の
理論強度の解析 
 

   

2016 年度
終了 

  

  

TRL=2 TRL=3 
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2. 研究開発の成果 
2.１ セルロースナノファイバー強化樹脂の開発 
樹脂変性を利用した押出プロセスによって、単純に添加した場合に比べて機械強度を向上することができた。また、界面
せん断強度が向上することも評価できるようになってきており、理論的な解析ができるようになってきている。（図 A09-
(1)）樹脂変性を利用した混練プロセスやセルロ－スの水素結合の低下を利用した組成技術により、セルロースの解繊
と分散性の向上に効果があることを、電子顕微鏡や X線による解析により確認した。偏光下の光学顕微鏡の観察結果
と、走査型電子顕微鏡（SEM）により観察した結果（図 A09-(2)）を載せる。 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
図 A09-(1) 反応場の利用した強化樹脂の特性          図 A09-(2) 分散剤の添加効果 

 
2.２ 界面制御技術の理論構築 
ナノ分散性向上のための樹脂変性に伴う界面せん断強度の定量的な測定方法を開発することにより、変性度と界面せ
ん断強度の関係を定量的に解析できるようになった。（図 A09-(3)）同じ巻取速度で得た繊維について樹脂の高配
向化を確認した。WAXD画像から解析した結果、力学特性の改善には、下記２つのメカニズムの寄与が示唆された。 
・セルロース繊維の強化繊維としての作用 
・セルロース繊維の存在に起因するマトリクス樹脂の高配向化 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
図 A09-(3) 界面せん断強度と変性度の相関            図 A09-(4) 配向による力学特性とWAXD解析 

  

無添加品 添加品 
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ユニット名 A09 セルロースナノファイバー強化樹脂の開発 
研究 
責任者 

中島 康雄（古河電気工業㈱コア技術融合研究所 主査） 

参画機関 東京工業大学､首都大学東京 
 
1.1 背景・目的 
航空機や車両等の輸送機器は、省エネルギー・二酸化炭素削減が喫緊の課題となっています。これを解決する手段とし
て部材の軽量化が求められています。一方、植物由来のセルロースナノファバー（ＣＮＦ）は、ガラス繊維と比べて、軽
量で、かつ高弾性・高強度な材料として期待されていることから、構造部材応用を見据えた軽量・高剛性かつ低環境負
荷なＣＮＦ強化樹脂の開発を進めています。ＣＮＦ強化樹脂は、新規な素材であることから、その性能やコストに加え
て、工業製品に適用していくためには、そのメカニズムや信頼性についても確立していくことが求められています。 
 
1.2 研究開発の目標   
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化樹脂の構造と力学物性発現の解析を進めていくことで、ＣＮＦ強化樹脂の機械特性を向上するための最適な混練
条件の探索を進め、さらに、信頼性を構築するためＣＮＦ強化樹脂の界面はく離現象の解析を進めていくことで、ガラス
繊維強化樹脂を代替できるＣＮＦ強化樹脂を開発し、輸送機器等で用いられる部品への適用を目指していきます。 
 
1.3 実施項目 
(1) セルロースナノファイバー強化樹脂の開発：樹脂変性を利用した混練プロセス技術の開発 
(2) 界面制御技術の理論構築：界面せん断強度からのＣＮＦ/樹脂界面の解析 
(3) 樹脂変性技術の理論構築：樹脂変性における反応速度の計測と理論的解析 
(4) ナノ分散複合体の理論強度の解析：界面はく離の予測と疲労損傷の発生・進展のメカニズム 
 
1.4 実施体制・分担 
古河電気工業：ＣＮＦ強化樹脂のプロセスも含めた材料組成の開発 
東京工業大学：樹脂/ＣＮＦの界面せん断強度の定量評価、一軸配向構造体の物性の評価 
東京工業大学：界面制御するための樹脂変性における反応速度の測定、分散過程の解析 
首都大学東京：構造部材として適用するための実験手法や解析手法の構築、長期耐久性の評価 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1)セルロースナノファイ
バー強化樹脂の開発 
(2)界面制御技術の理
論構築 
(3)樹脂変性技術の理
論構築 
(4)ナノ分散複合体の
理論強度の解析 
 

   

2016 年度
終了 

  

  

TRL=2 TRL=3 
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2. 研究開発の成果 
2.１ セルロースナノファイバー強化樹脂の開発 
樹脂変性を利用した押出プロセスによって、単純に添加した場合に比べて機械強度を向上することができた。また、界面
せん断強度が向上することも評価できるようになってきており、理論的な解析ができるようになってきている。（図 A09-
(1)）樹脂変性を利用した混練プロセスやセルロ－スの水素結合の低下を利用した組成技術により、セルロースの解繊
と分散性の向上に効果があることを、電子顕微鏡や X線による解析により確認した。偏光下の光学顕微鏡の観察結果
と、走査型電子顕微鏡（SEM）により観察した結果（図 A09-(2)）を載せる。 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
図 A09-(1) 反応場の利用した強化樹脂の特性          図 A09-(2) 分散剤の添加効果 

 
2.２ 界面制御技術の理論構築 
ナノ分散性向上のための樹脂変性に伴う界面せん断強度の定量的な測定方法を開発することにより、変性度と界面せ
ん断強度の関係を定量的に解析できるようになった。（図 A09-(3)）同じ巻取速度で得た繊維について樹脂の高配
向化を確認した。WAXD画像から解析した結果、力学特性の改善には、下記２つのメカニズムの寄与が示唆された。 
・セルロース繊維の強化繊維としての作用 
・セルロース繊維の存在に起因するマトリクス樹脂の高配向化 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
図 A09-(3) 界面せん断強度と変性度の相関            図 A09-(4) 配向による力学特性とWAXD解析 

  

無添加品 添加品 
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2.３ 樹脂変性技術の理論構築 
樹脂変性に関わるモデルラジカルとモノマーの付加反応速度を様々な反応ペアを対象にパルス ESR法により計測した。
各反応系における付加反応速度定数の計測値を理論的に考察することにより、量子化学計算に基づいた理論値の提
供が行えるレベルにまで理論構築が進んだ。（図 A09-(5)） 
また、セルロースが樹脂中に分散した状態を評価する方法として、イオン液体に溶解する色素の蛍光顕微分光を利用す
る方法を開発した。（図 A09-(6)） 
 

 

 

 

 

 

図 A09-(5) 樹脂ラジカルのモデル系による観測        図 A09-(6) 樹脂中パルプの蛍光画像 
 
2.４ ナノ分散複合体の理論強度の解析 
理論強度が解析できるようになったので、配向状態を考慮した任意の繊維含有率の弾性率が推定や、見かけの繊維長
および配向分布を測定することにより、理論強度・弾性率をある程度予測できるようになった。 
また、損傷モニタリングを観察する方法として、アコースティックエミッションによる界面はく離の検出は、減衰が大きくて検出
が困難であった。そこで、ノイズ対策やゲインを大きくして解析した結果、樹脂単体だと振幅の大きい弾性波は試験片破
断直前に発生するが、CNF強化樹脂は破断直前に限らず、より早い段階に生じることから、振幅値と立ち上がり時間に
着目すればよいことが分かってきた。（図 A09-(7)） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 A09-(7) 応力・ＡＥパラメータ-時間線図（左：樹脂単体、右：強化樹脂）  
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
・CNF 強化樹脂は、CNF の持つ優れた特性を樹脂中で発現させることができれば、ガラス繊維強化樹脂を代替できる
可能性を有している。そこで、CNF 強化樹脂の理論面からのアプローチも含めた可能性の検討と、CNF を樹脂に分散さ
せる混練プロセスとして二軸押出機を用いた検討を進め、得られた CNF 強化樹脂を射出成形機により試験片を作製し
て評価を進めた。 
・目的とする特性が得られるのか、反応場を利用した混練プロセス技術によって、セルロ－ス繊維による機械特性（引張
強度・弾性率）が向上できることが検証できた。これは、樹脂変性における反応速度の解析、樹脂/セルロース間の界面
強度による理論的解析、セルロース分散複合体の理論強度解析 など分散状態と理論強度の解析によって裏付けされ
たものである。 
・今後、製品に適用していく上では、衝撃強度が求められてくることから、その対策が必要になってくること。さらに、損傷モ
ニタリング手法等を用いた長期的信頼性（耐疲労特性等）の構築も必要になってくると思われる。 
・また、植物由来のセルロースが社会実装されていくためには、その特徴を活かしたアプリケーションの探索が求められる。  
 
・論文発表 1件、学会発表 9件 を報告した。 
 
本テーマは、2016年度に SIP の研究を終了している。 
今後、航空機や車両等といった輸送機器に適用される材料開発を進めることで、社会実装化を目指していきます。 
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ユニット名 A10 植物由来の炭素繊維複合材料の開発 
研究 
責任者 

仁宮 一章（金沢大学 新学術創成研究機構 准教授） 

参画機関 金沢大学、神戸大学、Bio-energy株式会社、石川県工業試験場、株式会社ダイセル 
 
1.1 背景・目的 
本研究では、CFRP航空機のライフサイクル CO2削減効果をさらに高めることを目的として、また、化石資源枯渇に伴

う石油価格の高騰への対策として、現在石油から作られている CFRPの全て、もしくは母材樹脂を植物バイオマス由来に
代替するための技術開発を行う。 
 
1.2 研究開発の目標   
・植物由来の炭素繊維原料の作製および評価: 植物由来アクリロニトリルの純度 99％、収率 20％ 
・植物由来の母材樹脂（熱可塑性セルロース誘導体）の製造および強度評価: 融解温度 220℃、収率 95％ 
・植物由来の CFRPの試作と強度評価: 石油由来の炭素繊維＋ 植物由来の母材樹脂（熱可塑性セルロース誘

導体）; 曲げ強度：750 MPa, 曲げ弾性率：45 GPa 
1.3 実施項目 
(1) 酵素法による植物油からの BDF と副産物バイオマスへの変換（神戸大学・Bio-energy(株)） 

油脂植物の種子等を絞ることにより得られる油脂を、酵素存在下でメタノールと反応させる酵素法によって、BDF
（生産物）とアルカリや酸化物等を含まない 2 次加工が容易な植物由来グリセリン(副産物)へと変換し分離する。 

(2) BDF製造時の副産物バイオマスからの CFRP用材料の製造（金沢大学・(株)ダイセル） 
2-a）廃グリセロールからの炭素繊維原料アクリロニトリルの製造 
植物油からバイオディーセル燃料を製造する際の副産物である廃グリセロールを植物バイオマス原料として用い、

微生物反応や化学反応を組み合わせ３ステップで PAN系炭素繊維のモノマーであるアクリロニトリルを製造する。 
2-b）搾油残渣中のリグノセルロースからの熱可塑性樹脂の製造 
植物油の搾油残渣の主成分であるリグノセルロースを、イオン液体の溶媒・触媒作用を活用することにより、常温

常圧条件にて、リグノセルロースの水酸基に対して様々なエステル交換反応を行う。その後、分画により石油由来で
は製造が困難な構造を持つセルロース誘導体（熱可塑性樹脂）を製造する。 

(3) 植物バイオマス由来材料の CFRP への適合評価（石川県工業試験場） 
本研究で用いる植物性由来の樹脂の基礎物性を評価すると共に、炭素繊維との複合化方法の検討ならびに

CFRP試験片の試作とその力学的特性評価を実施する。 
 
1.4 実施体制・分担 
本研究では、産（Bio-energy 株式会社、株式会社ダイセル）・学（金沢大学・神戸大学）・公的研究機関

（石川県工業試験場）のコラボレーションにより取組み、植物由来の炭素繊維複合材料の開発を行う。  
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 酵素法による植物油
からの BDF と副産物バイオ
マスへの変換 
(2) BDF 製造時の副産物
バイオマスからのCFRP用材
料の製造 
(3) 植物バイオマス由来材
料の CFRPへの適合評価 

      酵素の選定 
TRL=2 
 

基礎的反応条件の選定
TRL=2 
 

石油由来 CF と石油由来
熱可塑性樹脂からなる
CFRP の 試 作 、 評 価
TRL=1 

酵素反応条件の最適化、
BDF・グリセロールの分析 
TRL=3 
 廃グリセロールから AN への
反応, リグノセルロースから
の熱可塑性樹脂への反応
の高効率化・高濃度化
TRL=2 
 
石油由来 CF と植物由来
熱可塑性樹脂からなる、植
物由来 CFRPの試験片作
成 TRL=2 

BDF とグリセロールの分離
技術の開発 
TRL=4 
 廃グリセロールから AN への
反応のラボ内でのスケール
アップ, リグノセルロースから
の熱可塑性樹脂ベンチスケ
ール生産 TRL=3 
 
植物 由来樹脂 お よ び
CFRP の評価、分子デザイ
ンへのフィードバック 
TRL=2 

酵素反応のスケールアップ 
TRL=5 
 

廃グリセロール由来 AN の
分離精製, リグノセルロース
由来の熱可塑性樹脂の生
産のためのセ ッ ト ア ップ
TRL=3 
 
植物 由来樹脂 お よ び
CFRP の評価、分子デザイ
ンへのフィードバック 
TRL=3 

BDF とグリセロールの分離
技術のスケールアップ 
TRL=6 
 
廃グリセロール由来 AN の
分離精製, リグノセルロース
由来の熱可塑性樹脂のパ
イロット生産 
TRL=4 
 
植物 由来樹脂 お よ び
CFRP の評価、分子デザイ
ンへのフィードバック 
TRL=4 
 

低コスト原料を保有するマ
ーケットの調査と追加開発 

得られたスケールアップ製造
への指針をもとに、事業化
について引き続き事業性評
価を継続 

得られたスケールアップ製造
への指針をもとに、事業化
について引き続き事業性評
価を継続 
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2. 研究開発の成果 
(1) 酵素法による植物油からの BDF と副産物バイオマスへの変換（神戸大学・Bio-energy(株)） 

植物油など生体由来から抽出した油分は多くの場合、遊離脂肪酸やリン脂質成分を多く含んだ混合脂質成分
から構成されている。リパーゼ酵素(Fusarium heterosporum由来 lipase: FHL)を遺伝子発現している糸状
菌において、遊離脂肪酸を多く含んでいる未精製油から脂肪酸メチルエステル（=バイオディーセル燃料：BDF）
へと、高い転換率を達成する事が出来た。さらに遊離リン脂質が 30%共存する場合においても、高い変換効率を
達成することに成功した。さらには、市販リパーゼの利用も視野に入れて、複数の商業利用可能なリパーゼを用いて
高い転換効率を有するリパーゼ酵素の組み合わせに関して探索も実施した。その結果、2種のリパーゼにおいて、遊
離脂肪酸を含有する油脂成分を原料として高い変換効率を見出すことに成功した。 
脂肪酸メチルエステル（=バイオディーセル燃料：BDF）とグリセリンを併産する酵素充填式反応器の設計条

件を日産 200L の実証装置へ適用し、スケールアップ時の課題解決を試みた。酵素充填層における反応液の滞
留時間を統一して鋭意検討を重ねたところ、1 バッチ 24 時間以内に生産物中の残存トリグリセリド含量が
0.1wt%に到達した。さらに、生産物の高い品質を 16 バッチ以上にわたり達成できること、そして反応管の圧力損
失も抑えられ極めて安定な連続稼働が可能であることを確認できた。本実証装置によるグリセリンの回収量および
純度については、反応条件の最適化により、粗グリセロール中の純グリセロール含量は 91.2～95.7wt%と高い値
に達することが分かった。 
対象となる原料油脂に関して、パーム油は現在、世界最大の生産量を誇る植物油脂であり、BDF の生産にも

使用されている。しかし、高度精製を経る前の粗パーム油（CPO）は、遊離脂肪酸を数%含み、そのままでは既
存のアルカリ触媒による反応を行うことができない。もしも、この CPOを酵素法で変換できるようになれば、植物由来
グリセロールの原料として有望といえる。そこで、500g～20kg までの反応スケールでパーム油の酵素反応（脂肪
酸メチルエステルとグリセロールの併産）に関するデータを取得した。遊離脂肪酸が含まれる CPO は、特別な前処
理工程を経ずに直接酵素反応に供せられることが分かった。酵素反応後の下層にはグリセロールが脂肪酸メチルエ
ステルとの比重差で回収され、水分を含むものの発酵などの二次利用には問題の少ない原料となることが推察され
る。遊離脂肪酸が 70wt%を超える廃棄系パーム油を用いた酵素反応データを示し、酵素反応ではパーム油の遊
離脂肪酸含量によらず高い変換率を達成できることが分かった。(80%以上)(図 1) 
以上のように、残存メタノールや脂肪酸メチルエステル（BDF）の混入量が少なく、以後の二次利用（炭素繊

維複合材料への変換など）に有利な高純度グリセロールを直接得られるようになった。理論上、油脂に対して
10wt%のグリセロールが生産されるので、グリセリン回収率も極めて高いといえる。  
 

(2) BDF製造時の副産物バイオマスからの CFRP用材料の製造（金沢大学・(株)ダイセル） 
2-a）廃グリセロールからの炭素繊維原料アクリロニトリルの製造 
植物油からバイオディーゼル燃料(BDF)を製造する過程で排出される副産物である廃グリセロールを原料として、

3 step で炭素繊維の前駆体であるアクリロニトリルへと変換を行った。①純度の高いグリセロールを原料に発酵変
換によりグルタミン酸へ変換する。②次に、グルタミン酸を酸化的脱カルボキシル化反応により３-シアノプロパン酸へ
と変換する。③最後に、３-シアノプロパン酸を脱カルボニル化/脱離反応によりアクリロニトリルへと変換する。 
グリセロール資化能を付与した Corynebacterium glutamicum 株を用いて、グリセロールからグルタミン酸へ

の発酵変換を行った。収率は 50－60％であった。比較として、純度の低いアルカリ触媒を用いた反応系から得られ
る廃グリセロールを用いた場合は、微生物の生育阻害が生じ発酵変換はほぼ阻害された。次に、得られたグルタミン
酸を出発原料として、触媒存在下での酸化的脱カルボキシル化によって３-シアノプロパン酸を得た。収率は約 80
－85％であった。精製した３-シアノプロパン酸から脱カルボニル化/脱離反応によりアクリロニトリルへと変換した。収
率は約 17％であった。触媒、反応温度，反応時間を検討することにより収率は約 25％へと向上した。以上より、
総括の収率は約 13％となった。(図 1) 
 
2-b）搾油残渣中のリグノセルロースからの熱可塑性樹脂の製造 
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ユニット名 A10 植物由来の炭素繊維複合材料の開発 
研究 
責任者 

仁宮 一章（金沢大学 新学術創成研究機構 准教授） 

参画機関 金沢大学、神戸大学、Bio-energy株式会社、石川県工業試験場、株式会社ダイセル 
 
1.1 背景・目的 
本研究では、CFRP航空機のライフサイクル CO2削減効果をさらに高めることを目的として、また、化石資源枯渇に伴

う石油価格の高騰への対策として、現在石油から作られている CFRPの全て、もしくは母材樹脂を植物バイオマス由来に
代替するための技術開発を行う。 
 
1.2 研究開発の目標   
・植物由来の炭素繊維原料の作製および評価: 植物由来アクリロニトリルの純度 99％、収率 20％ 
・植物由来の母材樹脂（熱可塑性セルロース誘導体）の製造および強度評価: 融解温度 220℃、収率 95％ 
・植物由来の CFRPの試作と強度評価: 石油由来の炭素繊維＋ 植物由来の母材樹脂（熱可塑性セルロース誘

導体）; 曲げ強度：750 MPa, 曲げ弾性率：45 GPa 
1.3 実施項目 
(1) 酵素法による植物油からの BDF と副産物バイオマスへの変換（神戸大学・Bio-energy(株)） 

油脂植物の種子等を絞ることにより得られる油脂を、酵素存在下でメタノールと反応させる酵素法によって、BDF
（生産物）とアルカリや酸化物等を含まない 2 次加工が容易な植物由来グリセリン(副産物)へと変換し分離する。 

(2) BDF製造時の副産物バイオマスからの CFRP用材料の製造（金沢大学・(株)ダイセル） 
2-a）廃グリセロールからの炭素繊維原料アクリロニトリルの製造 
植物油からバイオディーセル燃料を製造する際の副産物である廃グリセロールを植物バイオマス原料として用い、

微生物反応や化学反応を組み合わせ３ステップで PAN系炭素繊維のモノマーであるアクリロニトリルを製造する。 
2-b）搾油残渣中のリグノセルロースからの熱可塑性樹脂の製造 
植物油の搾油残渣の主成分であるリグノセルロースを、イオン液体の溶媒・触媒作用を活用することにより、常温

常圧条件にて、リグノセルロースの水酸基に対して様々なエステル交換反応を行う。その後、分画により石油由来で
は製造が困難な構造を持つセルロース誘導体（熱可塑性樹脂）を製造する。 

(3) 植物バイオマス由来材料の CFRP への適合評価（石川県工業試験場） 
本研究で用いる植物性由来の樹脂の基礎物性を評価すると共に、炭素繊維との複合化方法の検討ならびに

CFRP試験片の試作とその力学的特性評価を実施する。 
 
1.4 実施体制・分担 
本研究では、産（Bio-energy 株式会社、株式会社ダイセル）・学（金沢大学・神戸大学）・公的研究機関

（石川県工業試験場）のコラボレーションにより取組み、植物由来の炭素繊維複合材料の開発を行う。  
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 酵素法による植物油
からの BDF と副産物バイオ
マスへの変換 
(2) BDF 製造時の副産物
バイオマスからのCFRP用材
料の製造 
(3) 植物バイオマス由来材
料の CFRPへの適合評価 

      酵素の選定 
TRL=2 
 

基礎的反応条件の選定
TRL=2 
 

石油由来 CF と石油由来
熱可塑性樹脂からなる
CFRP の 試 作 、 評 価
TRL=1 

酵素反応条件の最適化、
BDF・グリセロールの分析 
TRL=3 
 廃グリセロールから AN への
反応, リグノセルロースから
の熱可塑性樹脂への反応
の高効率化・高濃度化
TRL=2 
 
石油由来 CF と植物由来
熱可塑性樹脂からなる、植
物由来 CFRPの試験片作
成 TRL=2 

BDF とグリセロールの分離
技術の開発 
TRL=4 
 廃グリセロールから AN への
反応のラボ内でのスケール
アップ, リグノセルロースから
の熱可塑性樹脂ベンチスケ
ール生産 TRL=3 
 
植物 由来樹脂 お よ び
CFRP の評価、分子デザイ
ンへのフィードバック 
TRL=2 

酵素反応のスケールアップ 
TRL=5 
 

廃グリセロール由来 AN の
分離精製, リグノセルロース
由来の熱可塑性樹脂の生
産のためのセ ッ ト ア ップ
TRL=3 
 
植物 由来樹脂 お よ び
CFRP の評価、分子デザイ
ンへのフィードバック 
TRL=3 

BDF とグリセロールの分離
技術のスケールアップ 
TRL=6 
 
廃グリセロール由来 AN の
分離精製, リグノセルロース
由来の熱可塑性樹脂のパ
イロット生産 
TRL=4 
 
植物 由来樹脂 お よ び
CFRP の評価、分子デザイ
ンへのフィードバック 
TRL=4 
 

低コスト原料を保有するマ
ーケットの調査と追加開発 

得られたスケールアップ製造
への指針をもとに、事業化
について引き続き事業性評
価を継続 

得られたスケールアップ製造
への指針をもとに、事業化
について引き続き事業性評
価を継続 
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2. 研究開発の成果 
(1) 酵素法による植物油からの BDF と副産物バイオマスへの変換（神戸大学・Bio-energy(株)） 

植物油など生体由来から抽出した油分は多くの場合、遊離脂肪酸やリン脂質成分を多く含んだ混合脂質成分
から構成されている。リパーゼ酵素(Fusarium heterosporum由来 lipase: FHL)を遺伝子発現している糸状
菌において、遊離脂肪酸を多く含んでいる未精製油から脂肪酸メチルエステル（=バイオディーセル燃料：BDF）
へと、高い転換率を達成する事が出来た。さらに遊離リン脂質が 30%共存する場合においても、高い変換効率を
達成することに成功した。さらには、市販リパーゼの利用も視野に入れて、複数の商業利用可能なリパーゼを用いて
高い転換効率を有するリパーゼ酵素の組み合わせに関して探索も実施した。その結果、2種のリパーゼにおいて、遊
離脂肪酸を含有する油脂成分を原料として高い変換効率を見出すことに成功した。 
脂肪酸メチルエステル（=バイオディーセル燃料：BDF）とグリセリンを併産する酵素充填式反応器の設計条

件を日産 200L の実証装置へ適用し、スケールアップ時の課題解決を試みた。酵素充填層における反応液の滞
留時間を統一して鋭意検討を重ねたところ、1 バッチ 24 時間以内に生産物中の残存トリグリセリド含量が
0.1wt%に到達した。さらに、生産物の高い品質を 16 バッチ以上にわたり達成できること、そして反応管の圧力損
失も抑えられ極めて安定な連続稼働が可能であることを確認できた。本実証装置によるグリセリンの回収量および
純度については、反応条件の最適化により、粗グリセロール中の純グリセロール含量は 91.2～95.7wt%と高い値
に達することが分かった。 
対象となる原料油脂に関して、パーム油は現在、世界最大の生産量を誇る植物油脂であり、BDF の生産にも

使用されている。しかし、高度精製を経る前の粗パーム油（CPO）は、遊離脂肪酸を数%含み、そのままでは既
存のアルカリ触媒による反応を行うことができない。もしも、この CPOを酵素法で変換できるようになれば、植物由来
グリセロールの原料として有望といえる。そこで、500g～20kg までの反応スケールでパーム油の酵素反応（脂肪
酸メチルエステルとグリセロールの併産）に関するデータを取得した。遊離脂肪酸が含まれる CPO は、特別な前処
理工程を経ずに直接酵素反応に供せられることが分かった。酵素反応後の下層にはグリセロールが脂肪酸メチルエ
ステルとの比重差で回収され、水分を含むものの発酵などの二次利用には問題の少ない原料となることが推察され
る。遊離脂肪酸が 70wt%を超える廃棄系パーム油を用いた酵素反応データを示し、酵素反応ではパーム油の遊
離脂肪酸含量によらず高い変換率を達成できることが分かった。(80%以上)(図 1) 
以上のように、残存メタノールや脂肪酸メチルエステル（BDF）の混入量が少なく、以後の二次利用（炭素繊

維複合材料への変換など）に有利な高純度グリセロールを直接得られるようになった。理論上、油脂に対して
10wt%のグリセロールが生産されるので、グリセリン回収率も極めて高いといえる。  
 

(2) BDF製造時の副産物バイオマスからの CFRP用材料の製造（金沢大学・(株)ダイセル） 
2-a）廃グリセロールからの炭素繊維原料アクリロニトリルの製造 
植物油からバイオディーゼル燃料(BDF)を製造する過程で排出される副産物である廃グリセロールを原料として、

3 step で炭素繊維の前駆体であるアクリロニトリルへと変換を行った。①純度の高いグリセロールを原料に発酵変
換によりグルタミン酸へ変換する。②次に、グルタミン酸を酸化的脱カルボキシル化反応により３-シアノプロパン酸へ
と変換する。③最後に、３-シアノプロパン酸を脱カルボニル化/脱離反応によりアクリロニトリルへと変換する。 
グリセロール資化能を付与した Corynebacterium glutamicum 株を用いて、グリセロールからグルタミン酸へ

の発酵変換を行った。収率は 50－60％であった。比較として、純度の低いアルカリ触媒を用いた反応系から得られ
る廃グリセロールを用いた場合は、微生物の生育阻害が生じ発酵変換はほぼ阻害された。次に、得られたグルタミン
酸を出発原料として、触媒存在下での酸化的脱カルボキシル化によって３-シアノプロパン酸を得た。収率は約 80
－85％であった。精製した３-シアノプロパン酸から脱カルボニル化/脱離反応によりアクリロニトリルへと変換した。収
率は約 17％であった。触媒、反応温度，反応時間を検討することにより収率は約 25％へと向上した。以上より、
総括の収率は約 13％となった。(図 1) 
 
2-b）搾油残渣中のリグノセルロースからの熱可塑性樹脂の製造 
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炭素繊維と複合化する母材樹脂として、熱可塑性セルロース誘導体を選定した。その母材樹脂の合成に関して、
イオン液体を利用した簡便かつ高効率な合成法の開発に成功した。すなわち、イミダゾリウム系イオン液体の持つ特
殊な性質に着目した新規セルロース誘導体合成法である。具体的には、① イミダゾリウム系イオン液体はセルロー
スなどのバイオマスを溶解する点、および②イミダゾリウム系イオン液体から最も強力な有機分子触媒である N-ヘテ
ロサイクリックカルベンを自動的に生成する点の 2 点に着目した。以上の性質を考慮し、水酸基を多数含有するセ
ルロースに対してエステル交換反応を行った。具体的には、1-エチル-3-メチルイミダゾリウムアセテート（EmimAc）
を溶媒かつ触媒、酢酸イソプロペニルをエステル体とし、セルロースに対するエステル交換反応をアルゴン雰囲気下
80℃にて一晩行った。反応により生成した化合物を評価したところ、高収率でトリアセチルセルロースが生成したこと
が明らかとなった。 
さらに本反応は実バイオマスを原料とした合成反応にも適用可能であった。また、エステル化剤としては酢酸イソプ

ロペニル以外にも様々なビニルエステル体（プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル）が使用可能であり、対応するセルロー
スのエステル誘導体が合成可能であった。様々な鎖長の置換基を持つ CAX（セルロースアセテート誘導体）を合
成したところ、鎖長の増大により、熱分解温度は変えずに、ガラス転移点（Tg)や軟化温度を下げることができた。 
特に decanoyl基が有用であった。本検討結果は流動性を向上させた含侵性の高いセルロース誘導体（熱可塑
性母材）のデザインにつながると考えられる。そこで、流動性をより向上させた含侵性の高い「熱可塑 CFRP用の新
規セルロース誘導体」（熱可塑性母材）をデザインする方針として、熱可塑 CFRP 作製に実際に用いたセルロー
スアセテートブチレート（CAB）やセルロースアセテートプロピオネート（CAP)に対して、残っている OH 基へ
decanoyl 基を導入した（CAB-D および CAP-D）(図 1)。その結果、さらなる熱流動性の向上が見られた。鎖
長の長いセルロース誘導体は、炭素繊維との絡み合いによる親和性の向上も考えられうる。また、ラボスケールでの
合成結果をもとに、大量生産をダイセル主導で行った。作製した母材樹脂を用いて、石川県工業試験場により
CFRP の作製及び評価を行った。 
 

(3) 植物バイオマス由来材料の CFRP への適合評価（石川県工業試験場） 
本研究開発にて新たに合成されたデカノエート基修飾酪酸酢酸セルロース（CAB-D）について、まず、キャラク

タリゼーションとして熱特性の評価を行った。熱特性は熱重量分析（TG）、示差走査熱量測定（DSC）、固体
動的粘弾性測定（DMA）測定を実施した。次に、CAB-D を用いた CFRP化の検討を行った。 
熱重量分析 TG 測定は、空気雰囲気下、昇温速度 10℃/min、温度範囲 50～650℃とし、試料は CAB-

D および CAB-D の合成に使用した未修飾樹脂（ベース樹脂）を熱プレスによりフィルム化したものを用いた。
CAB-D とベース樹脂 CAB の熱分解挙動はほぼ同様であることがわかり、デカノエート基修飾による熱分解特性の
変化はないことがわかった。 

CAB-D およびベース樹脂 CAB の結晶性等を調べるため、示差走査熱量測定（DSC）を行った。測定は空
気雰囲気下、昇温速度 10℃/min、温度範囲 50～250℃で行い、試料は熱プレスによりフィルム化したものを切
断して使用した。昇温過程において CAB-Dでは 100℃近傍、ベース樹脂では 125℃近傍にガラス転移に伴う屈
曲が見られた。なお、結晶化による発熱ピークおよび結晶融解による吸熱ピークはいずれの試料でも明瞭には観察
されないことから、本検討で用いた樹脂は非晶性もしくは結晶性が低い材料であることがわかった。 
樹脂の固体状態における粘弾性測定（DMA）を行った。測定は熱プレスによりフィルム状に成形した試料を所

定の寸法に切り出し、周波数 1Hz、昇温速度 2℃/min、引張モードにて測定を実施した。ガラス転移点はCAB-
Dが 96℃、ベース樹脂は 124℃であることがわかり、同じ動的粘弾性測定条件におけるガラス転移温度がデカノエ
ート修飾によりおよそ 30℃程度低温側にシフトしていることがわかった。 

CAB-D およびベース樹脂 CAB について熱プレスによりフィルムを作製し、得られたフィルムと炭素繊維織物を積
層して熱可塑性 CFRP の成形を行った。なお、成形には炭素繊維織物にあらかじめ塗布されているサイジング剤を
一部除去すべく、熱風式オーブンで 240℃・8時間熱処理したものを使用した。作製した CFRP の炭素繊維体積
含有率（Vf）はベース樹脂 CAB 品で 54.8%、CAB-D 品で 60.8%となった。また、曲げ強さおよび曲げ弾性
率についてはベース樹脂 CAB品よりも CAB-D品のほうが高くなることがわかった（737 MPa, 65 GPa）(図 1)。 
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3. 総括、今後の展開、その他特記           
1) 酵素法による植物油からの BDF と副産物バイオマスへの変換 

SIPでの取り組みにより、コア技術である酵素反応の工程を低コスト化したうえで、高純度のグリセリンと BDFを併産す
ることが可能となる。事業化については、SIP 以降で最終精製工程を完結させることで、低コスト原料から規格を満たす
グリセリンと BDF を製造できるようになり、各プロダクトの要求を満たす製品・サービスを展開できる。まず試作品のサンプル
出荷を初年度から始め、低コスト原料を保有するマーケットの調査と追加開発を並行させる。とくに原料の調達ルートを
確保して製品仕様を事業モデルに適合させるステップが必要になると考えられる。 
2）BDF製造時の副産物バイオマスからの CFRP用材料の製造 

SIP での取り組みにより、CFRP のための植物由来母材樹脂の分子設計指針が得られる。事業化については、引き
続き、事業性評価を継続するか判断する。 
さらに、植物由来樹脂（母材）と炭素繊維（骨材）を組み合わせた複合材料だけでなく、植物由来樹脂（母材） 

と（リグノ）セルロースナノファイバー（骨材）を組み合わせたバイオ複合材料も含めて、「複合材料志向型バイオマスリ
ファイナリー」として次のステップのプロジェクトへ繋げる。 
3）植物バイオマス由来材料の CFRP への適合評価 

SIP での取り組みにより、植物由来樹脂（母材）と炭素繊維（骨材）を用いたバイオ CFRP について、開発した母
材樹脂に適した成型加工温度等のプロセスパラメーターが設定でき、スケールアップ製造への指針が得られる。事業化に
ついては、引き続き、事業性評価を継続するか判断する。 
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B領域 耐熱合金・金属間化合物等の創製技術開発 

耐熱合金及び金属間化合物は、適切な金属元素の組合せと組織制御によって、航空機エンジン部材に必要な数
百度から1000℃超に至る幅広い温度域での耐熱性を実現できる。加工性やコストを含めた各種要求性能をクリアした
Ni基超合金やTi合金が半世紀以上もの間、実用化されているが、更なる耐熱性、加工性・生産性、比強度、材質制
御、信頼性等々の観点から材料開発が継続されている。本領域では航空機エンジンを構成する金属部品・材料を対
象として、代表的な耐熱金属であるNi基超合金とTi合金のディスク部材等の製造に係る鍛造技術の向上・競争力強
化、耐熱性・比強度に優れたTiAl金属間化合物の材料設計・製造技術開発による低圧タービン動翼製造、および複
雑形状の部品を省資源・省エネルギーで製造可能として注目される粉末金属を用いる技術等に焦点をあてるものである。 

Ni基超合金、Ti合金材料によるディスク鍛造材等では、高い疲労・クリープ特性及び一定の延性を両立させることが
国際競争に打ち克つ鍵となる。B21・B24では、世界最大級の5万トン鍛造機にて所望の組織・特性を実現する鍛造
方案を最短で見出すことを出口に見据え、汎用的に使用される鍛造シミュレーションソフトに実装可能な組織予測及び
疲労強度等の材質予測モジュール等の開発を進めた。また析出強化相(γ'相)の非整合化によりNi基超合金を軟化さ
せ、実効的な温度で熱間鍛造を行うというシーズに基づく鍛造技術の開発にも取り組んだ(B26)。 

TiAl材料は、活性で高融点（1500℃以上）ゆえの溶融時の低流動性、難鍛造・切削性等の課題解決がエンジ
ン部材としての普及の要である。B29-31ではこれらの課題を克服する材料設計、高品質・低コスト素材の製造、鍛造
および鋳造による低圧タービン動翼等の製造を進めた。 

Ti合金粉末を用いたレーザ粉体肉盛（LMD）技術の開発（B22）、微細なTi合金およびNi基超合金粉末を用
いた金属粉末射出成形（MIM）技術の開発（材料開発を含む、B23）、またTiAl金属間化合物粉末を用いた電
子ビーム三次元積層造形（3D-EBM）による材料組織制御技術の開発（B32）に取り組んだ。いずれもエンジンに
関連する部品の低コスト製造として実用化が期待される技術である。 

その他体制図に示すように、「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：B27」では、超微細
結晶粒の造り込み技術を検討して2016年度末で終了。「航空機実装を目指した超急冷マグネシウム合金の製造基
盤技術開発：B28」では、難燃Mgの適用を検討するFSであったが、ヤング率が低くことから主要な構造体としての適用
可能性が見込まれず2015年度で終了。「火力発電蒸気タービンプラント用TiAl鍛造合金動翼の開発：B33」では、
650℃級の発電プラントへのTiAl製動翼の適用を目指したが、プロセス設計が十分に至らず2016年度末で終了した。 

 

B領域体制図 
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 得られた成果を次のように総括できる。 
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」及びB24「鍛造プロ

セス基盤」では、Ti合金およびNi基超合金材料に関してアカデミアに蓄積された流動応力解析手法を糾合して、塑性加
工の要素モデルを作り上げた。また2016年にNIMSに設置・稼働開始した1,500トン大型鍛造シミュレータを利用して、
実用に資する材料データ取得を進めた。これにより再結晶、粒成長、析出等の組織モデル、特性予測モデルを加えて組
織・材質予測モジュールに仕上げ、5万トン実機での実証実験で効果確認した。加えて捻りや振動等の複動モーションに
よる革新プロセスの可能性についても前向きな示唆が得られた。またB26「高強度Ni基ディスク材料の実用的加工プロセ
スの開発」では、この大型鍛造シミュレータによる材料データに基づく鍛造方案によって、920℃でAD730、TMW合金の
型鍛造に成功した。 

B29「高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築」、B30「高品位・低コスト素材製造技術開発」、B31「革
新製造プロセス開発／検証」では、これまでの数十年間、鋳造用4822合金と鍛造用TNM合金だけがTiAl金属間化
合物として実用に供されている状況であったのに対し、東工大での計算および実験による精緻な状態図の作成と組織・
特性の理解を基にした材料設計指導により、加工性・製造性に極めて優れた材料を得る目処を得た。神戸製鋼所での
量産スケールのコールドクルーシブル誘導溶解（CCIM）法による高品位・低コスト素材製造技術の開発とIHIでの鋳
造法、鍛造法による製造技術開発が垂直統合して短期間で材料開発と製造プロセス開発を達成した。今後データベー
ス整備等が実用化に向けて進められる。 

B22「航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による革新的生産技術開発」では、直径１m規模の大型部品への施
工が可能な雰囲気制御機能付きLMD装置を開発した。この装置および微小欠陥モニター可能な非破壊検査技術を
含め、Ti合金粉末のLMD施工の可能性を実証した。 

B23「航空機エンジン部品用金属粉末射出成形技術の開発」では、Ni基合金とTi合金について、例えば30mm以
上の大型部材で複雑形状のネットシェイプ加工と強度を併せ持つ部材製造技術に目処を得た（Ti合金については材料
開発を含む）。Ni基合金でハードルの低い部材から順次製品展開が進められる。 

B32「方向制御層状TiAlタービン翼の製造技術開発」では、3D-EBM法によるTiAl材（市販の4822材）を用いて、
バンド状組織を実現することで引張強度と伸び等を両立できるという知見を得て、これを低圧タービン動翼という複雑形
状部品全体で実現し得るプロセスマップの構築に成功した。 

 当領域はNi基合金およびTi合金を対象としたNIMS拠点と、TiAl金属間化合物を対象とする東工大拠点から成るが、
いずれも耐熱金属に関してはわが国内で最高のポテンシャルを有する組織であり、1,500トン大型鍛造シミュレータおよび
東工大での学内組織（JET）を核にした拠点としての研究開発活動の継続が明確に描かれている。 

以上のように、当領域では、いずれのテーマも期中に計画通り概念実証（PoC）を行った後、企業の製造現場等に
おいて実証試験を行い、企業において技術開発部門から事業部門への展開可能な目処が得られた段階に至った。今
後も継続して検証・データベース蓄積が継続され、併せて適当な次世代航空機エンジンのスペックが固まり、OEMからの
具体的なRFP（Request for Proposal）等の要求が届けば、それに応じて基本データの提示等の提案が可能な展
開に繋がることになる。当プロジェクトの第1期目標である研究成果の実用化への足掛かり形成としては、当領域の扱う
耐熱合金及び金属間化合物は依然航空機エンジン部材の多くを占める材料であることから、その目標への中心的な貢
献を期待されてきたが、最終年度において研究成果の適用可能性を引き上げて、セールスプロモーションを行える状況に
至ったことで、一定の役割を果たし得た。SIPという確固たるクレジットの裏づけをもって、2020年頃からは実際にセールス
のフェーズへと移行するものと考える。このような技術成熟度の進展と共に、今後は確立された製法の材料展開や新たな
製法の確立といった分野の拡がりも意識して、当領域の産官学連携が引き続き何らかの形で継続され、研究連携が進
展することが期待される。 
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B領域 耐熱合金・金属間化合物等の創製技術開発 

耐熱合金及び金属間化合物は、適切な金属元素の組合せと組織制御によって、航空機エンジン部材に必要な数
百度から1000℃超に至る幅広い温度域での耐熱性を実現できる。加工性やコストを含めた各種要求性能をクリアした
Ni基超合金やTi合金が半世紀以上もの間、実用化されているが、更なる耐熱性、加工性・生産性、比強度、材質制
御、信頼性等々の観点から材料開発が継続されている。本領域では航空機エンジンを構成する金属部品・材料を対
象として、代表的な耐熱金属であるNi基超合金とTi合金のディスク部材等の製造に係る鍛造技術の向上・競争力強
化、耐熱性・比強度に優れたTiAl金属間化合物の材料設計・製造技術開発による低圧タービン動翼製造、および複
雑形状の部品を省資源・省エネルギーで製造可能として注目される粉末金属を用いる技術等に焦点をあてるものである。 

Ni基超合金、Ti合金材料によるディスク鍛造材等では、高い疲労・クリープ特性及び一定の延性を両立させることが
国際競争に打ち克つ鍵となる。B21・B24では、世界最大級の5万トン鍛造機にて所望の組織・特性を実現する鍛造
方案を最短で見出すことを出口に見据え、汎用的に使用される鍛造シミュレーションソフトに実装可能な組織予測及び
疲労強度等の材質予測モジュール等の開発を進めた。また析出強化相(γ'相)の非整合化によりNi基超合金を軟化さ
せ、実効的な温度で熱間鍛造を行うというシーズに基づく鍛造技術の開発にも取り組んだ(B26)。 

TiAl材料は、活性で高融点（1500℃以上）ゆえの溶融時の低流動性、難鍛造・切削性等の課題解決がエンジ
ン部材としての普及の要である。B29-31ではこれらの課題を克服する材料設計、高品質・低コスト素材の製造、鍛造
および鋳造による低圧タービン動翼等の製造を進めた。 

Ti合金粉末を用いたレーザ粉体肉盛（LMD）技術の開発（B22）、微細なTi合金およびNi基超合金粉末を用
いた金属粉末射出成形（MIM）技術の開発（材料開発を含む、B23）、またTiAl金属間化合物粉末を用いた電
子ビーム三次元積層造形（3D-EBM）による材料組織制御技術の開発（B32）に取り組んだ。いずれもエンジンに
関連する部品の低コスト製造として実用化が期待される技術である。 

その他体制図に示すように、「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：B27」では、超微細
結晶粒の造り込み技術を検討して2016年度末で終了。「航空機実装を目指した超急冷マグネシウム合金の製造基
盤技術開発：B28」では、難燃Mgの適用を検討するFSであったが、ヤング率が低くことから主要な構造体としての適用
可能性が見込まれず2015年度で終了。「火力発電蒸気タービンプラント用TiAl鍛造合金動翼の開発：B33」では、
650℃級の発電プラントへのTiAl製動翼の適用を目指したが、プロセス設計が十分に至らず2016年度末で終了した。 

 

B領域体制図 
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 得られた成果を次のように総括できる。 
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」及びB24「鍛造プロ

セス基盤」では、Ti合金およびNi基超合金材料に関してアカデミアに蓄積された流動応力解析手法を糾合して、塑性加
工の要素モデルを作り上げた。また2016年にNIMSに設置・稼働開始した1,500トン大型鍛造シミュレータを利用して、
実用に資する材料データ取得を進めた。これにより再結晶、粒成長、析出等の組織モデル、特性予測モデルを加えて組
織・材質予測モジュールに仕上げ、5万トン実機での実証実験で効果確認した。加えて捻りや振動等の複動モーションに
よる革新プロセスの可能性についても前向きな示唆が得られた。またB26「高強度Ni基ディスク材料の実用的加工プロセ
スの開発」では、この大型鍛造シミュレータによる材料データに基づく鍛造方案によって、920℃でAD730、TMW合金の
型鍛造に成功した。 

B29「高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築」、B30「高品位・低コスト素材製造技術開発」、B31「革
新製造プロセス開発／検証」では、これまでの数十年間、鋳造用4822合金と鍛造用TNM合金だけがTiAl金属間化
合物として実用に供されている状況であったのに対し、東工大での計算および実験による精緻な状態図の作成と組織・
特性の理解を基にした材料設計指導により、加工性・製造性に極めて優れた材料を得る目処を得た。神戸製鋼所での
量産スケールのコールドクルーシブル誘導溶解（CCIM）法による高品位・低コスト素材製造技術の開発とIHIでの鋳
造法、鍛造法による製造技術開発が垂直統合して短期間で材料開発と製造プロセス開発を達成した。今後データベー
ス整備等が実用化に向けて進められる。 

B22「航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による革新的生産技術開発」では、直径１m規模の大型部品への施
工が可能な雰囲気制御機能付きLMD装置を開発した。この装置および微小欠陥モニター可能な非破壊検査技術を
含め、Ti合金粉末のLMD施工の可能性を実証した。 

B23「航空機エンジン部品用金属粉末射出成形技術の開発」では、Ni基合金とTi合金について、例えば30mm以
上の大型部材で複雑形状のネットシェイプ加工と強度を併せ持つ部材製造技術に目処を得た（Ti合金については材料
開発を含む）。Ni基合金でハードルの低い部材から順次製品展開が進められる。 

B32「方向制御層状TiAlタービン翼の製造技術開発」では、3D-EBM法によるTiAl材（市販の4822材）を用いて、
バンド状組織を実現することで引張強度と伸び等を両立できるという知見を得て、これを低圧タービン動翼という複雑形
状部品全体で実現し得るプロセスマップの構築に成功した。 

 当領域はNi基合金およびTi合金を対象としたNIMS拠点と、TiAl金属間化合物を対象とする東工大拠点から成るが、
いずれも耐熱金属に関してはわが国内で最高のポテンシャルを有する組織であり、1,500トン大型鍛造シミュレータおよび
東工大での学内組織（JET）を核にした拠点としての研究開発活動の継続が明確に描かれている。 

以上のように、当領域では、いずれのテーマも期中に計画通り概念実証（PoC）を行った後、企業の製造現場等に
おいて実証試験を行い、企業において技術開発部門から事業部門への展開可能な目処が得られた段階に至った。今
後も継続して検証・データベース蓄積が継続され、併せて適当な次世代航空機エンジンのスペックが固まり、OEMからの
具体的なRFP（Request for Proposal）等の要求が届けば、それに応じて基本データの提示等の提案が可能な展
開に繋がることになる。当プロジェクトの第1期目標である研究成果の実用化への足掛かり形成としては、当領域の扱う
耐熱合金及び金属間化合物は依然航空機エンジン部材の多くを占める材料であることから、その目標への中心的な貢
献を期待されてきたが、最終年度において研究成果の適用可能性を引き上げて、セールスプロモーションを行える状況に
至ったことで、一定の役割を果たし得た。SIPという確固たるクレジットの裏づけをもって、2020年頃からは実際にセールス
のフェーズへと移行するものと考える。このような技術成熟度の進展と共に、今後は確立された製法の材料展開や新たな
製法の確立といった分野の拡がりも意識して、当領域の産官学連携が引き続き何らかの形で継続され、研究連携が進
展することが期待される。 
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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 
研究 
責任者 

御手洗容子（物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点長） 
藤田 陽一（日本エアロフォージ㈱技術本部 本部長） 

参画機関 NIMS、日本エアロフォージ(株)、神戸製鋼(株)、日立金属（株）、大同特殊鋼
（株）、香川大、岐阜大、東北大、名城大、阪大、東大、電機大、東工大、名大 

 
1.1 背景・目的 
航空エンジンで使用されるチタン合金やニッケル基合金鍛造品の品質特性は、その製造プロセス（鍛造加工に

よる変形歪やその加工温度）に直接影響される。海外では、航空機メーカーなどがコンソーシアムを形成し、組織
的に鍛造条件から特性予測を可能にする鍛造シミュレーション技術を開発している。本テーマでは、H25 年に国
内に導入された最新の 5 万ｔ油圧鍛造プレスに適用可能な、材料特性を精緻に制御するプロセス・シミュレーシ
ョン技術を確立し、飛躍的に国際競争力を付け、世界をリードすることを目的とする。 

 
1.2 研究開発の目標   

代表的な実用チタン合金とニッケル基合金材を対象として、プロジェクトで導入した 1500t 鍛造シミュレータを
用いて、鍛造試験により得られる塑性加工データベース(DB)、鍛造条件に対して得られる組織、さらにその組織か
ら得られる力学特性を一気通貫で取得し、プロセス条件から組織と材料特性まで精緻に予測可能なシミュレーショ
ン技術を確立する。加えて、その基盤技術を活用しつつ、鍛造プロセスそのものを革新させるプロセスの基礎技術開
発を行い、差別化技術によるさらなる競争力向上を目指す。 
 
1.3 実施項目 
(1)  DB/モデリング技術の構築 
(2) 鍛造プロセス設計技術開発 
 
1.4 実施体制・分担 
本ユニットの体制としては、技術分野毎のワーキンググループ（WG）を設け、材料組織・特性予測を扱う「Ti-

WG」、「Ni-WG」、塑性加工面の共通課題に取り組む「塑性加工WG」、革新プロセス技術開発を進める「プロセ
ス開発 WG」を置く。各 WG は大学及び公的研究機関と企業から各 1 名の共同リーダーが取りまとめ、ユニット共
同リーダーが全体活動と成果を取りまとめる。 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) DB/モデリング技

術の構築 
 
 
(2) 鍛造プロセス設

計技術開発 
 
 

      

TRL=1 TRL=3 TRL=5 TRL=7 

実機鍛造 小型鍛造シミュレータによ
るデータ取得とモデル構築 

小型鍛造シミュレータによ
るデータ取得 

1500t 鍛造シミュレータによ
るデータ取得とモデル構築 

1500t 鍛造シミュレータによ
るデータ取得 

実エンジン鍛造
品での認証取
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2. 研究開発の成果 
2.1 目的  
エンジン部材に使用される Ti-17合金、Ni基超合金(718, 720Li)を対象に、1500t鍛造シミュレータを用い

た鍛造実験から塑性加工データ、材料（組織・特性）データを取得し、精緻な塑性加工シミュレーションおよび組
織・特性予測システムを構築する。具体的には、下記の内容を最終目標とする。 
1) DB・モデリング技術の構築； 
① Ti-17合金鍛造品の疲労特性予測：LCF寿命Min値の平均値からの差を 50％低減 
② Ni 718/720Li合金鍛造品の組織予測システム完成：結晶粒度の予測精度 ±１ 
③ Ni 720Li合金鍛造品の引張強度予測システム完成：強度予測精度 ±50 MPa レベル目標 

2) 鍛造プロセス設計技術開発； 
① 複動モーション鍛造技術について、プロセス適用範囲を明確化し、実用化装置の仕様を確定させる。 
② 実機 Ti-64合金製エンジンブリスク鍛造品の薄肉ブレード部のニアネット化設計基準を確立する。 

 
2-2.成果  
2-2-1 塑性加工 DBの構築とシミュレーション 

Ti-17 合金においては有限要素法（FEM）を用いた熱間鍛造数値解析に必要不可欠でありながらこれまで
必ずしも詳細な検討が行われてこなかった、(1)熱間境界条件すなわち熱伝達係数および熱間摩擦係数のモデル
検討および同定技術開発ならびに DB 構築および(2)当該 DB と Ti 材組織予測モジュールおよび特性予測モジ
ュールとの統合を行った。また塑性加工 WG を設置し、熱間鍛造数値解析に必要な熱間流動応力同定手法の
検討、熱伝達係数および熱間摩擦係数のモデル構築と物性値同定技術の開発、加工発熱予測モデル開発手
法の検討を行った。せん断摩擦係数および熱伝達係数の面圧依存モデルを提案し、小型試験機を駆使して熱間
リング圧縮式摩擦試験を実施して得られた荷重―ストローク曲線および最小内径縮小率変化が、リング圧縮の有
限要素解析結果と一致するようにモデリングならびに DB構築を推進した。 
また 1500tシミュレータにおいては、Ti-17合金製の大型円柱試験片（外形 120 mm, 高さ 240 mm）

の内部 6箇所に熱電対を埋め込み（図 2-1左）、軽圧下を加えて端面に面圧を生じさせ，素材内および金
型表層温度の履歴を計測した。金型は平行圧盤とし、表層に熱電対を埋め込んだ。圧縮中の面圧増加による熱
伝達係数の上昇を確認し（図 2-1中）、ガラス潤滑条件における熱伝達係数面圧依存モデルを構築して数値
解析において実験結果を再現することで（図 2-1右）DB構築を推進した。 
 
 
 
 
 

 
 

図 2-1 1500t熱間円柱圧縮試験における温度測定箇所（左）と試験片内部および端面温度変化（中）と
熱伝達係数の面圧依存モデルを導入した解析結果（右） 
 

Ti-17合金について 1500t鍛造シミュレータを用いて大型リング圧縮試験を実施し、ラボレベルの小型試験に
比して冷却速度が小さく熱的安定性が高い条件での摩擦挙動を同定した。これまで明らかにされていなかった潤滑

温度測定箇所 
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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 
研究 
責任者 

御手洗容子（物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点長） 
藤田 陽一（日本エアロフォージ㈱技術本部 本部長） 

参画機関 NIMS、日本エアロフォージ(株)、神戸製鋼(株)、日立金属（株）、大同特殊鋼
（株）、香川大、岐阜大、東北大、名城大、阪大、東大、電機大、東工大、名大 

 
1.1 背景・目的 
航空エンジンで使用されるチタン合金やニッケル基合金鍛造品の品質特性は、その製造プロセス（鍛造加工に

よる変形歪やその加工温度）に直接影響される。海外では、航空機メーカーなどがコンソーシアムを形成し、組織
的に鍛造条件から特性予測を可能にする鍛造シミュレーション技術を開発している。本テーマでは、H25 年に国
内に導入された最新の 5 万ｔ油圧鍛造プレスに適用可能な、材料特性を精緻に制御するプロセス・シミュレーシ
ョン技術を確立し、飛躍的に国際競争力を付け、世界をリードすることを目的とする。 

 
1.2 研究開発の目標   

代表的な実用チタン合金とニッケル基合金材を対象として、プロジェクトで導入した 1500t 鍛造シミュレータを
用いて、鍛造試験により得られる塑性加工データベース(DB)、鍛造条件に対して得られる組織、さらにその組織か
ら得られる力学特性を一気通貫で取得し、プロセス条件から組織と材料特性まで精緻に予測可能なシミュレーショ
ン技術を確立する。加えて、その基盤技術を活用しつつ、鍛造プロセスそのものを革新させるプロセスの基礎技術開
発を行い、差別化技術によるさらなる競争力向上を目指す。 
 
1.3 実施項目 
(1)  DB/モデリング技術の構築 
(2) 鍛造プロセス設計技術開発 
 
1.4 実施体制・分担 
本ユニットの体制としては、技術分野毎のワーキンググループ（WG）を設け、材料組織・特性予測を扱う「Ti-

WG」、「Ni-WG」、塑性加工面の共通課題に取り組む「塑性加工WG」、革新プロセス技術開発を進める「プロセ
ス開発 WG」を置く。各 WG は大学及び公的研究機関と企業から各 1 名の共同リーダーが取りまとめ、ユニット共
同リーダーが全体活動と成果を取りまとめる。 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) DB/モデリング技

術の構築 
 
 
(2) 鍛造プロセス設

計技術開発 
 
 

      

TRL=1 TRL=3 TRL=5 TRL=7 

実機鍛造 小型鍛造シミュレータによ
るデータ取得とモデル構築 

小型鍛造シミュレータによ
るデータ取得 

1500t 鍛造シミュレータによ
るデータ取得とモデル構築 

1500t 鍛造シミュレータによ
るデータ取得 

実エンジン鍛造
品での認証取
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2. 研究開発の成果 
2.1 目的  
エンジン部材に使用される Ti-17合金、Ni基超合金(718, 720Li)を対象に、1500t鍛造シミュレータを用い

た鍛造実験から塑性加工データ、材料（組織・特性）データを取得し、精緻な塑性加工シミュレーションおよび組
織・特性予測システムを構築する。具体的には、下記の内容を最終目標とする。 
1) DB・モデリング技術の構築； 
① Ti-17合金鍛造品の疲労特性予測：LCF寿命Min値の平均値からの差を 50％低減 
② Ni 718/720Li合金鍛造品の組織予測システム完成：結晶粒度の予測精度 ±１ 
③ Ni 720Li合金鍛造品の引張強度予測システム完成：強度予測精度 ±50 MPa レベル目標 

2) 鍛造プロセス設計技術開発； 
① 複動モーション鍛造技術について、プロセス適用範囲を明確化し、実用化装置の仕様を確定させる。 
② 実機 Ti-64合金製エンジンブリスク鍛造品の薄肉ブレード部のニアネット化設計基準を確立する。 

 
2-2.成果  
2-2-1 塑性加工 DBの構築とシミュレーション 

Ti-17 合金においては有限要素法（FEM）を用いた熱間鍛造数値解析に必要不可欠でありながらこれまで
必ずしも詳細な検討が行われてこなかった、(1)熱間境界条件すなわち熱伝達係数および熱間摩擦係数のモデル
検討および同定技術開発ならびに DB 構築および(2)当該 DB と Ti 材組織予測モジュールおよび特性予測モジ
ュールとの統合を行った。また塑性加工 WG を設置し、熱間鍛造数値解析に必要な熱間流動応力同定手法の
検討、熱伝達係数および熱間摩擦係数のモデル構築と物性値同定技術の開発、加工発熱予測モデル開発手
法の検討を行った。せん断摩擦係数および熱伝達係数の面圧依存モデルを提案し、小型試験機を駆使して熱間
リング圧縮式摩擦試験を実施して得られた荷重―ストローク曲線および最小内径縮小率変化が、リング圧縮の有
限要素解析結果と一致するようにモデリングならびに DB構築を推進した。 
また 1500tシミュレータにおいては、Ti-17合金製の大型円柱試験片（外形 120 mm, 高さ 240 mm）

の内部 6箇所に熱電対を埋め込み（図 2-1左）、軽圧下を加えて端面に面圧を生じさせ，素材内および金
型表層温度の履歴を計測した。金型は平行圧盤とし、表層に熱電対を埋め込んだ。圧縮中の面圧増加による熱
伝達係数の上昇を確認し（図 2-1中）、ガラス潤滑条件における熱伝達係数面圧依存モデルを構築して数値
解析において実験結果を再現することで（図 2-1右）DB構築を推進した。 
 
 
 
 
 

 
 

図 2-1 1500t熱間円柱圧縮試験における温度測定箇所（左）と試験片内部および端面温度変化（中）と
熱伝達係数の面圧依存モデルを導入した解析結果（右） 
 

Ti-17合金について 1500t鍛造シミュレータを用いて大型リング圧縮試験を実施し、ラボレベルの小型試験に
比して冷却速度が小さく熱的安定性が高い条件での摩擦挙動を同定した。これまで明らかにされていなかった潤滑

温度測定箇所 
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剤塗布下での摩擦係数の表面拡大依存性モデルを考案し、鍛造解析ソフトに
組込むことで、鍛造シミュレータの大型リング圧縮試験にて内径の形状変化およ
び圧縮荷重の実験結果が解析結果とほぼ一致することを確認した（図 2-
2）。また大型円柱材の熱間圧縮試験を実施し、試験片端面―金型界面に
おける温度変化に及ぼす面圧の影響をモデル化し、これらを数値解析システムに
導入した。 
 
2-2-2 Ti合金の組織と力学特性予測 

Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo(Ti-17)合金
について小型鍛造試験―1500 トン鍛造シミュ
レータ試験のスケール軸を考慮した鍛造実験を
実施し、塑性流動特性、組織変化および機械 的特性を体系的に評価した。
これらの結果をベースにチタン合金に適した最適 な組織予測モデル(α/β量
比，αアスペクト比、動的球状化率、動的再結
晶化率、粒径、転位密度 等々)を構築するとと
もに、鍛造-溶体化処理-熱処理の一連の工程に
おける組織変化を予測するモジュールを作成・FEM に展開し、実験結果と良い相関が達成できるモデルの構築に
成功した。図 2-3はこれまで取り組んできた実験評価-計算の結果・流れをまとめている。組織予測の構成式は物
理冶金モデルをベースとした構成式からチタン合金に適するように修正し、多くの組織因子について最適な構成式を
構築している。また、小型鍛造シミュレータの結果を基に Ti17合金のβ鍛造を含む幅広い条件でプロセス最適化
を行うとともに、鍛造・溶体化時効組織のデータベースおよび α析出組織予測モデルを構築した。本モデルは組織
予測モジュールに組み込まれ、大型鍛造材の組織・特性予測に活用されている。最終的に 5万トン鍛造加工に
展開した実証試験を行い、いずれの素材スケールもカバーする高精度な組織・材質予測モデルを組込んだ 1st モ
ジュールを完成させた。
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図 2-2 1500t リング圧縮試験で同定した摩擦係数DB(右)
と実験結果と数値解析結果との比較（右） 

図 2-3 Ti-17合金組織・材質予測モデル構築の流れ(実験とシミュレーション) 
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1500t鍛造材を熱処理した試料について、引張特性、疲労特
性を調べ、鍛造条件、熱処理条件と力学特性の関連性を明らかに
した。その結果、引張強度は、一次α、二次α相の体積率により決ま
り、疲労特性も一次α体積率に相関があることが明らかとなった。図
2-4 に引張強度の実験値と予測値の相関を示す。予測値が 5%
以内の範囲で実験値と一致した。またこのモデルを使った鍛造熱処
理材の場所による強度の分布予測を示す。 
 
2-2-3 Ni基超合金の組織と力学特性予測 
まずは小型鍛造シミュレータにより、Alloy718 の粒

成長・再結晶・析出挙動のデータ取得とモデル構築を
行った。図 2-5は構築されたモデルによる、
Alloy718 の小型鍛造試験時の再結晶計算結果で
ある。動的再結晶分率、粒径ともに、実験結果と計
算結果は良い一致を示したことから、今回得られたパ
ラメータによる予測が十分な精度があることが示され
た。一方で、1500t プレスの実験値と小型鍛造シミュ
レータのパラメータを用いた計算は大きく異なっていた。
違いとして、Ni基超合金 Alloy718 については準動
的再結晶と初期組織の不均一性の考慮が必要であ
ると推測された。そこでモデルを改良する為にこれらの
パラメータ取得を行い 1500t プレスの組織予測の
精度を向上させた。 

Alloy720Li についても、まずは小型鍛造シミュレ
ータを用いて、718 と同様の解析を行った。析出モ
デルの例としてγ’相析出挙動の予測計算結果と実
験結果の比較を図 2-6 に示す。実験結果から、サ
イズ分布の時間変化を予測する為に必要な、界面エ
ネルギーを取得した。実験結果と計算結果は概ね一
致しており、Alloy720Li の強度予測の為に重要とな
るγ’相の析出挙動を予測可能なモデルの構築に成
功した。 

1500t プレスの試料を用いた強度試験では、ST
後の冷却速度が最も影響が大きいことが明らかとなっ
た。そこで、小型モデルで構築した析出モデルの適用
可能範囲を 600℃程度の低温領域まで広げること
で、γ’相析出の冷却速度依存性を計算可能となるよ
うに改良した。計算結果と実験結果の比較を図 2-7
に示す。実鍛造で使用する 10~100°C/min の範
囲で、概ね予測可能なモデルを構築した。 

図 2-4 引張強度の予測結果 

図 2-5 小型鍛造試験の再結晶率・粒径の計算
結果と実験の比較 

図 2-6 γ’相析出の計算結果と実験結果の比較 

 
図 2-7 γ’サイズの冷却速度依存性の計算結果と実
験の比較（△が計算結果．赤、青、緑丸が一次、
二次、三次γ’相である） 
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剤塗布下での摩擦係数の表面拡大依存性モデルを考案し、鍛造解析ソフトに
組込むことで、鍛造シミュレータの大型リング圧縮試験にて内径の形状変化およ
び圧縮荷重の実験結果が解析結果とほぼ一致することを確認した（図 2-
2）。また大型円柱材の熱間圧縮試験を実施し、試験片端面―金型界面に
おける温度変化に及ぼす面圧の影響をモデル化し、これらを数値解析システムに
導入した。 
 
2-2-2 Ti合金の組織と力学特性予測 

Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo(Ti-17)合金
について小型鍛造試験―1500 トン鍛造シミュ
レータ試験のスケール軸を考慮した鍛造実験を
実施し、塑性流動特性、組織変化および機械 的特性を体系的に評価した。
これらの結果をベースにチタン合金に適した最適 な組織予測モデル(α/β量
比，αアスペクト比、動的球状化率、動的再結
晶化率、粒径、転位密度 等々)を構築するとと
もに、鍛造-溶体化処理-熱処理の一連の工程に
おける組織変化を予測するモジュールを作成・FEM に展開し、実験結果と良い相関が達成できるモデルの構築に
成功した。図 2-3はこれまで取り組んできた実験評価-計算の結果・流れをまとめている。組織予測の構成式は物
理冶金モデルをベースとした構成式からチタン合金に適するように修正し、多くの組織因子について最適な構成式を
構築している。また、小型鍛造シミュレータの結果を基に Ti17合金のβ鍛造を含む幅広い条件でプロセス最適化
を行うとともに、鍛造・溶体化時効組織のデータベースおよび α析出組織予測モデルを構築した。本モデルは組織
予測モジュールに組み込まれ、大型鍛造材の組織・特性予測に活用されている。最終的に 5万トン鍛造加工に
展開した実証試験を行い、いずれの素材スケールもカバーする高精度な組織・材質予測モデルを組込んだ 1st モ
ジュールを完成させた。
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図 2-2 1500t リング圧縮試験で同定した摩擦係数DB(右)
と実験結果と数値解析結果との比較（右） 

図 2-3 Ti-17合金組織・材質予測モデル構築の流れ(実験とシミュレーション) 
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1500t鍛造材を熱処理した試料について、引張特性、疲労特
性を調べ、鍛造条件、熱処理条件と力学特性の関連性を明らかに
した。その結果、引張強度は、一次α、二次α相の体積率により決ま
り、疲労特性も一次α体積率に相関があることが明らかとなった。図
2-4 に引張強度の実験値と予測値の相関を示す。予測値が 5%
以内の範囲で実験値と一致した。またこのモデルを使った鍛造熱処
理材の場所による強度の分布予測を示す。 
 
2-2-3 Ni基超合金の組織と力学特性予測 
まずは小型鍛造シミュレータにより、Alloy718 の粒

成長・再結晶・析出挙動のデータ取得とモデル構築を
行った。図 2-5は構築されたモデルによる、
Alloy718 の小型鍛造試験時の再結晶計算結果で
ある。動的再結晶分率、粒径ともに、実験結果と計
算結果は良い一致を示したことから、今回得られたパ
ラメータによる予測が十分な精度があることが示され
た。一方で、1500t プレスの実験値と小型鍛造シミュ
レータのパラメータを用いた計算は大きく異なっていた。
違いとして、Ni基超合金 Alloy718 については準動
的再結晶と初期組織の不均一性の考慮が必要であ
ると推測された。そこでモデルを改良する為にこれらの
パラメータ取得を行い 1500t プレスの組織予測の
精度を向上させた。 

Alloy720Li についても、まずは小型鍛造シミュレ
ータを用いて、718 と同様の解析を行った。析出モ
デルの例としてγ’相析出挙動の予測計算結果と実
験結果の比較を図 2-6 に示す。実験結果から、サ
イズ分布の時間変化を予測する為に必要な、界面エ
ネルギーを取得した。実験結果と計算結果は概ね一
致しており、Alloy720Li の強度予測の為に重要とな
るγ’相の析出挙動を予測可能なモデルの構築に成
功した。 

1500t プレスの試料を用いた強度試験では、ST
後の冷却速度が最も影響が大きいことが明らかとなっ
た。そこで、小型モデルで構築した析出モデルの適用
可能範囲を 600℃程度の低温領域まで広げること
で、γ’相析出の冷却速度依存性を計算可能となるよ
うに改良した。計算結果と実験結果の比較を図 2-7
に示す。実鍛造で使用する 10~100°C/min の範
囲で、概ね予測可能なモデルを構築した。 

図 2-4 引張強度の予測結果 

図 2-5 小型鍛造試験の再結晶率・粒径の計算
結果と実験の比較 

図 2-6 γ’相析出の計算結果と実験結果の比較 

 
図 2-7 γ’サイズの冷却速度依存性の計算結果と実
験の比較（△が計算結果．赤、青、緑丸が一次、
二次、三次γ’相である） 
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強度予測プログラムを用いて、1500t及び実機鍛造材で得ら
れた組織（実験値）から高温 0.2%耐力の予測を実施した。
本プログラムは TMW合金において最適化されたパラメータを使
用していた。物性値として重要な逆位相境界（APB）エネルギ
ーに関しては、Ti/Al比が本合金は低いことが予想されることか
ら、従来の 0.15 J/m2から 0.10 J/m2に変更した。その結果を
図 2-8 に示す。冷却速度 6700°C/min以外の条件および、
実鍛造で使用する冷却速度の範囲において、±50MPaの精度
で高温 0.2%耐力を予測可能であった。このように、個別の強化
機構による寄与を適切に重ね合わせ、外装することで、幅広い使
用温度領域・組織における特性を予測可能であることを実証し
た。 

 
2-2-4 予測モジュールの統合 

Ni 基超合金 Alloy718 および 720Li について、各研究機関が開発した
組織および力学的特性の各モデルを基に、各予測モジュールの開発ならびに
その統合をおこない塑性加工シミュレーション・組織・特性予測システムを構築
した。熱間鍛造中の材料内部ではひずみ、ひずみ速度、温度が場所によって
異なり、かつ刻々変化するため、再結晶分率・粒径予測においては予測モデ
ルを増分形に変換して塑性加工シミュレーションソフトウエア
に組み込んだ。また小型鍛造および 1500t 鍛造実験結果
および遺伝アルゴリズムによる最適化手法を用いて増分径予
測式中の各パラメータを高精度に同定する手法を開発した。
5万 tプレスによる実証実験を行い予測精度の検証を行った
結果の一例を図 2-9 に示す。加工荷重の予測結果は実験
結果とよく一致している。また 1500t 鍛造実験結果を考
慮に入れてパラメータ決定することにより、再結晶組織予
測精度を大幅に向上させることができ、再結晶率は±
10%、再結晶粒径は粒度番号±1 でほぼ予測が可能と
なった。 
図 2-10は Alloy720Li について鍛造後の 2次γ

‘の粒径予測の結果を実機鍛造実験結果と比較して
示した。析出挙動をよく予測できていることがわかる。 
 
2-2-5   5万トンプレス（実機）による実証  
2-2-5-1 Ti-17合金の 5万トンプレス（実機）による検証・・・JF、神戸製鋼 
これまでに構築してきた組織・特性予測モデルの検証を行うべく、エンジンディスクを想定した実機サイズ（外径φ

760mm）の Ti-17 合金ディスクの鍛造試作を行った。日本エアロフォージにて 5 万トン鍛造プレスにホットダイ金型を
据付け、型鍛造を行った。鍛造後の概観とその鍛造材の断面を図 2-11に示す。また、鍛造中のプレス荷重の変動に対
して、本プロジェクトで得た Ti-17 合金の流動応力、境界条件等を盛り込んだ鍛造解析結果は、程よく一致している結
果が得られた。また、解析で得られた鍛造形状も、型からはみ出すバリの形状まで、再現できている。 
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図 2-9 ５万 t プレス実験による予測精度検証結果, 
(上)荷重予測,(下）再結晶粒径予測 

図 2-8 特性予測結果と実験の比較 

図 2-10実機鍛造によるγ’析出予測精度検証 
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本プロジェクトで得た組織予測モデルを市販の鍛造解析ソフトに組み込むことにより、鍛造材の任意の断面における分

布を可視化してみることができる。一例として針状α相のアスペクト比の断面分布を図 2-12 に示す。試作した Ti-17 合
金鍛造ディスクの各部位でのミクロ組織を示すが、解析で得た分布に対応した組織になっている。 
この組織写真から読み取ったアスペクト比は、図中にある鍛造シミュレータ実験で得た針状α相アスペクト比の実測値と

予測値の 1:1 の相関関係のばらつき範疇にあり、大型部材に対して組織予測は、概ね、適応しているものと考えられる。 
鍛造後の各位置における引張特性、疲労特性等を取得し、エンジン部材に足る特性は得られている。特性予測との

照合を進めていく。 

 
 
2-2-5-2 Ni基-Alloy718の 5万トンプレス(実機)による検証 ・・・大同特殊鋼(株) 

Ni 基超合金 Alloy718 のモデリングデータベース構築と鍛造シミュレーションへのモデリング技術適用実装化の支援を
実施する役割を担い、5 万トンプレス(実機)による実証試験を実施した。実製造で利用されるサイズを想定した円柱型
ビレット材(Φ258×H549/mm)を用いて、加熱温度 1100℃、980℃にて、荒地鍛造、仕上鍛造の２工程鍛造を実
施した。図 2-13 に示すように、仕上鍛造後に外径 670～689mm のディスク形状を得た。図 2-14 に示すように、仕
上鍛造後の材料から試験片を切り出してミクロ組織写真を観察した結果、鍛造温度による再結晶組織の明確な差異
が確認された。この結果を用いて、鍛造シミュレーションによるモデリングデータベースの再結晶組織の予測精度検証を実
施する。 
 
 
 
 
 
 
図 2-13 仕上鍛造後の外観写真            図 2-14 鍛造後の組織観察位置と代表組織写真(→位置) 
 
2-2-5-3 Ni基-Alloy720の実機プレスによる検証 ・・・日立金属(株) 
Ni基超合金 Alloy720Liのモデリングデータベース構築と強度特性シミュレーションへのモデリング技術適用実装化の支
援を実施する役割を担い、金型加熱機構を有する 6000 トンプレス機で実機サイズの実証試験を実施した。ワークを
1100℃、金型を 1000℃に加熱して 2個鍛造した後、ワークの複数箇所に熱電対を差し込み、溶体化処理後の冷却
方法を空冷と油冷の 2水準で実施した（その後の時効処理は同一条件）。図 2-15は鍛造後と溶体化処理後空冷
中の外観写真を示す。図 2-16は熱処理後のD/4位置における油冷材と空冷材の SEM像を示す。冷却速度が速い
油冷材では 2 次 ’のサイズが空冷材と比較して小さいことがわかる。図 2-17 は、試験温度 700℃の 0.2％耐力と溶

φ670)

図 2-12 鍛造熱処理材の針状α相アスペクト比の
断面分布と実ディスク材のミクロ組織 

図 2-11 鍛造後のディスク外観とその断面形状(左) 
鍛造荷重と断面形状の鍛造解析による再現(右) 
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強度予測プログラムを用いて、1500t及び実機鍛造材で得ら
れた組織（実験値）から高温 0.2%耐力の予測を実施した。
本プログラムは TMW合金において最適化されたパラメータを使
用していた。物性値として重要な逆位相境界（APB）エネルギ
ーに関しては、Ti/Al比が本合金は低いことが予想されることか
ら、従来の 0.15 J/m2から 0.10 J/m2に変更した。その結果を
図 2-8 に示す。冷却速度 6700°C/min以外の条件および、
実鍛造で使用する冷却速度の範囲において、±50MPaの精度
で高温 0.2%耐力を予測可能であった。このように、個別の強化
機構による寄与を適切に重ね合わせ、外装することで、幅広い使
用温度領域・組織における特性を予測可能であることを実証し
た。 

 
2-2-4 予測モジュールの統合 

Ni 基超合金 Alloy718 および 720Li について、各研究機関が開発した
組織および力学的特性の各モデルを基に、各予測モジュールの開発ならびに
その統合をおこない塑性加工シミュレーション・組織・特性予測システムを構築
した。熱間鍛造中の材料内部ではひずみ、ひずみ速度、温度が場所によって
異なり、かつ刻々変化するため、再結晶分率・粒径予測においては予測モデ
ルを増分形に変換して塑性加工シミュレーションソフトウエア
に組み込んだ。また小型鍛造および 1500t 鍛造実験結果
および遺伝アルゴリズムによる最適化手法を用いて増分径予
測式中の各パラメータを高精度に同定する手法を開発した。
5万 tプレスによる実証実験を行い予測精度の検証を行った
結果の一例を図 2-9 に示す。加工荷重の予測結果は実験
結果とよく一致している。また 1500t 鍛造実験結果を考
慮に入れてパラメータ決定することにより、再結晶組織予
測精度を大幅に向上させることができ、再結晶率は±
10%、再結晶粒径は粒度番号±1 でほぼ予測が可能と
なった。 
図 2-10は Alloy720Li について鍛造後の 2次γ

‘の粒径予測の結果を実機鍛造実験結果と比較して
示した。析出挙動をよく予測できていることがわかる。 
 
2-2-5   5万トンプレス（実機）による実証  
2-2-5-1 Ti-17合金の 5万トンプレス（実機）による検証・・・JF、神戸製鋼 
これまでに構築してきた組織・特性予測モデルの検証を行うべく、エンジンディスクを想定した実機サイズ（外径φ

760mm）の Ti-17 合金ディスクの鍛造試作を行った。日本エアロフォージにて 5 万トン鍛造プレスにホットダイ金型を
据付け、型鍛造を行った。鍛造後の概観とその鍛造材の断面を図 2-11に示す。また、鍛造中のプレス荷重の変動に対
して、本プロジェクトで得た Ti-17 合金の流動応力、境界条件等を盛り込んだ鍛造解析結果は、程よく一致している結
果が得られた。また、解析で得られた鍛造形状も、型からはみ出すバリの形状まで、再現できている。 
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図 2-9 ５万 t プレス実験による予測精度検証結果, 
(上)荷重予測,(下）再結晶粒径予測 

図 2-8 特性予測結果と実験の比較 

図 2-10実機鍛造によるγ’析出予測精度検証 
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本プロジェクトで得た組織予測モデルを市販の鍛造解析ソフトに組み込むことにより、鍛造材の任意の断面における分

布を可視化してみることができる。一例として針状α相のアスペクト比の断面分布を図 2-12 に示す。試作した Ti-17 合
金鍛造ディスクの各部位でのミクロ組織を示すが、解析で得た分布に対応した組織になっている。 
この組織写真から読み取ったアスペクト比は、図中にある鍛造シミュレータ実験で得た針状α相アスペクト比の実測値と

予測値の 1:1 の相関関係のばらつき範疇にあり、大型部材に対して組織予測は、概ね、適応しているものと考えられる。 
鍛造後の各位置における引張特性、疲労特性等を取得し、エンジン部材に足る特性は得られている。特性予測との

照合を進めていく。 

 
 
2-2-5-2 Ni基-Alloy718の 5万トンプレス(実機)による検証 ・・・大同特殊鋼(株) 

Ni 基超合金 Alloy718 のモデリングデータベース構築と鍛造シミュレーションへのモデリング技術適用実装化の支援を
実施する役割を担い、5 万トンプレス(実機)による実証試験を実施した。実製造で利用されるサイズを想定した円柱型
ビレット材(Φ258×H549/mm)を用いて、加熱温度 1100℃、980℃にて、荒地鍛造、仕上鍛造の２工程鍛造を実
施した。図 2-13 に示すように、仕上鍛造後に外径 670～689mm のディスク形状を得た。図 2-14 に示すように、仕
上鍛造後の材料から試験片を切り出してミクロ組織写真を観察した結果、鍛造温度による再結晶組織の明確な差異
が確認された。この結果を用いて、鍛造シミュレーションによるモデリングデータベースの再結晶組織の予測精度検証を実
施する。 
 
 
 
 
 
 
図 2-13 仕上鍛造後の外観写真            図 2-14 鍛造後の組織観察位置と代表組織写真(→位置) 
 
2-2-5-3 Ni基-Alloy720の実機プレスによる検証 ・・・日立金属(株) 
Ni基超合金 Alloy720Liのモデリングデータベース構築と強度特性シミュレーションへのモデリング技術適用実装化の支
援を実施する役割を担い、金型加熱機構を有する 6000 トンプレス機で実機サイズの実証試験を実施した。ワークを
1100℃、金型を 1000℃に加熱して 2個鍛造した後、ワークの複数箇所に熱電対を差し込み、溶体化処理後の冷却
方法を空冷と油冷の 2水準で実施した（その後の時効処理は同一条件）。図 2-15は鍛造後と溶体化処理後空冷
中の外観写真を示す。図 2-16は熱処理後のD/4位置における油冷材と空冷材の SEM像を示す。冷却速度が速い
油冷材では 2 次 ’のサイズが空冷材と比較して小さいことがわかる。図 2-17 は、試験温度 700℃の 0.2％耐力と溶

φ670)

図 2-12 鍛造熱処理材の針状α相アスペクト比の
断面分布と実ディスク材のミクロ組織 

図 2-11 鍛造後のディスク外観とその断面形状(左) 
鍛造荷重と断面形状の鍛造解析による再現(右) 
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体化処理後の冷却速度の関係である。実機検証材（色抜き）と併せて鍛造シミュレータによる検証材（色塗）のデ
ータを示しているが、概ね冷却速度が速くなるにつれて耐力が上昇していることを確認した。これらの結果を用いて、名古
屋大学にて強度特性の予測精度検証を実施する。 

 
 
 
2-2-6  革新的プロセス技術  
通常の圧縮に回転（ねじり）・振動などの複動モーションを付加した鍛

造プロセスの優位性を、小型試験機・1500t 鍛造シミュレータを活用し評
価した。単軸圧縮に回転モーションを付加することで軸方向荷重が約
20%低減したとともに、この軸方向荷重の低減原理が応力成分の重合
せであることを小型試験結果と力学理論に基づき解明した（図 2-
18）。また、1500t 鍛造シミュレータで鍛造した大型試験片の組織観察
により、回転モーションを付加された試験片の結晶粒が微細化し、配向の
ランダム化が起こったことが示唆された（図 2-19）。振動モーション付加
鍛造の小型試験において、荷重除荷率 100%の振動負荷により、鍛造
中のガラス潤滑剤の潤滑領域が約 30%拡大され、荷重が 5～10%低
減した（図 2-20）。これらの基礎試験結果とシミュレーション結果により各複動モーション鍛造を実機サイズのプレスで
実施するために必要な実機設備の仕様をまとめた。実証鍛造試験として、実製品（エンジン部品）を模したモデルを設
計し、回転モーション付加鍛造の実用性を評価する（図 2-21）。 
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図 2-16 鍛造材 D/4位置に
おける油冷材と空冷材の
SEM像 

図 2-17 0.2%耐力と溶体化処
理後の冷却速度の関係 

図 2-15 鍛造後および熱処理
中の外観 

図 2-18 回転鍛造の力学理論に
よる軸方向荷重低減と実験値 

図 2-19 回転試験片組織 図 2-20 振動鍛造の荷重変化 図 2-21 実証試験モデル 
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3. 総括、今後の展開、その他特記           
小型鍛造シミュレータで構築した塑性加工、組織・特性予測シミュレーションモデルを、1500t 鍛造シミュレータで得ら

れたデータをもとに改良し、組織に関しては Ti合金もNi基超合金も予測可能になった。特に、Ni基超合金は目標の結
晶粒度±1 以内を達成した。力学特性については、Ti 合金、Ni 基超合金ともに引張強度については予測が可能となっ
た。また、±50MPa 以内の精度で予測可能となり、目標を達成した。一方、Ti 合金の疲労特性については、現象が複
雑で予測が困難ではあるが、年度中には予測モデルの構築を終了する予定である。革新的鍛造プロセスについては、振
動、回転捩りモーション付加鍛造の技術実証を行い、鍛造荷重低減効果を確認した。5 万トン級プレス実機適用時の
設備仕様（案）を作成し、SIP後の実機搭載に備えている。 
本プロジェクトで得られた鍛造技術、データベース、予測計算ツール等を実機鍛造プレスに展開し、実用部材のプロセ

ス改善に適用し、新規開発品のみならず量産材についても鍛造設計～試作～客先認定取得期間の短縮を図るととも
に、組織・特性予測精度向上による品質改善を行う事により、欧米が先行した航空機業界でグローバル競争に打ち勝
つ技術基盤を固めていきたい。薄肉鍛造品のニアネット化など、まずは 5年先を見据えて、NIMS 1500t鍛造シミュレー
タによる試作実験により、塑性加工モデルの改良、更なる解析精度向上を図りつつ、実用化を目指したい。 
 
・大学や研究機関での今後の継続・発展計画 
  一部のテーマが SIP２期でも継続される予定である。 
 
・知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括 
  本テーマで最も重要な知的財産である塑性加工プログラム、組織・特性予測プログラムを作成することができた。その
ほか、論文 16報、プロシーディング 8報、学会発表 81件（うち国際会議６件）を発表した。 
（別途リスト） 
 
・便利帳機能  
  ・特に参考となる文献・解説記事： 

 H. Matsumoto et al. “Forging property, processing map, and mesoscale microstructural 
evolution modeling of a Ti-17 alloy with a lamellar (alpha +beta) starting 
microstructure, STAM 18, 1 (2017) 893-904 

 J. J. Ruan, N. Ieshima, K. Oikawa, “ Phase transformations and grain growth behaviors 
in superalloy 718, 737 (2018) 83-91. 

  ・導入した設備や装置に関する情報 
  ・主催シンポジウム：2018 年 12 月 14 日 SIP シンポジウム「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・プロセスデータベース構築」概要集 
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体化処理後の冷却速度の関係である。実機検証材（色抜き）と併せて鍛造シミュレータによる検証材（色塗）のデ
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図 2-16 鍛造材 D/4位置に
おける油冷材と空冷材の
SEM像 

図 2-17 0.2%耐力と溶体化処
理後の冷却速度の関係 

図 2-15 鍛造後および熱処理
中の外観 

図 2-18 回転鍛造の力学理論に
よる軸方向荷重低減と実験値 

図 2-19 回転試験片組織 図 2-20 振動鍛造の荷重変化 図 2-21 実証試験モデル 
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3. 総括、今後の展開、その他特記           
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ユニット名 B24 鍛造プロセス基盤 
研究責任者 北嶋 具教（物質・材料研究機構(NIMS) 主任研究員） 
参画機関 物質・材料研究機構(NIMS)、兵庫県立大学、筑波大学､東北大学､近畿大学 

 
1.1 背景・目的・研究開発の目標 
2017 年度から鍛造プロセス研究を重点化しており、Ti 合金に対象を絞り、次世代の鍛造プロセス技術開発を目指
して、高精度な変形抵抗測定技術を確立するとともに、NIMS に設置された 1500 トン鍛造シミュレータを活用し、鍛造
プロセスにおけるひずみ速度と温度制御最適化のためのデータ蓄積を行い、鍛造中の加工発熱に伴う温度変化予測の
高精度化を行う。成分のばらつきや形成組織の形態・異方性の影響を取り込んだ高精度な組織・特性予測技術開発
のためのデータ蓄積・メカニズム解明を行う。D 領域と連携し、Ti 合金疲労性能予測モジュール化のため、鍛造材の疲
労寿命データを蓄積し、組織因子と疲労寿命の関係を明らかにする。2016 年度までは「基礎学理の活用による次世
代合金設計・製造に関わる要素技術の開発」（研究責任者：御手洗容子）を実施した。 
 
1.2 実施体制・分担（右図） 

NIMS が取りまとめを行い、実
施領域を鍛造プロセス設計技術、
組織変化予測技術、特性予測
技術に大別した。B21 の日本エア
ロフォージ、神戸製鋼、大学と連
携しながら実施した。B-D 連携に
おいても B24 が取りまとめを担当し、B21（神戸製鋼）、D62（東大・NIMS）、D67（九大）と連携して進めた。 
 
2. 実施項目・研究開発成果・TRL 
日本エアロフォージ、神戸製鋼のニーズやアドバイスのもと 2017年度に次の研究実施項目を設定し成果を得た。 

(1) 加工温度、ひずみ速度、加工発熱による温度上昇の関係明確化、加工発熱を伴う温度変化の予測精度の高
精度化（NIMS）、TRL=3 
温度とひずみ速度を制御しながら材料流動させる薄い肉厚部のニアネットシェイプ化のための最適プロセス設計技術の

基礎となるデータ構築と温度予測高精度化を目指した。1500トン鍛造シミュレータを使用し、Ti-6Al-4Vの荷重-変位
曲線、加工発熱のデータを収集した。鍛造材と同じ素材から物性値を求めることで温度因子の精度が向上し、有限要
素解析を活用し、真応力-真ひずみ曲線と素材/金型間熱伝達係数を逆解析的に求め、鍛造加工中における素材の
温度変化の予測精度を向上させた。熱容量が大きい試料を使用し、加工発熱係数にひずみ速度依存性を付与せずと
も、実測値に近い温度を予測できることを示した。従来の小型鍛造プレスの課題を克服し、温度予測精度を向上させた。 
(2)Ti-64 合金および Ti-17 合金の大ひずみ域までの高温引張による真応力―真ひずみ曲線取得技術確立と真
応力-真ひずみ曲線のデータ蓄積、多方向加工による動的再結晶挙動の解明（兵庫県立大）、TRL=3 
鍛造時の正確な変形抵抗を予測するためには正確な応力-ひずみ曲線が必要である。画像計測引張試験法による

高温真応力-真ひずみ取得システムを開発し、Ti-64 合金と Ti-17 合金の高温真応力-真ひずみ曲線が従来よりも高
ひずみ側において精度が高い曲線であることを示した。また、鍛造組織の均一化に向けて小型加工熱処理シミュレータを
開発し、従来の装置よりも試料内温度分布が均一化し、２方向加工により高いひずみが導入可能となった。ひずみ導
入経路の組織均一化に及ぼす影響の解析も可能となった。多方向加工が動的再結晶を促進することを示した。 
(3)Ti-17合金のβ変態点近傍における TTT図作成、酸素成分濃度と相変態の関係解明（東北大）、TRL=3 

Ti合金の溶解後のインゴットの成分による β 変態温度のばらつきは、鍛造中の α相析出挙動に影響する。Ti-17合
金の熱間型鍛造時における熱処理温度および時間と α 相生成の関係に及ぼす酸素の影響を明らかにするため、酸素
濃度の異なる Ti-17 材を用いて時効実験を行い、TTT 図に及ぼす酸素の影響を明らかにするともに、600℃以上では
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酸素は α相を安定化させ、600℃未満では α相の核生成サイトとなる α”相形成を抑制することを明らかにした。 
(4)侵入型元素成分やプロセス条件を考慮したTi-17合金の組織因子と高温変形特性の関係式導出（筑波大）、
TRL=2 
 上記（3）のとおり、侵入型元素の成分は少量にもかかわらず、鍛造中のα相析出や高温特性に大きな影響を及ぼ
す。酸素、窒素、炭素などの侵入型微量添加元素が Ti-17 合金の組織および力学特性に及ぼす影響を定量化し、デ
ータ蓄積を行った。侵入型元素（酸素、炭素）が鍛造中のα相析出、高温変形挙動に及ぼす影響を解明し、変形温
度・保持時間を変数とした応力-ひずみ曲線のデータを蓄積した。侵入型元素（酸素、炭素）やプロセス条件を考慮し
た Ti-17合金の組織因子と機械的特性の関係式を導出し、これら元素を考慮したプロセッシングマップを構築した。 
(5)鍛造後の β相粒径、粒内核生成サイトの密度を変化させた組織形成のシミュレーション（東北大）、TRL=2 

Ti-64合金と Ti-17合金において、初期状態で３つのβ結晶粒が会合した粒界三重点を有するモデルを用いて、等
温保持した時の粒界を起点とする複数バリアントのα相の成長による組織形成のフェーズフィールドシミュレーションを行い、
実験で得られる組織に近いものを再現し、α相の成長におよぼすβ結晶粒径の影響を考慮したシミュレーションや、加工
組織からのα相の生成と成長を想定した粒内α相の成長のシミュレーションを可能にした。 
(6)Ti-17合金鍛造材の力学特性異方性と組織因子の関係解明とデータ蓄積（近畿大）、TRL=2 
鍛造材中に形成する組織は不均一であり、力学的特性には異方性が存在する。Ti-17 合金鍛造材の強度予測の

さらなる精度向上のため、鍛造材の組織および力学的特性に関する異方性データを蓄積した。1500 トン鍛造シミュレー
タで作製した鍛造材の円周方向と鉛直方向に対して系統的に変化させて引張特性を評価した結果、引張強度の角度
依存性は強くないが、伸びは角度に強く依存し、鉛直方向 45～60°において 6%近く低下することを示した。 
(7)1500 トン鍛造シミュレータによる Ti-64 合金の鍛造および D62 及び D67 への鍛造材提供、鍛造材の各部
位の疲労寿命データの蓄積と組織因子と疲労寿命の関係明確化（NIMS B-D連携）、TRL=3 

Ti-6Al-4V 合金の金属組織は加工熱処理条件によって大きく変化し、それが機械的性質に大きく影響する。1500
トン鍛造シミュレータを使用した Ti-6Al-4V 合金の恒温鍛造材について低サイクル域から高サイクル域までの広範囲で
疲労試験を行い、同じ熱処理条件でも恒温鍛造温度が異なることで疲労寿命に違いが生じることが明らかとなった。鍛
造材中の異なる部位、方向での疲労試験、組織観察、結晶方位解析の結果、集合組織形成の違いが疲労寿命ばら
つきの原因の一つと示唆された。1500 トン鍛造シミュレータを使用した鍛造材は D62、D67 に提供した。本ユニットの
疲労試験と組織・結晶方位解析の結果を用いて、D62で開発した Ti合金疲労性能予測モジュールを検証した。 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
日本の鍛造技術は海外に比べて遅れており、データの蓄積も不十分である。国内企業の自社データは限られており、

国産データの蓄積や特性発現メカニズムの解明を行うことで、日本と海外の差の縮小に貢献した。鍛造プロセス技術にお
いて鍛造中の温度変化の予測精度を向上させ、高温における真応力-真ひずみ曲線の取得技術を確立したことは次世
代の鍛造プロセス設計に貢献できると期待できる。海外において成分のばらつきや組織異方性の影響については報告さ
れておらず、B24 のデータは組織や疲労特性の予測モデルを高精度化する上で、国内企業には重要である。B-D 連携
において開発した物理モデルを用いた疲労性能予測モジュールは成分が異なる Ti合金にも適用可能と期待できる。 
本ユニットの研究実施項目は、連携先の B21 参画企業との対話を重ねて予め産業利用を考慮した課題設定として

いることに加えて、1500 トン、5万トンの鍛造プレスのみならず、国内を中心に海外含めて他のプレス機による鍛造プロセ
スにも適用できるものであり、わが国の航空機産業の利用の幅は広く、関連する産業への波及効果は高い。アドバイザー
企業及び大学と協力体制を維持して蓄積した材料データ及び予測技術を B21 が確立する統合予測ツールに組み込
み、高精度化、機能拡大、適用合金の拡大に寄与できる。これらを実現するための予算獲得が課題である。 

2017年度より開始した B-D連携の Ti合金疲労性能予測モジュール開発は Society5.0の統合型材料開発シス
テムやものづくりシステムの構築に必要な連携であり、方向性や計画については参画している素材メーカー、大学と議論を
重ね、重工メーカーからアドバイスを受けて決定した。このアカデミアが主体となった領域間連携活動において、B24 は
B21 が開発した技術よりも一歩先を見据えた基盤研究を進めると同時に、D 領域と連携し、航空機材料の MI モジュ
ール開発を行った。今後、企業の先進的な耐熱合金開発をサポートしうる産官学協調体制の維持・発展につなげたい。 
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参画機関 物質・材料研究機構(NIMS)、兵庫県立大学、筑波大学､東北大学､近畿大学 
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して、高精度な変形抵抗測定技術を確立するとともに、NIMS に設置された 1500 トン鍛造シミュレータを活用し、鍛造
プロセスにおけるひずみ速度と温度制御最適化のためのデータ蓄積を行い、鍛造中の加工発熱に伴う温度変化予測の
高精度化を行う。成分のばらつきや形成組織の形態・異方性の影響を取り込んだ高精度な組織・特性予測技術開発
のためのデータ蓄積・メカニズム解明を行う。D 領域と連携し、Ti 合金疲労性能予測モジュール化のため、鍛造材の疲
労寿命データを蓄積し、組織因子と疲労寿命の関係を明らかにする。2016 年度までは「基礎学理の活用による次世
代合金設計・製造に関わる要素技術の開発」（研究責任者：御手洗容子）を実施した。 
 
1.2 実施体制・分担（右図） 

NIMS が取りまとめを行い、実
施領域を鍛造プロセス設計技術、
組織変化予測技術、特性予測
技術に大別した。B21 の日本エア
ロフォージ、神戸製鋼、大学と連
携しながら実施した。B-D 連携に
おいても B24 が取りまとめを担当し、B21（神戸製鋼）、D62（東大・NIMS）、D67（九大）と連携して進めた。 
 
2. 実施項目・研究開発成果・TRL 
日本エアロフォージ、神戸製鋼のニーズやアドバイスのもと 2017年度に次の研究実施項目を設定し成果を得た。 

(1) 加工温度、ひずみ速度、加工発熱による温度上昇の関係明確化、加工発熱を伴う温度変化の予測精度の高
精度化（NIMS）、TRL=3 
温度とひずみ速度を制御しながら材料流動させる薄い肉厚部のニアネットシェイプ化のための最適プロセス設計技術の

基礎となるデータ構築と温度予測高精度化を目指した。1500トン鍛造シミュレータを使用し、Ti-6Al-4Vの荷重-変位
曲線、加工発熱のデータを収集した。鍛造材と同じ素材から物性値を求めることで温度因子の精度が向上し、有限要
素解析を活用し、真応力-真ひずみ曲線と素材/金型間熱伝達係数を逆解析的に求め、鍛造加工中における素材の
温度変化の予測精度を向上させた。熱容量が大きい試料を使用し、加工発熱係数にひずみ速度依存性を付与せずと
も、実測値に近い温度を予測できることを示した。従来の小型鍛造プレスの課題を克服し、温度予測精度を向上させた。 
(2)Ti-64 合金および Ti-17 合金の大ひずみ域までの高温引張による真応力―真ひずみ曲線取得技術確立と真
応力-真ひずみ曲線のデータ蓄積、多方向加工による動的再結晶挙動の解明（兵庫県立大）、TRL=3 
鍛造時の正確な変形抵抗を予測するためには正確な応力-ひずみ曲線が必要である。画像計測引張試験法による

高温真応力-真ひずみ取得システムを開発し、Ti-64 合金と Ti-17 合金の高温真応力-真ひずみ曲線が従来よりも高
ひずみ側において精度が高い曲線であることを示した。また、鍛造組織の均一化に向けて小型加工熱処理シミュレータを
開発し、従来の装置よりも試料内温度分布が均一化し、２方向加工により高いひずみが導入可能となった。ひずみ導
入経路の組織均一化に及ぼす影響の解析も可能となった。多方向加工が動的再結晶を促進することを示した。 
(3)Ti-17合金のβ変態点近傍における TTT図作成、酸素成分濃度と相変態の関係解明（東北大）、TRL=3 

Ti合金の溶解後のインゴットの成分による β 変態温度のばらつきは、鍛造中の α相析出挙動に影響する。Ti-17合
金の熱間型鍛造時における熱処理温度および時間と α 相生成の関係に及ぼす酸素の影響を明らかにするため、酸素
濃度の異なる Ti-17 材を用いて時効実験を行い、TTT 図に及ぼす酸素の影響を明らかにするともに、600℃以上では
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酸素は α相を安定化させ、600℃未満では α相の核生成サイトとなる α”相形成を抑制することを明らかにした。 
(4)侵入型元素成分やプロセス条件を考慮したTi-17合金の組織因子と高温変形特性の関係式導出（筑波大）、
TRL=2 
 上記（3）のとおり、侵入型元素の成分は少量にもかかわらず、鍛造中のα相析出や高温特性に大きな影響を及ぼ
す。酸素、窒素、炭素などの侵入型微量添加元素が Ti-17 合金の組織および力学特性に及ぼす影響を定量化し、デ
ータ蓄積を行った。侵入型元素（酸素、炭素）が鍛造中のα相析出、高温変形挙動に及ぼす影響を解明し、変形温
度・保持時間を変数とした応力-ひずみ曲線のデータを蓄積した。侵入型元素（酸素、炭素）やプロセス条件を考慮し
た Ti-17合金の組織因子と機械的特性の関係式を導出し、これら元素を考慮したプロセッシングマップを構築した。 
(5)鍛造後の β相粒径、粒内核生成サイトの密度を変化させた組織形成のシミュレーション（東北大）、TRL=2 

Ti-64合金と Ti-17合金において、初期状態で３つのβ結晶粒が会合した粒界三重点を有するモデルを用いて、等
温保持した時の粒界を起点とする複数バリアントのα相の成長による組織形成のフェーズフィールドシミュレーションを行い、
実験で得られる組織に近いものを再現し、α相の成長におよぼすβ結晶粒径の影響を考慮したシミュレーションや、加工
組織からのα相の生成と成長を想定した粒内α相の成長のシミュレーションを可能にした。 
(6)Ti-17合金鍛造材の力学特性異方性と組織因子の関係解明とデータ蓄積（近畿大）、TRL=2 
鍛造材中に形成する組織は不均一であり、力学的特性には異方性が存在する。Ti-17 合金鍛造材の強度予測の

さらなる精度向上のため、鍛造材の組織および力学的特性に関する異方性データを蓄積した。1500 トン鍛造シミュレー
タで作製した鍛造材の円周方向と鉛直方向に対して系統的に変化させて引張特性を評価した結果、引張強度の角度
依存性は強くないが、伸びは角度に強く依存し、鉛直方向 45～60°において 6%近く低下することを示した。 
(7)1500 トン鍛造シミュレータによる Ti-64 合金の鍛造および D62 及び D67 への鍛造材提供、鍛造材の各部
位の疲労寿命データの蓄積と組織因子と疲労寿命の関係明確化（NIMS B-D連携）、TRL=3 

Ti-6Al-4V 合金の金属組織は加工熱処理条件によって大きく変化し、それが機械的性質に大きく影響する。1500
トン鍛造シミュレータを使用した Ti-6Al-4V 合金の恒温鍛造材について低サイクル域から高サイクル域までの広範囲で
疲労試験を行い、同じ熱処理条件でも恒温鍛造温度が異なることで疲労寿命に違いが生じることが明らかとなった。鍛
造材中の異なる部位、方向での疲労試験、組織観察、結晶方位解析の結果、集合組織形成の違いが疲労寿命ばら
つきの原因の一つと示唆された。1500 トン鍛造シミュレータを使用した鍛造材は D62、D67 に提供した。本ユニットの
疲労試験と組織・結晶方位解析の結果を用いて、D62で開発した Ti合金疲労性能予測モジュールを検証した。 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
日本の鍛造技術は海外に比べて遅れており、データの蓄積も不十分である。国内企業の自社データは限られており、

国産データの蓄積や特性発現メカニズムの解明を行うことで、日本と海外の差の縮小に貢献した。鍛造プロセス技術にお
いて鍛造中の温度変化の予測精度を向上させ、高温における真応力-真ひずみ曲線の取得技術を確立したことは次世
代の鍛造プロセス設計に貢献できると期待できる。海外において成分のばらつきや組織異方性の影響については報告さ
れておらず、B24 のデータは組織や疲労特性の予測モデルを高精度化する上で、国内企業には重要である。B-D 連携
において開発した物理モデルを用いた疲労性能予測モジュールは成分が異なる Ti合金にも適用可能と期待できる。 
本ユニットの研究実施項目は、連携先の B21 参画企業との対話を重ねて予め産業利用を考慮した課題設定として

いることに加えて、1500 トン、5万トンの鍛造プレスのみならず、国内を中心に海外含めて他のプレス機による鍛造プロセ
スにも適用できるものであり、わが国の航空機産業の利用の幅は広く、関連する産業への波及効果は高い。アドバイザー
企業及び大学と協力体制を維持して蓄積した材料データ及び予測技術を B21 が確立する統合予測ツールに組み込
み、高精度化、機能拡大、適用合金の拡大に寄与できる。これらを実現するための予算獲得が課題である。 

2017年度より開始した B-D連携の Ti合金疲労性能予測モジュール開発は Society5.0の統合型材料開発シス
テムやものづくりシステムの構築に必要な連携であり、方向性や計画については参画している素材メーカー、大学と議論を
重ね、重工メーカーからアドバイスを受けて決定した。このアカデミアが主体となった領域間連携活動において、B24 は
B21 が開発した技術よりも一歩先を見据えた基盤研究を進めると同時に、D 領域と連携し、航空機材料の MI モジュ
ール開発を行った。今後、企業の先進的な耐熱合金開発をサポートしうる産官学協調体制の維持・発展につなげたい。 
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ユニット名 B22 航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による革新的生産技術開発 
研究 
責任者 

井頭 賢一郎（川崎重工業(株) 技術開発本部 技術研究所 材料研究部 部長） 
御手洗 容子（物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点長） 

参画機関 川崎重工業(株)､物質・材料研究機構（NIMS） 
 
1.1 背景・目的 
航空機エンジン部品には、軽量かつ高強度なチタン合金が多用されているが、その製造方法は鍛造材からの削り出し

が一般的であり、素材費や機械加工費等多くの無駄が発生している。そこで、特に素材費の高いチタン合金の BtF
（Buy to Fly ratio、素材購入重量/部品重量）の低減のため、ニアネットシェイプ成形が可能なレーザ粉体肉盛（以
下LMD）を用いた積層造形技術を確立することを目的とした。LMDによる積層造形は欧米が補修技術として先行して
いるが、付加成形としての適用は未だであり、欧米に先駆けた技術確立を目指している。最近では、電子ビームも含めて
大型部品への付加成形技術開発が行われるようになってきており、更なる開発のスピードアップが必要となっている。 
 
1.2 研究開発の目標 
補修に比べて付加成形ではパス数が増加するため、プロセス条件が欠陥や金属組織に与える影響が複雑になり、変

形の問題も顕著となる。そこで、多パス・多層の肉盛部の機械的性質に及ぼす欠陥や金属組織の影響を明らかにし、品
質（欠陥、機械的性質等）を満足するプロセス条件の許容範囲を設定する。設定した条件をもとに、要求特性を満
足した 1～2m サイズのチタン合金製の航空機エンジン部品（実機サイズ）の製作を完了する。製作対象は航空機エ
ンジン部品として多用される軸対称品（図 2.3-1 参照）とした。また、実際の生産を想定して非破壊検査の手法、治
具、欠陥判定基準等を策定し、肉盛部の品質保証技術を確立する。 
 
1.3 実施項目 
(1) 最適プロセス条件の確立（品質安定化） 
品質（欠陥、組織等）を満足する多パス・多層の肉盛でのプロセス条件の許容範囲を設定する。 

(2) 実製品に向けた検証（大型部品への対応） 
品質、変形等の要求特性を満足した 1～2m サイズのチタン合金製の航空機エンジン部品を製作する。 

(3) 品質保証技術の開発 
実際の生産を想定して非破壊検査の手法、治具、欠陥判定基準等を策定する。 

 
1.4 実施体制・分担 

LMD の要素技術を「プロセス技術」および「品質保証技術」として、それぞれを川崎重工業、物質・材料研究機構が
主担当として分担、早期の市場投入を目指した取り組みを行っている。 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 最適プロセス 

条件の確立 
 
(2) 実製品に向けた 

検証 
 
(3) 品質保証技術 

の開発 
 
 

      

TRL=3 TRL=4 TRL=5 

設備の 
仕様検討 

設備の導入 縮小モデルへの 
施工・課題抽出 

実機サイズ部品 
への肉盛施工 

要求特性を満足 
した実機サイズ 
部品の製作 

欠陥評価 
手法検討 

許容欠陥寸法を
検出可能な検査
手法の絞り込み 

実機サイズ部品
を用いた検査の
実施、検証 

肉盛部の欠陥データ 
取得、非破壊検査の 
有効性確認 

1 パスでの良好なプロセス条件 
範囲の選定、機械的性質の把握 

欠陥と疲労強度の 
相関性評価 

多パスでのプロセス
条件範囲の設定 

認証取得 
活動 
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2. 研究開発の成果 
2.1 大型チタン合金部品向け LMD装置の導入 
チタン合金は高い酸素親和性の為、LMD 施工には不活性雰囲気を必要とするが、大型部品の施工時に酸素濃度

を制御可能な LMD装置は市販されていなかった。そのため、大型チャンバと LMD装置を組み合わせたシステムを導入し
た（図 2.1-1）。LMD 装置全体を大型チャンバ内に収めた構造となっており、1m サイズのワークへの施工も対応可能
な仕様となっている。チャンバ内は真空排気後に Ar 置換することにより、AMS4999※1 にて規定されている酸素濃度
1200ppm 以下の不活性雰囲気を醸成可能である。主なプロセス条件として、レーザの出力、スポット径や施工速度、
粉末投入量等がある。 
※1:Aerospace Material Specification 4999：Titanium Alloy Direct Deposited Products 6Al - 4V Annealed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 最適プロセス条件の確立（品質安定化） 
・量産を想定した施工速度で、1 ビードにて基材への入熱量、粉末投入量等の諸条件を変えた試験により良好な施
工条件範囲を明確にした（図 2.2-1）。 
・図2.2-1の良好な条件範囲内で試作した肉盛の静的強度評価を実施し、耐力、引張強さに関しては肉盛方向に
対して、いずれの方向でも鍛造材の規格（AMS4928※2）を満足することを確認した。 
・また、伸びに関しては中間成果報告書にて X 方向（ビードと平行な方向）に対して、Y 方向（ビード方向と面内に
垂直な方向）や Z 方向（積層方向）の伸びが低い結果が得られたことを報告した。そのうち、Z 方向は未溶着部
の存在によって伸びの著しい低下が発生することが判明したため、改良条件にて肉盛材を作製して評価した結果、
伸びの向上が確認され、各方向の中で最も伸びが高くなった。一方、Y方向については X方向とともにN増し試験を
実施したが、伸びが各方向の中で最も低く、AMS4928 の規格値を大きく下回るものも発生した（図 2.2-2）。 
・Z方向については、肉盛の組織が柱状晶であり、その長手方向がZ方向と平行であるため、引張方向を横切る結晶
粒界が X、 Y方向と比較して少なくなり、伸びが最も高くなったと思われる（図 2.2-3）。一方、Y方向の伸びの低
下に関しては、ビード境界にて結晶粒の粗大化が発生していることが原因であると推測された（図 2.2-4）。そのた
め、2018年度末迄に結晶粒粗大化を抑制するためのパス間温度等の許容範囲等を設定する。 
・LMDによる積層品について、疲労強度と欠陥の相関性を評価し、鍛造材（AMS4928準拠材）と同程度の疲労
強度が得られるプロセス条件を明らかにした（図 2.2-5）。 

※2:Aerospace Material Specification 4928：Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, Rings, and Drawn Shapes  
6Al - 4V Annealed 

 
 

図 2.1-1 導入した LMD装置の概略 

主要なプロセス条件： 
レーザ出力・スポット径・施工速度・粉末投入量 

74 75



74 
 

ユニット名 B22 航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による革新的生産技術開発 
研究 
責任者 

井頭 賢一郎（川崎重工業(株) 技術開発本部 技術研究所 材料研究部 部長） 
御手洗 容子（物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 副拠点長） 

参画機関 川崎重工業(株)､物質・材料研究機構（NIMS） 
 
1.1 背景・目的 
航空機エンジン部品には、軽量かつ高強度なチタン合金が多用されているが、その製造方法は鍛造材からの削り出し

が一般的であり、素材費や機械加工費等多くの無駄が発生している。そこで、特に素材費の高いチタン合金の BtF
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1.4 実施体制・分担 

LMD の要素技術を「プロセス技術」および「品質保証技術」として、それぞれを川崎重工業、物質・材料研究機構が
主担当として分担、早期の市場投入を目指した取り組みを行っている。 
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(2) 実製品に向けた 

検証 
 
(3) 品質保証技術 

の開発 
 
 

      

TRL=3 TRL=4 TRL=5 

設備の 
仕様検討 

設備の導入 縮小モデルへの 
施工・課題抽出 

実機サイズ部品 
への肉盛施工 

要求特性を満足 
した実機サイズ 
部品の製作 

欠陥評価 
手法検討 

許容欠陥寸法を
検出可能な検査
手法の絞り込み 

実機サイズ部品
を用いた検査の
実施、検証 

肉盛部の欠陥データ 
取得、非破壊検査の 
有効性確認 

1 パスでの良好なプロセス条件 
範囲の選定、機械的性質の把握 

欠陥と疲労強度の 
相関性評価 

多パスでのプロセス
条件範囲の設定 

認証取得 
活動 
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2. 研究開発の成果 
2.1 大型チタン合金部品向け LMD装置の導入 
チタン合金は高い酸素親和性の為、LMD 施工には不活性雰囲気を必要とするが、大型部品の施工時に酸素濃度

を制御可能な LMD装置は市販されていなかった。そのため、大型チャンバと LMD装置を組み合わせたシステムを導入し
た（図 2.1-1）。LMD 装置全体を大型チャンバ内に収めた構造となっており、1m サイズのワークへの施工も対応可能
な仕様となっている。チャンバ内は真空排気後に Ar 置換することにより、AMS4999※1 にて規定されている酸素濃度
1200ppm 以下の不活性雰囲気を醸成可能である。主なプロセス条件として、レーザの出力、スポット径や施工速度、
粉末投入量等がある。 
※1:Aerospace Material Specification 4999：Titanium Alloy Direct Deposited Products 6Al - 4V Annealed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 最適プロセス条件の確立（品質安定化） 
・量産を想定した施工速度で、1 ビードにて基材への入熱量、粉末投入量等の諸条件を変えた試験により良好な施
工条件範囲を明確にした（図 2.2-1）。 
・図2.2-1の良好な条件範囲内で試作した肉盛の静的強度評価を実施し、耐力、引張強さに関しては肉盛方向に
対して、いずれの方向でも鍛造材の規格（AMS4928※2）を満足することを確認した。 
・また、伸びに関しては中間成果報告書にて X 方向（ビードと平行な方向）に対して、Y 方向（ビード方向と面内に
垂直な方向）や Z 方向（積層方向）の伸びが低い結果が得られたことを報告した。そのうち、Z 方向は未溶着部
の存在によって伸びの著しい低下が発生することが判明したため、改良条件にて肉盛材を作製して評価した結果、
伸びの向上が確認され、各方向の中で最も伸びが高くなった。一方、Y方向については X方向とともにN増し試験を
実施したが、伸びが各方向の中で最も低く、AMS4928 の規格値を大きく下回るものも発生した（図 2.2-2）。 
・Z方向については、肉盛の組織が柱状晶であり、その長手方向がZ方向と平行であるため、引張方向を横切る結晶
粒界が X、 Y方向と比較して少なくなり、伸びが最も高くなったと思われる（図 2.2-3）。一方、Y方向の伸びの低
下に関しては、ビード境界にて結晶粒の粗大化が発生していることが原因であると推測された（図 2.2-4）。そのた
め、2018年度末迄に結晶粒粗大化を抑制するためのパス間温度等の許容範囲等を設定する。 
・LMDによる積層品について、疲労強度と欠陥の相関性を評価し、鍛造材（AMS4928準拠材）と同程度の疲労
強度が得られるプロセス条件を明らかにした（図 2.2-5）。 

※2:Aerospace Material Specification 4928：Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, Rings, and Drawn Shapes  
6Al - 4V Annealed 

 
 

図 2.1-1 導入した LMD装置の概略 

主要なプロセス条件： 
レーザ出力・スポット径・施工速度・粉末投入量 
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2.3 実製品に向けた検証（大型部品への対応） 
・縮小モデル製作結果をもとに施工治具・姿勢、積層パターンを決定し、実機サイズ部品への付加成形を実施した
（図 2.3-1）。肉盛部の内部品質については、仕上げ加工後にも残存する粗大欠陥（未溶着部）か課題であっ
たが、条件を改良することで抑制した。また、変形を見越して肉盛施工前形状を決定し、仕上げ加工後に製品が採
取可能な形状を得た。2018年度末迄に、実機サイズ部品肉盛部の機械的性質の健全性について評価する。 

図 2.2-1 1 ビードでのプロセス条件の選定 

図 2.2-5 欠陥と疲労強度の関係 

R=0.05 R=0.05 

図 2.2-2 肉盛品の静的強度評価結果 

図 2.2-4 Y方向試験片の伸び低下原因の調査結果 図 2.2-3 各方向と結晶粒界の関係 
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2.4 品質保証技術の開発 

LMD による肉盛材の品質保証技術として、実機サイズ部品を対象とした連続自動計測による超音波探傷システ
ムを実現した。人工欠陥試験体の超音波試験によって肉盛部材中の欠陥検出能を確認し、超音波伝播のシミュレ
ーションにより欠陥のサイズや位置、肉盛部材の形状等の影響を調査した。これらをもとに構築した超音波探傷システ
ムでは、実機サイズ部品の肉盛部に存在する未溶着部を可視化し、検出することが可能である。 

 
2.4.1 人工欠陥試験体の超音波探傷試験および超音波伝播シミュレーションによる探傷条件解析 
・探触子(縦波、10 MHz)を用いた超音波反射法により、人工欠陥試験体の探傷試験を実施し、肉盛部材中のφ
0.2 mm 以上の欠陥を探傷可能であることを確認した。また、肉盛まま材の表面は凹凸を有するが、基材面からの
超音波反射法で肉盛部の欠陥検出が可能であることを示した。 
・肉盛部に存在する微小欠陥を対象とした超音波探傷の試験条件（探傷方法・検出可能性・欠陥位置）につい
て、超音波伝播シミュレーションを活用し、検査方法の最適化を行った。探触子の接触が可能な肉盛部先端と基材
側からの 2 通りの超音波反射法（図 2.4-1）について、欠陥のサイズと位置、肉盛部表面の凹凸の有無を変えて、
二次元の超音波伝播シミュレーションを実施した。その結果、0.1 mm 以上の微小欠陥について、肉盛部側面より
1 mm以上（超音波の波長以上）の位置であれば検出可能であることが示された（図 2.4-2）。肉盛部側面よ
り数mm程度は後加工で除去する部分であるため、側面より 1mm未満に存在する欠陥は問題とはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 実機サイズ部品の超音波探傷技術の開発 
・上記の人工欠陥試験体の探傷試験と超音波伝播シミュレーションにもとづいて、実機サイズ部品を対象とした連続
自動計測による超音波探傷システムを構築した（図 2.4-3）。本探傷システムは、直径約 800 mm の実機サイ
ズ部品を自動計測するため、従来の超音波反射法の装置に加えて、部材を設置する回転ステージと探触子を先端
に取り付けたロボットアーム、そして、ステージ位置と超音波計測を同期させる PC により構成される。シミュレーションと
同様に、基材側に当てた探触子から超音波を送受信して得られた波形より、欠陥を検知可能である。 
・さらに、本探傷システムでは、ステージを回転させて円筒状の部材の外周に沿った連続自動計測により図 2.4-4 の
B スキャン画像（外周に沿って計測した超音波波形の振幅を色階調，時間を横軸，計測位置を縦軸とする画像）
を取得でき、欠陥の可視化が可能である。また、この画像より欠陥の大きさや深さを評価可能である。 

図 2.3-1 実機サイズ部品の試作 

図 2.4-1 超音波反射法の概略図 

探触子 

肉盛部材 

基材 
探触子 

図 2.4-2 超音波試験のシミュレーション結果 
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(b) 受信波形 (a) 二次元解析 

欠陥エコー 

肉盛部先端からのエコー → 
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
3.1 総括 
(1) 最適プロセス条件の確立（品質安定化） 

LMD による積層品について、疲労強度と欠陥の相関性を評価し、鍛造材（AMS4928 準拠材）と同程度の疲労
強度が得られるプロセス条件を把握した（達成度：100%）。 
(2) 実製品に向けた検証（大型部品への対応） 
内部品質、変形等の要求特性を満足した1mサイズのチタン合金製の航空機エンジン部品（実機サイズ）を製作し

た（達成度：100%） 
(3) 品質保証技術の開発 
実機サイズ部品の肉盛部に対して、超音波探傷による品質保証技術を確立し、そのための検査システム（連続自動

計測超音波探傷システム）を開発した（達成度：100%）。 
 
3.2 今後の展開 

2019 年度以降、航空機エンジン部品への適用に必須の認証取得を進めるにあたり、①品質を左右するプロセス条
件の把握とその許容範囲の設定、②その設定範囲に施工条件が入っていることの証明、③成形品の検査により健全で
あることの証明、等が必要となる。①については本プログラムの期間内で完了する。②については、プロセス条件が設定し
た許容範囲内に入っていることを証明できるような仕組み（例えば施工条件のモニタリング等）が必要となるため、本プロ
グラム終了後に、そのシステム等を検討する。③については、本プログラムで確立した品質保証技術を、成形品の健全性
の証明に活用する。 
 
3.3 その他特記（問い合わせ先） 
川崎重工業：井頭 賢一郎（E-mail；igashira̲kenichiroh@khi.co.jp） 
物質・材料研究機構：御手洗 容子（E-mail；mitarai.yoko@nims.go.jp） 

図 2.4-4 連続自動計測による実機フルスケール部材の探傷システム 
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図 2.4-3 実機フルスケール部材の B スキャン画像 
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ユニット名 B23 航空機エンジン部品⽤⾦属粉末射出成形技術の開発 
研究 
責任者 

三浦 秀⼠（九州⼤学 鉄鋼リサーチセンター 教授） 
⿊⽊ 博史（㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 エンジン技術部 設計技術 Gr ⻑） 

参画機関 九州⼤学､㈱IHI､㈱⼤阪チタニウムテクノロジーズ 
 
1.1 背景・⽬的 

⾦属粉末射出成形（MIM︓Metal Injection Molding、以下 MIM プロセス）を航空機エンジンのファン・圧縮機
部品の製造に適⽤することで、その製造コストを抑えて国際競争⼒を向上させる。MIM は微粒の粉末を融点以下の温
度で焼結させるため、鋳造品に⽐べ結晶粒径が微細で⾼強度、⻑寿命の材料が得られること、型の⾯粗度が転写され
るため鋳造や Additive Manufacturing に⽐べ表⾯粗さが⾮常に細かいことがメリットである。今まで MIM は、10mm
程度の⼩さな鉄系（含ステンレス製）部品の製造に使われてきたが、ニッケル合⾦やチタン合⾦のような⾼強度材料に
応⽤し、航空機エンジン⽤の 30mm 以上のサイズの部品を製造することが技術課題である。 
 

 
図１．１ MIM プロセス概念図 

 
1.2 研究開発の⽬標   

部品製造技術については、航空機エンジン部品向けの MIM 製造プロセスを開発し⼯業的に応⽤できるレベルへ到
達するために、⽋陥⼨法０．３ｍｍ以下、密度９７％以上、⼨法精度±０．２ｍｍを実現する。 

MIM チタン合⾦については従来の溶製チタン合⾦を凌駕する静的・動的破壊強度を達成する。常温での疲労強度
510 MPa を凌駕し、鍛造材規格値以上の MIM チタン合⾦を開発する。 

粉末製造⽅法については、低酸素・微細かつ最適化された成分のチタン合⾦粉を開発し、安価な製造⽅法に⽬処を
つける。 
 
1.3 実施項⽬ 
１）ニッケル合⾦部品製造技術開発︓MIM ニッケル合⾦による圧縮機機構部品の開発 
２）MIM チタン合⾦の動的破壊強度の向上︓第４元素添加、低酸素チタン粉末の使⽤、熱処理の⼯夫による静
的・動的機械的特性の向上に関する研究 
３）チタン合⾦部品試作︓MIM チタン合⾦による複合材ファン静翼締結部品の開発 
４）チタン合⾦粉末製造︓第４元素を添加したインゴットの基礎評価、粉末化時の成分挙動の調査 
 
1.4 実施体制・分担 

第 4 元素の活⽤と低酸素⾦属粉末の使⽤ならびに熱処理の⼯夫による MIM チタン合⾦の静的・動的破壊強度の
改善を九⼤が中⼼となり進める。低酸素チタン合⾦粉の改良を株式会社⼤阪チタニウムテクノロジーズ（以下、⼤阪チ
タニウム）が⾏う。それらの研究結果を反映して部品レベルでの⼨法精度向上と静的・動的破壊強度向上、及び材料
データベース（DB）の構築をIHIが担当して研究を進める。プロセス基盤技術、粉末製造技術、製品化技術とバリュー
チェーンを構成する機関が連携して技術開発を遂⾏する実施体制となっている。 
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
3.1 総括 
(1) 最適プロセス条件の確立（品質安定化） 

LMD による積層品について、疲労強度と欠陥の相関性を評価し、鍛造材（AMS4928 準拠材）と同程度の疲労
強度が得られるプロセス条件を把握した（達成度：100%）。 
(2) 実製品に向けた検証（大型部品への対応） 
内部品質、変形等の要求特性を満足した1mサイズのチタン合金製の航空機エンジン部品（実機サイズ）を製作し

た（達成度：100%） 
(3) 品質保証技術の開発 
実機サイズ部品の肉盛部に対して、超音波探傷による品質保証技術を確立し、そのための検査システム（連続自動

計測超音波探傷システム）を開発した（達成度：100%）。 
 
3.2 今後の展開 

2019 年度以降、航空機エンジン部品への適用に必須の認証取得を進めるにあたり、①品質を左右するプロセス条
件の把握とその許容範囲の設定、②その設定範囲に施工条件が入っていることの証明、③成形品の検査により健全で
あることの証明、等が必要となる。①については本プログラムの期間内で完了する。②については、プロセス条件が設定し
た許容範囲内に入っていることを証明できるような仕組み（例えば施工条件のモニタリング等）が必要となるため、本プロ
グラム終了後に、そのシステム等を検討する。③については、本プログラムで確立した品質保証技術を、成形品の健全性
の証明に活用する。 
 
3.3 その他特記（問い合わせ先） 
川崎重工業：井頭 賢一郎（E-mail；igashira̲kenichiroh@khi.co.jp） 
物質・材料研究機構：御手洗 容子（E-mail；mitarai.yoko@nims.go.jp） 

図 2.4-4 連続自動計測による実機フルスケール部材の探傷システム 
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ユニット名 B23 航空機エンジン部品⽤⾦属粉末射出成形技術の開発 
研究 
責任者 

三浦 秀⼠（九州⼤学 鉄鋼リサーチセンター 教授） 
⿊⽊ 博史（㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 エンジン技術部 設計技術 Gr ⻑） 

参画機関 九州⼤学､㈱IHI､㈱⼤阪チタニウムテクノロジーズ 
 
1.1 背景・⽬的 

⾦属粉末射出成形（MIM︓Metal Injection Molding、以下 MIM プロセス）を航空機エンジンのファン・圧縮機
部品の製造に適⽤することで、その製造コストを抑えて国際競争⼒を向上させる。MIM は微粒の粉末を融点以下の温
度で焼結させるため、鋳造品に⽐べ結晶粒径が微細で⾼強度、⻑寿命の材料が得られること、型の⾯粗度が転写され
るため鋳造や Additive Manufacturing に⽐べ表⾯粗さが⾮常に細かいことがメリットである。今まで MIM は、10mm
程度の⼩さな鉄系（含ステンレス製）部品の製造に使われてきたが、ニッケル合⾦やチタン合⾦のような⾼強度材料に
応⽤し、航空機エンジン⽤の 30mm 以上のサイズの部品を製造することが技術課題である。 
 

 
図１．１ MIM プロセス概念図 
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つける。 
 
1.3 実施項⽬ 
１）ニッケル合⾦部品製造技術開発︓MIM ニッケル合⾦による圧縮機機構部品の開発 
２）MIM チタン合⾦の動的破壊強度の向上︓第４元素添加、低酸素チタン粉末の使⽤、熱処理の⼯夫による静
的・動的機械的特性の向上に関する研究 
３）チタン合⾦部品試作︓MIM チタン合⾦による複合材ファン静翼締結部品の開発 
４）チタン合⾦粉末製造︓第４元素を添加したインゴットの基礎評価、粉末化時の成分挙動の調査 
 
1.4 実施体制・分担 

第 4 元素の活⽤と低酸素⾦属粉末の使⽤ならびに熱処理の⼯夫による MIM チタン合⾦の静的・動的破壊強度の
改善を九⼤が中⼼となり進める。低酸素チタン合⾦粉の改良を株式会社⼤阪チタニウムテクノロジーズ（以下、⼤阪チ
タニウム）が⾏う。それらの研究結果を反映して部品レベルでの⼨法精度向上と静的・動的破壊強度向上、及び材料
データベース（DB）の構築をIHIが担当して研究を進める。プロセス基盤技術、粉末製造技術、製品化技術とバリュー
チェーンを構成する機関が連携して技術開発を遂⾏する実施体制となっている。 
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1.5 ⼯程表・TRL 

実施課題 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 今 後 
(1)MIM ニッケル合⾦
部品製造技術開発 
(2)MIM チタン合⾦
動的破壊強度向上 
(3)MIM チタン合⾦
部品製造技術開発 
(4)チタン合⾦粉末製
造技術開発 

      

 
2. 研究開発の成果 
 
２．１ MIM ニッケル合⾦の部品製造技術開発 

MIM ニッケル合⾦を⽤いた圧縮機機構部品の製造を⾏い、粉末化学成分、焼結条件の制御および焼結冶具配置
を⼯夫することにより、⾼い⼨法精度および内部⽋陥のない部品を製造できることを確認した。図２．１－１に画像に
よる⼨法計測の結果とノミナル形状の差異、X 線検査の結果を⽰す。また、その製造条件で材料 DB を構築し鍛造材と
同等の引張・疲労強度を確認した（図２．１－２）。⽂献（MMPDS）の鍛造材のデータと遜⾊のない強度が発
現されていること、機械加⼯の有無で疲労強度に差がないことから、表⾯の⽋陥の影響が⼩さいことなどが確認できた。 

 

 
図２．１－１ ⼨法計測結果と X 線評価結果       図２．１－２ MIM ニッケル合⾦疲労強度 
 
２．２ チタン合⾦粉末の製造技術開発 

チタン合⾦粉末の⾃然酸化膜厚みの測定結果を図２．２－１に⽰す。ガスアトマイズ法により製造した粉末表⾯に
⽣成する⾃然酸化膜の厚みは粉末粒度にかかわらず、約 5nm で⼀定であることを確認した。チタン合⾦インゴットの酸
素レベルの異なる材料を原料として製造した粉末の⽐表⾯積と酸素量の関係を図２．２－２に⽰す。図２．２－２
における Y 切⽚の値はインゴットの酸素量であり、新たに⽣成した⾃然酸化膜量の酸素分のみが増加した。原料となるチ
タン合⾦インゴットの酸素量並びにガスアトマイズ条件のコントロールによる、低酸素チタン合⾦粉末の製造に⽬処が⽴っ
た。第４元素を添加した粉末を試作してインゴットの基礎評価、粉末化時の成分挙動の調査を⾏った（図２．２－
３）。⽬標の合⾦粉末組成を確認し、九州⼤学にて MIM チタン合⾦の静的・動的破壊強度を評価中である。 

TRL=3 

TRL=5

TiB2 添加によ
る効果の確認 

部品試作、材料 DB 構築 

Cr、Mo、TiB2 同時添加
による効果確認 

熱処理、第４元素添加
の最適化 

⼤型ビレットによる低酸素
粉末製造技術開発 第４元素添加粉末製造技術開発 

⼤型チタン部品成型技術開発、焼結条
件最適化 部品試験 

実⽤化を⽬
指して開発
継続 
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図２．２－１粉末の⾃然酸化膜厚み測定結果   図２．２－２チタン合⾦粉末の⽐表⾯積と酸素量の関係 
【単位︓％】 

 Al V Cr B C O N 
⽬標組成 6.0 4.0 4.0 0.60 - - - 
インゴット分析値 5.9 4.1 4.1 0.59 0.006 0.05 0.006 
粉末分析値 6.1 4.1 4.1 0.53 0.007 0.12 0.005 

図２．２－３ 第 4 元素添加インゴットおよび粉末の成分挙動 
 
２．３ MIM チタン合⾦の部品製造技術開発 

MIM チタン合⾦を⽤いた複合材ファン静翼締結部品試作結果を図２．３－１に⽰す。⼤型のMIM部品では⾦属
と樹脂の分離やボイド、ウェルドラインなど成形⽋陥や焼結時の変形が課題となる。成形⽋陥に対しては実験計画法に
より⽋陥発⽣に対する成形パラメータ感度を取得し、⽋陥を抑制できる条件を選択した。その結果、有害な⽋陥のない
部品製造に成功した（図２．３－２）。適切な結晶粒サイズと密度が得られていることを確認した（図２．３－
３）。焼結時の変形に対しても、変形を抑制する治具等の⼯夫で、⽬標の⼨法精度達成の⽬処を得た。試作した
MIM 部品を⽤いて、複合材ファン静翼締結部品の部品試験を実施し、耐久性および強度を実証した（図２．３－
４）。これにより、課題であった静的・動的の両破壊強度の向上とともに、⼤型MIM部品の製造技術にも⽬処が⽴ちつ
つある。 
 

 
図２．３－１ 複合材ファン静翼締結部品試作品 

 
図２．３－２ X 線検査結果 有害な⽋陥なし 

                 
図２．３－３ チタン MIM 材ミクロ組織    図２．３－４ 複合材ファン静翼締結部品試験イメージ 

２．４ MIM チタン合⾦の静的・動的破壊強度向上 
 溶製チタン合⾦は微細なα+β等軸組織を有しているために疲労強度特性に優れている。⼀⽅、MIM チタン合⾦は焼
結に伴い、粗⼤なα+βラメラ組織を呈するために疲労強度が低いという問題がある。そこで、第 4 元素の添加
(4%Mo+0.4%B の複合添加)および熱処理の⼯夫（2%Mo の添加+⽔素化脱⽔素処理(HDH)+HIP(熱間静
⽔圧プレス)処理）による結晶粒微細化および⾼疲労強度化を狙った。図２.４-１に開発合⾦の組織(IPF マッピン
グ)を⽰す。Ti-6Al-4V 組成と⽐較して、4Mo-0.4B 添加材（b）および 2Mo-HDH⇒HIP 材(c)の組織が著しく微
細化している。図２.４-２には MIM チタン合⾦の引張強度特性を⽰す．4Mo-0.4B 添加材は焼結ままで 1026 
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図２．２－１粉末の⾃然酸化膜厚み測定結果   図２．２－２チタン合⾦粉末の⽐表⾯積と酸素量の関係 
【単位︓％】 

 Al V Cr B C O N 
⽬標組成 6.0 4.0 4.0 0.60 - - - 
インゴット分析値 5.9 4.1 4.1 0.59 0.006 0.05 0.006 
粉末分析値 6.1 4.1 4.1 0.53 0.007 0.12 0.005 

図２．２－３ 第 4 元素添加インゴットおよび粉末の成分挙動 
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図２．３－１ 複合材ファン静翼締結部品試作品 

 
図２．３－２ X 線検査結果 有害な⽋陥なし 

                 
図２．３－３ チタン MIM 材ミクロ組織    図２．３－４ 複合材ファン静翼締結部品試験イメージ 

２．４ MIM チタン合⾦の静的・動的破壊強度向上 
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⽔圧プレス)処理）による結晶粒微細化および⾼疲労強度化を狙った。図２.４-１に開発合⾦の組織(IPF マッピン
グ)を⽰す。Ti-6Al-4V 組成と⽐較して、4Mo-0.4B 添加材（b）および 2Mo-HDH⇒HIP 材(c)の組織が著しく微
細化している。図２.４-２には MIM チタン合⾦の引張強度特性を⽰す．4Mo-0.4B 添加材は焼結ままで 1026 
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MPa、 12.9 %を⽰し、特に 2Mo-HDH⇒HIP 材は 1053 MPa、 11.8 %と、超強靭な引張強度特性を⽰した。
図２.４-３に常温疲労強度特性を⽰す。4Mo-0.4B 添加材は 430 MPa、2Mo-HDH⇒HIP 材は 610 MPa を⽰
し、鍛造材規格値（510 MPa）を⼤幅に凌駕する常温疲労強度が得られた。以上のように、第 4 元素（Mo）の添
加、そして⽔素化脱⽔素処理、HIP 処理を組み合わせることで、静的・動的機械的特性の両者について鍛造材規格
値を⼤幅に凌駕する⾰新的な MIM 製 Ti 合⾦の創製に成功した。また、図２.４.4 に第 4 元素添加+HIP 処理を施
した MIM チタン合⾦の⾼温疲労強度特性を⽰す。4Mo-0.4B 添加 HIP 材は 350 MPa、4Cr-0.4B 添加 HIP 材
では 375 MPa を⽰し、⾼温疲労強度に関しても Ti-6Al-4V 組成よりも⼤幅に改善することを実証した。 

  
図２．４－１ MIM チタン合⾦の IPF マッピング画像      図２．４－２ MIM チタン合⾦の引張強度特性 
        約 25 分の 1 まで結晶粒微細化を達成 
 

 
図２．４－３ MIM チタン合⾦の常温疲労強度特性 図２．４－４ 第 4 元素添加＋HIP 処理を施した 

2Mo-HDH⇒HIP 材は鍛造材標準値を凌駕    MIM チタン合⾦の⾼温疲労強度特性（260℃） 
 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記           
 

MIM ニッケル合⾦については、まず、リスクの⼩さい圧縮機機構部品から適⽤を開始する。SIP 終了後も、部品試験、
設計変更、製造⼯程認定などの⼿続きを経て、量産に投⼊する計画である。SIP 終了後に実施した部品試験の結果
の⼀例を図３．１に⽰すが、鍛造材と同等の疲労強度、破壊起点であることを実証している。圧縮機機構部品にて量
産の実績を積んだ後、圧縮機後段の静翼セクター部品など、⾼強度・⾼信頼性が求められる、⾼付加価値の部品に適
⽤していく。 

MIM チタン合⾦についても、複合材部品締結部品への適⽤を⽬指し、SIP 終了後も開発を継続する。更に、⾼強
度チタン合⾦ MIM については、圧縮機前段の翼部品などの適⽤を検討していく。 

5 
 

 

 
図３．１ 圧縮機機構部品疲労強度試験結果および破壊位置 
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ユニット名 B26 高強度 Ni基ディスク材料の実用的加工プロセスの開発 
研究 
責任者 

今野晋也（三菱日立パワーシステムズ株式会社 主幹技師） 

参画機関 東北大学、NIMS 
 
1.1 背景・目的 
近年、航空機エンジン用部材向けに Alloy738LC と同等レベルの高温強度を有する高強度鍛造ディスク材が開発さ

れ実用化が進められている。これらの高強度ディスク材の適用をガスタービン等の大型部材や複雑形状へ拡大する上で
の大きな問題は、熱間加工性や切削加工性などの加工性が悪いことである。本研究では、高強度ディスク材(AD730,  
TMW 合金など)について、加工性を飛躍的に改善する革新的なプロセス（以下、MH プロセス）を開発し、実機部品
の製造プロセスを提案、最適化することを目的とする。 
 
1.2 研究開発の目標   

・γ’相の強化機構を消失させる組織形成と変形メカニズムの解明を行い、この結果に基づき組織制御および加工プロセ

スを最適化する。 

・上記組織制御技術を適用した加工プロセスの要素技術を確立し、実機模擬部品製造プロセスの概略設計を完了す

る。 

・鍛造シミュレーションソフトのパラメータ整備により、鍛造組織の予測を可能とし、鍛造条件の最適化を可能とする。  

・実機模擬部品の試作を行い、AD730 と同等以上の強度と 700℃級蒸気タービン用 Ni 基鍛造翼と同等レベルの切

削加工性および製造コストを達成する。 
 
1.3 実施項目 
(1) 加工性を向上させる組織の最適化のための組織形成メカニズムの解明（MHPS、東北大） 
(2) 実機部品製造プロセスの概略設計による実機模擬部品の試作を通したコストと加工性の評価（MHPS） 
(3) MH プロセス特有の組織形態における鍛造シミュレーション(DEFORM)の最適モデルの検討とパラメータの評価・検

証（東北大） 
(4) 1,500ton鍛造シミュレータによる鍛造試験と破壊調査（MHPS、NIMS） 
 
1.4 実施体制・分担 

代表研究機関であるMHPSは、MHプロセス（図 A02）の考案者であり、また、国内最大規模の火力発電プラント

機器（ガスタービン・蒸気タービン・ボイラ・燃焼器など）メーカである。本開発では、MH プロセスの先行開発実績、各種

高温部品の開発、試作実績に基づき、実機製造プロセスの概略設計・最適化と実機模擬部品試作を担当した。 

早期なMHプロセスの実機製造プロセス適用および最適化には、MHプロセスのメカニズム解明が不可欠となる。新しい

現象のメカニズム解明を行う上では、金属材料の高度な知識と経験を有する東北大学と連携し研究を加速することが

重要となる。鍛造シミュレーション技術の開発においても、従来のIN718などとは異なるモデリングの検討が必要となり、企

業での開発の枠を超えることから、組織変化のモデリングについて、高い研究基盤のある東北大学と連携した。 
さらに、29 年度からは NIMS と協力し 1500 トン大型精密鍛造シミュレータを活用した高強度 Ni 基合金のニアネッ

ト鍛造技術開発を行い、模擬鍛造による製造性の実証を行った（図１）。 
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図１ B26体制図 

 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
 
(1)MH プロセスのメカ
ニズム解明 
 
 
(2)実機部品製造プ
ロセスの概略設計 
 
 
(3)MHプロセスに適し
た高強度 Ni 基ディス
ク材の選定 
 
 
(4)実機模擬部品の
試作 
 
 
(5)鍛造シミュレーショ
ンに用いるパラメータの
整備 
 

      

 
 
 
 

TRL=1 TRL=4 TRL=5 

シミュレーションの高度化（東北大） 

鍛造用金型試作、実機模擬部品試
作、製造性 ・ コ ス ト ・強度評価
（MHPS、NIMS） 

候補材選定（MHPS） 

プロセス設計（MHPS） 

素材準備（MHPS） 
組織解析（MHPS、東北大） 

素材準備（MHPS） 
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2. 研究開発の成果 
(1) 加工性を向上させる組織の最適化のための組織形成メカニズムの解明（MHPS、東北大） 
難加工性な航空機ディスク材の加工性を組織制御により大幅に向上させることに成功した MH プロセスの物理的なメ

カニズムが、再結晶前には整合析出していたγ’相が、再結晶したγ相により周りを新たな粒に囲まれることによって非整合
化したことであることを解明した（図 1）。それにより得られた知見を元に軟化組織形成のための組織制御(鍛造条件・
熱処理条件)を検討し最適化を行った（図 2）。 
(2) 実機部品製造プロセスの概略設計による実機模擬部品の試作を通したコストと加工性の評価（MHPS） 
上記（1）により最適化した組織制御と加工プロセスを組み合わせ、実機部品製造プロセスの設計を行った。それを

もとに、加工性評価を行い、以下に示す冷間・切削・熱間加工性の大幅な向上を達成した。①冷間圧延を実施し、焼
鈍無しで 40%の圧延に成功し、実用上十分な冷間圧延特性が得られた（図 4）。②冷間線引きを実施し、図 5 に
示すようにφ1.2 程度まで高強度材の伸線化を可能とした。③切削鍛造動翼の試作評価を行い、700℃蒸気タービン
用Ni基合金と同等レベルまで切削加工性を向上させた（図6）。④高温引張試験より、比較的低温にて高延性が得
られ、冷間だけでなく熱間加工性の向上も確認した（図 7）。本知見と以下（3）の DEFORM計算結果から、ミニチ
ュア型鍛造試験を行い、950℃ひずみ速度 0.1/sec にて、AD730 と TMW 合金が型鍛造可能、また金型損傷も問
題ないレベルであることを確認し、1,500ton用の金型設計にフィードバックした。 
(3) MH プロセス特有の組織形態における鍛造シミュレーション(DEFORM)の最適モデルの検討とパラメータの評価・検

証（東北大） 
MHプロセスのメカニズム解明とひずみ速度，温度をかえて測定した応力—ひずみ曲線から、鍛造シミュレーションソフト

Deform の解析モデルおよび入力パラメータを検討・評価し、型鍛造プロセスを Deform により最適化した。 
(4) 1,500ton鍛造シミュレータによる鍛造試験と破壊調査（MHPS、NIMS） 
 上記より検討した製造プロセスと候補材を用いて、1,500ton の鍛造シミュレータで実機模擬部品（タービンディスク・
タービン動翼）を試作した（図 9）。タービン動翼は、上記で説明した①棒材から切削加工のみで最終形状まで成形
だけでなく、②棒材の型鍛造により成形の 2パターンを実施する。また②の型鍛造用の型はMHPS独自技術により高強
度Ni基粉末HIP材から削り出しにより製造することで、高寿命化および低コスト化を実現した。（図 10）上記試作を
通して、タービン動翼の製造コストの低減や翼長拡大等による設計変更に迅速に対応可能な製造プロセスを実証した。 
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3. 総括、今後の展開、その他特記          
本研究終了後、本研究で得られた成果、選定した材料により、実機部品の試作、実機における実証試験を計画す

る。実証試験完了後、燃焼部品、タービン動翼、タービンディスクに適用できる可能性が高く、三菱日立パワーシステムズ
が事業化検討を行う。 
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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 
研究責任者 木村 一弘（国立研究開発法人 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 拠点長） 
参画機関 国立研究開発法人物質・材料研究機構､㈱東芝､日立金属㈱ 

 
1.1 背景・目的 
火力発電の効率向上と大出力化のために重要な蒸気タービン最終段の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。本研究開発では、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。 
 
1.2 研究開発の目標 
【中間目標】「使用実績のある既存材に対してラボレベルで以下を達成し、大型ディスク部材試作に対する材料選定と
試作方案を決定する」【引張強度】1200MPa 以上、【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。【最終目標】「現有のローター材と靱性、耐 SCC 性
等が同等で、引張強度が 1200MPa となる鍛造ディスク部材を開発する」【引張強度】1200MPa 以上、【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 
 
1.3 実施項目 
（1）ラボレベルでの加工熱処理による組織制御 
（2）長時間を含めた特性評価 
（3）鍛造メーカーの選定 
（4）鍛造ディスク創製 
 
1.4 実施体制・分担 
物質・材料研究機構：材料及び溶解・鍛造プロセスの最適化、各試作材評価 
東芝：全体計画策定、プロセスの最適化、各試作材評価、実用化検討 
日立金属：鍛造プロセスの最適化、各試作材評価 

 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1)材料選定・改良と基礎性能評価 
(2)実機大型材の溶解・鍛造プロセス
検討 
(3)大型ディスク試作製造プロセス検
証 
(4)大型ディスク試作材の材料特性検
証 
(5)大型試作材の長時間特性評価 
(6)ローター、翼設計 

   
 

TRL：4 

  
 
 
 
 
 

TRL：6 

 

（注記など）2016 年９月のユニット会議で「SIP の支援は 2017 年度あるいは 2016 年度までとし、2018 年度は
自社研究とすべき」と評価された。研究開発は着実に進捗しており、2017年度予定の目標も前倒しで達成できたことか
ら、2016年度までの研究成果をもって本研究課題を終了した。 
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2. 研究開発の成果 
2.1 国立研究開発法人物質・材料研究機構 
2.1.1 ユニットにおける位置づけ及び役割 
中間目標である引張強度が 1200MPa で既存鋼と同等の靱性を達成できる材料の金属組織とプロセス条件を、

大型ディスク部材の試作に対して適用するためのプロセスシミュレーションから、大型ディスク部材の試作の方案を検討
する。また，同機構で所有している 20 トンの力量を備えた加工熱処理シミュレータを積極的に活用することで、参画
機関と強固に連携してディスク試作に必要なデータ取得を行う。 

2.1.2 研究開発目標 
【中間目標（H28年度末時点の達成目標）】 
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現行のロータ材（3.5NiCrMoV 鋼）の溝ロール圧

延により種々の微細粒材を創製し，組織と特性を評価する。加工熱処理シミュレータを活用して，想定する鍛造デ
ィスク材のプロセス条件下での応力－歪線図を取得し、試作方案に必要な基礎データをまとめる。 
【最終目標（プロジェクト終了時点の達成目標）】 
大型ディスク材の特性評価および組織解析を通じて，動翼の植込み部など強度要求の厳しい部位の強靭化を

想定した適材適所の鍛造方案を構築する。 
2.1.3 研究成果 

3.5NiCrMoV鋼の強度×靱性バランスに及ぼす温間テン
プフォーミングの効果を図1に示す。受入材および焼入れ・焼
戻し材（QT）の 80％の温間テンプフォーミングではいずれ
も超微細な繊維状結晶粒組織が形成され、受入材よりも
強度×靱性バランスが向上した。温間テンプフォーミングの効
果は、同じ加工温度では、受入材よりも QT 材の方で大き
く、QT 材で高い強度が得られた。加工温度の上昇は靱性
向上に有利であるのに対し、加工温度を低くすると強度上
昇に有効である。QT:600℃材に着目すると、テンプフォーミ
ングは靱性向上に有効である。以上のように、初期組織、温
間テンプフォーミング温度、加工度を組み合わせることで、強
度×靭性バランスを制御できることを明らかにした。     図１ 3.5NiCrMoV鋼の強度×靱性バランス 

に及ぼす温間テンプフォーミングの効果 
 
2.2 ㈱東芝 
2.2.1 ユニットにおける位置づけ及び役割 
機器メーカー視点で目標・課題を明確化し、材料評価・検証を行うことで製品化・実用化を推進する（最終製品

である蒸気タービンの設計検討は本研究の対象外）。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、試験タービン設備などを有する。 

2.2.2 研究開発目標 
【中間目標（H28年度末時点の達成目標）】 
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現行のロータ材（3.5NiCrMoV 鋼）の溝ロール圧

延により創製された種々の微細粒材に対して組織と特性を評価する。現状のタービンローターにおける応力分布など
の評価を実施し、本 PJ における大型ディスクの要求仕様（形状・寸法・特性分布）の具体化を図るとともに、ター
ビンローターとしての製造工程も検討する。 
【最終目標（プロジェクト終了時点の達成目標）】 
具体化した大型ディスクの要求仕様（形状・寸法・特性分布）に対して、試作された大型ディスクの特性が要求

に合致するかユーザー視点で評価する。 
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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 
研究責任者 木村 一弘（国立研究開発法人 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 拠点長） 
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2.2.3 研究成果 
溝ロール圧延材の SEM 組織と〈110〉極点図を図２に示す。溝ロール圧延材は〈110〉が圧延方向に配向した繊

維状の微細粒組織を呈していた。この微細粒組織の熱的安定性確認のため、溝ロール圧延材を 600℃と 650℃で
それぞれ 50h 保持した結果、600℃では微細組織は維持されるが、650℃では微細粒の一部に粗大化が認められ
（図３）大幅に引張強度が低下した。本材料の引張強さは約 1200MPa で、発電用蒸気タービンとして使用実
績のある従来のローター材に比べて高強度であるが、引張強さの 90%に相当する応力を負荷した FIP 試験において
は従来のローター材以上の破断時間を示し、また、切削加工性は従来のローター材と同等であることを確認した。 

 
  図 2 溝ロール圧延材の (a) SEM組織及び    図 3 溝ロール圧延材の (a) 600℃×50h 及び (b) 

(b) 〈110〉極点図    650℃×50h時効後の光学顕微鏡組織 
 
2.3 日立金属㈱ 
2.3.1 ユニットにおける位置づけ及び役割 
大型のディスク部材の試鍛造材を製作する。また，そのため小型のディスク鍛造模擬およびその特性評価、計算シ

ミュレーションによる鍛造方案の確立を実施する。日立金属株式会社では種々の寸法・条件での鍛造模擬に対応し
た鍛造設備を有している。また、金型の設計、製造技術および計算シミュレーション技術を有する。 

2.3.2 研究開発目標 
【中間目標（H28年度末時点の達成目標）】 

1000t プレス鍛造機にて種々の鍛造条件で小型ディスクを作製する。作製したディスクの機械的特性を評価する
ことで，大型のディスク部材における鍛造方案を決定する。 
【最終目標（プロジェクト終了時点の達成目標）】 
引張強度が 1200MPa で既存鋼と同等の靱性を達成する φ1600程度の鍛造ディスク部材を作製する。 

2.3.3 研究成果 
800℃での試験後の試験片中心部の光顕組織を図４に示す。再結晶組織が一部形成されており、微細再結晶

粒の形成が確認された。1050℃～800℃において実施した加工フォーマスター試験後の試験片中心で結晶粒径を
測定したところ、試験温度と再結晶領域の結晶粒径が Zener-Hollomon(Z)因子で整理されることが確認された。
すなわち、鍛造温度が低くなるほどオーステナイト粒は微細化された。800℃での鍛造材断面を図５に示す。鍛造材
中心が最もひずみ量が多く、中心から上下面に向けてひずみ量の多い領域が確認された。計算シミュレーションで求め
たひずみ分布と断面の観察結果はほぼ一致した。800℃鍛造材の中心部のミクロ組織を図６に示す。鍛造材中心
部において、全体に微細な再結晶粒が認められた。また、鍛造材中のひずみ量が多い領域ほど、再結晶率が増加す
ることが確認された。900℃鍛造材においても同様の傾向が確認された。 

 
図４ 800℃試験材の光学   図５ 800℃鍛造材断面のマクロ組織 図６ 800℃鍛造材の中心部 

顕微鏡組織          の光学顕微鏡組織 
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
・総括 

2016 年度末までの中間目標を達成するとともに、自社研究費の負担により 2017 年度に予定していた中型ディスク
創製を 2016 年度中に達成し、2016 年度末で本研究課題は終了した。研究開発開始当初は、1 万トンあるいは 5
万トンプレスを用いた大型ディスク（製品重量約 10 トン、素材重量約 20 トン）の製造を最終目標として設定していた
が、2016 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。」と評価された。そこ
で、研究開発計画を再検討した結果、研究開発は着実に進捗しており、自社研究費の負担により 8000 トン自由鍛
造プレスでの中型ディスク創製にも成功し、当初計画では平成 29年度に予定していた数千トンプレスによる中型ディスク
創製を前倒しで達成できたことから、平成 28 年度までの研究成果をもって本研究課題を終了することとした。したがって、
本研究課題では当初目標を前倒しで達成するとともに、得られた研究成果を次のステージに繋げることができた。 
・実用化や事業化に向けた今後の展開の計画 
大型試作材の長時間特性評価及びローター、翼の設計等を実施して、2021年度頃からの客先オファーを目指す。 

・大学や研究機関での今後の継続・発展計画 
現時点では無し 

・知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括 
特許出願：公開済国内特許 1件、公開前国内特許 1件 
論文：「鉄と鋼」への投稿論文を準備中 
学会発表：日本鉄鋼協会第 174回秋季講演大会（2017年 9月）にて 3件発表 
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拠点名 
ユニット名 

ジェットエンジン用高性能 TiAl基合金の設計・製造技術の開発 
B29 高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 
B30 高品位・低コスト素材製造技術開発 
B31 革新製造プロセス開発／検証 

研究 
責任者 

竹山 雅夫（東京工業大学 物質理工学院材料系 教授） 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所 開発企画部部長） 
高橋 聰  （㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 技術開発センター材料技術部部長） 

参画機関 東京工業大学､北海道大学､株式会社神戸製鋼所､株式会社 IHI 
 
1.1 背景・目的 
 TiAl 基合金は，その比重が Ni 基超合金の約半分であり，その適用により著しい軽量化効果が得られるため，現在
計画されているほぼ全ての中型・大型民生用エンジンへの適用が決定している．そのような重要な材料であるにもかかわ
らず，本合金を製造できる会社は現在世界に２社しかない．すなわち，需要に対して供給が追いつかない状況にあり，
優れた技術を有する我国がこの分野に参入しないわけにはいかない．特に，鍛造 TiAl 基合金の開発のためのプロセス
技術は我国（東工大）発の革新的技術であるにも関わらず，いち早くその技術を採用して実用化したのは欧州である．
これは由々しき問題であり，言い換えれば，我国で出来ない理由はない． 
 本拠点では，2025 年頃に，独自の鍛造 TiAl 製高圧圧縮機（HPC）動翼および鋳造 TiAl 製低圧タービン
（LPT）動翼を次世代航空機エンジンに適用するという非常に挑戦的かつ長期的なヴィジョンのもと，東工大（B29）
が合金設計と組織設計を，北海道大（B29）が酸化特性評価を，神戸製鋼所（B30）がリサイクル技術を取り入
れた溶解・鋳造プロセス技術を，IHI（B31）がそれを翼にする成型プロセス技術と材料特性データベース（DB）の構
築を担当し，３ユニットの垂直連携のもと，既存の合金を凌駕する 800 ºC級高性能 TiAl基合金の開発に資する合
金設計からリサイクルまでの一連のプロセスを全て国内で行う技術の構築と実証を行う． 
 

1.2 研究開発の目標   
高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 
 高品位かつ安価なインゴットの製造と、既存の Ni 基合金および TiAl合金を凌駕する優れた機械的性質および耐酸
化性を有する高性能 TiAl基合金の製造を実現するプロセス設計指導原理を確立する。そのために以下を明確にする。 

・ 合金設計と組織制御に資する多元系状態図データベースを構築する。 
・ ３次元組織解析によってき裂進展機構を解明する。 
・ 機械的性質を最適化する組織制御法を確立する。 
・ 耐酸化性向上のための添加元素の最適化、微量添加元素の提案を行う。 
・ TiAl基合金の高温酸化挙動を支配する主たる因子の解明を行う。 
・ より長期的な研究体制の構築を見据えてポスト SIP の拠点を形成する。 

 

高品位・低コスト素材製造技術開発 
 新たに導入したパイロット設備における溶解・鋳造試験によって、中間評価時点にて確立した基本設計の最適化を行
い、以下の目標を達成する。 

・ 優れた特性発揮のために必要となる高品質 TiAl インゴットの溶解鋳造技術を確立する。  
・ 低コスト化のためのスクラップ活用技術を実証する。 

 

革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
・ 製造プロセスの最適化を行い、優れたコスト競争力を有する生産技術を実証する。  
・ 開発合金の部品基本設計に必要な合金特性データベースを整備するとともに、実機適用された TiAl 合金に

対する特性/製造性の優位性を明確化する。 
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1.3 実施項目 
高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 

・ 部品強度試験に供する鍛造用および鋳造用合金を設計する。 
・ 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。 
・ 合金設計・組織制御に資する多元系状態図を実験的に構築し，その計算データベース化を行う。 
・ 機械的性質に及ぼす組織因子の影響を定量評価する。 
・ モデル合金を用いて，TiAl基合金の酸化機構を解明する。 
・ Oxide Map を作成する。 

 

高品位・低コスト素材製造技術開発 
・ 成分変動の少ない高品質鋳塊を高歩留で得るための鋳造プロセスの基本設計を確定する。 
・ 低コスト化を実現するためのスクラップ処理プロセスの基本設計を確定する。 

 

革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
・ 開発合金の LPT翼形状での鋳造試験を実施し、開発合金向けの鋳造プロセス基礎を確立する。 
・ 開発合金の HPC翼形状での型鍛造試験を実施し、開発合金向けの鍛造プロセス基礎を確立する。 
・ 開発鋳造合金に対して LPT翼形状を模擬した試験片を制作し、高温での疲労試験を実施する。 
・ 開発鍛造合金に対して HPC翼形状を模擬した試験片を制作し、高温での疲労試験を実施する。 

 

1.4 実施体制・分担 

1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)組織設計指導原
理の構築 

(2)プロセス要素技術
開発 

(3)量産化に向けた 
プロセス最適化 

(4)実用化に向けた 
DB取得 
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拠点名 
ユニット名 

ジェットエンジン用高性能 TiAl基合金の設計・製造技術の開発 
B29 高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 
B30 高品位・低コスト素材製造技術開発 
B31 革新製造プロセス開発／検証 

研究 
責任者 

竹山 雅夫（東京工業大学 物質理工学院材料系 教授） 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所 開発企画部部長） 
高橋 聰  （㈱IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 技術開発センター材料技術部部長） 

参画機関 東京工業大学､北海道大学､株式会社神戸製鋼所､株式会社 IHI 
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革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
・ 製造プロセスの最適化を行い、優れたコスト競争力を有する生産技術を実証する。  
・ 開発合金の部品基本設計に必要な合金特性データベースを整備するとともに、実機適用された TiAl 合金に

対する特性/製造性の優位性を明確化する。 

93 
 

1.3 実施項目 
高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 

・ 部品強度試験に供する鍛造用および鋳造用合金を設計する。 
・ 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。 
・ 合金設計・組織制御に資する多元系状態図を実験的に構築し，その計算データベース化を行う。 
・ 機械的性質に及ぼす組織因子の影響を定量評価する。 
・ モデル合金を用いて，TiAl基合金の酸化機構を解明する。 
・ Oxide Map を作成する。 

 

高品位・低コスト素材製造技術開発 
・ 成分変動の少ない高品質鋳塊を高歩留で得るための鋳造プロセスの基本設計を確定する。 
・ 低コスト化を実現するためのスクラップ処理プロセスの基本設計を確定する。 

 

革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
・ 開発合金の LPT翼形状での鋳造試験を実施し、開発合金向けの鋳造プロセス基礎を確立する。 
・ 開発合金の HPC翼形状での型鍛造試験を実施し、開発合金向けの鍛造プロセス基礎を確立する。 
・ 開発鋳造合金に対して LPT翼形状を模擬した試験片を制作し、高温での疲労試験を実施する。 
・ 開発鍛造合金に対して HPC翼形状を模擬した試験片を制作し、高温での疲労試験を実施する。 

 

1.4 実施体制・分担 

1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)組織設計指導原
理の構築 

(2)プロセス要素技術
開発 

(3)量産化に向けた 
プロセス最適化 

(4)実用化に向けた 
DB取得 

 

 

  

 

 

 

 

基盤構築 高精度化 

92 93



94 
 

2. 研究開発の成果 

 本プロジェクトは，産学連携にて優れた革新的構造材料を生み出すのみならず，それを実現するための

プロセス基盤技術をも構築し，実証する必要がある．そこで，最初の３年間は企業側の要請により，「鍛造

性を重視」した組織設計を，また，後半の 2 年間は，「室温延性を重視」した組織設計を行った．その結

果，鍛造性に関しては，世界で最高速の高温鍛造が可能な合金・組織設計に成功，実証した．また，その

目標達成と同時に課題として見えてきた室温延性改善要請についても，東工大が構築した組織制御法に基

づいてその目標である 1%以上をいとも簡単に達成した．その詳細は以下に述べるが，我々は，逆問題の

解決に資する材料・組織設計 DB の構築とその検証という目標を十分達成した． 

 

 

2.1 東京工業大学：高性能合金の組織・プロセス設計指導原理の構築 

2.1.1研究開発成果の概要 

 東工大は合金・組織設計を担当し，高性能合金の開発に資する組織設計指導原理の構築を行ってきた．

前半３年間においては，多元系状態図を構築するとともに，その状態図に基づき，３機関の有機的な連携

の元，鍛造合金においては高速鍛造性に，また，鋳造合金においては高クリープ特性に重きを置いた合金・

組織設計を行い，提案した鍛造用候補合金は既存の合金（TNM）よりも遥かに優れた鍛造性を有すること，

また，提案した鍛造及び鋳造合金ともに既存合金（TNM, 4822）と同等以上の優れたクリープ特性および

き裂進展特性を有することを実証した．また，後半の２年間（2017，18年度）においては，それらの候

補合金の課題であり，かつ，実機搭載を実現する上において重要となる室温延性の改善に重きを置き，こ

れまでに構築してきた状態図および組織制御のデーターベース（DB）に基づいて，既存合金に比べて遥か

に優れた室温延性を有し，しかも耐酸化特性も良好な新たな鍛造用および鋳造用合金を設計・提案した．

最終年度となる 2018年度は，この新合金を中心に，基礎研究用合金も含めて，相変態を利用した適切な

組織制御法を検討するとともに，組織と特性（引張，クリープ，き裂進展）との関係を定量評価した．特

にき裂進展特性については，新たに Tri-beam systemを構築し，き裂先端の３次元広領域組織解析を行

った．これらの知見を DB 化し，さらに北海道大，神戸製鋼所，IHIの成果を踏まえて，目的に応じた特

性を有する高性能 TiAl基合金の開発に資する組織・プロセス設計指導原理を構築した．  

 

2.1.2研究開発成果の詳細 

１）合金設計と組織制御に資する多元系状態図の構築 

 前半３年間は Ti-Al-Nb-V を中心に多元系状態図を実験的に決定するとともに，それを計算によって再

現する多元系状態図 DBを構築してきた．後半の２年間は，特に室温延性を向上させる合金設計・組織制

御を行う上で重要となる熱処理温度近傍

（800ºC以下）に着目し，その信頼性検証およ

び精度向上のため，多元系の基礎となる３元系

の低温側の状態図を実験的に整備した．図 2-1-

1に，遷移金属元素 Mを添加した Ti-Al-M３元

系の一例として，Ti-Al-V３元系における β+α

(α2)+γ ３相共存領域の温度に伴う変化を示

す。1343 K までは，温度の低下に伴い３相共

存領域が等 Al 濃度線に沿って低 M 濃度側へと

移行するのに対して（従来の知見），それ以下の

温度範囲では、温度の低下に伴い３相共存領域

の β/α tie-line のみが低 Al 濃度側へとシフト

し，３角形がその位置をほぼ変える事無く Ti-

rich側へと拡大することを新たに見出した．こ

れは低温時効によって，合金組成を変えること

なく γ 相体積率を増加させることが可能であ

ることを示唆しており，組織制御の観点からも 図 2-1-1 Ti-Al-V３元系におけるβ+α(α2)+γ３相共存

領域の温度に伴う変化． 

95 
 

非常に重要な知見である．これら各温度における等

温断面図に基づき作成した等 Al 濃度縦断面図を図

2-1-2 (b) に示す．また，商用熱力学 DB（Thermo-

tech社製 TiAl-DATA ver.1.2）および当ユニットに

おいて整備した DB（Titech ver.8）を用いた計算状

態図をそれぞれ図 2-1-2 (a) および図 2-1-2 (c) に

示す．1000∼800℃の温度範囲に着目すると，商用

DB を用いた計算は β+α2+γ ３相共存領域を実験

結果よりも高 V濃度側へと算出しており，３元系特

有の反応経路（β+α→α→α+γ(α2)→β+α(α2)+γ）が

出現する成分範囲（図中赤色部分）も実験事実を全

く再現しない．一方，東工大にて構築・精査した DB

は，低温側の実験結果を踏まえて３元素間相互作用

パラメータの温度依存項を修正することによって，

実験結果を高精度で再現する（図 2-1-2 (c)）．これ

ら３元系の DBは，M元素間相互作用の Al濃度依存

性，M1-M2 元素濃度比依存性，温度依存性を実験的

に検討し，４元系においても上述した特有の反応経

路の出現範囲を再現するように拡張した． 

 また，置換型元素の効果に加えて，侵入型元素で

ある炭素（C）の効果についても実験的検討を進めた．

新たに導入した検出器を用いた軟 X 線分光法

（SXES）において，その分析精度に及ぼす電子線条

件や background処理の影響を検討し，分析精度を

1 order 向上させる最適条件を決定した．この最適

条件下で，平衡化材に認められる各相中の固溶炭素

の定量分析を行い，α/γ 相間において合金中の炭素

は大半が α 相側へ分配すること，その炭素の分配に

伴う各相境界温度の変化を定量評価した．  
 
2）き裂進展の 3次元組織解析による定量評価 

 実合金中における変形や破壊は，3 次元的かつ幅

広いオーダーにおける組織の影響を受ける．そのた

め，広領域における組織の 3 次元観察は機械的性質

に及ぼす組織の影響を把握するために不可欠な手法

図 2-1-3 3次元組織解析用 Tri-beam system． 

 

図 2-1-4 構築した Tri-beam systemで構築した

3次元組織像と断面写真． 

 

図 2-1-5 本研究にて開発した鍛造用（青）および

鋳造用合金（赤）の応力-LMP曲線． 

． 

 

 

図 2-1-2 Ti-Al-V３元系における 44Al等濃度縦断面：(a) 商用熱力学 DB (Thermotech TiAl-DATA ver.1.2) を
用いた計算状態図，(b) 実験状態図および (c) 本ユニットにて構築した DBを用いた計算状態図． 
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最終年度となる 2018年度は，この新合金を中心に，基礎研究用合金も含めて，相変態を利用した適切な

組織制御法を検討するとともに，組織と特性（引張，クリープ，き裂進展）との関係を定量評価した．特

にき裂進展特性については，新たに Tri-beam systemを構築し，き裂先端の３次元広領域組織解析を行

った．これらの知見を DB 化し，さらに北海道大，神戸製鋼所，IHIの成果を踏まえて，目的に応じた特

性を有する高性能 TiAl基合金の開発に資する組織・プロセス設計指導原理を構築した．  

 

2.1.2研究開発成果の詳細 

１）合金設計と組織制御に資する多元系状態図の構築 

 前半３年間は Ti-Al-Nb-V を中心に多元系状態図を実験的に決定するとともに，それを計算によって再

現する多元系状態図 DBを構築してきた．後半の２年間は，特に室温延性を向上させる合金設計・組織制

御を行う上で重要となる熱処理温度近傍

（800ºC以下）に着目し，その信頼性検証およ

び精度向上のため，多元系の基礎となる３元系

の低温側の状態図を実験的に整備した．図 2-1-

1に，遷移金属元素 Mを添加した Ti-Al-M３元

系の一例として，Ti-Al-V３元系における β+α

(α2)+γ ３相共存領域の温度に伴う変化を示

す。1343 K までは，温度の低下に伴い３相共

存領域が等 Al 濃度線に沿って低 M 濃度側へと

移行するのに対して（従来の知見），それ以下の

温度範囲では、温度の低下に伴い３相共存領域

の β/α tie-line のみが低 Al 濃度側へとシフト

し，３角形がその位置をほぼ変える事無く Ti-

rich側へと拡大することを新たに見出した．こ

れは低温時効によって，合金組成を変えること

なく γ 相体積率を増加させることが可能であ

ることを示唆しており，組織制御の観点からも 図 2-1-1 Ti-Al-V３元系におけるβ+α(α2)+γ３相共存

領域の温度に伴う変化． 
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非常に重要な知見である．これら各温度における等

温断面図に基づき作成した等 Al 濃度縦断面図を図

2-1-2 (b) に示す．また，商用熱力学 DB（Thermo-

tech社製 TiAl-DATA ver.1.2）および当ユニットに

おいて整備した DB（Titech ver.8）を用いた計算状

態図をそれぞれ図 2-1-2 (a) および図 2-1-2 (c) に

示す．1000∼800℃の温度範囲に着目すると，商用

DB を用いた計算は β+α2+γ ３相共存領域を実験

結果よりも高 V濃度側へと算出しており，３元系特

有の反応経路（β+α→α→α+γ(α2)→β+α(α2)+γ）が

出現する成分範囲（図中赤色部分）も実験事実を全

く再現しない．一方，東工大にて構築・精査した DB

は，低温側の実験結果を踏まえて３元素間相互作用

パラメータの温度依存項を修正することによって，

実験結果を高精度で再現する（図 2-1-2 (c)）．これ

ら３元系の DBは，M元素間相互作用の Al濃度依存

性，M1-M2 元素濃度比依存性，温度依存性を実験的

に検討し，４元系においても上述した特有の反応経

路の出現範囲を再現するように拡張した． 

 また，置換型元素の効果に加えて，侵入型元素で

ある炭素（C）の効果についても実験的検討を進めた．

新たに導入した検出器を用いた軟 X 線分光法

（SXES）において，その分析精度に及ぼす電子線条

件や background処理の影響を検討し，分析精度を

1 order 向上させる最適条件を決定した．この最適

条件下で，平衡化材に認められる各相中の固溶炭素

の定量分析を行い，α/γ 相間において合金中の炭素

は大半が α 相側へ分配すること，その炭素の分配に

伴う各相境界温度の変化を定量評価した．  
 
2）き裂進展の 3次元組織解析による定量評価 

 実合金中における変形や破壊は，3 次元的かつ幅

広いオーダーにおける組織の影響を受ける．そのた

め，広領域における組織の 3 次元観察は機械的性質

に及ぼす組織の影響を把握するために不可欠な手法

図 2-1-3 3次元組織解析用 Tri-beam system． 

 

図 2-1-4 構築した Tri-beam systemで構築した

3次元組織像と断面写真． 

 

図 2-1-5 本研究にて開発した鍛造用（青）および

鋳造用合金（赤）の応力-LMP曲線． 

． 

 

 

図 2-1-2 Ti-Al-V３元系における 44Al等濃度縦断面：(a) 商用熱力学 DB (Thermotech TiAl-DATA ver.1.2) を
用いた計算状態図，(b) 実験状態図および (c) 本ユニットにて構築した DBを用いた計算状態図． 
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である．そのため，FE-SEMと Gaイオンビーム（FIB）から構成される Dual-beamシステムにフェムト

秒レーザーおよび高精度 5軸ピエゾステージを付設し，従来の Gaイオンでは数μm3オーダーの領域に対

してのみ可能であった 3次元組織解析を，ミリメートルオーダーでの広領域にて可能とする Tri-beamシ

ステムの基盤を構築した（図 2-1-3）．また，(1) レーザーによる切削加工 → (2) Ar（Ga）イオンによ

る加工面の平滑化 → (3) 組織観察（SEI/BEI）→ (4) EBSD解析 → (5) EDS分析を連続，かつ，繰り

返し行う自動制御システムの構築を進め， 3次元における組織定量評価に資する手法の確立を行った（図

2-1-4）．本 systemによって得られた知見は，後述する組織制御法の確立に反映させた．なお，このシス

テムの構築は，Tri-beamを所有している UCSBと連携し，研究員および学生の相互受入れを行うことに

よって遂行された． 

 

3）機械的性質を最適化する組織制御法の確立 

 前半３年間においては（１）にて構築した状態

図 DB に基づき，モデル合金および鍛造・鋳造用

開発合金に対して種々の組織制御を施し，クリー

プ特性および疲労き裂進展特性に及ぼす組織の影

響を評価した．図 2-1-5に本研究課題にて開発し

た鍛造合金および鋳造合金のクリープ特性を，比

強度と Larson-Miller parameter（LMP）を用い

て整理した図を，ベンチマーク合金と現在航空機

エンジンで使用されている Ni 基合金のデータと

併せて示す．クリープ特性は鍛造・鋳造合金とも

にベンチマークとしている TNM，4822と同様も

しくは優れた値を示した．特に鍛造合金において

は，ラメラコロニー境界上の β/γ Duplex組織の

形態を，状態図に基づき相変態を利用して適切に

制御することにより優れたクリープ特性を発現さ

せることが可能となった． 

 疲労き裂進展特性においては，ラメラコロニー

境界上を適量の β/γ Duplex 組織で被覆した場

合，き裂発生の下限値である応力拡大係数範囲の

しきい値ΔKthは，TNMが 8.4 MPa・m0.5，4822

が 9.2 MPa・m0.5であるのに対し 10.4 MPa・m0.5

と増加し，疲労き裂進展速度の応力拡大係数範囲

依存性を表す Paris 則の傾き m は，TNM におい

て 14，4822において 10.4であるのに対して 6.4

と減少したことから，既存合金よりも優れた疲労

き裂進展特性を発現させることに成功した（図 2-

1-6）．また，800℃の高温環境下における疲労き

裂進展試験も実施し，ΔKthは 11.5 MPa・m0.5，

mは 4.3と室温よりも更に優れた疲労き裂進展特

性を示す． 

 これらクリープ特性および疲労き裂進展特性に

加えて，後半２年間においては，候補合金の課題

であった室温延性を改善する組織因子として γ 

相に着目し，γ 相体積率の影響を定量評価し，そ

の結果を（１）にフィードバックさせ設計した新

合金において，鍛造合金としては世界で初めて室

温延性 1 %以上を達成した（図 2-1-7）．また，こ

の新合金を用いて SEM 内での引張試験およびそ

図 2-1-6 本研究課題にて開発した合金の室温

疲労き裂進展曲線． 

 

図 2-1-7 本研究課題にて開発した合金の室温

における応力-ひずみ曲線． 

 

図 2-1-8 開発合金およびモデル合金の室温

延性とγ相体積率の関係． 
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の場観察を行い，デジタル画像相関法（DIC法）による局所ひずみ解析を行うことによって，室温延性発

現の原因は γ 相のみではなく，β 相の存在が寄与していることを明らかにした．β 相は TiAl基合金の鍛

造性を担保するのに必要不可欠な構成相であるが，室温では硬くてもろく，高温では容易に変形すること

から機械的性質に対しては従来から有害相であるとの考え方が一般的であった．しかし，本研究の成果は

その常識を覆すものであり，β 相はその形態や分布を相変態によって制御すれば，室温のみならず高温に

おいても機械的性質の向上にとって極めて有効的であるということを世界で初めて実証するという工業

的にも学術的にも非常に有益な成果が得られた．2018 年度には，各相の体積率をはじめとする組織構成

因子の定量解析と，その結果と上述した各種機械的性質との相関性を評価し，組織と特性のデータベース

化を行った（図 2-1-8）．これにより，要求される特性に対して，それを満足する合金組織の提案，および

（1）の状態図のデータベースと組み合わせることによって，その組織を得ることが可能な合金組成およ

び熱処理条件の提案が可能となる組織設計指導原理を構築した． 

 

 

 

2.2 北海道大学：TiAl基合金の高温酸化挙動におよぼす添加元素の影響 

 

2.1.1研究開発成果の概要 

 TiAl基合金の耐酸化性に及ぼす添加元素の効果とそのメカニズムを明らかにすると共に，本研究にて開

発される TiAl基合金の 800℃における最大 100時間までの大気中における耐酸化性を，現状の商用合金

(GE4822 または TNM 合金)と同一レベルまで向上させるための適切な合金添加量とその組み合わせを提

案し，併せて更なる耐酸化性向上のための微量添加元素を提案した． 

 

2.2.2 実験装置と実験実施体制 

 800℃における急速加熱冷却が可能で，かつ雰囲気を制御可能な高温サイクル酸化装置（図 2-2-1）を

導入し，高温酸化実験の効率と精度を向上させた．またフルタイムの博士研究員を 1 名雇用した（平成

29-30年度）． 

 

2.2.3 研究開発成果の詳細 

1) 候補合金の耐酸化性 

図 2-2-2に候補合金の 800℃，大気中における等温およびサ

イクル酸化挙動を示す．M1元素添加量の増加に伴い酸化量は著

しく減少するが，逆に M3 元素の添加は酸化量を著しく増加す

る．また，M2元素の添加は一般に TiAl 基合金の耐酸化性を低

下させるとされるが，今回の候補合金組成では，M2元素の添加

による耐酸化性の低下はあまり認められなかった．等温酸化試

験における酸化皮膜のはく離は，皮膜が厚く形成した M3元素 

添加合金では確認されたが，M2 元素添加合金

では観察されなかった．また，候補合金の耐サ

イクル酸化性は良好であり，酸化皮膜のはく離

は全く確認されなかった．  

図 2-2-3 は，Ti-Al 合金に種々の M1および

M2 元素を含む合金の酸化マップを示す．酸化

皮膜の厚みにバラツキがあり，特に，M2 元素

添加により析出した β 相領域では，酸化スケ

ールの厚さが厚くなる傾向が認められるが，

3%以上の M1元素を含む合金では，M2元素添

加は耐酸化性を顕著に低下させないことは明

らかである．従って，材料組織制御の観点から

は，耐酸化性に対しては，β 相の相領域を低下 

図 2-2-1 高温サイクル酸化装置 

 

96 97



96 
 

である．そのため，FE-SEMと Gaイオンビーム（FIB）から構成される Dual-beamシステムにフェムト

秒レーザーおよび高精度 5軸ピエゾステージを付設し，従来の Gaイオンでは数μm3オーダーの領域に対

してのみ可能であった 3次元組織解析を，ミリメートルオーダーでの広領域にて可能とする Tri-beamシ

ステムの基盤を構築した（図 2-1-3）．また，(1) レーザーによる切削加工 → (2) Ar（Ga）イオンによ

る加工面の平滑化 → (3) 組織観察（SEI/BEI）→ (4) EBSD解析 → (5) EDS分析を連続，かつ，繰り

返し行う自動制御システムの構築を進め， 3次元における組織定量評価に資する手法の確立を行った（図

2-1-4）．本 systemによって得られた知見は，後述する組織制御法の確立に反映させた．なお，このシス

テムの構築は，Tri-beamを所有している UCSBと連携し，研究員および学生の相互受入れを行うことに

よって遂行された． 

 

3）機械的性質を最適化する組織制御法の確立 

 前半３年間においては（１）にて構築した状態

図 DB に基づき，モデル合金および鍛造・鋳造用

開発合金に対して種々の組織制御を施し，クリー

プ特性および疲労き裂進展特性に及ぼす組織の影

響を評価した．図 2-1-5に本研究課題にて開発し

た鍛造合金および鋳造合金のクリープ特性を，比

強度と Larson-Miller parameter（LMP）を用い

て整理した図を，ベンチマーク合金と現在航空機

エンジンで使用されている Ni 基合金のデータと

併せて示す．クリープ特性は鍛造・鋳造合金とも

にベンチマークとしている TNM，4822と同様も

しくは優れた値を示した．特に鍛造合金において

は，ラメラコロニー境界上の β/γ Duplex組織の

形態を，状態図に基づき相変態を利用して適切に

制御することにより優れたクリープ特性を発現さ

せることが可能となった． 

 疲労き裂進展特性においては，ラメラコロニー

境界上を適量の β/γ Duplex 組織で被覆した場

合，き裂発生の下限値である応力拡大係数範囲の

しきい値ΔKthは，TNMが 8.4 MPa・m0.5，4822

が 9.2 MPa・m0.5であるのに対し 10.4 MPa・m0.5

と増加し，疲労き裂進展速度の応力拡大係数範囲

依存性を表す Paris 則の傾き m は，TNM におい

て 14，4822において 10.4であるのに対して 6.4

と減少したことから，既存合金よりも優れた疲労

き裂進展特性を発現させることに成功した（図 2-

1-6）．また，800℃の高温環境下における疲労き

裂進展試験も実施し，ΔKthは 11.5 MPa・m0.5，

mは 4.3と室温よりも更に優れた疲労き裂進展特

性を示す． 

 これらクリープ特性および疲労き裂進展特性に

加えて，後半２年間においては，候補合金の課題

であった室温延性を改善する組織因子として γ 

相に着目し，γ 相体積率の影響を定量評価し，そ

の結果を（１）にフィードバックさせ設計した新

合金において，鍛造合金としては世界で初めて室

温延性 1 %以上を達成した（図 2-1-7）．また，こ

の新合金を用いて SEM 内での引張試験およびそ

図 2-1-6 本研究課題にて開発した合金の室温

疲労き裂進展曲線． 

 

図 2-1-7 本研究課題にて開発した合金の室温

における応力-ひずみ曲線． 

 

図 2-1-8 開発合金およびモデル合金の室温

延性とγ相体積率の関係． 
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の場観察を行い，デジタル画像相関法（DIC法）による局所ひずみ解析を行うことによって，室温延性発

現の原因は γ 相のみではなく，β 相の存在が寄与していることを明らかにした．β 相は TiAl基合金の鍛

造性を担保するのに必要不可欠な構成相であるが，室温では硬くてもろく，高温では容易に変形すること

から機械的性質に対しては従来から有害相であるとの考え方が一般的であった．しかし，本研究の成果は

その常識を覆すものであり，β 相はその形態や分布を相変態によって制御すれば，室温のみならず高温に

おいても機械的性質の向上にとって極めて有効的であるということを世界で初めて実証するという工業

的にも学術的にも非常に有益な成果が得られた．2018 年度には，各相の体積率をはじめとする組織構成

因子の定量解析と，その結果と上述した各種機械的性質との相関性を評価し，組織と特性のデータベース

化を行った（図 2-1-8）．これにより，要求される特性に対して，それを満足する合金組織の提案，および

（1）の状態図のデータベースと組み合わせることによって，その組織を得ることが可能な合金組成およ
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2.2 北海道大学：TiAl基合金の高温酸化挙動におよぼす添加元素の影響 

 

2.1.1研究開発成果の概要 
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図 2-2-1 高温サイクル酸化装置 
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させる，または β 相を微細に分散させその影響を少なくする設計が望ましいと言える． 

 

2) 耐酸化性に及ぼす Nbおよび Vの影響 

 これまでに，M1元素添加による耐酸化性の向上メカ

ニズムとして，合金中の M1 元素は皮膜中にイオンと

して固溶することで，TiO2中の酸素空孔濃度を低減さ

せていることが提案されている．本メカニズムが正し

いならば，同価のイオンとして存在可能な M2 元素も

また耐酸化性を向上させるはずである．しかしながら，

V は耐酸化性を極めて低下させたことからこのモデル

の検証を行った． M1, M2 元素を含む異なる合金上に

形成した TiO2皮膜の格子面間隔のM1元素濃度依存性

を，放射光を用いた In-situ高温 XRDにて取得した結

果，面間隔は M1元素添加量に比例して増加する． M1

元素イオンは Ti イオンよりもサイズが大きいことか

ら，M1元素は TiO2中に固溶しその固溶量は合金中の

M1元素濃度に依存して増加したと言える．一方，M2元

素添加によっても面間隔は増加する． M2 元素イオン

サイズは価数によっては Ti イオンよりも小さいこと

から，M2元素は Ti よりも価数の小さいイオンとして

TiO2中に固溶することにより，M1元素とは逆の効果，

すなわち、酸素空孔濃度を増加させることにより，TiO2

の成長速度を増加させたことが考えられる． 

 

3)耐酸化性に及ぼす微量元素の影響 

 TiAl合金の耐酸化性を向上させるためには、TiO2皮

膜の成長速度を低下させることが有効であることが明

らかになったため，M1元素と同様５価のイオンを形成

する Pの添加による耐酸化性の向上を試みた．図 2-2-

4 にモデル合金および候補合金に 0.1∼1%P を添加し

た合金の酸化挙動を示す．M1元素を含まないモデル合

金では Pの微量添加は酸化速度を低下させるが，十分

な量の M1元素を含む合金への P の添加は，顕著な効

果が認められない．従って，組織制御等のため M1元素

添加量が制限される場合には，合金中の微量 P添加は

有効であると考えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-2-4 Ti-30Al, Ti-Al-5M1-2.5M2合金への
800℃, 大気中酸化に及ぼす Pの影響． 

図 2-2-3 Ti-Al-M1-M2 合金の大気中 800℃に
おける酸化マップ 
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2.3 神戸製鋼所：高品位・低コスト素材製造技術開発 
 神戸製鋼所は，東工大が設計・提案する合金を目標組成範囲に調整し，且つ，高生産性でインゴットを製造する
溶解鋳造プロセス技術の開発を行った．また，スクラップをインゴットの溶解原料として活用する技術開発を行い，高品
位化と低コスト化を両立させた競合優位性の高い TiAl 合金製造技術を確立した． 
 
2.3.1研究開発成果の概要 
次世代航空機エンジンの低圧タービン翼(LPT)や高圧圧縮機翼(HPC)への適用拡大が期待される TiAl基合金(以

下，TiAl)は，品質要求(成分均質性/鋳塊内部欠陥)が厳しい上，製造原価に占める原料費の割合が大きいことか
ら，部材製造に供する細径鋳塊を如何に高品位かつ低コストで製造できるかが，先行する海外競合他社に対する差
別化ポイントとなる．そこで，当ユニットでは，高品位の TiAl 鋳塊を安価に溶解鋳造するための革新的技術コンセプト
の検証（中間目標：2016 年度）と量産化技術の実証（最終目標：2018 年度）を目標に，以下①，②の研
究開発を行った． 
 ① 細径鋳塊の高品位・低コスト溶解鋳造技術開発 
 ② スクラップ中不純物の除去技術開発 
開発技術のポイントは，それぞれ ①溶解鋳造工程における成分均質性確保と鋳塊歩留り向上，および② スクラッ

プ事前処理工程における不純物(酸素)の選択除去である． 
2016 年度までの研究開発成果として，①成分均質性／鋳塊歩留り向上に関しては海外競合と同等レベルに到

達し，② スクラップ中の酸素除去に関しては「表面酸化層からの酸素の選択除去」という海外競合も未開発の革新的
技術コンセプトを検証した． 

2016年度までに検証した革新的技術コンセプトを，量産化技術として確立するために，TiAl の溶解鋳造に最適な
CCIMのパイロット設備を導入し，2017年度から 2018年度に渡って高品位・低コスト素材製造プロセスを量産スケー
ルで実証した． 

5年間の研究開発成果として，①溶解鋳造工程にお
ける成分均質性確保と鋳塊歩留り向上，および ②スク
ラップ事前処理工程における不純物(酸素)の選択除去
のいずれにおいても，量産化技術としての確立の目処が
立った． 

 
2.3.2研究開発成果の詳細 
1) 量産化技術のコンセプト 

5年間で確立した量産化技術コンセプトを図 2-2-1に
示す。CCIM(Cold Crucible Induction Melting)法
を用いて、高品位・低コストである細径鋳塊を作製する。
この細径鋳塊を、航空機エンジン部材(LPTやHPC)の形
状に加工する。精密鋳造、鍛造、切削などで部材に加工
する際、酸化や潤滑剤などで汚染されたスクラップが発生
する。汚染により、TiAl 中に酸素が固溶すると品質が悪
化するため、このままではスクラップを再利用できない。今
回、スクラップの表面酸化層から酸素を選択除去する技術を開発したことにより、高品位な原料として再利用できる。この
酸素の選択除去技術は、海外競合他社が有していない独自技術である。 
上記の溶解・鋳造・リサイクルのプロセスに基づいた革新的技術が量産スケールにおいても適用でき、高品位・低コ

ストである TiAl鋳塊を製造できることを、実証した。 
 
  

 

図 2-3-1 確立した量産化技術のコンセプト 
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図 2-2-4 Ti-30Al, Ti-Al-5M1-2.5M2合金への
800℃, 大気中酸化に及ぼす Pの影響． 
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図 2-3-1 確立した量産化技術のコンセプト 

98 99



100 
 

2) パイロット設備の導入 
2016 年度までに検証した革新的技術コンセプトを，量

産化技術として確立するために，TiAl の溶解鋳造に最適
な CCIM のパイロット設備を 2017 年度に導入し，2017
年度から 2018 年度に渡って高品位・低コスト素材製造プ
ロセスを量産スケールで実証した．導入設備を図 2-3-2 に
示す．設備概寸は 8×8×6 [m] であり，溶解能力は 50 
[kg/回] である． 
また量産技術の確立に必要な溶解プロセスとして選定し

た CCIM (Cold Crucible Induction Melting) 法の特
徴は次の通りである． 
・ 原料形状制約が無く 100%スクラップ溶解可能, 
・ 撹拌力が大きく，溶湯成分均質性が高い, 
・ 雰囲気は自由に選択可能で，他プロセスに比較し蒸発
ロスが少ない, 

・ 鋳造方式は自由に選択可能で，目的に応じた鋳塊を
高歩留で鋳造可能. 

このような本設備の特徴を活かし，溶解鋳造工程における成分均質性と鋳塊歩留り向上を量産スケールで実証した． 
 
3) 成分均質性 

TiAl の機械特性などは，Al 濃度に大きく依存する．また，量産化した際，鋳塊ごとに Al 濃度がばらつき，成分規
格から外れる鋳塊が発生するとコスト高の原因となる．そのため，鋳塊ごとの Al 濃度のばらつきを抑制する成分狭幅制
御技術が必要となる．例えば真空雰囲気下で溶解・鋳造すると，真空度に依存して Al が蒸発するため，蒸発が Al
濃度のばらつきの原因の一つとなる． 
狙い組成からの Al 濃度のずれを図 2-3-3 に示す．青の棒グラフがラボ炉での結果，赤の棒グラフがパイロット炉での

結果である．ラボ炉での結果（ラボ炉最適化前の棒
グラフ）から，最適化前では最大 0.7 mass%程度
狙い組成からずれることが明らかとなった．そこで，原
料の配合組成を最適化することで，±0.2mass%以
内（NP 目標値）の制御が可能となった．パイロット
炉最適化前の棒グラフに示す様に，2017 年度に導
入した実機においても同様に，成分規格から最大で
2.6mass%程度外れることが明らかとなった． 
これに対し，原料配合や溶解条件など系統的・網

羅的に実験し，溶解鋳造条件を適正化することで，
パイロット炉最適化後の棒グラフに示すように，成分制
御能力が 89%向上し，±0.2mass%以内の制
御が可能となる目処を得た．これらの取り組みによ
り，量産スケールにおいても，安定して高精度に Al
濃度を狭幅制御できることを示している． 
 
 
 
 

 
図 2-3-2 導入した CCIM パイロット設備 

 
図 2-3-3 Al濃度の狭幅制御技術の高精度化 

H26-29 

H30：成分制御能力を
89%改善 

NP目標 
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4) 鋳塊歩留りの向上 
溶融した TiAl が凝固する際，通常は鋳塊中に鋳造欠陥が形成する．鋳造欠陥は歩留り低下に原因となるため，

可能な限り低減する必要がある．鋳造欠陥の形成は鋳造条件と密接に関係している．実験で制御できる各種パラメ
ーターと鋳造欠陥の関係を数多く調査し，鋳造欠陥と相関の大きいパラメーターの抽出を行い，安定して高歩留りを実
現できる鋳造条件の指針を明らかにした． 

2017 年度までに，実験とシミュレーションの両面から研究を行い，鋳造条件の最適化によって，歩留りを大幅に向
上させる技術コンセプトを抽出した． 

2018年度は，その技術コンセプトに基づいて，網羅的な実験を実施し，量産スケールでどの程度の歩留りを実現で
きるのかを調査した．その結果を踏まえて，更なる鋳
造条件の最適化を図った． 
歩留りと鋳造条件パラメーターの関係を図 2-3-4

に示す．縦軸が歩留りで，横軸が相関の高い鋳造
条件である．図中の水色の点線が，海外競合他社
の想定歩留りである．網羅的な実験の結果，鋳造
条件の最適化が高歩留りに繋がる傾向がより明確に
得られた．いずれの鋳造条件においても，海外競合
他社よりも高歩留りを実現できていることを明らかにで
きた． 
これらの取り組みにより，量産スケールで安定して

海外競合他社よりも高歩留りを実現するための鋳造条件を抽出した． 
 

5) スクラップ中の酸素の選択除去 
スクラップをリサイクルする際，まずは実スクラップ中の酸

素濃度の定量的な把握が必要となる．2016 年度まで
に，実スクラップ中の酸素濃度の影響を定量的に把握し
た．その結果を踏まえて，Ca ハライドフラックス処理によ
り，原理的にスクラップ表面の酸素を除去できることを明ら
かにした． 
その一方で，鍛造により発生した実スクラップにおいて

も，原理通りに酸素を選択除去できるかどうかは明らかになっていなかった．そこで，2018 年度までの研究開発で，実
スクラップにおける Ca ハライドフラックス処理の有効性の実証に取り組んだ． 
鍛造により発生した実スクラップに対して実施した Ca ハライドフラックス処理前後のスクラップ表面 SEM 写真を図 2-

3-5 に示す．処理前は，表層部に酸化物と潤滑剤由来の不純物が形成していることが分かる．一方，処理後のスク
ラップ表層部には，還元された金属が形成されていた．この結果は，酸化皮膜の除去だけでなく，潤滑剤由来の不純
物も除去出来たことを示している． 
これらの取り組みにより，Ca ハライドフラックス処理は実スクラップにおいても酸素の選択除去に有効な手法である

ことを明らかにすることができた． 
 以上のように，5年間の研究開発の結果，溶解・鋳造・リサイクルの一連の流れを包括し，高品位・低コストな細
径鋳塊を量産スケールで製造できる技術を開発することができた． 
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2) パイロット設備の導入 
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高歩留で鋳造可能. 

このような本設備の特徴を活かし，溶解鋳造工程における成分均質性と鋳塊歩留り向上を量産スケールで実証した． 
 
3) 成分均質性 

TiAl の機械特性などは，Al 濃度に大きく依存する．また，量産化した際，鋳塊ごとに Al 濃度がばらつき，成分規
格から外れる鋳塊が発生するとコスト高の原因となる．そのため，鋳塊ごとの Al 濃度のばらつきを抑制する成分狭幅制
御技術が必要となる．例えば真空雰囲気下で溶解・鋳造すると，真空度に依存して Al が蒸発するため，蒸発が Al
濃度のばらつきの原因の一つとなる． 
狙い組成からの Al 濃度のずれを図 2-3-3 に示す．青の棒グラフがラボ炉での結果，赤の棒グラフがパイロット炉での

結果である．ラボ炉での結果（ラボ炉最適化前の棒
グラフ）から，最適化前では最大 0.7 mass%程度
狙い組成からずれることが明らかとなった．そこで，原
料の配合組成を最適化することで，±0.2mass%以
内（NP 目標値）の制御が可能となった．パイロット
炉最適化前の棒グラフに示す様に，2017 年度に導
入した実機においても同様に，成分規格から最大で
2.6mass%程度外れることが明らかとなった． 
これに対し，原料配合や溶解条件など系統的・網

羅的に実験し，溶解鋳造条件を適正化することで，
パイロット炉最適化後の棒グラフに示すように，成分制
御能力が 89%向上し，±0.2mass%以内の制
御が可能となる目処を得た．これらの取り組みによ
り，量産スケールにおいても，安定して高精度に Al
濃度を狭幅制御できることを示している． 
 
 
 
 

 
図 2-3-2 導入した CCIM パイロット設備 

 
図 2-3-3 Al濃度の狭幅制御技術の高精度化 

H26-29 

H30：成分制御能力を
89%改善 

NP目標 

101 
 

4) 鋳塊歩留りの向上 
溶融した TiAl が凝固する際，通常は鋳塊中に鋳造欠陥が形成する．鋳造欠陥は歩留り低下に原因となるため，

可能な限り低減する必要がある．鋳造欠陥の形成は鋳造条件と密接に関係している．実験で制御できる各種パラメ
ーターと鋳造欠陥の関係を数多く調査し，鋳造欠陥と相関の大きいパラメーターの抽出を行い，安定して高歩留りを実
現できる鋳造条件の指針を明らかにした． 

2017 年度までに，実験とシミュレーションの両面から研究を行い，鋳造条件の最適化によって，歩留りを大幅に向
上させる技術コンセプトを抽出した． 

2018年度は，その技術コンセプトに基づいて，網羅的な実験を実施し，量産スケールでどの程度の歩留りを実現で
きるのかを調査した．その結果を踏まえて，更なる鋳
造条件の最適化を図った． 
歩留りと鋳造条件パラメーターの関係を図 2-3-4

に示す．縦軸が歩留りで，横軸が相関の高い鋳造
条件である．図中の水色の点線が，海外競合他社
の想定歩留りである．網羅的な実験の結果，鋳造
条件の最適化が高歩留りに繋がる傾向がより明確に
得られた．いずれの鋳造条件においても，海外競合
他社よりも高歩留りを実現できていることを明らかにで
きた． 
これらの取り組みにより，量産スケールで安定して

海外競合他社よりも高歩留りを実現するための鋳造条件を抽出した． 
 

5) スクラップ中の酸素の選択除去 
スクラップをリサイクルする際，まずは実スクラップ中の酸

素濃度の定量的な把握が必要となる．2016 年度まで
に，実スクラップ中の酸素濃度の影響を定量的に把握し
た．その結果を踏まえて，Ca ハライドフラックス処理によ
り，原理的にスクラップ表面の酸素を除去できることを明ら
かにした． 
その一方で，鍛造により発生した実スクラップにおいて

も，原理通りに酸素を選択除去できるかどうかは明らかになっていなかった．そこで，2018 年度までの研究開発で，実
スクラップにおける Ca ハライドフラックス処理の有効性の実証に取り組んだ． 
鍛造により発生した実スクラップに対して実施した Ca ハライドフラックス処理前後のスクラップ表面 SEM 写真を図 2-

3-5 に示す．処理前は，表層部に酸化物と潤滑剤由来の不純物が形成していることが分かる．一方，処理後のスク
ラップ表層部には，還元された金属が形成されていた．この結果は，酸化皮膜の除去だけでなく，潤滑剤由来の不純
物も除去出来たことを示している． 
これらの取り組みにより，Ca ハライドフラックス処理は実スクラップにおいても酸素の選択除去に有効な手法である

ことを明らかにすることができた． 
 以上のように，5年間の研究開発の結果，溶解・鋳造・リサイクルの一連の流れを包括し，高品位・低コストな細
径鋳塊を量産スケールで製造できる技術を開発することができた． 
 
 
 

 

図 2-3-5 実際の鍛造材での酸素の選択除去 

処理前 処理後 基材(TiAl) 

基材(TiAl) 

還元された金属 酸化物+潤滑剤由来の不純物 

 
図 2-3-4 歩留りと鋳造条件パラメーターの関係 

H26-29 

他社想定歩留り 

H30 

鋳造条件の最適化 

100 101



102 
 

2.4 IHI：革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
 

2.4.1研究開発成果の概要 
 TiAl 合金は優れた特性を有する一方，従来の Ni 基合金に比べ製造性（鋳造及び鍛造性）が悪く高コストである．
耐熱性をより向上させた開発材は，現行プロセスによる製造が一層困難になると考えられる．世界市場で高いシェアを
獲得するためには，構造材として優れた機能を有すると同時に，製造コスト面でも高い競争力を持つ必要がある．そこ
で当ユニットでは，開発材に適した国際的にコスト競争力のある革新的な部品製造プロセスの開発を行った．また，エ
ンジン設計に供するために必須である開発合金の特性データベース取得も併せて行った． 
 

2.4.2研究開発成果の詳細 
1) 開発材の材料特性データ取得 
（鍛造材） 
 図 2-4-1 に開発合金 A, B の高温圧縮特性を比較した結果を示す．開発合金は，既存合金および参照合金に
比べ，ピーク応力が低い．この結果は，同一条件において鍛造性が優れていることを意味する．圧縮試験後の開発
合金 B の圧縮試験後の外観観察結果を併せて示す．高速圧縮試験後にも関わらず，外表面に割れは発生していな
い．よって，鍛造性に優れる合金開発に成功した． 

（鋳造材） 
 図 2-5-2 に開発材の引張特性およびクリープ特性データを GE4822 と併せて示す．開発材の YS は GE4822 とほ
ぼ同等であるが，UTS に至っては約 100ºC高温側まで高い強度を発現する．また，開発材は GE4822 より高いク
リープ強度特性を有し，特に高温低応力側で傾向が顕著に確認される． 
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図 2-4-2 鋳造材の材料特性データ：引張試験（左），クリープ試験（右） 
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2) 開発材の翼製造性評価 
（鍛造材） 
 図 2-4-3 に全長約 80mm および全長約 150mm の翼形状を代表に鍛造性評価を行った結果を示す．低コスト
化の観点から熱間自由鍛造をベースに鍛造条件の見直しを繰り返すことにより，クラックの発生を抑えた最適な鍛造条
件を複数の鍛造形状にて成功した．また，複数のサンプルにて実施し，最適鍛造条件における鍛造プロセスの再現性
についても確認している．TNM の翼製造プロセスは高コストな恒温鍛造を採用せねばならないことから，開発材の製造
コスト面における優位性をもつプロセスが確立できたと考える． 
 

 
 
（鋳造材） 
 図 2-4-4 に全長約 300mm（最薄肉部：0.7mm）の翼形状を代表に鋳造性評価を行った結果を示す．鋳造
方案を見直す試験を繰り返すことにより湯廻り不良，クラックおよびシュリンケージ欠陥の改善目処を得る最適鋳造条件
の設定に成功した．GE4822 の翼鋳造プロセスでは数ミリの鋳造余肉（のちに機械加工で除去）が不可欠なことか
ら，製造優位性のあるプロセスを確立することができたと考える． 

 
  

図 2-4-3 SIP開発材の鍛造性評価結果：鍛造翼外観全長 80mm（左），鍛造翼外観全長 150ｍｍ
 

図 2-4-4 SIP開発材の鋳造性評価結果：鋳造翼外観 
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3. 総括、今後の展開、その他特記           
（目標に対する達成状況）  
 東工大は個別の参画機関として，独自の状態図データベース（DB）とそれに基づく組織設計指導原理を構築し，
その原理に基づく組織・プロセス設計によって企業が求める特性（製造性・機械的性質・酸化特性）を自在に付与でき
ること，すなわち逆問題による材料設計が可能であることを実証した．その提案合金が既存合金を凌駕することは 2. 
にて詳述した通りである．これに加えて，東工大は拠点として３機関をまとめ，得られた知見の DB化，成果の社会
実装（実用化）までの体制（JET プロジェクト）構築を行うなど，本プロジェクトの要としての役割を十分に発揮した． 
 北海道大は，東工大が設計した合金系の酸化機構を検討するとともに，合金設計に資する酸化特性 Map を構築
し，耐環境特性の観点から組織設計指導原理構築に寄与した． 
 神戸製鋼は，CCIM のパイロット設備を導入し，研究開発を進めた結果，量産スケールで高品位・低コストな細径
鋳塊を安定して製造できる技術を確立できた．また，個別の研究開発に加えて，所定の成分の合金をスケジュールに
応じて臨機応変に溶解・鋳造し，各機関に送付するなど，成分設計（東工大）→素材製造（神戸製鋼所）→試
作検討（IHI）という垂直連携による本プロジェクトの成果達成に重要な役割を果たした． 
 IHI は，TRL レベル３ではあるが，ラボレベルにおいて東工大が設計した材料を翼に製造できることを実証し，今後
2020年代後半の実装に向けて，TRL のより高いレベルでの独自開発に入る目処を立てた． 
 

（今後の展開・発展計画） 

 SIP終了後にも 4機関の連携を維持・発展させ，2025年以降の開発合金のエンジン搭載プログラム提案を行うた
め，東工大が引き続き拠点となり，これまでの技術的知見および今後得られる知見のデータベース化とその高精度化を
継続する．さらに，28年度東工大に立ち上げた Jet Engine Triangle（JET プロジェクト）を通じてジェットエンジン
材料の世界的拠点化を推し進める．今後，当拠点の参画 4機関のみならず，ジェットエンジンに関わる全ての素材メ
ーカー，部品メーカー，エンジンメーカー，エアキャリア，認証試験機関に門戸を開放し，大学の学理と企業のノウハウ
とを融合させ，実用化に向けた諸課題の解決および当該分野を担う若手人材の育成に取組む．また、将来的には国
産ジェットエンジンの開発までをも視野にいれて拠点形成を進める．本プロジェクトのもと，米国カリフォルニア大学サンタ
バーバラ校（UCSB）をはじめとする海外大学, エンジンメーカーとの連携も図っていく． 
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ユニット名 B32 方向制御層状 TiAl タービン翼の製造技術開発 
研究 
責任者 

安田 弘行（大阪大学大学院工学研究科 教授） 
上田 実  （金属技研㈱ 技術本部・取締役本部長）  

参画機関 大阪大学､金属技研㈱､NIMS 
 
1.1 背景・目的 
本課題では、航空機用ジェットエンジンの高効率化に資することを目的として、電子ビーム三次元積層造形法
(3D-EBM)により形状ならびに組織を同時制御した TiAl低圧タービン翼の開発を行う。具体的には、同手法のプロセス
条件の最適化により、表面形状、寸法精度、造形密度に優れるTiAl構造体を高効率に作製する手法を確立する。続
いて、3D-EBM 特有の組織を活かして、TiAl の高強度化、高延性化、クリープ特性向上を達成する。最終的には、形
状ならびに微細組織の同時制御により、力学特性ならびに材料信頼性に優れる TiAl 低圧タービン翼を作製する。TiAl
の 3D-EBM については、GE が先行して研究開発を実施しているが、本ユニットでは、とりわけ室温延性において GE 社
製品を凌駕する TiAl低圧タービン翼を開発することを目的とする。 
 
1.2 研究開発の目標   
3D-EBM により形状と組織を同時制御した TiAl タービン翼の製造技術を確立する。具体的には以下のとおり。 
・3D-EBM特有の組織を活かした TiAl の高延性化技術を実証する。 
・HIP処理、表面切削までを含めた製造技術を確立する。生産性向上やコスト低減の FS も行う。 
・寸法誤差<±0.2mm、造形密度>99%、室温降伏応力 500MPa以上、伸び 2%以上（GE製は 1%程度）。 
・国際ベンチマークにて、最新情報を把握する。 
・GE と同じ Ti-48Al-2Cr-2Nb合金粉末を用いつつ、GE製を凌ぐ高延性タービン翼を開発する。 
 
1.3 実施項目 
(1) プロセス条件の最適化による健全な構造体作製 
・3D-EBM のプロセス条件を最適化することで、健全な構造体を作製する 

(2) 組織制御のためのプロセス条件探索 
・微細組織・力学特性とプロセス条件の関係を表すプロセスマップを完成する 
・3D-EBM の微細組織解析および組織形成過程を解明する 
・組織制御により、室温での強度の異方性指数 1.1以上を達成する 
・3D-EBM特有のバンド状組織を活かして室温伸びを 2%以上に向上する 

(3) 組織制御によるクリープ特性向上 
・層状組織を活かした組織制御で最小クリープ速度を 1桁程度減少する(750MPa, 100MPa程度) 

(4) 形状・組織を同時制御した高延性 TiAl タービン翼の作製 
・TiAl タービン翼の試作および HIP処理法、表面切削法の確立 

 
1.4 実施体制・分担 
本ユニットでは、TiAlの3D-EBMに関してそれぞれ強みを有する大阪大学、金属技研、物質・材料研究機構の産官学
の 3つの機関が有機的に連携して研究開発を遂行する。具体的には、上記 3機関が、頻繁なミーティングを通じて効率
的な研究開発を実施するとともに、東工大拠点（B29）とも密な情報交換を行うことで、最終目標である高延性 TiAl
低圧タービン翼の製造技術確立を達成する。 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1)プロセス条件の最
適化による健全な構
造体作製 
(2)組織制御のための
プロセス条件探索 
(3)組織制御によるク
リープ特性向上 
(4) 形状・組織を同
時制御した高延性
TiAl タービン翼の作製 

      

 
今後も研究開発を継続し、金属技研の高い品質管理能力、生産力を活かし、国産装置、国産粉末の開発とリンクし
て生産性や競争力を高めつつ、将来的な OEM、PMA などによる部品供給に繋げる。 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 プロセス条件の最適化による健全な構造体作製 
3D-EBM は、粉末積層⇒予熱（電子ビーム）⇒選択溶融（電子ビームのジグザグ走査）⇒粉末積層・・・といったプ
ロセスの繰り返しである。造形体の健全性ならびに組織は、3D-EBM のビーム電流、走査速度といったプロセス条件に強
く依存する。そこで、プロセス条件を最適化することで、健
全な構造体を作製した(図 2)。具体的には、最大
30mmφx90mm の造形まま試料で、寸法誤差≦±
0.2mm、造形密度≧99％、室温での降伏応力≧
500MPa、伸び≧1%を達成した。造形に用いた装置な
らびに粉末はそれぞれ Arcam A2X, 4822 合金(Ti- 
48Al-2Nb-2Cr)である。さらに、造形後の化学組成な
らびに微細組織は極めて均一であり、酸素量の増加も
極めて少なかった。 
 

TRL=2 

TRL=3 TRL=4 

  
図 2 3D-EBM装置と異なる条件で 

造形した TiAl丸棒材 

TRL=5 

 
図 1  実施体制 
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2.2 組織制御のためのプロセス条件探索 
2.2.1 プロセスマップの作成 
3D-EBM のプロセス条件（ビーム電流、走査速度、走査ピッチ等）・熱処理条件（温度、時間）と力学特性・微細
組織の関係を表すプロセスマップを作製した。その結果、例えば、プロセス条件を変化させた場合、エネルギー密度が大き
い場合は、full lamellarや duplex といった高温側で形成される TiAl特有の組織が形成される。full lamellar組織
が形成される場合、層状組織の配向に由来して、室温における強度の異方性指数の目標値 1.1 以上を達成した。一
方、エネルギー密度が低い場合、near γ等の低温側で形成される組織が形成される。したがって、3D-EBM により造形
したTiAlの組織は造形中の熱履歴に極めて敏感であることが確認された。一方、最適な条件で造形した場合、duplex
と near γ組織（γバンド）が積層方向に対して垂直なバンド状組織を形成した（図 3）。さらに、その形成過程が、
3D-EBM 特有の粉末の積層、溶融、凝固に伴う温度分布の変化と密接に関係していることを明らかにした。そこで、
FEM による伝熱解析で、造形中の温度分布を計算したところ、形成された微細組織と温度分布がよい一致を示すこと
が確認された(図 3)。さらに、造形後に熱処理を施すと、熱処理条件（または HIP条件）に依存して、組織を大きく変
化させることが可能であった。また、2.2.2で示すとおり、3D-EBMで作製した TiAlの力学特性ならびに材料信頼性は、
その微細組織に強く依存した。 

 
2.2.2 バンド状組織による高延性化 
丸棒構造体の長手方向と積層方向との成す角をθと
し、θ=0°,45°,90°の造形体を作製した。その結果、
0°で造形した場合は、鋳造材と同程度の室温伸びし
か示さないのに対し、45°で造形した試料では 2%以
上の大きな伸びが得られた（図 4）。その原因は、荷
重軸に対して 45°傾斜したソフトなγバンドに沿って、
せん断変形が容易に進行するためである。一般に、
TiAl の室温脆性は実用化に向けてのボトルネックであ
ったことから、この発見は重要であると考え、国内特許
を出願している。さらに、この条件では、良好な疲労特
性ならびにクリープ特性が得られている。とりわけ、疲労
特性については、未 HIP の状態でも、鋳造材と同等
かそれ以上の疲労強度を示した。さらに、造形後に、
HIP、熱処理を施すことでその特性は向上した。 
 
2.3 組織制御によるクリープ特性向上  
3D-EBM において造形まま試料について、750MPa, 

  

図 4 45°造形による室温延性の飛躍的改善 

 
図 3 3D-EBM特有のバンド状組織と FEM伝熱シミュレーション 

 
図 5 3D-EBM材のクリープ曲線 
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図 2 3D-EBM装置と異なる条件で 

造形した TiAl丸棒材 
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図 1  実施体制 
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2.2 組織制御のためのプロセス条件探索 
2.2.1 プロセスマップの作成 
3D-EBM のプロセス条件（ビーム電流、走査速度、走査ピッチ等）・熱処理条件（温度、時間）と力学特性・微細
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い場合は、full lamellarや duplex といった高温側で形成される TiAl特有の組織が形成される。full lamellar組織
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と near γ組織（γバンド）が積層方向に対して垂直なバンド状組織を形成した（図 3）。さらに、その形成過程が、
3D-EBM 特有の粉末の積層、溶融、凝固に伴う温度分布の変化と密接に関係していることを明らかにした。そこで、
FEM による伝熱解析で、造形中の温度分布を計算したところ、形成された微細組織と温度分布がよい一致を示すこと
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図 4 45°造形による室温延性の飛躍的改善 

 
図 3 3D-EBM特有のバンド状組織と FEM伝熱シミュレーション 

 
図 5 3D-EBM材のクリープ曲線 
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100MPa程度の条件でクリープ特性を評価したところ、鋳造TiAlと同程度の最小クリープ速度を示した。その際、最小ク
リープ速度のθ依存性は小さい（図 5）。一方、造形後に熱処理を施し、層状組織を活かした組織制御を施すと、鋳
造材と比べて、最小クリープ速度の 1桁程度の減少を達成した。 
 
2.4 形状・組織を同時制御した高延性 TiAl タービン翼の作製 
丸棒構造体の造形で培ったノウハウを活かすことで、まずは 0°方向で
TiAl タービン翼を試作した。その結果、寸法誤差<±0.2mm、造形密
度>99%のタービン翼の試作に成功している。さらに、その HIP 処理、表
面切削についても成功し、健全なタービン翼を試作することに成功してい
る。とりわけ、HIPについては、条件を最適化することで、欠陥密度を低減
するだけでなく、熱処理による組織制御にも成功している。次に、2.2 で
示した高延性化技術をタービン翼にも適用するために、45°方向に造形
したタービン翼を試作した。その結果、造形体は寸法精度、造形密度は
高いものの、タービン翼の複雑形状に由来して、温度分布が不均一となり、
その結果、組織も不均一した。そこで、各部位の温度履歴について FEM
伝熱解析を行い、得られた結果をもとに、部位ごとに造形条件を変更する新規の電子ビームスキャン法を適用し、均一
な組織を有するタービン翼の 45°造形に成功している。さらに、実用化に向けての取り組みとして、実用レベルの
300mm長の大型タービン翼の試作についてもチャレンジし、成功している（図 6）。 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
・数値を掲げた目標値（寸法誤差±0.2mm 以下、造形密度
99％以上、室温での降伏応力 500MPa 以上、延性 2%以上）
はすべてクリアした。 
・45°造形法という新しい造形手法を考案し、目標以上に高延性な
TiAl 低圧タービン翼の製造技術を開発することに成功した(図 7)。
45 °造形法については国内特許出願した（特開 2017- 
145501）。 
・2018 年末時点で論文 4 件(印刷中 2 件)、学会発表 33 件の
形で国内外に成果を発信した。卒業論文・修士論文 6 件を通じた
人材育成にも繋がった。 
・軽金属学会奨励賞や各種ポスター賞を受賞した。 
・航空機部品の品質プログラム JIS Q9100 に関し、金属技研(株)では、積層造形について追加認証を得た（国内唯
一）。日刊工業新聞一面（2017年 1月 4日:「金属積層で航空機部品、JISQ取得、金属技研、量産開始」）。 
・金属技研(株)の技術力で試作品の作製に成功した。ベルリンエアショーを初めとする国内外の展示会で積極的にアピ
ールした結果、同社の3D-EBM技術ならびにHIP技術に対して、航空機業界のみならず、自動車業界からも反響があ
った。 
 
・プロジェクト終了後も研究開発を継続し、金属技研(株)の高い品質管理能力、生産力を活かし、国産装置、国産粉
末の開発とリンクして生産性や競争力を高めつつ、将来的な OEM、PMAなどによる部品供給に繋げる。 
 
（金属技研 URL: https://www.kinzoku.co.jp/core̲technology/additive̲manufacturing.html） 

 
図 7 GE社製との比較 

 

図 6 300mm長の TiAl タービン翼 
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ユニット名 B33 火力発電蒸気タービンプラント用 TiAl鍛造合金動翼の開発 
研究 
責任者 

佐藤 順（三菱日立パワーシステムズ㈱ 研究所 材料研究グループ・主席研究員） 
林 重成（東京工業大学 物質理工学院（現：北海道大学）） 

参画機関 三菱日立パワーシステムズ株式会社、東京工業大学 
 

1.1 背景・目的 
日本国内の電源別発電量構成比における火力発電プラントの割合は増加傾向にあり、特に石炭火力発電は出

力が大きく燃料資源が豊富であることから電力供給の中心的役割を担っている。しかしながら、石炭火力発電は地球
温暖化の原因となる二酸化炭素の単位出力あたりの排出量が多いため解決すべき喫緊の問題となっている。石炭火
力発電プラントの高効率化には蒸気温度の向上が有効であるが、これまでロータ素材の耐用温度向上が図られてきた
がフェライト鋼では 600℃級での使用が限界となっている。ロータに植え込まれる動翼に軽量な材料を適用すれば、ロー
タに作用する遠心応力を低減できるため、フェライト鋼ロータの耐用温度を 650℃級に向上させることが期待できる。 
本研究では東工大 竹山が提案するβ相を活用した組織制御と三菱日立パワーシステムズ株式会社(以下、

MHPS)がプラントメーカとして有するノウハウ・製造設備を用い、動翼に適した高靱性・高強度な材料・プロセスを
開発し、実翼試作により検証する。水蒸気中での TiAl 合金の使用例はないため、水蒸気中の酸化・クリープ挙
動の解明および信頼性評価も行う。これまでに、β相を活用した製造プロセスにより割れなどの問題無く鍛造でき
ることを確認できている。SIP 開始 3 年目の中間目標として、引張強さが 250MPa 以上、衝撃吸収エネルギー
が 10J以上、クリープ寿命が 650℃×50MPa 相当の条件で 10 万時間以上を満足する有望材料を選定し、
組織制御プロセスによる熱間鍛造や切削加工などの要素技術の確立を目指した。 

 

1.2 研究開発の目標   
・有望材料成分候補の選定 
・有望材料による動翼製造プロセス確立（従来設備による鍛造で割れが発生しないこと） 
・有望材料成分の 104Hr クラスの実時間クリープ強度評価完了(650℃50MPa で 10万時間相当) 
・水蒸気環境中の酸化、クリープ損傷挙動の把握 

 

1.3 実施項目 
１）β相を利用した化学成分・組織制御プロセスを最適化（MHPS） 
２）目標特性を満足する有望材・プロセスの選定（MHPS） 
３）TiAl鍛造合金の水蒸気環境中における信頼性評価（東京工業大学） 
 

1.4 実施体制・分担 
本研究では MHPS を代表研究機関、東京工業大学を主たる共同研究機関として実施するものである。 

 

1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1) 蒸気タービン動翼用
TiAl合金有望材料の選定 
 

(2) 動翼製造プロセ
スの最適化 
(3) 水蒸気酸化挙
動の解明 

      

TRL=5 

有望材料の選定 

鍛造候補プロセスの選定 

装置設計・製造 酸化特性挙動の解明 

材料データ取得 

実翼試作、コスト・実体強度検証 

酸化特性挙動の解明 
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(4) 長時間クリープ下にお
ける組織安定性評価 
 

 
2. 研究開発の成果 
１）β相を利用した化学成分・組織制御プロセスを最適化 
合金状態図に基づいて成分設計、組織制御を行い、鍛造時に、加工性に優れたβ相を多く析出させることで鍛造性

を大幅に改善できることを確認した。図B33-1は既存設備を用いた熱間自由鍛造後の素材外観を示しているが、従来
材では割れが発生する鍛造条件であっても、開発材は割れなどの問題なく鍛造可能であることを実証した。 
２）目標特性を満足する有望材・プロセスの選定 
き裂の伝播抵抗としてラメラ界面上に微細 B2 相を析出させることで、機械的特性が改善できることが分かった。しかし

ながら、鍛造性改善のためにβ相を増やした合金は、靱性の向上に有効なラメラ組織の割合が減少することもあって、当
初目標としていた衝撃吸収エネルギー10J を到達することは出来なかった。引張強さは約 750MPa(目標 250MPa)、
650℃10 万時間破断応力は約 250MPa（目標 50MPa）であり、室温、高温とも強度については目標を十分に上
回る特性が得られることが分かった。（図 B33-2 はクリープ試験結果の一例） 
 
 
 
 
 
 
 
3）TiAl鍛造合金の水蒸気環境中における信頼性評価 

3)-1各種水蒸気含有雰囲気中における TiAl合金の等温酸化挙動と酸化挙動の基礎プロセスの解明 
図 B33-3 に TNM 合金(市販の TiAl 鍛造合金)の Ar, 大気, またはそれらに 30vol%H2O を含む雰囲気中、

650℃で 500時間まで等温酸化した際の酸化の動力学を示す。Arまたは大気のどちらの雰囲気においても、水蒸気の
存在は TNM 合金の酸化速度を増大させる。一方、この水蒸気の効果は、大気に水蒸気が含まれる場合にはそれほど
顕著ではなく、その場合の酸化量は、むしろ水蒸気を含まない Ar中よりも小さいことが分かった。一方、Arに水蒸気を含
む環境下では、酸化量は著しく大きくなる事が分かった。これらのことから、水蒸気は、TNM 合金の高温酸化速度を増
大させるが、それは窒素を含まない環境下または酸素分圧の低い環境下でより顕著に影響することが分かった。 
図 B33-4 に示すように、500 時間酸化後の試料表面には、多層構造からなる酸化皮膜が形成しており、その構造

は雰囲気によって異なる。酸化量が最小であった大気中での酸化では、合金表面にはガス側より Al-rich, Ti-richな酸
化物が順に形成した。また、皮膜／合金界面に薄い Al-rich な酸化皮膜の形成が認められ、この薄い皮膜はアモルファ
ス構造であることが確認された。水蒸気を含有する大気中においても、同一構造の酸化皮膜が形成し、酸化皮膜の構
造に対する水蒸気の影響は少なかった。一方、Ar中および水蒸気を含有した Ar雰囲気中ではどちらの雰囲気において
も厚い外層皮膜が形成した。特に、水蒸気を含む Ar 中で形成した酸化皮膜の厚さは、Ar中のほぼ倍となっており、Ar
中では水蒸気は、皮膜の成長速度を著しく増加させることが明らかになった。どちらの雰囲気中でも形成した厚い外層皮
膜は、Ti と Al 酸化物の混合皮膜であり、大気中または水蒸気を含む大気中で観察された皮膜／合金界面における
Al-rich なアモルファス酸化物層の形成は認められなかった。 
 以上の事より、合金／皮膜界面に形成したアモルファス層は、TiAl合金の耐酸化性を向上させること、アモルファス層が
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形成する雰囲気中では水蒸気の影響は極めて少なくなることが明らかになった。このアモルファス層は、比較のために実施
した純酸素中での酸化した試料表面にも形成が認められず、大気中、すなわち窒素を含む雰囲気中でのみ形成してお
り、雰囲気中の窒素が TiAl合金の耐酸化性を向上させている事が示唆された。 
 実機蒸気タービン翼が受ける環境下では、窒素は含まれないことから、Ar-H2O中での TNM合金の酸化実験より得ら
れた結果は、実機稼働環境下でTiAl合金は速い速度で酸化することが予想されるが、500時間までの評価で得られた
酸化量の絶対値は、蒸気タービン翼に要求される酸化特性として、従来材である Fe-9Cr 系合金と比較して同等以下
であり、実用化に関して水蒸気酸化の影響は問題無いレベルであることが確認された。 
 3)-2 Ar-水蒸気含有雰囲気中における TiAl合金の熱サイクル酸化挙動 
 図 B33-5に Ar-水蒸気中における 200時間までの 4時間ごとの熱サイクル酸化実験結果を示す。熱サイクル 環境
下での酸化量は等温酸化下と比較して少なくなった。これは、図 B33-6 に示したように、酸化皮膜の部分的なはく離が
認められたことから、酸化皮膜のはく離がその要因であると言える。酸化皮膜のはく離は、耐酸化性を低下する要因となる
が、TiAl 合金の水蒸気酸化中における酸化では、そのはく離レベルは実機への適用に関して問題無いレベルであることが
確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記          

早期に開発課題およびその対策方案を明確化して研究を実施し、β相析出量、ラメラ組織を制御することで、鍛造性、

材料特性を改善できること、水蒸気環境と大気中のTiAl合金の酸化挙動の違いを明らかにした。しかしながら、衝撃エ

ネルギーの当初目標10Ｊを満足する見通しは得られておらず、SIPは2016年度で終了となった。 

図 B33-5 650℃ , 200 時間ま で の
Ar+30H2O 中における TNM 合金の４時間
毎のサイクル酸化動力学 
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図B33-3 650℃, 500時間までの各種雰
囲気中における TNM合金の酸化動力学 

 
 

 

図 B33-4 650℃, 500時間酸化後の各種雰囲気中で形
成した酸化皮膜の断面組織 
(a)大気, (b)大気+30%H2O, (c)Ar, (d)Ar+30%H2O 

図 B33-6 650℃, 合計(a)100時間 (b)200時間サイクル酸化
後の Ar-H2O 中で形成した酸化皮膜の断面組織、図中の矢印は
皮膜のはく離部 
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第 2章 各領域・ユニットでの取り組みと成果：C領域 セラミックス基複合材料の開発 
 
航空機エンジンの燃費改善には、高温部材の“耐熱性向上”と “軽量化”とが不可欠である。しかし現用の耐熱合金

は重く､耐熱応用限界は 1150℃程度であり、これ以上の改良は望めない段階に達している。この現状をブレークスルー
するため、軽量（耐熱合金の 1/3 以下）で優れた耐熱性をもつセラミックス基複合 材料（CMC）が注目されている。
2016年米国の商用航空機エンジンの高温部材に CMC が初めて採用され、商用運行が始まっている。 

C領域においては、高温軽量部材としての 1400℃対応部材用の耐環境性セラミックスコーティング、安価な 1200℃
対応SiC/SiC部材を製造するための高速基材製造プロセス技術、及び安価な1200℃対応アルミナ系繊維強化酸化
物材料・部材を開発している。航空エンジン製造市場は欧米の三社が独占し今後も CMC 部材を採用するとの企業方
針が公表されている。日本企業がこの分野に参入するためには、より優れた特性をもつ CMC 材料・部材を開発する以
外に方策はない。C 領域における研究開発は、まさに航空機エンジン産業への参加を国策として加速させるものであり、
耐熱性向上と 軽量化により、大幅な燃費改善と CO2 排出量削減が地球環境の劣化防止に寄与するとその成果が
注目されている。 
 

C領域においては、高温軽量部材としての三種類の CMC を開発している。 
C41-42 ユニットでは、未だ実用化されていない 1400℃対応部材用の耐環境性セラミックスコーティング（EBC）と

の SiC 繊維表面への酸化物コーティング技術開発を実施した。EBC は２つの電子銃を備えて 2 つの材料を同時に溶
融蒸散が可能な電子ビーム物理的蒸着（EB-PVD）法を採用した。また、現状の SiC 繊維のコーティング材料である
BN は高温で酸化しやすいため、酸化物である Yb シリケイトをコーティングし、溶融 Si 含浸（Si-MI）法によりマトリック
スを形成させた SiC/SiC複合材料の基板とした。 

C46 ユニットでは、安価な 1200℃対応 SiC/SiC 部材を製造するための高速基材製造プロセス技術を開発した。
SiC/SiCのマトリックスを Si-MI法により形成させる時、SiC繊維への高温損傷を最小化するため、短時間で製造するこ
とを可能とし、かつ Si-MI法で得られる部材の寸法精度を高めてニアネット成型が可能であると示した。 

C45 ユニットでは、SiC/SiC 複合材料より安価であるアルミナ系繊維で強化した 1200℃対応の酸化物系複合材
料・部材を開発した。 
 

 SIP プログラムが開始した 2014年度及び現在の C領域の体制図は、下図に示されている。  
領域長・拠点長は、高田雅介(JFCC)氏が務めており、2017 年度からは今成邦之（(株)IHI）氏が加わり共同で

務めている。当初の 2014年度には５つの研究ユニット（C41 から 45）で始まったが、ユニット構成を見直し新 C41 と
新 C42 に再編した。又、1200℃耐用 SiC/SiC 複合材料の安価製造を目的に、2017・18 年度に新規 C46 ユニッ
トが技術開発を実施した。C領域の研究開発に関わった産・学・研の機関数は各、8､8､5 であった。 

C41 と C42 は一体化して、C45 と C46 はユニット別に、研究機関が参加する研究進捗状況の報告と研究開発方
針を審議する会議を 3 ヶ月毎に開催し、情報交換を密にして研究成果が円滑に得られる体制とした。 

         

#1 C41～44 を新たな C41、42 に再編。     #2 C46は FS の後で新規設定。 
   #3 共同ユニット長・共同領域長・領域長の設定  #4 個別テーマを廃し拠点内へ 

                      C領域の研究開発体制（2014年度と 2018年度）  

組織再編のポイント 
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C41の「耐環境性コーティング技術の開発」では、新規 EBC及び SiC/SiC基板の耐熱性・耐酸化性向上技術を開
発することにより、1400℃対応世界最高性能 EBC を開発した。このため、材料の環境遮蔽特性を学術的に定量評価
し、EBC 候補材料を選定し、環境遮蔽性に優れ長時間構造安定性をもつ EBC 構造を理論的に推定し、組成・組織
制御性に優れるダブル電子ビーム PVD法を用いて多相積層構造 EBC形成プロセス技術を開発した。 

1400℃で熱サイクル試験 1000 回処理後も、1400℃高温高圧加湿環境下曝露試験の 500 時間後も、開発
EBCに剥離や基板に到達するき裂はなく、EBC中の SiAlON層は残留していた。開発材は 1400℃対応世界最高性
能を示した。更に、タービン部品形状を模擬した三次元形状 CMC基板に EBC コーティングする要素技術を確立した。 

EBCの耐剥離性（界面破壊靭性値）の定量的評価方法を開発し､開発 EBCの耐久性試験前後の界面破壊靱
性により、健全性評価解析を行った。また有限要素法のよる熱機械的負荷損傷シミュレーションにより、EBC 構成材料
の基礎物性データから開発 EBC の熱機械的損傷条件を計算し、耐久性試験環境における使用限界を予測した。 

C42 の「繊維コーティング材料の開発」では、1400℃対応 CMC 基板中の SiC 繊維への新規酸化物系コーティング
材料を開発した。この材料(Yb シリケイト)を基板に損傷許容性を発現させるような構造をもつように SiC 繊維にコーティ
ング施工した（特許出願済み）。繊維束のミニコンポジット及び平板形状材料を用い、界面力学特性評価と破断面
観察等により、損傷許容性を確認した。熱 CVD 装置の設計・作製を行い、大面積繊維織物への熱 CVD コーティング
プロセスを最適化した。繊維コーティングを施した繊維織物を用いて、Si溶融含浸法により大面積 CMC を製造した。 
高温疲労試験前後(＝欠陥導入前後)の CMC平板供試材と要素部品形状を模擬した供試材を評価機関が順次

持ち回り測定して、非破壊検査による CMC 基板中の欠陥の測定技術開発を行った。非線形超音波法では基板中の
累積損傷を簡便診断するための損傷評価アルゴリズムの構築、赤外線イメージング法では累積損傷を評価するための
指標の決定を行い、それぞれ損傷予測ツールを構築することに有用な CMC の損傷累積機構を提案した。 

C46 「高速基材製造プロセス技術の開発」では、低コストな界面形成技術である染色技術を用いて、SiC 繊維表
面に BNナノ粉を被覆させた。高速MIプロセスで処理したタービンブレード実形状模擬 CMC供試体には、Si溶融液が
実部品上端部まで浸透した。得られた供試体の三次元寸法精度は、目標とする形状公差以下に抑えられ、高速 MI
プロセスの CMC部材のネットシェープ製造技術を確立した。応力解析、形状・複合材内部構造設計、形状公差、表面
粗度、応力解析、及び振動解析を実施し、タービンブレードの製作仕様を作成した。 

C45 の「酸化物系軽量耐熱部材の開発」では、100℃の耐熱性を向上した新規組成アルミナ長繊維を開発し、
CMC 基板作成用の織物生産技術を確立した。ボンドコートをスラリーコーティング法で、トップコートを樹脂含有 YSZ 粉
末の溶射法で作製し、アブレーダブルと遮熱機能をもつ気孔率約 30%の多孔質層コーティング技術を開発した。タービ
ンシュラウド模擬部品を試作し、実環境模擬の 500サイクル熱試験を実施し、試験条件、試験方法の妥当性を確認し
た。模擬部品形状の CMC試作、試作品の実環境模擬評価、及びその設計手法を開発し、TRL3 を達成した。 

 
以上のように、当領域ではいずれの研究テーマも当初予定した研究目標の達成に向かって研究成果をあげており、

TRL3 レベルに到達した。参加機関である(株)IHI と三菱重工航空エンジン(株)は航空機エンジン製造企業であり、今
後は実用化・実証開発フェーズに移行する。この研究フェーズでは、CMC製タービン部品の試作・評価、及び、デモエンジ
ンの搭載評価を行い、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、市場投入を予定している。 

 プロジェクトの終了後は、C41-42 は(一財)ファインセラミックスセンター内にセラミックスコーティングに係わる研究センタ
ーが、東京工科大学内には CMC 研究センターが設立・活動する。CMC 製造／評価機関と連携し、CMC に関する材
料・部材の開発支援、その特性評価試験､信頼性評価、情報収集・発信等の機能をもつ。 
日本はこれまで CMC 材料と製造プロセスで優位性があったが、航空機エンジン用の CMC 耐熱材料/部材の開発に

おいては、部材化・実用化で海外企業にかなりの差で先行を許している。これを打破するためには､現状部材より高品質
かつ低コスト生産技術開発で対抗するしかない。この点、二カ所に CMC 研究センターが開設され、共通基盤技術の高
度化、産業化サポート機能をもち、産官学連携が引き続き継続されることが期待されている。産官学のネットワークが機
能し互いの特長を持ち寄り、研究連携が促進されることが期待できる。日本の CMC産業化邁進を促進する良いプラット
ホームが形成できたことは喜ばしい。 
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第 2章 各領域・ユニットでの取り組みと成果：C領域 セラミックス基複合材料の開発 
 
航空機エンジンの燃費改善には、高温部材の“耐熱性向上”と “軽量化”とが不可欠である。しかし現用の耐熱合金

は重く､耐熱応用限界は 1150℃程度であり、これ以上の改良は望めない段階に達している。この現状をブレークスルー
するため、軽量（耐熱合金の 1/3 以下）で優れた耐熱性をもつセラミックス基複合 材料（CMC）が注目されている。
2016年米国の商用航空機エンジンの高温部材に CMC が初めて採用され、商用運行が始まっている。 

C領域においては、高温軽量部材としての 1400℃対応部材用の耐環境性セラミックスコーティング、安価な 1200℃
対応SiC/SiC部材を製造するための高速基材製造プロセス技術、及び安価な1200℃対応アルミナ系繊維強化酸化
物材料・部材を開発している。航空エンジン製造市場は欧米の三社が独占し今後も CMC 部材を採用するとの企業方
針が公表されている。日本企業がこの分野に参入するためには、より優れた特性をもつ CMC 材料・部材を開発する以
外に方策はない。C 領域における研究開発は、まさに航空機エンジン産業への参加を国策として加速させるものであり、
耐熱性向上と 軽量化により、大幅な燃費改善と CO2 排出量削減が地球環境の劣化防止に寄与するとその成果が
注目されている。 
 

C領域においては、高温軽量部材としての三種類の CMC を開発している。 
C41-42 ユニットでは、未だ実用化されていない 1400℃対応部材用の耐環境性セラミックスコーティング（EBC）と

の SiC 繊維表面への酸化物コーティング技術開発を実施した。EBC は２つの電子銃を備えて 2 つの材料を同時に溶
融蒸散が可能な電子ビーム物理的蒸着（EB-PVD）法を採用した。また、現状の SiC 繊維のコーティング材料である
BN は高温で酸化しやすいため、酸化物である Yb シリケイトをコーティングし、溶融 Si 含浸（Si-MI）法によりマトリック
スを形成させた SiC/SiC複合材料の基板とした。 

C46 ユニットでは、安価な 1200℃対応 SiC/SiC 部材を製造するための高速基材製造プロセス技術を開発した。
SiC/SiCのマトリックスを Si-MI法により形成させる時、SiC繊維への高温損傷を最小化するため、短時間で製造するこ
とを可能とし、かつ Si-MI法で得られる部材の寸法精度を高めてニアネット成型が可能であると示した。 

C45 ユニットでは、SiC/SiC 複合材料より安価であるアルミナ系繊維で強化した 1200℃対応の酸化物系複合材
料・部材を開発した。 
 

 SIP プログラムが開始した 2014年度及び現在の C領域の体制図は、下図に示されている。  
領域長・拠点長は、高田雅介(JFCC)氏が務めており、2017 年度からは今成邦之（(株)IHI）氏が加わり共同で

務めている。当初の 2014年度には５つの研究ユニット（C41 から 45）で始まったが、ユニット構成を見直し新 C41 と
新 C42 に再編した。又、1200℃耐用 SiC/SiC 複合材料の安価製造を目的に、2017・18 年度に新規 C46 ユニッ
トが技術開発を実施した。C領域の研究開発に関わった産・学・研の機関数は各、8､8､5 であった。 

C41 と C42 は一体化して、C45 と C46 はユニット別に、研究機関が参加する研究進捗状況の報告と研究開発方
針を審議する会議を 3 ヶ月毎に開催し、情報交換を密にして研究成果が円滑に得られる体制とした。 

         

#1 C41～44 を新たな C41、42 に再編。     #2 C46は FS の後で新規設定。 
   #3 共同ユニット長・共同領域長・領域長の設定  #4 個別テーマを廃し拠点内へ 
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C41の「耐環境性コーティング技術の開発」では、新規 EBC及び SiC/SiC基板の耐熱性・耐酸化性向上技術を開
発することにより、1400℃対応世界最高性能 EBC を開発した。このため、材料の環境遮蔽特性を学術的に定量評価
し、EBC 候補材料を選定し、環境遮蔽性に優れ長時間構造安定性をもつ EBC 構造を理論的に推定し、組成・組織
制御性に優れるダブル電子ビーム PVD法を用いて多相積層構造 EBC形成プロセス技術を開発した。 

1400℃で熱サイクル試験 1000 回処理後も、1400℃高温高圧加湿環境下曝露試験の 500 時間後も、開発
EBCに剥離や基板に到達するき裂はなく、EBC中の SiAlON層は残留していた。開発材は 1400℃対応世界最高性
能を示した。更に、タービン部品形状を模擬した三次元形状 CMC基板に EBC コーティングする要素技術を確立した。 

EBCの耐剥離性（界面破壊靭性値）の定量的評価方法を開発し､開発 EBCの耐久性試験前後の界面破壊靱
性により、健全性評価解析を行った。また有限要素法のよる熱機械的負荷損傷シミュレーションにより、EBC 構成材料
の基礎物性データから開発 EBC の熱機械的損傷条件を計算し、耐久性試験環境における使用限界を予測した。 

C42 の「繊維コーティング材料の開発」では、1400℃対応 CMC 基板中の SiC 繊維への新規酸化物系コーティング
材料を開発した。この材料(Yb シリケイト)を基板に損傷許容性を発現させるような構造をもつように SiC 繊維にコーティ
ング施工した（特許出願済み）。繊維束のミニコンポジット及び平板形状材料を用い、界面力学特性評価と破断面
観察等により、損傷許容性を確認した。熱 CVD 装置の設計・作製を行い、大面積繊維織物への熱 CVD コーティング
プロセスを最適化した。繊維コーティングを施した繊維織物を用いて、Si溶融含浸法により大面積 CMC を製造した。 
高温疲労試験前後(＝欠陥導入前後)の CMC平板供試材と要素部品形状を模擬した供試材を評価機関が順次

持ち回り測定して、非破壊検査による CMC 基板中の欠陥の測定技術開発を行った。非線形超音波法では基板中の
累積損傷を簡便診断するための損傷評価アルゴリズムの構築、赤外線イメージング法では累積損傷を評価するための
指標の決定を行い、それぞれ損傷予測ツールを構築することに有用な CMC の損傷累積機構を提案した。 

C46 「高速基材製造プロセス技術の開発」では、低コストな界面形成技術である染色技術を用いて、SiC 繊維表
面に BNナノ粉を被覆させた。高速MIプロセスで処理したタービンブレード実形状模擬 CMC供試体には、Si溶融液が
実部品上端部まで浸透した。得られた供試体の三次元寸法精度は、目標とする形状公差以下に抑えられ、高速 MI
プロセスの CMC部材のネットシェープ製造技術を確立した。応力解析、形状・複合材内部構造設計、形状公差、表面
粗度、応力解析、及び振動解析を実施し、タービンブレードの製作仕様を作成した。 

C45 の「酸化物系軽量耐熱部材の開発」では、100℃の耐熱性を向上した新規組成アルミナ長繊維を開発し、
CMC 基板作成用の織物生産技術を確立した。ボンドコートをスラリーコーティング法で、トップコートを樹脂含有 YSZ 粉
末の溶射法で作製し、アブレーダブルと遮熱機能をもつ気孔率約 30%の多孔質層コーティング技術を開発した。タービ
ンシュラウド模擬部品を試作し、実環境模擬の 500サイクル熱試験を実施し、試験条件、試験方法の妥当性を確認し
た。模擬部品形状の CMC試作、試作品の実環境模擬評価、及びその設計手法を開発し、TRL3 を達成した。 

 
以上のように、当領域ではいずれの研究テーマも当初予定した研究目標の達成に向かって研究成果をあげており、

TRL3 レベルに到達した。参加機関である(株)IHI と三菱重工航空エンジン(株)は航空機エンジン製造企業であり、今
後は実用化・実証開発フェーズに移行する。この研究フェーズでは、CMC製タービン部品の試作・評価、及び、デモエンジ
ンの搭載評価を行い、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、市場投入を予定している。 

 プロジェクトの終了後は、C41-42 は(一財)ファインセラミックスセンター内にセラミックスコーティングに係わる研究センタ
ーが、東京工科大学内には CMC 研究センターが設立・活動する。CMC 製造／評価機関と連携し、CMC に関する材
料・部材の開発支援、その特性評価試験､信頼性評価、情報収集・発信等の機能をもつ。 
日本はこれまで CMC 材料と製造プロセスで優位性があったが、航空機エンジン用の CMC 耐熱材料/部材の開発に

おいては、部材化・実用化で海外企業にかなりの差で先行を許している。これを打破するためには､現状部材より高品質
かつ低コスト生産技術開発で対抗するしかない。この点、二カ所に CMC 研究センターが開設され、共通基盤技術の高
度化、産業化サポート機能をもち、産官学連携が引き続き継続されることが期待されている。産官学のネットワークが機
能し互いの特長を持ち寄り、研究連携が促進されることが期待できる。日本の CMC産業化邁進を促進する良いプラット
ホームが形成できたことは喜ばしい。 
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ユニット名 C41 耐環境性コーティング技術の開発 
研究 
責任者 

北岡 諭（一般財団法人ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 主幹研究員） 
垣澤  英樹（国立研究開発法人物質・材料研究機構  構造材料研究拠点 

主幹研究員） 
参画機関 JFCC､㈱IHI､㈱JUTEM､NIMS､東京工業大学､東京大学 

 
1.1 背景・目的 
 航空機エンジンの燃費を改善するためには、高圧タービン等の高温の燃焼ガスに曝される部位の“軽量化”と“耐熱性
向上”が不可欠である。SiC 繊維強化 SiC 複合材料（CMC）は、現用の耐熱合金よりも軽量で耐熱性に優れること
から、最近では民間機エンジンの耐熱コア部品の一部に搭載され始め、今後もさらに多くの部位への適用が計画されてい
る。しかし、CMC を約 1100℃以上の酸素・水蒸気を含む燃焼環境下に曝すと、酸化により生成したシリカ膜が揮散・
消失するため、著しい減肉が進行する。そのため、CMC を上記部品に適用するためには、高温の酸素・水蒸気に対する
遮蔽性と熱機械的耐久性に優れる耐環境性コーティング（EBC：Environmental Barrier Coating）が不可欠で
ある。そこで、本ユニットでは、繊維耐用温度 1400℃で実用的に利用できる世界最高性能の EBC を開発する。 
 
1.2 研究開発の目標   
・高温の酸素・水蒸気環境下における EBC の環境遮蔽性が、ベンチマーク比較材よりも優れること。 
・EBC を 1400℃の酸素・水蒸気環境下において長時間曝露後も環境遮蔽性が発現する構造を維持すること。 
・EBC に対して 1400℃級の熱サイクル試験を実施しても、EBC の剥離や厚さ方向のき裂が進展しないこと。 
・タービン部品を模擬した形状の基板に対して、電子ビーム PVD法により EBC を形成する技術を確立。 
・EBC の化学的損傷と熱機械的損傷の評価・解析に基づき、使用限界を把握。 
・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。 
 
1.3 実施項目  
（１）環境遮蔽設計：EBC構成層に対して酸素や水蒸気に対する遮蔽性を定量的に評価し、得られる情報を基に
環境遮蔽性に優れるEBC構造を提案する。 
（２）コーティングプロセス 
・組成・組織制御性に優れるダブル電子ビームPVD法を用いて多相積層構造を有するEBC形成プロセスを開発する。 
・CVD法を用いて結合層の化学組成・微細組織の関係を明らかにする。 
・エアロゾルデポジション（AD）法を用いて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。 
（３）評価・解析 
・耐久性試験：開発 EBC とベンチマーク比較材に対して熱サイクル試験と高温加湿環境下曝露試験を実施し、損傷
度合いを比較する。 
・健全性評価解析：EBCの耐剥離性（界面破壊靭性値）を定量的に評価する方法を確立するとともに、開発EBC
に対して耐久性試験前後の界面破壊靱性を測定する。また、EBC構成層に対して熱処理前後の熱膨張係数と熱伝
導率を測定する。 
・EBC構成層の力学特性評価：EBC構成層の弾性率の温度依存性を正確に計測する方法を確立するとともに、各
構成層に対して熱処理前後の弾性率を測定する。 
・熱機械的負荷損傷シミュレーション：EBC構成層に対して取得した物性データと有限要素法を用いて、開発EBCのエ
ネルギー解放率を推算するとともに、界面破壊靭性値との大小関係から開発EBCの熱機械的損傷条件を予測する。 
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1.4 実施体制・分担 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
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・電子ビーム PVD法 
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・熱サイクル試験 
 
・高温加湿環境下 
 曝露試験 
 
・健全性評価解析 
 
・EBC構成層の力学 
特性評価 

 
・熱機械的負荷損傷
シミュレーション 
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要素プロセス
確立 

プロセス
最適化 

コンセプト
実証 

コンセプト
提案 
構成素材中の物質移動機構解析および物質移動パラメータの取得 

装置設計・
作製 

装置設計・
作製 

構成層形成プロセス検討 
多相積層構造形成
プロセス検討 

酸素遮蔽層／結合層形成プロセス検討 

結合層形成プロセス検討 

試験準備・予備検討 
開発 EBC、ベンチマーク
比較材の熱サイクル試験 

試験準備 

界面破壊靭性試験法検討、
EBC構成層の安定性評価 

開発 EBC、構成層、ベンチ
マーク比較材の曝露試験 

界面破壊靭性
試験法最適化 

EBC構成層の曝露試験 

耐久性試験前後材の界面
破壊靭性値、構成層の熱
処理前後の熱物性測定 

ナノインデンテーション法による高温弾性率測定方法
検討、構成層の高温クリープ特性評価方法検討 

構成層の熱処理前後の
弾性率測定と高温クリー
プデータ取得 

高信頼性設計解析システム
の設計・導入 

システムの
高精度化 

耐久性試験
条件下での
損傷予測 

開発した EBC
設計・製造技
術と CMC部
材との一体化
により、次世代
高圧タービン
部品等への適
用 
 
2025年以降 
（TRL=9） 
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ユニット名 C41 耐環境性コーティング技術の開発 
研究 
責任者 

北岡 諭（一般財団法人ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 主幹研究員） 
垣澤  英樹（国立研究開発法人物質・材料研究機構  構造材料研究拠点 

主幹研究員） 
参画機関 JFCC､㈱IHI､㈱JUTEM､NIMS､東京工業大学､東京大学 

 
1.1 背景・目的 
 航空機エンジンの燃費を改善するためには、高圧タービン等の高温の燃焼ガスに曝される部位の“軽量化”と“耐熱性
向上”が不可欠である。SiC 繊維強化 SiC 複合材料（CMC）は、現用の耐熱合金よりも軽量で耐熱性に優れること
から、最近では民間機エンジンの耐熱コア部品の一部に搭載され始め、今後もさらに多くの部位への適用が計画されてい
る。しかし、CMC を約 1100℃以上の酸素・水蒸気を含む燃焼環境下に曝すと、酸化により生成したシリカ膜が揮散・
消失するため、著しい減肉が進行する。そのため、CMC を上記部品に適用するためには、高温の酸素・水蒸気に対する
遮蔽性と熱機械的耐久性に優れる耐環境性コーティング（EBC：Environmental Barrier Coating）が不可欠で
ある。そこで、本ユニットでは、繊維耐用温度 1400℃で実用的に利用できる世界最高性能の EBC を開発する。 
 
1.2 研究開発の目標   
・高温の酸素・水蒸気環境下における EBC の環境遮蔽性が、ベンチマーク比較材よりも優れること。 
・EBC を 1400℃の酸素・水蒸気環境下において長時間曝露後も環境遮蔽性が発現する構造を維持すること。 
・EBC に対して 1400℃級の熱サイクル試験を実施しても、EBC の剥離や厚さ方向のき裂が進展しないこと。 
・タービン部品を模擬した形状の基板に対して、電子ビーム PVD法により EBC を形成する技術を確立。 
・EBC の化学的損傷と熱機械的損傷の評価・解析に基づき、使用限界を把握。 
・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。 
 
1.3 実施項目  
（１）環境遮蔽設計：EBC構成層に対して酸素や水蒸気に対する遮蔽性を定量的に評価し、得られる情報を基に
環境遮蔽性に優れるEBC構造を提案する。 
（２）コーティングプロセス 
・組成・組織制御性に優れるダブル電子ビームPVD法を用いて多相積層構造を有するEBC形成プロセスを開発する。 
・CVD法を用いて結合層の化学組成・微細組織の関係を明らかにする。 
・エアロゾルデポジション（AD）法を用いて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。 
（３）評価・解析 
・耐久性試験：開発 EBC とベンチマーク比較材に対して熱サイクル試験と高温加湿環境下曝露試験を実施し、損傷
度合いを比較する。 
・健全性評価解析：EBCの耐剥離性（界面破壊靭性値）を定量的に評価する方法を確立するとともに、開発EBC
に対して耐久性試験前後の界面破壊靱性を測定する。また、EBC構成層に対して熱処理前後の熱膨張係数と熱伝
導率を測定する。 
・EBC構成層の力学特性評価：EBC構成層の弾性率の温度依存性を正確に計測する方法を確立するとともに、各
構成層に対して熱処理前後の弾性率を測定する。 
・熱機械的負荷損傷シミュレーション：EBC構成層に対して取得した物性データと有限要素法を用いて、開発EBCのエ
ネルギー解放率を推算するとともに、界面破壊靭性値との大小関係から開発EBCの熱機械的損傷条件を予測する。 
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2. 研究開発の成果 
2.1 環境遮蔽設計   
 EBCには優れた環境遮蔽性や耐熱衝撃性等の機能を併せ持つことが要求される。そのため、通常、EBCを多相積層
構造にすることで各層毎に機能を分担させて EBC 全体として優れたパフォーマンスを発現させる手法がとられる。EBC の
性能向上に関する取り組みは、従来より、素材適合性（熱化学的安定性、異相間の反応性、熱膨張係数差等）の
観点からのアプローチが中心であった。しかし、EBC性能が“素材”と“微細組織（プロセス制御因子）”に強く依存するに
も関わらず、そもそも“素材固有の環境遮蔽性”に関する情報が決定的に不足しているため、性能向上に対する取り組
みは未だ試行錯誤的である。そこで、環境遮蔽情報を取得にするため、モデル膜として焼結体から切り出した多結晶体
ウェハを用いて高温環境下において酸素透過試験を実施し、酸素ポテンシャル勾配（dµO）下における酸化物中の物
質移動を評価・解析した。その結果、任意の温度、dµO下に曝された酸化物層の酸素透過係数や、酸化物層中を拡 
散する各イオンに対して層厚方向の化学ポテンシャル、拡散係数、流
束を推算する手法を構築した。図 2.1-1 に代表的な EBC 構成酸
化物の単位粒界あたりの酸素透過係数の温度依存性を示す。図
中の各線は、酸素透過データ 1), 2)を基に酸化物層の上下面に
PO2(hi)/PO2(lo) = 105 Pa/10-8 Pa の dµOを印加した場合の計
算値である。何れの酸化物も粒界を介して酸化物イオンとカチオンが
相互拡散する系であり、カチオン種としては、ムライトの場合は Al イオ
ンが、Yb2Si2O7と Yb2SiO5の場合は Yb イオンが移動する。カチオン
の外方向拡散は EBC 構成層の分解や積層構造の崩壊をもたらす
ことから、EBC の構造安定化を図るために注目すべきカチオン種を明
らかにしたことは設計上極めて重要である。 
 これらの情報を基に、開発 EBC の構造を決定した（図 2.1-2）。燃焼環境下において熱力学的に安定な相と異相
界面からなる積層構造体であり、CMC 基板側から順に、結合層／酸素遮蔽層／水蒸気遮蔽層／遮熱・水蒸気揮
散防止層＝SiAlON 層／ムライト層／Yb2Si2O7－Yb2SiO5傾斜層／セグメント構造を有する Yb2SiO5層からなる。
ここで、Ybシリケート（Yb2SiO5，Yb2Si2O7）は耐水蒸気揮散性に優れ、かつ、室温から高温まで体積変化を伴う相
転移が無いことから、水蒸気揮散防止層として有望である。特に、Yb2SiO5は耐水蒸気揮散性に非常に優れ、かつ、 
低熱伝導であることから遮熱層としても有望であるものの，その熱膨張係数が図 2.1-
1 の EBC 構成層の中で最大である。そのため、Yb2SiO5 をトップコート側に配置しセグ
メント構造にしている。 一方、下地の水蒸気・酸素遮蔽層は緻密質でなければならな
い。そこで、水蒸気遮蔽層には、耐水蒸気揮散性が比較的良好で熱膨張係数が
CMCに近い Yb2Si2O7を基板側に配置し、トップコート側が Yb2SiO5になるように傾斜
組成にした。さらに、酸素遮蔽層には、図 2.1-1 に示す様に EBC 構成層の中で最も
酸素遮蔽性に優れるムライトを配置した。結合層にSiAlONを選定した理由は、この層
がムライト層に対して Al の供給機能を有するため、その結果として、高温 dµO下に曝さ
れるムライト層の構造安定性が向上するからである。また，SiAlON 層に含まれる窒素
の存在により、SiAlON 中の Al が欠乏しても結晶構造が維持されるため、SiO2

（Cristobalite）の生成を抑制することが期待されるからである。ちなみに、
Cristobalite は β（高温相）→α（低温相）転移により大きな体積変化を伴うこと
から、Cristobalite 層の形成・成長は、エンジンの起動・停止に伴う熱サイクルにより
EBCの剥離を誘発するため避けなければならない。なお、図2.1-2のEBCにおいては、
Yb2Si2O7層－ムライト層界面の共晶温度が最も低く 1500℃であるが、1400℃の想
定使用温度よりも十分に高いことから耐熱性については問題ない。  

図 2.1-1 EBC 候補酸化物の単位粒界
あたりの酸素透過係数の温度依存性 

図 2.1-2 開発 EBC
の模式図 
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2.2 コーティングプロセス 
（１）電子ビーム PVD法による多相積層 EBC の形成 
 図 2.1-2 の EBC に使われる複合酸化物は、それを構成する 2 種酸化物の
蒸気圧が大きく異なる（incongruent蒸発）。図 2.2(1)-1 に Yb2Si2O7や
ムライトを高温環境下（PO2=1Pa，全圧=105Pa）に曝したときの平衡蒸気
圧の温度依存性（計算値）を示す。高温における Si-O 成分の平衡蒸気圧
が Yb 成分や Al-O 成分に比べて著しく大であることがわかる。そのため，プラズ
マ溶射法の様に原料を一旦溶解させたものを基板に照射してコーティングすると，
得られる膜の組成が原料と大きく異なることが問題となる。例えば，Yb2Si2O7

粉末を大気圧プラズマ溶射すると，得られる膜は Yb2Si2O7 と Yb2SiO5 からな
る混相組織となり，ムライトの場合はアルミナとムライトの混相組織となる。 
 EBC の環境遮蔽性は上述したように微細組織（プロセス制御因子）に強く
依存するため，本研究では、構成する 2 種酸化物の蒸気圧の任意制御が可
能なダブル電子ビーム PVD 法（図 2.2(1)-２）を用いて、図 2.1-2 の多相
積層 EBC を形成した。これまでに、EBC 性能の発現に不可欠な各構成層の
組成と構造を高精度に制御し、かつ、それを積層化する技術を開発した。図
2.2(1)-３に EBC 構成層の断面組織を示す。例えば、Yb2Si2O7 から
Yb2SiO5 への傾斜組成層を形成する場合、微量の酸素ガスを供給しながら 2
種類の多孔質焼結体インゴット（Yb2O3，シリカ）を電子ビームにより独立に
溶解させることで、各焼結体溶融面からの揮散ガス量を任意制御し、基板上に
傾斜組成層を形成した 3)。この際、基板をレーザー等により 1000℃以上に加
熱しながらコーティングすることで緻密質の結晶相を形成した。また、トップコート
の Yb2SiO5 多孔質セグメント層は，蒸着速度を高めて安定結晶面に優先配
向させてセグメント構造を形成するとともに、基板を回転しながら成膜することに
より、Shadowing 効果によりセグメント間隙を広げ、かつ、セグメント内を多孔
質組織にした。これにより、EBC に耐熱サイクル性と遮熱性の向上を図った。さら
に、ムライト層についても 2 種類の多孔質焼結体インゴット（アルミナ，シリカ）
を用いて同様の手法で形成した。SiAlON 結合層については、酸素ガスのかわり
に NH3 ガスを供給しながら、多孔質アルミナインゴットと Si インゴットを用いて形
成した。得られた層をTEM－EDSと電子線回折により分析した結果、α-Si3N4

相中に Al と酸素が固溶した SiAlON であることを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2(1)-2 ダブル電子ビーム
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2. 研究開発の成果 
2.1 環境遮蔽設計   
 EBCには優れた環境遮蔽性や耐熱衝撃性等の機能を併せ持つことが要求される。そのため、通常、EBCを多相積層
構造にすることで各層毎に機能を分担させて EBC 全体として優れたパフォーマンスを発現させる手法がとられる。EBC の
性能向上に関する取り組みは、従来より、素材適合性（熱化学的安定性、異相間の反応性、熱膨張係数差等）の
観点からのアプローチが中心であった。しかし、EBC性能が“素材”と“微細組織（プロセス制御因子）”に強く依存するに
も関わらず、そもそも“素材固有の環境遮蔽性”に関する情報が決定的に不足しているため、性能向上に対する取り組
みは未だ試行錯誤的である。そこで、環境遮蔽情報を取得にするため、モデル膜として焼結体から切り出した多結晶体
ウェハを用いて高温環境下において酸素透過試験を実施し、酸素ポテンシャル勾配（dµO）下における酸化物中の物
質移動を評価・解析した。その結果、任意の温度、dµO下に曝された酸化物層の酸素透過係数や、酸化物層中を拡 
散する各イオンに対して層厚方向の化学ポテンシャル、拡散係数、流
束を推算する手法を構築した。図 2.1-1 に代表的な EBC 構成酸
化物の単位粒界あたりの酸素透過係数の温度依存性を示す。図
中の各線は、酸素透過データ 1), 2)を基に酸化物層の上下面に
PO2(hi)/PO2(lo) = 105 Pa/10-8 Pa の dµOを印加した場合の計
算値である。何れの酸化物も粒界を介して酸化物イオンとカチオンが
相互拡散する系であり、カチオン種としては、ムライトの場合は Al イオ
ンが、Yb2Si2O7と Yb2SiO5の場合は Yb イオンが移動する。カチオン
の外方向拡散は EBC 構成層の分解や積層構造の崩壊をもたらす
ことから、EBC の構造安定化を図るために注目すべきカチオン種を明
らかにしたことは設計上極めて重要である。 
 これらの情報を基に、開発 EBC の構造を決定した（図 2.1-2）。燃焼環境下において熱力学的に安定な相と異相
界面からなる積層構造体であり、CMC 基板側から順に、結合層／酸素遮蔽層／水蒸気遮蔽層／遮熱・水蒸気揮
散防止層＝SiAlON 層／ムライト層／Yb2Si2O7－Yb2SiO5傾斜層／セグメント構造を有する Yb2SiO5層からなる。
ここで、Ybシリケート（Yb2SiO5，Yb2Si2O7）は耐水蒸気揮散性に優れ、かつ、室温から高温まで体積変化を伴う相
転移が無いことから、水蒸気揮散防止層として有望である。特に、Yb2SiO5は耐水蒸気揮散性に非常に優れ、かつ、 
低熱伝導であることから遮熱層としても有望であるものの，その熱膨張係数が図 2.1-
1 の EBC 構成層の中で最大である。そのため、Yb2SiO5 をトップコート側に配置しセグ
メント構造にしている。 一方、下地の水蒸気・酸素遮蔽層は緻密質でなければならな
い。そこで、水蒸気遮蔽層には、耐水蒸気揮散性が比較的良好で熱膨張係数が
CMCに近い Yb2Si2O7を基板側に配置し、トップコート側が Yb2SiO5になるように傾斜
組成にした。さらに、酸素遮蔽層には、図 2.1-1 に示す様に EBC 構成層の中で最も
酸素遮蔽性に優れるムライトを配置した。結合層にSiAlONを選定した理由は、この層
がムライト層に対して Al の供給機能を有するため、その結果として、高温 dµO下に曝さ
れるムライト層の構造安定性が向上するからである。また，SiAlON 層に含まれる窒素
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（Cristobalite）の生成を抑制することが期待されるからである。ちなみに、
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図 2.1-1 EBC 候補酸化物の単位粒界
あたりの酸素透過係数の温度依存性 

図 2.1-2 開発 EBC
の模式図 
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2.2 コーティングプロセス 
（１）電子ビーム PVD法による多相積層 EBC の形成 
 図 2.1-2 の EBC に使われる複合酸化物は、それを構成する 2 種酸化物の
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Yb2SiO5 への傾斜組成層を形成する場合、微量の酸素ガスを供給しながら 2
種類の多孔質焼結体インゴット（Yb2O3，シリカ）を電子ビームにより独立に
溶解させることで、各焼結体溶融面からの揮散ガス量を任意制御し、基板上に
傾斜組成層を形成した 3)。この際、基板をレーザー等により 1000℃以上に加
熱しながらコーティングすることで緻密質の結晶相を形成した。また、トップコート
の Yb2SiO5 多孔質セグメント層は，蒸着速度を高めて安定結晶面に優先配
向させてセグメント構造を形成するとともに、基板を回転しながら成膜することに
より、Shadowing 効果によりセグメント間隙を広げ、かつ、セグメント内を多孔
質組織にした。これにより、EBC に耐熱サイクル性と遮熱性の向上を図った。さら
に、ムライト層についても 2 種類の多孔質焼結体インゴット（アルミナ，シリカ）
を用いて同様の手法で形成した。SiAlON 結合層については、酸素ガスのかわり
に NH3 ガスを供給しながら、多孔質アルミナインゴットと Si インゴットを用いて形
成した。得られた層をTEM－EDSと電子線回折により分析した結果、α-Si3N4

相中に Al と酸素が固溶した SiAlON であることを確認した。 
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（２）CVD法による結合層の形成（2017年度で終了） 
 図 2.1-2 の EBC 構成層の中で比較的形成が難しい SiAlON 結合層については、将来のエンジンメーカーにおけるコ
ーティングプロセスの選択肢拡大の一環として複数のコーティングプロセスを検討した。本項では、レーザーCVD 法による
SiAlON 層の組成・組織制御性について述べる。図 2.2(2)-1 にレーザーCVD 成膜装置の概念図を示す。レーザー
CVD 法は、基材表面および基板近傍のガスにレーザーを照射することによって、基板を加熱すると同時に原料ガスを活
性化して、基板上にコーティング層を形成する方法である。原料の種類、原料ガスの供給条件（ガス流量、圧力）、レ
ーザー照射強度等の制御因子を調整することにより、Si-Al-O-N 系生成相と成膜条件の関係を明らかにした。その結
果、800℃以上、かつ、Si/Al 原料供給比が大である条件において SiAlON が形成することが明らかになった（図
2.2(2)-2）。また、成膜条件を制御することにより、組織形態の制御が可能であることがわかった。さらに、これらの情報
を項目 2.2(1)の電子ビーム PVD法による結合層形成条件の最適化に展開することで、EBC研究開発の促進に大い
に貢献することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）エアロゾルデポジション（AD）法による酸素遮蔽層／結合層の形成（2017年度で終了）   
 将来のエンジンメーカーにおけるコーティングプロセスの選択肢拡大の一環として、本項では AD 法による酸素遮蔽層／
結合層の形成について述べる。図 2.2(3)-1に AD成膜装置の概念図を示す。AD法は、室温の減圧環境下において
セラミックス粉末を音速程度の速度で基板に衝突させてコーティングする方法であり、室温にも関わらず組成ズレ無しに緻
密質かつ結晶質のセラミックス膜を形成することが可能である。 モデル基板を用いて、AD 法により室温にて比較的緻密
質のムライト層や SiAlON層の形成に成功した。また、図 2.2(3)-2 に示す様に、基板の加熱により SiAlON層の成膜
速度（付着率）が向上することがわかった。そこで、CMC基板上に、AD法により SiAlON結合層を形成した後、項目
2.2(1)の電子ビーム PVD法により多相積層構造 EBCを形成した。しかし、項目 2.3(1)の熱サイクル試験の結果、電
子ビーム PVD法により SiAlON結合層を形成した方が AD法で形成したものより密着性に優れることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 2.2(2)-2  Si-Al-O-N 系生成相と
成膜条件の関係 

図 2.2(2)-1  レーザーCVD 成膜装置
の概念図 

図 2.2(3)-1  AD成膜装置の概念図 
図 2.2(3)-2  AD 法により形成した

EBC構成層の断面組織 
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2.3 評価・解析 
（１）熱サイクル試験 
 既存のバーナーリグ方式の熱サイクル試験機を用いて、試験片の形状と保持方式、冷却機構を検討して冶具を作製
するとともに、燃料（プロパン）や酸素の流量、試験片とバーナーとの距離等試験条件を設定することにより、1400℃
級熱サイクル試験を可能にした。試験条件は、EBC 表面の最高温度：1350∼1400℃、基板裏面の最高温度：
1050℃、加熱：180秒、加熱停止：120秒である。図 2.3(1)-1 に熱サイクル試験装置の外観写真を示す。供試
材には、項目 2.2(1)のダブル電子ビーム PVD 法を用いて CMC基板上に形成した開発 EBC を使用した。その結果、
1000 回の熱サイクルを与えても開発 EBC には剥離や基板に到達したき裂は認められず、多相積層構造も維持される
ことを確認した（図 2.3(1)-2）。一方、ベンチマーク比較材の場合は、数回の熱サイクルにより EBC が剥離したことか
ら、開発 EBC はベンチマーク比較材よりも優れることが実証された。開発 EBC は高温酸化環境下において EBC 中の
結合層が酸化しても液相が生成しないが、ベンチマーク比較材の場合は液相の生成を伴うことから、燃焼ガス流により
EBC中の液相／固相界面において容易に剥離したものと推察される。 
 
 
 
 
 
 
 
（２）高温加湿環境下曝露試験 
 既存の処理装置を用いて、治具素材や断熱材等を変更することにより、1400℃において長時間の高温加湿環境下
曝露試験を可能にした。試験条件は、水蒸気：イオン交換水、全圧：9気圧、水蒸気分圧：0.9気圧、残り：空気、
水蒸気供給量：0.02cc/min（室温）、試験時間：最長 500 時間である。供試材には、項目 2.2(1)のダブル電
子ビーム PVD 法を用いて CMC 基板上に形成した開発 EBC を使用した。図 2.3(２)-1 に高温加湿環境下曝露試
験装置処理室の外観写真を示す。500 時間曝露後も EBC には剥離や基板に到達したき裂は認められなかった。しか
し、EBC 断面組織を観察した結果、SiAlON 結合層が酸化されていた。100 時間曝露した場合には、SiAlON 結合
層が存在していたことから、ガス遮蔽層の形成条件を最適化し、より緻密質かつ粒成長した層を形成すれば（腐食種の
拡散経路低減）、長時間の曝露後も十分な環境遮蔽機能を維持するものと考えられる。 
 
 
  

図 2.3(1)-1 熱サイクル試験装置の外観写真 
図2.3(1)-２ 熱サイクル試験後の
開発 EBC の外観写真 

図 2.3(2)-1 高温加湿環境下曝露試験装置
処理室の外観写真 

図 2.3(2)-２ 高温加湿環境下曝露
試験後の開発 EBC の外観写真 
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（２）CVD法による結合層の形成（2017年度で終了） 
 図 2.1-2 の EBC 構成層の中で比較的形成が難しい SiAlON 結合層については、将来のエンジンメーカーにおけるコ
ーティングプロセスの選択肢拡大の一環として複数のコーティングプロセスを検討した。本項では、レーザーCVD 法による
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CVD 法は、基材表面および基板近傍のガスにレーザーを照射することによって、基板を加熱すると同時に原料ガスを活
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果、800℃以上、かつ、Si/Al 原料供給比が大である条件において SiAlON が形成することが明らかになった（図
2.2(2)-2）。また、成膜条件を制御することにより、組織形態の制御が可能であることがわかった。さらに、これらの情報
を項目 2.2(1)の電子ビーム PVD法による結合層形成条件の最適化に展開することで、EBC研究開発の促進に大い
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速度（付着率）が向上することがわかった。そこで、CMC基板上に、AD法により SiAlON結合層を形成した後、項目
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2.3 評価・解析 
（１）熱サイクル試験 
 既存のバーナーリグ方式の熱サイクル試験機を用いて、試験片の形状と保持方式、冷却機構を検討して冶具を作製
するとともに、燃料（プロパン）や酸素の流量、試験片とバーナーとの距離等試験条件を設定することにより、1400℃
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図 2.3(1)-1 熱サイクル試験装置の外観写真 
図2.3(1)-２ 熱サイクル試験後の
開発 EBC の外観写真 

図 2.3(2)-1 高温加湿環境下曝露試験装置
処理室の外観写真 

図 2.3(2)-２ 高温加湿環境下曝露
試験後の開発 EBC の外観写真 
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（３）健全性評価解析 
多層構造を持つ EBC では、構成層の熱膨張係数や弾性

定数に応じて様々な応力状態（フェーズアングル）の界面破
壊が生じるため、EBCの界面破壊靱性をフェーズアングルに応
じて定量的に評価することが必要である。信頼性と簡便性を
両立した評価法の提案は認証取得が必須となる航空機産
業では戦略的にも重要な課題である。熱遮蔽コーティング
（TBC）や溶射被膜の研究で考案された界面破壊靱性試
験は45-60˚程度のフェーズアングルになるよう設計されたもの
が多いため、本研究では、低フェーズアングル（＜～35˚）で
の界面破壊靭性を評価できる試験法の開発を行った。実部
材にも適用可能な寸法および形状の試験片で、かつ、一般
的な機械試験装置を用い、層間強度の弱い CMC基板を破
壊せずに界面を破壊できる方法として、図 2.3(3)-1 に示す 
試験法を考案した。すなわち、ブロック状試験片の界面に予き裂を導入後界面に沿ってノッチを作製し、ノッチにウェッジ
を挿入することにより開口変位を与える方法である 4）。試験の原理は非対称 DCB試験と同じであるが、小型試験片
で基板にほとんど負荷をかけずに試験を行うことが可能になった。試験で得られた界面破壊時の荷重またはノッチ開口
変位から界面破壊靭性を算出する式を導出し、モデル EBC に適用した。得られた結果と大型の DCB試験片によって
得られた結果を比較し、試験の有効性を示した。さらにモデル EBC を用いた検証を重ね、信頼できる界面破壊靱性
値が得られる予き裂長さや界面破壊を生じさせることが可能なノッチジオメトリを明らかにした（図 2.3(3)-2、3）。   
また、補強板を使用するなど試験法を改良し試験の適用範囲を拡大し、開発 EBC の評価を行った。得られた情報

をコーティングプロセスにフィードバックし開発EBCの改良の支援を行い、研究室レベルの取り組みにも関わらず、航空機
エンジンメーカーの要求する熱サイクル試験を合格する EBC の実現に貢献した。今後、熱サイクル試験および高温加
湿環境下曝露試験前後の開発 EBC の界面破壊靱性の取得を行う。考案した試験法のラウンドロビンについても現
在実施を進めている。 
更に、界面破壊に大きな影響をおよぼす熱応力を正確に評価するため、開発 EBC 構成材の熱膨張係数を測定す

る技術を開発した。コーティング材は独特の構造異方性を持つ場合が多く、正確な評価を行うためにはバルク材の熱膨
張係数をそのまま適用するわけにはいかない。コーティングの面内方向の熱膨張係数を測定するため、高温で熱輻射の
影響を受けずに材料表面を観察する独自の光学顕微観察技術を応用してコーティング表面を観察した。観察画像にデ
ジタル画像相関法（DIC）を適用することにより熱ひずみを測定し、開発 EBC の構成材料の熱膨張係数を取得した。
また、レーザーフラッシュ法により、開発 EBC の構成材料の熱伝導率の温度依存性データを取得した。 

図 2.3(3)-1 考案した界面破壊靭性試験 

 
図 2.3(3)-２ 予き裂長さと試験結果から

計算された界面破壊靭性の関係 
 

図 2.3(3)-3 界面破壊が生じるノッチのジオメトリ 
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（４）構成層の力学特性評価 
 本項では、項目 2.3(5)の EBC中のエネルギー解放率の計算に使用する EBC
構成層の弾性率の温度依存性を評価した。外部変形の影響を受けない自作ナ
ノインデンターにレーザー局所加熱装置を組み付け、ホットステージとの共用により、
試験片を加熱しながらナノインデンテーションを行うシステムを構築した（図
2.3(4)-1）。このシステムを用いて、ダブル電子ビーム PVD 法により形成した
EBC 構成層に対して、層厚方向と面内方向の弾性率を測定した。一例として、
ムライト基板上ムライトコーティングの荷重－押込み深さ曲線を図 2.3(4)-2 に示
す。ムライト、Yb2Si2O7共、面内方向の弾性率が厚さ方向の弾性率よりも小さい
ことが明らかとなった。面内方向が厚さ方向よりも弾性率が小さいということは、層 
厚方向に誘起する熱応力が緩和されることを示唆する。また、温度上昇に伴い各方向の弾性率が、若干、共に低下し
た。さらに、1400℃の高温水蒸気環境下曝露試験後（500 時間）のムライト層の弾性率（面内方向）は、顕著な
弾性率の変化は見られず、コーティングの健全性を確認することができた。今後、変位センサー等への断熱・遮熱の対策
を強化することで，より高温での弾性率取得を目指すとともに、その他の EBC 構成層についても同様の方法により弾性
率の温度依存性を評価する。 
 さらに、EBC 中のエネルギー解放率の計算に使用するトップコートの Yb2SiO5 層の高温クリープについては、モデル層と
して SPS 法により作製した Yb2SiO5 焼結体から切り出した試験片を用いて高温圧縮クリープ試験（ジャンプ試験）を
実施し、ひずみ速度と変形応力の関係等の情報を取得した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）熱機械的負荷損傷シミュレーション 

EBC は製造時の冷却プロセスならびに実機使用時の加湿環境および熱サイクル条件により、大きな熱応力が発生す
ると予想されるが、このような熱応力状態においてもき裂が生じない構造設計をすることが求められる。EBC は物性の大
きく異なる多相積層構造からなるため、熱応力に起因する力学状態が極めて複雑となり簡便な式による推算が難しい。
このため従来は CMC 基板上の EBC の損傷条件を予測することが困難であったが、実測による各層の材料物性値を用
いた精密な有限要素法解析を実施することにより EBC中のき裂に伴うエネルギー解放率（計算値）を求め、上記の界
面破壊靭性値（実測値）との大小関係から EBC損傷条件を推定可能にした。 

SiC 層、SiAlON 層、ムライト層、Yb2Si2O7/Yb2SiO5の傾斜組成層（5 層）、Yb2SiO5セグメント層の計 9 層か
らなる EBC 構造モデル（軸対称モデル）を用い、1400℃から室温までの冷却プロセスによる熱応力状態を求めた。た
だし、本解析では、Yb2SiO5 セグメント同士が熱膨張および収縮により接触することで生じる計算の煩雑化を避けるため、
Yb2SiO5 セグメント層をそれと力学的に等価な異方性均質層に置換した。冷却プロセス中のトップコートからの放熱を想
定した伝熱解析を別途行い、この過程において EBC 内の温度分布は均一とみなせることを確認した。得られた熱応力
状態から最も応力集中が顕著となるムライト/SiAlON 界面および SiAlON/SiC 界面を対象に、き裂発生のエネルギー
解放率を計算し、対象界面の仮の破壊靭性値を用いることで界面き裂が生じないための層厚条件を得た（図
2.3(5)-1）。 

図 2.3(4)-1 レーザー局所加熱装
置を組み込んだナノインデンター 

図 2.3(4)-2 ムライト基板上ムライトコーティングへのナノインデンテーション 
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図 2.3(4)-1 レーザー局所加熱装
置を組み込んだナノインデンター 

図 2.3(4)-2 ムライト基板上ムライトコーティングへのナノインデンテーション 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 500 1000

Fo
rc

e,
 P

 / 
m

N

Depth, h / nm

室温 
214±31GPa 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 500 1000

Fo
rc

e,
 P

 / 
m

N

Depth, h / nm

200℃ 
210±14GPa 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 500 1000

Fo
rc

e,
 P

 / 
m

N

Depth, h / nm

400℃ 
210±17GPa 

120 121



122 
 

高温水蒸気曝露条件および熱サイクル条件下の機械的健全性評価法についても、上記の有限要素法解析モデル
を拡張する形で構築した。すなわち、同様の 9 層 EBC モデルを用い、クリープ構成式を導入するとともに物性値の経時
変化を考慮した非線形有限要素法解析を行うことで、高温水蒸気曝露および熱サイクル状態におけるき裂進展条件を
評価するシステムを構築した。図 2.3(5)-2 は熱サイクル（1 サイクル）における熱応力状態変化の解析結果であり、1
サイクルにかかる計算時間より数百サイクルの解析が現実的な計算時間で行えることを確認した。経時変化および温度
依存性を考慮した材料物性値として熱伝導率・比熱（JFCC が測定）、弾性率・クリープ特性（東工大が測定）およ
び熱膨張係数（NIMS が測定）、および対象界面の破壊靭性値（NIMS が測定）が得られれば、直ちに上記の解
析が行える体制を整えた。 
この手法を用いることにより、耐久性試

験環境下（熱サイクル試験、高温加湿
環境下曝露試験）での開発 EBC の使
用限界（剥離寿命）を把握することが
可能になるだけでなく、EBC をさらに丈夫
にするための制御因子効果（例えば、
EBC 構成層の基礎物性（弾性率、熱
伝導率、熱膨張係数）の影響）を定量
的に予測することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考文献 
1) S. Kitaoka et al., J. Am. Ceram. Soc., (2017), 100, 3217-3226 
2) M. Wada et al., Acta Materialia, (2017), 135, 372-381 
3) T. Yokoi et al., Materials Letters, (2017), 193, 176-178 
4) H. Kakisawa et al., J. Eur. Ceram. Soc., (2018), 38, 655-663  
 
3. 総括、今後の展開、その他特記    
 

3.1 総括 
・ダブル電子ビーム PVD 法を用いて CMC 基板上に形成した開発 EBC に対して、高温加湿環境下曝露試験と熱サイ
クル試験を実施した結果、開発 EBC がベンチマーク比較材よりも優れることを実証した。（目標達成） 
・開発 EBC を 1400℃の酸素・水蒸気環境下に 100 時間曝しても環境遮蔽性が発現する構造を維持した。今後、
ガス遮蔽層を緻密化することで、環境遮蔽性のさらなる向上を図る。（2018年度末までに目標達成見込み） 
・開発 EBC に対して 1400℃級の熱サイクル試験（EBC 表面温度：1350～1400℃、サイクル数 1000 回）を実
施しても、EBC の剥離や厚さ方向のき裂が進展しないことを実証した。（目標達成） 
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図 2.3(5)-2 熱サイクル（1 サイクル）後の熱応力状態 
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・タービン部品形状を模擬した三次元形状 CMC 基板に対して、ダブル電子ビーム PVD 法により多相積層 EBC をコー
ティングする要素技術を確立した。現在、基板作製中であり、入手次第施工する。（2018 年度末までに目標達成
見込み） 
・EBC の界面破壊靭性値を測定する方法と、EBC 構成層の基礎物性を用いた有限要素法によりエネルギー解放率を
推算する方法を確立するとともに、EBC 損傷条件を予測する方法を提案した。現在、この手法を用いて、開発 EBC
の耐久性試験環境における使用限界を推算中である。（2018年度末までに目標達成見込み） 
・上記 EBC の使用限界推定法と耐久性試験結果を基に、EBC の最適構造に関する特許出願する。（2018 年度
末までに目標達成見込み） 

 
3.2 実用化や事業化に向けた今後の展開 
 今後は、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、CMC 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、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。 

 拠点運営に関しては、オープン課題に関する取り組みとして、CMC 製造／評価機関と連携し、EBC、繊維コーティング
の特性評価・検査技術等の健全性・信頼性評価に関する共通基盤技術の高度化を図る。また、クローズド課題に関す
る取り組みについては、耐 CMAS コーティングに関する設計技術やコーティング技術の高度化を図ると共に、モデルサンプ
ルの試作／提供等を行うことにより、コーティングに関する実用化・実証支援を行う。 
 
便利帳機能 
・問い合わせ先：（一財）ファインセラミックスセンター 北岡諭、kitaoka@jfcc.or.jp  
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ユニット名 C42 繊維コーティング材料の開発 
研究 
責任者 

中村 武志（株式会社 ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業領域 技術開発センター 材料
技術部 主幹） 

後藤 健（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授） 
参画機関 ㈱IHI､JAXA､JFCC､横浜国立大学、東京大学、徳島大学 

 
1.1 背景・目的 
 航空機エンジンの大幅な燃費改善が期待できる CMC部材を安心して使うためには、部材を構成する重要素材である
繊維の表面にき裂伝播経路を制御する“繊維コーティング”を施し、部材本体に損傷許容性を発現させる必要がある
（脆性破壊しない） 。実用化段階で使用されている窒化ホウ素（BN）は、部材への外部応力負荷により発生した
表面き裂が部材内部の BN層にまで到達すると、燃焼ガス中の酸素・水蒸気により BN が酸化し損傷許容性が消失す
る。そこで、本ユニットでは、BN に替わる安定な繊維コーティングの開発を実施する。また、使用時に生じる欠陥検出が
可能な手法を見いだすために、非破壊検査条件を設定し累積損傷による欠陥を発生させた平板 CMC 基板を用いて、
部品形状への適用可能性を検討する。  
 
1.2 研究開発の目標  
・高温の酸素・水蒸気環境下における繊維コーティングの損傷許容性発現機能が、ベンチマーク比較材よりも優れること。 
・繊維コーティングを用いて作製した CMC が 1400℃で長時間処理後も損傷許容性が発現する構造を維持すること。 
・平板の CMC 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こと。 
 
1.3 実施項目  
（１）繊維コーティング 
1.1）コーティング構造設計：高温水蒸気中において安定なYbシリケートを繊維コーティングに適用するために、CMCの
損傷許容性がCMC製造工程とその後の1400℃処理後も維持されるコーティング構造を提案する。 

1.2）コーティングプロセス 
・低コストかつ簡便な化学溶液堆積（CSD）法を用いてコーティング要素プロセスを検討する。 
・組成・組織制御性に優れる化学気相堆積（レーザー、熱CVD）法を用いてコーティング要素プロセスを検討する。 

・上記要素プロセスで得られた成果を基に、大面積繊維織物に対してCVD装置の設計・作製を行うとともに、それを用い
てコーティング施工性を検討する。 

1.3）評価・解析 
・繊維コーティングしたCMC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界面力学特性を評価する。また、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。 
・繊維コーティングを施した繊維織物を用いて、Si溶融含浸法により大面積CMCを製造する。また、このCMC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、開発技術の妥当性を客観的に評価する。 
（２）CMCの非破壊検査 
・供試材のCMC平板を製造し、各評価機関へ供給するとともに、高温疲労試験を実施する。また、各機関において取
得した情報を基に、評価技術の要素部品形状への適用可否を検討する。 
・非線形超音波法により、累積損傷を簡便に診断するための損傷評価アルゴリズムを構築する。 
・赤外線イメージング法により、累積損傷を評価するための指標を決定する。 
・損傷予測ツール（Virtual testing）を構築するために必要なCMCの損傷累積機構を提案する。 
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1.4 実施体制・分担 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
 

(1)繊維コーティング 
1.1)コーティング構造
設計 

 
1.2)プロセス 
・CSD法 
 
・レーザー、熱 CVD法 
 
・大面積プロセス 
（熱 CVD法） 
 

1.3)評価・解析 
・界面力学特性評価 
 

・実機部材への適合性
評価 

 

(2)非破壊検査 
・供試材作製及び要素
部品適用性検討 

 
・非線形超音波法 
 
・赤外線イメージング法 
 
・損傷累積機構検討 
 
 

      

TRL=１ TRL=２ TRL=３ 

要素プロセス
確立 

プロセス
最適化 

コンセプト
実証 

コンセプト
提案 

コーティング構造の安定化検討および界面組織の微構造解析 

成膜方法検討 
成膜条件と微細組織

の関係把握 

成膜装置の設計・作製、
コーティング施工性検討 

繊維コーティングの
安定性向上検討 

界面健全性確認試験 
ミニコンポジット、平板形状
材料の損傷許容性評価 

装置の設計・
作製 

Si溶融含浸法による
CMC の作製と材料試験 

検査条件検討 

非破壊検査法
の候補検討 

損傷評価アル
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1.1 背景・目的 
 航空機エンジンの大幅な燃費改善が期待できる CMC部材を安心して使うためには、部材を構成する重要素材である
繊維の表面にき裂伝播経路を制御する“繊維コーティング”を施し、部材本体に損傷許容性を発現させる必要がある
（脆性破壊しない） 。実用化段階で使用されている窒化ホウ素（BN）は、部材への外部応力負荷により発生した
表面き裂が部材内部の BN層にまで到達すると、燃焼ガス中の酸素・水蒸気により BN が酸化し損傷許容性が消失す
る。そこで、本ユニットでは、BN に替わる安定な繊維コーティングの開発を実施する。また、使用時に生じる欠陥検出が
可能な手法を見いだすために、非破壊検査条件を設定し累積損傷による欠陥を発生させた平板 CMC 基板を用いて、
部品形状への適用可能性を検討する。  
 
1.2 研究開発の目標  
・高温の酸素・水蒸気環境下における繊維コーティングの損傷許容性発現機能が、ベンチマーク比較材よりも優れること。 
・繊維コーティングを用いて作製した CMC が 1400℃で長時間処理後も損傷許容性が発現する構造を維持すること。 
・平板の CMC 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こと。 
 
1.3 実施項目  
（１）繊維コーティング 
1.1）コーティング構造設計：高温水蒸気中において安定なYbシリケートを繊維コーティングに適用するために、CMCの
損傷許容性がCMC製造工程とその後の1400℃処理後も維持されるコーティング構造を提案する。 

1.2）コーティングプロセス 
・低コストかつ簡便な化学溶液堆積（CSD）法を用いてコーティング要素プロセスを検討する。 
・組成・組織制御性に優れる化学気相堆積（レーザー、熱CVD）法を用いてコーティング要素プロセスを検討する。 

・上記要素プロセスで得られた成果を基に、大面積繊維織物に対してCVD装置の設計・作製を行うとともに、それを用い
てコーティング施工性を検討する。 

1.3）評価・解析 
・繊維コーティングしたCMC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界面力学特性を評価する。また、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。 
・繊維コーティングを施した繊維織物を用いて、Si溶融含浸法により大面積CMCを製造する。また、このCMC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、開発技術の妥当性を客観的に評価する。 
（２）CMCの非破壊検査 
・供試材のCMC平板を製造し、各評価機関へ供給するとともに、高温疲労試験を実施する。また、各機関において取
得した情報を基に、評価技術の要素部品形状への適用可否を検討する。 
・非線形超音波法により、累積損傷を簡便に診断するための損傷評価アルゴリズムを構築する。 
・赤外線イメージング法により、累積損傷を評価するための指標を決定する。 
・損傷予測ツール（Virtual testing）を構築するために必要なCMCの損傷累積機構を提案する。 
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1.4 実施体制・分担 
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2. 研究開発の成果 
2.1 繊維コーティング   
（１）コーティング構造設計 
 希土類系（Ln）シリケートは高温水蒸気雰囲気下での耐減肉性に優れることから、実用化段階の繊維コーティング
（BN）の代替材料として期待される。従来より、Ln シリケートを繊維コーティングに適用するための取り組みについては、
米国を中心に検討されてきたが、繊維劣化を伴わないで Ln シリケート層を形成する技術や、Ln シリケート層を介した繊
維－マトリックス間の密着性の制御が難しく、未だ研究段階にあり実用化には至っていない。また、繊維コーティングは、
CMC 製造時のマトリックスを形成する工程や、CMC 使用時の高温の低酸素分圧（PO2）下に長時間曝されるが、そ
のような環境下における Lnシリケートの安定性については明らかでなかった。そこで、本項ではC41章で述べた開発EBC
構成層の Yb シリケートを繊維コーティングに適用するための相安定化対策について検討した。Yb シリケートの熱化学的
安定性について、熱力学平衡計算（図 2.1(1)-1）とモデル実験による検証の結果、Yb シリケートは高温の低 PO2下
において相分解するが、高 PO2下において抑制できることを実証した。さらに、Ybシリケートは、Si塩化物と反応し分解す
ることもわかった。したがって、繊維コーティングが曝される環境下において Yb シリケートの安定性を向上させるには、Yb シ
リケート層の直上に保護機能を有する緻密質層の付与が不可欠であると考えられる。また、繊維コーティング層の一部を
多孔質にすることで、繊維周りのき裂伝播経路（繊維の引き抜き）が期待される。 
 以上の背景のもと、本研究で開発する繊維コーティングの基本構造を図 2.1(1)-2 に示す。繊維コーティングは、SiC
繊維側から順に、多孔質 Yb シリケート層、緻密質 Ybシリケート層、緻密質 SiC層からなる。最表面を緻密質 SiC層
でコーティングする理由は、Yb シリケートとマトリックス形成時の原料成分（Si系塩化物、Si融液）との反応を防止する
ためである。言い換えれば、この SiC 層を形成するために使用するコーティング原料には、Si 系塩化物や溶融 Si は適用
不可である。また、高温環境下において Yb シリケート層－SiC 層の異相界面における酸素の化学ポテンシャル（PO2に
相当）が増大するため、その結果として Yb シリケート層の実使用環境下での安定性の向上が期待できる。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）プロセス 
２－１）CSD法による要素プロセス検討（2016年度で終了） 

 CSD 法（化学溶液堆積法）は、一般に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。したがっ
て、本プロセスにて上記機能を発現することができれば、航空機エンジンメーカーにおける実用化・実証開発フェーズへの
移行が容易である。この技術を用いて繊維束および繊維シート内繊維への Yb シリケート層の形成を検討した。 

CSD 用の前駆体溶液は、Si 源、Yb 源を溶媒に溶解して合成した（図 2.1(2)-1）。この前駆体溶液を乾燥し、
大気中 1000℃以上の処理により Yb2Si2O7 単相が得られることがわかった。そこで、この条件を参考に CSD 法により
SiC 繊維上に Yb2Si2O7層を形成した（図 2.1(2)-2）。しかし、Yb シリケート層を介して SiC 繊維同士が固着した
ため、樹脂ストランド試験片の破断時に繊維の引き抜き（損傷許容性）が発現せず、樹脂ストランド強度が著しく低下

図 2.1(1)-1 1400℃における Yb-Si-O および
Si-C-O凝縮相の熱力学的安定領域  

図 2.1(1)-2 開発繊維コーティングの模式図 
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した。前駆体溶液の合成条件や SiC 繊維へのコーティング条件を検討した結果、CSD 法による損傷許容性の発現は
困難であると判断し、本項目は 2016年度で終了した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
２－２）CVD法による要素プロセス検討 
 CVD 法は、原料ガスの析出反応を利用して基材をコーティングする手法であることから、繊維表面への付き回り性に優
れ、成膜条件によって微細組織を制御可能である。一般に、熱エネルギーが析出反応の駆動力となるが、レーザーを援
用した CVD 法は、高速成膜と組織・結晶配向制御を両立する活性なコーティング法であり、繊維コーティングに応用可
能な技術である。CVD法は、CMC のマトリックス形成手法としても使用されることから、CMC製造プロセスへの適合性も
高い。そこで、CVD法を用いてセラミックス模擬基板および繊維束への Ybシリケート層および SiC層の形成を検討した。 
 CVD法の前駆体原料には、Si源として TEOS を、Yb源として Yb(dpm)3を用い、所定の温度で気化させて原料ガ
スを得た。レーザー源には、半導体レーザーや CO2レーザーを用いた。原料ガス中の Yb分率を、0 から 100 mol%へと
増加させると、コーティングの結晶相が、非晶質 SiO2 から Yb2Si2O7、Yb2SiO5、Yb2O3 と変化することを明らかにし、
CVD法を用いたYbシリケート相の合成を世界で初めて実証した。また、成膜温度やCVD炉内圧力を制御することで、
Yb2Si2O7 膜の結晶配向を、(110) と (001) の間で制御することができた。さらに、繊維束ステージ駆動機構を導入
することで (図 2.1(2)-３)、SiC繊維束上に安定して Yb シリケート層をコーティングすることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 2.1(2)-1 Yb シリケート前駆体溶液の合成と
SiC繊維へのコーティングプロセス 

図 2.1(2)-2 CSD法により SiC繊維上に
形成した Yb2Si2O7層 

10 m 

図 2.1(２)-３ CVD 炉の外観 (上) と、レーザーCVD
炉 (左下) および熱 CVD炉 (右下) の模式図 

50 μm 

SiC繊維 

1 µm 

Yb シリケート 

SiC繊維 
Yb シリケート 

SiC繊維 

Yb シリケート 

SiC層 

レーザー／熱 CVD炉 

図 2.1(2)-4 繊維束上にコーティングした 
 Yb シリケート (左上・右上)、SiC層コート後 (下) 
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図 2.1(2)-1 Yb シリケート前駆体溶液の合成と
SiC繊維へのコーティングプロセス 

図 2.1(2)-2 CSD法により SiC繊維上に
形成した Yb2Si2O7層 

10 m 

図 2.1(２)-３ CVD 炉の外観 (上) と、レーザーCVD
炉 (左下) および熱 CVD炉 (右下) の模式図 
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SiC繊維 

Yb シリケート 

SiC層 

レーザー／熱 CVD炉 

図 2.1(2)-4 繊維束上にコーティングした 
 Yb シリケート (左上・右上)、SiC層コート後 (下) 
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しかし、繊維束を用いて束内繊維上に緻密質 Ybシリケート層を形成した結果、SiC繊維に対する Ybシリケート層の密
着性が強く、繊維強度が大きく低下することが明らかになった。そこで、種々のコーティング条件により繊維コーティングを施
し性能・組織評価を行うことにより、多孔質 Yb シリケート層と緻密質 Yb シリケート層からなる積層構造を形成するプロ
セスを確立した (図 2.1(2)-4(左上・右上))。 
 また、CMC マトリックス形成時やその後の使用時において Yb シリケート層や SiC 繊維の損傷を抑制するために、塩素
や酸素を含まない Si原料を用いて、Ybシリケート層の直上に緻密質の SiC層を形成することに成功した（図 2.1(2)-
4(下)）。さらに、図 2.1(2)-3 の熱 CVD 法により、様々なコーティング条件において繊維束上に Yb シリケートコーティ
ングを施工し、得られた構成相や微細組織を評価することで、得られた情報を大面積繊維織物内へのコーティングプロセ
ス開発に展開した。 
 
２－３）CVD法による大面積繊維織物へのコーティング 
 本研究で開発する熱 CVD 法による繊維コーティングを大面積繊維織物へ適用するために、反応プロセスの検討と装
置の設計・製造を行った。繊維コーティングに供試する原料の場合、原子量が大きく析出しやすい成分を織物内部に均
一に移送するのは困難である。そこで、原料の種類、移送条件(温度と圧力)を調整することにより、図 2.1(1)-2 のコー
ティング構造が形成できる条件を見出した。図 2.1(2)-5に立ち上げた熱 CVD炉の外観を、図 2.1(2)-6に繊維織物
中の繊維コーティングの成膜状態を示す SEM 像を示す。以上の結果から、大面積繊維織物への繊維コーティングの成
膜が行える見通しを得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）評価・解析 
３－１）界面力学特性評価 
 繊維コーティングの性能評価については、繊維束１束からなるミニコンポジットの引張試験による繊維の相対強度の取
得と、単繊維をマトリクスより押し抜く Push-out 法による界面せん断強度の取得により実施した。Yb シリケート緻密質
単層のみの繊維コーティングでは、CSD 法、CVD 法いずれとも繊維の相対強度は 50%以下に低下した。しかし、CVD
法では多孔質層の追加により、図 2.1(3)-1 に示すように繊維の強度劣化のない繊維コーティングを実現することができ
た。この繊維コーティング技術を用いて PIP(Polymer Infiltration and Pyrolysis)法によりマトリックスを形成させ、
CMC ミニコンポジットを作製し、その界面せん断強度および引張強度、破断ひずみを取得した。ベンチマークであるBN繊
維コーティングとの比較を実施したところ、開発繊維コーティングによる CMC ミニコンポジットの界面せん断強度は 29±13 
MPa となり、BN 繊維コーティングと同等の良好な界面せん断強度を持つことが明らかとなった。ミニコンポジットの応力—
ひずみ関係は、開発繊維コーティングおよびともに図 2.1(3)-2 に示すように同等となった。破断面には繊維引き抜きが
発生しており、開発繊維コーティングは損傷許容性を発現することが明らかとなった。 
また、開発繊維コーティング材と BN 繊維コーティング比較材について、高温の酸素・水蒸気環境下（800℃）の腐

食試験を実施した結果、開発繊維コーティングの耐腐食性能が BN 繊維コーティング比較材よりも優れることを確認した。
2018 年度末までに、コーティング条件を最適化し 1400℃での長時間の熱処理後も繊維コーティング機能が維持する
ことを示す。 

図 2.1 (2)-5 熱 CVD炉・SiC-CVI炉 図 2.1 (2)-6 熱 CVD炉にて形成された繊維コーティング 

(b) 繊維 (a) 織物 
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３－２）実機部材への適合性評価 
 EBC評価と強度評価が実施可能な面積を有する繊維織物に対して Si溶融含浸法（MI; Melt infiltration）に
よるマトリクス形成が可能な炉を設計・製造した。図 2.1(3)-３に導入した MI 炉の外観を示す。MI プロセスでは原料
の C 源と Si 源とが高温で接触・反応して SiC のマトリクスとなるが、反応によって形成された SiC 層により Si の反応界
面へのさらなる供給が阻害され、その結果として、マトリクス内部が多孔質化するとともに、多量の未反応原料（遊離 Si）
の残存が懸念される。そこで、原料種（C 源と Si 源）、原料含浸・熱処理の条件等を調整することにより、安定して緻
密なマトリクスが形成可能なプロセスを確立した。そして、CVI 法と MI 法とを併用した SiC マトリクス形成により、当初目
標通り CMC の気孔率を 5%以下に、残留 Si を 10%以下に抑えた SiC マトリックス形成プロセスを実現した。図
2.1(3)-4 に代表的なマトリクス組織の写真を、図 2.1(3)-5 に拠点に提供した CMC試験片の外観写真を示す。 
 また、熱 CVD法で繊維コーティング施した CMC に対する MI プロセス適用に向けた課題抽出を行っている。MI プロセ
ス中の熱影響に耐えられるよう、界面の熱的相安定性を評価し、問題点の抽出ならびに対策の立案を行っている。これ
らの結果を反映させて、開発した繊維コーティング・MI マトリクス形成技術を適用した CMC を製造し、1400℃で長時
間曝露しても損傷許容性を維持する CMC であることを示す(2018年度末までに達成見込み)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 CMCの非破壊検査   
（１）供試材作製及び要素部品適用性検討 
 世界的に CMC製造の研究開発が進められている一方で、CMC損傷評価技術はまだ検討段階にあり、CMCを実部
品として運用するためには非破壊検査技術が必要不可欠である。そこで、本項では非破壊検査手法を選定し、平板供

図 2.1 (3)-3 溶融含浸(MI)炉 図 2.1 (3)-5  MI プロセスにて
製造した CMC試験片 

図 2.1 (3)-4 CMC のマトリクス組織 

図 2.1(3)-1 CSD法および CVD法により作製し
た繊維コーティング後繊維の相対強度 

 （コーティング施工前の繊維の引張強度を１） 
図 2.1(3)-2 開発繊維コーティングを施工した

CMC ミニコンポジットの応力－ひずみの関係 

開発繊維 
コーティング 
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試材を用いた検査条件の最適化を行なうとともに、要素部品形状を模擬した供試材に対する適用性を検討した。 
 CMC 平板供試材は、中央に評定部を有する形状となっており、高温引張試験による疲労損傷導入を行なった。これ
までの検討結果より、永久ひずみ（供試材長さに対する伸び率）が CMC の疲労損傷度合を表す指標になると考えら
れる。そこで本項では、永久ひずみを損傷度合の指標として、各非破壊検査技術の応答を評価することとした。平板供
試材の疲労損傷試験サイクル数に対する永久ひずみの増加傾向を図 2.2(1)-1 に示す。CMC の損傷過程は大きく 3
つの Stage に分けられ、まず StageⅠでは CVI マトリクスき裂の増加によって永久ひずみが増加する。次に StageⅡで
は荷重分担する繊維へのき裂が進展し、StageⅢにおいてき裂開口幅の増加、繊維束の破断により永久ひずみが急激
に増加し、破断に至ると考えられる。この損傷過程において、CMC の実部材への運用時には、疲労損傷の蓄積されてい
る StageⅡ領域における損傷検出が望ましい。また、StageⅢは破断寸前の損傷領域であり、最も疲労損傷が導入さ
れている。そこで本項では、StageⅡを損傷検出の狙い 1、StageⅢを狙い 2 とし、疲労損傷導入試験 1 回目では損
傷初期の StageⅠおよび、StageⅡの初期を目標に疲労損傷導入を行なった。本結果より、ほぼ予測どおりに、試験サ
イクル数の増加とともに永久ひずみが増加する傾向が得られた。引き続き、追加の疲労損傷導入試験を行ない、Stage
Ⅱの後半や StageⅢの損傷領域における各非破壊検査技術の応答を評価する(2018年度末までに達成見込み)。 
 前述の平板供試材にて検討した計測条件を基に、CMC の適用が検討される実部材における非破壊検査の技術課
題を抽出するため、要素部品を模擬したフランジ形状の供試材を作製し、平板供試材での非破壊検査条件にて計測し
た。また、本供試材の角部への疲労損傷を導入するための疲労試験の概略図を図 2.2(1)-2に示す。今後、本試験を
用いて疲労損傷の導入を行い、各非破壊検査技術による未損傷時と疲労損傷後の計測結果を比較することで、要素
部品形状への適用性を評価するとともに、技術課題の抽出を行う。 
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疲労損傷導入試験の概略図 

 
 
（２）非線形超音波法による非破壊検査技術の開発 

CMC の損傷プロセスは、極めて微視的な亀裂の累積となるため、従来の超音波検査法をそのまま適用することが困
難である。そこで、非線形超音波法を用い、微視損傷の累積で引き起こされる巨視的力学特性の非線形性の変化を
捉えることで、損傷累積の程度を評価可能な非破壊検査法の構築を行なった。まず、非線形超音波法を CMC平板に
適用するための検査条件として、最適な周波数を検討した。巨視的力学特性の非線形性に起因した高調波は、超音
波ラム波の S0モードと S1モードにおける速度の一致が条件となるので、伝播速度の分散性を理論的に計算し、平板供
試材における、最適な周波数を選定した。ただし、平板の幅が厚さに比べて十分に大きいことが前提となる。そこで実際に、
超音波を CMC供試材に伝播させたところ、図 2.2(2)-1 に示す通り、S0モードを明確に識別でき、十分な幅であること
が確認できた。受信波形の信号処理プロセスとしては、波形にウェーブレット変換を施し、入力周波数の一次の超音波
成分と、二次高調波成分を取り出す。そして、それぞれの成分の S0モード到達時刻付近に現れている最大ピークを抽出
することで、1 次成分の大きさ A1 と 2 次成分の大きさ A2を求める。その後、A1 と A2を用いて非線形性を評価するが、
その評価指標としては、一般的に用いられる非線形パラメータ A2/A1

2 に加え、実験条件の変動に対して安定した比例
型の A2/A1 も有効であることがわかった。以上の計測条件およびデータ解析方法を用いて、疲労試験を実施した CMC
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試験片に対して非線形超音波法による計測を実施しており、現時点までの結果を図 2.2.(2)-2 に示す。疲労試験で
の永久ひずみに対して比例型パラメータがわずかに増加する傾向が見られる。引き続き、疲労試験と計測を継続し、有
効性の検証を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（３）赤外線イメージング法による非破壊検査技術の開発 

CMC の損傷に伴う巨視的な熱物性変化を 赤外線サーモグラフィを用いて検出することにより、CMC損傷評価の可
能性を検討した。具体的には、供試する CMC の表面をフラッシュランプにより瞬間的に加熱し、加熱直後の温度変化の
様子と損傷状態との相関関係について評価した。加熱ランプには、発光時間（半値幅）約 30ms のキセノンフラッシュラ
ンプ（1000 J×2灯）を使用した。 
図 2.2(3)-1 は本手法により得られた平板 CMC 試験片表面温度の一例であり、疲労損傷導入前（未損傷）およ

び疲労損傷導入後の試験片の測定結果、およびそれらの温度差（ΔT）を示している（時間０秒においてフラッシュラン
プを発光させた）。損傷導入前後の測定結果を比較すると加熱直後（約 0.2~0.3秒）においてピークとなる温度差が
生じることがわかる。図 2.2(3)-2 に、温度差の最大値（ΔTmax）と損傷度合（破断時の疲労サイクル数を 100％とし
た場合の測定時サイクル数の割合）との関係を示す。これより、損傷度合の増加に伴い、温度差が上昇傾向にあることが
確認できる。本結果は、赤外線サーモグラフィを用いることによる CMC損傷状態評価の可能性を示すものである。しかしな
がら、測定値のばらつきは比較的大きい結果となった。ばらつき要因の特定とその対策、およびそれらをもとにした損傷の定
量評価指標について、引き続き検討の必要がある。 

 
                                                 
 

 
 
（４）CMC の損傷累積機構検討（JAXA）0.5 ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）損傷累積機構検討 

 非破壊検査技術により検知されるべき損傷について検討を実施した。高温疲労試験実施途中に累積される損傷につ

ΔTmax 

図 2.2(3)-1 サーモグラフィによる温度測定より
得られた損傷導入前後の CMC 試験片表面
温度の時間変化、およびその温度差 ΔT 

図 2.2(3)-2 損傷導入前後で生じる温度差の
最大値 ΔTmaxと損傷度合との関係 
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図 2.2(2)-1 幅 10mm の試験片において
上下両面で受信した波形 

図 2.2(2)-2 永久ひずみに対する
比例型の非線形パラメータ 
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試材を用いた検査条件の最適化を行なうとともに、要素部品形状を模擬した供試材に対する適用性を検討した。 
 CMC 平板供試材は、中央に評定部を有する形状となっており、高温引張試験による疲労損傷導入を行なった。これ
までの検討結果より、永久ひずみ（供試材長さに対する伸び率）が CMC の疲労損傷度合を表す指標になると考えら
れる。そこで本項では、永久ひずみを損傷度合の指標として、各非破壊検査技術の応答を評価することとした。平板供
試材の疲労損傷試験サイクル数に対する永久ひずみの増加傾向を図 2.2(1)-1 に示す。CMC の損傷過程は大きく 3
つの Stage に分けられ、まず StageⅠでは CVI マトリクスき裂の増加によって永久ひずみが増加する。次に StageⅡで
は荷重分担する繊維へのき裂が進展し、StageⅢにおいてき裂開口幅の増加、繊維束の破断により永久ひずみが急激
に増加し、破断に至ると考えられる。この損傷過程において、CMC の実部材への運用時には、疲労損傷の蓄積されてい
る StageⅡ領域における損傷検出が望ましい。また、StageⅢは破断寸前の損傷領域であり、最も疲労損傷が導入さ
れている。そこで本項では、StageⅡを損傷検出の狙い 1、StageⅢを狙い 2 とし、疲労損傷導入試験 1 回目では損
傷初期の StageⅠおよび、StageⅡの初期を目標に疲労損傷導入を行なった。本結果より、ほぼ予測どおりに、試験サ
イクル数の増加とともに永久ひずみが増加する傾向が得られた。引き続き、追加の疲労損傷導入試験を行ない、Stage
Ⅱの後半や StageⅢの損傷領域における各非破壊検査技術の応答を評価する(2018年度末までに達成見込み)。 
 前述の平板供試材にて検討した計測条件を基に、CMC の適用が検討される実部材における非破壊検査の技術課
題を抽出するため、要素部品を模擬したフランジ形状の供試材を作製し、平板供試材での非破壊検査条件にて計測し
た。また、本供試材の角部への疲労損傷を導入するための疲労試験の概略図を図 2.2(1)-2に示す。今後、本試験を
用いて疲労損傷の導入を行い、各非破壊検査技術による未損傷時と疲労損傷後の計測結果を比較することで、要素
部品形状への適用性を評価するとともに、技術課題の抽出を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2.2(1)-1 疲労負荷に伴う永久ひずみの増加 図 2.2(1)-2 要素部品形状を模擬した供試材と 
疲労損傷導入試験の概略図 

 
 
（２）非線形超音波法による非破壊検査技術の開発 

CMC の損傷プロセスは、極めて微視的な亀裂の累積となるため、従来の超音波検査法をそのまま適用することが困
難である。そこで、非線形超音波法を用い、微視損傷の累積で引き起こされる巨視的力学特性の非線形性の変化を
捉えることで、損傷累積の程度を評価可能な非破壊検査法の構築を行なった。まず、非線形超音波法を CMC平板に
適用するための検査条件として、最適な周波数を検討した。巨視的力学特性の非線形性に起因した高調波は、超音
波ラム波の S0モードと S1モードにおける速度の一致が条件となるので、伝播速度の分散性を理論的に計算し、平板供
試材における、最適な周波数を選定した。ただし、平板の幅が厚さに比べて十分に大きいことが前提となる。そこで実際に、
超音波を CMC供試材に伝播させたところ、図 2.2(2)-1 に示す通り、S0モードを明確に識別でき、十分な幅であること
が確認できた。受信波形の信号処理プロセスとしては、波形にウェーブレット変換を施し、入力周波数の一次の超音波
成分と、二次高調波成分を取り出す。そして、それぞれの成分の S0モード到達時刻付近に現れている最大ピークを抽出
することで、1 次成分の大きさ A1 と 2 次成分の大きさ A2を求める。その後、A1 と A2を用いて非線形性を評価するが、
その評価指標としては、一般的に用いられる非線形パラメータ A2/A1

2 に加え、実験条件の変動に対して安定した比例
型の A2/A1 も有効であることがわかった。以上の計測条件およびデータ解析方法を用いて、疲労試験を実施した CMC
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試験片に対して非線形超音波法による計測を実施しており、現時点までの結果を図 2.2.(2)-2 に示す。疲労試験で
の永久ひずみに対して比例型パラメータがわずかに増加する傾向が見られる。引き続き、疲労試験と計測を継続し、有
効性の検証を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（３）赤外線イメージング法による非破壊検査技術の開発 

CMC の損傷に伴う巨視的な熱物性変化を 赤外線サーモグラフィを用いて検出することにより、CMC損傷評価の可
能性を検討した。具体的には、供試する CMC の表面をフラッシュランプにより瞬間的に加熱し、加熱直後の温度変化の
様子と損傷状態との相関関係について評価した。加熱ランプには、発光時間（半値幅）約 30ms のキセノンフラッシュラ
ンプ（1000 J×2灯）を使用した。 
図 2.2(3)-1 は本手法により得られた平板 CMC 試験片表面温度の一例であり、疲労損傷導入前（未損傷）およ

び疲労損傷導入後の試験片の測定結果、およびそれらの温度差（ΔT）を示している（時間０秒においてフラッシュラン
プを発光させた）。損傷導入前後の測定結果を比較すると加熱直後（約 0.2~0.3秒）においてピークとなる温度差が
生じることがわかる。図 2.2(3)-2 に、温度差の最大値（ΔTmax）と損傷度合（破断時の疲労サイクル数を 100％とし
た場合の測定時サイクル数の割合）との関係を示す。これより、損傷度合の増加に伴い、温度差が上昇傾向にあることが
確認できる。本結果は、赤外線サーモグラフィを用いることによる CMC損傷状態評価の可能性を示すものである。しかしな
がら、測定値のばらつきは比較的大きい結果となった。ばらつき要因の特定とその対策、およびそれらをもとにした損傷の定
量評価指標について、引き続き検討の必要がある。 

 
                                                 
 

 
 
（４）CMC の損傷累積機構検討（JAXA）0.5 ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）損傷累積機構検討 

 非破壊検査技術により検知されるべき損傷について検討を実施した。高温疲労試験実施途中に累積される損傷につ
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図 2.2(3)-1 サーモグラフィによる温度測定より
得られた損傷導入前後の CMC 試験片表面
温度の時間変化、およびその温度差 ΔT 

図 2.2(3)-2 損傷導入前後で生じる温度差の
最大値 ΔTmaxと損傷度合との関係 
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いて、疲労負荷途中での X 線 CT による観察および疲労負荷後の試験片の切断面の観察により調査した。高温疲労
試験はマトリックスき裂の発生しない低応力負荷領域とした。X 線 CT の撮像画像から各方向の繊維束間のはく離や、
マトリックス・繊維束間のはく離や、マトリックスポケット内に存在するき裂が疲労負荷により開口している様子がわかった。 
しかし、荷重方向繊維の破断はほとんど観察できなかった。また、図 2.2(4)-1 に矢印で示す荷重方向繊維を切断する
方向に伸びるき裂のような影が発生している箇所が１箇所存在したが、解像度が十分ではなくき裂と判断するのは困難
であった。そこで、高温疲労を負荷し、損傷導入により十分に永久ひずみが増加した領域に到達したところで疲労試験を
停止した試験片の組織観察を実施し、内部に存在する損傷を観察（表面から 60µm 研削した面）した。その結果、
既存のプロセスき裂を起点として、荷重方向繊維を切断する方向および内部方向に進展したき裂が多数観察された
（図 2.2(4)-2）。このことから、疲労強度を決定する荷重方向繊維の損傷は、BN繊維コーティングの酸化劣化により
表面付近から順次損傷許容性が消失し、表面付近の荷重方向繊維が切断されることにより発生したものと推定される。
表面近傍の損傷許容性が消失した領域においてき裂が内部に進展し、その結果として、荷重一定負荷時において発生
応力が徐々に増加することで、より大きな損傷が導入されて損傷累積度が加速したものと推定される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. 総括、今後の展開、その他特記 
3.1 総括  
・レーザーCVD法により形成した繊維コーティングが、高温の酸素・水蒸気環境下においてベンチマーク比較材よりも優れ
ることを実証した。（目標達成） 
・レーザーCVD 法により形成した繊維コーティングを用いて作製した CMC ミニコンポジットが、室温においてベンチマーク材
と同等の力学特性（引張強さ、界面せん断強度）を有する損傷許容性を発現した。今後、コーティング条件をさらに
最適化することにより、1400℃で長時間処理しても損傷許容性を維持することを示す。（2018 年度末までに目標
達成見込み） 
・非破壊検査法として非線形超音波法と赤外線イメージング法を選定し、CMC平板試験片（損傷導入有・無）を用
いて検出条件を決定した。今後、各機関において取得した情報を基に、評価技術の要素部品形状への適用可否を
検討する。（2018年度末までに目標達成見込み） 

 
3.2 実用化や事業化に向けた今後の展開 
 C41章の項目 3.2 と同じ 
 
便利帳機能 
・問い合わせ先：（一財）ファインセラミックスセンター 北岡諭、kitaoka@jfcc.or.jp  

図 2.2(4)-1 X 線 CT 撮像により観察された
荷重方向繊維を横断する影 

図 2.2(4)-2 試験片表面から 60µm
研削した組織にみられた荷重方向繊
維を切断するき裂 
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ユニット名 C46 高速基材製造プロセス技術の開発 
研究 
責任者 

香川 豊（東京工科大学片柳研究所 所長） 
福島 明（三菱重工航空エンジン㈱民間エンジン事業推進部 グループ長） 

参画機関 東京工科大学､三菱重工航空エンジン㈱､イビデン㈱ 
 
1.1 背景・目的 
 非酸化物系セラミックス基複合材料(SiC/SiC)の低コスト化に向けて、高速・低コスト製造プロセスを実現するために、
高速基材製造プロセスの開発を行う。 
 
1.2 研究開発の目標   
(1) 界面成形の基本技術確立 
(2) 形状保持の基本技術確立 
(3) 高速 MI プロセスの基本技術確立 
(4) タービンブレード実形状模擬翼根部分供試体作製 
(5) タービンブレード実形状模擬翼根部分強度試験実施 
(6) タービンブレード実形状模擬供試体作製 
 
1.3 実施項目 
(1) CMC部材ネットシェープ製造技術 
  (外形･繊維構造を含む) 
(2) CMC部材設計技術(ブレードの設計) 
(3) CMC材料製造条件及び部材設計用力学特性提案 
 
1.4 実施体制・分担 
図 1.4-1 に示す。 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2017年度 2018年度 今 後 
(1) CMC 部材ネット
シェープ製造技術(外
形･繊維構造を含む) 
 
(2) CMC 部材設計
技術(ブレードの設計) 
 
 
(3) CMC 材料製造
条件及び部材設計
用力学特性提案 
 
 
 

部材形状製造技術の完成 
 
 
 
部材設計技術と設計のため
の材料データ設定 
 
 
製造装置と基礎製造条件
検討 
CMCの特徴を活かした力学
特性の部材設計 

タービンブレード部品の形状
保持技術の完成 
 
 
重要な部材設計方法の理
解と製造スペック提案手法 
 
 
重要な部材設計方法の理
解と製造スペック提案手法 

 

 

 

図 1.4-1 実施体制・分担 

TRL=3 TRL=1 
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いて、疲労負荷途中での X 線 CT による観察および疲労負荷後の試験片の切断面の観察により調査した。高温疲労
試験はマトリックスき裂の発生しない低応力負荷領域とした。X 線 CT の撮像画像から各方向の繊維束間のはく離や、
マトリックス・繊維束間のはく離や、マトリックスポケット内に存在するき裂が疲労負荷により開口している様子がわかった。 
しかし、荷重方向繊維の破断はほとんど観察できなかった。また、図 2.2(4)-1 に矢印で示す荷重方向繊維を切断する
方向に伸びるき裂のような影が発生している箇所が１箇所存在したが、解像度が十分ではなくき裂と判断するのは困難
であった。そこで、高温疲労を負荷し、損傷導入により十分に永久ひずみが増加した領域に到達したところで疲労試験を
停止した試験片の組織観察を実施し、内部に存在する損傷を観察（表面から 60µm 研削した面）した。その結果、
既存のプロセスき裂を起点として、荷重方向繊維を切断する方向および内部方向に進展したき裂が多数観察された
（図 2.2(4)-2）。このことから、疲労強度を決定する荷重方向繊維の損傷は、BN繊維コーティングの酸化劣化により
表面付近から順次損傷許容性が消失し、表面付近の荷重方向繊維が切断されることにより発生したものと推定される。
表面近傍の損傷許容性が消失した領域においてき裂が内部に進展し、その結果として、荷重一定負荷時において発生
応力が徐々に増加することで、より大きな損傷が導入されて損傷累積度が加速したものと推定される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. 総括、今後の展開、その他特記 
3.1 総括  
・レーザーCVD法により形成した繊維コーティングが、高温の酸素・水蒸気環境下においてベンチマーク比較材よりも優れ
ることを実証した。（目標達成） 
・レーザーCVD 法により形成した繊維コーティングを用いて作製した CMC ミニコンポジットが、室温においてベンチマーク材
と同等の力学特性（引張強さ、界面せん断強度）を有する損傷許容性を発現した。今後、コーティング条件をさらに
最適化することにより、1400℃で長時間処理しても損傷許容性を維持することを示す。（2018 年度末までに目標
達成見込み） 
・非破壊検査法として非線形超音波法と赤外線イメージング法を選定し、CMC平板試験片（損傷導入有・無）を用
いて検出条件を決定した。今後、各機関において取得した情報を基に、評価技術の要素部品形状への適用可否を
検討する。（2018年度末までに目標達成見込み） 

 
3.2 実用化や事業化に向けた今後の展開 
 C41章の項目 3.2 と同じ 
 
便利帳機能 
・問い合わせ先：（一財）ファインセラミックスセンター 北岡諭、kitaoka@jfcc.or.jp  

図 2.2(4)-1 X 線 CT 撮像により観察された
荷重方向繊維を横断する影 

図 2.2(4)-2 試験片表面から 60µm
研削した組織にみられた荷重方向繊
維を切断するき裂 
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ユニット名 C46 高速基材製造プロセス技術の開発 
研究 
責任者 

香川 豊（東京工科大学片柳研究所 所長） 
福島 明（三菱重工航空エンジン㈱民間エンジン事業推進部 グループ長） 

参画機関 東京工科大学､三菱重工航空エンジン㈱､イビデン㈱ 
 
1.1 背景・目的 
 非酸化物系セラミックス基複合材料(SiC/SiC)の低コスト化に向けて、高速・低コスト製造プロセスを実現するために、
高速基材製造プロセスの開発を行う。 
 
1.2 研究開発の目標   
(1) 界面成形の基本技術確立 
(2) 形状保持の基本技術確立 
(3) 高速 MI プロセスの基本技術確立 
(4) タービンブレード実形状模擬翼根部分供試体作製 
(5) タービンブレード実形状模擬翼根部分強度試験実施 
(6) タービンブレード実形状模擬供試体作製 
 
1.3 実施項目 
(1) CMC部材ネットシェープ製造技術 
  (外形･繊維構造を含む) 
(2) CMC部材設計技術(ブレードの設計) 
(3) CMC材料製造条件及び部材設計用力学特性提案 
 
1.4 実施体制・分担 
図 1.4-1 に示す。 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2017年度 2018年度 今 後 
(1) CMC 部材ネット
シェープ製造技術(外
形･繊維構造を含む) 
 
(2) CMC 部材設計
技術(ブレードの設計) 
 
 
(3) CMC 材料製造
条件及び部材設計
用力学特性提案 
 
 
 

部材形状製造技術の完成 
 
 
 
部材設計技術と設計のため
の材料データ設定 
 
 
製造装置と基礎製造条件
検討 
CMCの特徴を活かした力学
特性の部材設計 

タービンブレード部品の形状
保持技術の完成 
 
 
重要な部材設計方法の理
解と製造スペック提案手法 
 
 
重要な部材設計方法の理
解と製造スペック提案手法 

 

 

 

図 1.4-1 実施体制・分担 
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2. 研究開発の成果 
2.1 高速 MI プロセス開発 
2.1.1. 汎用 SiC系繊維の選定：汎用 SiC系繊維として、既発表の論文等の情報により、汎用 SiC系繊維のなかで、
MIプロセスで使用するSi金属の融点温度(1415℃)においても強度低下の小さな宇部興産製のチラノ繊維ZMI®およ
び NGS アドバンストファイバー製のハイニカロン®を候補繊維の対象とした。Si 金属は、融点直下の温度において 0.1～
0.2Pa 程度の蒸気圧を持つことが報告されており、Si 金属の活性を考慮すると無視できない。そこで、チラノ繊維 ZMI®

およびハイニカロン®に、プラズマ CVD法による緻密な窒化ホウ素(BN)層を被覆し、1450℃(MI処理温度)の Si蒸気
雰囲気中で暴露試験を実施した。暴露後の各単繊維について引張試験を実施し、繊維の引張強度と暴露時間との関
係を調べた。その結果を図 2.1.1 に示す。ハイニカロン®は、不活性雰囲気中では 1500℃、10 時間暴露後も 2GPa
以上の強度を維持するとの報告もあるが、Si 蒸気中では 1450℃においても暴露時間と共に大きく強度が低下した。暴
露時間が≦10分では、チラノ繊維 ZMI®およびハイニカロン®は何れも強度低下は見られないが、これは緻密な BN層を
Si が拡散するのに要する時間と密接に関係すると推定される。また、ハイニカロン®のほうが強度低下は小さい。従って、
MI プロセスの基礎検討においては、緻密な BN層を被覆したハイニカロン®を選択した。 
 
2.1.2. 溶融 Si の含浸条件：MI プロセスでは、Si(L)＋C(S)→SiC(S)＋116KJ/mol反応により SiC マトリックスを
形成させるものである。反応による発熱は、非常に大きく、この発熱を如何に抑えるかが主眼となる。SiC 粒子をマトリック
スフィラーとして採用し、反応する総炭素量を低減すると共に、ナノ粒子のような微粒炭素を炭素減として均一に分散さ
せることにより、総発熱量の低減と局所的な反応による異常発熱を防止した。また、複合材プリフォームの下端から溶融
Siを含浸させる際に、制御された含浸速度でプリフォーム全体に溶融Siが行き渡るように、マトリックスフィラーとしてのSiC
粒子は、溶融 Si の含浸経路が塞がれることのないような数μm の粒径を選択した。BN/SiC 被覆ハイニカロン®を SiC
系繊維とし、上記の条件を考慮して試作した SiC/SiC 複合材料断面の反射電子顕微鏡写真を図 2.1.2 に示す。反
応時の異常発熱による SiC粒子の極端な粒成長はなく、細かい組織のマトリックスが形成されたことを確認した。 
 

 

 
2.1.3. 高速 MI プロセス検討：SiC プリフォームと Si を同時に熱処理して、Si を溶融しながらマトリックス含浸する MI
（溶融含浸）法に対して、溶融 Si中に SiC プリフォームを浸漬して、プリフォーム中に毛細管現象を利用してマトリックス
含浸させる方法(高速 MI)を開発した。これにより、処理時間が時間単位から分単位の高温暴露時間となり、繊維劣
化を最小限に留めることが可能となる。従来の MI法は、加熱炉に SiC プリフォームと Si を同時に入れ、室温から昇温し
て、Siを溶融しながら含浸・反応させる方法が用いられてきたが、高速MIは、予め溶融した Siに SiCプリフォームを浸漬、
毛細管現象を利用して、溶融 Si を含浸・反応させる方法である(図 2.1.3-1、図 2.1.3-2)。 

Si蒸気が存在する
環境での強度低下
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図 2.1.2 BN/SiC 被覆ハイニカロン®を使用し MI
法により作製した SiC/SiC 複合材断面の反射電子
顕微鏡写真。 

図 2.1.1 BN被覆 SiC繊維を 1450℃、Si蒸気中で
暴露試験した際の、暴露時間と試験後の繊維強度との
関係。 
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図 2.1.3-1 従来 MI法と高速 MI との比較       図 2.1.3-2 導入した高速 MI試験装置 
 
2.1.4.  タービンブレード実部品の試作：単結晶製造用
引上げ炉(CZ 炉)を使用した高速 MI により、タービンブレー
ド実部品の試作を実施した。はじめに、ハイニカロン®を用い
て平織織物を製作、サイジング剤を除去し、BN 界面層およ
び界面保護層を形成した。次に、積層設計に基づいた型紙
を用いて、織物を裁断し、SiC 粉とカーボン粉を混合した樹
脂を塗布して、専用に設計した分割金型に積層し、タービン
ブレード実部品を成形後、離型した。更に、専用に設計した
黒鉛型を装着し、加熱焼成した。得られたSiCプリフォームを
高速MI用の専用治具に取り付け、Si溶液が準備された CZ炉内に吊り下げた。その後、Si溶液に浸漬、一定時間保
持後、Si 溶液から引き上げ、冷却した(図 2.1.4-1)。その結果、1400℃以上の高温暴露時間が従来 MI 法の 2 時
間に対し、高速 MI法では、約 11分となった。高速 MI後のタービンブレード実部品を光学式 3D スキャナ装置で計測
した結果、目標とする形状公差達成した。また、高速 MI の In-situ観察、X線 CT および切断加工後の断面観察結
果から、Si溶液は、タービンブレード実部品上端部まで浸透していることが確認された。(図 2.1.4-2、図 2.1.4-3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.5. SiC/SiC複合材料の評価技術：SiC/SiC複合材料の非破壊評価技術としては超音波探傷や X線透過法
はある。超音波探傷では水などの媒質が必要となり、X 線透過法ではマクロサイズの部品を対象とする場合、ミクロ組織
の情報が得られ難くなるため、製造過程での品質検査や工程管理には不向きである。そこでタルボ･ローX線干渉計を利
用したCMC製造健全性評価装置を導入し、実部品のようなマクロサイズのSiC/SiC複合材料を対象として、非破壊に
よる評価技術を検討した結果、低倍率で高分解能の非破壊評価の有用性を確認した。図 2.1.5に、上記のMI条件

一般的なMI法による溶融Si含浸方法
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図 2.1.4-1 試作プロセス 

図 2.1.4-2 高速 MI の In-situ観察 

成型後       高速 MI後 
図 2.1.4-3 高速 MI後のタービンブレード実部品 
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2. 研究開発の成果 
2.1 高速 MI プロセス開発 
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雰囲気中で暴露試験を実施した。暴露後の各単繊維について引張試験を実施し、繊維の引張強度と暴露時間との関
係を調べた。その結果を図 2.1.1 に示す。ハイニカロン®は、不活性雰囲気中では 1500℃、10 時間暴露後も 2GPa
以上の強度を維持するとの報告もあるが、Si 蒸気中では 1450℃においても暴露時間と共に大きく強度が低下した。暴
露時間が≦10分では、チラノ繊維 ZMI®およびハイニカロン®は何れも強度低下は見られないが、これは緻密な BN層を
Si が拡散するのに要する時間と密接に関係すると推定される。また、ハイニカロン®のほうが強度低下は小さい。従って、
MI プロセスの基礎検討においては、緻密な BN層を被覆したハイニカロン®を選択した。 
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系繊維とし、上記の条件を考慮して試作した SiC/SiC 複合材料断面の反射電子顕微鏡写真を図 2.1.2 に示す。反
応時の異常発熱による SiC粒子の極端な粒成長はなく、細かい組織のマトリックスが形成されたことを確認した。 
 

 

 
2.1.3. 高速 MI プロセス検討：SiC プリフォームと Si を同時に熱処理して、Si を溶融しながらマトリックス含浸する MI
（溶融含浸）法に対して、溶融 Si中に SiC プリフォームを浸漬して、プリフォーム中に毛細管現象を利用してマトリックス
含浸させる方法(高速 MI)を開発した。これにより、処理時間が時間単位から分単位の高温暴露時間となり、繊維劣
化を最小限に留めることが可能となる。従来の MI法は、加熱炉に SiC プリフォームと Si を同時に入れ、室温から昇温し
て、Siを溶融しながら含浸・反応させる方法が用いられてきたが、高速MIは、予め溶融した Siに SiCプリフォームを浸漬、
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図 2.1.2 BN/SiC 被覆ハイニカロン®を使用し MI
法により作製した SiC/SiC 複合材断面の反射電子
顕微鏡写真。 

図 2.1.1 BN被覆 SiC繊維を 1450℃、Si蒸気中で
暴露試験した際の、暴露時間と試験後の繊維強度との
関係。 
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で試作した SiC/SiC複合材料を CMC製造健全性評価装置で観察した際の微分位相像を示す。X線透過像では繊
維の配向は推定できるものの内部組織は殆ど分からない
が、微分位相像では MI 処理時に溶融 Si がプリフォーム
表面の自由表面から先に進み、その後、内部へと含浸し
たことが推測され、内部のマトリックス組織も細かい組織で
ある事が分かる。 
 
2.2 界面形成技術開発 
低コストな界面形成技術として、BN ナノ粉を用いた被

覆を検討した。BN 粒子径、分散剤、定着剤などの水準
を振って、染色技術を用いた溶液法による SiC 繊維束の
繊維表面に被覆試験を行った結果、繊維表面に BN ナノ粉が被覆されていること
が確認された。CMC 特有の繊維引抜け現象による複合材料効果の発現を確認
するために、BN被覆された繊維束にSiC膜を形成後、引張試験を実施した結果、
繊維界面での SiC繊維の引抜け現象が観察された。次に、プラズマCVD法を用
いた緻密な膜の被覆を検討した。その結果、SiC/SiC 複合材料が破断時に繊維
の引き抜け現象を発現するために必要な緻密なBN層が確認され(図.2.2)、プラ
ズマ CVD法で熱 CVD法と同等の緻密な BN層が形成できることが確認された。
プリフォームの下端から毛細管現象により溶融 Si を含浸する場合は溶融 Si に対
する濡れ性も重要となる。そこで、溶融 Si の含浸性を向上させるため BN被覆層
の表面に更に SiC層を被覆させた。 
 
2.3 部品の形状設計 
2.3.1 CMC の機械特性、ヒステリシス変化を考慮した設計手法の基準作り 
CMC部材の構造解析に使用するための弾性率疲労劣化量のモデル化を実施した(図 2.3.1)。 
 
2.3.2 既存材料データ作成し、CMC翼部材体格評価ための構造解析 
動翼形状の設計を行い、動翼単体の応力解析、及び振動解析を実施した(図 2.3.2, 図 2.3.3)。翼根部に発生す
る応力について 2.4項で検討した引張・せん断の混合モードの破壊条件を使用して応力評価を実施した(図 2.3.4)。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2.3.1 初期弾性率に対する繰返負
荷後の弾性率比率変化の例 図 2.3.2翼部品構造解析結果の例 図 2.3.3 振動解析結果の例 

微分位相像              透過像 
図.2.1.5 SiC/SiC複合材料の CMC製造健全性 
評価装置による観察結果 

図 2.2 プラズマ CVD 法により
BN/SiC被覆したハイニカロン®の
破断面の SEM写真 
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2.3.3 模擬形状部材（H30年度の作製）の製作仕様を決定 
2.1 項のタービンブレード部品の形状保持技術で作製する動翼模擬部品の複合材内部構造、形状公差、表面粗

度を検討し製作仕様を作成した。 
 
2.3.4 翼根形状を模擬した引張試験片試作 
翼根形状を模擬した CMC 材料の引張試験方法を確立するための供試体作製、及び引張試験を実施した。また、

供試体を X線 CT し、積層状態観察して、試験データの考察を実施した(図 2.3.5)。 
 
2.3.5  ブレード部品形状の基本設計 
設計した動翼部品形状について疲労後の材料物性データについて検討し、モデル材料物性値を用いて構造解析、

及び振動解析を実施した。 
 

 
図 2.3.4 翼根部の応力評価結果              図 2.3.5 翼根試験片 CT画像 

 
2.4 材料特性/損傷許容設計要求の設定 

CMC の部材設計では CMC 特有の変形・破壊機構を理解し、部材の設計に活かすことが求められる。本研究では
CMC を部材とした場合に部材中に生じることが予想される引張り力とせん断力が加わる混合モード下での設計に必要な
条件を検討した。セラミックスの混合モード下における破壊条件を参考にして CMC の混合モード下でのマトリックスクラック
貫通応力を設計基準の一つとして考えた。(図 2.3.7) 

 

 
図 2.3.7 解析結果例 
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(Tyranno ZMI、Tyranno SA、Hi-Nicalon、 Hi-Nicalon Type sはそれぞれ SiC繊維の商品名を示す｡) 
 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記  
・目標に対する達成状況などの総括 
二年間の SIP の取り組みにより、MI 基本プロセスの設定、模擬部品形状試作、及びその設計手法の設定を完了し、
TRL3 を達成した。 

・実用化や事業化に向けた今後の展開の計画 
今後、国プロ、他社との共同研究、自社研究等を実施して TRL を向上し、2025FY にデモエンジン試験、2028FY
にエンジン認証試験を行い、実機エンジン適用・プロジェクト参画が期待される。 

・知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括 
特許出願件数 国内出願：4件、国際出願：1件 
学会発表 国内学会：８件 
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ユニット名 C45 酸化物系軽量耐熱部材の開発 
研究 
責任者 

牛田 正紀（三菱重工航空エンジン(株) 民間エンジン事業推進部 部長） 

参画機関 (株)アート科学､(株)ニチビ､NIMS 
 
1.1 背景・目的 
航空機用エンジンの高効率化のためには、軽量かつ耐熱性に優れた材料の利用が求められる。従来の金属系耐熱

材料、いわゆる超合金の特性を凌駕するセラミックス系軽量構造材料の利用は、この答えの一つである。我が国において
も、セラミックス系軽量構造材料の研究開発は実施されているが、実用には至っていない。ここに、国際的に差別化可能
な我が国独自の新規セラミックス系軽量構造材料の早急な実現が望まれる。本研究は先行する欧米メーカとは別の視
点で、「安価な構造」、「安価な材料」、「安価なプロセス」を用いた効率的な靱性向上セラミックス部品製造に道筋を付
けることである。即ち、酸化物系セラミックスを利用した部品開発を目的とする。 
 
1.2 研究開発の目標   
 本研究の目標は、民間航空機エンジンのタービンシュラウドへの適用可能な低コストで高靱性な酸化物系 CMC 軽量
耐熱部材を開発することである。 
 
1.3 実施項目 
(1) 低コスト高靱性化材料プロセス技術 
(2) 低コスト耐熱性繊維製造技術 
(3) 耐環境性コーティング技術 
(4) 材料・構造の設計評価技術 
 
1.4 実施体制・分担 
図 1.4-1 に示す。 
 
 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 低コスト高靱性

化材料プロセス 
 

(2) 低コスト耐熱性
繊維製造 

 
(3) 耐環境性コーテ

ィング 
 
(4) 材料・構造の設

計評価 
 

基本プロセス
技術の確立 
 
繊維耐熱性
向上 
 
基本プロセス
技術の確立 
 
高靱性化ﾒｶ
ﾉｽﾞﾑ解明 

基本プロセス
技術の確立 
 
繊維耐熱性
向上 
 
基本プロセス
技術の確立 
 
高靱性化ﾒｶ
ﾉｽﾞﾑ解明 

プロセス最適
化 
 
プロセス最適
化 
 
プロセス最適
化 
 
材料基本特
性の評価 

模擬部品形
状試作 
 
特性改善 
 
 
模擬部品形
状試作 
 
部品模擬形
状の評価 

模擬部品形
状試作 
 
特性改善 
 
 
模擬部品形
状試作 
 
部品模擬形
状の評価 

 

TRL=3 

 
図 1.4-1 実施体制・分担 

TRL=1 TRL=2 
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2. 研究開発の成果 
2.1 低コスト高靱性化材料プロセス技術 
酸化物系 CMC を低コストで開発するため、PIP(Polymer Infiltration and Pyrolysis;ポリマー含浸法)法を活用

した製造プロセス確立に取り組んだ。製造中に PIP 用前駆体ポリマーと繊維が接触することにより、繊維が劣化し強度の
低下やばらつきが発生するという問題が確認されたが、PIP の焼成プロセスに改善を加えた新プロセスを適用(図 2.1.1)
した。その結果、前駆体ポリマーと繊維との接触を防止して、強度の低下が抑制され、ばらつきが低減されることを確認し
た  (図 2.1.2)。更に、低サイクル疲労特性など主な材料特性を取得した。(図 2.1.3)。 
 
 
 
 
 
 
                            
                                                        
                                                    図 2.1.2 プロセス改善による強度ばらつき低減 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.1.1 PIP法による酸化物 CMC製造フロー 
                                                     図 2.1.3 低サイクル疲労試験結果 
 
2.2 低コスト耐熱性繊維製造技術 
アルミナ長繊維に関して、既存組成であるアルミナ/シリカ＝72/28 に対して、新規組成としてアルミナ比高めのアルミナ

/シリカ 90/10 を試作検討し、概ね 100℃の耐熱性が改善していることを確認した(図 2.2.1)。また、耐熱性改良タイ
プの繊維を使用し CMC試作用の織物を量的試作した(図 2.2.2)。なお、D領域ユニット D66 との連携研究成果によ
ると、新規グレード品については加熱処理後の結晶粒成長は認められなかった(図 2.2.3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2.1 繊維強度保持率         図 2.2.2 新規グレード繊維織物   図 2.2.3 加熱後の繊維断面 
   (加熱保持後の常温引張強度)  

左：既存組成  右：新規組成 

2μm 

5μm 

1μm 
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2.3 耐環境性コーティング技術 
酸化物CMC（熱膨張係数＝約6X10-6/K）に対し、アブレーダブルで遮熱（TBC：Thermal Barrier Coating）

機能を併せ持つ多孔質層コーティング（トップコート熱膨張係数；約 10×10-6/K、及びボンドコート熱膨張係数；約
8×10-6/K）形成技術を開発した（図 2.3.1）。 
・ボンドコートは、安価な手法であるスラリーコーティング法を採用し、
粒度分布の異なるアルミナ粉末を用いた二層構造とした。 
・トップコートは樹脂を含む YSZ 粉末を溶射し、樹脂を熱処理により
除去して気孔率約 30%の皮膜とした。 
 
 
 
2.4 材料・構造の設計評価技術 
2.4.1 アルミナ系 CMC の材料特性を考慮したタービンシュラウド模擬部品の設計技術 
部品成形および部品設計のための課題を抽出し，拘束状態での熱応力低減，及び成形性の容易化のため、シュラ

ウド部品の形状設計、保持構造設計を実施した。CMC 材料の引張試験で取得した機械特性、熱物性をタービンシュ
ラウド部品の伝熱・構造解析に反映した(図 2.4.1)。また、設計したタービンシュラウド部品の模擬部品試作仕様を作
成し、部品加工、2.3項で開発した TBC施工を実施した(図 2.4.2)。 
2.4.2 アルミナ系 CMC タービンシュラウド部材評価試験 
耐環境性コーティングを施工した平板 CMC 試験片に対し，設計したタービンシュラウド部品の運用時の部材の最高

温度、及び板厚方向の最大温度差の条件板厚温度差を負荷して実環境模擬の 500cycles 熱サイクル試験を実施
し、試験条件、試験方法の妥当性を確認した（図 2.4.3）。 
 

                 
 

図 2.4.1 タービンシュラウド部品応力解析結果      図 3.4.2 タービンシュラウド試作部品写真 
 

                 
                図 2.4.3 熱サイクル試験写真(左)  サーモグラフィー画像（右） 
  

図 2.3.1 耐環境コーティングの組織 
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3. 総括、今後の展開、その他特記 
・目標に対する達成状況などの総括 

SIP の取り組みにより、最終年度には、酸化物系セラミックス基複合材料の模擬部品形状試作、試作品による実環
境模擬評価、及びその設計手法の設定を完了し、TRL3 を達成した。 

・実用化や事業化に向けた今後の展開の計画 
今後、国プロ、他社との共同研究、自社研究等を実施して TRL を向上し、2025FY にデモエンジン試験、2028FY
にエンジン認証試験を行い、実機エンジン適用・プロジェクト参画が期待される。 

・知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括 
特許出願件数 国内出願：7件、国際出願：3件 
学会発表 国内学会：７件 

 

143 
 

D領域 マテリアルズインテグレーション（MI） 
 

コンピュータ技術の発展に伴い大規模化や高速化の著しい計算科学、特に急速に開発が進んでいる大規模データの
情報処理技術を利用することで、従来の人間の経験や勘に基づいた材料開発から、コンピュータを利用した効率的な材
料探索、材料開発へと大きな変革が生じている。世界的にも米国のマテリアルズゲノムイニシアティブ(MGI)など、大きな
研究開発が先行しており、日本においても独自の技術開発と国内企業への技術展開が、今後の国際競争を勝ち抜くた
めに必要不可欠である。 
本研究開発は、多様な素材、プロセスから製造されて構造体に用いられる構造材料の組織と時間依存の性能の予

測を、理論や経験則、数値モデリング、機械学習などの融合（インテグレーション）から可能とするマテリアルズインテグレ
ーション（MI）システムの構築を目的とする。MIシステムの開発は、科学技術基本法第5期（2016-2020年度）で
提唱する、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによる発展を図るSociety5.0を実現するための、材料分
野における中心課題のひとつである。理論モデルの高度化に加え、データを活用した情報工学の手法を重畳して複雑系
の材料組織・性能の予測を行い、これまで試行錯誤と長期の特性評価を要した材料開発の期間を大幅に短縮し、効
率的な開発を可能にするとともに、材料の製造プロセスの最適化、材料選択の最適化、構造体の信頼性予測精度向
上をも可能にする。 
 

D領域の体制（領域長：小関敏彦（東大）、副領域長：榎 学（東大）） 
D61,62,63,64の4ユニットからなる東大・NIMS拠点（共同拠点長：小関敏彦、渡邊 誠（NIMS）、13参加機
関）では、鉄鋼材料の溶接部の性能予測を例題として、金属材料のMIシステム開発を進め、チタンMI拠点（D67、
拠点長：津崎兼彰(九大)、5参加機関数）並びにB領域との連携で、TiやNiなどの航空機材料も含めた金属材料へ
の展開を進めた。溶接MI拠点（D65、拠点長：廣瀬明夫(阪大)、3参加機関）では溶接シミュレーションの開発を
進めた。セラミックスコーティングMIクラスター（D68,69,73、クラスター長：松原秀彰(東北大)、4参加機関）では、航
空機用セラミックスコーティングの性能・寿命予測技術の開発を進め、高分子MIクラスター(D70, 71, 72, 74, 75、ク
ラスター長：西浦廉政(東北大)、10参加機関)では、CFRP用熱硬化性樹脂の性能予測シミュレーション技術の開発
を進めた。また、先端計測拠点（D66、拠点長：大久保雅隆（AIST）、5参加機関）は、企業では保有し難い先
端計測施設や自主開発先端計測装置を駆使し、材料開発のために、領域の枠を越えた共通基盤的役割を果たした。 

                            図１ D領域体制図 
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ラスター長：西浦廉政(東北大)、10参加機関)では、CFRP用熱硬化性樹脂の性能予測シミュレーション技術の開発
を進めた。また、先端計測拠点（D66、拠点長：大久保雅隆（AIST）、5参加機関）は、企業では保有し難い先
端計測施設や自主開発先端計測装置を駆使し、材料開発のために、領域の枠を越えた共通基盤的役割を果たした。 

                            図１ D領域体制図 
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5年間の成果  
 東大・NIMS拠点（D61-64）では、コアメンバーによる運営会議を毎週開催し、拠点全体会議を年2回開催するこ
とにより研究進捗状況の把握と管理を行い、効果的に研究を進めた。また、金属学会講演大会において公募によるMI
シンポジウム（2017年、2018年）を開催するなど、成果の公表に努めた。 

D61では、ﾏﾙﾁﾌｪｰｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ法(MPF)により各組織予測モジュール（凝固組織、結晶粒成長、拡散変態、硬質組
織）を開発するとともに、各モジュールを連結し、鋼溶接時の凝固・粒成長・相変態の一貫予測を可能にした。また、
D63との連携による機械学習を用いたCCT図予測モジュールの開発、共通鋼材を用いた実験と文献調査等によるCCT
図・組織データの拡充し、データベース構築と計算結果の検証を実施した。 

D62では、実用鋼溶接部での疲労・クリープ・水素脆化・脆性破壊の各時間依存性能に関する予測モジュールを開
発した。き裂の発生と伝播に関する物理モデルに基づく高精度疲労性能予測モジュール及び高速モジュール、構造部材
のクリープ変形・損傷・破壊の解析を行うクリープ性能予測モジュールを開発した。また、水素拡散と応力解析を連成させ
た溶接部割れ防止限界予熱温度の予測モジュール、き裂発生の起点となる脆化相や延性き裂進展を理論モデル化し
たシャルピー衝撃吸収エネルギー予測モジュールを開発した。 

D63では、高精度なシミュレーションに必要な各種モデルパラメータを推定する「データ同化手法」、現象を説明する潜
在モデルを抽出する「スパースモデリング手法」、材料のミクロ組織を記述するための幾何学的因子を自動的に抽出する
「3D/4D組織解析モジュール」を開発した。更に、スパースモデリングによるCCT図予測手法の開発、熱膨張曲線から鋼
の変態キネティクスの自動抽出、クリープ強度予測式の導出、力学特性（応力-ひずみ曲線）の予測など、D61/D62
関連の問題に対する多くの適用事例を拡充した。 
 D64では、各ユニットで開発したモジュールやデータベースを実装し、柔軟に組み合わせ、構造材料の性能予測を可能
とするMIシステムを開発した。参画企業へのヒアリングを取り入れて策定したMIシステムの「概念設計」に基づいて開発を
進め、2016年度にはプロトタイプ（α版）を開発した。α版は限られたモジュールと「手動接続」による限定された機能で
あったが、2017年度からは参画企業の試行と改良を進め、①PIDによるモジュール「自動接続機能」、②非構造化デー
タベース、③各システム機能との連携を容易にするMI-API、④インベントリ記述法の改良、等の開発と改良を進めること
でMIシステム1.0を開発した。 
    

 溶接MI拠点（D65）では、継手部形状や溶接施工法・条件から、継手部性能や高温割れ予測等を明らかにする、
溶接施工・実用に資するシステムを目指した。構造材料溶融溶接部を対象とし、①3次元ビード形状、溶け込み形状
の予測システム、②溶接部の高温割れ発生および組織・特性の可視化予測技術、③溶接継手の損傷・破壊挙動の
予測数理モデルを構築した。これらを計算する約25のモジュールやインプット／アウトプットのグラフィカルインターフェイスが
開発され、大阪大学ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰに登載し、インターネットを介した利用システムを構築した。 溶接学会に委員会
を設けて実用面からの検討を行い、2015年秋以降、連続して溶接学会の全国大会のセッションにて報告することで、国
内関係者への周知を図った。 

 
先端計測拠点（D66）では、領域を超えたハブ拠点として、材料開発にまだ活用されていない未活用材料情報を

取得して他ユニットに提供するとともに、飛躍的性能向上や寿命予測に役立つ材料情報を発見することを目的とした。
原子分子から主翼サイズをカバーし破壊プロセスのダイナミクスを観察できる先端計測技術を開発した。未活用情報取
得の成果事例として、放射光XAFS-CT装置を開発し、CFRP中のき裂発生と進展のナノスケール3次元観察がある。
未活用情報の発見では、反物質(陽電子)による分子鎖間ギャップ（自由体積）の計測を、樹脂疲労寿命予測に使
用できることを示した。また、ハブ拠点としての立場を活かして国際会議（SIP-IMASM）を2015年より毎年開催し、 
国内に加えて海外からも計測依頼が届くレベルの国際的先端計測拠点を構築した｡ 
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チタンMI拠点（D67）では、航空機エンジン部材における「界面」に関するボトルネック課題を推進し、鍛造Ti合金

(Ti-6Al-4V)の疲労き裂進展機構と寿命予測手法を獲得した。具体的には、①チタン合金におけるき裂進展速度と不
均一ミクロ組織の関係、使用条件（温度、周波数、部材形状）を取り込んだ低サイクル疲労に関する寿命予測モデル
の構築、②α＋βチタン合金において形成される種々の複雑なミクロ組織の特徴解明と、熱間加工による材質制御理論
の構築、モデル化・データベース化、③α+βチタン合金組織形成過程の時間分解・その場観察技術の構築、などを達成
した。特に、バイモーダル組織の疲労破壊機構の解明は、B-D連携体制のもと、D62のTi合金疲労性能予測モジュール
の開発に貢献した。 

 
セラミックスコーティングMIクラスター（D68,69,73）では、C領域との連携のもと、高温物質移動、組織の時間依存

挙動ｼシミュレーション技術の開発をすすめ、構造材料開発に利用する計算熱力学に関する技術基盤を構築した。具体
的には、①多孔質セラミックス膜の組織形成・変化、変形のシミュレーション手法(MC, FEM)の開発、②拡散係数の高
精度第一原理計算手法の確立とジルコニア酸素拡散への適用、③セラミックスコーティング用計算熱力学DBの開発と
Yb2SiO5の水蒸気耐性の解析等の成果が得られた。 

 
高分子MIラスター(D70,71,72,74,75)では、計測とシミュレーションを融合させた実用型高分子系複合材料設計

ツールを開発した。A領域との連携のもと、異分野融合型の連携により、共通言語の数学を介してスケール毎に計測とシ
ミュレーションが融合した高分子MIコアモジュール群の基礎を確立した。①エポキシ樹脂の理論的基盤の骨子となる記述
子の開発、②複合材料のマトリックス樹脂性能向上設計と劣化予測手法の開発、③計算トポロジー・機械学習を融合
させた設計支援ツールの開発、等の成果が得られた。モジュールの中核をオープンソースの汎用ツールとして一般公開し、
国内企業・研究機関で活用することを目指している。 

 
鋼の溶接部を例題として開発した組織予測システムは、溶融、凝固、固相変態、析出などの複数の現象が関与する、

高温の溶融から室温に至る組織形成を一貫予測する、世界でも例のない独創的で先進的な予測システムである。また、
D62で対象とする構造材料の性能はマルチスケールの現象が複雑に絡み合うためその予測は困難で、世界的にも個別
の材料と性能に特化した段階であり、D62で開発された汎用性の高い性能予測システムは極めて先進性に富むもので
ある。また、D63で開発された「データ駆動型手法」は、複雑な現象の連関やそれに関わる数値モデルの効率的な発見
に貢献するもので、開発された3D/4Dの組織情報の解析モジュールは世界に先駆けたものである。さらに、D64で開発さ
れたMIシステム1.0は、各予測モジュールをワークフローとして結合することにより、材料の成分と製造プロセス条件から、
組織予測を介して性能予測を可能とする一貫予測システムであり、国際的にも例のない独創的、先進的なシステムであ
る。 

MIシステムはデータ科学と計算科学の活用による新たな材料創出に加え、多くの産業分野が競争力ある知識集約
型産業へパラダイムシフトするために重要であり、今後とも産学官連携でMIへの取り組みを継続することが不可欠である。
本プロジェクトではMIシステムの基盤となるプラットフォームとしてのシステムを、鋼溶接部を例題として構築するとともに、B-
D連携によるTi合金やNi基合金への拡張、A-D連携やC-D連携による高分子材料やセラミックスコーティング材料への
展開を図ってきたが、本格稼働には、安定・継続的な拠点の運営、多様な材料に対応するデータベースやモジュールの
一層の充実が不可欠である。プロジェクト終了後も、MIシステム1.0を中核とするSIP-MI拠点を設置するとともに、拠点
を活用した公的なプロジェクトを企業ユーザーと共に立ち上げ、対象材料の拡大と成功事例の蓄積を図る必要がある。 
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5年間の成果  
 東大・NIMS拠点（D61-64）では、コアメンバーによる運営会議を毎週開催し、拠点全体会議を年2回開催するこ
とにより研究進捗状況の把握と管理を行い、効果的に研究を進めた。また、金属学会講演大会において公募によるMI
シンポジウム（2017年、2018年）を開催するなど、成果の公表に努めた。 

D61では、ﾏﾙﾁﾌｪｰｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ法(MPF)により各組織予測モジュール（凝固組織、結晶粒成長、拡散変態、硬質組
織）を開発するとともに、各モジュールを連結し、鋼溶接時の凝固・粒成長・相変態の一貫予測を可能にした。また、
D63との連携による機械学習を用いたCCT図予測モジュールの開発、共通鋼材を用いた実験と文献調査等によるCCT
図・組織データの拡充し、データベース構築と計算結果の検証を実施した。 

D62では、実用鋼溶接部での疲労・クリープ・水素脆化・脆性破壊の各時間依存性能に関する予測モジュールを開
発した。き裂の発生と伝播に関する物理モデルに基づく高精度疲労性能予測モジュール及び高速モジュール、構造部材
のクリープ変形・損傷・破壊の解析を行うクリープ性能予測モジュールを開発した。また、水素拡散と応力解析を連成させ
た溶接部割れ防止限界予熱温度の予測モジュール、き裂発生の起点となる脆化相や延性き裂進展を理論モデル化し
たシャルピー衝撃吸収エネルギー予測モジュールを開発した。 

D63では、高精度なシミュレーションに必要な各種モデルパラメータを推定する「データ同化手法」、現象を説明する潜
在モデルを抽出する「スパースモデリング手法」、材料のミクロ組織を記述するための幾何学的因子を自動的に抽出する
「3D/4D組織解析モジュール」を開発した。更に、スパースモデリングによるCCT図予測手法の開発、熱膨張曲線から鋼
の変態キネティクスの自動抽出、クリープ強度予測式の導出、力学特性（応力-ひずみ曲線）の予測など、D61/D62
関連の問題に対する多くの適用事例を拡充した。 
 D64では、各ユニットで開発したモジュールやデータベースを実装し、柔軟に組み合わせ、構造材料の性能予測を可能
とするMIシステムを開発した。参画企業へのヒアリングを取り入れて策定したMIシステムの「概念設計」に基づいて開発を
進め、2016年度にはプロトタイプ（α版）を開発した。α版は限られたモジュールと「手動接続」による限定された機能で
あったが、2017年度からは参画企業の試行と改良を進め、①PIDによるモジュール「自動接続機能」、②非構造化デー
タベース、③各システム機能との連携を容易にするMI-API、④インベントリ記述法の改良、等の開発と改良を進めること
でMIシステム1.0を開発した。 
    

 溶接MI拠点（D65）では、継手部形状や溶接施工法・条件から、継手部性能や高温割れ予測等を明らかにする、
溶接施工・実用に資するシステムを目指した。構造材料溶融溶接部を対象とし、①3次元ビード形状、溶け込み形状
の予測システム、②溶接部の高温割れ発生および組織・特性の可視化予測技術、③溶接継手の損傷・破壊挙動の
予測数理モデルを構築した。これらを計算する約25のモジュールやインプット／アウトプットのグラフィカルインターフェイスが
開発され、大阪大学ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰに登載し、インターネットを介した利用システムを構築した。 溶接学会に委員会
を設けて実用面からの検討を行い、2015年秋以降、連続して溶接学会の全国大会のセッションにて報告することで、国
内関係者への周知を図った。 

 
先端計測拠点（D66）では、領域を超えたハブ拠点として、材料開発にまだ活用されていない未活用材料情報を

取得して他ユニットに提供するとともに、飛躍的性能向上や寿命予測に役立つ材料情報を発見することを目的とした。
原子分子から主翼サイズをカバーし破壊プロセスのダイナミクスを観察できる先端計測技術を開発した。未活用情報取
得の成果事例として、放射光XAFS-CT装置を開発し、CFRP中のき裂発生と進展のナノスケール3次元観察がある。
未活用情報の発見では、反物質(陽電子)による分子鎖間ギャップ（自由体積）の計測を、樹脂疲労寿命予測に使
用できることを示した。また、ハブ拠点としての立場を活かして国際会議（SIP-IMASM）を2015年より毎年開催し、 
国内に加えて海外からも計測依頼が届くレベルの国際的先端計測拠点を構築した｡ 
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チタンMI拠点（D67）では、航空機エンジン部材における「界面」に関するボトルネック課題を推進し、鍛造Ti合金

(Ti-6Al-4V)の疲労き裂進展機構と寿命予測手法を獲得した。具体的には、①チタン合金におけるき裂進展速度と不
均一ミクロ組織の関係、使用条件（温度、周波数、部材形状）を取り込んだ低サイクル疲労に関する寿命予測モデル
の構築、②α＋βチタン合金において形成される種々の複雑なミクロ組織の特徴解明と、熱間加工による材質制御理論
の構築、モデル化・データベース化、③α+βチタン合金組織形成過程の時間分解・その場観察技術の構築、などを達成
した。特に、バイモーダル組織の疲労破壊機構の解明は、B-D連携体制のもと、D62のTi合金疲労性能予測モジュール
の開発に貢献した。 

 
セラミックスコーティングMIクラスター（D68,69,73）では、C領域との連携のもと、高温物質移動、組織の時間依存

挙動ｼシミュレーション技術の開発をすすめ、構造材料開発に利用する計算熱力学に関する技術基盤を構築した。具体
的には、①多孔質セラミックス膜の組織形成・変化、変形のシミュレーション手法(MC, FEM)の開発、②拡散係数の高
精度第一原理計算手法の確立とジルコニア酸素拡散への適用、③セラミックスコーティング用計算熱力学DBの開発と
Yb2SiO5の水蒸気耐性の解析等の成果が得られた。 

 
高分子MIラスター(D70,71,72,74,75)では、計測とシミュレーションを融合させた実用型高分子系複合材料設計

ツールを開発した。A領域との連携のもと、異分野融合型の連携により、共通言語の数学を介してスケール毎に計測とシ
ミュレーションが融合した高分子MIコアモジュール群の基礎を確立した。①エポキシ樹脂の理論的基盤の骨子となる記述
子の開発、②複合材料のマトリックス樹脂性能向上設計と劣化予測手法の開発、③計算トポロジー・機械学習を融合
させた設計支援ツールの開発、等の成果が得られた。モジュールの中核をオープンソースの汎用ツールとして一般公開し、
国内企業・研究機関で活用することを目指している。 

 
鋼の溶接部を例題として開発した組織予測システムは、溶融、凝固、固相変態、析出などの複数の現象が関与する、

高温の溶融から室温に至る組織形成を一貫予測する、世界でも例のない独創的で先進的な予測システムである。また、
D62で対象とする構造材料の性能はマルチスケールの現象が複雑に絡み合うためその予測は困難で、世界的にも個別
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拠点名 マテリアルズインテグレーションシステムの開発 
拠点長 小関 敏彦（東京大学大学院工学研究科 教授、副学長） 

渡邊 誠（物質・材料研究機 構統合型材料開発・情報基盤部門 SIP-MI ラボ長） 
参画機関 東京大学､NIMS、北海道大学、帝京大学、東洋大学、青山学院大学、東京農工大

学、名古屋大学、理化学研究所、JFEスチール㈱､㈱神戸製鋼所､㈱IHI、㈱UACJ 
 
ユニット名 D61 組織予測システムの開発 
ユニット長 小関 敏彦（東京大学大学院工学研究科 教授、副学長） 
参画機関 東京大学､NIMS、北海道大学、東京農工大学、名古屋大学、JFE スチール㈱､㈱神戸

製鋼所､㈱IHI、㈱UACJ 
 
ユニット名 D62 性能予測システムの開発 
ユニット長 榎 学（東京大学大学院工学研究科 教授） 
参画機関 東京大学､NIMS、帝京大学、JFE スチール㈱､㈱神戸製鋼所､㈱IHI、㈱UACJ 

 
ユニット名 D63 特性空間分析システムの開発 
ユニット長 井上純哉（東京大学先端科学技術研究センター 准教授） 
参画機関 東京大学､NIMS、名古屋大学、理化学研究所 

 
ユニット名 D64 統合システムの開発 
ユニット長 渡邊 誠（物質・材料研究機 構統合型材料開発・情報基盤部門 SIP-MI ラボ長） 
参画機関 NIMS、東京大学､名古屋大学、東洋大学、青山学院大学 

 
1.1 背景・目的 
コンピュータ技術と大規模データの情報処理技術の発展により、コンピュータを利用した効率的な材料探索、材料開

発への大きな変革が生じている。欧米においても国家規模の研究開発が進められており、日本においても独自の技術開
発が、今後の国際競争を勝ち抜くために必要不可欠である。本研究開発は、多様な素材、プロセスから製造されて構造
体に用いられる構造材料の組織と時間依存の性能の予測を、理論や経験則、数値モデリング、機械学習などの融合
（インテグレーション）から可能とするマテリアルズインテグレーション（MI）システムの構築を目的とする。MIシステムの開
発は、科学技術基本法第 5 期で提唱する、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによる発展を図る
Society5.0 を実現するための、材料分野における中心課題のひとつである「統合型材料開発システム」を実現するもの
である。理論モデルの高度化に加え、データを活用した情報工学の手法を重畳して複雑系の材料組織・性能の予測を
行い、これまで試行錯誤と長期の特性評価を要した材料開発の期間を大幅に短縮し、効率的な開発を可能にするとと
もに、材料の製造プロセスの最適化、材料選択の最適化、構造体の信頼性予測精度向上をも可能にする。 
 
1.2 研究開発の目標  
テリアルズインテグレーション（Materials Integration、以後 MI）とは、材料科学の理論および経験則、材料の実

験データおよび様々なデータベースを、計算科学とデータ科学の融合により組合せ、計算機上で材料のプロセス、組織、
特性、性能の連関を予測するシステムを実現して、効率的な材料の開発やプロセスの革新を可能にする統合型の材料
工学と定義される。より簡便には、材料科学、計算科学、データ科学を融合し、材料のプロセス、組織、特性、性能の
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連関を予測する統合型材料工学と表現される。本プロジェクトでは、組成などの材料条件、製造や利用加工などの材料
プロセス条件をもとにして材料の組織を予測し、さらにそれをもとに、負荷応力や温度などの使用条件や使用環境におけ
る材料や部材、構造体の信頼性や寿命に関わる時間依存の性能を予測することを目指す。このシステムは金属材料を
はじめとする様々な構造材料に広く対応し、鋳造、鍛造、圧延、加工・熱処理、溶接、焼結など多様な製造プロセスや
利用加工プロセスを含み、信頼性や寿命に関わる時間依存の性能として疲労、クリープ、脆性破壊、水素脆化などの予
測を対象とする。 
システムの構築は次の 4 つの開発課題からなる。 
①  材料の「組織予測システム」とそれに関わるモジュール群の開発（D61） 
②  材料・部材の「性能予測システム」とそれに関わるモジュール群の開発（D62） 
③  データ処理・解析機能によって①②を支援する「特性空間分析システム」の開発（D63） 
④  それらを連結・統合し MI システムとして機能させる「統合システム」の開発（D64） 
「組織予測システム」「性能予測システム」は予測に必要な理論・経験則、数値モデリング、データベース、それぞれの

複数のモジュール群ならびに援用するソフトウェアを包含し、それらを融合して多元系・複雑系に対応し、柔軟かつ拡張性
のある予測を行う。その精度向上のため、予測に必要なパラメータの提供や、検証のためのデータは、「特性空間分析シ
ステム」におけるデータ解析および活用から供給される。さらにそれら 3 つのシステムを連結・統合する「統合システム」は、
時間・空間スケールの異なる多様なモジュールおよびデータベース間の接続を行い、システムとしての拡張性やモジュールや
データのアップロードにも対応するユーザーフレンドリーなインターフェースを備える。MI システムの構成を模式的に図 1.2-1
に示す。 
  
(1) D61 組織予測システムの開発 
2016 年度末までの中間目標は、「材料の基本成分系を定め、それに対応する組織予測のモジュール群のプロトタイプ
を作成し、実際の組織データと比較検証すること」であり、2018 年度末のプロジェクト終了時までの達成目標は、それを
発展させ、「フェーズフィールド法を中心とした実用鋼溶接部の組織予測システムを作成し、各システムと統合させること」
である。 
 

 
 

図  1.2-1 MI システムの構成 
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図  1.2-1 MI システムの構成 
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(2) D62 性能予測システムの開発 
2016 年度末までの中間目標は、「組成、組織、使用条件を入力条件として、材料の疲労・クリープ・水素脆化・脆

性破壊の各性能を予測するための計算モジュール、データベースモジュールのプロトタイプを作成して検証すること」であり、
2018 年度末のプロジェクト終了時までの達成目標は、それを発展させて、「実用鋼溶接部での疲労・クリープ・水素脆
化・脆性破壊の各性能を予測するための性能予測システムを作成し、各システムと統合させ、さらにそれらを航空機用材
料（Ti 合金等）の性能予測への応用展開を図ること」である。 
 
(3) D63 特性空間分析システムの開発 

2016 年度末までの中間目標は、「組織・性能・プロセスデータのデジタル・アーカイブ化と可視化、ならびにデータ駆動
型手法に基づく組織予測・性能予測手法に関するプロトタイプを作成すること」であり、2018 年度末のプロジェクト終了
時までの達成目標は、それを発展させて、「実用鋼溶接部での組織予測や性能予測の高精度化をデータ駆動型予測
によって支援するシステムを作成し、各システムと統合させ、さらにそれらを航空機用材料（Ti 合金等）の性能予測へ
の応用展開を図ること」である。 
 
(4) D64 統合システムの開発  

2016 年度末までの中間目標は、「組織予測、性能予測、特性空間分析、各システムのプラットフォームの基盤を作
成し、統合システムのプロトタイプ（α版）を実現すること」であり、2018 年度末のプロジェクト終了時までの達成目標は、
それを発展させて、「組織予測、性能予測、特性空間分析、各システムを統合･実装した統合システム（バージョン 1.0）
を完成すること」である。 
 
1.3 実施項目 
システム開発を進める上では具体的な例題が必要であるが、本プロジェクトでは、高強度鋼溶接部の組織、疲労、ク

リープ、脆性破壊、水素脆化の予測を例題として選択した。溶接は多くの構造体の形成に不可欠な材料の接合技術で
あり、それ自身、MI を構成する重要な材料プロセスであるが、同時に溶接部の組織形成は、加熱・冷却の熱サイクル中
の溶融、凝固、相変態、粒成長、析出、再結晶など、材料の組織形成の主な要素を含み、これを例題にすることにより、
組織予測に関する主要なモジュールが開発される。また、高強度鋼は、自動車などの移動体をはじめ、建築、橋梁、エネ
ルギーなど社会のあらゆる分野で広範に用いられるが、その構造体の疲労・クリープ・水素脆化・脆性破壊などの使用性
能は、多くの場合、溶接部の性能によって律速されるため、例題としても実用的な有用性においても極めて重要である。
また溶接部の組織・性能予測は、本プロジェクトと並行する「革新的新構造材料の開発」にも応用・展開可能である。 
 
(1) D61 組織予測システムの開発 
①マルチフェーズフィールド法を用いた組織予測 

1) フェーズフィールド法基本ソルバ開発（東京大学） 
2) 熱力学データ拡充（物質材料研究機構） 
3) 溶接熱影響部のオーステナイト粒成長、溶接金属の凝固及びオーステナイト粒成長（北海道大学） 
4) 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） 
5) 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 
１） 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） 
２） 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） 
３） 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） 
４） 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）  
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５） 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） 
６） 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）  

 
(2) D62 性能予測システムの開発 
①疲労性能 

1) 高精度計算モジュール（東大） 
2) 高速モジュール（東大） 
3) 共通試験片の疲労試験（各機関：東大、NIMS、JFE） 
4) データベースの構築（NIMS） 

②クリープ性能 
1) クリープ損傷破壊寿命予測計算モジュール（NIMS） 
2) 析出物成長モジュール（東大） 
3) データベース構築（NIMS） 
4) 母材および溶接継手のクリープ試験（NIMS、IHI） 

③水素脆化性能 
1) 水素拡散凝集計算モジュール（帝京大） 
2) 拡散係数の測定（東大） 
3) 拡散係数に関する文献調査・低温割れデータベースの構築（JFE） 
4) 割れ防止予熱温度の予測手法の開発（東大、帝京大、JFE） 

④脆性破壊性能 
1) シャルピー衝撃試験遷移温度計算モジュール・脆性破壊のデータベース構築（東大） 
2) 再現 HAZ材のシャルピー衝撃試験・組織解析（神鋼） 

⑤アルミニウム溶接構造体 
1) 試料作製・強度実験・組織観察・硬さ分布計測（UACJ） 
2) 強度予測モジュール・疲労性能予測モジュール（東大） 

 
(3) D63 特性空間分析システムの開発 
①多次元データ駆動型予測システムの開発 

1) 大規模シミュレーションに対して有効なデータ同化手法として、４次元変分法に基づく手法を開発（東大） 
2) D61 で開発されたフェーズフィールドソルバとデータ同化手法を用いた、アルミ合金の再結晶挙動の支配因子や

再結晶挙動中における材料パラメータの推定（東大） 
3) セカント法にデータ同化法を適用することで、鋼二相組織の強度特性の予測並びに構成相の力学特性を逆解

析する手法の確立（名大） 
4) スパースモデリング手法を物質材料研究機構で蓄積された CCT データベース（MatNavi）に適用することで

CCT を精度良く予測する手法を構築（東大・NIMS） 
5) MatNavi に加え欧米で公開されている CCT データベースから変態点予測式を抽出（東大） 
6) ユニット D62 の参画機関である UACJ が取得した溶接部の強度特に関するデータベースを用いた、アルミ合金

の強度特性の予測式の抽出並びに強度の支配因子の抽出（東大） 
7) スパースモデリング手法と転位動力学に基づく結晶塑性シミュレーションを組み合わせによる、アルミ合金の強度

を支配する組織因子の抽出（東大） 
②3D/4D 分析検証モジュールの開発 

1) D61 で取得した様々な鋼の組織写真を用いた、組織自動抽出手法の確立（東大・鹿児島大） 
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(2) D62 性能予測システムの開発 
2016 年度末までの中間目標は、「組成、組織、使用条件を入力条件として、材料の疲労・クリープ・水素脆化・脆

性破壊の各性能を予測するための計算モジュール、データベースモジュールのプロトタイプを作成して検証すること」であり、
2018 年度末のプロジェクト終了時までの達成目標は、それを発展させて、「実用鋼溶接部での疲労・クリープ・水素脆
化・脆性破壊の各性能を予測するための性能予測システムを作成し、各システムと統合させ、さらにそれらを航空機用材
料（Ti 合金等）の性能予測への応用展開を図ること」である。 
 
(3) D63 特性空間分析システムの開発 

2016 年度末までの中間目標は、「組織・性能・プロセスデータのデジタル・アーカイブ化と可視化、ならびにデータ駆動
型手法に基づく組織予測・性能予測手法に関するプロトタイプを作成すること」であり、2018 年度末のプロジェクト終了
時までの達成目標は、それを発展させて、「実用鋼溶接部での組織予測や性能予測の高精度化をデータ駆動型予測
によって支援するシステムを作成し、各システムと統合させ、さらにそれらを航空機用材料（Ti 合金等）の性能予測へ
の応用展開を図ること」である。 
 
(4) D64 統合システムの開発  

2016 年度末までの中間目標は、「組織予測、性能予測、特性空間分析、各システムのプラットフォームの基盤を作
成し、統合システムのプロトタイプ（α版）を実現すること」であり、2018 年度末のプロジェクト終了時までの達成目標は、
それを発展させて、「組織予測、性能予測、特性空間分析、各システムを統合･実装した統合システム（バージョン 1.0）
を完成すること」である。 
 
1.3 実施項目 
システム開発を進める上では具体的な例題が必要であるが、本プロジェクトでは、高強度鋼溶接部の組織、疲労、ク

リープ、脆性破壊、水素脆化の予測を例題として選択した。溶接は多くの構造体の形成に不可欠な材料の接合技術で
あり、それ自身、MI を構成する重要な材料プロセスであるが、同時に溶接部の組織形成は、加熱・冷却の熱サイクル中
の溶融、凝固、相変態、粒成長、析出、再結晶など、材料の組織形成の主な要素を含み、これを例題にすることにより、
組織予測に関する主要なモジュールが開発される。また、高強度鋼は、自動車などの移動体をはじめ、建築、橋梁、エネ
ルギーなど社会のあらゆる分野で広範に用いられるが、その構造体の疲労・クリープ・水素脆化・脆性破壊などの使用性
能は、多くの場合、溶接部の性能によって律速されるため、例題としても実用的な有用性においても極めて重要である。
また溶接部の組織・性能予測は、本プロジェクトと並行する「革新的新構造材料の開発」にも応用・展開可能である。 
 
(1) D61 組織予測システムの開発 
①マルチフェーズフィールド法を用いた組織予測 

1) フェーズフィールド法基本ソルバ開発（東京大学） 
2) 熱力学データ拡充（物質材料研究機構） 
3) 溶接熱影響部のオーステナイト粒成長、溶接金属の凝固及びオーステナイト粒成長（北海道大学） 
4) 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） 
5) 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 
１） 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） 
２） 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） 
３） 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） 
４） 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）  
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５） 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） 
６） 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）  

 
(2) D62 性能予測システムの開発 
①疲労性能 

1) 高精度計算モジュール（東大） 
2) 高速モジュール（東大） 
3) 共通試験片の疲労試験（各機関：東大、NIMS、JFE） 
4) データベースの構築（NIMS） 

②クリープ性能 
1) クリープ損傷破壊寿命予測計算モジュール（NIMS） 
2) 析出物成長モジュール（東大） 
3) データベース構築（NIMS） 
4) 母材および溶接継手のクリープ試験（NIMS、IHI） 

③水素脆化性能 
1) 水素拡散凝集計算モジュール（帝京大） 
2) 拡散係数の測定（東大） 
3) 拡散係数に関する文献調査・低温割れデータベースの構築（JFE） 
4) 割れ防止予熱温度の予測手法の開発（東大、帝京大、JFE） 

④脆性破壊性能 
1) シャルピー衝撃試験遷移温度計算モジュール・脆性破壊のデータベース構築（東大） 
2) 再現 HAZ材のシャルピー衝撃試験・組織解析（神鋼） 

⑤アルミニウム溶接構造体 
1) 試料作製・強度実験・組織観察・硬さ分布計測（UACJ） 
2) 強度予測モジュール・疲労性能予測モジュール（東大） 

 
(3) D63 特性空間分析システムの開発 
①多次元データ駆動型予測システムの開発 

1) 大規模シミュレーションに対して有効なデータ同化手法として、４次元変分法に基づく手法を開発（東大） 
2) D61 で開発されたフェーズフィールドソルバとデータ同化手法を用いた、アルミ合金の再結晶挙動の支配因子や

再結晶挙動中における材料パラメータの推定（東大） 
3) セカント法にデータ同化法を適用することで、鋼二相組織の強度特性の予測並びに構成相の力学特性を逆解

析する手法の確立（名大） 
4) スパースモデリング手法を物質材料研究機構で蓄積された CCT データベース（MatNavi）に適用することで

CCT を精度良く予測する手法を構築（東大・NIMS） 
5) MatNavi に加え欧米で公開されている CCT データベースから変態点予測式を抽出（東大） 
6) ユニット D62 の参画機関である UACJ が取得した溶接部の強度特に関するデータベースを用いた、アルミ合金
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7) スパースモデリング手法と転位動力学に基づく結晶塑性シミュレーションを組み合わせによる、アルミ合金の強度

を支配する組織因子の抽出（東大） 
②3D/4D 分析検証モジュールの開発 

1) D61 で取得した様々な鋼の組織写真を用いた、組織自動抽出手法の確立（東大・鹿児島大） 
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2) 鉄鋼組織の三次元幾何形状の画像処理数値化や特性空間の構築システムの開発（東大・理研） 
3) 様々な材料特性に関わる文献データのデジタル化（NIMS）  

 
(4) D64 統合システムの開発 
①ワークフロー管理技術の開発（東大、NIMS、青学） 

1) ワークフローを実行するワークフロープレイヤ、ワークフローを編集するワークフローエディタの開発 
2) ワークフローの蓄積のための技術開発 

②汎用データベースの開発（NIMS、東大、東洋大） 
1) 多様なデータの格納を可能とする非構造化データベースの開発 
2) データ構造・オントロジーに基づいた知識記述技術の検討 

③インベントリの開発（NIMS、東大、東洋大） 
1) システムで扱われる膨大なパラメータに関する辞書、モジュール接続に重要なインベントリの開発 

④各種モジュールの開発とシステム実装のための改良（東大） 
1) 数値解析を利用するモジュールに対し、共通的に入力パラメータを与えるためのモジュール 
2) 各ユニットで開発中の組織予測モジュールや性能予測モジュールの高度化 
3) 特性空間分析モジュールの開発 

⑤各種モジュールの実装のための API（アプリケーションプログラムインターフェイス）開発（東大、NIMS） 
1) それぞれのモジュールのシステムへの実装。そのための API開発。 

⑥データ可視化モジュールの開発と実装（名大、東大、NIMS） 
1) 様々なモジュールからの解析結果を、可視化表示するための技術開発 
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1.4 実施体制・分担 
D61、D62、D63、D64 の 4 ユニットの研究実施体制と分担を図 1.4-1 に示す。 

  
図 1.4-1 D61,62,63,64 の研究実施体制と分担 
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フ
ィ
ー
ル

ド
法

を
核

と
す

る
解

析
エ
ン
ジ
ン
の

設
計

２
：
フ
ェ
ー
ズ

フ
ィ
ー
ル

ド
法

を
核

と
す

る
拡

散
型

変
態

モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

主
た
る
共

同
研

究
者
：

小
山

敏
幸

担
当

研
究

：

１
：
フ
ェ
ー
ズ

フ
ィ
ー
ル

ド
法

を
核

と
す

る
解

析
エ
ン
ジ
ン
の

設
計

２
：
フ
ェ
ー
ズ

フ
ィ
ー
ル

ド
法

を
核

と
す

る
変

位
型

変
態

モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

主
た
る
共

同
研

究
者

：
大

野
宗

一
担

当
研

究
：

１
：
フ
ェ
ー
ズ

フ
ィ
ー
ル

ド
法

を
核

と
す

る
解

析
エ
ン
ジ
ン
の

設
計

２
：
フ
ェ
ー
ズ

フ
ィ
ー
ル

ド
法

を
核

と
す
る
凝

固
組

織
形

成
予

測
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

北
海
道
大
学

東
京
農
工
大
学

名
古
屋
大
学

理
化
学
研
究
所

東
洋
大
学

青
山
学
院
大
学

主
た
る
共

同
研

究
者

：
横

田
秀

夫
担

当
研

究
：

１
：
シ
ス
テ
ム
利

用
履

歴
に
基

づ
く
材

料
特

性
空

間
の

把
握

手
法

の
検

討

２
：
ミ
ク
ロ
組

織
デ
ー
タ
の

ア
ー
カ
イ
ブ
化

と
情

報
統

計
力

学
を
応

用
し
た
特

性
予

測
手

法
の

確
立

主
た
る
共

同
研

究
者

：
芦

野
俊

宏
担

当
研

究
：

セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
ブ
技

術
に
基

づ
く
物

質
・
材

料
デ
ー
タ

の
構

造
と
知

識
表

現
に
関

す
る
研

究

主
た
る
共

同
研

究
者

：
佐

久
田

博
司

担
当

研
究

：
M
Iシ

ス
テ
ム
用
W
eb

ユ
ー

ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
基

盤
の

開
発

ユ
ニ
ッ
ト
長

：
榎

学
◎

担
当

研
究

：
高

精
度

疲
労

性
能

計
算

モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発
性

能
予

測
シ
ス
テ
ム
の

開
発

統
括

共
同

研
究

者
：粟

飯
原

周
二

担
当

研
究

：
脆

性
破

壊
計

算
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

共
同

研
究

者
：柴

沼
一

樹
担

当
研

究
：

高
速

疲
労

性
能

計
算

モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

共
同

研
究

者
：糟

谷
正

担
当

研
究

：
水

素
脆

化
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

共
同

研
究

者
：伊

藤
海

太
担

当
研

究
：
性

能
予

測
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ツ
ー
ル

の
開

発

共
同

研
究

者
：岡

田
真

人
担

当
研

究
：

情
報

統
計

力
学

を
応

用
し
た
多

次
元

デ
ー
タ
駆

動
型

予
測

手
法

の
確

立

共
同

研
究

者
：長

尾
大

道
担

当
研

究
：

構
造

材
料

の
将

来
予

測
お
よ
び
新

規
材
料

の
自
動

提
案

に
資

す
る
材

料
力

学
デ
ー
タ
同

化
の

開
拓

共
同

研
究

者
：澁

田
靖

担
当

研
究

：
原

子
論

に
基

づ
く
界

面
物
性

パ
ラ
メ
ー
タ
の

精
緻
化

共
同

研
究

者
：伊

藤
海

太
担

当
研

究
：
性

能
予

測
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ツ
ー
ル

の
実

装

共
同

研
究

者
：田

淵
正

明
担

当
研

究
：

ク
リ
ー
プ
性

能
計

算
モ
ジ
ュ
ー

ル
の

開
発

共
同

研
究

者
：古

谷
佳

之
担

当
研

究
：

疲
労

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
モ
ジ
ュ
ー

ル
の

開
発

共
同

研
究

者
：門

平
卓

也
担

当
研

究
：

情
報

統
計

力
学

を
応

用
し
た

多
次

元
デ
ー
タ
駆

動
型

予
測

手
法

の
確

立

ユ
ニ
ッ
ト
長

：
渡

邊
誠

◎
担

当
研

究
：

統
合

シ
ス
テ
ム
の

開
発

統
括

ユ
ニ
ッ
ト
長

：
井
上

純
哉

◎
担

当
研

究
：

特
性

空
間

分
析

シ
ス
テ
ム
の

開
発

統
括

情
報

統
計

力
学

を
応

用
し
た
多

次
元
デ
ー
タ
駆

動
型

予
測

手
法

の
確

立

材
料
・
部
材
の
組
織
予
測
シ
ス
テ

ム
お
よ
び
モ
ジ
ュ
ー
ル
群
の
開
発

材
料
・
部
材
・
構
造
体
の
性
能
予

測
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
モ
ジ
ュ
ー
ル

群
の
開
発

デ
ー
タ
処
理
・
解
析
機
能
に
よ
っ

て
組
織
・
性
能
予
測
シ
ス
テ
ム
を

支
援
す
る
特
性
空
間
分
析
シ
ス

テ
ム
の
開
発

そ
れ
ら
を
連
結
・
統
括
し
マ
テ
リ
ア

ル
ズ
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス

テ
ム
の
骨
格
お
よ
び
外
部
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
構
成
す
る
統
合

シ
ス
テ
ム
の
開
発

主
た
る
共
同

研
究

者
：

小
山

敏
幸

担
当

研
究

：

デ
ー
タ
同

化
に
基

づ
く
フ
ェ
ー

ズ
フ
ィ
ー
ル

ド
法

の
パ

ラ
メ
ー

タ
最

適
化

共
同

研
究

者
：

足
立

吉
隆

担
当

研
究

：

ミ
ク
ロ
組

織
デ
ー
タ
の

ア
ー
カ

イ
ブ
化

と
情

報
統

計
力

学
を

応
用

し
た
特

性
予

測
手

法
の

確
立

共
同

研
究

者
：

大
沼

郁
雄

担
当

研
究

：
フ
ェ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル

ド
法

と
CA

LP
HA

D法
の

連
携

シ
ス
テ
ム
の

開
発

主
た
る
共

同
研

究
者

：
石

川
信

行
担

当
研

究
：

厚
鋼

板
溶

接
部

の
組
織
予
測

技
術

の
確

立

主
た
る
共

同
研

究
者

：
岩

村
信

吾
担

当
研

究
：

ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
溶

接
構

造
体

の
組

織
、
性

能
予

測

帝
京
大
学

JF
Eス

チ
ー
ル

神
戸
製
鋼

UA
CJ

主
た
る
共

同
研

究
者

：
横

堀
壽

光
担

当
研

究
：

水
素

脆
化

計
算

モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開

発

共
同

研
究

者
：

児
玉

俊
文

担
当

研
究

：

溶
接

継
手

の
欠

陥
検
出
技
術

の
開

発

共
同

研
究

者
：

伊
木

聡
担

当
研

究
：

溶
接

継
手

の
疲

労
性
能
評
価

担
当

研
究

：

ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
溶

接
構

造
体

の
組

織
、
特

性
予

測

主
た
る
共

同
研

究
者
：

岡
崎

喜
臣

担
当

研
究

：

溶
接

部
組

織
予

測
モ
デ
ル

に
よ
る
継

手
設

計
技

術
の
開

発

IH
I

主
た
る
共

同
研

究
者

：
山

岡
弘

人
担

当
研

究
：

溶
接

組
織

予
測

プ
ロ
グ
ラ
ム

開
発

と
プ
ロ
グ
ラ
ム
検

証

担
当

研
究

：

性
能

評
価

最
適

化
技

術
の

開
発

と
予

測
シ
ス
テ
ム
検

証

担
当

研
究

：

溶
接

部
の

表
層

欠
陥

の
評

価

名
古
屋
大
学

共
同

研
究
者

：
遠

藤
守

担
当

研
究

：

可
視

化
シ
ス
テ
ム
の

研
究

開
発

共
同

研
究
者

：源
聡

担
当

研
究

：
統

合
シ
ス
テ
ム
の

開
発

共
同

研
究
者

：門
平

卓
也

担
当

研
究

：
デ
ー
タ
・
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
統

合
化

に
む
け
た
基

盤
構

築
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1.5 工程表・TRL 
 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
D61 組織予測システ
ムの開発 
(1) フェーズフィールド法
による組織予測モジュー
ルの開発 
(2) 組織データの蓄積と
理論・経験則による組
織予測 
 
D62 性能予測システ
ムの開発 
(1) 疲労、ｸﾘｰﾌﾟ、水
素脆化、脆性破壊、ｱﾙ
ﾐﾆｳﾑ溶接構造体の各
性能予測ﾓｼﾞｭｰﾙ開発 
(2) 各ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ開発と
性能予測ﾓｼﾞｭｰﾙ検証 
 
D63 特性空間分析シ
ステムの開発 
(1) 多次元データ駆動
型予測システムの開発 
(2)3D/4D 分析検証モ
ジュールの開発 
 
D64 統合システムの
開発 
(1)要素技術開発（ﾜｰ
ｸﾌﾛｰ、ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘﾓｼﾞｭｰ
ﾙ、理論経験式ﾓｼﾞｭｰ
ﾙ） 
(2) MIシステム開発（ﾕ
ｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、API、ｺ
ﾝﾃﾝﾂ管理） 
 
 

 
 
コードの基本
設計 
 
共通試料試
作、組織デー
タ採取開始 
 
 
各計算モジュ
ールの設計 
 
 
 
各ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の設計 
 
 
各データベー
ス・計算モジュ
ールの設計 
 
 
 
 
 
各要素技術
モジュールの
設計 
 
概念設計 

 
 
プロトタイプ作
成 
 
再現溶接熱ｻ
ｲｸﾙ組織と予
測の比較 
 
 
各計算モジュ
ールの開発 
 
 
各ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の開発と溶接
模擬試験片
での検証 
 
各データベー
ス・計算モジュ
ールの開発 
 
 
 
 
 
各要素技術
モジュールの
開発 
 
MI システムの
設計 

 
 
基本成分鋼
組織予測ﾌﾟﾛ
ﾄﾀｲﾌﾟ作成、
組織データ、
理論・経験則
予測と検証 
 
 
疲労・ｸﾘｰﾌﾟ・
水素脆化・脆
性破壊を予
測するための
計算ﾓ ｼ ﾞ ｭ ｰ
ﾙ、データベー
スのプロトタイ
プ完成 
 
データ駆動型
手法に基づく
組織・性能予
測手法のプロ
トタイプ作成 
 
 
 
組織予測、
性能予測、
特性空間分
析、各システ
ムのプラットフ
ォームとなる統
合システムα
版の作成 

 
 
鋼溶接部の
組織予測ｼｽﾃ
ﾑ作成 
組織データ蓄
積、理論・経
験則予測 
 
 
特性空間分
析システムで
開発された手
法を利用した
性能予測モジ
ュールの改良
と検証 
 
 
データ駆動型
手法に基づく
組織・性能予
測手法の改
良と検証 
 
 
 
統合システム
α版の試用と
機能改良、ユ
ーザアクセス
制御やワーク
フロー編集機
能の強化 

 
 
ﾌｪｰｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ
法、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
ｽ・実験式によ
る組織予測ｼｽ
ﾃﾑ作成、各ｼｽ
ﾃﾑとの統合 
 
 
溶 接 部 の 疲
労・ｸﾘｰﾌﾟ・水
素脆化・脆性
破壊性能予測
ﾓｼﾞｭｰﾙの統合
ｼｽﾃﾑ実装 Ti、
Ni、Al 合金へ
展開 
 
溶 接 部 の 組
織・性能予測
の高精度化を
図るデータ駆動
型予測の枠組
み完成 
 
 
組織予測、性
能予測、特性
空間分析、各
システムを実装
した統合システ
ム 1.0 の実現 

 
 
本プロジェ

クトで MI シ
ス テムの基
盤を構築。   
今後は、

多様な材料
に対応する
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽや
ﾓｼﾞｭｰﾙの充
実 を 目 指
し、MIシステ
ム 1.0 を中
核 と す る
SIP-MI 拠
点を東大と
連 携 し て
NIMS に設
置し、拠点
を活用した
公的なプロ
ジェクトを立
ち上げ、対
象材料の拡
大と成功事
例の蓄積を
図る。 

 

  

TRL=1-2 TRL=2-3 TRL=4

2.   研究開発の成果 
2.1 D61 組織予測システムの開発 
(1) D61 総括 

 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
組織改善をすることといっても過言ではない．本プロジェクトの MI システムは、鉄鋼材料の溶接部を例題として取り上げ
ているが、組織予測から性能予測まで行なう一貫したシステムである．D61 ではこのうち組織予測システムの開発に取り
組んだ．このシステムは複数の予測モデル（モジュール）から成り、これらを D64 の統合システムに搭載することで、性能
予測も含めた各モデルと連結・接続され一貫したシステムとなる．溶接過程を例題とした理由は、凝固、変態、粒成長、
析出など、鉄鋼材料組織を決定する多くの現象が同時に発生する複雑なプロセスであるため、その組織予測は、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ことからくる． 

組織予測システムは、フェーズフィールド法に代表される数値計算による予測モデル、データベース構築およびそれを基
にした実験式作成や機械学習を用いた予測モデル、フェーズフィールド法との連成シミュレーションに用いられる熱力学デー
タベース構築・状態図計算などで構成される．本プロジェクトでは、多元系鉄鋼材料溶接部の組織予測を、凝固、結晶
成長、拡散変態、非拡散変態まで一貫した数値シミュレーションを、計算状態図による自由エネルギーを利用したフェー
ズフィールド法などを用いて行なう．また、組織データベースを構築し、それを基にした機械学習や実験式作成などによる
組織予測も行なう．これらは、各相変態開始温度などの数値シミュレーションモデルの入力データ・検証用データなどにも
用いられる． 

ここで対象としている高強度鋼については、日本のデータや知見は世界でもトップにあるが、米国や欧州におけるデータ
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
における遅れは国際競争力の消失につながりかねない．高強度鋼の溶接部は、組織形成に重要な現象が複数同時に、
短時間に生じる現象であり、部分的な予測例はあるものの、一貫した予測モデルを構築することは前例がない．また、フ
ェーズフィールド法・熱力学・機械学習の専門家など、溶接以外の分野の研究者が共同して行なう必要がある．これらは
本プロジェクトが極めて独創的、先進的であることを示し、国際競争力の維持向上に寄与できると考えられる． 

 

(2) 計算モデルによる組織予測 
(2-1) 基本コンセプト 
 本研究では、鉄鋼材料における溶接部の材料組織形成を、フェーズフィールド法を中心とした一連の組織形成シミュレ
ーションにて計算するシステムを構築した．鉄鋼材料の内部組織形態形成の微視的メカニズム解明に関する研究は、
周知のように各国において盛んに進められており、現在でも新しい知見が絶えることがない．これは鉄鋼材料の組織形成
が、金属材料系の中で最も複雑かつ多様性を有しているためである．したがって、本研究のシステムは、必要以上に精
緻なメカニズムに立ち入らずに、将来に渡って拡大する鉄鋼材料の研究知見を容易に取り入れることができるような、ある
意味、ロバストな集約システムを目指し設計を行った． 
 

(2-2) 計算対象の組織形成 
 本研究で計算対象とした組織形成は、(1)凝固によるデンドライト組織形成、(2)オーステナイト(γ)多結晶粒組織形
成、(3)フェライト(α)析出組織形成（アロトリオモルフフェライト、フェライトサイドプレート）、および(4)硬質相組織形成
（パーライト変態組織、ベイナイト変態組織）である．なおマルテンサイトに関しては、最後に残存したγ相がマルテンサイ
トに移行すると想定し、マルテンサイト自体の形成過程は、本研究の対象外とした． 
 上記の(1)～(4)は独立した計算モジュールとして開発され、個別に計算を行うことができるように設計されている．さら
に(2)～(4)については、同一の部材を対象に、溶接時における温度履歴が共通となる条件にて、一連の組織形成を解
析できるシステム設計とした．なお(1)は、現在、世界的に大きく進展している"定量的フェーズフィールド法"に基づくデン
ドライト成長解析の基本モデルを、直接適用したモジュールであり、計算手法・解析手順等はすでに広く知られているので、
以下では、特に後者の(2)～(4)の組織形成の計算システム設計に関して重点的に説明させていただく． 
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1.5 工程表・TRL 
 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
D61 組織予測システ
ムの開発 
(1) フェーズフィールド法
による組織予測モジュー
ルの開発 
(2) 組織データの蓄積と
理論・経験則による組
織予測 
 
D62 性能予測システ
ムの開発 
(1) 疲労、ｸﾘｰﾌﾟ、水
素脆化、脆性破壊、ｱﾙ
ﾐﾆｳﾑ溶接構造体の各
性能予測ﾓｼﾞｭｰﾙ開発 
(2) 各ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ開発と
性能予測ﾓｼﾞｭｰﾙ検証 
 
D63 特性空間分析シ
ステムの開発 
(1) 多次元データ駆動
型予測システムの開発 
(2)3D/4D 分析検証モ
ジュールの開発 
 
D64 統合システムの
開発 
(1)要素技術開発（ﾜｰ
ｸﾌﾛｰ、ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘﾓｼﾞｭｰ
ﾙ、理論経験式ﾓｼﾞｭｰ
ﾙ） 
(2) MIシステム開発（ﾕ
ｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、API、ｺ
ﾝﾃﾝﾂ管理） 
 
 

 
 
コードの基本
設計 
 
共通試料試
作、組織デー
タ採取開始 
 
 
各計算モジュ
ールの設計 
 
 
 
各ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の設計 
 
 
各データベー
ス・計算モジュ
ールの設計 
 
 
 
 
 
各要素技術
モジュールの
設計 
 
概念設計 

 
 
プロトタイプ作
成 
 
再現溶接熱ｻ
ｲｸﾙ組織と予
測の比較 
 
 
各計算モジュ
ールの開発 
 
 
各ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の開発と溶接
模擬試験片
での検証 
 
各データベー
ス・計算モジュ
ールの開発 
 
 
 
 
 
各要素技術
モジュールの
開発 
 
MI システムの
設計 

 
 
基本成分鋼
組織予測ﾌﾟﾛ
ﾄﾀｲﾌﾟ作成、
組織データ、
理論・経験則
予測と検証 
 
 
疲労・ｸﾘｰﾌﾟ・
水素脆化・脆
性破壊を予
測するための
計算ﾓ ｼ ﾞ ｭ ｰ
ﾙ、データベー
スのプロトタイ
プ完成 
 
データ駆動型
手法に基づく
組織・性能予
測手法のプロ
トタイプ作成 
 
 
 
組織予測、
性能予測、
特性空間分
析、各システ
ムのプラットフ
ォームとなる統
合システムα
版の作成 

 
 
鋼溶接部の
組織予測ｼｽﾃ
ﾑ作成 
組織データ蓄
積、理論・経
験則予測 
 
 
特性空間分
析システムで
開発された手
法を利用した
性能予測モジ
ュールの改良
と検証 
 
 
データ駆動型
手法に基づく
組織・性能予
測手法の改
良と検証 
 
 
 
統合システム
α版の試用と
機能改良、ユ
ーザアクセス
制御やワーク
フロー編集機
能の強化 

 
 
ﾌｪｰｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ
法、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
ｽ・実験式によ
る組織予測ｼｽ
ﾃﾑ作成、各ｼｽ
ﾃﾑとの統合 
 
 
溶 接 部 の 疲
労・ｸﾘｰﾌﾟ・水
素脆化・脆性
破壊性能予測
ﾓｼﾞｭｰﾙの統合
ｼｽﾃﾑ実装 Ti、
Ni、Al 合金へ
展開 
 
溶 接 部 の 組
織・性能予測
の高精度化を
図るデータ駆動
型予測の枠組
み完成 
 
 
組織予測、性
能予測、特性
空間分析、各
システムを実装
した統合システ
ム 1.0 の実現 

 
 
本プロジェ

クトで MI シ
ス テムの基
盤を構築。   
今後は、

多様な材料
に対応する
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽや
ﾓｼﾞｭｰﾙの充
実 を 目 指
し、MIシステ
ム 1.0 を中
核 と す る
SIP-MI 拠
点を東大と
連 携 し て
NIMS に設
置し、拠点
を活用した
公的なプロ
ジェクトを立
ち上げ、対
象材料の拡
大と成功事
例の蓄積を
図る。 

 

  

TRL=1-2 TRL=2-3 TRL=4

2.   研究開発の成果 
2.1 D61 組織予測システムの開発 
(1) D61 総括 

 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
組織改善をすることといっても過言ではない．本プロジェクトの MI システムは、鉄鋼材料の溶接部を例題として取り上げ
ているが、組織予測から性能予測まで行なう一貫したシステムである．D61 ではこのうち組織予測システムの開発に取り
組んだ．このシステムは複数の予測モデル（モジュール）から成り、これらを D64 の統合システムに搭載することで、性能
予測も含めた各モデルと連結・接続され一貫したシステムとなる．溶接過程を例題とした理由は、凝固、変態、粒成長、
析出など、鉄鋼材料組織を決定する多くの現象が同時に発生する複雑なプロセスであるため、その組織予測は、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ことからくる． 

組織予測システムは、フェーズフィールド法に代表される数値計算による予測モデル、データベース構築およびそれを基
にした実験式作成や機械学習を用いた予測モデル、フェーズフィールド法との連成シミュレーションに用いられる熱力学デー
タベース構築・状態図計算などで構成される．本プロジェクトでは、多元系鉄鋼材料溶接部の組織予測を、凝固、結晶
成長、拡散変態、非拡散変態まで一貫した数値シミュレーションを、計算状態図による自由エネルギーを利用したフェー
ズフィールド法などを用いて行なう．また、組織データベースを構築し、それを基にした機械学習や実験式作成などによる
組織予測も行なう．これらは、各相変態開始温度などの数値シミュレーションモデルの入力データ・検証用データなどにも
用いられる． 

ここで対象としている高強度鋼については、日本のデータや知見は世界でもトップにあるが、米国や欧州におけるデータ
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
における遅れは国際競争力の消失につながりかねない．高強度鋼の溶接部は、組織形成に重要な現象が複数同時に、
短時間に生じる現象であり、部分的な予測例はあるものの、一貫した予測モデルを構築することは前例がない．また、フ
ェーズフィールド法・熱力学・機械学習の専門家など、溶接以外の分野の研究者が共同して行なう必要がある．これらは
本プロジェクトが極めて独創的、先進的であることを示し、国際競争力の維持向上に寄与できると考えられる． 

 

(2) 計算モデルによる組織予測 
(2-1) 基本コンセプト 
 本研究では、鉄鋼材料における溶接部の材料組織形成を、フェーズフィールド法を中心とした一連の組織形成シミュレ
ーションにて計算するシステムを構築した．鉄鋼材料の内部組織形態形成の微視的メカニズム解明に関する研究は、
周知のように各国において盛んに進められており、現在でも新しい知見が絶えることがない．これは鉄鋼材料の組織形成
が、金属材料系の中で最も複雑かつ多様性を有しているためである．したがって、本研究のシステムは、必要以上に精
緻なメカニズムに立ち入らずに、将来に渡って拡大する鉄鋼材料の研究知見を容易に取り入れることができるような、ある
意味、ロバストな集約システムを目指し設計を行った． 
 

(2-2) 計算対象の組織形成 
 本研究で計算対象とした組織形成は、(1)凝固によるデンドライト組織形成、(2)オーステナイト(γ)多結晶粒組織形
成、(3)フェライト(α)析出組織形成（アロトリオモルフフェライト、フェライトサイドプレート）、および(4)硬質相組織形成
（パーライト変態組織、ベイナイト変態組織）である．なおマルテンサイトに関しては、最後に残存したγ相がマルテンサイ
トに移行すると想定し、マルテンサイト自体の形成過程は、本研究の対象外とした． 
 上記の(1)～(4)は独立した計算モジュールとして開発され、個別に計算を行うことができるように設計されている．さら
に(2)～(4)については、同一の部材を対象に、溶接時における温度履歴が共通となる条件にて、一連の組織形成を解
析できるシステム設計とした．なお(1)は、現在、世界的に大きく進展している"定量的フェーズフィールド法"に基づくデン
ドライト成長解析の基本モデルを、直接適用したモジュールであり、計算手法・解析手順等はすでに広く知られているので、
以下では、特に後者の(2)～(4)の組織形成の計算システム設計に関して重点的に説明させていただく． 
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(2-3) 連続冷却変態線図（CCT 線図）と組織形成シミュレーションとの連携 
 本システムの最大の特徴は、連続冷却変態線図（CCT 線図）と組織形成シミュレーションの連携である．鉄鋼材料
の組織計算のボトルネックは、変態の開始点（温度・時間・場所）の設定にある．これらを、理論・シミュレーションから
推定することは、現代においても困難を極める．他方、本プロジェクトにおいて、機械学習を活用することにより、CCT 線
図が系統的に入手できる環境が整えられた．したがって、本システムでは、CCT 線図が既知である前提で、各種の組織
形成モジュールを連結させていく方法論を採用した．つまり溶接条件から、部材の各位置における温度履歴がわかり、既
知である CCT 線図上で、その温度履歴をたどることのよって、各種変態の開始点（温度・時間）が決まる．あとはこの
タイミングにあわせて、(2)～(4)の組織形成モジュールを並べれば、一連の、組織形成を系統的に解析できることになる．
このように設計することによって、従来、極めてあいまいであった、各種の変態の開始・終了を、シミュレーションの観点から、
どこで切り替えるかの問題が解消された．CCT 線図と機械学習が結びつき、CCT 線図を前提とした組織形成シミュレー
ションが可能となった点は、今後、多方面に大きな影響を及ぼすと期待される． 
 
(2-4) 溶接における組織形成シミュレーション 
 以下、一連の計算手順および計算例について説
明する．なお、温度場は３次元計算、組織形成は
２次元計算である（γ 多結晶組織形成に関して
は、３次元計算のモジュールも整備している）．また
細かい設定に関しては、本研究にて各種のマニュアル
をモジュール別に作成してあるので、そちらを参照され
たい． 
 
(2-5) γ多結晶粒組織形成シミュレーション 
 三次元の温度場の設定については、Rosenthalの
式を用いた．溶接条件として、部材の各種定数
（融点、Ac3 温度、熱伝導率、熱拡散係数、初期
温度、熱源の移動速度、入熱量など）を入力する
と、部材全体の各位置における温度履歴がわかる．
この温度履歴にあわせて、まず γ 多結晶組織形成の計算を
行った例を図 (2)-1 に示す．図の左上頂点が点熱源の
位置であり、溶融池が存在した領域において γ 相は柱状晶
となり、HAZ 部では、局所的な温度場に依存して、溶融池
の縁に近いほど、γ 結晶粒サイズが大きくなっていることがわか
る．この組織が計算された後、本システムのユーザーは、その
後の冷却過程において析出・変態を計算したい場所を選択
する（フェライト析出、パーライト変態、およびベイナイト変態
については、解像度および計算速度の制約から、上記領域
の一部分を切り出して計算を行う）．たとえば、図 (2)-1
の X1 位置の四角領域を選択したとしよう（図の上面が部
材表層になるので、この位置は、表層から 2mm の位置で
ある[以後、この領域を"切り出し領域"と記す]）．このよう
に切り出し領域を固定すると、Rosenthal の式から、その位置における温度は時間の関数として入手でき、その情報を
CCT 線図上に記入すると、切り出し領域において、どの温度・時間で、どの析出や相変態が開始・終了するかがわかる
（切り出し領域の温度も、当然ながら既知である）．図 (2)-2 は、糟谷らによって決定された Fe-0.15C-1.5Mn 鋼
の CCT 線図上に、切り出し領域の温度履歴（計算）を記入した例であり、この図から、全ての析出・変態の開始温度

 
図 (2)-2 CCT 線図（糟谷）上での Rosenthal
の式に従う温度履歴の計算結果（小山）． 

 
図 (2)-1 γ 多結晶組織形成シミュレーション（大野）．溶融
池部分では凝固による柱状晶形成も計算されている． 

（時間）および終了温度（時間）の情報がわかる． 
 
(2-6) α相析出シミュレーション 

 切り出し領域の γ 多結晶組織形態が、そのまま α
相析出計算の境界条件となる．切り出し領域の温度
変化は、Rosenthal の式から計算され、α 相析出の
開始温度（時間）と終了温度（時間）は、CCT 線
図から得られる．図 (2)-3 に γ 多結晶組織から α 相
の析出を計算した例を示す．(a)が図 (2)-1 から切り
出された初期組織で、(b)が α 相析出の計算結果で
ある．α 相析出の初期では、温度が高く、α 相の析出
形態は、粒界アロトリオモルフの形態をとる（図(b)の
青線まで）．その後の温度低下に伴いサイドプレート
状の組織形態へと遷移する（アロトリオモルフの計算に
はフェーズフィールド法を、サイドプレート形成には、セル
ラーオートマトン法を活用している）．この遷移する温
度（時間）の切り替えも、CCT 線図の情報を活用している点に注意されたい．従来、この部分の遷移に関して、研究
者によって種々のモデル・仮定が存在し、汎用的な計算システム構築の大きな障害となっていた．個々の相変態のメカニ
ズムの本質を究めることは、もちろん重要な課題であるが、本アプローチのように、CCT 線図やシミュレーションモデルなどの
種々の知見を縦横に組み合わせ、鉄鋼材料分野の知見をインテグレートして、現象を大枠からの把握する方法論は、
鉄鋼材料に代表される複雑・多様な材料開発において本質的な優位性を有すると考える． 
 
(2-7) 硬質相形成のシミュレーション 
 図 (2)-4 と図 (2)-5 は、それぞれ、パーライト変態とベイナイト変態の計算例である．(a)の初期組織は 2.4.2 にて
説明した α 相析出組織で、(b)は α 相析出で残存した γ 相からのパーライトおよびベイナイト変態を計算した結果である
（赤系の色部分が、パーライトおよびベイナイトに対応する）．図 (2)-4 は冷却速度が遅い場合で、α相の成長が顕
著であり、さらに炭素が濃化したγ相領域（(a)の黒い部分）において、パーライト変態が生じていることがわかる．また図 
(2)-5 は冷却速度が速い場合で、α析出は短時間で終了し、残存したγ相領域全体がベイナイト変態した結果となって
いる． 
 パーライトおよびベイナイトは、フェライト相およびセメンタイト相から構成される組織であるが、本計算では、パーライト
（もしくはベイナイト）を、１つの単一相のように仮定して計算を行った．パーライト変態およびベイナイト変態自体を対
象としたフェーズフィールドシミュレーションは、現在も新モデルが提案され続けているため、あえて個別の変態機構の詳細に
立ち入らずに、パーライトコロニーやベイナイトバリアントの単一ドメイン形成のダイナミクスに焦点を絞ったモデル化とした．

 
図 (2)-3 α 相析出のシミュレーション（山中）．ｱﾛﾄﾘｵ
ﾓﾙﾌおよびｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄのα析出形態が計算されている． 

 
図 (2)-4 パーライト変態シミュレーション（山中,小
山）．α 析出で、炭素が濃化した γ 相領域において、パー
ライト変態が生じている． 

 
図 (2)-5 ベイナイト変態シミュレーション（山中,小
山）．α析出で残存したγ相領域全体が、ベイナイト変態
する結果が得られている． 
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(2-3) 連続冷却変態線図（CCT 線図）と組織形成シミュレーションとの連携 
 本システムの最大の特徴は、連続冷却変態線図（CCT 線図）と組織形成シミュレーションの連携である．鉄鋼材料
の組織計算のボトルネックは、変態の開始点（温度・時間・場所）の設定にある．これらを、理論・シミュレーションから
推定することは、現代においても困難を極める．他方、本プロジェクトにおいて、機械学習を活用することにより、CCT 線
図が系統的に入手できる環境が整えられた．したがって、本システムでは、CCT 線図が既知である前提で、各種の組織
形成モジュールを連結させていく方法論を採用した．つまり溶接条件から、部材の各位置における温度履歴がわかり、既
知である CCT 線図上で、その温度履歴をたどることのよって、各種変態の開始点（温度・時間）が決まる．あとはこの
タイミングにあわせて、(2)～(4)の組織形成モジュールを並べれば、一連の、組織形成を系統的に解析できることになる．
このように設計することによって、従来、極めてあいまいであった、各種の変態の開始・終了を、シミュレーションの観点から、
どこで切り替えるかの問題が解消された．CCT 線図と機械学習が結びつき、CCT 線図を前提とした組織形成シミュレー
ションが可能となった点は、今後、多方面に大きな影響を及ぼすと期待される． 
 
(2-4) 溶接における組織形成シミュレーション 
 以下、一連の計算手順および計算例について説
明する．なお、温度場は３次元計算、組織形成は
２次元計算である（γ 多結晶組織形成に関して
は、３次元計算のモジュールも整備している）．また
細かい設定に関しては、本研究にて各種のマニュアル
をモジュール別に作成してあるので、そちらを参照され
たい． 
 
(2-5) γ多結晶粒組織形成シミュレーション 
 三次元の温度場の設定については、Rosenthalの
式を用いた．溶接条件として、部材の各種定数
（融点、Ac3 温度、熱伝導率、熱拡散係数、初期
温度、熱源の移動速度、入熱量など）を入力する
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この温度履歴にあわせて、まず γ 多結晶組織形成の計算を
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の縁に近いほど、γ 結晶粒サイズが大きくなっていることがわか
る．この組織が計算された後、本システムのユーザーは、その
後の冷却過程において析出・変態を計算したい場所を選択
する（フェライト析出、パーライト変態、およびベイナイト変態
については、解像度および計算速度の制約から、上記領域
の一部分を切り出して計算を行う）．たとえば、図 (2)-1
の X1 位置の四角領域を選択したとしよう（図の上面が部
材表層になるので、この位置は、表層から 2mm の位置で
ある[以後、この領域を"切り出し領域"と記す]）．このよう
に切り出し領域を固定すると、Rosenthal の式から、その位置における温度は時間の関数として入手でき、その情報を
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図 (2)-2 CCT 線図（糟谷）上での Rosenthal
の式に従う温度履歴の計算結果（小山）． 

 
図 (2)-1 γ 多結晶組織形成シミュレーション（大野）．溶融
池部分では凝固による柱状晶形成も計算されている． 

（時間）および終了温度（時間）の情報がわかる． 
 
(2-6) α相析出シミュレーション 

 切り出し領域の γ 多結晶組織形態が、そのまま α
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変化は、Rosenthal の式から計算され、α 相析出の
開始温度（時間）と終了温度（時間）は、CCT 線
図から得られる．図 (2)-3 に γ 多結晶組織から α 相
の析出を計算した例を示す．(a)が図 (2)-1 から切り
出された初期組織で、(b)が α 相析出の計算結果で
ある．α 相析出の初期では、温度が高く、α 相の析出
形態は、粒界アロトリオモルフの形態をとる（図(b)の
青線まで）．その後の温度低下に伴いサイドプレート
状の組織形態へと遷移する（アロトリオモルフの計算に
はフェーズフィールド法を、サイドプレート形成には、セル
ラーオートマトン法を活用している）．この遷移する温
度（時間）の切り替えも、CCT 線図の情報を活用している点に注意されたい．従来、この部分の遷移に関して、研究
者によって種々のモデル・仮定が存在し、汎用的な計算システム構築の大きな障害となっていた．個々の相変態のメカニ
ズムの本質を究めることは、もちろん重要な課題であるが、本アプローチのように、CCT 線図やシミュレーションモデルなどの
種々の知見を縦横に組み合わせ、鉄鋼材料分野の知見をインテグレートして、現象を大枠からの把握する方法論は、
鉄鋼材料に代表される複雑・多様な材料開発において本質的な優位性を有すると考える． 
 
(2-7) 硬質相形成のシミュレーション 
 図 (2)-4 と図 (2)-5 は、それぞれ、パーライト変態とベイナイト変態の計算例である．(a)の初期組織は 2.4.2 にて
説明した α 相析出組織で、(b)は α 相析出で残存した γ 相からのパーライトおよびベイナイト変態を計算した結果である
（赤系の色部分が、パーライトおよびベイナイトに対応する）．図 (2)-4 は冷却速度が遅い場合で、α相の成長が顕
著であり、さらに炭素が濃化したγ相領域（(a)の黒い部分）において、パーライト変態が生じていることがわかる．また図 
(2)-5 は冷却速度が速い場合で、α析出は短時間で終了し、残存したγ相領域全体がベイナイト変態した結果となって
いる． 
 パーライトおよびベイナイトは、フェライト相およびセメンタイト相から構成される組織であるが、本計算では、パーライト
（もしくはベイナイト）を、１つの単一相のように仮定して計算を行った．パーライト変態およびベイナイト変態自体を対
象としたフェーズフィールドシミュレーションは、現在も新モデルが提案され続けているため、あえて個別の変態機構の詳細に
立ち入らずに、パーライトコロニーやベイナイトバリアントの単一ドメイン形成のダイナミクスに焦点を絞ったモデル化とした．

 
図 (2)-3 α 相析出のシミュレーション（山中）．ｱﾛﾄﾘｵ
ﾓﾙﾌおよびｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄのα析出形態が計算されている． 

 
図 (2)-4 パーライト変態シミュレーション（山中,小
山）．α 析出で、炭素が濃化した γ 相領域において、パー
ライト変態が生じている． 

 
図 (2)-5 ベイナイト変態シミュレーション（山中,小
山）．α析出で残存したγ相領域全体が、ベイナイト変態
する結果が得られている． 
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ただし 2.4.2 の α 析出シミュレーションにおいて、溶質元素の組織内における不均一情報が得られるので、本シミュレーシ
ョンでは、これに起因する局所的な駆動力の影響を考慮できるようにモデル化している．一見、簡易モデルではあるが、個
別の詳細モデルの発展情報を、駆動力や緩和係数項に取り込むことができる仕様を採用しているので、今後の当該分
野の進展に継続的に対応することができるモデルとなっている点を強調したい． 
 
(2-8) まとめ 
 本研究では、マテリアルズ・インテグレーションの考え方を強く意識したシステム設計を行った．組織形成の研究や優れた
シミュレーションの追求だけでなく、実用的観点、学術的観点、各種の材料学的知見、および各種のノウハウを、材料工
学的センスでインテグレートし、今後の発展の"のり代"も見据えながら、成長しつづけることのできるシステムの構築を目指
した．特に本稿で示した方法論：CCT 線図とフェーズフィールドシミュレーションの連携や、フェーズフィールド法とセルラー
オートマトンの連携等は、その試みの一つである．なお、本計算のアウトプットは組織形態情報（濃度場、結晶方位場、
フェーズフィールドなど）であり、これらは、画像としてもデータ化されるので、各種の画像処理技術を軸足とした機械学習
に（すなわち、本プロジェクトにおける"特性空間システム"に）、そのまま受け渡すことができる． 
 
(3) 組織関連データベースの構築 
 組織関連データベースの構築は、データベースとしての利用のみならず、（２）の計算モデルへの入力データおよび計算
結果検証用データの作成、データベースを用いた組織予測（実験式を含む）などを目的とする．D61 ユニットでは、組
織データ採取のため、ラボ試作鋼、市販鋼や溶接金属を含めると 40 成分以上の素材に対して組織データを採取してき
た．組織データとしては、連続冷却変態図（CCT 図）とそれに伴う膨張線図、組織写真データ、硬さデータ、応力ひず
み曲線データなどである．特に、Fe-C-Mn3 元系、および、3 元系に 1 元素（Cr、Mo、Nb）追加した 4 元系の鋼材
に対しては、CCT 図作成時に途中クエンチを行い、各相がどのタイミングで変態開始したかを詳細に調査した． 
 図 (3)-1 は、Feー0.15%C－1.5%Mn 鋼の
CCT 図である．図は、1400℃５秒でオーステナ
イト化し、その後、200℃/s～0.3℃/s で冷却し
たときの膨張線図と組織データから作成している
が、粒界フェライト（GBF）からフェライトサイドプレ
ート（FSP）変態に変わる温度などは、膨張線図
だけでは必ずしも正確には決定できない．図で
は、10℃/s で冷却させ、640℃（①）、620℃
（②）、580℃（③）でクエンチしたときの組織
観察結果も載せている．①では GBF が、②では
GBF から FSP が、③では FSP の先にパーライト
（P）が変態していることが確認でき、これらより各
相の変態開始点がわかる．特に、GBP から FSP
への移行は膨張線図だけからでは決定が難しい．
D61 では、3 元系・4 元系鋼材に対しては、図の
ような途中クエンチを行い、CCT 図を詳細に作成
した． 
 これまで公開されてきた CCT 図のデータベース化
も進めた．特に、既存の CCT 図はデジタル化されておらず、D61 ではこれらを数値化した．具体的には、NIMS の
Atlas-1、Atlas-2、日本鉄鋼協会溶接 CCT 図集などである．但し、CCT 図作成にあたっては、作成者の判断基準
が異なる場合があるため、溶接学会組織写真集の基準を採用した．これは NIMS／Atlas-1 の基準と同じである．な

図 (3)-1. Feー0.15%C－1.5%Mn 鋼の CCT 図 

お、D61 で作成した CCT 図もこの判断基準を用いた．異なる判断基準で作成された CCT 図はデータベースの精度が
低下する可能性があるため、同一判断基準であると確認できたもの（200 鋼種以上）を、本プロジェクトで作成した
CCT 図と共に D64 の統合システムに載せた． 
 CCT 図作成には、膨張線図、組織観察（写真）以外にも、硬さ測定結果も利用する．CCT 図には、硬さ測定結
果を表示している場合が多い．この硬さデータを用いて、硬さ推定式を作成した．この硬さ推定式は、後に示す CCT 図
予測モジュールに組み込まれるものである．溶接部の硬さ推定式は主に最高硬さ推定式であった．これは、オーステナイ
ト化条件として 1400℃程度での加熱条件に対応する．しかし、加熱温度や保持時間などは必ずしも統一されているわ
けではない．硬さ測定結果は冷却速度だけでなくオーステナイト化条件にも依存する．そのため、CCT 図予測モジュー

ルとしては、オーステナイト化条件を考慮できる硬さ推定式が必要にな
る．そこで、硬さ推定式にオーステナイト化条件で決定される項を導
入し、実験データと合うように推定式を作成した．図 (3)-2 は、
NIMS／Atlas-I のデータ（1350℃0.3 秒加熱、データ数 1500 以
上）、D61 で採取したオーステナイト化条件が 1400℃5 秒加熱と
1000℃5 秒加熱のデータを硬さ推定式と比較した例である．図よ
り、D61 で作成した硬さ推定式は、オーステナイト化条件の影響を考
慮できていることがわかる． 
 HAZ 各位置の応力-ひずみ曲線（S-S 曲線）も重要な材料特性
であるため、D61 の鋼材を用いて再現熱サイクル試験で HAZ 組織を
再現、S-S 曲線を採取しデータベース化し、統合システムに搭載し
た．これを基に、S-S 曲線予測式を作成した．S-S 曲線予測は、始
めに HAZ 各点の硬さを予測し、その予測値から、0.2%耐力（YP）、引張強度（TS）などを予測する．S-S 曲線
予測は、Swift 則を利用し、真応力真ひずみをそれぞれ公称応力公称ひずみに換算して出力する．硬さ推定が HAZ
各点に適用できるので、S-S 曲線も HAZ 各点に対して適用可能である．図 (3)-3 は、S-S 曲線実測値と予測値の
比較例である． 
CCT 図データベースを基に、CCT 図予測モジュールを作成した．入力された鋼材成分に従い、各相の変態開始曲線、
冷却終了後の各相体積率、硬さ、YP、TS、S-S 曲線が同時に出力される．モジュール作成は D63 と共同で行い、変
態開始曲線は機械学習により予測されている．図 (3)-4 は、予測モジュールの出力例である．中央部分に CCT 図

図 (3)-2. NIMS／Atlas-I のデータ（1350℃0.3 秒加熱、データ数 1500 以上）、D61 で採取し
たオーステナイト化条件が 1400℃5 秒加熱と 1000℃5 秒加熱のデータを硬さ推定式と比較した例 
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ただし 2.4.2 の α 析出シミュレーションにおいて、溶質元素の組織内における不均一情報が得られるので、本シミュレーシ
ョンでは、これに起因する局所的な駆動力の影響を考慮できるようにモデル化している．一見、簡易モデルではあるが、個
別の詳細モデルの発展情報を、駆動力や緩和係数項に取り込むことができる仕様を採用しているので、今後の当該分
野の進展に継続的に対応することができるモデルとなっている点を強調したい． 
 
(2-8) まとめ 
 本研究では、マテリアルズ・インテグレーションの考え方を強く意識したシステム設計を行った．組織形成の研究や優れた
シミュレーションの追求だけでなく、実用的観点、学術的観点、各種の材料学的知見、および各種のノウハウを、材料工
学的センスでインテグレートし、今後の発展の"のり代"も見据えながら、成長しつづけることのできるシステムの構築を目指
した．特に本稿で示した方法論：CCT 線図とフェーズフィールドシミュレーションの連携や、フェーズフィールド法とセルラー
オートマトンの連携等は、その試みの一つである．なお、本計算のアウトプットは組織形態情報（濃度場、結晶方位場、
フェーズフィールドなど）であり、これらは、画像としてもデータ化されるので、各種の画像処理技術を軸足とした機械学習
に（すなわち、本プロジェクトにおける"特性空間システム"に）、そのまま受け渡すことができる． 
 
(3) 組織関連データベースの構築 
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予測結果が表示され、代表的冷却速度の条件に対して、硬さ予測値も併記される．図の右上には、300℃/s～1℃
/s の冷却速度に対する、各相体積率、硬さ、YP、TS が表示され、右下には、選択された冷却速度に対する S-S 曲線
図が表示されている．このモジュールは D64 の統合システムに搭載され、単独でも利用できるようスタンドアローン版も作
成された． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 組織予測の熱力データ 
『Fe-Mn-Si-C 系合金の相平衡実験と Fe-Mn-Si-Al-Cr-C 基鉄鋼材料の熱力学データベースの構築』 
【緒言】 Fe-Mn-Si-C４元系は鉄鋼材料の基本系であり，市販の熱力学データベースを利用した計算状態図による
Fe-Mn-Si-C 合金の凝固や固相変態の解析が高強度鋼等の組織制御に活用されている．この４元系を構成する２
元系合金について着目すると，熱力学 DB の評価に利用されている実験データは数十年前のものが多く，また C を含
む三元系における相平衡についても，C 濃度の定量測定技術が確立していないため，実験データの信頼性が熱力学
DB の精度に影響することが懸念されている．本研究では Fe-Si 系，Fe-Mn 系，Fe-Mn-Si 系および Fe-Mn-Si-C
系の実験データを見直し，改めて高精度の相平衡測定を実施して，Fe-Mn-Si-Al-Cr-C 系鉄鋼材料の熱力学 DB
の高精度評価を実施した． 
【実験・解析方法】 高周波溶解により各種多元系合金を溶製した．Fe-Si 系，Fe-Mn-Si 系および Fe-Mn-Si-C 系
インゴットを熱間圧延により板状試料を作製し実験に供した．DSC（Netzsch STA449F3）を用いて，Fe-Si および
Fe-Mn-Si 合金の液相線・固相線温度を測定した．Fe-Mn-C, Fe-Si-C および Fe-Mn-Si-C 合金を 600℃～
800℃の温度範囲で熱処理し，FE-EPMA を用いてα/γ平衡濃度を決定した．EPMA/WDS を用いた分析には，測
定中の C を含むコンタミ層の影響を低減する手法を考案し，C の濃度測定に供した．得られた実験データと本系および
他の合金系についての相平衡の文献値を参照して，Fe-Mn-Si-Cr-Al-C６元系の熱力学解析を行い，熱力学デー
タベースを構築した．Fe-Al と Fe-Si の２元系では BCC 相の Gibbs エネルギー計算に A2/B2/D03 を考慮した４副
格子モデルを適用しているが，本研究が対象とする６元系では２副格子モデルによる A2/B2 までの規則構造を考慮し
た．また，FCC 相の Gibbs エネルギー計算に，ペロブスカイト型炭化物のκ（E21）規則構造を考慮した． 
【実験・解析結果】 実験と計算の例として，図 (4)-1 に Fe-Mn-Si 三元系の実験結果(b)と解析結果(a),(c)を示
した．図 (4)-1.(a)の破線は市販の熱力学 DB の TC-FE9 を利用して計算した状態図であるが，液相線・固相線
温度の実験結果から大きく偏倚しており，市販の熱力学 DB の精度が不十分であることを示唆している．実線は本研
究により再評価した相境界を示している．図 (4)-1.(c)は 800°C の等温断面状態図であり，石田らによる α(A2)，

図 (3)-4. CCT 図予測モジュールの出力例 

α’(B2)/γ(A1)相平衡実験データをおおむね再現する結果が得られた．図 (4)-1.(d)は Fe-Mn-Cr-Al-C５元系の
計算例として，Fe-20Mn-5Cr (mass%)に Al と C 濃度を変数とした 1150℃における状態図を示した．計算結果
を検証できる実験データは無いが，本研究により，κ（E21）規則構造の固溶体を含む複雑な Fe-Mn-Si-Cr-Al-C
６元系の平衡計算が可能となった．  

 
 
 
 
 
 
  

図 (4)-1 Fe-Mn-Si３元系の実験・解析結果(a-c)と Fe-Mn-Al-Cr-C５元系状態図の計算例(d) 
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2.2 D62 性能予測システムの開発 
(1) D62 総括 

本ユニットでは、構造材料の性能を理論や経験則、数値モデリング、データベースなどの融合から予測するためのシミュ
レーションモジュールやデータベースを、鉄鋼材料溶接部の疲労、クリープ、水素脆化、脆性破壊を例題として開発した。
また Al 合金溶接部の性能も併せて検討した。構造材料に必要されるような強度に関係する特性は、様々なスケールレ
ベルの現象が複雑に関与して、マクロな性能として発現するために、それらの性能を予測することは容易ではない。通常材
料開発においてはそれらの性能評価のために多くの時間が必要となり、材料開発のペースを律速する原因となっている。し
たがって、マテリアルインテグレーションシステムの実現により、大幅に研究開発期間を短縮することが可能となる。 

平成 28 年度まで、鉄鋼材料の溶接部の性能予測を対象として、疲労、クリープ、水素脆化、脆性破壊の各性能を
予測することができるスタンドアローンで稼働する計算モジュールの開発を行った。また、予測した結果の実験的な検証も
行うことにより、各性能モジュールの動作を確認することができた。平成 29 年度は、こうして実現できた各モジュールの精
度を向上するための改良をさらに行うとともに、各性能モジュールを他のモジュールと連携させることにより統合システム上で
の稼動を目指し、さらに Ti 合金等の航空機材料への展開についての検討も行った。最終年度においては、疲労性能に
関しては、高精度計算モジュールおよび高速モジュールの２つのモジュールの改良を進めるとともに、各機関の疲労試験
結果および既存のデータベースをもとに検証用のデータベースの構築を行い、機械学習に基づくデータベースモジュールの
完成を目指した。さらに B21、B24、D67 ユニットと連携して Ti 合金の疲労性能予測のシステム実装にも取り組んだ。
クリープ性能に関しては、クリープ損傷や破壊寿命を予測するための計算モジュールの開発・改良を行うとともに、クリープ
中の組織変化の予測検討、データベースを利用した構造部材のクリープ寿命予測システムを完成するためのデータベース
の構築を進めた。水素脆化性能に関しては、応力解析と水素拡散解析を連成させることにより水素拡散凝集挙動を予
測する計算モジュールの改良を行うとともに、同時に拡散係数に関する文献調査を進めることにより低温割れデータベー
スの構築を行い、割れ防止予熱温度の予測手法の完成を進めた。脆性破壊性能に関しては、シャルピー衝撃試験遷
移温度を予測するためのモデル作成および計算モジュールの改良を進め、さらに脆性破壊のデータベースの拡充を図ると
ともに、計算に必要な基礎データの取得および組織解析を進めることにより予測システムの実験的検証を目指した。 
 

(2) 疲労予測 
鉄鋼材料の溶接継手における疲労寿命を予測する高精度疲労計算モジュールを開発した（図 (2)-1 左）。この

モジュールは、化学組成、初期組織、継手形状、溶接条件、荷重条件を入力として、有限要素法によって溶接中の伝
熱-相変態-力学計算を行い残留応力や組織分布を推定し、それらを考慮したマクロ応力場計算と、結晶塑性シミュレ
ーションによって疲労き裂発生寿命を予測する。また X-FEM により疲労き裂進展寿命を予測することで、総寿命を求め
ることができる。さらに、NIMS 疲労データシートの情報をもとに、各プロセスパラメータから疲労強度を予測する機械学習
モジュールを開発した（図 (2)-1 右）。機械学習モジュールは十分な予測精度があることが示された。また大域的感度
解析により、各入力パラメータの疲労強度への寄与度を評価できることが示された。より広範囲の材料についても、国内
の研究機関・学協会に蓄積された疲労寿命・疲労き裂進展のデータ収集を行い、統合システムのデータベースに登録す
ることで、機械学習に活用できる準備を整えた。 

計算モジュールの開発においては、自動その場観察システムにより幅広い鉄鋼材料について疲労き裂発生寿命データ
を取得し、き裂発生に関するモデル及びパラメータを決定した（図 (2)-2 左）。デジタル画像相関法を用いることで、従
来は取得困難であったき裂開閉口を考慮した微小き裂進展データを蓄積することができた。実継手の超高サイクル疲労
についても検討した。また実際の突合せ溶接継手及び荷重非伝達型溶接継手を用いて疲労試験を行い、高精度疲労
計算モジュールの予測精度が十分高いことを確認した（図 (2)-2 右）。最終破断寿命のみならず、硬度分布や組織
分布、疲労き裂発生、き裂進展といった中間の予測についても、実験データとよく一致する予測が得られることを確認した。 

高強度鋼の疲労寿命予測については、介在物起因の疲労き裂発生を考慮した「介在物起因疲労計算モジュール」
を開発した。このモジュールでは、介在物形状に関するデータと広範囲の介在物寸法分布が必要である。そこで広範囲を
観察可能な超音波探傷と、比較的狭い範囲を精密に観察できる３次元顕微鏡を組み合わせることで、広範囲にわた
る詳細な介在物形状データを取得した。取得したデータを用いることで、介在物起因の疲労寿命を精度よく予測できた。 

 
 

図 (2)-1 高精度疲労計算モジュール(左)と機械学習モジュール(右) 
 

 
図(2)-2 自動その場観察による疲労き裂発生寿命データの取得(左)と実継手疲労試験による検証(右) 

 
高速疲労計算モジュールの開発として、微視組織の空間分布を「表面」と「内部」に関してそれぞれ 2 次元問題として

単純化し、 3 次元空間上の複雑な微小亀裂の発生および進展挙動を合理的にモデル化することに成功した。本モジュ
ールを使用することで、結晶粒径が 50 μm 程度の比較的粗大なフェライト・パーライト鋼であれば数日～1 週間程度を
要する高サイクル疲労試験を、標準的な計算機の 1 CPU の条件下においてわずか 5～20 分で再現できる。本モジュ
ールの概要を図 (2)-3 に示す。本モジュールは、構造用鋼の高サイクル疲労において「亀裂発生寿命」の寄与はほとん
どなく、破断に至るまでの疲労寿命はほぼ全て「亀裂進展寿命」であるという in-situ の顕微鏡観察によって得られた実
験事実に基づき、疲労寿命の推定を行うものである。本モジュールは、(i)巨視的有限要素解析モデル、(ii)微視組織の
空間分布モデル、(iii)亀裂進展モデル、の 3 個のサブモデルによって構成される。入力に必要なパラメータは、(a)試験片
形状および境界条件、(b)静的引張試験特性（応力・ひずみ曲線と断面減少率）、(c)微視組織情報（炭素含有
率、粒径・アスペクト比・結晶方位分布）、のみである。(i)巨視的有限要素解析モデルでは、静的引張特性から推定
した繰り返し応力・ひずみ構成式と、試験片形状およびその境界条件を用いて、亀裂発生部のひずみテンソル分布を取
得する。(ii)微視組織の空間分布モデルでは、微視組織の空間分布をモンテカルロ法により確率的に取り扱い、それらに
起因するばらつきを再現する。(iii)亀裂進展モデルでは、連続転位分布論と破壊力学に基づく「亀裂と粒界の相互作用
理論」を基礎として、各結晶粒のすべり系と粒界による転位運動のブロック効果を考慮して微小亀裂の進展挙動をシミュ
レートし、最弱リンクの仮定により最終的な試験片の破断による疲労寿命を高速かつ高精度・定量的に予測する。 
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2.2 D62 性能予測システムの開発 
(1) D62 総括 

本ユニットでは、構造材料の性能を理論や経験則、数値モデリング、データベースなどの融合から予測するためのシミュ
レーションモジュールやデータベースを、鉄鋼材料溶接部の疲労、クリープ、水素脆化、脆性破壊を例題として開発した。
また Al 合金溶接部の性能も併せて検討した。構造材料に必要されるような強度に関係する特性は、様々なスケールレ
ベルの現象が複雑に関与して、マクロな性能として発現するために、それらの性能を予測することは容易ではない。通常材
料開発においてはそれらの性能評価のために多くの時間が必要となり、材料開発のペースを律速する原因となっている。し
たがって、マテリアルインテグレーションシステムの実現により、大幅に研究開発期間を短縮することが可能となる。 

平成 28 年度まで、鉄鋼材料の溶接部の性能予測を対象として、疲労、クリープ、水素脆化、脆性破壊の各性能を
予測することができるスタンドアローンで稼働する計算モジュールの開発を行った。また、予測した結果の実験的な検証も
行うことにより、各性能モジュールの動作を確認することができた。平成 29 年度は、こうして実現できた各モジュールの精
度を向上するための改良をさらに行うとともに、各性能モジュールを他のモジュールと連携させることにより統合システム上で
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ともに、計算に必要な基礎データの取得および組織解析を進めることにより予測システムの実験的検証を目指した。 
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ることができる。さらに、NIMS 疲労データシートの情報をもとに、各プロセスパラメータから疲労強度を予測する機械学習
モジュールを開発した（図 (2)-1 右）。機械学習モジュールは十分な予測精度があることが示された。また大域的感度
解析により、各入力パラメータの疲労強度への寄与度を評価できることが示された。より広範囲の材料についても、国内
の研究機関・学協会に蓄積された疲労寿命・疲労き裂進展のデータ収集を行い、統合システムのデータベースに登録す
ることで、機械学習に活用できる準備を整えた。 

計算モジュールの開発においては、自動その場観察システムにより幅広い鉄鋼材料について疲労き裂発生寿命データ
を取得し、き裂発生に関するモデル及びパラメータを決定した（図 (2)-2 左）。デジタル画像相関法を用いることで、従
来は取得困難であったき裂開閉口を考慮した微小き裂進展データを蓄積することができた。実継手の超高サイクル疲労
についても検討した。また実際の突合せ溶接継手及び荷重非伝達型溶接継手を用いて疲労試験を行い、高精度疲労
計算モジュールの予測精度が十分高いことを確認した（図 (2)-2 右）。最終破断寿命のみならず、硬度分布や組織
分布、疲労き裂発生、き裂進展といった中間の予測についても、実験データとよく一致する予測が得られることを確認した。 

高強度鋼の疲労寿命予測については、介在物起因の疲労き裂発生を考慮した「介在物起因疲労計算モジュール」
を開発した。このモジュールでは、介在物形状に関するデータと広範囲の介在物寸法分布が必要である。そこで広範囲を
観察可能な超音波探傷と、比較的狭い範囲を精密に観察できる３次元顕微鏡を組み合わせることで、広範囲にわた
る詳細な介在物形状データを取得した。取得したデータを用いることで、介在物起因の疲労寿命を精度よく予測できた。 
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図(2)-2 自動その場観察による疲労き裂発生寿命データの取得(左)と実継手疲労試験による検証(右) 
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形状および境界条件、(b)静的引張試験特性（応力・ひずみ曲線と断面減少率）、(c)微視組織情報（炭素含有
率、粒径・アスペクト比・結晶方位分布）、のみである。(i)巨視的有限要素解析モデルでは、静的引張特性から推定
した繰り返し応力・ひずみ構成式と、試験片形状およびその境界条件を用いて、亀裂発生部のひずみテンソル分布を取
得する。(ii)微視組織の空間分布モデルでは、微視組織の空間分布をモンテカルロ法により確率的に取り扱い、それらに
起因するばらつきを再現する。(iii)亀裂進展モデルでは、連続転位分布論と破壊力学に基づく「亀裂と粒界の相互作用
理論」を基礎として、各結晶粒のすべり系と粒界による転位運動のブロック効果を考慮して微小亀裂の進展挙動をシミュ
レートし、最弱リンクの仮定により最終的な試験片の破断による疲労寿命を高速かつ高精度・定量的に予測する。 
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図 (2)-3 高速疲労計算モジュールの概要 

 

(3) クリープ予測 
「クリープ性能予測システムの開発」では、①組織を考慮したクリープ特性の予測、②機械学習（データ科学）による

クリープ破断時間の予測、③構造部材のクリープ変形・損傷・破壊の計算解析モジュールの開発、④クリープデータベース
の開発、⑤溶接継手、内圧管を対象としたシステムの検証（クリープワークフローの構築）に取り組んだ。 

①では、9Cr 耐熱鋼を対象に、MatCalc を用いてクリープ中の析出量（M23C6、MX、Z 相）の変化を計算した。材
料の初期組織情報と析出挙動の時間変化を考慮してクリープ挙動を予測する構成式の開発を行った。計算結果は実
験結果と比較的よく一致した。これにより、組織変化を考慮したクリープ挙動の予測が可能となった。 

②では、XGBoostと呼ばれるアンサンブル回帰木に属する手法を用いたクリープ寿命の予測器の開発を行った。アンサ
ンブル回帰木は多数の決定木によって回帰の汎化性をあげる手法であり非線形回帰手法の一つである。XGBoost は
勾配ブースティング木という手法の高速な実装であり、多数の決定木を構築する際に、予測精度が向上するように決定
木を逐次追加する形で学習を進める点に特徴がある。学習データとして NIMS クリープデータシートのフェライト鋼の組成、
試験温度、試験応力の異なる全 5592 件のデータのうち 95%を訓練データ、残り 5%をテストデータとしてヒートに関し
偏りなく分けて使用した。20 元素からなる組成[mass%]、試験温度[K]、試験応力[MPa]、試験温度における
0.2%耐力[MPa]を説明変数とし、クリープ破断時間[h]の常用対数を目的変数とした。XGBoost における機械学習
には、複数の調節変数（超パラメータ）が含まれ、この値によって回帰精度が大きく影響を受ける。今回は、10 回交差
検証誤差を指標に、Tree Parzen Estimator 法で超パラメータの最適化を行った。その結果、検証用のテストデータで
R2 値が 0.932 の予測器が得られた（R2 値が 1 の場合で予測と実測が完全一致）。SIP・MI の共通試料についてク
リープ試験を実施した。得られたクリープ破断時間を上記機械学習（データ科学）手法を用いて、既得の NIMS データ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 (3)-1 SIP・MI 共通試料のクリープ破断時間と機械学習による予測結果の比較 

シートから予測できるか検討した。予測値と実験値の比較を図 (3)-1 に示す。クリープ強度に及ぼす Nb と Mo の効果
については、良い予測を得られた。一部は（A, E 鋼）、約 5 倍の長時間側の予測となっているので，予測方法の更な
る検討を行っている。 

③では、構造部材のクリープ変形、損傷（損傷力学等）、破壊（高温破壊力学）の計算解析モジュールの開発と
改良を行った。計算コードの高速化・並列化、入出力機能の改良、可視化プログラムとの接続、リスタート機能の作成、
θ 法による変形解析機能、各種クリープ損傷解析法、3 次元クリープき裂進展解析、3 次元空孔拡散解析、PFM とク
リープ解析の接続、各種試験片形状に対するプログラムの検証など、各種機能の追加、改造を行った。これを D64 に提
供し、MI システムに組込んだ。また、Python を用いた材料パラメータの高精度化を行った。高 Cr フェライト系耐熱鋼
（高 Cr 鋼）は、蒸気温度が約 600 ℃の超々臨界圧（USC）発電プラントで、主要高温構造部材として使用され
ている。高 Cr 鋼の母材は高いクリープ強度を有しているが、溶接熱影響部（HAZ）ではクリープ強度の低い細粒 HAZ
組織が形成される。細粒 HAZ に沿って生じるクリープ破壊は Type-IV 破壊と呼ばれ、長時間使用される高温機器で
問題となっている。物材機構では、改良 9Cr-1Mo 鋼（ASME Gr.91 鋼）と溶接部のクリープ試験を継続して行い、
本研究では 600 ℃および 650 ℃において、約 30,000 h から約 70,000 h の長時間クリープ破断データを得た。溶
接継手のクリープ寿命を、上記モジュール（損傷力学）を用いて予測した結果を図 (3)-2 に示す。低応力（長時間）
側では、予測結果は実験結果よりも長時間（非安全側）となる傾向がある。これは、多軸応力の影響により、破壊様
式や破断延性が変化するためであると考えられる。多軸応力に関する係数 が図 (3)-3 のように応力依存性をもつと考
え、30,000h 以上では ＝0.7～1.0 の値を用いれば、非常に良い予測が得られることを明らかにした。また、溶接継手
のクリープ損傷の分布や寿命に及ぼす試験片形状や開先形状の影響についても明らかにした。 

④では、NIMS クリープデータシ－ト、日本鉄鋼協会高温強度デ－タ集、日本原子力研究所データ集などから
23,000 点に及ぶクリープ破断データなどを収集、デジタル化し、D64 のデータベースシステムに提供した。 

⑤では、Sysweld を利用した伝熱解析を行い、HAZ の位置と形状を決定し FE メッシュを作成した後、③の計算モ
ジュールを用いてクリープ損傷解析を行った。2.25Cr-1Mo 鋼の長手溶接内圧管を対象に、クリープワークフロー（MI シ
ステム）の検証を行い、実験結果と合うクリープ損傷分布の計算結果が得られることを示した。 
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 はじめに、溶接部水素脆化（低温割れ）の基礎データ収集とモデル化検討を行った。y 型溶接割れ試験に関する文
献データ（約 150 件）を収集し、低温割れを防止するための限界予熱温度を従来の定式化された予測手法による解
析を行った。さらに、割れ防止限界予熱温度を正確に予測するモデル構築に向け、引張強度 780MPa 級及び
980MPa 級高強度鋼板を用いて y 型溶接割れ試験を実施し、各種条件（板厚、溶接金属水素量など）における割
れ防止予熱温度を求めるとともに、モデル検証のための温度履歴測定、残留応力測定などの詳細データも採取した。こ

162 163



 
図 (2)-3 高速疲労計算モジュールの概要 

 

(3) クリープ予測 
「クリープ性能予測システムの開発」では、①組織を考慮したクリープ特性の予測、②機械学習（データ科学）による

クリープ破断時間の予測、③構造部材のクリープ変形・損傷・破壊の計算解析モジュールの開発、④クリープデータベース
の開発、⑤溶接継手、内圧管を対象としたシステムの検証（クリープワークフローの構築）に取り組んだ。 

①では、9Cr 耐熱鋼を対象に、MatCalc を用いてクリープ中の析出量（M23C6、MX、Z 相）の変化を計算した。材
料の初期組織情報と析出挙動の時間変化を考慮してクリープ挙動を予測する構成式の開発を行った。計算結果は実
験結果と比較的よく一致した。これにより、組織変化を考慮したクリープ挙動の予測が可能となった。 

②では、XGBoostと呼ばれるアンサンブル回帰木に属する手法を用いたクリープ寿命の予測器の開発を行った。アンサ
ンブル回帰木は多数の決定木によって回帰の汎化性をあげる手法であり非線形回帰手法の一つである。XGBoost は
勾配ブースティング木という手法の高速な実装であり、多数の決定木を構築する際に、予測精度が向上するように決定
木を逐次追加する形で学習を進める点に特徴がある。学習データとして NIMS クリープデータシートのフェライト鋼の組成、
試験温度、試験応力の異なる全 5592 件のデータのうち 95%を訓練データ、残り 5%をテストデータとしてヒートに関し
偏りなく分けて使用した。20 元素からなる組成[mass%]、試験温度[K]、試験応力[MPa]、試験温度における
0.2%耐力[MPa]を説明変数とし、クリープ破断時間[h]の常用対数を目的変数とした。XGBoost における機械学習
には、複数の調節変数（超パラメータ）が含まれ、この値によって回帰精度が大きく影響を受ける。今回は、10 回交差
検証誤差を指標に、Tree Parzen Estimator 法で超パラメータの最適化を行った。その結果、検証用のテストデータで
R2 値が 0.932 の予測器が得られた（R2 値が 1 の場合で予測と実測が完全一致）。SIP・MI の共通試料についてク
リープ試験を実施した。得られたクリープ破断時間を上記機械学習（データ科学）手法を用いて、既得の NIMS データ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 (3)-1 SIP・MI 共通試料のクリープ破断時間と機械学習による予測結果の比較 

シートから予測できるか検討した。予測値と実験値の比較を図 (3)-1 に示す。クリープ強度に及ぼす Nb と Mo の効果
については、良い予測を得られた。一部は（A, E 鋼）、約 5 倍の長時間側の予測となっているので，予測方法の更な
る検討を行っている。 

③では、構造部材のクリープ変形、損傷（損傷力学等）、破壊（高温破壊力学）の計算解析モジュールの開発と
改良を行った。計算コードの高速化・並列化、入出力機能の改良、可視化プログラムとの接続、リスタート機能の作成、
θ 法による変形解析機能、各種クリープ損傷解析法、3 次元クリープき裂進展解析、3 次元空孔拡散解析、PFM とク
リープ解析の接続、各種試験片形状に対するプログラムの検証など、各種機能の追加、改造を行った。これを D64 に提
供し、MI システムに組込んだ。また、Python を用いた材料パラメータの高精度化を行った。高 Cr フェライト系耐熱鋼
（高 Cr 鋼）は、蒸気温度が約 600 ℃の超々臨界圧（USC）発電プラントで、主要高温構造部材として使用され
ている。高 Cr 鋼の母材は高いクリープ強度を有しているが、溶接熱影響部（HAZ）ではクリープ強度の低い細粒 HAZ
組織が形成される。細粒 HAZ に沿って生じるクリープ破壊は Type-IV 破壊と呼ばれ、長時間使用される高温機器で
問題となっている。物材機構では、改良 9Cr-1Mo 鋼（ASME Gr.91 鋼）と溶接部のクリープ試験を継続して行い、
本研究では 600 ℃および 650 ℃において、約 30,000 h から約 70,000 h の長時間クリープ破断データを得た。溶
接継手のクリープ寿命を、上記モジュール（損傷力学）を用いて予測した結果を図 (3)-2 に示す。低応力（長時間）
側では、予測結果は実験結果よりも長時間（非安全側）となる傾向がある。これは、多軸応力の影響により、破壊様
式や破断延性が変化するためであると考えられる。多軸応力に関する係数 が図 (3)-3 のように応力依存性をもつと考
え、30,000h 以上では ＝0.7～1.0 の値を用いれば、非常に良い予測が得られることを明らかにした。また、溶接継手
のクリープ損傷の分布や寿命に及ぼす試験片形状や開先形状の影響についても明らかにした。 

④では、NIMS クリープデータシ－ト、日本鉄鋼協会高温強度デ－タ集、日本原子力研究所データ集などから
23,000 点に及ぶクリープ破断データなどを収集、デジタル化し、D64 のデータベースシステムに提供した。 

⑤では、Sysweld を利用した伝熱解析を行い、HAZ の位置と形状を決定し FE メッシュを作成した後、③の計算モ
ジュールを用いてクリープ損傷解析を行った。2.25Cr-1Mo 鋼の長手溶接内圧管を対象に、クリープワークフロー（MI シ
ステム）の検証を行い、実験結果と合うクリープ損傷分布の計算結果が得られることを示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 (3)-2 開発したモジュールによる 9Cr 鋼溶接継手      図 (3)-3 多軸応力に関するパラメータ 
の寿命予測                                        の応力依存性 

 
(4) 水素脆化予測 
 はじめに、溶接部水素脆化（低温割れ）の基礎データ収集とモデル化検討を行った。y 型溶接割れ試験に関する文
献データ（約 150 件）を収集し、低温割れを防止するための限界予熱温度を従来の定式化された予測手法による解
析を行った。さらに、割れ防止限界予熱温度を正確に予測するモデル構築に向け、引張強度 780MPa 級及び
980MPa 級高強度鋼板を用いて y 型溶接割れ試験を実施し、各種条件（板厚、溶接金属水素量など）における割
れ防止予熱温度を求めるとともに、モデル検証のための温度履歴測定、残留応力測定などの詳細データも採取した。こ

162 163



の実験結果に基づいて、y 型溶接割れ試験を模擬する FEM モデルの検討を行った。割れの原因となる水素の拡散現
象を正確に予測するために、拡散方程式中の静水圧応力勾配項の影響を正しく表現するα法を適用した。 
 次に水素脆化（低温割れ）予測モデルの構築を行った。y 型溶接割れではルート部（溶接金属下部のスリット部分）
で割れが発生しやすく、その部分は大きな残留応力が発生し、それに伴う水素の拡散集積が起こると考えられる。このよ
うな現象を精緻に予測するために、FEM による溶接シミュレーションと水素拡散シミュレーションの連成解析モデルを構築
した。図 (4)-1 に低温割れ予測モデルの全体構成を示す。必要な材料情報と溶接条件を設定しモデルを構成するが、
材料特性は実験データの他に、溶接 CCT を基にした組織予測モデルからも設定できる。溶接シミュレーションによってル
ート部近傍で高い応力場が発生し、これに駆動されてルート部に水素が凝集することが再現されている。この計算結果か
ら、ルート部の割れ発生部での最大主応力と水素量から割れの判定を行う。 
 上記の開発したシミュレーションモデルの MI システムへの実装を行った。基礎的なモデルにおいて、溶接シミュレーション
（熱弾塑性解析）と水素拡散解析が連動して動作し、ルート部の応力状態と水素濃度を求めることが出来ることを確
認した。現在、図 (4)-2 に示すワークフローによってシステムの検証を進めており、引張強度 580MPa から 980MPa ま
での代表的な鋼板において、板厚や溶接金属水素量の異なる条件において低温割れ防止予熱温度を予測するシステ
ムが完成する予定である。 
 

 
図 (4)-1 水素脆化（低温割れ）予測モデルの全体構成 

 

 
図 (4)-2 水素脆化（低温割れ）予測システムのワークフロー 

(5) 靭性予測 
本研究の目的は溶接熱影響部（HAZ）のシャルピー衝撃特性を予測するモデルを構築することである。従来の研究

は、多数の試験を実施して靭性を脆化相寸法や結晶粒径などのミクロ組織因子と関連づけるものがほとんどであった。本
研究では破壊の物理現象に基づいた靭性予測モデルを構築した。図 (5)-1 にモデルの模式図を示す。へき開脆性破
壊の起点となる脆化相として MA（Martensite-Austenite constituent）と疑似パーライト（DP）を含む粗粒ベイ
ナイト組織を対象とした。MA 寸法などが確率分布を有することを考慮して局所破壊応力を確率分布関数として表した。
一方、シャルピー衝撃試験の動的弾塑性有限要素解析を延性き裂進展を考慮して行い、切り欠き底近傍の応力・歪
分布を求めた。最弱リンク機構を適用して試験片の各変形段階における破壊確率を求めた。この計算を各温度で繰り
返しことにより吸収エネルギー遷移曲線を求めた。本モデルで用いる入力変数は、MA と DP の寸法、ベイナイトラス間距
離、粒界フェライト厚さの各分布、MA と DP の体積分率と個数密度、降伏応力、引張強さである。 
 各種化学成分を有する HT570、HT780 鋼の再現 HAZ 材のミクロ組織（図 (5)-2）と強度を計測し、これらの値
を用いて遷移曲線を計算し、実験と比較した。一例を図 (5)-3 に示すように、実験を精度よく再現できることを確認し
た。一方、実溶接継手のシャルピー衝撃試験を実施し、ボンド部靭性は再現 HAZ 材の靭性とよい一致を示すことを確
認した（図 (5)-4）。このことから、本モデルは実溶接継手にも適用できることが確認できた。相変態モデルによって上
記のミクロ組織因子を計算し、その結果を用いて本靭性予測モデルで靭性を予測する統合モデルを構築した。この場合
の入力変数は鋼材化学成分と溶接条件である。実験によらずとも HAZ 靭性に及ぼす化学成分や溶接条件の影響を
評価することができる。さらに、最適化アルゴリズムを適用することによって化学成分最適化の計算が可能となった。実用
化には精度向上と広範な検証が必要である。 
 

 
 

図 (5)-1 シャルピー衝撃試験靭性予測モデルの模式図 
 

 
図 (5)-2 MA 寸法分布の計測例（HT570 鋼） 図 (5)-3 シャルピー衝撃試験遷移温度の実験とモデル計算の

比較例（HT570 鋼） 
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図 (5)-4 実溶接継手と再現 HAZ 材のシャルピー衝撃特性の比較例（HT570 鋼） 

 
(6) Al 合金溶接部 

はじめに、5000 系アルミニウム合金の溶接構造体の特性予測を目的として、材料データベース構築と組織予測モデ
ルの開発を実施した。材料データベース構築においては、代表的な条件として、母材を 5083 および 5052、溶加材を
5183 および Safra66 を選定し、各種条件にて MIG 溶接試験片を作成し、母材、熱影響部、溶接部のミクロ組織お
よび、溶接構造体の特性（強度、疲労特性）を調査した。整備した材料データベース組織・特性予測を行う計算フロ
ーを設計し、各モジュール開発を実施した。ミクロ組織計算はニューラルネットワークを用いた予測モデルを構築し、実用レ
ベルの予測精度を達成した。さらに、理論的な考察やデータベースの外挿領域の予測が期待できる手法として、Phase-
Field 法や、最適な半理論式を選択するデータ解析手法などによるミクロ組織計算の手法も開発を進めた。 

次に、5000 系アルミニウム合金の溶接構造体の特性予測を目的として、素材と製造条件から、ミクロ/マクロの組織・
特性を予測するモジュールを開発した。開発したモジュールは、熱履歴計算モジュール、ミクロ計算モジュール、ミクロ結晶
塑性計算モジュール、強度予測モジュール、疲労特性予測モジュールの５つである。これらを MI システム上で連結したワ
ークフローを実装し（図 (6)-1）、製造条件から特性計算までを一貫して計算できる環境を構築した。本システムによ
り４条件で強度特性を試算した結果、引張強さの予測精度は±2％以内であり、実用レベルの精度に到達した（図 
(6)-2, 3）。ただし、予測できる条件範囲が限定的であり、データベースの拡充が今後の課題である。さらに、疲労特性
については、実用課題に即した t50mm の厚板溶接構造体の疲労特性データを採取し、疲労モジュールの精度検証を
行っている。 

 
 

 
図 (6)-1 5000 系アルミニウム溶接構造体の組織・特性計算フロー   図 (6)-2 ミクロ組織計算の例（Mg 量） 
 

 
図 (6)-3 MI システムによる 5000 系アルミニウム溶接構造体の強度予測および疲労特性計算の例 
 
(7) BD 連携 

航空機材料として広く用いられている Ti-6Al-4V（Ti64）合金鍛造材の疲労性能予測を行う「Ti 合金疲労計算
モジュール」を開発した。Ti 合金鍛造材の疲労寿命を予測するためには、疲労き裂発生および疲労き裂進展機構を把
握することが不可欠である。また、Ti 合金では疲労寿命予測だけでなく、寿命のばらつきも実用上問題となっている。そこ
で B 領域では鍛造後の溶体化処理温度を変えることで、2 種類のバイモーダル組織を得た。SEM-EBSD 解析により詳
細な組織データを取得した。またミクロ組織ができるだけ均一な領域から切り出した試験片について、一般的な疲労試験
を行うことで SN 線図を取得した。組織観察から、集合組織が疲労寿命に寄与している可能性が示唆された。D 領域で
は、ユニット D67 において SEM 内の疲労試験を行い、微小き裂進展の詳細な観察を行った。その結果、(1) Ti64 で
は結晶粒ごとに単一のすべり系が活動している傾向が強いこと、(2)き裂は粒界を超える際にその進展方向を大きく変化
させること、(3)粒界・境界に沿ったき裂進展が頻度高く観察されること、(4)ラメラ部ではき裂破面が微細な凸凹を伴い
進展速度も等軸 α 部と異なること、(5)き裂長さが 300µm を超えてもマクロなき裂面が応力軸に対して傾斜しているこ
と、といった重要な知見が得られた。ユニット D62 においては自動その場観察システムにより、統計的なき裂発生寿命デ
ータを取得した。以上の知見をもとに、等軸 α 部とラメラ部にそれぞれ異なる結晶塑性パラメータを与えて、単一のすべり
系によりき裂発生・進展するというモデルを構築した（図 (7)-1）。組織観察結果に基づいて多結晶モデルを再構築し
た結果、ばらつきを含めてき裂発生寿命を計算することができた。以上により、パラメータを適切に設定することで、正確な
疲労性能予測が可能な計算モジュールを開発した。 

 

 
 

図 (7)-1 Ti 合金疲労計算モジュールの概要 
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2.3 D63 特性空間分析システムの開発 
(1) D63 総括 
 構造材料の性能は、ミクロ組織の化学組成や幾何学的特徴に強く依存する。そのため、D61 ユニット「組織予測シス
テムの開発」や D62 ユニット「性能予測システムの開発」では、様々なプロセスにおいて形成される組織を予測するための
物理モデルや数値モデル、組織依存性を考慮した性能予測モデルを開発すると同時に、様々な経験則やミクロ組織画
像、性能に関わるデータベースが蓄積される。本ユニットでは D61、D62 ユニットと連携し、蓄積されたデータベースから物
理モデルや数値モデルの各種パラメータをその精度を含め推定する手法や、最適な潜在モデルの組み合わせを選択する
手法を提供することで、予測の高精度化と構造材料で不可欠となる不確定性を考慮した予測を可能にすることを目的
とした。 
 そこで本ユニットでは、まず情報統計力学的手法を応用することで、データベースを元に様々な記述子・モデルから有用
なものを抽出するスパースモデリング手法、並びにデータベースから各種パラメータをその不確定性含めて推定するデータ同
化手法の汎用ライブラリを構築し、更に組織予測システムおよび性能予測システムにおいて開発される予測モジュールに
適用することを試みた。また同時に、材料のミクロ組織構造を記述するための幾何学的な因子を自動的に抽出するモジ
ュールの開発を行い、各種予測モジュールで用いられるパラメータと各種入力条件との相関の分析を試みた。 
 
(2) データ同化 
データ同化は，数値シミュレーションモデルと実験・観測データをベイズ統計学に基づいて統融合する計算基盤技術で

ある。その数学的理論は一般の数理モデルへの適用が可能であるため，本プロジェクトの対象である構造材料のシミュレ
ーションモデルへ応用することで，組織成長予測やそれに伴う性能評価への展開が期待される。データ同化では，観測
不可能な系の内部状態の推定やモデルパラメータの推定を可能にするだけでなく，分散などのより高次の統計量を評価
することで，推定値の不確実性などを評価することが期待される。 
 

(2-1) 汎用データ同化ライブラリの構築 
データ同化は，大きく分けると逐次型と非逐次型が存在する。特にアンサンブルカルマンフィルタ(EnKF)や粒子フィルタ

に代表される逐次型データ同化は，初期状態・パラメータの異なるシミュレーションを並列に計算し，実データに基づいて
シミュレーション変数を更新することで，事後分布を逐次的に構成する手法である。この様な逐次型データ同化では、シ
ミュレーションを実施する過程とデータの取り込みを実施する過程を完全に分離することができるため、後者をブラックボック
ス化することにより、汎用的なデータ同化ライブラリを構築することができる。そこで本ユニットでは、D64 ユニットと連携し，
EnKF を多様な材料シミュレーションへ適用可能な汎用データ同化ライブラリとしてワークフローに組み込んだ。この汎用デ
ータ同化ライブラリは，D61 との連携における Phase−Field 法への適用や，B-D 連携における剛塑性有限要素法へ
の適用を通し，その汎用性を確認した。 
 

(2-2) 4 次元変分法の Phase-Field 法への適用 
逐次型データ同化法は一般にモデル自由度に対し指数関数的に計算資源が増大するため，小・中規模のシミュレー

ションには適用が可能であるが，構造材料分野で用いられる超大規模自由度モデルに適用するには、現実的な計算時
間・計算機資源では実行不可能になる。一方で、非逐次型データ同化法の１つである４次元変分法は、モデル自由
度に対し線形オーダーの計算量・メモリで実現できるが，推定値の不確実性を評価することが不可能であるという問題が

あった。そこで本ユニットでは，大規
模自由度モデルに対しても不確実性
評価が可能なデータ同化法として，
事後分布の理論計算に基づいた４
次元変分法における不確実性の計
算アルゴリズムを確立した。本アルゴリ
ズムでは、MAP 解近傍での事後分
布を近似する多変量正規分布の分
散共分散行列の対角成分から，目
的とする変数の 不確実性 の み を
2nd-order adjoint法とKrylov部
分空間法を組み合わせることで，推
定値の不確実性を高速に抽出する
ことを可能にしている （図 (2)-
1）。本手法は、一般的なシミュレー
ションモデルに適用が可能であり、
Phase-Field 法だけでなく、有限要素法など構造材料分野における様々な計算への応用が期待できる。 
 

(2-3) 組織予測モデルへのデータ
同化の適用事例 
ここでは、実際の鉄鋼材料やアルミ

合金の結晶粒構造データに Phase-
Field 法とデータ同化手法を適用する
ことで，観測不可能な系の内部状態
の推定を行った。その一例を以下に示
す。通常、データ同化はシミュレーショ
ン結果と比較するデータとして時系列
データを想定するが，構造材料分野
においては時系列の実験・観測データ
が必ずしも得られるとは限らない。その
ため，パラメータ・初期状態推定を効率的に行なうための実験・観測データの設計自体が必要不可欠となる。そこで，
時系列データではない粒構造写真データに対し，パラメータや場の初期状態を効率的に推定する方法論を提案した。こ
れにより，与えられた粒構造の多数の候補の中から，実験・観測データを最も再現する最適な初期粒構造の選択が可
能となった（図 (2)-２）。 
その他，以下の様な適用事例も実施することで，データ同化手法の有効性を示した： 

・1000 系アルミ合金の再結晶挙動を支配するひずみエネルギー分布の推定（D61 連携） 
・5000 系アルミ合金の溶接部強度予測（D61,D62,D64 連携） 
・剛塑性有限要素法における構成方程式の高精度化（B-D 連携） 
 
 

 

図 (2)-1  (a)４次元変分法による多相フェーズフィールドモデルの初
期状態推定、(b)最新型４次元変分法の概念図、(c)最新型４次
元変分法による単相フェーズフィールドモデルに含まれるパラメータの不
確実性推定 

図 (2)-2 粒構造画像からの統計量抽出に基づくパラメータ事後分
布推定と初期粒構造推定 
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することで，推定値の不確実性などを評価することが期待される。 
 

(2-1) 汎用データ同化ライブラリの構築 
データ同化は，大きく分けると逐次型と非逐次型が存在する。特にアンサンブルカルマンフィルタ(EnKF)や粒子フィルタ

に代表される逐次型データ同化は，初期状態・パラメータの異なるシミュレーションを並列に計算し，実データに基づいて
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(2-3) 組織予測モデルへのデータ
同化の適用事例 
ここでは、実際の鉄鋼材料やアルミ

合金の結晶粒構造データに Phase-
Field 法とデータ同化手法を適用する
ことで，観測不可能な系の内部状態
の推定を行った。その一例を以下に示
す。通常、データ同化はシミュレーショ
ン結果と比較するデータとして時系列
データを想定するが，構造材料分野
においては時系列の実験・観測データ
が必ずしも得られるとは限らない。その
ため，パラメータ・初期状態推定を効率的に行なうための実験・観測データの設計自体が必要不可欠となる。そこで，
時系列データではない粒構造写真データに対し，パラメータや場の初期状態を効率的に推定する方法論を提案した。こ
れにより，与えられた粒構造の多数の候補の中から，実験・観測データを最も再現する最適な初期粒構造の選択が可
能となった（図 (2)-２）。 
その他，以下の様な適用事例も実施することで，データ同化手法の有効性を示した： 

・1000 系アルミ合金の再結晶挙動を支配するひずみエネルギー分布の推定（D61 連携） 
・5000 系アルミ合金の溶接部強度予測（D61,D62,D64 連携） 
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図 (2)-1  (a)４次元変分法による多相フェーズフィールドモデルの初
期状態推定、(b)最新型４次元変分法の概念図、(c)最新型４次
元変分法による単相フェーズフィールドモデルに含まれるパラメータの不
確実性推定 

図 (2)-2 粒構造画像からの統計量抽出に基づくパラメータ事後分
布推定と初期粒構造推定 
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(3) スパースモデリング 
スパースモデリングは，ベイズ統計学に基づいてデ

ータベースを元に様々な記述子・モデルから有用な
ものを効率的に選択する計算基盤技術である。そ
の数学的理論は様々な数理モデルへの適用が可
能であるため，本プロジェクトの対象である構造材
料のデータベースへ応用することで，様々な現象に
おける有効な記述子や有効モデルの抽出が可能に
なることが期待される。 
 

(3-1) スパースモデリング汎用ライブラリの構
築 
 スパースモデリングが対象とする数理モデルには
線形モデルと非線形モデルに大別される。特に
線形モデルは多くの物理現象の主要な因子を
抽出する上で広く用いられてきた手法であるが，
その有効な記述子の選択においては，従来は
正則化項を導入することで近似的に導出してい
るに過ぎなかった。構造材料を対象にした問題
においては，生体材料分野とは異なり，現象を
説明しうる記述子の数は然程多くない。その一
方で，個々の記述子の重要性を見極めること
が極めて重要となっており，LASSO 等の近似
的手法では十分な成果が得られないことが多かった。
そこで，本ユニットではD64ユニットと連携し，ベイズ
的自由エネルギーを用いた全状態探索手法をワーク
フローとして統合システムに組み込み，任意のデータ
ベースに対して有効記述子の探索が可能になるライ
ブラリを構築した（図(3)-1）。この全状態探索ライ
ブラリは，D61 との連携における変態点予測式の導
出や，D62 との連携における基底クリープ強度予測
式の導出，アルミニウム合金の強度予測式の導出
等に適用され，その汎用性が確認された。 
 
(3-2) 組織予測・性能予測へのスパースモデリン
グの適用事例 
 非線形な数理モデルに対しても全状態探索は有
効である。例えばクリープに関しては，一次クリープか
ら２次クリープ（定常クリープ），３次クリープ（加

 
図 (3)-1 スパースモデリング汎用ライブラリ（全状態探索手
法）と従来手法（LASSO）の比較 
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図 (3)-3 鋼の変態キネティクスのスパースモデリングによる
抽出 

速クリープ）と時々刻々と変化する クリープ速度を記述する構成方程式が様々に提案されている。特に定常クリープの
存在に関しては，未だに統一的な見解を得るには至っておらず，一次クリープが終了する時点から転位密度が一定にな
るとする定常クリープ理論と，一次クリープにおける加工硬化と加速クリープにおける弱化の釣り合いから，見かけ上定常
クリープが存在するように見えるに過ぎないとする非定常クリープ理論が存在する。そこで，本ユニットでは D62 と連携し，
クリープ速度に関して蓄積されたデータベースに対し全状態探索手法を適用し，客観的に定常クリープがある場合とない
場合のそれぞれの構成方程式のベイズ的自由エネルギーを比較することを試みた。その結果，定常クリープ理論がデータ
を最も良く説明するモデルであることが示された（図 (3)-2）。構造材料分野では，クリープ速度則に限らず未だに多く
の議論の余地が残されている現象は極めて多い。その様な議論に対し，新たな判断基準を与えるのがスパースモデリング
である。 
 一方で，鋼材の CCT 曲線や変態キネティクスの抽出には，従来多くの冶金学的観察が不可欠であり，新たな鋼材
を開発する上での大きな障壁となってきた。そのため，比較的簡便な実験で入手可能な鋼の熱膨張曲線の適用が試み
られてきた。しかし問題は，旧オーステナイトからフェライトへの変態には粒界フェライトとフェライトサイドプレートの２種類が
あり，従来の熱膨張曲線の解析ではこれら２種類の組織の識別が出来ないことにあった。そこでここでは，粒界フェライ
トとフェライドサイドプレートに対して従来提案されている様々な成長モデルに対し，スパースモデリングを適用することで，
個々の組織の変態開始温度や最適なモデルの抽出を行った。その結果，変態開始温度や発生する組織の形態，変
態のキネティクスを材料パラメータを高精度に抽出できることが確認された（図 (3)-3）。 
 その他，以下の様な適用事例を実施することで，様々な具体的な問題に対するスパースモデリングの有効性を示した。 
・スパースモデリングに基づく基本鋼材 CCT 図予測手法の確立 
・クリープデータベースからの有効記述子の抽出とクリープ速度・破断予測式の導出 
・5000 系アルミ合金の強度支配因子の抽出と強度予測 
・7000 系アルミ合金データベースからの有効記述子の抽出 
・スパースモデリングと転位論に基づく強度支配因子の抽出 
 
(4) 3D/4D データモジュール 
 鉄鋼組織の特徴を特性空間に記述するためには，鉄鋼組織の三次元組織特徴の定量化手法の開発や，それらに
関連する画像処理環境の他機関への提供，さらには組織データアーカイブの連携手法の検討，三次元観察データと特
性予測への連携等を提供する枠組みが必要になる。そこで本ユニットでは，三次元組織特徴の定量化手法やデータア
ーカイブを提供するシステムである Material Image Communication Cloud（MICC）と，三次元観察データと特
性予測の連携を実現するシステムである Material Image PHase and Property Analysis（MIPHA）の２つの
システムの開発を行った。 
 
(4-1) MICC の開発 
 画像処理研究者でないユーザーでも容
易に画像処理や特徴抽出を扱うことのでき
る環境として MICC を開発し，更に D64
ユニットと連携することで，プロジェクト内で
広く利用できる環境を構築した。 構築さ

 
図 (4)-1 共通試験片内の詳細な組織情報抽出例 
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れたシステムを用い，D61 ユニットと連携すること
で共通試験片の鉄鋼組織観察を実施し組織デ
ータベースの構築を行った。更に，鋼溶接部近
傍鬼における組織の詳細を明らかにすることで，
D61 で構築される Phase-Field モデルの検証
データを提供した（図 (4)-1）。また，D62 ユ
ニットと連携し，共通鉄鋼試料中に生じた介在
物の分布や形状の三次元観察の取得も行った
（図 (4)-2）。これにより，疲労破壊の原因と
なる介在物の複雑な形態の詳細が明らかなった。 
 
(4-2) MIPHA の開発 
 機械学習をあらゆる側面で積極的に取り入れて，
効率的に組織の定量評価および特性の推定を行う
ための環境として MIPHA を開発し，更にプロジェク
ト内で広く利用するために環境の提供を行った。機
械学習を用いた極めてユーザーフレンドリーな環境で
あることから，D-P 鋼の解析や，MA の解析に広く
取り入れられている（図 (4)-3）。 
 
(5) 特性・性能データベース 
 構造材料を対象にした問題では，複数の異なる現象が競合して発生する上，材料自体の不均一性も存在すること
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2,181 2,028 10,939 23,162 3,312 56 241 52 

 

分であり，過去に蓄積された膨大な実験データを援用することが極めて重要となる。そこで本ユニットでは，過去様々な
研究機関で蓄積されてきた特性や性能に関する貴重なデータのデジタル化を積極的に行い， D64 ユニットと連携する
ことで統合データベースへの格納，プロジェクト内で自由にアクセスできるデータベースを構築した。構築したデータベースは
表 (5)-1 の通りである。また，データベースに格納されている件数の一例を表 (5)-2 に示す。 
 
(6) B-D 連携 
 本ユニットで開発された汎用データ同化ライブラリを，B 領域で開発された剛塑性解析コードに適用することで，鍛造プ
ロセスを再現する上で重要となる材料パラメータの導出を試みた。従来は，最小二乗法の一種であるレーベンバーグ・マ
ルカート法を用い，一軸圧縮試験で得られる荷重−変位関係からパラメータの最適化を行われていた。しかし，レーベン
バーグ・マルカート法では推定されるパラメータの不確定性の評価が難しく，荷重―変位関係だけからパラメータの十分な
推定が可能か否かの判断が出来なかった。そこで，テストケースとして様々な界面摩擦条件に対し仮想的に剛塑性解
析コードを用いて一軸圧縮試験を行い，得られた荷重−変位曲線を観測データとし，データ同化を実施した。その結果，
摩擦ゼロの条件下では極めてシャープなパラメータの事後分布が得られるのに対し，摩擦の増加に伴い推定されるパラメ
ータの事後分布はブロードになり，荷重−変位曲線からだけでは十分なパラメータの推定が出来ていないことが推察され
た（図 (6)-1）。今後は，観測データとしてどの様なデータを追加すれば，十分な精度でパラメータが推定可能かなど，
データ同化を用いて検討することが重要と結論付けられた。 
 

 

 
図 (6)-1 剛塑性解析コードへの汎用データ同化ライブリの適用事例概要 
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2.4 D64 統合システムの開発 
(1) D64 総括 
材料実験データなど様々なデータベースを、材料科学の理論や経験則、シミュレーション、さらにはデータ科学と組み合

わせ、コンピュータ上でプロセス、組織、特性、性能の連関を予測し、効率的な材料開発を支援するマテリアルズインテグ
レーション（MI）技術の基盤となる、統合システムの開発を行った。D61 から D63 ユニットで開発された組織予測、性
能予測、機械学習などのデータ科学、それぞれのモジュールを実装し、これらのモジュールをシステム上で柔軟に組み合わ
せて、一貫したワークフローとして実行可能なワークフロー編集・管理・実行機能を開発した。また、様々な材料や性能予
測に対応して、発展拡張を可能とするために、膨大な情報を管理するためのインベントリや、画像も含め様々なデータを
蓄積可能な非構造データベースを実現した。また、開発中のプロトタイプシステム（α版）を参画企業メンバーに公開し、
クリープ寿命や疲労寿命の予測といった具体的な事例へ適用することでシステムやモジュールの検証を進めた。さらに、各
ユーザが安心してシステムを利用できるためのアクセス制御や、使いやすい統一的なユーザインターフェイスの構築、各モジ
ュール、ワークフロー、統合システムのマニュアル整備などユーザ利便性を向上するための開発を行った。このような研究開
発を通じて、構造材料開発を強力に支援する MI システム 1.0 を実現した。図 (1)-1 には開発システムのポータルおよ
びログイン画面を示す。今後、この MI システムを中核とする MI拠点を立ち上げ、材料開発の大幅な加速を目指す。 

 

     
 
図 (1)-1. （左）各種システム利用のための導入画面、（右）MI システムログイン画面. 

 
(2) ワークフロー 
(2-1) ワークフローシステム 
マテリアルズインテグレーション（MI）の考え方に沿って、材料開発を促進するためのシステム（MI システム）構築を

目的として開発を行った。MI システムの概念や要求項目を整理しシステムの外形について設計を行い、これに基づいて
様々な計算モジュールをつなげて、目的とする計算結果を得るワークフローシステムを開発した。このシステムは大きく２つ
の機能で構成されている。一つはワークフローを編集するワークフローデザイナー、もう一つはワークフローの登録と削除、ま
たワークフローの実行および、実行中のワークフローモニタリングや停止機能など、ワークフローを管理するワークフロープレイ
ヤである。図 (2)-1 に開発したワークフローデザイナーのユーザインターフェイスを示す。実装されたモジュールをリストより選
択し、配置し他モジュールと接続することでワークフローを作成する。また、図右にワークフロープレイヤの画面を示す。ユー
ザが容易にワークフローを管理する仕組みを web アプリとして実現している。 
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図 (2)-1. （左）開発したワークフローデザイナー、（右）ワークフロープレイヤ. 
 

 
(2-2) 小規模システム用ワークフローシステム 
ユーザ側の小規模システムを想定し、マイクロサービスとしてモジュール化されたアプリケーションを web ブラウザ上でのア

イコンによる配置設計環境（Blockly）にて利用可能な技術を開発した．このフレームワークは、基本要素がオープンソ
ースであり、各研究組織がローカルに導入する上で障壁とならないものを提案している．図 (2)-2（左）はワークフロー
の設計画面であり、アイコンのドラッグアンドドロップで操作することが可能となった．図右に、Fe-C-W ３元系状態図の
VR による可視化例を示している．サーバ側の計算結果 DB からデータ処理を経由して、ローカルの VR ゴーグルによるプ
レビューデータのダウンロードまでを一連の作業としてワークフロー化している． 

 

    
 
図(2)-2. （左）ワークフロー設計作業、（右）Fe-C-W 三元系状態図の VR可視化例. 
 
(3) インベントリとデータベース 
(3-1) データ格納形式の確立とシステム化 

MI システムでは、ワークフロー（WF）システムで計算される様々な WF からの出力を一元的に管理し、検索できるこ
とが必要である。また、異なる計算結果を統合し、機械学習等にかけられるようにフォーマットの揃ったデータを出力できる
ことが必要である。これらの課題を解決すべく、まず、入出力されるデータの種別（記述子）とそれらの関係性を格納・管
理するデータベース「特製空間インベントリ（以下インベントリと表記）」を構築した（図 (3)-1）。データの種別に固有
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識別子（PID）を付与し、そのデータ種別に対する属性、例えば材料工学的な属性、物理量としての属性、さらには具
体的なデータスキーマに至るまで、メタデータを統合的に管理できる。また、記述子間の入出力関係をユーザが入力できる
ようになっており、WF を構成する予測モジュールの入出力関係のみを別途管理する仕組みになっている。さらに、インベン
トリシステムは web-API を備え、それを通じて外部プログラムから記述子に関する情報を取得することができる。 

 

 
 
図 (3)-1.（左）特性空間インベントリの情報入力画面、（右）識別子間の関係性も含めたメタデータの記述. 
 
次に、前記インベントリと連携しながら、

WF システムで入出力されるすべてのデータ
の一意性を確保しながら統合管理できる汎
用データベース（以下 GPDB と表記）を構
築した。データは WF を構成する予測モジュ
ールが備えるポートを通じて入出力されること
から、「WF 種別-実行番号-予測モジュール
種別-ポート番号-データ種別」で一意に識
別可能である。インベントリとも連携して、そ
れぞれのデータに対するグローバルな固有識
別子を自動的に付与し、これらに紐づける
形で実ファイルへのリンクを保持することで、ユ
ーザが特段に配慮せずともデータの一意性を
確保することができる。また、後に述べるよう
に W3C 標準を用いて材料工学分野の知
識を表現する方式を東洋大で先行的に検
討してきたが、それを識別子間の関係性の
記述に用いることで、すべての実行結果を統合管理し、検索することが可能となった。さらに、インベントリに格納された情
報について、入出力するデータ種別をノードとして、入力から出力に至る計算過程を有向グラフとして表現することで、
様々なユーザが定義した全てのデータ種別の入出力関係を俯瞰するシステムを試験開発した（図 (3)-2）。共通デー
タ空間の俯瞰を通じて、多数のユーザが定義したデータ種や予測モデルがお互いにどのような位置関係にあるのか確認で
き、ユーザ間やモデル間の連携を促進する機能と位置づけられる。それに加えて、今後、データ種別のメタデータをグラフ属
性として取り込み、グラフ解析をベースとする共通データ空間の分析法として確立することが期待される。 

「 鋼」でキーワード検索 

図 (3)-2. インベントリ情報の俯瞰システム. 
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(3-2) セマンティック・ウェブ技術による異種情報資源の統合利活用方式の検討 
重要なデータ種別の提案材料の長期的な

信頼性の評価には実験データ、経験式、数値
計算など多様な情報源を統合的に扱う必要
がある。本テーマではW3C標準であるセマンテ
ィック・ウェブの技術を用い、材料に関する異種
情報資源を統合活用するシステムのプロトタイ
プを開発し、統合システム開発への技術的フィ
ードバックを行った。このためのプラットフォームと
して、データベースサーバに Apache/Jena 
Fuseki SPARQL エンドポイント、対話的作業
環境に SageMath数式処理環境を用いた。 
 OpenMath と RDF を用いた数式のセマンテ
ィックな記述方式を開発し、クリープ構成方程
式などを収録した数式 DB を開発し、数式の
検索、数式処理システムとの連携について検
証した。MIの標準鋼材を想定し、XMLでデー
タを記述したクリープ試験のサンプルデータベー
スを構築し、RDF と SPARQL によるデータ検
索と可視化、関連する数式の検索と数式処
理によるパラメータフィッティング、得られたパラメ
ータセットのデータベースへの格納といった一連
のワークフロー（図 (3)-3）を Python スクリ
プトとして記述して検証を行った。クリープ実験・計算に関するオントロジーを記述し、これを共通基盤として語彙を用いて
WF を記述することで DB 等異なった情報資源の統合利用について検証を行った。得られた知見について統合システム
開発への技術的フィードバックを行った。 
 
(4) インターフェース、API、可視化 

MI システムはワークフロー・モジュール・語彙などのコンテンツが継続的に強化され、ワークフローの実行時情報の蓄積と
活用が予測モデルの高度化に貢献するため、研究者が個別にインストールするソフトウェアではなく、拠点が集約して提供
する Web サービスとして実装された。前述のワークフローデザイナー・同プレイヤ・特性空間インベントリなどのサブシステム
が、モダンで統一的なユーザインタフェース(UI)で提供されている。 
各モジュールの入出力ポートは、全て特性空間インベントリ上に登録された語彙と紐付けられているため、ユーザをコン

ピューティング的なデータ変換で煩わせること無く、システムが材料学的な概念ベースでポート間の接続可否を判断できる
（図 (4)-1）。 

図 (3)-3. 数式記述方式と DB、数式処理システムを連携
したWF構築例. 
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図 (4)-1. モジュールの入出力ポートの同一性確認と自動接続. 
 

 
MI システムの機能はWeb API (Application Programming Interface) でも提供される。ワークフローやモジュ

ールは WF-API、その実行時の入出力データを蓄積した汎用 DB は GPDB-API、特性空間インベントリ上の語彙は
INV-API、語彙で表現される材料学上の概念の操作は MI-API を通じて操作が可能である。この API を利用すること
で、研究者は MI システムを標準の Web UI を通じた手動操作だけでなく、より大きな研究スキーム上のツールとして組
み込んで利用できる。たとえば、外部からの制御でワークフローを実行することで、データ同化や機械学習が可能である。こ
のように、多次元・多数回のデータを駆使した研究を推進するには、データを人間が理解できる形で表現することもまた重
要であるため、MI システムと連携可能な外部可視化プラットフォームを開発した（図 (4)-2）。これは様々な一般的な
データソースに対応しており、ブラウザ上の可視化のほか、ローカル環境で新世代 3D グラフィックス API である Vulkan を
用いた高速リアルタイム描画も可能となっている。 

 

 
図 (4)-2. 可視化プラットフォーム. 

 
(5) セキュリティ、アクセス制御 
企業ユーザが安心して利用可能とするためのセキュリティおよびユーザアクセス制御機能について開発を行った。企業・

研究機関の間でのデータアクセスの管理および制限、また同機関内でもグループ毎の権限変更機能などを開発した。この
ようなデータや計算モジュールなどへのアクセス制御を通じて、セキュリティを確保した。テストデータや実データでの検証を経
て 1.0版として、プロジェクト終了後にリリースを行う目処がたった。 
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(6) システム検証、解析事例 

D61-63 にて開発されてきた組織予測、疲労寿命、クリープ寿命、水素脆性、脆性破壊に関するモジュール、ワークフ
ローについて MI システムへの実装を行った（図 (6)-1, 2, 3）。実装した計算モジュールを利用して、実問題への応用
を図ると共に、パラメータ感度解析、機械学習用の学習データ生成行い MI システムとしての特徴を出す解析を行った。 

 

  
図 (6)-1. Phase Field モジュールを連結した組織予測ワークフロー. 

 

  
 図(6)-2. （左）クリープ予測ワークフロー、（右）疲労寿命予測ワークフロー. 

 

 
図 (6)-3. （左）脆性破壊計算のワークフロー、（右）データ同化ワークフロー. 
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3. 総括、今後の展開   
(1) 総括 
プロセス-（材料）構造-特性-性能を一気通貫で予測するマテリアルズインテグレーション(MI)システムの v.1.0 版の

開発を、実用鋼の溶接継手を例題として進め、研究開発目標を達成した。 
D61 の「組織予測システムの開発」においては、フェーズフィールド法・セルオートマトン法およびデータベース・実験式を

用いた実用鋼につながる多元系の鋼溶接継手の各組織予測（凝固、結晶粒成長、拡散変態、硬質組織）に加え、
鋼溶接時の凝固・粒成長・相変態の一貫予測を実現した。D63、64 との連携によりデータベース・機械学習実験式を
用いた高精度組織予測を実現した。 

D62 の「性能予測システムの開発」では、組成、組織、使用条件を入力条件として、材料の疲労・クリープ・水素脆
化・脆性破壊を予測する計算モジュール、データベースモジュール群を作成し、広範な対応組織（フェライト、マルテンサイ
ト、介在物含有）への拡張、D63 との連携による機械学習を用いた性能予測モジュールの開発を行うとともに、航空機
用 Ti、Ni、Al合金の性能予測へ展開し BーD領域間連携により Ti合金の疲労性能予測モジュールを開発した。 

D63 の「特性空間分析システムの開発」では、溶接部での組織予測や性能予測の高精度化を可能にするデータ駆
動型予測の枠組みを完成した。具体的には、D61 との連携によるフェーズフィールド法を代表とする大規模数値シミュレ
ーションに対応できるデータ同化手法の開発をはじめ、D64 との連携による汎用データ同化手法とスパースモデリング手法
のライブラリ化、D61,62、及び企業メンバーとの連携による CCT 図予測、クリープ強度予測式の導出、力学特性（応
力-ひずみ曲線）の予測など多くの適用事例を蓄積した。 

D64 の「統合システムの開発」では、組織予測、性能予測、特性空間分析の各システムを実装し、モジュールの自動
接続による統合システム MI-1.0 を完成した。各モジュール開発ユニットとの連携、企業メンバーによるα版の試用と改良、
PID によるモジュール「自動接続機能」、非構造化データベース、モジュール間連携を容易にするためのシステムへのモジュ
ール登載インターフェース、インベントリ記述法の改良、等の開発と改良を進めることで MI システム 1.0 を開発した。 
(2) 今後の展開 

MI システムはデータ科学と計算科学の活用による新たな材料創出に加え、フロントランナーに立った材料分野をはじめ
多くの産業分野が、競争力ある知識集約型産業へパラダイムシフトするために重要であり、今後とも産学官連携でMIへ
の取り組みを継続することが不可欠である。本プロジェクトでは MI システムの基盤となるプラットフォームとしてのシステムを、
鋼溶接部を例題として構築してきたが、本格稼働には、安定・継続的な拠点の構築と運営、多様な材料に対応するデ
ータベースやモジュールの充実が不可欠である。そこで、プロジェクト終了後速やかに、MI システム 1.0 を中核とする拠点
を東大と連携して NIMS に設置するとともに、拠点を活用した公的なプロジェクトを企業ユーザーと共に立ち上げ、より多
いユーザー企業の参画を促し、対象材料の拡大と成功事例の蓄積を図る必要がある。内閣府の戦略的イノベーション
創造プログラム（ＳＩＰ）第２期の課題として採択され、H30年度に開始された「統合型材料開発システムによるマテ
リアル革命」では、本研究開発の MI を活用し、欲しい性能から材料・プロセスを最適化するための逆問題ＭＩの基盤を
構築し、耐熱金属粉末プロセス、炭素繊維強化プラスチック、超耐熱セラミックス複合材料などの先進的な材料・プロセ
スへ拡大することを計画している。 
(3) 知的財産・論文・発表等の成果 
 MIシステムの基本となる「データ形式の共通化」を解決するデータの記述・管理法に関して特許を出願した。他国企業
などにより模倣技術を権利化され、本システムの利用が困難になることを防ぐことを目的とした防衛的な特許であり、今後
の産業応用を考える上で非常に重要である。D61-64における本研究開発で得られた成果に関しては、金属学会講演
大会において公募によるMIシンポジウム（2017年、2018年）を開催するなど、成果の公表に努めた。本研究開発の
中心となる成果は、MIシステムを構成するモジュール群であり、44件のプログラム等著作物として登録した。また、学術的
に重要な成果については、学術論文、39報、著作、1件、学協会での口頭発表、153件、国際会議発表、36件として
報告した。代表的な成果については、別表1：知的財産・論文・発表等の成果一覧にまとめているので参照されたい。 
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ユニット名 D65 溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発 
研究責任者 廣瀬 明夫（大阪大学大学院工学研究科 教授） 
参画機関 大阪大学､大阪府立大学、富山大学 

1．1 背景・目的 
溶接技術は製造工程の基盤技術であり、溶接構造物の性能は溶接部の性能によって規定される。溶接部の性能を

確保するためには、溶接による材質変化や特性変化を予測することが必要とされるが、統合的な予測・シミュレーション手
法は国内外において未だ確立されていない。本研究開発では、計算科学と先端計測手法を用いて、テーマ①溶接熱源
のモデル化とそれによる溶融池形成予測技術の開発、テーマ②凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発、
テーマ③溶接継手の性能と寿命評価・予測技術の開発、から成る統合的な溶接部特性・継手性能の予測・シミュレー
ション技術の確立を目的とする。 
1．2 研究開発の目標 
テーマ①：本研究テーマは、熱源モデルと溶融池形成モデルを統合し、3 次元空間でのダイナミックな変動を伴う溶融池
形成の数値シミュレーション予測技術を開発するとともに溶接施工中の溶融池形状をその場で計測できるレーザ超音波
による計測システムを開発し、その場検査技術への適用とシミュレーション技術の精度向上・適用範囲拡大に資すること
を研究開発の目標とする。 
テーマ②： 本研究テーマでは、溶接・接合プロセスの、特徴的な溶融・凝固現象とその後の冷却過程における組織形
成予測、ならびに、それらに起因する溶接部の特性を予測するツールを開発するとともに、溶接高温割れ発生を予測す
るツールを構築することを研究開発の目標とする。 
テーマ③：本研究テーマでは、実働荷重下での溶接継手部の耐破壊性能（主として地震荷重、過大荷重、変動疲
労荷重下）を高精度に予測するため、必要な材料特性の提言と損傷・破壊の数理モデルの構築を通じてシミュレーショ
ン手法を構築し、本手法を適用して継手性能と溶接部性状ならびに各部の特性との関係を明示することを目標とする。 
1．3 実施項目 
テーマ①： 1）溶接熱源と溶融池形成のモデル化とシミュレーション技術の開発とこれらの統合化 

 2）レーザ超音波法による溶融池形状のインプロセス検証技術の開発 
テーマ②： 1) 溶接高温割れ発生の予測技術開発 

(a)高温割れの組織形成シミュレーション 
  (b)凝固・偏析モデルによる高温割れ感受性予測シミュレーション 
 (c)冶金＋力学融合モデルによる高温割れ発生シミュレーション 
 2）継手性能確保のための溶接部組織・特性の可視化予測技術の開発 

(a)溶接多重熱サイクル過程における組織予測シミュレーション 
(b)溶接部特性の可視化予測シミュレーション 

テーマ③： 1) 継手性能を支配する材料機械的特性の解明 
 2) 損傷・破壊挙動の数理モデリング技術の開発 
 3) 溶接継手性能の予測シミュレーション法の構築 

全体： テーマ①～③のシミュレーションの統合化と逆問題への展開 
1．4  実施体制・分担 
 本研究開発には大阪大学、大阪府立大学、富山大学が参画し、民間企業とは溶接学会 SIP 溶接拠点分科会
（民間企業 12社・公的研究機関 1，SIP分科会と記す）を介して連携した。拠点統括グループが拠点の研究開発
を統括、主導すると共に SIP分科会や SIP他拠点との連携の窓口となった（図 1.4.1）。 
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(2) 今後の展開 

MI システムはデータ科学と計算科学の活用による新たな材料創出に加え、フロントランナーに立った材料分野をはじめ
多くの産業分野が、競争力ある知識集約型産業へパラダイムシフトするために重要であり、今後とも産学官連携でMIへ
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中心となる成果は、MIシステムを構成するモジュール群であり、44件のプログラム等著作物として登録した。また、学術的
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研究責任者 廣瀬 明夫（大阪大学大学院工学研究科 教授） 
参画機関 大阪大学､大阪府立大学、富山大学 

1．1 背景・目的 
溶接技術は製造工程の基盤技術であり、溶接構造物の性能は溶接部の性能によって規定される。溶接部の性能を

確保するためには、溶接による材質変化や特性変化を予測することが必要とされるが、統合的な予測・シミュレーション手
法は国内外において未だ確立されていない。本研究開発では、計算科学と先端計測手法を用いて、テーマ①溶接熱源
のモデル化とそれによる溶融池形成予測技術の開発、テーマ②凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発、
テーマ③溶接継手の性能と寿命評価・予測技術の開発、から成る統合的な溶接部特性・継手性能の予測・シミュレー
ション技術の確立を目的とする。 
1．2 研究開発の目標 
テーマ①：本研究テーマは、熱源モデルと溶融池形成モデルを統合し、3 次元空間でのダイナミックな変動を伴う溶融池
形成の数値シミュレーション予測技術を開発するとともに溶接施工中の溶融池形状をその場で計測できるレーザ超音波
による計測システムを開発し、その場検査技術への適用とシミュレーション技術の精度向上・適用範囲拡大に資すること
を研究開発の目標とする。 
テーマ②： 本研究テーマでは、溶接・接合プロセスの、特徴的な溶融・凝固現象とその後の冷却過程における組織形
成予測、ならびに、それらに起因する溶接部の特性を予測するツールを開発するとともに、溶接高温割れ発生を予測す
るツールを構築することを研究開発の目標とする。 
テーマ③：本研究テーマでは、実働荷重下での溶接継手部の耐破壊性能（主として地震荷重、過大荷重、変動疲
労荷重下）を高精度に予測するため、必要な材料特性の提言と損傷・破壊の数理モデルの構築を通じてシミュレーショ
ン手法を構築し、本手法を適用して継手性能と溶接部性状ならびに各部の特性との関係を明示することを目標とする。 
1．3 実施項目 
テーマ①： 1）溶接熱源と溶融池形成のモデル化とシミュレーション技術の開発とこれらの統合化 

 2）レーザ超音波法による溶融池形状のインプロセス検証技術の開発 
テーマ②： 1) 溶接高温割れ発生の予測技術開発 

(a)高温割れの組織形成シミュレーション 
  (b)凝固・偏析モデルによる高温割れ感受性予測シミュレーション 
 (c)冶金＋力学融合モデルによる高温割れ発生シミュレーション 
 2）継手性能確保のための溶接部組織・特性の可視化予測技術の開発 

(a)溶接多重熱サイクル過程における組織予測シミュレーション 
(b)溶接部特性の可視化予測シミュレーション 

テーマ③： 1) 継手性能を支配する材料機械的特性の解明 
 2) 損傷・破壊挙動の数理モデリング技術の開発 
 3) 溶接継手性能の予測シミュレーション法の構築 

全体： テーマ①～③のシミュレーションの統合化と逆問題への展開 
1．4  実施体制・分担 
 本研究開発には大阪大学、大阪府立大学、富山大学が参画し、民間企業とは溶接学会 SIP 溶接拠点分科会
（民間企業 12社・公的研究機関 1，SIP分科会と記す）を介して連携した。拠点統括グループが拠点の研究開発
を統括、主導すると共に SIP分科会や SIP他拠点との連携の窓口となった（図 1.4.1）。 

180 181



182 
 

1．5 工程表・TRL（表１.5.1） 

2．研究開発の成果 
2.1 テーマ①溶接熱源のモデル化とそれによる溶融池形成予測技術の開発 
溶接プロセスにおけるダイナミックな熱源ならびに溶込み形成挙動を記述で

きるシミュレーションモデルの開発を行い、ユーザインターフェースとともに溶込み
予測システムとして提示した。加えて、シミュレーション結果の検証技術として、
レーザ超音波法による溶融池形状のインプロセスモニタリング技術の開発を行
った。 
 溶接熱源モデルとして、アークプラズマ現象と電極現象の相互作用を考慮し
たアーク溶接熱源モデルを開発した。図 2.1.1 にアークプラズマならびに金属
部の温度分布に関するシミュレーション結果の一例を示す。アークプラズマから
エネルギーを受け取った電極は溶融・流動し、アークプラズマ内を通って母材へ
と移行していく挙動を記述することができる。溶接熱源モデルから出力される入
熱分布や母材へと滴下する溶融ワイヤの温度を溶融池モデルへと入力するこ
とによって溶接熱源モデルと溶融池モデルの統合化を達成した。本課題で開

 
図 1.4.1 実施体制と役割分担 
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発した溶融池モデルは、溶融池内の流動ならびに溶
融池表面の変形挙動を考慮し、種々の溶接姿勢や
継手形状に対しても適用可能な 3 次元非定常熱流
動モデルである。溶融池モデルによるシミュレーション結
果の一例を図 2.1.2 に示す。この溶融池シミュレーシ
ョンによって得られる溶込み形状や熱サイクル、最高到
達温度分布は個別テーマ②ならびに個別テーマ③の
入力情報となる。この溶融池モデルに加え、グラフィカ
ルユーザインターフェース（GUI）もあわせて開発し、
大阪大学サイバーメディアセンターに溶込み予測オン
ラインシステムとしてインストールした。本課題にて開発
したオンラインシステムの概略図を図2.1.3に示す。ユ
ーザの保有するPC上にてGUIを使用することにより、
システムへのログイン、シミュレーション条件の設定なら
びにシミュレーション結果の描画を行うことができる。本
システムは，アーク溶接プロセスを対象としており，突
合せ溶接やすみ肉溶接といった溶接対象の形状・姿
勢の指定ならびに，電流・電圧といった溶接条件もし
くは入熱量などといった熱源特性を
入力することができ，溶接部におけ
る温度分布や溶込み形状，溶融
池内の流動分布を出力することがで
きる．なお，シミュレーションの実行
そのものは大阪大学サイバーメディア
センターの大規模計算機システムに
て行われる。（本システムに関する
問い合わせ先：大阪大学大学院
工 学 研 究 科  荻 野 陽 輔 
ogino@mapse.eng.osaka-u.ac.jp） 
 シミュレーション結果の検証技術として、レーザ超音波法による溶融池形状のインプロセスモニタリング技術を開発した。
図 2.1.4 に示す実験装置を用いて、試験体表面にレーザを照射しアブレーションを起こした反動により試験体内部に超
音波が伝播する。伝播した超音波をレーザ干渉計によって受信することによって非接触な試験が可能となり、従来技術
では不可能であった溶接プロセス中の高温環境下においても超音波試験を行うことができる。レーザの照射条件等の最
適化を行うことによって、図 2.1.5 に示すように溶接中の溶融池形状を取得することが可能となった。 
2.2 テーマ②凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発 
溶接・接合プロセスにおいて、特徴的な溶融・凝固現象とその後の冷却過程における組織形成、ならびに、それらに起
因する溶接部の特性を予測するツールを開発するとともに、溶接高温割れ発生を予測するツールを構築することを目標と
した。溶接高温割れ発生予測では、凝固・偏析モデルによる割れ感受性予測技術、力学モデルによる割れ発生・伝播・
停止予測技術を構築し、これらを連携させることにより、溶接高温割れ発生予測技術を開発した。すなわち、溶接高温
割れの組織形成予測、割れ感受性予測、割れ発生・伝播・停止予測を統合した冶金＋力学融合モデルによる溶接高
温割れ発生予測技術を開発し 1)、これを用いて高温割れ発生のハザードマップを提示した（図 2.2.1）。一方、溶接
部の組織形成および特性予測では、先進数理モデルによる溶接部組織形成および特性予測シミュレーション技術を構
築した。特に、溶接熱サイクル過程における組織形成・特性予測シミュレーション技術を開発し、多層盛溶接部における

 
 (a)最高到達温度         (b)熱サイクル 

図 2.1.2 溶融池モデルによるシミュレーション結果 

 

図 2.1.3 溶込み予測オンラインシステムの概略 
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1．5 工程表・TRL（表１.5.1） 
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組織分布と特性分布を可視化予測できた（図
2.2.2）。また、これらの予測シミュレーション結
果の妥当性を評価・検証するため、現有装置で
あるレーザ顕微鏡観察装置を改造して、超高温
その場観察・計測システムを設備した（2017
年度経費）。本システムは、高温レーザ顕微鏡
と超高温引張圧縮ステージを組み合わせた特殊
なシステムであり（図 2.2.3）、高温における溶
接部組織（ミクロ組織、粒成長、相変態、析出
など）のその場観察、および、溶接割れ発生時
の温度・応力・ひずみ計測（割れ発生位置、伝
播経路、割れ破面などを含む）を可能した。本システム
を用いたその場観察・計測により、溶接部組織形成・溶
接割れ予測（割れ感受性／割れ発生）シミュレーショ
ンの有効性が評価できた（図 2.2.4）。 
以上の研究項目の実施に際して、各年度において試
験片作成、試験実施、評価解析、各種消耗品な
どに研究経費を使途した。 
1) S.Maeda, N.Ma, K.Ikushima, 

M.Shibahara: ”Prediction of Solidification 

Cracking on Welding Considering 

Metallurgical and Mechanical Behavior”, 12th 

International Seminar, Numerical Analysis of 

Weldability, 23-26th September (2018), 

Seggau, Graz (Austria) 

2.3 テーマ③ 溶接継手の性能予測技術の開
発 
実働荷重下での溶接継手の耐破壊性能（主

として地震荷重、過大荷重、変動疲労荷重下）
を高精度に予測するため、必要な材料特性の提
言と損傷・破壊の数理モデルの構築を目的とした。
また、個別テーマ①から得られる溶込み形状や溶
接熱サイクルの情報、および個別テーマ②から得られる溶接部の組織・特性分布の情報を盛り込んだ溶接継手モデルを
用い、多層溶接部特有の形状的な不連続や、特性の不均質の存在を踏まえた性能予測シミュレーション手法の構築を
通じて、継手性能と溶接部性状ならびに各部の特性との関係を明示することを目標とした。 
 継手の耐破壊強度の高精度予測に欠かせない材料の基礎的な機械的特性は、材料の応力—ひずみ特性に加え、
耐延性破壊強度には「切欠き延性」と「延性の応力多軸度依存特性」、耐疲労破壊強度には「繰返し硬／軟化特性」
と「歪範囲—疲労寿命特性」であることを明示し、多層溶接継手における溶接金属および母材の熱影響部など、微小
領域の上記特性を取得する微小サイズ試験片を提案し適用性を検証した。また、これらの機械的特性の情報のみから
延性破壊強度および疲労強度を予測するための数理損傷モデルを提案し、数値シミュレーションのためのプログラミングを

 
（a）高温割れ発生ハザードマップ   (b)高温割れ発生挙動 
図 2.2.1 高温割れ発生ハザードマップと割れ発生挙動 

 
図 2.2.2 多層盛溶接部における靱性分布予測結果 
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図 2.2.3 超高温その場観察・計測システム 

 

図 2.2.4 溶接高温割れその場観察・計測結果 
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完了させた。延性破壊強度評価では、多層溶接継手の延性亀裂の進展挙動と貫通限界を精度良く予測できることを
実証し、継手性能と溶接部性状ならびに溶接部各部の特性との関係を明示した（図 2.3.1）。疲労強度評価では、
十字隅肉溶接継手を対象として、溶接条件（溶接トーチの狙い位置）によって変化する溶接止端部形状が疲労亀
裂発生寿命に及ぼす影響を定量的に予測できる可能性を示した（図 2.3.2）。 
2.4 統合シミュレーション 
溶接部における溶接プロセスから溶接部性能までの一貫したシミュ

レーションを実施するため、テーマ①にて開発した溶融池予測システム
より得られる余盛形状ならびに最高到達温度分布を、テーマ②の特
性評価システムおよびテーマ③の性能予測システムにおける有限要素
解析に利用する CAD データとして出力するモジュールを開発した（図
2.4.1）。本統合シミュレーション手法をステンレス鋼の多層盛溶接
継手に適用し、その妥当性の検証を行った。 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
テーマ①については、ワイヤ電極の溶融・変形挙動を考慮した熱源

モデルと溶融池モデルを統合した溶融池形成予測システムを開発し、
当初目標を達成した。さらに、大阪大学サイバーメディアセンターを利
用したオンライン溶融池形成予測システムを開発し、その実用性を検
証した。テーマ②については、溶接部の組織形成・特性予測技術ならびに溶接高温割れ発生予測技術を構築でき、当
初目標を達成した。テーマ③については、多層溶接継手の延性破壊強度および疲労強度を材料の機械的特性のみか
ら予測する数値シミュレー手法を構築し、当初目標を達成した。統合シミュレーションについては、溶接部における溶接プ
ロセスから溶接部性能までの一貫したシミュレーションを実施するためのインターフェースを開発した。今後、統合シミュレー
ション手法の妥当性を検証し、種々の溶接条件で作製した継手の性能予測シミュレーションを系統的に実施し、継手性
能からみた溶接部の特性制御指導原理とそのための適切なプロセス制御指針の提示への展開を図る。 
今後の展開として、SIP終了後は、SIP に加えて ISMA の研究開発内容も包含し、我が国における溶接・接合分野

の中核となる教育・研究拠点（溶接・接合拠点）を本拠点の研究者を中心に構成する計画である。すなわち、本 SIP
拠点に参画している大阪府立大学、富山大学に加えて、溶接・接合分野の研究者を有する他大学とも連携し、学術
拠点を形成するとともに、国、地域の中立研究機関との連携も推進してネットワークも構築する。プロジェクト終了後のシ
ミュレーションシステムおよびデータベースの継承、発展は本溶接・接合拠点が受け皿となり、大阪大学サイバーメディアセ
ンターにインストールし、我が国の企業、中立機関のみが利用できるアクセス制限を設けて、シミュレーションシステムの供
与を行う予定である。プロジェクト終了後の運用経費に関しては、課金制として運用する体制を検討する。 

  

 
図 2.4.１ 溶込み形状予測と継手性能
予測のための有限要素モデルの一貫モデリ
ング 

 

図 2.3.1 延性破壊強度評価 
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組織分布と特性分布を可視化予測できた（図
2.2.2）。また、これらの予測シミュレーション結
果の妥当性を評価・検証するため、現有装置で
あるレーザ顕微鏡観察装置を改造して、超高温
その場観察・計測システムを設備した（2017
年度経費）。本システムは、高温レーザ顕微鏡
と超高温引張圧縮ステージを組み合わせた特殊
なシステムであり（図 2.2.3）、高温における溶
接部組織（ミクロ組織、粒成長、相変態、析出
など）のその場観察、および、溶接割れ発生時
の温度・応力・ひずみ計測（割れ発生位置、伝
播経路、割れ破面などを含む）を可能した。本システム
を用いたその場観察・計測により、溶接部組織形成・溶
接割れ予測（割れ感受性／割れ発生）シミュレーショ
ンの有効性が評価できた（図 2.2.4）。 
以上の研究項目の実施に際して、各年度において試
験片作成、試験実施、評価解析、各種消耗品な
どに研究経費を使途した。 
1) S.Maeda, N.Ma, K.Ikushima, 

M.Shibahara: ”Prediction of Solidification 

Cracking on Welding Considering 

Metallurgical and Mechanical Behavior”, 12th 

International Seminar, Numerical Analysis of 

Weldability, 23-26th September (2018), 

Seggau, Graz (Austria) 

2.3 テーマ③ 溶接継手の性能予測技術の開
発 
実働荷重下での溶接継手の耐破壊性能（主

として地震荷重、過大荷重、変動疲労荷重下）
を高精度に予測するため、必要な材料特性の提
言と損傷・破壊の数理モデルの構築を目的とした。
また、個別テーマ①から得られる溶込み形状や溶
接熱サイクルの情報、および個別テーマ②から得られる溶接部の組織・特性分布の情報を盛り込んだ溶接継手モデルを
用い、多層溶接部特有の形状的な不連続や、特性の不均質の存在を踏まえた性能予測シミュレーション手法の構築を
通じて、継手性能と溶接部性状ならびに各部の特性との関係を明示することを目標とした。 
 継手の耐破壊強度の高精度予測に欠かせない材料の基礎的な機械的特性は、材料の応力—ひずみ特性に加え、
耐延性破壊強度には「切欠き延性」と「延性の応力多軸度依存特性」、耐疲労破壊強度には「繰返し硬／軟化特性」
と「歪範囲—疲労寿命特性」であることを明示し、多層溶接継手における溶接金属および母材の熱影響部など、微小
領域の上記特性を取得する微小サイズ試験片を提案し適用性を検証した。また、これらの機械的特性の情報のみから
延性破壊強度および疲労強度を予測するための数理損傷モデルを提案し、数値シミュレーションのためのプログラミングを

 
（a）高温割れ発生ハザードマップ   (b)高温割れ発生挙動 
図 2.2.1 高温割れ発生ハザードマップと割れ発生挙動 

 
図 2.2.2 多層盛溶接部における靱性分布予測結果 
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図 2.2.3 超高温その場観察・計測システム 

 

図 2.2.4 溶接高温割れその場観察・計測結果 
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完了させた。延性破壊強度評価では、多層溶接継手の延性亀裂の進展挙動と貫通限界を精度良く予測できることを
実証し、継手性能と溶接部性状ならびに溶接部各部の特性との関係を明示した（図 2.3.1）。疲労強度評価では、
十字隅肉溶接継手を対象として、溶接条件（溶接トーチの狙い位置）によって変化する溶接止端部形状が疲労亀
裂発生寿命に及ぼす影響を定量的に予測できる可能性を示した（図 2.3.2）。 
2.4 統合シミュレーション 
溶接部における溶接プロセスから溶接部性能までの一貫したシミュ

レーションを実施するため、テーマ①にて開発した溶融池予測システム
より得られる余盛形状ならびに最高到達温度分布を、テーマ②の特
性評価システムおよびテーマ③の性能予測システムにおける有限要素
解析に利用する CAD データとして出力するモジュールを開発した（図
2.4.1）。本統合シミュレーション手法をステンレス鋼の多層盛溶接
継手に適用し、その妥当性の検証を行った。 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
テーマ①については、ワイヤ電極の溶融・変形挙動を考慮した熱源

モデルと溶融池モデルを統合した溶融池形成予測システムを開発し、
当初目標を達成した。さらに、大阪大学サイバーメディアセンターを利
用したオンライン溶融池形成予測システムを開発し、その実用性を検
証した。テーマ②については、溶接部の組織形成・特性予測技術ならびに溶接高温割れ発生予測技術を構築でき、当
初目標を達成した。テーマ③については、多層溶接継手の延性破壊強度および疲労強度を材料の機械的特性のみか
ら予測する数値シミュレー手法を構築し、当初目標を達成した。統合シミュレーションについては、溶接部における溶接プ
ロセスから溶接部性能までの一貫したシミュレーションを実施するためのインターフェースを開発した。今後、統合シミュレー
ション手法の妥当性を検証し、種々の溶接条件で作製した継手の性能予測シミュレーションを系統的に実施し、継手性
能からみた溶接部の特性制御指導原理とそのための適切なプロセス制御指針の提示への展開を図る。 
今後の展開として、SIP終了後は、SIP に加えて ISMA の研究開発内容も包含し、我が国における溶接・接合分野

の中核となる教育・研究拠点（溶接・接合拠点）を本拠点の研究者を中心に構成する計画である。すなわち、本 SIP
拠点に参画している大阪府立大学、富山大学に加えて、溶接・接合分野の研究者を有する他大学とも連携し、学術
拠点を形成するとともに、国、地域の中立研究機関との連携も推進してネットワークも構築する。プロジェクト終了後のシ
ミュレーションシステムおよびデータベースの継承、発展は本溶接・接合拠点が受け皿となり、大阪大学サイバーメディアセ
ンターにインストールし、我が国の企業、中立機関のみが利用できるアクセス制限を設けて、シミュレーションシステムの供
与を行う予定である。プロジェクト終了後の運用経費に関しては、課金制として運用する体制を検討する。 

  

 
図 2.4.１ 溶込み形状予測と継手性能
予測のための有限要素モデルの一貫モデリ
ング 

 

図 2.3.1 延性破壊強度評価 
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図 2.3.2 疲労強度評価 
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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 
研究 
責任者 

津﨑 兼彰（九州大学大学院工学研究院 教授） 
辻 伸泰（京都大学大学院工学研究科 教授） 

参画機関 九州大学､京都大学､日本原子力研究開発機構､大阪大学、北見工業大学 
 
1.1 背景・目的 
我が国の材料科学・工学は高い国際競争力を有しており、学術および産業の両面で世界をリードする立場にある。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。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。
特に 2017-2018 年度は航空機用鍛造チタン合金に主たる対象を絞り、“チタン MI拠点”として種々のアプローチの研
究を行なった。 
 
1.2 研究開発の目標   
 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、組織
予測・材質予測理論手法の構築によって、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。各個別テーマは次のとおりである。 
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」 
④ 「第一原理からの界面破壊メカニズム解明」 
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」 
 
1.3 実施項目 
(1) 個別テーマ① 

チタン合金の疲労寿命のばらつきについて、結晶塑性論、転位論、破壊力学に基づく統一的理解を達成した。それ
に基づき、チタン合金におけるき裂進展速度と不均一ミクロ組織の関係、さらに使用条件（温度、周波数、部材形
状）を取り込んだ低サイクル疲労に関する寿命予測モデルを構築した。さらに B-D 連携の下で、走査型電子顕微
鏡を用いた疲労き裂進展のその場観察を分担して、鍛造チタン合金の疲労寿命予測MI モジュール化を達成した。 

(2) 個別テーマ② 
α＋βチタン合金において形成される種々の複雑なミクロ組織の成り立ちと特徴を定量的に解明し、室温力学特性、
低サイクル疲労特性、クリープ特性向上のためにそれぞれ最適な（および好ましくない）組織および粒界・界面構造
を特定した。その上で、熱間加工による材質制御理論を構築し、モデル化・データベース化した。また、新しい先端実
験手法として、中性子回折および放射光 CT 法を用いた高温加工・熱処理時の相変態・組織形成のその場解析
手法を構築した。さらに B-D 連携の下で、B 領域からの要請に応じてチタン合金の加工・熱処理中の相変態
kinetics等のその場中性子回折などを行い、データを提供するなどして鍛造チタン合金の組織予測に貢献した。 

(3) 個別テーマ③ 
α+βチタン合金の組織形成過程を時間分解・その場観察により明らかにし、ex-situ による SEM/TEM 観察では
獲得できない時間発展データを獲得した。その上で、ミクロ組織と力学特性を理解するためのデータを個別テーマ①
と②へ提供した。 

(4) 個別テーマ④ 
疲労き裂進展予測モデルの構築（個別テーマ①）及び材質制御理論構築（個別テーマ②）に対し、変形・破
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壊において重要な基礎物性である界面エネルギーやパイエルスポテンシャル等に関する知見、それに対する合金元
素の影響を、原子電子論レベルからの計算科学により提供した。 

(5) 個別テーマ⑤ 
大規模計算科学的手法による基礎物性計算を併用し、1400℃級高温セラミックス部材開発を高効率化すると
ともに、更なる製品開発サイクル加速の為の計算科学面からの普遍的知識・応用手法を獲得した。（C41 との連
携研究成果） 
 

1.4 実施体制・分担 

 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 疲労と破壊の科
学（α+β チタン合
金） 
 
(2) 界面組織形成と
力学特性の科学（α
+β チタン合金） 
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1.4 実施体制・分担 

 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(1) 疲労と破壊の科
学（α+β チタン合
金） 
 
(2) 界面組織形成と
力学特性の科学（α
+β チタン合金） 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験機導入
と予備実験 
 
 
α+β組織の
結晶学的解
析 
 
 
 
 
 
 
 
 

平均き裂伝
ぱ測定 
 
 
高温鍛造物
理シミュレー
ション 
 
 
 
 
 
 
 
 

粒界とき裂の
相互作用シ
ミュレーション 
 
種々の基本
α＋β組織の
室温引張試
験に よ る力
学特性の測
定 
 
 
 
 
 

力学特性の
温度依存性
取得 
 
中性子回折
を利用した高
温変形・熱
処理中の組
織形成過程
のその場解
析手法の構
築と観察 
 
 
 

疲労き裂伝
ぱ速度のばら
つき評価 
 
高温鍛造時
の組織形成
過程の観察
と、組織形成
理論の構築
およびモデル
化・データベ
ース化 
 
 
 

EISIM と の
連携 
 
 
EISIM と の
連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRL=3 TRL=5 
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(3)-1 鋳造と凝固の
科学 
（2014-2016：Ni
基超合金）  
 
(3)-2 界面ダイナミク
スと組織形成の科学 
（ 2017-2018：α
+β チタン合金） 
 
 
(4)-1 第一原理から
の水素脆性メカニズム
解明 
（2014-2016：鉄
鋼材料） 
 
(4)-2 第一原理から
の界面破壊メカニズム
解明 
（2017-2018：チ
タン合金） 
 
(5)-1 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（C41 との
連携） 
 
 
(5)-2 大規模計算
科学による多層 EBC
システム材料特性の
解明（C41 との連
携） 
 

溶質元素分
配の測定法
の開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
粒界—水素
総作用計算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自由エネルギ
ー評価基準
の検討 

凝固パラメー
タの把握 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
転位―水素
相互作用計
算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弾性定数・
熱膨張係数
評価基準の
関東 

液相密度変
化を検出す
る手法の開
発 
 
 
 
 
 
 
 
粒界割れ限
界水素密度
計算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
熱サイクル弾
性応答の検
討 

 
 
 
 
 
α+β チタン
合金の三次
元組織形成
その場観察
手法の開発 
 
 
 
 
 
 
 
チタン合金の
界面原子モ
デル作成及
び界面エネル
ギ取得 
 
 
 
 
 
 
 
 
寿命改善を
目指した組
織形成シミュ
レーションの
為の物性計
算 

 
 
 
 
 
α+β チタン
合金の組織
形成（時間
発展）のそ
の場観察 
 
 
 
 
 
 
 
チタン合金の
転位挙動に
対する合金
元素の影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBCシステム
材料開発の
計算科学デ
ータ統合 
 
 

界面ダイナミ
クスと組織形
成の科学へ
変更 
 
ESISM との
連携 
 
 
 
 
第一原理か
らの界面破
壊メカニズム
解明へ変更 
 
 
他の添加元
素への展開 
ESISM との
連携 
 
 
大規模計算
科学に よ る
多層 EBC シ
ス テ ム材料
特性の解明
へ変更 
 
ESISM との
連携 
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2. 研究開発の成果 
２．１ チタン合金のミクロ組織形成と引張特性 
 ２．１．１ 京都大学（辻） （個別テーマ②） 
 Ti-6Al-4V 合金の高温鍛造・熱処理時に生じる種々の複雑な組織（ラメラ組織、バイモーダル組織、バイラメラ組織、
マルテンサイト組織）の形成機構を系統的に明らかにし、微細化を含む組織制御技術を獲得した上で、室温力学特性
と形成された組織の相関を解明した。Ti-6Al-4V 合金の高温加工熱処理中の中性子その場回折に世界で初めて成
功し、京大・安田グループの放射光その場観察実験の進展に寄与した。またバイモーダルおよびバイラメラ組織における引
張変形時のき裂発生・伝播挙動を調べ、九大・津崎グループと結果を共有して疲労破壊挙動理解の深化につなげた。
特に、バイモーダル組織においては粗大な一次α組織の方が微細な二次α組織（transformed β領域）よりもミクロ
強度（ナノ硬さ）が高く、それは固溶Al量の違いによるものであることを明らかにした点（図2.1.1-1）は、同組織の力
学特性と実用上の破壊挙動を理解するための非常に重要な結果である（Mater. Sci. Eng. A, 730 (2018), 
217.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２．１．２ 九州大学（中島） （個別テーマ②） 
バイモーダル組織を有する Ti-6Al-4V合金の室温変形によって形成する変形組織とその発達について定量的な組織観
察ならびに解析を実施し、以下の事項を明らかにした。 
① SEM 内その場引張試験と通常の引張試験の比較から、SEM 内その場引張試験の場合のほうが破断伸びが大き

くなる傾向があることがわかった。これは SEM内その場引張試験では EBSD測定中に室温クリープ変形が生じたた
めだと考えられる。 

② 室温変形時には一次α粒、二次α粒のいずれにおいても底面すべり、柱面すべりおよび一次錐面すべりのすべてが
活動しており、中でも柱面すべりが主要なすべり系であった(結晶粒ごとの発生頻度で約70%)。底面すべりや柱面
すべりの Schmid 因子が同じ結晶粒の一次錐面すべりより小さいにもかかわらず、これらが活動した粒が存在した。
これはこれらすべり系の CRSS が一次錐面すべりの値よりも低いためである。 

③ SEM または TEM 観察より、ひずみの増加に伴ってサブグレインの形成・発達が認められ、特に大ひずみでは元の結
晶粒が微細なサブグレインに分割される様子が観察された。 

④ ひずみの増加に伴って結晶回転が生じた。ランダムに選択した 12 個の結晶粒についての解析結果から、ひずみ増
加に対する結晶回転率は 0.4∼1.9 [degree/%]であった。結晶回転量は同一の結晶粒内においてもサブグレイ
ンごとに異なっていた。結晶粒ごとの結晶回転量の違いは残留ひずみと周囲の結晶粒との関係から説明できる。 

⑤ 転位組織は粒界、亜粒界、およびすべり線の近傍に分布していた。ひずみが増加するにつれて転位密度は急激に
上昇し、α粒における平均 GN転位密度は無ひずみでの 3.6 x 1013 [m-2]からひずみ 11.9%では 1.3 x 1014 
[m-2]まで増加した。 

 
  

図 2.1.1-1 種々の温度での最終二相域焼鈍バイモーダル組織中の一次α
組織と二次α組織（transformed β領域）のナノ硬さ。 
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２．１．３ 京都大学（安田） （個別テーマ③） 
これまでに培ってきた凝固現象を対象とした時間分解・その場観察技術を、2017 年度よりチタン合金の固相変態の

観察技術に展開し、Ti-6Al-4V 合金の冷却過程におけるβ粒界でのα相の形成、粒内でのα相の形成を観察して、力
学特性やチタン組織予測に貢献できる組織形成のダイナミクスの解明を行なった。チタン合金を対象とした時間分解 X
線透過イメージング、時間分解 CT（4D-CT）の観察系を構築した。 
冷却過程におけるα相の析出は、まずβ粒界で起こり、αラメラは粒界から粒内へほぼ定速で成長することが X 線透過

イメージングにより明らかになった（図 2.1.3-1 左上）。さらに、透過像から三次元組織を再構成するだけでなく、回転
試料からX線回折測定を行うことにより、α相の析出量、β→α変態における結晶方位関係も測定できる4D-CTを実現
した（図 2.1.3-1 左下）。その結果、αラメラが粒界から粒内に成長する過程は２段階に分けられることが明らかになっ
た（図 2.1.3-1右上）。第 1段階は、β相との間で Vをわずかに分配し、Alはほとんど分配しない条件でα相が定速で
成長する過程であり、第 2段階は、第 1段階からおよそ 80K冷却されたときに析出したα相とβ相間で V、Al の分配が
進行する過程である。析出量、分配量を定量測定する同時に、αラメラの三次元組織形成過程、特に溶質分配後の
組織形成を明らかにした（図 2.1.3-1右下）。組織形成の解明により得られた知見は、力学特性に影響するチタン合
金のα＋β組織制御への貢献が期待される。また、高温での組織形成、相変態を実空間（三次元組織）で観察する
と同時に、回折により析出量や結晶方位を解析できる本実験技術は、プロジェクト後も組織形成のダイナミクスを理解す
るための有力な手段になる。 
  

 
図 2.1.3-1 X線イメージング、4D-CT により得られた Ti-6Al-4V合金のβ→α変態過程 
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２．２ チタン合金の疲労き裂進展とミクロ組織 
２．２．1 九州大学（津﨑）（個別テーマ①） 
大型部材における疲労特性を予測可能とする部

材特性疲労評価法を開発した。具体的な成果とし
て、まず Ti-6Al-4V 合金における疲労亀裂進展挙
動のその場観察技術を確立した。図2.2.1-1に、大
型放射光施設 Spring-8 の BL20XU において 3
次元測定した α 相と β (α+β 相)の比率が、それぞ
れ65%と35%である亀裂進展の様相を示す。第1
段階における亀裂前縁の形状は不規則であり、α相
を進展する亀裂の割合が高く、α/α+β 界面ではそ
の割合が低い事が初めて明らかとなった。この 3 次元
解析によって、亀裂進展速度が発生初期には結晶
方位に強く依存する事が実証された。  
次に、微小切欠き近傍での塑性変形挙動の定

量化手法を確立し、き裂先端の局所ひずみについて、
モアレ法を用いて定量的に測定することに成功した。
具体的には、図 2.2.1-2(a-c)で示すようにラメラ—
組織を持つ Ti-6Al-4V に 1μm 間隔のメッシュを導
入し、電子線との干渉により形成するモアレを解析す
ることで、FIBで導入した微小切欠き近傍のひずみを
定量的に決定した。同様のメッシュを用いて、画像相
関法を組み合わせることでも、微小切欠き近傍のひ
ず み を 測 定 す る こ と が 可 能 と な っ た ( 図
2.2.1-2(d-g))。モアレはより mm スケールの広範
囲かつ μm レベルの空間分解能を有する手法として、
後者は Sub-μm 以上のより高空間分解能な手法
として、疲労き裂発生/進展に関わるひずみ計測に
適用可能となった。更に、図 2.2.1-3 で示す様に、
き裂伝ぱ挙動はαの底面と引張軸の角度に支配さ
れている事が明らかとなった。き裂は特定結晶面に沿
って進展し、あるき裂長さから進展モードが ModeII
から ModeI 型に変化することが観察されており、結
晶粒径と l0の関係に明瞭な対応がある事が明らかと
なった。 
き裂進展モードの変化は活動辷り系の変化を示

唆するために、すべり変形挙動の温度依存性を明ら
かにするとともに、降伏を律速している熱活性化過程
の温度依存性を明らかにするため、バイモーダル組織
を持つ Ti-6Al-4V における活性化体積の温度依存性、降伏を律速する活性化エネルギーの測定法を確立した。その
結果、活性化エネルギーの値は何れの温度範囲においても、柱面すべりと底面すべりの中間値を取る事が初めて明らか
となった。このことは、純チタンと異なり何れの温度においても底面すべりが活性化している事を示し、疲労き裂初期の結
晶方位依存性を発現させる原因である事が明確化された。 

 

 
図2.2.1-1 xy平面に投影した3次元亀裂像。第一段階
におけるサイクル数は8700-10600、第二段階におけるサイ
クル数は 17000-18560。 
 

 
図 2.2.1-2  (a), (b), (c) 1000 サイクル経過後におけ
るモアレ法を用いた亀裂先端の局所ひずみ像，(d), (e), 
(f), (g) 各応力におけるεxx。 
 

 
図 2.2.1-3  3220 サイクルにおける亀裂先端ＳＥＭ像 
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２．１．３ 京都大学（安田） （個別テーマ③） 
これまでに培ってきた凝固現象を対象とした時間分解・その場観察技術を、2017 年度よりチタン合金の固相変態の

観察技術に展開し、Ti-6Al-4V 合金の冷却過程におけるβ粒界でのα相の形成、粒内でのα相の形成を観察して、力
学特性やチタン組織予測に貢献できる組織形成のダイナミクスの解明を行なった。チタン合金を対象とした時間分解 X
線透過イメージング、時間分解 CT（4D-CT）の観察系を構築した。 
冷却過程におけるα相の析出は、まずβ粒界で起こり、αラメラは粒界から粒内へほぼ定速で成長することが X 線透過

イメージングにより明らかになった（図 2.1.3-1 左上）。さらに、透過像から三次元組織を再構成するだけでなく、回転
試料からX線回折測定を行うことにより、α相の析出量、β→α変態における結晶方位関係も測定できる4D-CTを実現
した（図 2.1.3-1 左下）。その結果、αラメラが粒界から粒内に成長する過程は２段階に分けられることが明らかになっ
た（図 2.1.3-1右上）。第 1段階は、β相との間で Vをわずかに分配し、Alはほとんど分配しない条件でα相が定速で
成長する過程であり、第 2段階は、第 1段階からおよそ 80K冷却されたときに析出したα相とβ相間で V、Al の分配が
進行する過程である。析出量、分配量を定量測定する同時に、αラメラの三次元組織形成過程、特に溶質分配後の
組織形成を明らかにした（図 2.1.3-1右下）。組織形成の解明により得られた知見は、力学特性に影響するチタン合
金のα＋β組織制御への貢献が期待される。また、高温での組織形成、相変態を実空間（三次元組織）で観察する
と同時に、回折により析出量や結晶方位を解析できる本実験技術は、プロジェクト後も組織形成のダイナミクスを理解す
るための有力な手段になる。 
  

 
図 2.1.3-1 X線イメージング、4D-CT により得られた Ti-6Al-4V合金のβ→α変態過程 
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２．２ チタン合金の疲労き裂進展とミクロ組織 
２．２．1 九州大学（津﨑）（個別テーマ①） 
大型部材における疲労特性を予測可能とする部

材特性疲労評価法を開発した。具体的な成果とし
て、まず Ti-6Al-4V 合金における疲労亀裂進展挙
動のその場観察技術を確立した。図2.2.1-1に、大
型放射光施設 Spring-8 の BL20XU において 3
次元測定した α 相と β (α+β 相)の比率が、それぞ
れ65%と35%である亀裂進展の様相を示す。第1
段階における亀裂前縁の形状は不規則であり、α相
を進展する亀裂の割合が高く、α/α+β 界面ではそ
の割合が低い事が初めて明らかとなった。この 3 次元
解析によって、亀裂進展速度が発生初期には結晶
方位に強く依存する事が実証された。  
次に、微小切欠き近傍での塑性変形挙動の定

量化手法を確立し、き裂先端の局所ひずみについて、
モアレ法を用いて定量的に測定することに成功した。
具体的には、図 2.2.1-2(a-c)で示すようにラメラ—
組織を持つ Ti-6Al-4V に 1μm 間隔のメッシュを導
入し、電子線との干渉により形成するモアレを解析す
ることで、FIBで導入した微小切欠き近傍のひずみを
定量的に決定した。同様のメッシュを用いて、画像相
関法を組み合わせることでも、微小切欠き近傍のひ
ず み を 測 定 す る こ と が 可 能 と な っ た ( 図
2.2.1-2(d-g))。モアレはより mm スケールの広範
囲かつ μm レベルの空間分解能を有する手法として、
後者は Sub-μm 以上のより高空間分解能な手法
として、疲労き裂発生/進展に関わるひずみ計測に
適用可能となった。更に、図 2.2.1-3 で示す様に、
き裂伝ぱ挙動はαの底面と引張軸の角度に支配さ
れている事が明らかとなった。き裂は特定結晶面に沿
って進展し、あるき裂長さから進展モードが ModeII
から ModeI 型に変化することが観察されており、結
晶粒径と l0の関係に明瞭な対応がある事が明らかと
なった。 
き裂進展モードの変化は活動辷り系の変化を示

唆するために、すべり変形挙動の温度依存性を明ら
かにするとともに、降伏を律速している熱活性化過程
の温度依存性を明らかにするため、バイモーダル組織
を持つ Ti-6Al-4V における活性化体積の温度依存性、降伏を律速する活性化エネルギーの測定法を確立した。その
結果、活性化エネルギーの値は何れの温度範囲においても、柱面すべりと底面すべりの中間値を取る事が初めて明らか
となった。このことは、純チタンと異なり何れの温度においても底面すべりが活性化している事を示し、疲労き裂初期の結
晶方位依存性を発現させる原因である事が明確化された。 

 

 
図2.2.1-1 xy平面に投影した3次元亀裂像。第一段階
におけるサイクル数は8700-10600、第二段階におけるサイ
クル数は 17000-18560。 
 

 
図 2.2.1-2  (a), (b), (c) 1000 サイクル経過後におけ
るモアレ法を用いた亀裂先端の局所ひずみ像，(d), (e), 
(f), (g) 各応力におけるεxx。 
 

 
図 2.2.1-3  3220 サイクルにおける亀裂先端ＳＥＭ像 
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２．２．２ 北見工業大学（大橋）（個別テーマ①） 
α相とβ相が混在するチタン微視組織中の異方性弾性変形および塑性すべり変形の過程を解析するプログラムコードを
構築した（図 2.2.2-1）。微視組織中の力学場を解析するための数理的な枠組みに結晶塑性有限要素法を用い、
変形素過程の物理的な基礎として転位の増殖・蓄積・消滅の理論モデルを用いている。塑性すべり変形にともなう原子
空孔密度の発展評価（T. Ohashi、 Philos. Mag. 98 (2018)、 pp. 2275–2295）の機能、複数の相が混在
する場合の解析も可能にする機能を加えた。図 2.2.2-2は薄いβ相の近傍にき裂端がある時のすべり変形を解析するこ
とによって得た原子空孔密度の分布である。すべり変形が生じた 2本の帯状の領域に原子空孔が蓄積する。公称ひず
みが 1%の時、き裂端の原子空孔密度は約 2×1023/m3 （濃度にすると約 4ppm）になった。 
 

       
 

 

  
２．２．３ 日本原子力機構（山口）(個別テーマ④) 
疲労き裂進展予測モデル（2.1.1）および材質制御理

論（2.1.2）の構築に対し、変形・破壊の重要基礎物性と
しての表面・界面エネルギーや転位のパイエルスポテンシャル
等に関する知見、及び、それらに対する合金元素の影響を
原子電子レベルからの計算科学により提供することを目標と
した。 
図 2.2.3-1 に示すように、導入した PC クラスタ計算機

(a)(Intel Xeon E5-2680v3, 360 core, 1536 GB 
memory)を活用し、チタンの表面・界面セルモデル(b)、及
び、数百原子/cell に及ぶ大規模な転位構造を含むセルモ
デル(c)を作成し、第一原理計算を実行した。 
当ユニットの実験においてその存在が明確になったチタン合

金の底面疲労割れについて、合金元素による表面エネルギ
ー低下（破面生成促進）効果は小さいこと(d)、その反面、
合金元素特に Al が転位芯エネルギーに及ぼす影響が大きく、
底面、柱面、錐面における転位芯エネルギー差を大きく減少
させること(e,f)を解明した。その結果、相対的に底面滑りが
活性化され、底面における疲労破壊が促進されることが示
唆された。 

図 2.2.2-2 α/βチタン微視組織のき
裂端に蓄積した原子空孔密度の分布 

図 2.2.2-1 本研究で構築した結晶塑性解析モジュール。結
晶中のすべり変形と転位蓄積を解析し、転位の対消滅量など
から原子空孔密度の発展を求める。 

 
図 2.2.3-1 計算機、原子モデル、及び第一原理計算結果 
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２．2.  4 大阪大学（吉矢）（個別テーマ⑤） 
第一原理計算に基づき様々な付加手法を併用した大規模計算科学的手法により、1400℃級の耐環境コーティン

グ(EBC)多層システム構造を構成する材料のる基礎特性の計算値を取得すると共に、各要求特性を決定するメカニズ
ムを明らかにした。この第一原理計算には、既有設備に加え、特に熱特性計算に特化した高速ネットワークを有する初
年度に購入した並列計算機を用いた。 

EBC のターゲット材料に関して単独材料としてあるいは積層システム構造構成材料としての目的特性値、すなわち自
由エネルギーや相安定性、弾性定数・ポアソン比・劈開エネルギーなどの機械的特性、熱膨張係数や熱伝導度などの熱
的特性、屈折率などの光学特性、そして EBC の寿命を決める組織変化を支配する表面エネルギーや粒界エネルギー等、
全ての特性を同じ基準で第一原理から計算し特性値を取得した。これら EBC のターゲット材料に関しては、C41・C42
セラミックスコーティング拠点における成膜技術開発のために特性値などの情報提供を行うと共にアーカイブへの詳細データ
の提供を行った。併せて D68 が統括する MI-CC クラスターでの緻密化・焼結による EBC 寿命予測シミュレーションのた
めに界面・表面エネルギーの提供を行った。 

D67 ユニット内では本項目のみが Ti ではなくセラミックスを対象としているが、本拠点内での材料系を跨いだ議論を通
じて EBC の実用化の為に最も重要になる因子、すなわち寿命を決めるセラミックスでの疲労・破壊を大きく左右する最弱
点たる因子の 1 つを明らかにした。疲労・破壊への大きな支配因子となる熱膨張係数に関して既存理論を越えた制御
指針を解明し、更なる解析により得られた知見を一般化した。これを通じて、EBC システム材料の最適化・高効率化へ
の指針を明確にするとともに、更なる製品開発サイクル加速の為の計算材料科学面からの普遍的知識・応用手法を獲
得した。 
 
3. 総括、今後の展開、その他特記          
本ユニットでは、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。チタン合金の疲労寿命のばらつきについて、結晶塑性論、転位論、
破壊力学に基づく統一的理解を達成し、チタン合金におけるき裂進展速度と不均一ミクロ組織の関係、さらに使用条件
（温度、周波数、部材形状）を取り込んだ低サイクル疲労に関する寿命予測モデルを構築した。さらに B-D 連携の下
で、走査型電子顕微鏡を用いた疲労き裂進展のその場観察を分担して、鍛造チタン合金の疲労寿命予測 MI モジュー
ル化に貢献した。また、α＋βチタン合金において形成される種々の複雑なミクロ組織の成り立ちと特徴を定量的に解明し、
室温力学特性、低サイクル疲労特性、クリープ特性向上のためにそれぞれ最適な（および好ましくない）組織および粒
界・界面構造を特定した。その上で、熱間加工による材質制御理論を構築し、その情報を「疲労と破壊の科学」グルー
プに提供した。また、新しい先端実験手法として、中性子回折および放射光 CT 法を用いた高温加工・熱処理時の相
変態・組織形成のその場解析手法を構築した。さらに B-D 連携の下で、B領域からの要請に応じてチタン合金の加工・
熱処理中の相変態 kinetics等のその場中性子回折などを行い、データを提供するなどして鍛造チタン合金の組織予測
に貢献した。 
これまで疲労特性に優れた理想ミクロ組織は確立されておらず、チタン合金研究および構造材料研究一般の未解

決重要課題である。本プロジェクトで得られた基礎基盤技術と組織特性データベース、チタン合金の固相変態における
組織形成を時間分解で二次元・三次元観察する手法は、チタン合金の組織形成の理解から制御に至る基礎的な知
見を得る汎用性の高い手法である。チタン界面や転位に関する原子モデル作成、その第一原理計算によるエネルギー評
価法は、チタンのみならずその他さまざまな金属にも適用可能な研究手法であり、他金属への応用を図る。 

SIP 終了後、本ユニットの成果の学術部分は京都大学構造材料元素戦略研究拠点（ESISM）などの他プロジェ
クトに引き継がれ、実用面では個別の企業との共同研究や以降の研究プロジェクトなどで生かされる。MI疲労特性予測
モジュールへの貢献を行った本ユニットの経験は、MI に関係する後継プロジェクトの発展にも活用することが期待される。 
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２．２．２ 北見工業大学（大橋）（個別テーマ①） 
α相とβ相が混在するチタン微視組織中の異方性弾性変形および塑性すべり変形の過程を解析するプログラムコードを
構築した（図 2.2.2-1）。微視組織中の力学場を解析するための数理的な枠組みに結晶塑性有限要素法を用い、
変形素過程の物理的な基礎として転位の増殖・蓄積・消滅の理論モデルを用いている。塑性すべり変形にともなう原子
空孔密度の発展評価（T. Ohashi、 Philos. Mag. 98 (2018)、 pp. 2275–2295）の機能、複数の相が混在
する場合の解析も可能にする機能を加えた。図 2.2.2-2は薄いβ相の近傍にき裂端がある時のすべり変形を解析するこ
とによって得た原子空孔密度の分布である。すべり変形が生じた 2本の帯状の領域に原子空孔が蓄積する。公称ひず
みが 1%の時、き裂端の原子空孔密度は約 2×1023/m3 （濃度にすると約 4ppm）になった。 
 

       
 

 

  
２．２．３ 日本原子力機構（山口）(個別テーマ④) 
疲労き裂進展予測モデル（2.1.1）および材質制御理

論（2.1.2）の構築に対し、変形・破壊の重要基礎物性と
しての表面・界面エネルギーや転位のパイエルスポテンシャル
等に関する知見、及び、それらに対する合金元素の影響を
原子電子レベルからの計算科学により提供することを目標と
した。 
図 2.2.3-1 に示すように、導入した PC クラスタ計算機

(a)(Intel Xeon E5-2680v3, 360 core, 1536 GB 
memory)を活用し、チタンの表面・界面セルモデル(b)、及
び、数百原子/cell に及ぶ大規模な転位構造を含むセルモ
デル(c)を作成し、第一原理計算を実行した。 
当ユニットの実験においてその存在が明確になったチタン合

金の底面疲労割れについて、合金元素による表面エネルギ
ー低下（破面生成促進）効果は小さいこと(d)、その反面、
合金元素特に Al が転位芯エネルギーに及ぼす影響が大きく、
底面、柱面、錐面における転位芯エネルギー差を大きく減少
させること(e,f)を解明した。その結果、相対的に底面滑りが
活性化され、底面における疲労破壊が促進されることが示
唆された。 

図 2.2.2-2 α/βチタン微視組織のき
裂端に蓄積した原子空孔密度の分布 

図 2.2.2-1 本研究で構築した結晶塑性解析モジュール。結
晶中のすべり変形と転位蓄積を解析し、転位の対消滅量など
から原子空孔密度の発展を求める。 

 
図 2.2.3-1 計算機、原子モデル、及び第一原理計算結果 
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２．2.  4 大阪大学（吉矢）（個別テーマ⑤） 
第一原理計算に基づき様々な付加手法を併用した大規模計算科学的手法により、1400℃級の耐環境コーティン

グ(EBC)多層システム構造を構成する材料のる基礎特性の計算値を取得すると共に、各要求特性を決定するメカニズ
ムを明らかにした。この第一原理計算には、既有設備に加え、特に熱特性計算に特化した高速ネットワークを有する初
年度に購入した並列計算機を用いた。 

EBC のターゲット材料に関して単独材料としてあるいは積層システム構造構成材料としての目的特性値、すなわち自
由エネルギーや相安定性、弾性定数・ポアソン比・劈開エネルギーなどの機械的特性、熱膨張係数や熱伝導度などの熱
的特性、屈折率などの光学特性、そして EBC の寿命を決める組織変化を支配する表面エネルギーや粒界エネルギー等、
全ての特性を同じ基準で第一原理から計算し特性値を取得した。これら EBC のターゲット材料に関しては、C41・C42
セラミックスコーティング拠点における成膜技術開発のために特性値などの情報提供を行うと共にアーカイブへの詳細データ
の提供を行った。併せて D68 が統括する MI-CC クラスターでの緻密化・焼結による EBC 寿命予測シミュレーションのた
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プに提供した。また、新しい先端実験手法として、中性子回折および放射光 CT 法を用いた高温加工・熱処理時の相
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決重要課題である。本プロジェクトで得られた基礎基盤技術と組織特性データベース、チタン合金の固相変態における
組織形成を時間分解で二次元・三次元観察する手法は、チタン合金の組織形成の理解から制御に至る基礎的な知
見を得る汎用性の高い手法である。チタン界面や転位に関する原子モデル作成、その第一原理計算によるエネルギー評
価法は、チタンのみならずその他さまざまな金属にも適用可能な研究手法であり、他金属への応用を図る。 

SIP 終了後、本ユニットの成果の学術部分は京都大学構造材料元素戦略研究拠点（ESISM）などの他プロジェ
クトに引き継がれ、実用面では個別の企業との共同研究や以降の研究プロジェクトなどで生かされる。MI疲労特性予測
モジュールへの貢献を行った本ユニットの経験は、MI に関係する後継プロジェクトの発展にも活用することが期待される。 
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・知的財産権、雑誌論文、学会発表、プレスリリースなどについての総括 
 得られた成果を広く公表するために、プロジェクト期間全体を通して活発に学会発表および論文執筆を行い、全２０
報の原著論文、全９報の Proceedings 論文、全 1 件の著書 、全 105 件の国内発表，全 37 件の国際会議発
表を行った。 
プログラム等著作物開発として、全 5件のプログラム開発を行った。 
学会・シンポジウム開催として、日本機械学会 M&M2018 材料力学カンファレンスにて、「構造用材料に生ずる疲労

の力学と材料学」のオーガナイズド・セッションを企画開催した。 
また、本プロジェクトに携わるメンバーに対して計 9件の受賞があった。 

 
・便利帳機能；  
  ・導入した設備や装置に関する情報 
 

 
  ・問い合わせ先：研究責任者 

津﨑 兼彰  Kaneaki TSUZAKI 
九州大学大学院工学研究院 機械工学部門 
材料強度学研究室 主幹教授 
水素エネルギーシステム専攻担務 
〒819-0395 福岡市西区元岡 744 
Tel：092-802-3059/FAX：092-802-0001 
e-mail：ktsuzaki@mech.kyushu-u.ac.jp 
e-mail：tsuzaki.kaneaki.802@m.kyushu-u.ac.jp 
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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 
研究責任者 大久保 雅隆（産業技術総合研究所 上席イノベーションコーディネータ/研究ラボ長） 
参画機関 産業技術総合研究所(産総研)、 物質・材料研究機構(NIMS)､ 筑波大学､ 

高エネルギー加速器機構(KEK)､ 東京大学 
 
1.1 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、企業では保有することが難しい先端計測施設や自主開発の計測装置を駆使して取得し、飛躍
的性能向上や寿命予測など構造材料イノベーション創出に貢献する。 

 
1.2 研究開発の目標   
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に対する社会ニーズに応えて、イノベーション創出の

ためのハブ拠点となることを目標とする。材料開発基盤として必要不可欠な先端計測技術を武器に、国内だけでなく海
外市場で必要とされている構造材料性能を、国際連携を促進して把握し世界シェア拡大に貢献する。その実現に必要
な世界的レベルのプレゼンスを確立し、材料開発の人と人を繋ぐハブ拠点となる。 
 
1.3 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、年報等成果公表、知財、データサーバーの一括管理 
 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 
 先端計測拠点の成果報告と国際連携促進を目的に、国際会議を毎年開催 

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観察する「新たな放射光 X線顕微法群」研究開発 
 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 X線解析装置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、中性子ナノ析出物解析、マイクロドロッ
プレット法による繊維/樹脂界面強度 

 1700℃における耐熱材料の TEM原子分解能観察 

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 
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1.4 実施体制・分担 
図 1.4.1 に、プロジェクト前半のステージ

１、後半のステージ 2、参画機関が有する
主な施設、技術を示す。ステージ 1 では、
TIA が有する個々の先端計測技術を使っ
て、材料開発現場において従来技術では計
測できずに困っている顕在化未活用情報取
得した。後半のステージ２では、複数の先端
計測技術と機械試験を組み合わせて、材
料開発における未知の非顕在化未活用情
報を発見するチャレンジを行った。 
 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(0)先端計測拠点形成 

 

(1)き裂、応力 

 

(2)微量軽元素 

 

(3)界面、組織 

 

 

(4)空孔欠陥 

 

(5)はく離 

 

      

 
（注記など） 
各テーマで整備、活用する主な先端計測技術は
以下の通りである。 
テーマ 1 き裂、応力: X 線吸収分光 CT 装置

(XAFS-CT)、モアレ変位計測、応力発光 
テーマ 2 微量軽元素：イオンマイクロビーム、超
伝導 X線解析装置、3次元アトムプローブ 

テーマ 3界面､組織：FIB-SEM、その場 TEM 
テーマ 4 空孔欠陥：陽電子欠陥、自由体積計
測装置 

テーマ 5 剥離：レーザ超音波非破壊検査 
これらの技術の構造材料イノベーションへの貢

献を材料別に図 1.5.1 にまとめる。 

 
図 1.4.1 D66各機関の代表的先端計測技術とステージ 1, 2 

第 2回 
国際会議 

第 3回 
国際会議 

第 4回 
国際会議 

国内外の開発
ハブ拠点化 
TRL6 

 
図 1.5.1 構造材料イノベーションへの貢献と TRL 
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2. 研究開発の成果 
2.1  CFRP複合材料 
2.1.1 CFRP用樹脂硬化プロセス中の分子鎖構造変化 【個別テーマ 4】 
陽電子消滅は空孔型欠陥や高分子鎖間の空隙(自由体積)を非破壊で検出することができる手法である．その特

徴は，i）単一原子空孔から 1 nm オーダーのサイズの自由体積ないしは空隙を定量測定，ii）試料表面から μm オ
ーダーの深さに存在する欠陥の深さ分布検出が可能，iii）試料の温度，伝導性などの制限がなく，また，固体から液
体まで評価可能等である。本研究では、CFRP に用いられる熱硬化性エポキシ樹脂の評価に適した陽電子消滅実験
装置を開発し、CFRP 用樹脂の自由体積のサイズと密度の温度依存性や硬化剤添加量依存性等を評価した。
Bisphenol A（BPA）に、硬化剤を投入後、液体状態から固
化するまでの自由体積のサイズと密度の時間変化を測定した結
果を図 2.1.1 に示す。τ3 はオルソ・ポジトロニウムの寿命であり、
自由体積サイズに対応する。また、I3 はその相対強度である。硬
化剤投入後、約 27 時間後に BPA は液相から固相へ変化し、
自由体積サイズが減少することがわかった。 
τ3の値から、自由体積サイズを見積もると、液相で 0.60 nm、

固相で 0.48 nm となった。但し、硬化が進んでも、そのサイズは
一定で、固相変化時のサイズを保つ。一方、その密度（I3）は、
硬化前の液相状態では上昇し、固体になると徐々に減少し続け
る。CFRP 用樹脂の自由体積のサイズと密度は、その機械的強
度と密接な関係があり、上記の情報は、高分子の分子鎖挙動の理
解を深め、その製造工程の改良に有益な情報を与えると考えられる。 
 
2.1.2 CFRP用高分子材料の陽電子消滅法による疲労寿命予測 【個別テーマ 4】 

CFRP のマトリックス構成材料として用いられるエポキシ樹脂は、分子間すべりを防ぐ化学的架橋を有するため信頼性
が高く、構造材料として用いられている。しかし、その架橋構造がゆえに、疲労破壊時にはせん断応力による降伏が発生
し、急激に破断に至るため寿命予測が難しい。 
本研究では、疲労き裂の発生源となる架橋構造の変化に起因する樹脂中の自由体積（空隙）を陽電子消滅法に

よって調べ、疲労特性に与える影響を明らかにした。D71ユニットより提供されたBPA樹脂を用いて室温（299K）にて
低サイクル疲労試験（応力比 0.1、繰り返し数 5Hz）を行った。図 2.1.2(a)には疲労時の応力ひずみ線図を示す。
応力ひずみ曲線にはわずかにヒステリシスが生じており、サイクル数の増加につれてひずみの増加方向に移動するラチェッテ
ィング変形が発生する。同現象は D74 ユニットで実施している分子鎖挙動に基づく非線形有限要素解析で実証されて
いる。 (b)には陽電子寿命の測定値から算出した自由体積と疲労損傷比（疲労寿命比）の関係を示す。図中には
試験前のデータを as received と
して破線で示す。図より自由体積
は試験前に比べ疲労初期にて約
20%増加し、疲労損傷が増える
につれ徐々に増加する。この結果
はD71ユニットでの実用最適設計
による分子動力学計算結果とほぼ
一致している。従って、自由体積は
疲労寿命と相関関係にあり、疲労
寿命予測の実現が期待される。 
  

図 2.1.2 (a)エポキシ樹脂(BPA)の疲労サイクル毎の応力ひずみ線図、
（b）自由体積／陽電子寿命が樹脂の疲労進展の指標となることを発見
（試料 D71、計算 D71,D74） 
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1.4 実施体制・分担 
図 1.4.1 に、プロジェクト前半のステージ

１、後半のステージ 2、参画機関が有する
主な施設、技術を示す。ステージ 1 では、
TIA が有する個々の先端計測技術を使っ
て、材料開発現場において従来技術では計
測できずに困っている顕在化未活用情報取
得した。後半のステージ２では、複数の先端
計測技術と機械試験を組み合わせて、材
料開発における未知の非顕在化未活用情
報を発見するチャレンジを行った。 
 
 
1.5 工程表・TRL 

実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 
(0)先端計測拠点形成 

 

(1)き裂、応力 
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(5)はく離 

 

      

 
（注記など） 
各テーマで整備、活用する主な先端計測技術は
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献を材料別に図 1.5.1 にまとめる。 
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2. 研究開発の成果 
2.1  CFRP複合材料 
2.1.1 CFRP用樹脂硬化プロセス中の分子鎖構造変化 【個別テーマ 4】 
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体まで評価可能等である。本研究では、CFRP に用いられる熱硬化性エポキシ樹脂の評価に適した陽電子消滅実験
装置を開発し、CFRP 用樹脂の自由体積のサイズと密度の温度依存性や硬化剤添加量依存性等を評価した。
Bisphenol A（BPA）に、硬化剤を投入後、液体状態から固
化するまでの自由体積のサイズと密度の時間変化を測定した結
果を図 2.1.1 に示す。τ3 はオルソ・ポジトロニウムの寿命であり、
自由体積サイズに対応する。また、I3 はその相対強度である。硬
化剤投入後、約 27 時間後に BPA は液相から固相へ変化し、
自由体積サイズが減少することがわかった。 
τ3の値から、自由体積サイズを見積もると、液相で 0.60 nm、

固相で 0.48 nm となった。但し、硬化が進んでも、そのサイズは
一定で、固相変化時のサイズを保つ。一方、その密度（I3）は、
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度と密接な関係があり、上記の情報は、高分子の分子鎖挙動の理
解を深め、その製造工程の改良に有益な情報を与えると考えられる。 
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試験前のデータを as received と
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は試験前に比べ疲労初期にて約
20%増加し、疲労損傷が増える
につれ徐々に増加する。この結果
はD71ユニットでの実用最適設計
による分子動力学計算結果とほぼ
一致している。従って、自由体積は
疲労寿命と相関関係にあり、疲労
寿命予測の実現が期待される。 
  

図 2.1.2 (a)エポキシ樹脂(BPA)の疲労サイクル毎の応力ひずみ線図、
（b）自由体積／陽電子寿命が樹脂の疲労進展の指標となることを発見
（試料 D71、計算 D71,D74） 
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図 2.1.1 CFRP用樹脂(BPA)に硬化剤を投
入した後の τ3と I3の時間変化(試料 D71) 
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2.1.3 X線顕微鏡による CFRPのき裂の発生・進展メカニズム解明 【個別テーマ 1, 3】 
2.1.3 (1) XAFS-CT顕微鏡(分光 X-CT)等の X線顕微鏡の整備と計測技術開発 
【X線顕微鏡技術の計測拠点形成】 
物理・化学分野に限定されていた X 線顕微鏡技術を構造材料の評価に適用し、従来の計測法では解明できていな

かった「き裂の発生・進展」挙動を解明するための計測手法を整備した。 
そのために放射光を用いた各種 X線顕微鏡技術高度化研究を行い、以下の技術を確立した。 

(1) XAFS-CT顕微鏡(分光 X-CT) 
(2) その場観察システム  
(3) 化学状態観察  
(4) 顕微データの応用数学解析 
これらを組合せ、以下の特徴を有す計測が
可能になった。 

(a)組織+化学状態の同視野観察 
(b)応力印加下でのその場観察  
(c)最高空間分解能＜50nm以下 
(d)nm～cm のマルチスケール 

 構造材料専用の計測拠点は世界に例が
無く、CFRPや EBCに適用し新たな知見を
多く得る事に成功し、材料サイドへフィード
バックした(図 2.1.3)。 
【XAFS-CT】 
 コアとなる X 線顕微鏡が XAFS-CT 顕微鏡である。放射
光という超強力・高品位の X 線を、特殊な X 線光学素子
で集光＆拡大することにより、上記(a)～(c)の特徴を有す
る 組織と化学状態のナノ計測法を実現した(図 2.1.4)。 
【応力印加下での その場観察システム】 
 X線を透過させながら、試料に応力を印加させる特別なシ
ステム(図 2.1.5)により、応力—歪み曲線を計測しながらの
高分解能 X-CT 観察に成功した。これにより、視野=数
10μmでの高分解能観察(＜50nm)～視野=数mmで
の広視野観察(分解能＜600nm)のマルチスケールでのき
裂観察が可能となった。 
【化学状態観察システム】 
 放射光X線のエネルギーを変えて測定を行うことにより、組
織だけでなく特定元素の化学状態も合わせて 3 次元計測
が可能である。EBC のモデル材料を用いて高温で生じる反
応過程のナノ観察を実現した（C11:JFCC と共同研究）。
(Y. Takeichi et al., 2018)  
【多次元 X線顕微鏡データの 応用数学解析】 
 X 線顕微鏡のビッグデータから、き裂や劣化の起点を特定
するには、経験に頼らない手法が必要である。そこで 応用
数学(ホモロジー)を用いた新たなマテリアリズインテグレーショ
ンの手法 を開発し、モデル材料で検証した（D67:東北大 
と共同研究）。（図 2.1.6）(M. Kimura et al., 2018) 

図 2.1.5 応力印加下でのその場観察システム 
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図 2.1.4 XAFS-CT顕微鏡の概要 

図2.1.6 応用数学MIによるき裂起点予測

図 2.1.3 X線顕微鏡での測定例と材料研究へのフィードバック 
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2.1.3 (2) CFRP破壊挙動の観察 
整備した観察手法を有効に活かすため、A11(MHI)での CFRP破壊挙動の観察・評価につき、協力、支援した。 
【き裂発生のナノスケール観察】 
 XAFS-CT により、き裂の起点のナノスケールでの観察に
成功(世界初)。マクロの印加応力だけでなく、(a)繊維の
形状や配列、(b)繊維/樹脂界面ｴﾈﾙｷﾞｰ、のそれぞれの
不均一性が、起点の形成に大きく関与することが判明した。 
(図 2.1.7) (T. Watanabe et al., 2018) (CFRP の
国際会議: ECCM2018(欧), ASC2018(米)) 
【ナノき裂が成長・進展する挙動】 
 XAFS-CT顕微鏡で観察したナノき裂が成長・進展する
様子を観察した。層間微粒子が存在するとその成長過程
が阻害されることを解明した(図 2.1.8)。 
【高温/高湿処理材の破壊挙動】 
 実環境でのCFRPの信頼性向上のためには、環境—特に高温/高湿度—が破壊挙動に与える影響が重要である。高
温/高湿材(70℃,飽和水蒸気下で 2週間吸湿)と乾燥材の破壊挙動を、応力印加下 X-CT観察で比較した。高温
/高湿材は、炭素繊維/樹脂界面でのき裂発生が多く、その結果マクロ的な“繊維ひきぬけ”現象につながっていることを
解明した(図 2.1.9A)。 
【インパクト試験材の内部き裂の観察】 
 信頼性向上のために、インパクト試験による内部き裂の進展を X 線顕微鏡(X-CT)で高分解能観察した。その結果、
従来材に較べて SIP 開発材では、き裂がプリプレグ層間を越えて進展することが抑制されている傾向であることが確認で
き(図 2.1.9B)、SIP開発材の高特性の一因が明らかになった。 
 

 
 
 図 2.1.8 き裂の進展の詳細観察       図 2.1.9 (A)高温高湿処理材の (B)インパクト試験材の  
      (内部,非破壊, 試料 A11)       の破壊界面観察(試料 A11)  内部き裂の非破壊観察(試料 A11)                         
 
2.1.3 (3) プリプレグの真空圧成形プロセス（OoA）の熱処理条件最適化 
【プリプレグの成形プロセス中のボイド消滅過程観察】 
 東レが進める大気圧環境で成形可能な層間粒子
強化プリプレグの開発には、硬化プロセス(OoA)の条
件最適化が必須である。 
そこで OoA プロセスの成形途中のプリプレグ内部の

ボイドを、X 線顕微鏡(X-CT)で高分解能観察し、ボ
イド発生リスクの低い成形条件を決定した。 (図
2.1.10) 
硬化プロセスの複数温度での熱処理により、硬化過

程でボイドの量・サイズを大幅に低減できることが判明
し、硬化プロセス条件最適化に貢献した。 

  

加熱・加圧 

1mm 

図 2.1.7 き裂起点のナノ観察(世界初,試料 A11) 

図 2.1.10 プリプレグのOoAプロセスでの欠陥変化
(試料 A02) 
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(1) XAFS-CT顕微鏡(分光 X-CT) 
(2) その場観察システム  
(3) 化学状態観察  
(4) 顕微データの応用数学解析 
これらを組合せ、以下の特徴を有す計測が
可能になった。 

(a)組織+化学状態の同視野観察 
(b)応力印加下でのその場観察  
(c)最高空間分解能＜50nm以下 
(d)nm～cm のマルチスケール 

 構造材料専用の計測拠点は世界に例が
無く、CFRPや EBCに適用し新たな知見を
多く得る事に成功し、材料サイドへフィード
バックした(図 2.1.3)。 
【XAFS-CT】 
 コアとなる X 線顕微鏡が XAFS-CT 顕微鏡である。放射
光という超強力・高品位の X 線を、特殊な X 線光学素子
で集光＆拡大することにより、上記(a)～(c)の特徴を有す
る 組織と化学状態のナノ計測法を実現した(図 2.1.4)。 
【応力印加下での その場観察システム】 
 X線を透過させながら、試料に応力を印加させる特別なシ
ステム(図 2.1.5)により、応力—歪み曲線を計測しながらの
高分解能 X-CT 観察に成功した。これにより、視野=数
10μmでの高分解能観察(＜50nm)～視野=数mmで
の広視野観察(分解能＜600nm)のマルチスケールでのき
裂観察が可能となった。 
【化学状態観察システム】 
 放射光X線のエネルギーを変えて測定を行うことにより、組
織だけでなく特定元素の化学状態も合わせて 3 次元計測
が可能である。EBC のモデル材料を用いて高温で生じる反
応過程のナノ観察を実現した（C11:JFCC と共同研究）。
(Y. Takeichi et al., 2018)  
【多次元 X線顕微鏡データの 応用数学解析】 
 X 線顕微鏡のビッグデータから、き裂や劣化の起点を特定
するには、経験に頼らない手法が必要である。そこで 応用
数学(ホモロジー)を用いた新たなマテリアリズインテグレーショ
ンの手法 を開発し、モデル材料で検証した（D67:東北大 
と共同研究）。（図 2.1.6）(M. Kimura et al., 2018) 

図 2.1.5 応力印加下でのその場観察システム 
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図 2.1.4 XAFS-CT顕微鏡の概要 

図2.1.6 応用数学MIによるき裂起点予測

図 2.1.3 X線顕微鏡での測定例と材料研究へのフィードバック 
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2.1.3 (2) CFRP破壊挙動の観察 
整備した観察手法を有効に活かすため、A11(MHI)での CFRP破壊挙動の観察・評価につき、協力、支援した。 
【き裂発生のナノスケール観察】 
 XAFS-CT により、き裂の起点のナノスケールでの観察に
成功(世界初)。マクロの印加応力だけでなく、(a)繊維の
形状や配列、(b)繊維/樹脂界面ｴﾈﾙｷﾞｰ、のそれぞれの
不均一性が、起点の形成に大きく関与することが判明した。 
(図 2.1.7) (T. Watanabe et al., 2018) (CFRP の
国際会議: ECCM2018(欧), ASC2018(米)) 
【ナノき裂が成長・進展する挙動】 
 XAFS-CT顕微鏡で観察したナノき裂が成長・進展する
様子を観察した。層間微粒子が存在するとその成長過程
が阻害されることを解明した(図 2.1.8)。 
【高温/高湿処理材の破壊挙動】 
 実環境でのCFRPの信頼性向上のためには、環境—特に高温/高湿度—が破壊挙動に与える影響が重要である。高
温/高湿材(70℃,飽和水蒸気下で 2週間吸湿)と乾燥材の破壊挙動を、応力印加下 X-CT観察で比較した。高温
/高湿材は、炭素繊維/樹脂界面でのき裂発生が多く、その結果マクロ的な“繊維ひきぬけ”現象につながっていることを
解明した(図 2.1.9A)。 
【インパクト試験材の内部き裂の観察】 
 信頼性向上のために、インパクト試験による内部き裂の進展を X 線顕微鏡(X-CT)で高分解能観察した。その結果、
従来材に較べて SIP 開発材では、き裂がプリプレグ層間を越えて進展することが抑制されている傾向であることが確認で
き(図 2.1.9B)、SIP開発材の高特性の一因が明らかになった。 
 

 
 
 図 2.1.8 き裂の進展の詳細観察       図 2.1.9 (A)高温高湿処理材の (B)インパクト試験材の  
      (内部,非破壊, 試料 A11)       の破壊界面観察(試料 A11)  内部き裂の非破壊観察(試料 A11)                         
 
2.1.3 (3) プリプレグの真空圧成形プロセス（OoA）の熱処理条件最適化 
【プリプレグの成形プロセス中のボイド消滅過程観察】 
 東レが進める大気圧環境で成形可能な層間粒子
強化プリプレグの開発には、硬化プロセス(OoA)の条
件最適化が必須である。 
そこで OoA プロセスの成形途中のプリプレグ内部の

ボイドを、X 線顕微鏡(X-CT)で高分解能観察し、ボ
イド発生リスクの低い成形条件を決定した。 (図
2.1.10) 
硬化プロセスの複数温度での熱処理により、硬化過

程でボイドの量・サイズを大幅に低減できることが判明
し、硬化プロセス条件最適化に貢献した。 

  

加熱・加圧 

1mm 

図 2.1.7 き裂起点のナノ観察(世界初,試料 A11) 

図 2.1.10 プリプレグのOoAプロセスでの欠陥変化
(試料 A02) 
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2.1.4 応力発光技術による CFRPの内部き裂発生・破壊進展の解明 【個別テーマ 1】 
応力発光技術は、ひずみエネルギーに比例した発光強度が得られる応力発光体を含む塗料による応力分布可視

化技術である。構造体表面にこの微粒子を分散塗付し発光を調べれば、その面分布から構造体の動的なひずみ／応
力分布が可視化できる。A04 から供給された CFRP 積層板内部に荷重時に発生するトランスバースき裂を、外部から
その場所と発生タイミングを検知することに成功した。更に、高速・破壊現象に追随する応力発光センサを開発し、CFRP
き裂伝搬ダイナミクス（破壊過程の動的ひずみ分布変化）を 20 秒精度で可視化できることに成功した（目標の 30
倍）。また、航空 CFRP 部材（T800S/3900-2B）の０°スプリット（軽微な損傷）発生のリアルタイム応力発光検
知を実証し、健全性モニタリング有効性を示した。（試料 A04） 
 
2.1.5 超伝導 X線解析による CFRP等材料中微量軽元素分布 【個別テーマ 2】 
各種材料への軽元素の添加により機械的特性は大きく向上あるいは低下するが、そのメカニズムは十分には理解さ

れていない。超伝導現象を活用した X 線分光技術では、微量軽元素の特性Ｘ線を従来の半導体計測技術の 10 倍
以上の精度で計測することができ、微量軽元素の特性Ｘ線を他の元素とのオーバーラップなく分離できる。Ｘ線測定精
度は、固体中の軽元素の特性Ｘ線の自然幅を越える、最高数 eV のエネルギー分解能を達成した。元素分離だけでな
く、化学結合状態の違いによるピーク形状の変化をも測定できることを明らかにした。 
本計測技術により、CFRP 用熱可塑樹脂に吸収されると考えられていた微量窒素､酸素の検出に成功し、微量窒

素と酸素は母材の高分子と反応し、アミノ基、カルボキシ基等が生成されていることを明らかにした（試料 Twente大）。
さらに、特性 X線のピーク形状から、炭素繊維中と樹脂中の炭素原子を区別できることを確認し、長年の課題となってい
る炭素繊維/樹脂界面の化学結合ナノイメージングへの道を開拓した（試料 D71）。 
 
2.2 耐熱合金 
2.2.1 モアレイメージング技術による全視野ひずみ計測の開発と耐熱合金のき裂評価への応用 【個別テーマ 1】 
変位・ひずみ分布は構造材料の強度を評価するうえで大変重要な情報である。これまでに規則格子を利用した走査

モアレ法やサンプリングモアレ法による変位･ひずみ分布計測、またはランダムなパターンを利用するデジタル画像相関法
(DIC)による変位・ひずみ分布の計測技術の研究開発を行ってきた。 
航空機のジェットエンジンに使用されている Ti-6Al-4V 合金を共通試料として産総研・NIMS・九大でその変形と破

壊に関する局所変位・ひずみの解析を進めてきた。一般的に破壊は組織に依存する微視的最弱部と形状などに依存す
る力学的最弱部のどちらかの弱い方で発生する。産総研では特に力学的集中箇所のない平滑材試料を用いて（どこか
らき裂が形成するか不明なケース）、開発したモアレ法を、広範囲かつ微視組織レベルの局所ひずみ解析へ応用した。
試料表面に 3 ミクロンピッチの微細格子を付与した状態で引張試験を行い、レーザ顕微鏡で観察したモアレ縞の位相分
布情報から精度よく垂直ひずみ・せん断ひずみおよび最大・最小主ひずみ分布が得られ、き裂発生直前に局所的に大き
な歪みが観察され、その後にき裂が生じることを確認し、き裂発生前にその場所特定できる計測法を確立した。 
サンプリングモアレ法開発では、特に、従来技術の課題であったせん断ひずみと主ひずみの測定精度を大幅に改善でき

る 2次元位相同時解析モアレ法（特願 2017-032645；海外 PCT/JP2018-003297）を開発した。この解析技
術を用いて、引張試験における Ti-6Al-4V のひずみ分布測定と破壊解析をレーザ走査顕微鏡画像をサンプリングモア
レ法で解析して、µm の精度でひずみ分布の測定ができるようになった。せん断ひずみによる Ti 合金の滑り線を可視化し、
滑り変形の定量評価と、初期き裂発生応力の半分程度の応力印可時に初期き裂発生箇所を予測することに成功した。 
また、き裂、ひび割れ、ノッチや汚れを含む欠陥が存在する場合のひずみ測定では、従来の位相接続アルゴリズムは欠

陥の周りのひずみ分布に大きな誤差をもたらすことが多い。この問題を回避するために、新たに欠陥の影響を最小限にで
きる局部位相接続アルゴリズムを考案し、引張疲労試験におけるノッチとき裂がある Ti-6Al-4V 合金のひずみ分布測定
を行い、特定したひずみ集中発生部からき裂進展挙動を評価した（図 2.2.１）。 
プロジェクト期間内において、ユニット内の連携として産総研はモアレ法による広範囲局所ひずみイメージングの技術開

発、NIMS はマイクロメッシュと DIC によるサブミクロン空間分解能局所ひずみ解析、九大はその場観察による微視組織
およびすべり線解析をそれぞれ実施して、各研究機関が得意とする計測と評価技術のインテグレーションにより、Ti 合金
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の疲労強度が大きくばらつく原因の解明に必要となる先端計測技術群を確立した。 

 
図 2.2.1 サンプリングモアレ法による Ti-6Al-4V合金のき裂付近ひずみ集中の可視化に成功(試料 D67) 

 
なお、モアレ法はナノ・マイクロスケールでのひずみ計測のみならず、メートルスケールを超える橋梁などの社会インフラの

変位計測による健全性評価にも利用されている。このように、我々が研究開発したサンプリングモアレ法は、周期構造を
有するあらゆるイメージ画像に適用できるため、透過型電子顕微鏡の原子スケールから、数 10 メートルの航空機主翼と
いった巨大構造物のマルチスケールでの変位・ひずみ計測法を確立した。 
 
2.2.2 耐熱合金の包括的基材組織解析 【個別テーマ 3】 
ジェットエンジンなどに用いられる耐熱合金は、析出物の数

密度やサイズによって高温強度やクリープ特性などの高温での
機械特性が大きく変化することから、鍛造以降のプロセスでの
基材の微細組織の創り込みや使用中の組織変化が特性に大
きく影響すると考えられている。このため、析出物などの状態を
解析するために、走査電子顕微鏡（SEM）や透過型電子
顕微鏡(TEM)が広く用いられてきた。しかし、析出物のサイズ
が TEM 試料の膜厚よりも小さくなると特性 X 線に母相からの
情報も含まれてしまうため、エネルギー分散型X線分析(EDS)
を用いた組成の定量的な解析は難しくなる。また、TEM は極
限られた部分を極端に拡大して分析するため、全体の平均粒
径や粒径分布といった統計情報の取得には適さない。 
本課題では、深さ方向にも原子レベルで組成分析ができる

3 次元アトムプローブ(3DAP)や照射体積全体のナノ組織の
平均情報を干渉作用により取得できる中性子/X線小角散乱
法（ SANS/SAXS）な ど を 耐熱合金 に最適化 し て
SEM/TEM と組合せ、プロセス中/動作環境下における合金
組織の形成/劣化を多面的かつ包括的に把握する方法の確
立を目指した。具体的には、既存の3DAP装置では最適な紫
外光波長で十分なレーザ出力が得られず耐熱合金によっては
分析が困難となっていたが、高エネルギーのレーザシステムが組
み込めるよう改良した結果、目的とした一連の合金で元素分
布を原子レベルで確実に 3 次元イメージングできるようになっ
た。また、既設の SAXS装置では入射する X線のエネルギーが

εxx

εyy

γxy

(115×80 μm2)x

y

1000 cycle
10 μm

Ti-6AI-4V specimen Normal strain,

Normal strain,

Shear strain,

Moire phase difference

x-dir

y-dir

0 cycle

Tensile-fatigue load Strain distribution

 
図 2.2.2 3DAP、SANS と TEM、SEM を相補
的に用いた Ti 合金 IMI834 の包括的な微細組
織解析例(試料 B24) 
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2.1.4 応力発光技術による CFRPの内部き裂発生・破壊進展の解明 【個別テーマ 1】 
応力発光技術は、ひずみエネルギーに比例した発光強度が得られる応力発光体を含む塗料による応力分布可視

化技術である。構造体表面にこの微粒子を分散塗付し発光を調べれば、その面分布から構造体の動的なひずみ／応
力分布が可視化できる。A04 から供給された CFRP 積層板内部に荷重時に発生するトランスバースき裂を、外部から
その場所と発生タイミングを検知することに成功した。更に、高速・破壊現象に追随する応力発光センサを開発し、CFRP
き裂伝搬ダイナミクス（破壊過程の動的ひずみ分布変化）を 20 秒精度で可視化できることに成功した（目標の 30
倍）。また、航空 CFRP 部材（T800S/3900-2B）の０°スプリット（軽微な損傷）発生のリアルタイム応力発光検
知を実証し、健全性モニタリング有効性を示した。（試料 A04） 
 
2.1.5 超伝導 X線解析による CFRP等材料中微量軽元素分布 【個別テーマ 2】 
各種材料への軽元素の添加により機械的特性は大きく向上あるいは低下するが、そのメカニズムは十分には理解さ

れていない。超伝導現象を活用した X 線分光技術では、微量軽元素の特性Ｘ線を従来の半導体計測技術の 10 倍
以上の精度で計測することができ、微量軽元素の特性Ｘ線を他の元素とのオーバーラップなく分離できる。Ｘ線測定精
度は、固体中の軽元素の特性Ｘ線の自然幅を越える、最高数 eV のエネルギー分解能を達成した。元素分離だけでな
く、化学結合状態の違いによるピーク形状の変化をも測定できることを明らかにした。 
本計測技術により、CFRP 用熱可塑樹脂に吸収されると考えられていた微量窒素､酸素の検出に成功し、微量窒

素と酸素は母材の高分子と反応し、アミノ基、カルボキシ基等が生成されていることを明らかにした（試料 Twente大）。
さらに、特性 X線のピーク形状から、炭素繊維中と樹脂中の炭素原子を区別できることを確認し、長年の課題となってい
る炭素繊維/樹脂界面の化学結合ナノイメージングへの道を開拓した（試料 D71）。 
 
2.2 耐熱合金 
2.2.1 モアレイメージング技術による全視野ひずみ計測の開発と耐熱合金のき裂評価への応用 【個別テーマ 1】 
変位・ひずみ分布は構造材料の強度を評価するうえで大変重要な情報である。これまでに規則格子を利用した走査

モアレ法やサンプリングモアレ法による変位･ひずみ分布計測、またはランダムなパターンを利用するデジタル画像相関法
(DIC)による変位・ひずみ分布の計測技術の研究開発を行ってきた。 
航空機のジェットエンジンに使用されている Ti-6Al-4V 合金を共通試料として産総研・NIMS・九大でその変形と破

壊に関する局所変位・ひずみの解析を進めてきた。一般的に破壊は組織に依存する微視的最弱部と形状などに依存す
る力学的最弱部のどちらかの弱い方で発生する。産総研では特に力学的集中箇所のない平滑材試料を用いて（どこか
らき裂が形成するか不明なケース）、開発したモアレ法を、広範囲かつ微視組織レベルの局所ひずみ解析へ応用した。
試料表面に 3 ミクロンピッチの微細格子を付与した状態で引張試験を行い、レーザ顕微鏡で観察したモアレ縞の位相分
布情報から精度よく垂直ひずみ・せん断ひずみおよび最大・最小主ひずみ分布が得られ、き裂発生直前に局所的に大き
な歪みが観察され、その後にき裂が生じることを確認し、き裂発生前にその場所特定できる計測法を確立した。 
サンプリングモアレ法開発では、特に、従来技術の課題であったせん断ひずみと主ひずみの測定精度を大幅に改善でき

る 2次元位相同時解析モアレ法（特願 2017-032645；海外 PCT/JP2018-003297）を開発した。この解析技
術を用いて、引張試験における Ti-6Al-4V のひずみ分布測定と破壊解析をレーザ走査顕微鏡画像をサンプリングモア
レ法で解析して、µm の精度でひずみ分布の測定ができるようになった。せん断ひずみによる Ti 合金の滑り線を可視化し、
滑り変形の定量評価と、初期き裂発生応力の半分程度の応力印可時に初期き裂発生箇所を予測することに成功した。 
また、き裂、ひび割れ、ノッチや汚れを含む欠陥が存在する場合のひずみ測定では、従来の位相接続アルゴリズムは欠

陥の周りのひずみ分布に大きな誤差をもたらすことが多い。この問題を回避するために、新たに欠陥の影響を最小限にで
きる局部位相接続アルゴリズムを考案し、引張疲労試験におけるノッチとき裂がある Ti-6Al-4V 合金のひずみ分布測定
を行い、特定したひずみ集中発生部からき裂進展挙動を評価した（図 2.2.１）。 
プロジェクト期間内において、ユニット内の連携として産総研はモアレ法による広範囲局所ひずみイメージングの技術開

発、NIMS はマイクロメッシュと DIC によるサブミクロン空間分解能局所ひずみ解析、九大はその場観察による微視組織
およびすべり線解析をそれぞれ実施して、各研究機関が得意とする計測と評価技術のインテグレーションにより、Ti 合金
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の疲労強度が大きくばらつく原因の解明に必要となる先端計測技術群を確立した。 

 
図 2.2.1 サンプリングモアレ法による Ti-6Al-4V合金のき裂付近ひずみ集中の可視化に成功(試料 D67) 

 
なお、モアレ法はナノ・マイクロスケールでのひずみ計測のみならず、メートルスケールを超える橋梁などの社会インフラの

変位計測による健全性評価にも利用されている。このように、我々が研究開発したサンプリングモアレ法は、周期構造を
有するあらゆるイメージ画像に適用できるため、透過型電子顕微鏡の原子スケールから、数 10 メートルの航空機主翼と
いった巨大構造物のマルチスケールでの変位・ひずみ計測法を確立した。 
 
2.2.2 耐熱合金の包括的基材組織解析 【個別テーマ 3】 
ジェットエンジンなどに用いられる耐熱合金は、析出物の数

密度やサイズによって高温強度やクリープ特性などの高温での
機械特性が大きく変化することから、鍛造以降のプロセスでの
基材の微細組織の創り込みや使用中の組織変化が特性に大
きく影響すると考えられている。このため、析出物などの状態を
解析するために、走査電子顕微鏡（SEM）や透過型電子
顕微鏡(TEM)が広く用いられてきた。しかし、析出物のサイズ
が TEM 試料の膜厚よりも小さくなると特性 X 線に母相からの
情報も含まれてしまうため、エネルギー分散型X線分析(EDS)
を用いた組成の定量的な解析は難しくなる。また、TEM は極
限られた部分を極端に拡大して分析するため、全体の平均粒
径や粒径分布といった統計情報の取得には適さない。 
本課題では、深さ方向にも原子レベルで組成分析ができる

3 次元アトムプローブ(3DAP)や照射体積全体のナノ組織の
平均情報を干渉作用により取得できる中性子/X線小角散乱
法（ SANS/SAXS）な ど を 耐熱合金 に最適化 し て
SEM/TEM と組合せ、プロセス中/動作環境下における合金
組織の形成/劣化を多面的かつ包括的に把握する方法の確
立を目指した。具体的には、既存の3DAP装置では最適な紫
外光波長で十分なレーザ出力が得られず耐熱合金によっては
分析が困難となっていたが、高エネルギーのレーザシステムが組
み込めるよう改良した結果、目的とした一連の合金で元素分
布を原子レベルで確実に 3 次元イメージングできるようになっ
た。また、既設の SAXS装置では入射する X線のエネルギーが
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図 2.2.2 3DAP、SANS と TEM、SEM を相補
的に用いた Ti 合金 IMI834 の包括的な微細組
織解析例(試料 B24) 
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低く耐熱合金のような重金属試料でのナノ構造評価は困難であったため、発生源や光学系、検出器の見直しを行い、
目的とした一連の合金中の超微細析出物の粒径分布や数密度を適切に分析できるようになった。こうして最適化した
3DAP装置や SAXS装置を SEM/TEM と相補的に運用することで、耐熱合金基材の微細組織を多面的かつ包括的
に解析できるようになった。 
ここでは、一例として、B24 ユニットと協力して行った航空機エンジンのコンプレッサー後段（燃焼器前）で使用される

高温用 Ti合金の一つであるTiにAl、Sn、Zrなどの元素を添加した IMI834合金の微細組織の評価について述べる。
この IMI834合金は、主に Ti と Al より構成される 相と Ti、Zr、Si よりなるシリサイドといった析出物により析出強化さ
れているが、これらの析出物はクリープ特性などの高温強度の向上に大きな役割を果たす一方で延性低下の原因ともな
りえることが指摘されている。そこで、IMI834合金の微細組織と力学特性の関連を定量的に記述することを目標として、
3DAP、SANS と TEM、SEM を相補的に用いた統合的微細組織解析を行った。 

700℃で時効処理を行った IMI834合金の微細組織解析を行ったところ、 -Ti相の形状によって 相を構成する元
素である Alの濃度に相違があり、特に Al濃度の低いラメラ -Ti相中には 相の形成は観察されず、 相は Al濃度の
高い等軸 -Ti 相中に観察されることが TEM、3DAP解析より明らかとなるなど、詳細な微細組織・組成情報を得ること
ができた（図 2.2.2）。また、SANS 測定結果により、この 相のサイズ分布や体積率の経時変化など全体にわたる平
均的統計情報を取得することができた（同図）。こうして、新たに確立したマルチプローブによる包括的な微細組織解析
で得られた結果は開発ユニットに有機的なフィードバックを行い、本プロジェクトにおける耐熱合金の開発加速に貢献した。
なお、この研究の一部は、日本原子力研究開発機構及び豪州原子力科学技術機構の施設利用プログラム(J-
PARC2015A0026 /OPAL6136）を利用して実施された。 

 
2.2.3 鉄鋼材料中の水素イメージング 【個別テーマ 2】 
アルミニウム合金やD領域にてシミュレーションが進められる鉄鋼材料(D62)では、水素脆化が長年の課題である。し

かし、アルミニウム中のポアにあると予想される水素の直接イメージングや、鉄鋼材料中に存在する水素の直接イメージン
グは今まで不可能であった。間接的には、材料から放出された水素を質量分析により検出する昇温脱離法(TDS)、放
出された水素の位置を測定する水素マイクロプリント法、重水素を使った飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-
SIMS)法、三重水素が放出された位置を測定するトリチウム・オートラジオグラフィ法があるが、表面まで拡散し放出され
た水素の総量や分布、水素を重水素で模擬したイメージングであった。鉄鋼材料では、き裂先端や応力集中部に水素
が集積という予測はあるが、水素集積を実験で確かめた例はなく、先端計測の課題であった。 

D66 では水素のイメージングのために、イオンマイクロビームと弾性反
跳粒子検出分析法(Elastic Recoil Detection Analysis: ERDA)、
核反応分析法(Nuclear Reaction Analysis: NRA)を組合せて、表
面から放出された水素ではなく、10 nm から数 10 µm の深さの材料内
部に存在する水素を直接イメージングできる装置を開発した。この深さ内
であれば、深さ方向の分布も知ることができる。 
図 2.2.3 にアルミニウム（茨城大 伊藤吾郎教授提供）にチャージ

された水素を ERDA法にてイメージングに成功した例を示す。ポアにトラッ
プされている水素に対応していると思われる水素イメージングが得られた。
さらに、クロムモリブデン鋼、電磁ステンレス（D62 横堀壽光教授提
供）にチャージされた水素の検出に成功した。今後、応力集中による水
素集積の直接イメージングが期待される。 

 
2.3 セラミックス 
2.3.1  セラミックス基複合材料のマルチスケール構造評価 【個別テーマ 3】 
セラミックス基複合材料などの構造材料の組織評価には、高い空間分解能だけでなく、複雑な組織構成因子をマル

チスケールで観察する技術が要求される。さらに材料組織は 3次元的であるので、3次元的な組織観察を行う必要があ

 
図 2.2.3 アルミニウムにチャージされ

た水素のイメージングに成功(試料 茨

城大) 

203 
 

る。そこで、正確な 3 次元的組織観察を目的として開発した直交配置型 FIB-SEM によるシリアルセクショニングの応用
を試みた。CMC コーティング用アルミナファイバやカーボンファイバの微視組織の解析を通して最適化を進め、非導電性物
質の構造・組成のマルチスケール評価手法を確立した。 
ここでは、一例として、直交配置型 FIB-SEM を用いて、FIB-

Ar イオンミリング処理と超低加速電圧(0.5kV)SEM 観察を組
み合わせ、CMC コーティング用アルミナファイバ(直径 7-10 ミクロ
ン)のシリアルセクショニング構造評価を行った結果を図 2.3.1 に
示す。このように、非導電性物質の材料でもボイド分布や粒構造
情報等を十分な精度で 3 次元に可視化し取得できた。また、そ
うしたセラミックス基複合材料につき、隣接部分から FIB を用いて
TEM 試料を作製し、それについて STEM による高分解能観察
や超大立体角 EDS による微量不純物元素の分布の定量評価
を行うことで、同一試料同一領域の構造・組成をマルチスケール
での解析方法を構築した（図 2.3.1）。この解析法を酸化物
系セラミックス繊維や耐環境セラミックスコーティングの各種開発材
評価に適用し、繊維の耐熱損傷が結晶粒成長とボイド形成であ
る事等を材料開発側へフィードバックした結果、C45 ユニットで進
めるアルミナファイバの耐熱性 100℃向上等、セラミックス基複合
材料の開発加速に貢献した。 

 
2.3.2 最先端セラミックスのその場 TEM 【個別テーマ 3】 
ジェットエンジン用耐熱材料の使用環境における最高温度は 1700K以上になるが、この温度における TEM観察は

実現不可能であった。本研究では 2000K 以上に加熱できる数種の加熱機構を設計・製作し、超高温での原子直視
観察を実現した。具体的には、(i)試料・ヒーター一体型高温試料ステージ、(ii)通電型加熱型ヒーターを試料とは別に
設置する試料・ヒーター分離型高温試料ステージ、(iii)汎用型試料・ヒーター一体型高温変形試料ステージを設計・製
作した。さらに、実際の材料使用時の異常加熱によって材料が劣化し破損する状況を再現できる加熱できるレーザ加熱
型高温ステージを開発し、6000K までの昇温を可能にした。これらの高温ステージに合わせて、TEM 内にて試料を変形
操作する技術と、同時に原子レベルの観察ができる観察像記録システムを開発した。いずれの試料ステージにおいても、
従来にはない新しい高温変形時のその場原子レベル微細組織観察が可能になり、材料の未活用情報を取得する先端
計測技術としての高い有用性を有することが示した。 
遮熱・環境セラミックスコーティング、耐熱金属・合金等の最先端耐熱構造材料への応用では、YSZ 遮熱セラミックス

コーティングの破壊の初期過程を解明した。このコーティング材を 1450 K に加熱して観察した結果、ボンドコート層と熱
生成酸化物層の界面で空隙が形成され、界面に沿ってサブミクロン以上に成長し、これが従来問題となっていたこのコー
ティングのき裂の発生と進展、すなわち剥離の初期過程であることを直接明らかにした。この過程におけるトップコート層、
ボンドコート層と熱生成酸化物層の組成変化を調べ、界面にできる各種酸化物を明らかにして、原子拡散とボイド形成
との関係を解明した。この研究は D66 の KEK と C41 との連携で進めた。 
この他、W、Mo、Zr、Ti-6Al-4V等の高融点耐熱金属の変形を常温・高温において原子レベルで直接観察し、その過
程と変形機構を解明した。各種材料の高温時にだけ現れる現象の発見や、機能劣化に及ぼす影響に関する研究成果
は、材料の設計と製造プロセス最適化に寄与するものである。 
 
2.4 計測技術の開発 【個別テーマ 5】 

CFRP 層間剥離に対する顕在化未活用情報の取得のために、東京大学は NIMS と連携して中赤外レーザ超音波
探傷(LUT)システムの開発を行い、CFRP部材の層間剥離欠陥に対し、高強度縦波超音波による非接触探傷に成功
した。 多種多様な CFRP部材、欠陥形状に対応したシステムを開発するために、東京大学では、レーザ超音波探傷の

 
 

図 2.3.1 マルチスケールで同一試料同一

領域の組織解析を実施する手法とそのアル

ミナファイバへの適用結果(試料 C45) 

EDS元素分布マップ 高分解能TEM観察

同一試料をSTEMでより高分解能で観察

STEM試料作製とSTEM観察。
透過EBSDで結晶粒方位マップ

ボイド分布の
三次元観察

結晶粒構造
の評価

この部分を直交配置FIB-SEM内で実施
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低く耐熱合金のような重金属試料でのナノ構造評価は困難であったため、発生源や光学系、検出器の見直しを行い、
目的とした一連の合金中の超微細析出物の粒径分布や数密度を適切に分析できるようになった。こうして最適化した
3DAP装置や SAXS装置を SEM/TEM と相補的に運用することで、耐熱合金基材の微細組織を多面的かつ包括的
に解析できるようになった。 
ここでは、一例として、B24 ユニットと協力して行った航空機エンジンのコンプレッサー後段（燃焼器前）で使用される

高温用 Ti合金の一つであるTiにAl、Sn、Zrなどの元素を添加した IMI834合金の微細組織の評価について述べる。
この IMI834合金は、主に Ti と Al より構成される 相と Ti、Zr、Si よりなるシリサイドといった析出物により析出強化さ
れているが、これらの析出物はクリープ特性などの高温強度の向上に大きな役割を果たす一方で延性低下の原因ともな
りえることが指摘されている。そこで、IMI834合金の微細組織と力学特性の関連を定量的に記述することを目標として、
3DAP、SANS と TEM、SEM を相補的に用いた統合的微細組織解析を行った。 

700℃で時効処理を行った IMI834合金の微細組織解析を行ったところ、 -Ti相の形状によって 相を構成する元
素である Alの濃度に相違があり、特に Al濃度の低いラメラ -Ti相中には 相の形成は観察されず、 相は Al濃度の
高い等軸 -Ti 相中に観察されることが TEM、3DAP解析より明らかとなるなど、詳細な微細組織・組成情報を得ること
ができた（図 2.2.2）。また、SANS 測定結果により、この 相のサイズ分布や体積率の経時変化など全体にわたる平
均的統計情報を取得することができた（同図）。こうして、新たに確立したマルチプローブによる包括的な微細組織解析
で得られた結果は開発ユニットに有機的なフィードバックを行い、本プロジェクトにおける耐熱合金の開発加速に貢献した。
なお、この研究の一部は、日本原子力研究開発機構及び豪州原子力科学技術機構の施設利用プログラム(J-
PARC2015A0026 /OPAL6136）を利用して実施された。 

 
2.2.3 鉄鋼材料中の水素イメージング 【個別テーマ 2】 
アルミニウム合金やD領域にてシミュレーションが進められる鉄鋼材料(D62)では、水素脆化が長年の課題である。し

かし、アルミニウム中のポアにあると予想される水素の直接イメージングや、鉄鋼材料中に存在する水素の直接イメージン
グは今まで不可能であった。間接的には、材料から放出された水素を質量分析により検出する昇温脱離法(TDS)、放
出された水素の位置を測定する水素マイクロプリント法、重水素を使った飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-
SIMS)法、三重水素が放出された位置を測定するトリチウム・オートラジオグラフィ法があるが、表面まで拡散し放出され
た水素の総量や分布、水素を重水素で模擬したイメージングであった。鉄鋼材料では、き裂先端や応力集中部に水素
が集積という予測はあるが、水素集積を実験で確かめた例はなく、先端計測の課題であった。 

D66 では水素のイメージングのために、イオンマイクロビームと弾性反
跳粒子検出分析法(Elastic Recoil Detection Analysis: ERDA)、
核反応分析法(Nuclear Reaction Analysis: NRA)を組合せて、表
面から放出された水素ではなく、10 nm から数 10 µm の深さの材料内
部に存在する水素を直接イメージングできる装置を開発した。この深さ内
であれば、深さ方向の分布も知ることができる。 
図 2.2.3 にアルミニウム（茨城大 伊藤吾郎教授提供）にチャージ

された水素を ERDA法にてイメージングに成功した例を示す。ポアにトラッ
プされている水素に対応していると思われる水素イメージングが得られた。
さらに、クロムモリブデン鋼、電磁ステンレス（D62 横堀壽光教授提
供）にチャージされた水素の検出に成功した。今後、応力集中による水
素集積の直接イメージングが期待される。 

 
2.3 セラミックス 
2.3.1  セラミックス基複合材料のマルチスケール構造評価 【個別テーマ 3】 
セラミックス基複合材料などの構造材料の組織評価には、高い空間分解能だけでなく、複雑な組織構成因子をマル

チスケールで観察する技術が要求される。さらに材料組織は 3次元的であるので、3次元的な組織観察を行う必要があ

 
図 2.2.3 アルミニウムにチャージされ

た水素のイメージングに成功(試料 茨

城大) 
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る。そこで、正確な 3 次元的組織観察を目的として開発した直交配置型 FIB-SEM によるシリアルセクショニングの応用
を試みた。CMC コーティング用アルミナファイバやカーボンファイバの微視組織の解析を通して最適化を進め、非導電性物
質の構造・組成のマルチスケール評価手法を確立した。 
ここでは、一例として、直交配置型 FIB-SEM を用いて、FIB-

Ar イオンミリング処理と超低加速電圧(0.5kV)SEM 観察を組
み合わせ、CMC コーティング用アルミナファイバ(直径 7-10 ミクロ
ン)のシリアルセクショニング構造評価を行った結果を図 2.3.1 に
示す。このように、非導電性物質の材料でもボイド分布や粒構造
情報等を十分な精度で 3 次元に可視化し取得できた。また、そ
うしたセラミックス基複合材料につき、隣接部分から FIB を用いて
TEM 試料を作製し、それについて STEM による高分解能観察
や超大立体角 EDS による微量不純物元素の分布の定量評価
を行うことで、同一試料同一領域の構造・組成をマルチスケール
での解析方法を構築した（図 2.3.1）。この解析法を酸化物
系セラミックス繊維や耐環境セラミックスコーティングの各種開発材
評価に適用し、繊維の耐熱損傷が結晶粒成長とボイド形成であ
る事等を材料開発側へフィードバックした結果、C45 ユニットで進
めるアルミナファイバの耐熱性 100℃向上等、セラミックス基複合
材料の開発加速に貢献した。 

 
2.3.2 最先端セラミックスのその場 TEM 【個別テーマ 3】 
ジェットエンジン用耐熱材料の使用環境における最高温度は 1700K以上になるが、この温度における TEM観察は

実現不可能であった。本研究では 2000K 以上に加熱できる数種の加熱機構を設計・製作し、超高温での原子直視
観察を実現した。具体的には、(i)試料・ヒーター一体型高温試料ステージ、(ii)通電型加熱型ヒーターを試料とは別に
設置する試料・ヒーター分離型高温試料ステージ、(iii)汎用型試料・ヒーター一体型高温変形試料ステージを設計・製
作した。さらに、実際の材料使用時の異常加熱によって材料が劣化し破損する状況を再現できる加熱できるレーザ加熱
型高温ステージを開発し、6000K までの昇温を可能にした。これらの高温ステージに合わせて、TEM 内にて試料を変形
操作する技術と、同時に原子レベルの観察ができる観察像記録システムを開発した。いずれの試料ステージにおいても、
従来にはない新しい高温変形時のその場原子レベル微細組織観察が可能になり、材料の未活用情報を取得する先端
計測技術としての高い有用性を有することが示した。 
遮熱・環境セラミックスコーティング、耐熱金属・合金等の最先端耐熱構造材料への応用では、YSZ 遮熱セラミックス

コーティングの破壊の初期過程を解明した。このコーティング材を 1450 K に加熱して観察した結果、ボンドコート層と熱
生成酸化物層の界面で空隙が形成され、界面に沿ってサブミクロン以上に成長し、これが従来問題となっていたこのコー
ティングのき裂の発生と進展、すなわち剥離の初期過程であることを直接明らかにした。この過程におけるトップコート層、
ボンドコート層と熱生成酸化物層の組成変化を調べ、界面にできる各種酸化物を明らかにして、原子拡散とボイド形成
との関係を解明した。この研究は D66 の KEK と C41 との連携で進めた。 
この他、W、Mo、Zr、Ti-6Al-4V等の高融点耐熱金属の変形を常温・高温において原子レベルで直接観察し、その過
程と変形機構を解明した。各種材料の高温時にだけ現れる現象の発見や、機能劣化に及ぼす影響に関する研究成果
は、材料の設計と製造プロセス最適化に寄与するものである。 
 
2.4 計測技術の開発 【個別テーマ 5】 

CFRP 層間剥離に対する顕在化未活用情報の取得のために、東京大学は NIMS と連携して中赤外レーザ超音波
探傷(LUT)システムの開発を行い、CFRP部材の層間剥離欠陥に対し、高強度縦波超音波による非接触探傷に成功
した。 多種多様な CFRP部材、欠陥形状に対応したシステムを開発するために、東京大学では、レーザ超音波探傷の

 
 

図 2.3.1 マルチスケールで同一試料同一

領域の組織解析を実施する手法とそのアル

ミナファイバへの適用結果(試料 C45) 

EDS元素分布マップ 高分解能TEM観察

同一試料をSTEMでより高分解能で観察

STEM試料作製とSTEM観察。
透過EBSDで結晶粒方位マップ

ボイド分布の
三次元観察

結晶粒構造
の評価

この部分を直交配置FIB-SEM内で実施
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シミュレーションモデルを開発し、部材形状や検査条件等を変えて解析を行い、最適探傷条件の提案等を行った。 
解析は、HPC システム社製:大規模解析用サーバ HPC5000-XH216R1S(図 2.4.1)を使用して、CTC 製:超音

波伝播解析ソフトウェアで、要素数が数億ほどの 3次元大規模解析を行った(図 2.4.2)。H26、27年度は厚さ 1mm
の CFRP一方向材や 8積層クロスプライ CFRP平板でのレーザ超音波伝播 2次元 3次元モデルの開発を行い、LUT
システムによる実験データとの検証の結果、解析モデルの実用性が確認された。 H28,29 年度は表面樹脂コーティング
CFRP 部材、CFRP-合金不完全接合部に対する超音波探傷モデルの開発を行い、最適表面樹脂量厚さ、CFRP-Al
合金接合部での超音波減率等が明らかになった。 H29,30 年度は、模擬層間剥離欠陥を含む L・T 型等の CFRP
複雑形状部材での超音波解析を行い、欠陥位置に対する最適レーザ照射位置等の解析を行った(図2.4.2)。 また、
解析により得られた最適計測条件をもとに行った、LUTシステムによる探傷実験では、厚さ３ｍｍの L型 CFRP部材で
の模擬層間剥離欠陥探傷に成功した。 

 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
 国内からの計測ニーズに応えるとともに、海外からもサンプルが届く国際的レベルの先端計測拠点を構築した。 
 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。 

 本事業で開発整備した先端計測装置と計測技術は、XAFS-CT顕微鏡、周期パターン支援 DIC変位イメージン
グ、サンプリングモアレ変位イメージング、応力発光ひずみイメージング、イオンビーム水素マッピング、超伝導 X線分光
による軽元素分析、レーザ支援３次元アトムプローブ、X線小角散乱装置、高温その場 TEM、FIB-SEM、超高温
その場 TEM、陽電子消滅欠陥及び自由体積計測装置、レーザ超音波非破壊検査等があり、TIA共用機器等と
して今後も公開予定である。   (TIA HP,  https://www.tia-nano.jp/page/page000015.html) 

 国際会議 4回開催、特許国内出願：9件、国際出願 1件、学会発表国内 120件、国際 220件、原著論文
150報、プレスリリース 1件 

 便利帳機能 
・ 問い合わせ先 大久保 雅隆、m.ohkubo@aist.go.jp 
・ 先端計測拠点の URL アドレス：https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/index.html 
・ 先端計測拠点パンフレット： https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-

IMASM/SIP̲materials/SIP-IMASM̲pamphlet-JP.pdf 
・ 主催国際会議情報 

https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/sympo/2018/index.html 
https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/sympo/2017/index.html 
https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/sympo/2016/index2016̲e.html 
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クラスター名 セラミックスコーティングMI クラスター 
D68： 高温物質移動および組織の時間依存のシミュレーション技術開発 
D69： 計算機を用いた材料支援技術の時間依存性導入技術 
D73： 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 

研究 
責任者 

D68 松原 秀彰（東北大学大学院環境科学研究科） 
D69 毛利 哲夫（東北大学 金属材料研究所） 
D73 菖蒲 一久（産業技術総合研究所） 

参画機関 D68；東北大学､NIMS､D69；東北大学､D73；産総研､九工大､東北大､NIMS 
 
1.1 背景・目的 
航空機エンジンおよび発電タービンの高温・高圧部品（動翼、静翼、燃焼器など）ではセラミックスの熱遮蔽コーティ

ング（TBC）が広く適用されている。さらに次世代のエンジン部品ではセラミックスの耐環境コーティング（EBC）が極め
て重要な技術となると考えられている。これらセラミックスコーティングには、特性・信頼性の改善や低コスト化などが産業界
から強く求められている。本クラスター（D68, D69, D73）ではこのような産業ニーズに応えるべく、セラミックスコーティン
グを主な対象としたシミュレーション材料設計技術・研究開発を目的とする。 

 
1.2 研究開発の目標   
(1)D68「高温物質移動および組織の時間依存挙動のシミュレーション技術開発」では、セラミックスコーティングの損傷・
剥離、寿命予測技術としてのシミュレーション技術を確立する。また、実験的および理論的観点からのシミュレーションの
検証を行うことにより、耐環境コーティング（EBC）等のセラミックスコーティングの研究開発を効率化させるツール（モジュ
ール）に発展させる。 
(2)D69「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」では、ZrO2を対象として相平衡と kinetics パ
ラメターの計算ツールを整備・開発し、通常の実験では容易にアクセスできない熱力学量や kinetics パラメターを第一原
理から高精度で求める。 
(3)D73「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」では、EBC の熱化学的劣化を解析するため
に、熱力学データベースと平衡・非平衡シミュレータにより構成される耐環境セラミックスコーティング専用の統合型熱力学
解析システムを開発する。 
 
1.3 実施項目 
上記研究開発の目標を達成するために、以下の項目を設定し、実施した。 

D68 では、東北大学は(1) セラミックスコーティングの多孔質膜形成、気孔消滅、収縮ひずみのシミュレーション技術
の開発、(2) セラミックスコーティングの損傷・剥離のシミュレーション技術の開発、(3) EBC膜に関する基本因子（組織
形成、粒成長・焼結等）に関するシミュレーション技術の開発、(4) EBC 膜の複雑因子（多層膜、反応、CMC 基材
等）に関するシミュレーション技術の開発を実施した。物質・材料研究機構は、(5) ジルコニアの粒成長と緻密化挙動
を実験的および理論的に解析し、ジルコニア粉体の緻密化挙動が再現・予測できる理論モデルの構築を実施した。 

D69 では、 (1)クラスター変分法を核とする相安定性・相平衡・相変態の計算手法の確立、(2)電子状態計算によ
る全エネルギー、原子間相互作用エネルギーの導出と上記の計算と組み合わせた相安定性・相平衡の第一原理計算、 
(3)相変態 kineticsの素過程を明らかにするために電子状態計算を用いた空孔拡散の完全第一原理計算、(4)経路
確率法計算による cubic-tetragonal相変態の解析とフェーズフィールド法へのマッピング、(5)相変態における原子レベ
ルの動的過程を顕在化させるために分子動力学法計算と kinetics Monte Carlo計算、(6)上述の相安定性・相平
衡の電子状態計算の SiO2（SiC/SiO2）の α-β 相への拡張を実施した。最終項目（6）を除いて、全ては ZrO2 を
対象にしている。 
 D73 では、EBC 構成材料やその熱化学的劣化に関連する材料系の状態図解析・熱力学データベース開発を行う。
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シミュレーションモデルを開発し、部材形状や検査条件等を変えて解析を行い、最適探傷条件の提案等を行った。 
解析は、HPC システム社製:大規模解析用サーバ HPC5000-XH216R1S(図 2.4.1)を使用して、CTC 製:超音

波伝播解析ソフトウェアで、要素数が数億ほどの 3次元大規模解析を行った(図 2.4.2)。H26、27年度は厚さ 1mm
の CFRP一方向材や 8積層クロスプライ CFRP平板でのレーザ超音波伝播 2次元 3次元モデルの開発を行い、LUT
システムによる実験データとの検証の結果、解析モデルの実用性が確認された。 H28,29 年度は表面樹脂コーティング
CFRP 部材、CFRP-合金不完全接合部に対する超音波探傷モデルの開発を行い、最適表面樹脂量厚さ、CFRP-Al
合金接合部での超音波減率等が明らかになった。 H29,30 年度は、模擬層間剥離欠陥を含む L・T 型等の CFRP
複雑形状部材での超音波解析を行い、欠陥位置に対する最適レーザ照射位置等の解析を行った(図2.4.2)。 また、
解析により得られた最適計測条件をもとに行った、LUTシステムによる探傷実験では、厚さ３ｍｍの L型 CFRP部材で
の模擬層間剥離欠陥探傷に成功した。 

 
3. 総括、今後の展開、その他特記 
 国内からの計測ニーズに応えるとともに、海外からもサンプルが届く国際的レベルの先端計測拠点を構築した。 
 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。 

 本事業で開発整備した先端計測装置と計測技術は、XAFS-CT顕微鏡、周期パターン支援 DIC変位イメージン
グ、サンプリングモアレ変位イメージング、応力発光ひずみイメージング、イオンビーム水素マッピング、超伝導 X線分光
による軽元素分析、レーザ支援３次元アトムプローブ、X線小角散乱装置、高温その場 TEM、FIB-SEM、超高温
その場 TEM、陽電子消滅欠陥及び自由体積計測装置、レーザ超音波非破壊検査等があり、TIA共用機器等と
して今後も公開予定である。   (TIA HP,  https://www.tia-nano.jp/page/page000015.html) 

 国際会議 4回開催、特許国内出願：9件、国際出願 1件、学会発表国内 120件、国際 220件、原著論文
150報、プレスリリース 1件 

 便利帳機能 
・ 問い合わせ先 大久保 雅隆、m.ohkubo@aist.go.jp 
・ 先端計測拠点の URL アドレス：https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/index.html 
・ 先端計測拠点パンフレット： https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-

IMASM/SIP̲materials/SIP-IMASM̲pamphlet-JP.pdf 
・ 主催国際会議情報 

https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/sympo/2018/index.html 
https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/sympo/2017/index.html 
https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/sympo/2016/index2016̲e.html 
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クラスター名 セラミックスコーティングMI クラスター 
D68： 高温物質移動および組織の時間依存のシミュレーション技術開発 
D69： 計算機を用いた材料支援技術の時間依存性導入技術 
D73： 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 

研究 
責任者 

D68 松原 秀彰（東北大学大学院環境科学研究科） 
D69 毛利 哲夫（東北大学 金属材料研究所） 
D73 菖蒲 一久（産業技術総合研究所） 

参画機関 D68；東北大学､NIMS､D69；東北大学､D73；産総研､九工大､東北大､NIMS 
 
1.1 背景・目的 
航空機エンジンおよび発電タービンの高温・高圧部品（動翼、静翼、燃焼器など）ではセラミックスの熱遮蔽コーティ

ング（TBC）が広く適用されている。さらに次世代のエンジン部品ではセラミックスの耐環境コーティング（EBC）が極め
て重要な技術となると考えられている。これらセラミックスコーティングには、特性・信頼性の改善や低コスト化などが産業界
から強く求められている。本クラスター（D68, D69, D73）ではこのような産業ニーズに応えるべく、セラミックスコーティン
グを主な対象としたシミュレーション材料設計技術・研究開発を目的とする。 

 
1.2 研究開発の目標   
(1)D68「高温物質移動および組織の時間依存挙動のシミュレーション技術開発」では、セラミックスコーティングの損傷・
剥離、寿命予測技術としてのシミュレーション技術を確立する。また、実験的および理論的観点からのシミュレーションの
検証を行うことにより、耐環境コーティング（EBC）等のセラミックスコーティングの研究開発を効率化させるツール（モジュ
ール）に発展させる。 
(2)D69「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」では、ZrO2を対象として相平衡と kinetics パ
ラメターの計算ツールを整備・開発し、通常の実験では容易にアクセスできない熱力学量や kinetics パラメターを第一原
理から高精度で求める。 
(3)D73「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」では、EBC の熱化学的劣化を解析するため
に、熱力学データベースと平衡・非平衡シミュレータにより構成される耐環境セラミックスコーティング専用の統合型熱力学
解析システムを開発する。 
 
1.3 実施項目 
上記研究開発の目標を達成するために、以下の項目を設定し、実施した。 

D68 では、東北大学は(1) セラミックスコーティングの多孔質膜形成、気孔消滅、収縮ひずみのシミュレーション技術
の開発、(2) セラミックスコーティングの損傷・剥離のシミュレーション技術の開発、(3) EBC膜に関する基本因子（組織
形成、粒成長・焼結等）に関するシミュレーション技術の開発、(4) EBC 膜の複雑因子（多層膜、反応、CMC 基材
等）に関するシミュレーション技術の開発を実施した。物質・材料研究機構は、(5) ジルコニアの粒成長と緻密化挙動
を実験的および理論的に解析し、ジルコニア粉体の緻密化挙動が再現・予測できる理論モデルの構築を実施した。 

D69 では、 (1)クラスター変分法を核とする相安定性・相平衡・相変態の計算手法の確立、(2)電子状態計算によ
る全エネルギー、原子間相互作用エネルギーの導出と上記の計算と組み合わせた相安定性・相平衡の第一原理計算、 
(3)相変態 kineticsの素過程を明らかにするために電子状態計算を用いた空孔拡散の完全第一原理計算、(4)経路
確率法計算による cubic-tetragonal相変態の解析とフェーズフィールド法へのマッピング、(5)相変態における原子レベ
ルの動的過程を顕在化させるために分子動力学法計算と kinetics Monte Carlo計算、(6)上述の相安定性・相平
衡の電子状態計算の SiO2（SiC/SiO2）の α-β 相への拡張を実施した。最終項目（6）を除いて、全ては ZrO2 を
対象にしている。 
 D73 では、EBC 構成材料やその熱化学的劣化に関連する材料系の状態図解析・熱力学データベース開発を行う。
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具体的には EBC を構成する Yb2O3-SiO2-Al2O3系やムライト、SiAlON 系などの熱力学データベースとともに、EBC と
水蒸気との反応生成物である Yb(OH)3 などのガス種の熱力学データベース、さらには空中浮遊異物の成分である
CMAS（CaO-MgO-Al2O3-SiO2）系酸化物の熱力学データベースなどを開発する。さらに、ソフトウェア開発では、既
開発の平衡計算ソフトをベースに、熱力学データベースの開発モジュールと非平衡反応シミュレータモジュールを開発する。
さらにこれらを統合調整して耐環境セラミックスコーティング専用の統合型熱力学解析システムの開発を実施した。 
 

1.4 実施体制・分担 
D68 では、東北大学（松原）は高温物質移動と構造・特性最適化のシミュレーション技術の開発を行い、物質・材

料研究機構（金）はシミュレーション技術の理論的裏付けを行う。 
D69 では、系の自由エネルギーを正しく記述することが出発点になるが、内部エネルギーを電子状態の、エントロピーを

統計力学の手法に基づいて定式化を行う。高精度の計算の為には共に最先端の理論・計算手法を用いる必要がある
が、東北大・工グループ（陳）は前者の、金研グループは後者の役割分担を行う。 

D73 では開発項目が多いので、参画機関 4 所で分担協力して開発するとともに、クラスタ－内や C 領域とも連携し
て実験検証をも行い、統合型熱力学解析システムを開発する。 
本クラスターの研究体制と連携を以下に示す。 

 
1.5 工程表・TRL 
ユニット・実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

D68 
 

(1)  
シミュレーショ
ンの開発 
(2)  
シミュレーショ
ンの検証 

 
多孔質構造
形成 
焼結・粒成長
理論からの検
証 

 
気孔消滅 
 
気孔消滅の
理論的検証 

 
焼結ひずみ 
（特性劣化） 
焼結ひずみ（特
性劣化）の理論
的検証 

 
損傷・剥離 
 
組織形成・変化の
実験的および理論
的検証 
 

 
寿命予測 
 
特性変化の実
験的および理論
的検証 

 

D69 
 

(1)+(2)   
 
(3)  
 
(4) 
 
(5) 
 

     TRL=4 
 
TRL=4 
 
TRL=4 
 
TRL=4 

D73 計算熱力学
の技術基盤
構築 

      

TRL=1 TRL=5 

二元系データベースなどのプロトタイプ開発 

TRL=5 

多元系熱力学解析システム開発と他の系への 

応用展開 TRL=7 

TRL=3 
相安定性相平衡の第一原理計算

拡 散 の 完 全 第 一 原 理 計 算

経路確率法・フェーズフィールド法計算 

分子動力学法・kinetics MC計算 

材料物性（時間依存性）
[東北大･毛利]

拡散･反応（計算熱力学）
[AIST･菖蒲]

焼結
[NIMS･金]

組織形成シミュ
レーション
[東北大･松原]

エネルギー解
放率計算

[東北大・松原]
国際共同研究 [UCSB等]

C領域のセラミック
スコーティング

先端計測 エンジン
メーカー

材料物性
[阪大･吉矢]

セラミックスコーティングクラスター

計算データベース

セラミックスコーティングのシミュレーションの開発 

セラミックスコーティング MI クラスター 
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2. 研究開発の成果 
2.1 D68「「高温物質移動および組織の時間依存挙動のシミュレーション技術開発」 
2.1.1 セラミックスコーティングの組織形成のシミュレーション技術を開発した。電子ビーム PVD 法を合成プロセスとした
場合を例に、多孔質のコーティング膜の形成過程および特徴的（柱状晶および羽毛状）な構造等を、モンテカルロ法を
ベースとした計算原理によってシミュレーションする技術を開発した（Fig. 1）。 
2.1.2 セラミックスコーティングの高温使用時の組織変化、とくに気孔消滅のシミュレーション技術を開発した。多孔質のコ
ーティング膜を高温に保持したときの気孔消滅や粒成長の組織変化過程を、モンテカルロ法をベースとした計算原理によ
ってシミュレーションする技術を開発した（Fig. 1）。 

 
 
 
2.1.3 セラミックスコーティングの高温使用時の焼結ひずみのシミュレーション技術を開発した。多孔質のコーティング膜を
高温に保持したときの焼結（気孔消滅）に基づくひずみ（変形）を、モンテカルロ法と有限要素法をベースとした計算
原理によってシミュレーションする技術を開発した（Fig.2）。 
2.1.4 セラミックスコーティングの冷却と剥離によるエネルギー解放率を解析できるようシミュレーションを発展させた。膜の
特性の変化が膜の剥離に及ぼす影響を明らかにし、焼結の抑制と TGO成長の抑制の効果によって剥離寿命をどれだけ
向上させるかを定量的に評価した（Fig.3）。 

 
 
 
2.1.5 セラミックスコーティングのシミュレーションを TBC 膜から EBC 膜への発展・適用させるため、EBC 膜に関する基本
因子（組織形成、粒成長・焼結等）に関するシミュレーションを開発した（Fig. 4）。 
2.1.6 EBC 膜の新規開発にも応用できるように複雑因子（多層膜、反応、CMC 基材等）の影響を解析するシミュ
レーションを開発した（Fig. 5）。多孔質である熱衝撃緩和層が焼結し、ヤング率が上昇したとき、剥離する界面や傾
斜組成など変化させた場合のエネルギー解放率を計算することができた。 

Fig. 1 多孔質構造の膜形成過程のシミュレーションと焼結のシミュレーション。 

Fig. 3 ZrO2-Y2O3被膜（従来材料）と、それに

La2O3 を添加した被膜（新規材料）のエネルギー

解放率（G)の計算結果。 
Fig. 2 セラミックスコーティングの高温使用時の焼結ひずみ

の実験とシミュレーション。 

多孔質膜の焼結シミュレーション。 多孔質構造の膜形成シミュレーション。 
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2.1.7 セラミックスコーティング用多孔質体の焼結緻密
化に対する実験・理論解析から、組織の時間依存挙
動が再現・予測できるようになった(Fig. 6)。焼結の中
間段階において、粒成長と緻密化に対する実験から、
緻密化因子 f(D)と n を評価する手法を提案し、緻密
化速度が理論モデルから予測できるようになった。焼結
の最終段階において、従来 Coble モデルの問題点を
指摘して新規緻密化モデルを開発し、緻密化挙動が
理論的に予測できるようになった。 
 
 
2.2 D69「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」 
2.2.1 ZrO2の相平衡に関する理論計算 
計算の対象は、cubic-tetragonal(c-t)変態である
が、自由エネルギー計算の基本にある考え方は、酸
素の変位の自由度を 2元合金の配列の自由度に置
き換えるというものである。このような考え方は、合金
の内部自由度を配列の自由度に変換するという方
法の一例で、独自に考案した手法である。結果の一
例を図 2.１に示す。2 次変態であることが理解でき
る。変態温度の第一原理計算では、長距離規則度
の温度依存性から変態温度を求めるという手順を踏
んだ。 

Fig. 4 Yb2SiO5および Yb2Si2O7の原料粉末の加熱前と加熱後の組織（破面の SEM写真）と、

それらに対応するシミュレーション（MC法）の画像と気孔率の測定結果。 

 

Fig. 5 EBC を対象としたエネルギー解放率（G)と熱衝撃緩和層（の一部）のヤング率上昇との関係の計算結果。 

Fig. 6 ジルコニア粉体の
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理論解析からの組織の時

間依存挙動の再現・予測。 
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2.2.2 ZrO2の拡散に関する第一原理計算 
動力学的に不安定な立方晶に対する計算手法
の改良等を行い、原子移動の際の活性化エネル
ギーと試行振動数を電子状態計算とフォノン計算
から算出した。熱平衡空孔濃度も酸素分圧の関
数として導出、さらに、相関因子の温度依存性も
考慮し、空孔型拡散の第一原理計算を実行し
た。一切の近似を用いないのが本計算の特徴で、
完全第一原理計算と称する。世界的にも本グル
ープのみのものである。図 2.2 に拡散係数の温度
依存性（空孔の電荷を考慮したものとしないもの
の双方）を示す。ピンクの点線が実験値である。 
 
2.2.3 経路確率法に基づく kinetics計算  
2.2.1項に記した内部自由度を配列の自由度に変
換する手法の考え方を kinetics にも拡張して、本
課題の時間依存現象の計算手法を開発した。経
路確率法（PPM)では経路の自由度を陽に考慮す
るが、計算の精度を上げれば上げるほど自由度は大
きくなり、従来の手法では取り扱えなくなる。これを回
避するために上述の自由度変換の考え方を用い
て、経路確率法の再定式化を図り、ZrO2 に適用し
た。図 2.3 は 2000K から 2400K に急熱-保持し
た場合の長距離規則度の時間変化過程である。
但し、時間軸は規格化してある。 
 
 
2.2.4 分子動力学法やモンテカルロ法などの相補的な計算材料学手法も加えた多角的な検討  
拡散の素過程に対する「静的」な電子状態からの議論に加え、分子動力学計算によって、原子レベルの拡散パスの解
明や、拡散に伴う空孔周辺の局所緩和、局所配列の状態を算出することが可能であり、静的な計算から動的挙動まで
の系統的な解析を行うことにした。図 2.4 に示すのは Buckingham potential を用いた分子動力学法計算により酸 
素拡散の素過程を調べたものである。初期状態で黄色
の位置の酸素原子が終状態では青い位置に動く。黒と
赤は Zr と酸素の空孔、緑は格子点から変位した酸素
原子である。拡散の素過程に対する「静的」な電子状
態からの議論に加え、分子動力学計算によって、原子レ
ベルの拡散過程の動的挙動の可視化が可能となる。
又、分子動力学法以外にも kinetic Monte Carlo法
を用いて、空孔の荷電状態の影響を考慮した拡散障壁
や拡散定数の計算を行い、2.2.2 項の第一原理計算
と比較している。 
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2.2.5 SiO2の相平衡・相変態 
 EBC の内部層である SiO2 を室温まで冷却する
際に、高温相のβ-Cristobalite から低温相のα-
Cristobalite への相転移、結晶化を抑制すること
が必要である。電子構造計算に基づいてα -
Cristobalite の不安定化とβ-Cristobalite の安
定化の指針を得るのが本計算の目的である。図
2.5は両相のエネルギーであり、αがβより安定で、β
からαに相変態する場合は格子の体積が小さくなる
ことが確認できる。算出した弾性率や結晶定数は
実験データと一致する。フォノン振動の計算結果で
は、β相で動的な不安定性が出現した。α-β相転
移を抑制するための温度効果、圧力効果及び第
３元素のドーピング効果が今後の課題である。 
 
 
2.3 D73「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」 
2.3.1 熱力学データベース開発 
本研究の多元系セラミックス熱力学データベースの開発において

は、まず液相の熱力学モデルについて検討を行った。セラミックス液相
は短距離秩序が顕著で Gibbs エネルギーもそれに対応した特異な
変化を示す。よってそれを適切に表現する熱力学モデルが必要とな
るが、イオン溶体モデル、擬化学モデル(MQM)や会合体モデルなど
が提案されているものの、多元系への外挿性や表現力などの特性に
は未だ不明な点も多く、それぞれ互換性も無いためデータベース構
築において大きな問題となっていた。そこで本研究ではこれらの熱力
学モデルを開発ソフトに組み込み、詳細な比較検討を行った。その
結果、MQM の優位性が明らかとなったため、同モデルの改良と、そ
れを用いたデータベース開発手法を検討開発した。このような基礎
的な点から検討を進めた結果、信頼性の高いセラミックス系データベ
ース開発が効率的に行えるようになった。 
本研究で開発した熱力学データベースを列挙すると、まず、汎用

の CMAS 酸化物セラミックス系データベースを開発した。またセラミッ
クスコーティング専用のデータベースとして Yb2O3-SiO2-Al2O3 系デ
ータベースや Yb の水酸化物ガス種のデータベース、さらに基材、拡
散バリア層の SiAlON-C系のデータベースなどを開発した。図１には
多元系の情報なども用いて最適化したYb2O3-SiO2系の計算状態
図を示す。さらにこれらの部分系データベースを統合の上調整し、最
終的には CaO-MgO-Al2O3-SiO2-Yb2O3-SiC-Si3N4-H2O を主
成分とする多元系の EBC 専用熱力学データベースシステムを開発
した。なお、CaO-Yb2O3-SiO2 系をはじめ、未だ状態図情報も熱
力学情報も無い系については CaO-Y2O3-SiO2 系などの特性が類
似している系の情報を元に熱力学的推定を行った。これらについては今後、実験検証を行い、その結果を基に熱力学デ
ータベースの再調整・高度化をはかる必要がある。なお、この他、多元素汎用金属系熱力学データベースや各種金属系

 

図 2 開発した熱力学解析ソフトウェア 

図 1 Yb2O3-SiO2系の計算状態図 
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データベースも開発し、計算熱力学に関する独自の総合的な技術
基盤も確立した。 
 
2.3.2 ソフトウェア開発 
 既開発の平衡計算ソフトCaTCalcをベースに熱力学モデルMQM
の組込みやデータベース開発機能の開発を行い、図２に示すよう
に、同ソフトを汎用の計算熱力学ソフトとして一般に公開した。この
ソフトは先端的なアルゴリズムによりセラミックス系の計算の信頼性や
安定性が高いという特徴を有している。さらに図３のリアクタ型の非
平衡反応シミュレータモジュールを開発し、上記のデータベースと統合
化して EBC専用統合型熱力学解析システムとして完成させた。 

 
2.3.3 EBC コーティングの熱化学的劣化挙動の解析 
 開発した解析システムを用いて、まず水蒸気雰囲気下での Yb シリケートの蒸発消耗を検討した。Yb シリケートと燃焼
ガス中の水蒸気との反応については、シリカのそれと比べて大幅に抑制されることが実験で確認されているが、長時間の耐
食性や、温度や水蒸気圧などの条件が変わった場合の振る舞いなどの全体像把握には熱力学解析が必要である。開
発データベースによる検討結果は図４と５に示すが、EBC候補材の
Yb2SiO5が SiO2に比べ 2桁ほど耐水蒸気性に優れることが確認さ
れた。 
 さらに、CMAS系異物による EBC損耗の予備検討として、CMAS
と Yb シリケートの反応を検討した。図 6 は結果の一例であるが、
Yb2SiO5は CMAS との反応により、主に Yb-Apatite を生成すると
推定される。なお、図 6 では融点が 1235℃の CaO-9MgO-
13AlO3/2-45SiO2 (mol%)を用いているが、CMAS 異物には
様々な組成のものが有り、組成によって融点や反応も変わるので、
今後、実験による検証とともに、他の組成、他の材料も含めてさらに
詳細に検討する必要がある。本開発のような解析システムは、そのよう
な検討を効率的かつ効果的に行うために必須のものといえる。 
  
 
 
 

Yb2SiO5-1O2-P(H2O)
T=1400C, P=1.01325bar

log10(P_H2O_Gas)
-2-4-6-8-10

Ga
s 

pr
es

su
re

 (
ba

r)

1.00E-20

1.00E-18

1.00E-16

1.00E-14

1.00E-12

1.00E-10

1.00E-08

1.00E-06

1.00E-04 Si(OH)4
Yb(OH)3
SiO2
Yb(OH)2
SiO
YbOOH
YbOH
YbO
Yb

図 4 1400℃における Yb2SiO5の平衡蒸気圧の水
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図 5 1400℃における Yb2O3-SiO2系の水蒸気
雰囲気中での平衡蒸気圧の組成依存性 

図 3 非平衡反応シミュレータモジュール 

図 6 Yb2SiO5と CMAS の反応の推定計算 
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図 4 1400℃における Yb2SiO5の平衡蒸気圧の水
蒸気圧依存性の計算 

図 5 1400℃における Yb2O3-SiO2系の水蒸気
雰囲気中での平衡蒸気圧の組成依存性 

図 3 非平衡反応シミュレータモジュール 

図 6 Yb2SiO5と CMAS の反応の推定計算 
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3. 総括、今後の展開、その他特記    
 本クラスターでは、セラミックスコーティングを対象としたシミュレーション材料設計技術開発を行い、以下の成果を得た。 
D68 
ジェットエンジン用のセラミックスコーティングのシミュレーション技術として、主にモンテカルロ（MC）法と有限要素法

（FEM）を用いた開発を進めた。まず、熱遮蔽コーティング（TBC）を対象に、多孔質膜形成、気孔消滅（焼結）、
焼結ひずみ（特性劣化）のシミュレーション技術を開発した。次に TBC の損傷・剥離のシミュレーション技術を開発し、
組織形成・変化の実験的および理論的検証を行った。また、新規 TBC 開発のための実験とシミュレーション解析を行っ
た。TBC を対象に開発したシミュレーションを耐環境性コーティング（EBC）へ発展・適用させるため、EBC に関する基
本因子（組織形成、粒成長・焼結等）および複雑因子（多層膜、反応、CMC 基材等）の影響を解析するシミュレ
ーションを開発した。そして TBC、EBC の両方のセラミックスコーティングの寿命予測が可能なシミュレーション技術に発展
させ、特性変化の実験的および理論的検証を踏まえて、ジェットエンジン用セラミックスコーティングのシミュレーション技術を
完成させた。 
国内エンジンメーカー（IHI 等）と連携を深め、今後のセラミックスコーティング開発技術に有用なシミュレーション技術

に発展させるための情報交換を行う。現在のジェットエンジンに用いられる TBC を対象に熱サイクル試験の結果等とシミュ
レーションの解析結果の比較を行い、日本発の新規 TBC の開発に貢献したい。世界全体のジェットエンジン用コーティン
グ技術では今や EBC への展開が最も重要であることを踏まえ、次世代のコーティング技術 EBC への展開、特に EBC に
用いる各種セラミックスの高温下における組織・物性変化へのシミュレーション適用を実現したい。そして、国内エンジンメ
ーカーのシステム（エンジン）開発において、本シミュレーション技術が、効率的なツール（モジュール）として用いられるよ
うにメーカーとの共同研究を進める。 
 
D69 

ZrO2 の立方晶と正方晶を対象に、クラスター変分法計算と電子状態計算を組み合わせて定式化した第一原理自
由エネルギーから相平衡計算を行った。加えて、拡散係数の決定に必要な拡散バリアの計算や試行振動数の計算等、
全素過程の計算（完全第一原理計算）を行った。完全第一原理計算は国際的にも D69 のみの成果である。”内部
自由度変換”なる D69 の独自の手法を経路確率法に応用して、空孔機構による熱緩和過程の計算に成功した。拡
散に関する分子動力学計算と共に kinetics Monte Carlo の計算を行い、完全第一原理計算と共に、拡散の計算
手法の系統化を行った。経路確率法のフェーズフィールド法へのマッピングによる、フェーズフィールド方程式中の時定数・
時係数の算出は完全には終了しておらず継続中である。SiO2 の α-Cristobalite(tP12)と β-Cristobalite（ideal, 
cP24)の相安定性の研究は最終年度に開始し、熱力学的安定性や弾性的特性に関して実験結果を再現したが、温
度や圧力、第３元素の添加が相安定性に与える効果は今後、実験グループとの連携をとりながら展開していくことが重
要と考える。 これらの D69 の成果は基礎的な部分に局在しており、実用化や事業化という観点からは遠い。しかし、計
算で得られた熱力学量や物性値は通常の実験では容易に測定できないものであり、今後、必要に応じて提供する。 
 
D73 

EBC 材料開発を具体的課題として、計算熱力学に関する様々な技術開発を行い、独自の総合的な技術基盤を構
築した。開発した熱力学解析システムは最先端・最高性能の計算熱力学システムとして一般に公開する。今後、第一
原理によるオープンデータベースの有効活用などを検討し、計算熱力学をベースとした統合型の材料開発システムとして
開発を進め、我が国の産業競争力の向上に貢献していく予定である。 
・便利帳機能 
ソフトウェア情報：https://www.rictsystems.com 
状態図・データベース情報：https://sites.google.com/site/catcalcphase/ 
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ユニット名 D70・71・72・74・75 高分子MI クラスター  
D70： 高性能高分子材料の長期時間依存特性の予測技術開発 
D71： 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 
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 
D74： 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 
D75： 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 

代表者 西浦 廉政（東北大学材料科学高等研究所 特任教授） 
参画機関 山形大学、日鉄ケミカル＆マテリアル㈱、名古屋大学、東北大学、武蔵野大学、岐阜大

学、名古屋工業大学、東京工業大学、慶應義塾大学、大阪市立大学、東京大学 
 

1.1 背景・目的 
実用に耐え得る構造用高分子材料の設計・評価ツールの開発を目指す必要がある。その背景として次がある。 
  －計測、シミュレーション、評価試験などの単独技術によるアプローチの限界 
  －既存概念にとらわれないマテリアルズインテグレーション的アプローチが必須 
  －数理科学的手法を含む異分野からの様々なアプローチとそれらの組合せ技術の応用にブレークスルーの可能性 
とりわけエポキシ等の熱硬化樹脂の材料特性の理論的基盤はその不均一性等の困難から全く未開拓と言ってよい。これ
らを受け、2015 年 10 月に高分子マテリアルズインテグレーションクラスター（Ｄ70、D71、Ｄ72、Ｄ74、Ｄ75）が発
足した。本クラスターの目的は、産業界における高分子系複合材料の設計を支援するための、計測とシミュレーションを融
合させた実用型ツールを開発することである。とりわけ AI 的手法を駆使した汎用性のある材料設計支援ツールの開発が
大きな柱となる。 
 
1.2 研究開発の目標   
  －高分子とくにエポキシ樹脂の理論的基盤の骨子となる記述子の開発 
  －複合材料におけるマトリックス樹脂の性能向上設計とその劣化予測を実現する手法の開発 
  －計算トポロジー、機械学習を融合させ、汎用的で研究開発期間を大幅短縮できる設計支援ツールの開発 

 
 
1.3 実施項目 
(1)材料科学全般にわたる不均一構造のトポロジカルな特徴付けを可能とする機械学習と組み合わせた計算トポロジー
技術およびそのソフトウエアとしての HomCloud の開発。 

212 213



212 
 

3. 総括、今後の展開、その他特記    
 本クラスターでは、セラミックスコーティングを対象としたシミュレーション材料設計技術開発を行い、以下の成果を得た。 
D68 
ジェットエンジン用のセラミックスコーティングのシミュレーション技術として、主にモンテカルロ（MC）法と有限要素法

（FEM）を用いた開発を進めた。まず、熱遮蔽コーティング（TBC）を対象に、多孔質膜形成、気孔消滅（焼結）、
焼結ひずみ（特性劣化）のシミュレーション技術を開発した。次に TBC の損傷・剥離のシミュレーション技術を開発し、
組織形成・変化の実験的および理論的検証を行った。また、新規 TBC 開発のための実験とシミュレーション解析を行っ
た。TBC を対象に開発したシミュレーションを耐環境性コーティング（EBC）へ発展・適用させるため、EBC に関する基
本因子（組織形成、粒成長・焼結等）および複雑因子（多層膜、反応、CMC 基材等）の影響を解析するシミュレ
ーションを開発した。そして TBC、EBC の両方のセラミックスコーティングの寿命予測が可能なシミュレーション技術に発展
させ、特性変化の実験的および理論的検証を踏まえて、ジェットエンジン用セラミックスコーティングのシミュレーション技術を
完成させた。 
国内エンジンメーカー（IHI 等）と連携を深め、今後のセラミックスコーティング開発技術に有用なシミュレーション技術

に発展させるための情報交換を行う。現在のジェットエンジンに用いられる TBC を対象に熱サイクル試験の結果等とシミュ
レーションの解析結果の比較を行い、日本発の新規 TBC の開発に貢献したい。世界全体のジェットエンジン用コーティン
グ技術では今や EBC への展開が最も重要であることを踏まえ、次世代のコーティング技術 EBC への展開、特に EBC に
用いる各種セラミックスの高温下における組織・物性変化へのシミュレーション適用を実現したい。そして、国内エンジンメ
ーカーのシステム（エンジン）開発において、本シミュレーション技術が、効率的なツール（モジュール）として用いられるよ
うにメーカーとの共同研究を進める。 
 
D69 

ZrO2 の立方晶と正方晶を対象に、クラスター変分法計算と電子状態計算を組み合わせて定式化した第一原理自
由エネルギーから相平衡計算を行った。加えて、拡散係数の決定に必要な拡散バリアの計算や試行振動数の計算等、
全素過程の計算（完全第一原理計算）を行った。完全第一原理計算は国際的にも D69 のみの成果である。”内部
自由度変換”なる D69 の独自の手法を経路確率法に応用して、空孔機構による熱緩和過程の計算に成功した。拡
散に関する分子動力学計算と共に kinetics Monte Carlo の計算を行い、完全第一原理計算と共に、拡散の計算
手法の系統化を行った。経路確率法のフェーズフィールド法へのマッピングによる、フェーズフィールド方程式中の時定数・
時係数の算出は完全には終了しておらず継続中である。SiO2 の α-Cristobalite(tP12)と β-Cristobalite（ideal, 
cP24)の相安定性の研究は最終年度に開始し、熱力学的安定性や弾性的特性に関して実験結果を再現したが、温
度や圧力、第３元素の添加が相安定性に与える効果は今後、実験グループとの連携をとりながら展開していくことが重
要と考える。 これらの D69 の成果は基礎的な部分に局在しており、実用化や事業化という観点からは遠い。しかし、計
算で得られた熱力学量や物性値は通常の実験では容易に測定できないものであり、今後、必要に応じて提供する。 
 
D73 

EBC 材料開発を具体的課題として、計算熱力学に関する様々な技術開発を行い、独自の総合的な技術基盤を構
築した。開発した熱力学解析システムは最先端・最高性能の計算熱力学システムとして一般に公開する。今後、第一
原理によるオープンデータベースの有効活用などを検討し、計算熱力学をベースとした統合型の材料開発システムとして
開発を進め、我が国の産業競争力の向上に貢献していく予定である。 
・便利帳機能 
ソフトウェア情報：https://www.rictsystems.com 
状態図・データベース情報：https://sites.google.com/site/catcalcphase/ 

 

1 
 

ユニット名 D70・71・72・74・75 高分子MI クラスター  
D70： 高性能高分子材料の長期時間依存特性の予測技術開発 
D71： 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 
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 
D74： 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 
D75： 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 

代表者 西浦 廉政（東北大学材料科学高等研究所 特任教授） 
参画機関 山形大学、日鉄ケミカル＆マテリアル㈱、名古屋大学、東北大学、武蔵野大学、岐阜大

学、名古屋工業大学、東京工業大学、慶應義塾大学、大阪市立大学、東京大学 
 

1.1 背景・目的 
実用に耐え得る構造用高分子材料の設計・評価ツールの開発を目指す必要がある。その背景として次がある。 
  －計測、シミュレーション、評価試験などの単独技術によるアプローチの限界 
  －既存概念にとらわれないマテリアルズインテグレーション的アプローチが必須 
  －数理科学的手法を含む異分野からの様々なアプローチとそれらの組合せ技術の応用にブレークスルーの可能性 
とりわけエポキシ等の熱硬化樹脂の材料特性の理論的基盤はその不均一性等の困難から全く未開拓と言ってよい。これ
らを受け、2015 年 10 月に高分子マテリアルズインテグレーションクラスター（Ｄ70、D71、Ｄ72、Ｄ74、Ｄ75）が発
足した。本クラスターの目的は、産業界における高分子系複合材料の設計を支援するための、計測とシミュレーションを融
合させた実用型ツールを開発することである。とりわけ AI 的手法を駆使した汎用性のある材料設計支援ツールの開発が
大きな柱となる。 
 
1.2 研究開発の目標   
  －高分子とくにエポキシ樹脂の理論的基盤の骨子となる記述子の開発 
  －複合材料におけるマトリックス樹脂の性能向上設計とその劣化予測を実現する手法の開発 
  －計算トポロジー、機械学習を融合させ、汎用的で研究開発期間を大幅短縮できる設計支援ツールの開発 

 
 
1.3 実施項目 
(1)材料科学全般にわたる不均一構造のトポロジカルな特徴付けを可能とする機械学習と組み合わせた計算トポロジー
技術およびそのソフトウエアとしての HomCloud の開発。 

212 213



2 
 

(2)分子動力学シミュレーション要素技術とくに高精度 MD計算から物理量・概念を導く新規解析法の開発。 
(3)自由体積に着目した高分子構造解析技術、硬化反応過程に関するシミュレーションモジュール。 
(4)分子鎖塑性モデルに基づく高サイクル疲労における変形応答および損傷進展に基づく破壊予測モジュール。 
(5)フェーズフィールド型の破壊モデルについては、複合材料にも適合した粘弾性型フェーズフィールドモデルの開発。 
 

1.4 実施体制・分担 
拠点長 
東北大学 西浦 廉政 材料科学高等研究所、特任教授 

 

共同研究開発機関および主たる共同研究者 
山形大学大学院 栗山 卓 有機材料システム研究科有機材料システム専攻、教授 
日鉄ケミカル＆マテリアル(株) 藤元 伸悦 総合研究所 基盤技術センター、主任研究員 
慶應義塾大学 志澤 一之 理工学部、教授 
東京大学 山下 雄史 先端科学技術研究センター、特任准教授 
名古屋大学 増渕 雄一 ナショナルコンポジットセンター、教授 
東北大学 平岡  裕章 材料科学高等研究所、非常勤講師 
東北大学 平田 秋彦 材料科学高等研究所、連携教授 
東北大学 赤木 和人 材料科学高等研究所、准教授 
東北大学 大林 一平 材料科学高等研究所、招へい研究員 
東京工業大学大学院 中嶋 健 物質理工学院応用化学系、教授 
武蔵野大学 高石 武史 工学部、教授 
岐阜大学 一宮 尚志 医学部、准教授 
名古屋工業大学 林 好一 大学院工学研究科、教授 
大阪市立大学 内田 真 大学院工学研究科、准教授 
東北大学 青柳 吉輝 大学院工学研究科、准教授 
東京大学 石北 央 先端科学技術研究センター、教授 
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1.5 工程表・TRL 
実施課題 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 今 後 

(1) 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(D70) 
 
 

損傷形成駆
動機構の分
析 
 
 
TRL=1 

損傷形成駆
動に関わる
パラメータの
抽出 
 
TRL=2 

損傷パターン
の観察およ
び解析 
 
 
TRL=2 

損傷パター
ンとパラメー
タとの相関の
検討 
 
TRL=3 

実暴の再現
性のある加
速試験の実
証 
 
TRL=4 

加速試験条
件を事前に
予測できる
促進試験方
法 の 実 現
TRL=5 

(2) 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 (D71) 
 
 
 
 

ラボスケール
硬化実験と
硬化物の解
析（単純硬
化系、熱硬
化 多 成 分
系） 
 
TRL＝3 

粗視化モデ
ル案を検討
し粗視化パ
ラメータを決
定 
 
 
 
 

硬化反応過
程に関する
シミュレーショ
ンモジュール
のプロトタイプ
完成 
 
 
TRL＝4 

シミュレーショ
ン要素技術
確立 /連成
化 /実機想
定硬化実験
との比較検
証 
 
 

シミュレーショ
ンモジュール
完成 /硬化
実験・解析
結果のデー
タベース化/
統合ツール
完成 
TRL＝7 

CFRP 構成
樹脂材料開
発への適用
に必要な主
要技術が全
て整備され、
応用が速や
かに行える
状況にする 

(3) PD機械学習法 
の材料科学への応用
（D72） 
 
(4) ミクロマクロ連関に  
よる劣化・破壊予測
の数理的手法の開発
（D72） 
 
 
 
 
(5) エポキシ樹脂の 
不均一性と物性値の
関係解明に向けた数
理手法開発（東北
大ー新日鉄住金連
携研究）（D72） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
最先端の材
料構造記述
子をベースに
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 
 

(6) 熱硬化性高分
子の損傷・劣化に関
するマルチスケール非
線 形 FEM 解 析
(D74) 

参画なし 
 
 

熱硬化性高
分子の基本
的物性値の
取得と材料
定数同定 
(TRL=2) 

エ ポ キ シ高
分子のヒステ
リシス挙動に
対する材料
定数同定お
よび損傷進
展予測 

熱活性化過
程の温度変
化を介した
ひずみ速度
依存性の導
入および自
由体積回復

高サイクル疲
労時のマル
チスケール損
傷解析およ
び寿命予測
システムの構
築 

日鉄ケミカル
＆マテリアル 
とともに実践
活用する構
造用高分子
材料開発フ
ェーズに移行

TRL=3 
 

TRL=5 

PD の材料応用 
 

機械学習との融合 

高分子の劣化・破
壊を表現するフェー
ズフィールドモデル
の検討 

粗視化数理モデ
ルのプロトタイプ作
成、計測データと
の整合性確認 

フェーズフィ
ールドモデ
ル と 材 料
不均一デ
ータの融合 

ミクロマクロ連
関 に よ る 劣
化 ・破壊予
測モジュール
のプロトタイプ
作成と検証 

エポキシ樹脂等
の実験・MD デ
ータ形式の整合
性確認 

実験・MD データに
対する時系列パー
システントホモロジ
ー解析 

実験・MDデー
タに対する時
空間パーシス
テントホモロジ
ー解析 

不均一構造
形成を記述
するパラメータ
抽出 

TRL=3 
 

TRL=4 
 

TRL=5 
 

TRL=3 
 

TRL=4 
 

TRL=5 
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(2)分子動力学シミュレーション要素技術とくに高精度 MD計算から物理量・概念を導く新規解析法の開発。 
(3)自由体積に着目した高分子構造解析技術、硬化反応過程に関するシミュレーションモジュール。 
(4)分子鎖塑性モデルに基づく高サイクル疲労における変形応答および損傷進展に基づく破壊予測モジュール。 
(5)フェーズフィールド型の破壊モデルについては、複合材料にも適合した粘弾性型フェーズフィールドモデルの開発。 
 

1.4 実施体制・分担 
拠点長 
東北大学 西浦 廉政 材料科学高等研究所、特任教授 

 

共同研究開発機関および主たる共同研究者 
山形大学大学院 栗山 卓 有機材料システム研究科有機材料システム専攻、教授 
日鉄ケミカル＆マテリアル(株) 藤元 伸悦 総合研究所 基盤技術センター、主任研究員 
慶應義塾大学 志澤 一之 理工学部、教授 
東京大学 山下 雄史 先端科学技術研究センター、特任准教授 
名古屋大学 増渕 雄一 ナショナルコンポジットセンター、教授 
東北大学 平岡  裕章 材料科学高等研究所、非常勤講師 
東北大学 平田 秋彦 材料科学高等研究所、連携教授 
東北大学 赤木 和人 材料科学高等研究所、准教授 
東北大学 大林 一平 材料科学高等研究所、招へい研究員 
東京工業大学大学院 中嶋 健 物質理工学院応用化学系、教授 
武蔵野大学 高石 武史 工学部、教授 
岐阜大学 一宮 尚志 医学部、准教授 
名古屋工業大学 林 好一 大学院工学研究科、教授 
大阪市立大学 内田 真 大学院工学研究科、准教授 
東北大学 青柳 吉輝 大学院工学研究科、准教授 
東京大学 石北 央 先端科学技術研究センター、教授 
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(TRL=2) を考慮した
繰返し負荷
挙動の再現 
(TRL=3) 

(TRL=4) し、継続的
に社会実装
を進める 

(7) 高精度全原子レ
ベル力場の開発と構
造変化の検出技術
(D75) 
 
 
(8) 繰り返し構造
（対称性）の中に潜
む歪み（非対称性）
の検出とその定量的
評価、歪みを含んだ
分子構造のエナジェテ
ィクス評価法の開発
(D75) 

参画なし 
 
 
 
 

 
エポキシ樹
脂の標準力
場の精度確
認 
 
 
 
歪みを含ん
だ分子構造
の抽出法と
エネルギーの
評価法の開
発 

 
密度の再現
精度の改良
に成功 
Directional 
Analysis の
応用 
 
化学反応の
絡む局所分
子構造変化
メカニズムの
解析 
 

 
静電相互作
用の確認 
 
persistent 
homology
解析の応用 
 
エポキシ樹
脂反応エナ
ジェティクスの
解析 
 

 
追加の改良 
 
 
構造特徴と
物理量との
対応付け 
 
エポキシ樹
脂反応エナ
ジェティクスの
解析 
 

 
実際の材料
の設計に活
用 
 
 
 
 
実際の材料
への応用 
 
 

（注記など）D75 は 2015年後半より開始。 
 
2. 研究開発の成果 
2.1 D70：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   【山形大学】 
2.1.1 屋外暴露損傷構造を再現させる促進試験方法の開発 
屋外暴露された高分子材料（ＰＰ）の表層には、ブロック状
の崩壊を誘発する三次元き裂網とする損傷が高分解能Ｘ線
ＣＴにより観測された。これら形態は、乾燥き裂成長と類似し
たパターン形成があり、それらの機構から、表層近傍の収縮によ
るものと推定された。 さらに、これらの損傷形成駆動に関わるパ
ラメータの抽出より、損傷部の酸化度 C.I.（カルボニルインデッ
クス）と融点降下度ΔT が見出され、これらの間には図 1 に示
すような線形関係が得られた。すなわち、暴露地、暴露期間に
よらずに、（1）式が成立し、 
 

∆ = ∗ ∙ ( . . ) +   （1） 
 

さらに、Homo-PP においても、傾きは変化せずに、シフトする
関係が得られた。 
このダイヤグラムに加速試験結果（ＭＷ、ＳＷ、及びＸ

Ｗ）をプロットし、マスターカーブと比較することで、加速試験によ
る屋外暴露試験の再現性の判定が可能となる。 
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SW

MW XW

Fragmentation

図 1暴露地、期間の異なる劣化損傷部の
酸化度 C.I.と融点降下度∆ との関係 
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図 2 屋外暴露（8、760 時間）と暴露条件の異なる
促進試験（キセノンウェザー200時間、300時間）後
の表面き裂模様 

5 
 

さらに、屋外暴露品に共通した表面き裂模様として、暴露
初期に、流動方向と直角方向成長した長さ 0.1mm～
0.3mm 程度のクラックが多数発生し、一年で多数化および
クラックの連結がほぼ完了し、これらの多数クラック中の非共面
単独クラックが開口し、その先端で非共面迂回連結が見られ、
アスペクト比が非常に大きな亀甲模様（き裂網）形成され、
2年後になるとこれらの損傷は消失した。加速試験の結果とと
もに表面き裂模様を図 2 に示した。類似した模様が得られた
ものは、図1のマスターカーブに収まり、き裂模様からの加速試
験の再現性検証が可能である。 
 
2.1.2熱硬化性高分子（エポキシ樹脂）の強靱性発現モデルの検証 
エポキシ樹脂の架橋反応が進んでいないとき、弾塑性体として振るまい、ガラス転移点温度付近では弾完全塑性体とな
り、さらに温度が低下すると巨視的塑性変形を伴わないぜい性破壊を示した。反応の進行とともに、弾塑性体の非弾性
変形に緩和（散逸）を伴う変形が現れ、架橋が飽和すると粘弾性体もしくは粘塑性体と見なすことができた．反応率
によらずに、圧縮降伏（変曲点）応力はガラス転移点付近の高温とそれより 100℃低い低温で、それぞれ Eyring モ
デルにしたがった。高温から低温での律速過程の変化は、活性化容積の縮小と見かけの活性化エネルギーの増加に反
映した。架橋反応進行による各々の値の差は小さく、遷移の加速に働いた。これらの結果は、熱硬化性高分子の損傷・
劣化に関するマルチスケール非線形 FEM 解析（D74）モデルの基礎を支持した。さらに、圧縮降伏挙動において、未
架橋が多いときひずみ軟化を示し、架橋反応が進むとひずみ硬化へと変化した。一般に、非晶性鎖状高分子では、密
度の高い徐冷試料でひずみ軟化が明確にあらわれる。すなわち、今回の降伏機構変化から架橋反応進行による密度
低下が予測され、（D22）の結果に一致した。つまり、架橋反応の進行による構造の差異は自由体積率およびその分
布に反映され、降伏機構および上述した巨視的な力学特性差を発現させることを明らかにした。 
 
2.2 D71：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 

【日鉄ケミカル＆マテリアル(株)、名古屋大学】 
2.2.1 高分子設計 
使用特性・性能における最高性能を実現させる高分子系複合材料を対象とした、解析技術とシミュレーション技術を

融合させた最適設計および総合評価を支援する実用型ツールを開発した。H28 年度までの取り組みで完成させた硬化
反応過程に関するシミュレーションモジュールのプロトタイプと実機想定硬化実験との比較検証とパラメータの調整を実施
し、他ユニットの成果も盛り込み D71日鉄ケミカル＆マテリアルでの実用化に向けた高分子MI ツールとしての成果につい
て整理・集約。D75 と連携して取り組んだ硬化反応過程に関するシミュレーションモジュールのプロトタイプが完成したこと
で、これまで不明だった硬化反応過程の詳細が明らかになり、自由体積（原子の無い空間）に着目した新たな視点か
らの分子構造設計体系が構築された。また、自由体積の定量化検証も継続して D66 と連携して取り組んだ結果、構
造用高分子材料設計に資する新たな計測技術として陽電子消滅法の D71 日鉄ケミカル＆マテリアルでの実用活用化
が促進された（図 2.1）。 
実験/MD データに対する時空間パーシステントホモロジー解析（東北大 D72 と連携）と粗視化パラメータとの相関

性検証（東大 D75 と連携）を実施したことで、数学を応用した実用的な高分子構造解析技術を確立することができ、
このパーシステントホモロジー解析は D72 にて実用ソフトウェアとして継続的に汎用化に取り組んだ効果もあり、D71 日
鉄ケミカル＆マテリアルの開発現場での活用が定着している。これにより、高分子の設計段階で意図した分子構造の生
成可否を事前に高精度で予測することが可能となった（図 2.2）。 
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2. 研究開発の成果 
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さらに、屋外暴露品に共通した表面き裂模様として、暴露
初期に、流動方向と直角方向成長した長さ 0.1mm～
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ものは、図1のマスターカーブに収まり、き裂模様からの加速試
験の再現性検証が可能である。 
 
2.1.2熱硬化性高分子（エポキシ樹脂）の強靱性発現モデルの検証 
エポキシ樹脂の架橋反応が進んでいないとき、弾塑性体として振るまい、ガラス転移点温度付近では弾完全塑性体とな
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2.2 D71：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 
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性検証（東大 D75 と連携）を実施したことで、数学を応用した実用的な高分子構造解析技術を確立することができ、
このパーシステントホモロジー解析は D72 にて実用ソフトウェアとして継続的に汎用化に取り組んだ効果もあり、D71 日
鉄ケミカル＆マテリアルの開発現場での活用が定着している。これにより、高分子の設計段階で意図した分子構造の生
成可否を事前に高精度で予測することが可能となった（図 2.2）。 
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図 2.1 D71 から見た高分子 MI技術の実用成果群    図 2.2 パーシステントホモロジー解析の実用応用例 

 
高分子 MI技術の産業活用を視野に入れた実機想定 RTM成型シミュレーションならびに成型条件検討、硬化物の

特性評価と長期パフォーマンス予測検討（疲労試験、冷熱サイクル）を実施（山形大 D70、慶大 D74、先端計測
D66と連携）し、硬化物/CFRPマトリックスの高精度モルフォロジー解析/観察技術（名工大・東北大・東工大D72、
先端計測拠点 D66 と連携）についても検討した。 

RTM 成型された CFRP が実際にどのような圧縮特性を有するかというようなパフォーマンス評価においても活用が期待
できることを確認した。非常に複雑な CFRP の圧縮変形挙動を開発した粗視化 MD モジュールにて比較的簡便に解析
することが可能であり、実用上重要な CFRP の圧縮特性を事前に予測するというような実用応用が期待できる。 
また、開発した粗視化MDシミュレーションにより、成型条件などによっては樹脂単体のモルフォロジーと CFRP としたとき

のそれが異なる場合が存在し、設計段階で意図した性能が発揮されない可能性があるというような開発現場で直面する
現象を簡便にシミュレーションすることができた。企業ではこのような知見がきわめて重要なノウハウとなっており、企業での
製品開発での活用が期待される。 
更に長期パフォーマンス評価として、引張疲労試験を対象としたマルチスケール的なアプローチでの検討を実施している。

D71 日鉄ケミカル＆マテリアルにて作製した高分子試験片について D66 産総研にて実際に疲労試験を実施し、得られ
たデータを用いて D74 にて動的繰り返し FEMシミュレーション、D71日鉄ケミカル＆マテリアルでは D75東大と連携して
繰り返し負荷による分子構造や自由体積の変化などに着目したMDシミュレーションを実施している。また、D66産総研
では疲労試験の各段階における自由体積計測も実施しており、D71 日鉄ケミカル＆マテリアルにて実施している MD シ
ミュレーションと組み合わせた検討により、一見すると突如脆性的に疲労破壊する熱硬化性樹脂の挙動を分子構造変
化の観点から考察する体系を構築しつつある。また、長期パフォーマンス評価としては、実際に航空機に使用された場合
を想定した温度サイクル試験を対象としたマルチスケール的なアプローチでの検討も実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3 構造用高分子材料（エポキシ樹脂）の実用型最適設計・総合評価支援ツール 
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2.3 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   【東北大学】 
2.3.1 分子動力学シミュレーションで得られる材料構造に

対してトポロジカルデータ解析を応用することで、材料の

力学特性や階層的幾何構造を抽出する手法を開発した（図

1）．提案手法は、高分子材料の一軸伸長破壊モデルや各種ガ

ラス構造へ応用され、その有用性が確認できた。これらの具

体的な材料解析に関する一連の成果は、材料科学における

新たな構造解析手法として世界的に注目されている。さら

には、同様の数学的手法を材料実験画像へ適用し、材料特性

と相関をもつ幾何構造を抽出する方法の開発も行った。こ

の手法は、研究開発期間後半に重点的に進めた機械学習と

の融合により、汎用性が高くかつ強力なトポロジカルデータ解析手法として拡張された。焼結鉱のミクロ

クラック検出をはじめ多くの材料科学の問題へ応用され、その有用性が確認できた（図 2）。 

 

2.3.2 D72 ユニットでは多方面からの材料のパフォーマンスに関する計測・解析を行っているが、それらいくつかのスケー
ルにまたがる材料特性を反映したマクロスケールでの材料の劣化予測を目指し、フェーズフィールド法を用いたき裂進展モ
デルを基盤技術とした評価を行った。き裂進展モデルでの数値シミュレーションでは、日鉄ケミカル＆マテリアル提供のエポ
キシ樹脂サンプルの X線 CTによる組織同定結果をもとに推測した弾性係数分布を用いた。き裂先端付近でのエネルギ
ー解放率の実効的な値を評価することで、材料サンプルの破壊実験に対応する結果を得ることができた（図 3）。樹脂
材料でのき裂進展に対しては、Maxwell 型粘弾性モデルを用いた場合のき裂進展における粘性係数の閾値を数値シ
ミュレーションで見出し、さらに樹脂材料に近い特性が期待される Zener 型粘弾性モデルの開発を行い、それぞれ数値
シミュレーションモジュールを作成した。 

 
図 3：弾性係数の分布を元にした、き裂先端付近のエネルギー解放率の評価 

 
2.3.3 実験測定と計算ホモロジーとの連携による成果としては次のものが挙げられる。 
(1) 弾性材料における構造の不均一性と伸長の力学特性との関係を解明するため、ナノ触診 AFM（原子間力顕微

 

図１：シリカガラスのパーシステント図 
（Hiraoka et al. PNAS 2016）． 

 

図 2： a.X線顕微法＋パーシステントホモロジーで予想された劣化の起点、b.実際に観察されたクラッ

ク （Kimura et al. Scientific Reports 2018）．D66ユニットとの共同研究． 
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シミュレーションモジュールを作成した。 

 
図 3：弾性係数の分布を元にした、き裂先端付近のエネルギー解放率の評価 

 
2.3.3 実験測定と計算ホモロジーとの連携による成果としては次のものが挙げられる。 
(1) 弾性材料における構造の不均一性と伸長の力学特性との関係を解明するため、ナノ触診 AFM（原子間力顕微

 

図１：シリカガラスのパーシステント図 
（Hiraoka et al. PNAS 2016）． 

 

図 2： a.X線顕微法＋パーシステントホモロジーで予想された劣化の起点、b.実際に観察されたクラッ

ク （Kimura et al. Scientific Reports 2018）．D66ユニットとの共同研究． 

218 219
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鏡）によるゴムの測定と解析を行い、ミクロとマクロの変位が比例関係にあるとする「アフィン変形仮定」とは全く異なる空
間パターンを低伸長領域に、伸長による結晶化領域がフィラーと同様の役割を演じて応力鎖ネットワーク構造を形成する
ことを高伸長領域に見出した。これは計算ホモロジーによる解析でも捉えられた。また、D70 ユニットから提供を受けた圧
縮変形後のエポキシ試料に対してナノ弾性とマクロ物性の関係を調べ、重合度の高いものは相関が低いことを確認した。 
(2) D71 ユニットから提供を受けた基本アミンエポキシ試料の構造不均一性を調べるため高輝度 X線回折およびナノ収
束電子線回折を実施した。その結果、試料の重合度の大小に関わらず、X 線回折からは結晶性領域の存在を示唆す
るショルダーが、ナノ収束電子線回折による空間分解測定からは局所秩序を示すパターンが得られた。一方、分子動力
学計算で得た構造を計算ホモロジーで解析し、測定が示す 0.4nm 弱の空間スケールに原子配列の秩序を検出した。
これにより、これまで完全に無秩序だとされてきた基本アミンエポキシ系にも秩序構造が存在することが明らかになった。理
由として、主剤と硬化剤の混合時の不均一性が重合後の構造にも影響している可能性が考えられる。 
(3) 同じく基本アミンエポキシ試料の構造不均一性を調べるため、X線 CT およびナノ変形 AFM の画像データに対する
計算ホモロジー解析を行い、いずれにも不均一性の情報が定量的に含まれており、主成分分析によりプロセス条件（重
合度）の違いを反映した分類が可能であること、それがマクロな力学特性との相関を示すことを確認した。これにより、X
線 CT（μm～mm）と AFM（nm～μm）のスケール領域において階層的な不均一性が存在することが示された。 
 これらの取り組みに伴う成果物として、計算ホモロジーのソフトウェア基盤（HomCloud）上に「結晶化領域探索モジ
ュール」「不均一性解析モジュール」を構築した。また、分子動力学計算の結果と測定結果の直接的な比較を可能にす
る「ナノ収束電子線回折エミュレータ」を作成した。 
 
2.4 D74：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   【慶応大、大阪市大、東北大】 
2.4.1 分子鎖塑性モデルによる力学的パフォーマンスの予測 
(a) 熱硬化性高分子の力学的基本特性および繰返し負荷特性の再現   基本アミン硬化物(エポキシ高分子)に
対する引張・除荷試験結果に基づいて同材料の基本的な物性値や数値パラメータ(損傷係数や破断損傷値を含む)を
同定し、分子鎖塑性モデルを用いてヒステリシス特性を再現した[図 1(a)]。次に、ひずみ速度変化にともなう内部温度
変化を模擬した簡易関数を提案することで、活性化エネルギー形の非弾性応答則にひずみ速度の影響を導入し、同材
料のひずみ速度依存性を再現した[図 1(b)]。さらに、繰返し負荷における除荷時の自由体積回復を内部変数の発展
式に組み込み、疲労挙動における応力ひずみ応答を再現した[図 1(c)]。なお、高サイクル疲労の部分的過程のみを実
計算して破壊予測を行う計算省力化の手法も開発した。加えて、諸物性値の仮想的変化が力学的パフォーマンスに与
える影響を調査し、材料設計への指針を提案した。 

    
(a) ヒステリシス挙動              (b) ひずみ速度依存性         (c) 繰返し負荷特性 

図 1 分子鎖塑性モデルにおける基本的力学的応答の予測 
 

(b) CFRP の基本特性の再現(A-D 連携)   上記(a)で得た
知見に基づいて A 領域のマルチスケール CFRP 解析システムに本
モデルを実装し、母材の材料モデルを精密化した。また、一方向強
化 CFRP 積層板における繊維の軸方向を変化させた場合の変形
応答を同システムで解析し、図 2 のように応力ひずみ応答を精度
よく表現した。 
 図 2 CFRP積層板の繊維軸方向の影響 
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2.4.2 分子鎖網目モデルによる力学的パフォーマンスの予測 
熱硬化性高分子の低ひずみ域における力学的パフォーマンスを評価するための非線形モデルを、分子鎖網目モデルに

基づいて構築した。このモデルでは、分子鎖間の結合を化学架橋と物理架橋に分け、前者を不変、後者を可変(分離、
再結合可能)として、物理結合密度の速度に対する発展式を構築することで、材料の非線形応答を表すものである。提
案したモデルを用いて、実験によって得られたエポキシ高分子の繰返し負荷応答を再現した結果、図 3 を得た。この図よ
り、繰返し数の増加に伴うラチェットひずみの増加、ひずみ速度の増加に伴う初期剛性の増加および残留ひずみの減少、
負荷応力の増加に伴う残留ひずみの増加など、低ひずみ域における特徴的な応答を精度よく予測し得ることが示された。 
 

  
(a) 実験結果 (b) 計算結果 

図 3 繰返し負荷試験における応力ひずみ関係の比較 
 
2.5 D75：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   【東大】 
2.5.1 目的  
本ユニットでは、生命科学・創薬科学で培ってきた原子・分子レベルの計算技術を活用し、材料高分子設計・開発の効
率化・合理化のための支援技術を開発することを目的とする。 
2.5.2 研究成果 
以下の５項目に渡り、材料高分子設計の有用な成果が得られた。 
2.5.2.1 全原子力場の高精度化 
汎用全原子力場Dreidingを基盤に高精度力場を開発した。分子計算による物性予測の高精度化の鍵であり、材料
高分子・高分子界面の解析・設計を支えるものである。（Sasaki and Yamashita, 論文準備中） 
2.5.2.2 新しい粗視化モデルの構築  
エポキシ樹脂の硬化率に対する密度変化を再現する粗視化モデルを、全原子モデルをベースに構築した。また、密度を
制御する分子特性を特定し、今後の材料設計に活用できる知見となった。さらに、伸長試験における化学結合破断も
記述できるようモデル拡張にも成功した。（Shoji and Yamashita, 論文準備中） 
2.5.2.3 高分子・高分子界面の分子的特徴を取り出す新規手法 
Directional analysis を高分子に適用し、構造歪みや揺らぎの特徴を抜き出す高分子の解析手法を確立した。
(Yamashita, AIP Conf. Proc. 1790 (2016) 020026; Int. Immunol., 30, 133 (2018);Miyanabe and 
Yamashita et al, Biochemistry 57, 4177 (2018))。また、東北大（西浦 G）と連携して、Persistent 
homology 法を MD シミュレーションの有用な解析技術とすることに成功した。（Sasaki, Okajima, and 
Yamashita, AIP Conf. Proc. (印刷中)） 
高分子材料の歪みを対称性によって分解する手法や内部座標の平均構造・揺らぎの有効な定義式を導き、モデル系に
て有効性を確認した。また、分子内に存在する活性部位構造の変形が、長距離に渡り伝播していく機構を明らかにした。
(Saito, Rutherford, and Ishikita, Nat. Commun. 6: 8488 (2015)) 
2.5.2.4 化学的劣化メカニズムに関する解析手法の検討 
高分子内における局所酸化・還元とその伝播の解析を行った。(Kawashima and Ishikita et al., Nat. Commun. 
9 (2018) 1247) また、分子内キャビティーには水分子・イオン等が分布し、反応トリガーとなる。分子内キャビティーへ
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鏡）によるゴムの測定と解析を行い、ミクロとマクロの変位が比例関係にあるとする「アフィン変形仮定」とは全く異なる空
間パターンを低伸長領域に、伸長による結晶化領域がフィラーと同様の役割を演じて応力鎖ネットワーク構造を形成する
ことを高伸長領域に見出した。これは計算ホモロジーによる解析でも捉えられた。また、D70 ユニットから提供を受けた圧
縮変形後のエポキシ試料に対してナノ弾性とマクロ物性の関係を調べ、重合度の高いものは相関が低いことを確認した。 
(2) D71 ユニットから提供を受けた基本アミンエポキシ試料の構造不均一性を調べるため高輝度 X線回折およびナノ収
束電子線回折を実施した。その結果、試料の重合度の大小に関わらず、X 線回折からは結晶性領域の存在を示唆す
るショルダーが、ナノ収束電子線回折による空間分解測定からは局所秩序を示すパターンが得られた。一方、分子動力
学計算で得た構造を計算ホモロジーで解析し、測定が示す 0.4nm 弱の空間スケールに原子配列の秩序を検出した。
これにより、これまで完全に無秩序だとされてきた基本アミンエポキシ系にも秩序構造が存在することが明らかになった。理
由として、主剤と硬化剤の混合時の不均一性が重合後の構造にも影響している可能性が考えられる。 
(3) 同じく基本アミンエポキシ試料の構造不均一性を調べるため、X線 CT およびナノ変形 AFM の画像データに対する
計算ホモロジー解析を行い、いずれにも不均一性の情報が定量的に含まれており、主成分分析によりプロセス条件（重
合度）の違いを反映した分類が可能であること、それがマクロな力学特性との相関を示すことを確認した。これにより、X
線 CT（μm～mm）と AFM（nm～μm）のスケール領域において階層的な不均一性が存在することが示された。 
 これらの取り組みに伴う成果物として、計算ホモロジーのソフトウェア基盤（HomCloud）上に「結晶化領域探索モジ
ュール」「不均一性解析モジュール」を構築した。また、分子動力学計算の結果と測定結果の直接的な比較を可能にす
る「ナノ収束電子線回折エミュレータ」を作成した。 
 
2.4 D74：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   【慶応大、大阪市大、東北大】 
2.4.1 分子鎖塑性モデルによる力学的パフォーマンスの予測 
(a) 熱硬化性高分子の力学的基本特性および繰返し負荷特性の再現   基本アミン硬化物(エポキシ高分子)に
対する引張・除荷試験結果に基づいて同材料の基本的な物性値や数値パラメータ(損傷係数や破断損傷値を含む)を
同定し、分子鎖塑性モデルを用いてヒステリシス特性を再現した[図 1(a)]。次に、ひずみ速度変化にともなう内部温度
変化を模擬した簡易関数を提案することで、活性化エネルギー形の非弾性応答則にひずみ速度の影響を導入し、同材
料のひずみ速度依存性を再現した[図 1(b)]。さらに、繰返し負荷における除荷時の自由体積回復を内部変数の発展
式に組み込み、疲労挙動における応力ひずみ応答を再現した[図 1(c)]。なお、高サイクル疲労の部分的過程のみを実
計算して破壊予測を行う計算省力化の手法も開発した。加えて、諸物性値の仮想的変化が力学的パフォーマンスに与
える影響を調査し、材料設計への指針を提案した。 

    
(a) ヒステリシス挙動              (b) ひずみ速度依存性         (c) 繰返し負荷特性 

図 1 分子鎖塑性モデルにおける基本的力学的応答の予測 
 

(b) CFRP の基本特性の再現(A-D 連携)   上記(a)で得た
知見に基づいて A 領域のマルチスケール CFRP 解析システムに本
モデルを実装し、母材の材料モデルを精密化した。また、一方向強
化 CFRP 積層板における繊維の軸方向を変化させた場合の変形
応答を同システムで解析し、図 2 のように応力ひずみ応答を精度
よく表現した。 
 図 2 CFRP積層板の繊維軸方向の影響 
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2.4.2 分子鎖網目モデルによる力学的パフォーマンスの予測 
熱硬化性高分子の低ひずみ域における力学的パフォーマンスを評価するための非線形モデルを、分子鎖網目モデルに

基づいて構築した。このモデルでは、分子鎖間の結合を化学架橋と物理架橋に分け、前者を不変、後者を可変(分離、
再結合可能)として、物理結合密度の速度に対する発展式を構築することで、材料の非線形応答を表すものである。提
案したモデルを用いて、実験によって得られたエポキシ高分子の繰返し負荷応答を再現した結果、図 3 を得た。この図よ
り、繰返し数の増加に伴うラチェットひずみの増加、ひずみ速度の増加に伴う初期剛性の増加および残留ひずみの減少、
負荷応力の増加に伴う残留ひずみの増加など、低ひずみ域における特徴的な応答を精度よく予測し得ることが示された。 
 

  
(a) 実験結果 (b) 計算結果 

図 3 繰返し負荷試験における応力ひずみ関係の比較 
 
2.5 D75：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   【東大】 
2.5.1 目的  
本ユニットでは、生命科学・創薬科学で培ってきた原子・分子レベルの計算技術を活用し、材料高分子設計・開発の効
率化・合理化のための支援技術を開発することを目的とする。 
2.5.2 研究成果 
以下の５項目に渡り、材料高分子設計の有用な成果が得られた。 
2.5.2.1 全原子力場の高精度化 
汎用全原子力場Dreidingを基盤に高精度力場を開発した。分子計算による物性予測の高精度化の鍵であり、材料
高分子・高分子界面の解析・設計を支えるものである。（Sasaki and Yamashita, 論文準備中） 
2.5.2.2 新しい粗視化モデルの構築  
エポキシ樹脂の硬化率に対する密度変化を再現する粗視化モデルを、全原子モデルをベースに構築した。また、密度を
制御する分子特性を特定し、今後の材料設計に活用できる知見となった。さらに、伸長試験における化学結合破断も
記述できるようモデル拡張にも成功した。（Shoji and Yamashita, 論文準備中） 
2.5.2.3 高分子・高分子界面の分子的特徴を取り出す新規手法 
Directional analysis を高分子に適用し、構造歪みや揺らぎの特徴を抜き出す高分子の解析手法を確立した。
(Yamashita, AIP Conf. Proc. 1790 (2016) 020026; Int. Immunol., 30, 133 (2018);Miyanabe and 
Yamashita et al, Biochemistry 57, 4177 (2018))。また、東北大（西浦 G）と連携して、Persistent 
homology 法を MD シミュレーションの有用な解析技術とすることに成功した。（Sasaki, Okajima, and 
Yamashita, AIP Conf. Proc. (印刷中)） 
高分子材料の歪みを対称性によって分解する手法や内部座標の平均構造・揺らぎの有効な定義式を導き、モデル系に
て有効性を確認した。また、分子内に存在する活性部位構造の変形が、長距離に渡り伝播していく機構を明らかにした。
(Saito, Rutherford, and Ishikita, Nat. Commun. 6: 8488 (2015)) 
2.5.2.4 化学的劣化メカニズムに関する解析手法の検討 
高分子内における局所酸化・還元とその伝播の解析を行った。(Kawashima and Ishikita et al., Nat. Commun. 
9 (2018) 1247) また、分子内キャビティーには水分子・イオン等が分布し、反応トリガーとなる。分子内キャビティーへ
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の水分子・イオン等の流入およびその分布を高速に解析する手法を開発し、有用性を示した。(Takaoka and 
Ishikita et al., J. Phys. Chem. Lett. 7 (2016) 1925) 
2.5.2.5 高分子の分子設計のデモンストレーション 
MD シミュレーションと機械学習を組み合わせた新規高分子設計の提案を行った。(Yamashita, Okajima, and 
Shoji, AIP Conf. Proc. (印刷中)) 
2.5.2経費の用途 
高分子の原子・分子レベル解析に必須のソフトウェア（量子化学計算用の Jaguar（シュレディンガー）、QM/MM 計
算用の QSite（同）、MD 計算支援用の SciMAPS (Scinomics)）のライセンス購入費に多く充てられた。また、研
究を加速するために、研究員・研究補助員の雇用にも多く支出した。残額は、計算機(端末)・消耗品の購入、旅費、
論文投稿出版費等に充てられた。 
2.5.3産学連携の推進 
研究対象を共有した密な打合せだけではなく、日鉄ケミカル＆マテリアルより２名の社会人学生を受け入れ、人的な交
流も促進した。 
 
2.6 高分子マテリアルズインテグレーションクラスターの研究開発の成果  
高分子 MI クラスターでは企業ニーズを起点とした異分野融合型の体制を基礎に、相乗効果を発揮するための体制が
強化され、国際的にも類を見ない社会実装直結型の学際的産学官連携体制を構築することに成功した。また、研究タ
ーゲットとしてエポキシのようなオーソドックスな熱硬化樹脂を対象とした系統的かつ学際的な取り組みとしては国際的に
稀であり、企業での活用を目的の中核としている点でも国際的に類似の取り組みは少なく、特色ある成果を生み出せた。
とくに数理科学的アプローチをクラスター全体の基盤に据え、その手法を標準的ツールにまで普及させたことの意義は大き
い。具体的には、トポロジカルデータ解析手法を材料解析に応用し、マルチスケール構造記述子の開発に成功した。また
フェーズフィールド法、機械学習、およびユニット内実験グループとの連携により材料インフォマティックスの基盤を構築した。
ミクロレベルにおいては、生命科学・創薬科学で培ってきた原子・分子レベルの計算技術を活用し、全原子力場の高精
度化、高分子界面の解析、さらに機械学習を組み合わせた新規高分子の分子設計にも踏み込むことができた。本クラ
スターはクラスター内連携のみならず、D66 との連携による計算ホモロジーによるミクロクラック検出、A 領域で開発された
マルチスケール CFRP 構造解析システムに分子鎖モデルを実装し、力学的パフォーマンス評価の高精度化に成功するな
ど、そのスケールメリットを生かした多方面への寄与が顕著であった。 
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3. 総括、今後の展開、その他特記           
高分子 MI クラスターでは、パーシステントホモロジーについては今後さらに機械学習との連携を深め、より複雑な構造解
析へ適用可能になるよう拡張する予定である。結果として最先端の材料構造記述子をベースに 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ことがゴールとなる。フェーズフィールド型の破壊モデル
については、複合材料にも適合した粘弾性型フェーズフィールドモデルの開発を行い、様々な環境下や複合材料の劣化・
破壊の予測に向け取り組むことを計画している。とりわけ材料の不均一性がマクロなパフォーマンスにどのような影響を与え
るかに関する数理的記述子の開発を推進していく。さらに FEM 手法により、高サイクル疲労における変形応答および損
傷進展に基づく破壊予測モジュールの完成を目指す。A-D 連携では、分子鎖塑性モデルに均質化法を適用し、CFRP
の寿命予測解析を実施する。また、さらに現在日鉄ケミカル＆マテリアル（D71）と共同で有機系非晶質物質解析用
のモジュールを開発しており、SIP 終了後も共同研究を継続し、実際の材料開発現場へフィードバックしていく予定である。
以下各ユニットの今後の展開について述べる。 
 
D70 ユニットでは、長時間を要する屋外暴露試験をいくつかの特徴的な計測パラメータにより、加速試験により再現でき
ることが示された。さらに、屋外暴露による三次元き裂網形成の数値シミュレーションについて、乾燥き裂解析を参考して
進めていき、加速試験条件を事前に予測できる促進試験方法（暴露シミュレーション）の開発へ繋げていきたい。また、
反応率を変えたエポキシ樹脂の疲労き裂成長には、不明確な点を残した。そのためにも、本クラスターの連携を継続して
実用化に寄与したい。 
 
D71 ユニットでは、硬化物の不均一性が物性に及ぼす影響を明らかにし、シミュレーションモジュールを完成させるとともに
硬化実験と解析の結果をデータベース化し、これらを統合させたツールとして完成させた。CFRP 構成樹脂材料開発への
適用に必要な主要技術が全て整備され、応用が速やかに行える状況にしている。高分子 MI クラスターでは企業ニーズ
を起点とした異分野融合型の体制となり、相乗効果を発揮するための体制が強化され、国際的にも類を見ない社会実
装直結型の学際的産学官連携体制が構築された。また、研究ターゲットとしてエポキシのようなオーソドックスな熱硬化
樹脂を対象とした系統的かつ学際的な取り組みとしては国際的に稀であり、企業での活用を目的の中核としている点で
も国際的に類似の取り組みは見当たらない。実用化や事業化に向けた今後の展開の計画として、モジュールの中核をオ
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ープンソースベースとし、国内規模の汎用モジュール（ツール）として高分子MIクラスターに所属する各開発機関で委託
管理ならびに一般公開し国内企業・研究機関に広く活用してもらえるようにする。 
 
D72 ユニットでは、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研究開発に取りかかった。
まずトポロジカルデータ解析を用いた材料解析についてはマルチスケール構造記述子の開発に成功した。またフェーズフィー
ルド法、機械学習、およびユニット内実験グループとの連携により材料インフォマティックスの基盤を構築することができた。
ここで提案した手法は企業との共同研究でも既に用いられており、今後はさらなる本格的産業展開を計画している。 
 
D74 ユニットで開発した熱硬化性高分子およびそれを母材とする CFRP の力学的パフォーマンス予測モジュールについて
は、SIP プロジェクト終了後も実用化に向けて日鉄ケミカル＆マテリアル[D71]主導のもと、高分子 MI クラスタの他のユ
ニット(D70，D71，D72，D75，D66)で開発したモジュールとともに、実践活用する構造用高分子材料開発フェー
ズに移行し、継続的に社会実装を進めることを計画している。 
 
D75 の目標は、生命科学・創薬科学で培ってきた原子・分子レベルの計算技術を活用し、材料高分子設計・開発の
効率化・合理化のための支援技術を開発することである。本ユニットでは、「全原子力場の高精度化」「新しい粗視化モ
デルの構築」「高分子・高分子界面の分子的特徴を取り出す新規手法」「化学的劣化メカニズムに関する解析手法の
検討」「高分子の分子設計のデモンストレーション」と、高分子材料開発の基盤となる原子・分子の視点からの技術開
発・ノウハウ開発をおこなった。今後の材料界面の解析の基盤となる技術も開発できた。開発した技術を応用した高分
子材料の分子設計の実践・普及については今後の課題としたい。 
 
高分子ＭＩクラスターのホームページは以下にあります。 
https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp//SIP/ 
問い合わせ先、これまでの研究成果、シンポジウム等の開催、知財の内容について参照ください。 
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第 3章 課題の運営 
 本章では『わが国の経済・産業競争力にとって重要な課題を、府省連携による分野横断的な取り組みを産学官連携
して推進し､基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫の研究開発を実施し、規格・標準化や知財権利
化等の関連する基盤を並行して実施する』という SIP の狙いに即して本課題を遂行して成果を達成するために、プログラ
ムディレクター(PD)を始めとする内閣府関係者と管理法人である国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)との連
携でして進めた業務運営の概要を紹介する。 
 

(3-1)   体制と協議・意思決定の進め方 
要員体制 
 内閣府メンバー；岸輝雄 PD、田中千秋 SPD、北岡康夫 SPD、香川豊 SPD（～2017.3）および表(3-1)-1 に
示す担当参事官（企画官）と担当である。 

表(3-1)-1  本課題担当の内閣府参事官（企画官）および担当 

 
 

 JST メンバー；イノベーション拠点推進部(JST 東京別館(東京都千代田区五番町))内に SIP「革新的構造材料」のセクショ
ンを設け、図(3-1)-1 に示すように 18名(内２名は非常勤)の体制とした。PD との意思疎通が図れ、コスト面にも優れ
る執務スペースとして 2016年 7月から東京大学先端科学技術研究センター(東京都目黒区駒場)内に技術主幹を始めと
する 7 名が移動し、ここでは主として個々のテーマの進捗把握・技術支援・運営企画(所謂、サブスタンス担当)を進め、
一方市ヶ谷では JST 職員を始めとする 7 名で、経理や庶務・事務一般(所謂、ロジスティック担当)を分担した。また連
携コーディネータ 4名が四領域の主機関(A領域；東大・柏、B・D領域；NIMS、C 領域；JFCC)に所属して、領域
業務の支援および JST との連携を担った。技術主幹はそれぞれ分担して担当拠点・ユニットを持ち、その技術内容、進
捗状況を把握し、適宜協議し、必要に応じた支援が行えることとした。 
 

 
図(3-1)-1  JST の要員体制 

 

本課題の規模、予算 
 年度毎・領域別経費(内閣府より公表された研究開発計画書から作成)と 2017-18 年度におけるユニット数、参画
機関（民間企業・大学・公的研究機関）数(ユニット参画の延べ数)を表(3-1)-2 に示す。(具体的な参画機関名な
どの詳細については第 2 章参照)。中間評価以降の 2017-18 年度で、ユニット数(概ね研究開発テーマ数に相当)は
34、参画機関延べ数は 142 に達し、本課題に関わる研究者・技術者の総数は千名に近い規模で、地理的には北海
道から鹿児島までの約３０の都道府県に亘る。 
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第 3章 課題の運営 
 本章では『わが国の経済・産業競争力にとって重要な課題を、府省連携による分野横断的な取り組みを産学官連携
して推進し､基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫の研究開発を実施し、規格・標準化や知財権利
化等の関連する基盤を並行して実施する』という SIP の狙いに即して本課題を遂行して成果を達成するために、プログラ
ムディレクター(PD)を始めとする内閣府関係者と管理法人である国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)との連
携でして進めた業務運営の概要を紹介する。 
 

(3-1)   体制と協議・意思決定の進め方 
要員体制 
 内閣府メンバー；岸輝雄 PD、田中千秋 SPD、北岡康夫 SPD、香川豊 SPD（～2017.3）および表(3-1)-1 に
示す担当参事官（企画官）と担当である。 

表(3-1)-1  本課題担当の内閣府参事官（企画官）および担当 

 
 

 JST メンバー；イノベーション拠点推進部(JST 東京別館(東京都千代田区五番町))内に SIP「革新的構造材料」のセクショ
ンを設け、図(3-1)-1 に示すように 18名(内２名は非常勤)の体制とした。PD との意思疎通が図れ、コスト面にも優れ
る執務スペースとして 2016年 7月から東京大学先端科学技術研究センター(東京都目黒区駒場)内に技術主幹を始めと
する 7 名が移動し、ここでは主として個々のテーマの進捗把握・技術支援・運営企画(所謂、サブスタンス担当)を進め、
一方市ヶ谷では JST 職員を始めとする 7 名で、経理や庶務・事務一般(所謂、ロジスティック担当)を分担した。また連
携コーディネータ 4名が四領域の主機関(A領域；東大・柏、B・D領域；NIMS、C 領域；JFCC)に所属して、領域
業務の支援および JST との連携を担った。技術主幹はそれぞれ分担して担当拠点・ユニットを持ち、その技術内容、進
捗状況を把握し、適宜協議し、必要に応じた支援が行えることとした。 
 

 
図(3-1)-1  JST の要員体制 

 

本課題の規模、予算 
 年度毎・領域別経費(内閣府より公表された研究開発計画書から作成)と 2017-18 年度におけるユニット数、参画
機関（民間企業・大学・公的研究機関）数(ユニット参画の延べ数)を表(3-1)-2 に示す。(具体的な参画機関名な
どの詳細については第 2 章参照)。中間評価以降の 2017-18 年度で、ユニット数(概ね研究開発テーマ数に相当)は
34、参画機関延べ数は 142 に達し、本課題に関わる研究者・技術者の総数は千名に近い規模で、地理的には北海
道から鹿児島までの約３０の都道府県に亘る。 
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5年間の予算額の合計は 186億 9,000万円である。これらの投資に見合い、SIP の主意に応じた結果・成果が導
出されるべく、ユニット・機関毎に研究開発の状況・進捗を把握し、適時に適切な支援を図り、知的財産権利化などによ
る基盤整備を進めた上で、学協会および一般への成果の発信を適切に進めることが管理法人としての役割と認識する。 
  

表(3-1)-2  本課題の予算(年度・領域毎)および参画機関数 

   
 
会議体 
 図(3-1)-2に本課題に係る会議体の一覧を示す。内閣府、内閣府と JST間、JSTで設けられる会議に区分される。
これらの基本スタンスを確認しつつ、両者が一体となって運営にあたった。 
内閣府では、推進委員会(年度開始前、年末、中間期)、評価WG、その他（PD連絡会等）の会議によって本課

題が推進される（第 1章(1-1)参照）。 
 

 
図(3-1)-2  会議体 

 
 内閣府と JST との間で、定例的な企画会議、技術会議、全体会議を設けて、本課題の円滑な遂行・運営のために
緊密な連携をもった。 
 企画会議は、内閣府と JST との主要メンバーで毎週開催される。運営として協議される事項を表(3-1)-3 に例示す
る。ここで挙げた事項については、本節以降にその概要を具体的に説明する。それぞれの研究開発の進捗の実態を基に
して、これらの運営課題について企画立案・協議の場とした。 
 技術会議は、企画会議メンバーと連携コーディネータ他とで毎週開催される。全ユニットを対象として、それぞれを担当
する技術主幹および連携コーディネータから、進捗状況や課題などについて情報を共有、協議して適切な支援をタイムリ
ーに対応する。また運営計画(成果の呈示・評価・公表等のスケジュール感)を説明(各領域へ伝達)して遅滞無い運営
を無理なく進めることを目指した(注)。 
 
注）立ち上げ期には領域長(拠点長)との連絡会議などを設けたが、意思疎通が進むに従い、連携コーディネータとの会議を定常的に設定した。早め
に年間のスケジュール感を説明することや、書式の変更などを最低限に抑えるなど、研究開発活動に専念できる環境を整備することを意識した。 
 
 

左は予算額 黒数字は金額(単位；百万円) 
右は 2017,18 年度(中間評価以降)のユニット数、参画機関
数(延べ数)。 茶色数字は比率％。 
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表(3-1)-3  本課題の運営・支援のために企画会議で議論する内容例 

 
 
 また内閣府と JST スタッフ全員が集まる全体会議を毎月開催し、全般的な流れの中での現状を確認し、全員の情報
交換、意思疎通を図る場とした。 
 

JST の主管で運営する会議体には次のようなものがある。 
▷プロジェクト推進会議は、関係府省庁等の職員(実務クラス)を専門委員として、原則として推進会議開催の事前に
会議を開催して、本課題の運営方針、進捗、結果・成果等を説明し、情報・意見交換し、府省連携を深化させることを
目的とするものである。2015年 2月から 2017年 12月までの間に 8回のプロジェクト推進会議を開催して本課題進
捗状況の周知徹底を図った。 
▷国内外の有識者による専門委員会を設けて PD への助言を求めるアドバイザリーボード会議および国際アドバイザリ
ーボード会議については(3-5)および(3-6)節で説明する。 
▷知財委員会については(3-12)節で説明する。 
▷B21／大型鍛造シミュレータが順調に稼働(2016 年度)するに従い、設備の公共性を基にした外部利用の申し入れ
対応や本課題終了後の設備の有効活用を検討する目的で鍛造シミュレータ利用委員会が設置された(2016.12)。
参画機関が B21 の取り組み以外の目的で利用する場合、B21 の目的で B21 に参画していない機関が利用する場
合、およびこれら以外の一般的な利用に分類し、利用のルールや判断に関わるメンバーなどを明確化したものである。
B21 の研究開発を通じて蓄積される知見(シミュレーションソフトや DB などを含む)の活用についても検討に含まれ、研
究拠点としての運用の一つに繋がるべきものである。 
 
 研究開発成果の実用化を進めるために、認証、国際標準化、規制改革についても検討することが内閣府からの要望
事項であった。2015 年 7 月、経済産業省産業技術環境局基準認証政策課による説明「研究開発と標準化につい
て」を基にして、A～C の領域での航空機分野における具体的な開発課題と認証・国際標準化との関係、D 領域に関
連するスマートシティやインダストリー4.0 の取り組みに見られる国際標準化の動向などを調査することによって国際標準
化委員会の設置に向けた検討を進めることとした。その結果、耐熱 CFRP(A03)、耐環境コーティング(C41、42)、
CMC複合材(C46)などでの評価試験方法での国際標準化の検討の可能性を挙げ、CMCについて内閣府から(株)三
菱総合研究所に、研究開発の状況と認証等に関する動向分析を依頼し、2016年 8月に「航空機分野における革新
的構造材料の認証、国際標準化に関する調査、CMC材料について」の報告を受けた。 
 これらの検討を通じて認証や標準化などの重要性、対応の必要性が大学や研究機関にも浸透したと考えている。例え
ば A03／耐熱 CFRP の開発成果の発信は ISO にも向けられる。しかしながら常設の委員会を設置して継続的に活動
するには至らず、必要に応じて前述の企画会議や技術会議で検討することとした。 
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(3-2) 5年間の運営 
 2014～2018年度の 5年間の運営・活動支援について概説する。図(3-2)-1に示すように、立ち上げの２年間、中
間評価の１年間、収穫を目指す２年間に大別することができる。 
 

 
図(3-2)-1  5年間の運営の概観 

 

［実行体制の見直し］ SIP の主意から、今後の発展が期待できる航空機の機体・エンジンに係る構造部材・部品の
市場において、国際的な競争力強化に資する基礎から応用までの研究開発を、産学官の連携・協働で取り組む内容
であり、学として質的な健全性が備わり、産として実用化への道程の確度が高いこと、を要件とする(注)。 
注）研究開発の取組み内容自体を議論するのではなく、SIPの主意との適合性を議論することになる。 

これに照らしてユニット・機関毎の活動内容を精査することを、全期間を通じて継続実施した。例えば図(3-2)-1 に示
すように、2015 年度には目標の確認、相互の認識、協力・関連事項の確認等のためにヒアリング等を三度実施。続く
2016年度にユニット単位(9月)、機関単位(1月)で目標の確認・SIP主意との整合・成果の達成の可能性確認等に
よる後半の２年間に向けたステージゲートとし、2017 年度開始時には指摘事項の検討が充分に行われているかを確認、
2018年度開始時でも成果の達成の確度を確認した上での実施とした。 
 このような取組み内容の精査・検討を通じて、ユニットでの取組み内容だけでなく、体制全般の見直しも進めた。図(3-
2)-2、3 に示すように、開始時から 2017 年度までの間に、ユニットの再編(統廃合)、新設、廃止・完了を進めた。
2014年度に 41ユニットで開始した本課題は、2017年度には 34ユニット（うち 8ユニットはセラミックスコーティングMI
クラスターおよび高分子 MI クラスター）とした。５拠点（革新 CFRP／東大・JAXA拠点、耐熱材料創製／NIMS拠
点、高性能 TiAl／東工大拠点、CMC／JFCC 拠点、MI／東大・NIMS 拠点）、２クラスター、その他の拠点から成
る編成とし、更にはそれらが MI との連携(B-D連携など))を意識して Society5.0 の構築に協力する体制を整えた。 

 
     図(3-2)-2  本課題開始時～終了時に至るユニット体制の変化（A、B領域） 

また今後の継続発展に鑑みて、可能な限り「拠点」への取り込みを目指しての体制整備でもあった。 
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図(3-2)-3  本課題開始時～終了時に至るユニット体制の変化（C、D領域） 

 
［外部専門家による評価］ 新規ユニットの設置やユニットの終了(完了)、および 3 年目の中間評価の実施に際して
は（国内）アドバイザリーボード会議を招集して外部専門家の第三者評価を確認することを併せて実施した。また国際
アドバイザリーボード会議もこれまでに二度開催し、欧米の専門家による意見聴取を実施した。これら国内外のアドバイザ
による検討結果の詳細は(3-5)、(3-6)節にて詳述する。 
  
［予算］ 以上の研究開発内容の精査と並行した予算配賦を実施した。即ち、立ち上げ期にあっては研究開発遂行
の基盤となるハードやソフトの設置・整備である。一例を挙げると、A 領域におけるプリプレグ作製装置、ドライファイバー自
動配置装置、オートクレーブ、その他材料特性を取得する測定機器や解析のためのソフトウェアなど。B 領域では 1,500
㌧鍛造シミュレータを始めとして周辺装置や解析ソフト、レーザメタルデポジション装置や射出成形機、軟 X 線分光器搭
載電子プローブマイクロアナライザ、三次元組織加工解析システム、CCIM パイロット設備など。C 領域では電子ビーム
PVD 成膜装置を始めとする EBC 形成装置、高領域高分解能 X 線非破壊検査装置など。また D 領域先端計測の
分野での放射光 XAFS-CT設備等々である。 
 これに続いて D 領域 MI の分野で取り組むべき課題・システムの全体像が具体化されたことによって、これを立ち上げる
ためのシステムや要員に重点投資した。これによってα版という「MI とはどのようなものか」をデモンストレーションできるシステ
ムを早期(2016年末)に立ち上げることを可能として、MI の開発を促進した。 
 収穫期の時期においては原則として新規の設備購入などを認めず、これまでに整備したハード・ソフトを基に、実用化に
繋がり得る大型(実大)部材を作製して代表的な性能を実証することに重点化した(第２章のユニットの成果物を確認
願いたい)。 
 全期間を通じて、特に大学や研究機関で、若手の特任助教らによる熱意ある研究開発の支援を重視した。これらの
若手研究者個々人の研究内容を確認すると共に、研究費(人件費)の着実な確保に努めた。また事務局経費としては
これらの評価関連会議費や成果報告会等の広報関連、および実行側で開催される研究会への出張費などである。可
能な限り研究開発の進捗状況や経費の把握をして、必要なタイミングに必要な支援が行えるように努めた。 
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(3-2) 5年間の運営 
 2014～2018年度の 5年間の運営・活動支援について概説する。図(3-2)-1に示すように、立ち上げの２年間、中
間評価の１年間、収穫を目指す２年間に大別することができる。 
 

 
図(3-2)-1  5年間の運営の概観 
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能な限り研究開発の進捗状況や経費の把握をして、必要なタイミングに必要な支援が行えるように努めた。 
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 (3-3) 各年度の運営 
 各年度の運営の概要を図(3-3)-1 に示す。自己点検から次年度予算令達までの時期を主にする。自己点検報告
作成のため、3／四半期に研究開発成果と次年度計画(素案)を各ユニットに求め、アドバイザリーボード会議(外部有
識者からの意見照会)、プロジェクト推進会議(関連省庁の実務メンバーへの成果説明・協議)を JST主催で実施し、推
進委員会、評価WGへの対応を内閣府と連携して行う。これと並行して次年度計画・予算計画について協議・検討し、
内閣府からの予算令達を受けて最終調整し、次年度の研究開発実施計画書を 4／四半期末までに求める。また同時
期に研究開発成果等報告書の提出、年度末の経費確定の後、可能な限り速やかに経理報告の提出を求めた。年度
末～年度初めの時期に報告書と計画書を確認した後は、研究開発の支援を担う。開発実行側にもこれらの流れと具
体的な日程をできる限り迅速に伝えて研究開発の実施元と支援・運営側との緊密な連携の実現を図った。 
 

 
図(3-3)-1  各年度の支援・運営の流れ概要 

 

 「研究開発実施計画書」および「研究開発成果等報告書」の目次構成の概要を図(3-3)-2 に示す。最新の国際ベ
ンチマーキングを踏まえて研究開発の背景、目的・目標、意義を設定し、目標を達成するための課題と方策、分担・体
制、および(各機関または課題毎に)具体的な取り組み、また報告書では得られた成果を説明する。これらの基本形をで
きる限り変更せず、新たな情勢変化や指摘事項等に応じて加筆修正し、実行・管理双方の理解・意思疎通と負担軽
減を意識した書式とした。尚、これらの文書は非公開であるが、照会請求を受けた対応として公開可能な項を併記する。  
 

               
 

 

図(3-3)-2  研究開発実施計画書(左)および研究開発成果等報告書(右)の構成概要 
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(3-4) ピアレビュー；実施内容に対するチェック・評価 
運営管理側として進めた、実施内容に対するチェック・評価について概説する。ピアレビューという言葉を用いたが、狭

義には学(研究機関)が取り組む事項に対して学術としての健全性(質、仮定等の適切さ、計測やシミュレーション手法の
正確さ・先進性)を確認する事と言えるが、広義には企業側の取り組みに対して高い競争力を有して実用に繋がる確度
の高い可能性を有するものであるか、それが 2020～30年代に実現できるか等の視点からの確認も含まれる(注)。 
注）SIP の主意である出口・実用化に繋がるか、を重視する。「・・と・・との関係」、「・・のメカニズム」等を主たる目標にすることは SIP の主意ではない
と判断。また材料の開発だけでは実用には遠いことから、プロセスや品質安定を含めて具体的なモノの実現を目指すもの、また本期間中に基礎的な段
階から実用化に向けて着実にステップアップできる課題とした。また管理運営側として、着実な成果の達成を支援する役割も、当然ながら併せ持つ。 
 

 研究開発の計画～成果を見守る体制の
概略を図(3-4)-1 に示す。実行元(ユニッ
ト・拠点)と連携コーディネータ・技術主幹と
の関係をーで示す。日常的には、技術会
議(毎週)にて、進捗状況や課題事項の確
認、経費、知財権、成果の公表、若手人
材の育成(注)、運営スケジュールとの整合
等々の点から情報交換・協議する。随時
必要に応じて実行元との面談等も実施した。 
注）約 30名の若手(35歳以下)研究者について、 
計画書・報告書の呈示を始めとして育成を見守っている。 

 
５年間を通じ、マイルストーンとなった評価に関連した行事を以下に概説する（図(3-2)-1参照）。総じて、かなり高

い頻度で「ピアレビュー」を実施し、大きな見直しを含めた修正を行うというダイナミックな運営であったといえる。これらを通
じて運営側と実行側とで一体となった課題遂行に繋がったと考える。尚、(国際ベンチマーキングによる背景･･目標・・課
題・・分担・・方策・・これまでの／新しい成果・・出口・・という)説明の求め方は基本的には不変とした。 
 2015 年度は立ち上げ後の整備期と位置付けられる。6 月 3 日にユニット毎の取り組みを相互に説明して関係者全
員で確認・意見交換する場、9月 11、18日に企業からの説明を受けて実用化に繋がるものか確認(go/stop判断)、
11 月 10、20 日にユニット代表者から運営・成果に係る確認の場を設けた。これらの結果から特に共通基盤技術の再
編などが進められた(図(3-2)-2、-3 参照)。尚、廃止や新規参画、規模の大きな再編を検討する場合、アドバイザリー
ボード会議を招集して外部有識者のコメントを求めて PDに提言した。［A05を A04に統合しA領域の基盤技術として位置付け、
A06 を D66 に統合して先端計測として A、B、C領域での基盤技術として位置付け、フィージビリティスタディとして実施した B28の廃止、および D68
～D73 の取り組みを、新規参画を含めて高分子とセラミックスコーティングを対象とするマテリアルズインテグレーションを基とする取り組みへの再編］ 
 

 2016年度は中間評価として重要な期間である。9月 5、14、20日にユニット評価会(全てのユニットについて充分な
時間をかけて進捗や成果予測の実態を詳細にヒアリング)、これに続いて 2017年 1月 12､13､18､19日に機関評価
会(参画する 158の機関と個別協議) を行った。アドバイザ各位にも出席戴き、充分な議論を行った。これらの結果、研
究開発活動の終了を含み、計画の見直し要請などの評価結果とし、ユニットおよび各機関に伝達し、3 年目のステージ
ゲートとした。これらを反映して 4年目の計画を策定した。また所定の成果を確認して５ユニットが完了(卒業)となった。 

 

2017 年度の初め(4 月 7、11、13、14、18、25 日)にユニット面談を設定し、中間評価で受けた指摘事項等がど
のように研究開発計画に反映され、後半に向けた課題や計画を確認、活動の開始とした。 
 

 2018年度の初め(4月 10、17、24日、5月 8、15、22日)にも、全ユニットとの面談を実施して、最終年度のスケ
ジュール感と予測される(約束できる)成果の確認を実施した。 
 

  

 
図(3-4)-1  研究開発の計画・実行・成果を見守る体制の概要 
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ンチマーキングを踏まえて研究開発の背景、目的・目標、意義を設定し、目標を達成するための課題と方策、分担・体
制、および(各機関または課題毎に)具体的な取り組み、また報告書では得られた成果を説明する。これらの基本形をで
きる限り変更せず、新たな情勢変化や指摘事項等に応じて加筆修正し、実行・管理双方の理解・意思疎通と負担軽
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図(3-3)-2  研究開発実施計画書(左)および研究開発成果等報告書(右)の構成概要 
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(3-4) ピアレビュー；実施内容に対するチェック・評価 
運営管理側として進めた、実施内容に対するチェック・評価について概説する。ピアレビューという言葉を用いたが、狭

義には学(研究機関)が取り組む事項に対して学術としての健全性(質、仮定等の適切さ、計測やシミュレーション手法の
正確さ・先進性)を確認する事と言えるが、広義には企業側の取り組みに対して高い競争力を有して実用に繋がる確度
の高い可能性を有するものであるか、それが 2020～30年代に実現できるか等の視点からの確認も含まれる(注)。 
注）SIP の主意である出口・実用化に繋がるか、を重視する。「・・と・・との関係」、「・・のメカニズム」等を主たる目標にすることは SIP の主意ではない
と判断。また材料の開発だけでは実用には遠いことから、プロセスや品質安定を含めて具体的なモノの実現を目指すもの、また本期間中に基礎的な段
階から実用化に向けて着実にステップアップできる課題とした。また管理運営側として、着実な成果の達成を支援する役割も、当然ながら併せ持つ。 
 

 研究開発の計画～成果を見守る体制の
概略を図(3-4)-1 に示す。実行元(ユニッ
ト・拠点)と連携コーディネータ・技術主幹と
の関係をーで示す。日常的には、技術会
議(毎週)にて、進捗状況や課題事項の確
認、経費、知財権、成果の公表、若手人
材の育成(注)、運営スケジュールとの整合
等々の点から情報交換・協議する。随時
必要に応じて実行元との面談等も実施した。 
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５年間を通じ、マイルストーンとなった評価に関連した行事を以下に概説する（図(3-2)-1参照）。総じて、かなり高

い頻度で「ピアレビュー」を実施し、大きな見直しを含めた修正を行うというダイナミックな運営であったといえる。これらを通
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時間をかけて進捗や成果予測の実態を詳細にヒアリング)、これに続いて 2017年 1月 12､13､18､19日に機関評価
会(参画する 158の機関と個別協議) を行った。アドバイザ各位にも出席戴き、充分な議論を行った。これらの結果、研
究開発活動の終了を含み、計画の見直し要請などの評価結果とし、ユニットおよび各機関に伝達し、3 年目のステージ
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2017 年度の初め(4 月 7、11、13、14、18、25 日)にユニット面談を設定し、中間評価で受けた指摘事項等がど
のように研究開発計画に反映され、後半に向けた課題や計画を確認、活動の開始とした。 
 

 2018年度の初め(4月 10、17、24日、5月 8、15、22日)にも、全ユニットとの面談を実施して、最終年度のスケ
ジュール感と予測される(約束できる)成果の確認を実施した。 
 

  

 
図(3-4)-1  研究開発の計画・実行・成果を見守る体制の概要 
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 (3-5) アドバイザリーボード 
 アドバイザリーボードの専門委員一覧を表(3-5)-1 に示す。12名の専門家に依頼した。 
 

表(3-5)-1 アドバイザリーボード専門委員(敬称略) 
小豆島 明 横浜国立大学 名誉教授 
岩田 修一 事業構想大学院大学 副学長・教授 
河野 佳織 新日鉄住金(株) 技術開発本部フェロー 
菊池 武雄 全日本空輸(株) 整備センター技術部部長 
岸 肇 兵庫県立大学大学院 教授  
岸本 喜久夫 東京工業大学 教授 
北川 正樹 国立研究開発法人NIMS名誉顧問 
北田 裕一 日本航空(株) 整備本部副本部長 
佐藤 英一 国立研究開発法人 JAXA宇宙科学研究所 教授 
野田 克敏 トヨタ自動車(株)材料技術統括室 主査 
丸山 公一 東北大学 名誉教授 
吉田 愼一 三菱重工業(株) 元顧問 

 

PD が議長となり、専門委員と共にアドバイザリーボード会議を開催する。以下の事項について審議し、PD に対して専門
家・第三者としての立場から助言を行うことを目的とする。 
 (1) 年度毎の研究開発課題および自己点検に対して、 
 (2) 研究開発課題のヒアリングに対して、（特に、途中に新規採択、および中止とする研究開発課題に係る審議） 
 (3) 中間評価、事後評価に対して。 
  

［実施実績］ 
 (1)のために６度のアドバイザリーボード会議を開催した［2015 年 2 月 4 日、2015 年 4 月 23 日(臨時)、2015
年 11月 27日、2016年 11月 30日、2017年 12月 1日、および 2018年 10月 5日］。実施される研究開
発課題毎について専門家としての意見を頂くに加えて、内閣府の PD 自己点検に示される項目に応じた意見も頂いた。
頂いた意見は抜粋・整理・集約の後、PD自己点検に記載した。 
 

 (2)のために３度のアドバイザリーボード会議を実施した。 
2015年 11月 27日：後に A11 となる CFRP を機体主構造に利用する研究開発の取り組みの是非について。 
2016年 3月 29日 ：それまでフィージビリティスタディとして実施した B28（Mg合金）継続の是非について。 
2016年 7月 26日 ：後に C46 となる CMC への新たな研究開発の取り組みの是非について。 
 

 (3)に係るものとして中間評価の時期、前節で述べたユニット評価会(2016年 9月 5日、14日、20日)と機関評価
会(2017年 1月 12日、13日、18日、19日)、および 2018年 10月 5日に実施した自己点検のためのアドバイ
ザリーボード会議は最終成果評価を兼ねる場として位置付けた。 
 

 いずれの場合でも、その場で忌憚の無いコメントを頂くと共に、後日の回収でコメントや評点を頂くこととした。例えばユニ
ット評価会の場合、体制、進め方、結果・成果の点から目標達成に向けた進捗に関し、先進度、実用化の可能性、国
際的な位置付けの点から予想される成果に関しコメントを頂くと共に、評点も頂いた。ユニット側からの説明資料と併せて
これらの評価結果を「ユニット活動成果に対する評価実施報告書」（377頁、非公開）として PD に提出した。 
 

 その他にも JST が主催するシンポジウムや次節の国際アドバイザリーボード会議等への出席など、高い頻度で対応して
戴いた。関連技術や国際的な情勢等を自主的に確認頂き、大変に失礼な言い方になりますが、回を重ねる度により意
味の深い有益なコメントを頂くことになった。また技術的のみならず、国のプロジェクトに係る事項にも言及して戴いている。
これらの有効活用を図らねばならないと思慮している。 
  

233 
 

 (3-6) 国際アドバイザリーボード 
 表(3-6)-1 に示す 11名の欧米での有識者各位に国際アドバイザリーボードの専門委員に着任頂いた。 
 

表(3-6)-1 アドバイザリーボード専門委員(敬称略) 
Prof. Marcel Van de Voorde ［オランダ］ デルフト工科大名誉教授 
Prof. Thomas Böllinghaus ［ドイツ］ BAM（連邦材料試験研究所）副理事長 
Dr. Anssi Laukkanen ［フィンランド］ VTT （State Technical Research Centre of Finland）主幹研究員 
Prof. Kevin Potter ［イギリス］ ブリストル大学、Advanced Composites Centre for Innovation and 

Science, NCC, National Composites Centre航空工学科、教授 
Prof. Louis Schlapbach ［スイス］ EMPA（Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 

Technology スイス連邦材料研究所）前理事長 
Prof. Peter Voorhees ［アメリカ］ ノースウェスタン大学 Materials Science & Engineering, Engineering 

Science & Applied Mathematics, McCormick School of Engineering,教授 
Dr. James Warren ［アメリカ］ NIST(National Institute of Standards and Technology：アメリカ国立標

準技術研究所）Material Measurement Laboratory(マテリアルズゲノムイノシアチブ担当)、
Technical Program Director 

Dr. Yutai Katoh ［アメリカ］ オークリッジ国立研究所 Group Leader 
Prof. Remko Akkerman ［オランダ］ トゥウェンテ大学 Engineering Technology, Professor 
Prof. François Mudry ［フランス］ Instituts de Recherche Technologiques(技術研究所), Former 

President 
Prof. Sabine Denis ［フランス］ ロレーヌ大学 Materials and Metallurgy, Professor 

 
本課題の対象である航空機の分野は変化の激しい欧米の技術動向を継続的・多面的に検証する必要がある。またマ
テリアルズインテグレーション構築についても、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、情報の注視
と意見交換が不可欠である。欧米の専門家から助言を得ることに加えて、彼らに本課題での取り組みを発信してプレゼン
スを高めることが、国際アドバイザリーボード会議を開催する主意である。 
 
これまでに以下の開催実績がある。関連情報の送付や技術主幹による訪問・説明を事前に行うことによって理解を深

めた上で、国際アドバイザリーボード会議を開催した。 
 
2016年 3月 2-3日 国際文化会館(東京、麻布十番) 
 前半は国際シンポジウムと位置付けて 6名のアドバイザから欧
米での技術動向の説明を頂いた(参加者数約 170 名)。その
後研究開発者 8名(A領域、B領域(鍛造)、B領域(TiAl)、
C 領域、D 領域(MI、溶接シミュレーション、チタン MI、先端計
測))から、取り組みの目的・目標、実施方策、研究開発内容
を説明してアドバイザ各位と意見交換した。 
 SIP終了後を含めた実用化を見据えた産学連携の計画の重
要性／シミュレーションの積極活用や先進的な計測技術活用
の重要性／オープンな意見交換の場を構築するための基盤整 
備(知財や契約)の重要性／公的研究機関での比較的大型設備を核とする人(若手研究者)や知識の交流が継続的
に発展する拠点形成の重要性／A～C 領域での取り組みとマテリアルズインテグレーションとの連携強化、等々の有意義
な助言を頂いた。 
 これらの結果は研究開発側のみならず、内閣府・JST にとっても有用なものであり、真摯に受け止めその後の運営に反
映させた。また 2016 年 6 月 28 日に岸 PD によるベルリンへの訪問時にアドバイザ各位に参集頂き、総括会合を実施
した。 
  

 
図(3-6)-1 第一回国際 AB会議 
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2016年 3月 2-3日 国際文化会館(東京、麻布十番) 
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2018年 1月 30-31日 国際文化会館(東京、麻布十番) 
 第一回目の国際 AB 会議は本格稼働の直後の時期に
実施されたことから、計画に対する助言としての位置付け
であった。これに対して中間評価を終えて最終年度を迎え
ようとするこのタイミングでは、全 34 ユニットの研究開発の
取り組み内容を具体的に説明して、協議した。 
 ハードなスケジュールながら、各ユニットの代表者から「背
景・目的・開発目標」、「体制・進め方」、「これまでの成
果」、「今後の課題・2018年度実施計画」、「期待される
アウトカム」の区分で説明し、議論した。 
 それぞれの区分毎へのコメント、可能な範囲での関連情報の提供、および全般としての評点を頂くことに加えて、それぞ
れの専門分野についてはフリーフォーマットでコメントを頂いた。研究開発の実行側にこれらの結果を伝え、必要に応じて
理解を深めるための追加情報提供などを含めて、得られた助言の有効活用を図った。 
 
尚、これらに先立ち、本課題立ち上げ直後の 2015 年 2 月 26-27 日に「国際シンポジウム」として国際文化会館

(東京、麻布十番)にて、主要な取り組み内容と表(3-6)-1 に示すメンバーの一部による欧米での関連研究開発活動と
を相互に紹介する場を設け、交流を深めた。 
また本課題完了に伴う第三回の会合を 2019年 2月にフランス／パリにて実施することを計画している。 

  
 
(3-7) 国際的なアウトリーチ活動 
 前節の取り組みは、欧米の有識者に本課題の取り組みを理解して頂くことにおいても有用である。これに加えて岸 PD
が 2015 年 9 月に外務省参与(外務大臣科学技術顧問)に就かれ、「各国の科学技術顧問・科学技術分野の関係
者との連携強化を図る」という主旨に応じて、本課題その他の取り組みを説明・話題提供することを積極的に実施した。
内閣府-外務省による科学技術発信キャラバンとして実施した一覧を表(3-7)-1 に示す。 
 

表(3-7)-1  科学技術発信キャラバンの実施実績 
2016年 06月 28日 ドイツ［ベルリン］ 
      10月 16～22日  オーストリア［ウィーン］、フランス［パリ］、イギリス［ロンドン］ 
2017年 02月 27～3月 4日  インドネシア［ジャカルタ、バンドン］ 
      06月 19～17日  タイ［バンコク］ 
      09月 11～13日  オランダ［エンスヘーデ、ハーグ］ 
2018年 01月 15～16日  マレーシア［クアラルンプール］ 
      04月 10日  ブラジル［サンパウロ］ 
      05月 24～26日  ロシア［サンクトペテルブルク］ 
      11月 14～16日  カタール［ドーハ］ 

 
 工業材料の分野におけるわが国の技術は国際的にもそのプレゼンスが大きい。先進国、新興国、途上国の政府・公的
機関関係者や主要大学で、話題提供・情報交換を進めることにより、科学技術外交を具体的に検討することに貢献す
ると考えている。 
 実施に際して各国に在する日本大使館を始めとする政府関係機関には多大なるご協力を頂きましたことを感謝します。 
 この他にもWMRIF（World Materials Research Institute Forum; 世界材料研究所フォーラム、わが国では
NIMS や AIST が参画）でも MI を始めとする本課題の活動を紹介し、協議を行った（2016 年 11 月 6～10 日、
若手ワークショップの開催、つくば）。 
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 (3-8) TRL（技術成熟度）の導入；技術の到達段階への認識の共有 
 SIP の特徴として挙げられる「基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫」、「産学官連携」での推進を実
現する一つの策として TRL(Technology Readiness Levels；技術成熟度)を導入した。 TRL は 1980 年代に
NASA が開発の進展度を定量化するために設定した概念である（図(3-8)-1 参照）。他の分野でこの概念が使用さ
れるのに伴い、例えば製造プロセス技術に対しては MRL(Manufacturing Readiness Levels)なども提案された。 
注）例えば自動車の予防安全技術の開発の場合、技術の成熟度と、その技術が社会で受容されるかということは、別の観点からの議論が必要となる
ので単純では無いという意見もある。基礎研究～開発～事業化～産業化の間には「魔の川」・「死の谷」・「ダーウィンの海」などの障壁がある、MOT が
重要などの考え方もあった。概して大学の基礎研究は TRL 3程度まで、とも言われる。 
 

   
   図(3-8)-1  TRL の定義 （NASA および JAXA） 
 

 運営で明確な TRLの定義付けは行わなかったが、概ね表(3-8)-1 に示すものと言える。これに概ね従って TRL5 を目
指すことを一つの目安とした。企業の技術開発部門が目指す目標に近いものであり、今後の事業化へ移行する判断の
手前に近いと想定する(注)。      注）事業化へのハードルの認識の相違から、TRL4（またはそれ以下）と表現する企業もある。 
 

表(3-8)-1  TRL の概念整理（NASA や経産省産業構造審議会の資料等を参考に作成） 

   
 

  TRL の概念を本課題に導入することで、「現在はどの段階にあり、この段階では何を明らかにし、次には何を準備せね
ばならないか」等の実用化に向けた統一的な共通の尺度が産学間に生まれたと考える。また運営側にとっても樹脂複合
材、金属、セラミックス、材料・情報科学などの異なるタイプの研究や技術であっても研究開発のフェースを客観的にチェッ
クすることが可能となった。例えば表(3-8)-2 に示すような工程表によって説明した。 
 

表(3-8)-2  TRL によって開始時点、中間評価時、最終時を説明した工程表(推進委員会資料から抜粋) 
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(3-9) コ・リーダー制の導入；実用化と研究拠点形成の双方を目指して 
前節に続き、SIP の主意を実現する策の一つとして領域、拠点、ユニットに産学両代表制、所謂コ・リーダー制を

2017年度の開始時点から導入した。 
図(3-2)-1、-2（または第 2章の各領域総括の項）に実施体制を示した。参画機関名の赤字で示されるのが企業

である。原則として全てのユニットは産（企業）と学（大学・公的研究機関）から構成される(注 1)。2017 年 3 月まで
は発足時の提案責任者が研究責任者（ユニット代表者）として主導（研究開発活動の取り纏め、計画策定など）し
てきたが、中間評価の時期を過ぎ、企業にて確度の高い実用化を目指す（注 2）と共に、大学・研究機関では研究基
盤の整備・情報等のアーカイブなどの持続的な発展策の計画・実行を進める必要があることから、両者から代表者を
選定し、それぞれの目的に対して調和のとれた研究開発計画の策定・実施が実現されることとした。 
産と学とは、それぞれのミッションが異なるものであり、内部での評価システムもまた異なる。両者が目的を共有して協働

することで、同質化するのではなく、それぞれの役割を明確に意識して、学術の発展、技術・競争力の発展・強化、教
育・人材の育成などのそれぞれの向上に繋がるように計画立案・実行を目指すための体制整備といえる。 

 

注 1）A04 は A01、02、03、11 の基盤として機能、B24 は B21 の基盤、D65 は関連する溶接学会内に実用化検証のための企業メンバーが参
画する委員会を設置、D66 は本課題内の多数のユニット・企業と連携して計測を分担、D67 は B21 や MI と連携して分担。また B29～B31 は目
的を共有して共同開発。 
注 2）企業の研究開発部門で進められる研究開発の全てが実用化・事業化に繋がるものではないことから、企業メンバーに実用化・事業化の責任を
求めるものではない。可能な限り高い確度で実用化・事業化に繋がるような方策に基づいた実施計画・実行を求めるものである。 

 
 
尚、「走りながら、実施体制を都度見直してきた」ことから、例えば日常的な運営の実態と契約等の書面上の表現との

乖離の修正が難しくなってしまったことは反省点として挙げておかねばならない。以下のような事例を挙げることができる。 
・図(3-9)-1 に例示するように文書上は「研究開発課題」、「ユニット名」であり、日常的な領域、拠点、ユニットの名
称および研究開発課題の名称の定義が不明確となった。 

 
   図(3-9)-1  研究開発課題とユニット名（一部抜粋） 

   

 
 
 ・書類上、上表の「研究開発課題」の責任者を研究責任者、これが属する機関を代表研究開発機関、研究開発課
題を推進する（参画機関）を共同研究開発機関、ここの代表者を主たる共同研究者、JST との契約書面での研
究の責任者を研究担当者、等々の契約・書面上の記載と実態との乖離を修正することができず、混乱の一因となり、
反省材料である。 
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(3-10) 研究拠点の形成 
 実用化・事業化に係る結果・成果が重視される取り組み
であるが、加えて大学・公的研究機関のミッションとしての拠
点形成・人材育成の必要性を岸 PD は当初から説明され
てきた。 
例えば図(3-10)-1は2016年度の推進委員会で説明

した資料の一部である。本課題で取り組む核となる技術をコ
ア・コンピタンスとし、ネットワークやアーカイブの充実を含め、
研究開発の自律的な継続発展に繋がるようなCOEを目指
すことが必要と説明した。これらのために予算的な配慮も併
せて実施してきた。どのような拠点を創るのか、については拠
点長各位に委ねられる。以下に、現時点での拠点構想の
概要を紹介する。 
 
A領域（JAXA、CFRP）： JAXA航空技術部門を CFRP関係の研究拠点と定め、SIP研究で得られた成果のア
ーカイブ化に取り組んでいる。当該部門には従来からCFRP関係の材料データベースシステムがあり、日本中の航空機用
複合材研究者が活用しているが、SIP 研究で得られた成果(材料データ、ソフトウェア、試験法など)の主要なものを、こ
の材料データベースに組み込みつつある。また当外部門の構造・複合材技術研究ユニットに「外部連携・SIP研究拠点」
(常勤招聘職員 1、非常勤招聘職員２)を設けて、JAXA 研究者との連携を図っている。この体制を SIP 終了後も継
続し、JAXA の研究機能と外部連携機能(ハブ機能)を持つ研究拠点組織として維持する計画である。 
 
B 領域(NIMS、鍛造)： 1500 トン鍛造シミュレータを管理する NIMS 鍛造プラットフォームを中心として、NIMS 研
究者が、SIP期中に得られた塑性加工および材料(Ti合金およびNi基合金)データベースの整備を進めている。加工中
の素材流動理解に欠かせない真ひずみ、真応力、素材と冶具境界の摩擦、熱伝導を中心に、金属冶金の学理面につ
いては東大、東京電機大、岐阜大、香川大、名大の協力を得ている。また蓄積されたこれらのデータベースから導き出さ
れた組織・材質予測モデルをコード化し、世界的に広く利用されている塑性加工シミュレーションツールのユーザーサブルー
チンとして、各機能の統合化を進めている。SIP 以降においても、これらの成果を離散させることなく維持・発展させ、わが
国から広く世界に普及させることが、成果のアーカイブ化の要であり、今後も SIP 参画メンバーが利用しやすい、鍛造シミ
ュレータおよび予測ツールのハード・ソフト両面からの研究支援を NIMS が担っていく。また NIMS自身も、この取り組みを
通じて得た耐熱合金の塑性加工に係る基盤技術の発展に努めていく。 
 
B 領域(東工大、TiAl 金属間化合物)： 当拠点の研究開発
責任者である東工大竹山教授の提案に基づいて東工大(研究・
産学連携本部)に JET(Jet Engine Triangles)という組織が
2016 年度に設置された(図(3-10)-2)。これは学内金属分野
の全教員が参画して耐熱金属材料をコア・コンピタンスとして、ジェ
ットエンジンを主対象とした開発を産学連携で進めるためのプラッ
トフォームである。この場を活用して例えばオープン・ポッシビリティ・
セミナー (学のシーズ提案や企業の現状説明)を開催し、必要に
応じてクローズドな場で企業側のニーズとのマッチングを行って共同
研究開発等へ繋げることを目指す。現行の B29～31 の神鋼・
IHI との共同開発に関しても、この JET の場での個別研究開発
として実用化を目途とした具体的な開発が進められる。         
 

 
図(3-10)-1 拠点形成 

(2016年 12月の推進委員会資料から抜粋) 

 
図(3-10)-2 東工大 JET 
(http://www.mtl.titech.ac.jp/cat10/detail̲292.html) 
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(3-9) コ・リーダー制の導入；実用化と研究拠点形成の双方を目指して 
前節に続き、SIP の主意を実現する策の一つとして領域、拠点、ユニットに産学両代表制、所謂コ・リーダー制を

2017年度の開始時点から導入した。 
図(3-2)-1、-2（または第 2章の各領域総括の項）に実施体制を示した。参画機関名の赤字で示されるのが企業

である。原則として全てのユニットは産（企業）と学（大学・公的研究機関）から構成される(注 1)。2017 年 3 月まで
は発足時の提案責任者が研究責任者（ユニット代表者）として主導（研究開発活動の取り纏め、計画策定など）し
てきたが、中間評価の時期を過ぎ、企業にて確度の高い実用化を目指す（注 2）と共に、大学・研究機関では研究基
盤の整備・情報等のアーカイブなどの持続的な発展策の計画・実行を進める必要があることから、両者から代表者を
選定し、それぞれの目的に対して調和のとれた研究開発計画の策定・実施が実現されることとした。 
産と学とは、それぞれのミッションが異なるものであり、内部での評価システムもまた異なる。両者が目的を共有して協働

することで、同質化するのではなく、それぞれの役割を明確に意識して、学術の発展、技術・競争力の発展・強化、教
育・人材の育成などのそれぞれの向上に繋がるように計画立案・実行を目指すための体制整備といえる。 

 

注 1）A04 は A01、02、03、11 の基盤として機能、B24 は B21 の基盤、D65 は関連する溶接学会内に実用化検証のための企業メンバーが参
画する委員会を設置、D66 は本課題内の多数のユニット・企業と連携して計測を分担、D67 は B21 や MI と連携して分担。また B29～B31 は目
的を共有して共同開発。 
注 2）企業の研究開発部門で進められる研究開発の全てが実用化・事業化に繋がるものではないことから、企業メンバーに実用化・事業化の責任を
求めるものではない。可能な限り高い確度で実用化・事業化に繋がるような方策に基づいた実施計画・実行を求めるものである。 

 
 
尚、「走りながら、実施体制を都度見直してきた」ことから、例えば日常的な運営の実態と契約等の書面上の表現との

乖離の修正が難しくなってしまったことは反省点として挙げておかねばならない。以下のような事例を挙げることができる。 
・図(3-9)-1 に例示するように文書上は「研究開発課題」、「ユニット名」であり、日常的な領域、拠点、ユニットの名
称および研究開発課題の名称の定義が不明確となった。 

 
   図(3-9)-1  研究開発課題とユニット名（一部抜粋） 

   

 
 
 ・書類上、上表の「研究開発課題」の責任者を研究責任者、これが属する機関を代表研究開発機関、研究開発課
題を推進する（参画機関）を共同研究開発機関、ここの代表者を主たる共同研究者、JST との契約書面での研
究の責任者を研究担当者、等々の契約・書面上の記載と実態との乖離を修正することができず、混乱の一因となり、
反省材料である。 
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(3-10) 研究拠点の形成 
 実用化・事業化に係る結果・成果が重視される取り組み
であるが、加えて大学・公的研究機関のミッションとしての拠
点形成・人材育成の必要性を岸 PD は当初から説明され
てきた。 
例えば図(3-10)-1は2016年度の推進委員会で説明

した資料の一部である。本課題で取り組む核となる技術をコ
ア・コンピタンスとし、ネットワークやアーカイブの充実を含め、
研究開発の自律的な継続発展に繋がるようなCOEを目指
すことが必要と説明した。これらのために予算的な配慮も併
せて実施してきた。どのような拠点を創るのか、については拠
点長各位に委ねられる。以下に、現時点での拠点構想の
概要を紹介する。 
 
A領域（JAXA、CFRP）： JAXA航空技術部門を CFRP関係の研究拠点と定め、SIP研究で得られた成果のア
ーカイブ化に取り組んでいる。当該部門には従来からCFRP関係の材料データベースシステムがあり、日本中の航空機用
複合材研究者が活用しているが、SIP 研究で得られた成果(材料データ、ソフトウェア、試験法など)の主要なものを、こ
の材料データベースに組み込みつつある。また当外部門の構造・複合材技術研究ユニットに「外部連携・SIP研究拠点」
(常勤招聘職員 1、非常勤招聘職員２)を設けて、JAXA 研究者との連携を図っている。この体制を SIP 終了後も継
続し、JAXA の研究機能と外部連携機能(ハブ機能)を持つ研究拠点組織として維持する計画である。 
 
B 領域(NIMS、鍛造)： 1500 トン鍛造シミュレータを管理する NIMS 鍛造プラットフォームを中心として、NIMS 研
究者が、SIP期中に得られた塑性加工および材料(Ti合金およびNi基合金)データベースの整備を進めている。加工中
の素材流動理解に欠かせない真ひずみ、真応力、素材と冶具境界の摩擦、熱伝導を中心に、金属冶金の学理面につ
いては東大、東京電機大、岐阜大、香川大、名大の協力を得ている。また蓄積されたこれらのデータベースから導き出さ
れた組織・材質予測モデルをコード化し、世界的に広く利用されている塑性加工シミュレーションツールのユーザーサブルー
チンとして、各機能の統合化を進めている。SIP 以降においても、これらの成果を離散させることなく維持・発展させ、わが
国から広く世界に普及させることが、成果のアーカイブ化の要であり、今後も SIP 参画メンバーが利用しやすい、鍛造シミ
ュレータおよび予測ツールのハード・ソフト両面からの研究支援を NIMS が担っていく。また NIMS自身も、この取り組みを
通じて得た耐熱合金の塑性加工に係る基盤技術の発展に努めていく。 
 
B 領域(東工大、TiAl 金属間化合物)： 当拠点の研究開発
責任者である東工大竹山教授の提案に基づいて東工大(研究・
産学連携本部)に JET(Jet Engine Triangles)という組織が
2016 年度に設置された(図(3-10)-2)。これは学内金属分野
の全教員が参画して耐熱金属材料をコア・コンピタンスとして、ジェ
ットエンジンを主対象とした開発を産学連携で進めるためのプラッ
トフォームである。この場を活用して例えばオープン・ポッシビリティ・
セミナー (学のシーズ提案や企業の現状説明)を開催し、必要に
応じてクローズドな場で企業側のニーズとのマッチングを行って共同
研究開発等へ繋げることを目指す。現行の B29～31 の神鋼・
IHI との共同開発に関しても、この JET の場での個別研究開発
として実用化を目途とした具体的な開発が進められる。         
 

 
図(3-10)-1 拠点形成 

(2016年 12月の推進委員会資料から抜粋) 

 
図(3-10)-2 東工大 JET 
(http://www.mtl.titech.ac.jp/cat10/detail̲292.html) 
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C 領域(JFCC、EBC)： 一般財団法人ファインセラミックスセンターの材料技術研究所(名古屋市)に、ユニット C41-
42 の関係機関および今後産業化を目指す機関の実用化・実証研究を支援する目的で、コーティングに関する研究開
発拠点を設置する予定である。そこでは下記の、共通基盤技術の高度化とものづくりの強化が大きな課題となる。 
(1) 健全性・信頼性評価に関する共通基盤技術の高度化 【オープン課題⇒コーティングに関する技術基盤への貢献】 
   EBC、繊維コーティングの特性評価・検査技術の開発。CMC製造／評価機関との連携の強化。 
(2) ものづくりの強化 【クローズド課題⇒情報セキュリティーを確保し、産業化を促進】 

耐 CMAS コーティングに関する設計技術の開発。コーティング技術の更なる高度化(面内均質性、堆積効率向上
等)。モデルサンプルの試作／提供(コーティング原料、コーティング施工)の実施。 

 
D領域(NIMS-東大、MI)： MIシステムはデータ科学と計算科学の活用による新たな材料創出に加え、多くの産業
分野が競争力ある知識集約型産業へパラダイムシフトするために重要であり、今後とも産学官連携で MI への取り組み
を継続することが不可欠である。本プロジェクトでは MI システムの基盤となるプラットフォームとしてのシステムを、鋼溶接部
を例題として構築してきたが、本格稼働には、安定・継続的な拠点の運営、多様な材料に対応するデータベースやモジュ
ールの充実が不可欠である。そこで、プロジェクト終了後速やかに、MI システム ver.1.0 を中核とする SIP-MI拠点を東
大と連携して NIMS に設置するとともに、拠点を活用した公的なプロジェクトを企業ユーザーと共に立ち上げ、対象材料
の拡大と成功事例の蓄積を図る。 
 
D 領域(大阪大、溶接シミュレーション)： SIP および ISMA で進められている溶接・接合に係るシミュレーションシステ
ムおよびデータベースは大阪大学サイバーメディアセンターにインストールされる。大阪大学工学研究科と接合科学研究
所によって設置されている「ノベル・ジョイニング研究拠点」がこれを継承して運営に当たる。大阪大学のみならず、D65 に
参画した大阪府立大学、富山大学を始めとする他大学の参画や MI との連携についても検討される計画である。現在
溶接学会 SIP 溶接拠点分科会(D65 のユーザー試用として機能)に参画する 13 の企業に加えて国や地域の公的試
験・研究機関との連携も計画される。更に現在検討中の溶接学会と日本溶接協会との連携事業が具体化すれば、そ
の連携研究組織としての位置付けも検討の俎上にあり、更に進むと溶接常会溶接情報センターのコンテンツとして位置
付けられることも視野にある。以上のように溶接・接合技術の核として展開する可能性を有している。 

 
D 領域(TIA、先端計測)：先端計測拠点(D66)には、AIST、NIMS、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構、
東京大学の TIA(注 1)の中核 5 機関が参画した。放射光、イオン加速器、反物質である陽電子、超伝導など企業では
保有するのが困難な先端計測技術を構造材料に適用可能とし、従来の計測技術では取得するのが困難なため、材料
開発において未だ活用されていない未活用材料情報を取得可能とし(注 2)、ユニットからの依頼のみならず海外機関から
も計測依頼が届くようになった。本課題終了後、利用した先端計測機器は、TIA 共用計測機器(注 3)として公開する予
定である。国内に加えて海外の研究機関や企業とも連携する国際的ハブ拠点を構築し、先端計測基盤を活用して海
外市場で必要とされている構造材料情報を取得して、日本構造材料製品のシェア拡大に貢献したい。 
注 1：https://www.tia-nano.jp/  
注 2：具体的例として、樹脂硬化プロセスシミュレーションの妥当性検証、樹脂疲労寿命予測の指標発見、チタン合金のき裂発生
箇所の予測、鉄鋼材料中の水素イメージング、熱可塑樹脂中微量軽元素の化学結合状態解析の実現などを具体例として挙げるこ
とができる。https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/SIP̲materials/SIP-IMASM̲pamphlet-JP.pdf   
注 3：https://www.tia-nano.jp/page/page000015.html 
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(3-11) 研究開発基盤；リソーシスの充実・整備 
 本課題で導入されたモノとしてのリソース、即ちプロセス技術開発に係る設備、計測や測定に係る導入された装置、
開発または活用して整備が進められたシミュレーションシステムやデータベースの事例(一部)を表(3-11)-1 に示す。例え
ば第 1 回目の国際アドバイザリーボード会議(2016 年 3 月)でも、技術開発におけるモデリング・シミュレーションや先進
計測の重要性の指摘を受けている。また Socity5.0 におけるフィジカル(材料・プロセス関連設備)、サイバー（シミュレー
ションソフト・データベース）および両者を繋ぐ計測装置、であるとも言える。 
  詳細な説明は割愛するが、ここに示す先進的な製造技術(プロトタイプ機の開発)、解析機器や品質保証に向けた
先進計測装置、およびシミュレーションソフト・データベースが、SIP の主意としての「基礎研究から実用・産学連携」を実
現するための具体的な要件の一つであり、産・学に、これらの充実・整備が進むことが府省連携としての SIP の特徴の一
つであると言える。具体的な成果物(第 2章)のみならず、このような具体的なリソースの蓄積が重要であると考える。A～
C の領域ではこれらが産・学・研にバランス良く、D の領域では特にソフトウェア・データベース、計測機器が学・研に強化さ
れる結果となった。 
 

表(3-11)-1  本課題で導入・整備されたプロセス設備、計測装置、シミュレーションソフト等の事例 
（赤字は企業、青字は公的研究機関、緑字は大学に導入・活用されたもの。ソフトウェアの開発や試験機器などは一部、
大学と研究機関等で重複して色分けが必ずしも適切でないものも含まれる。） 

ユニット 新たに導入されたプロセス技術開発に係
る設備(参考:主活用した既存設備) 

新たに導入された 
計測・測定に係る装置（設備） 

開発または活用した 
シミュレーションシステムやデータベース 

A01 簡易テーププレースメント装置 
樹脂フィルム製造装置 

In-situ界面評価装置 
レーザ干渉変位計 

 

A02 プリプレグ試作装置、ドライファイバ自
動配置装置、シート化装置、RTM
樹脂注入機／金型、プリフォーム装
置、アクティブ制御成形金型 

高分解能欠陥観察装置、硬化発熱
特性評価装置、バインダー付与原理
確認装置 

高精度アクティブ制御成形アルゴリズ
ム開発、硬化特性 DB、3D ギャップ
RTM成形解析 

A03 溶液式プリプレグ塗工機，高温オー
トクレーブ 

振動試験機、部分加熱恒温槽、 
高速度材料試験機 

温度と時間を考慮した CFRP横方向
引張破壊シミュレーションプログラム 

A11 精密温度制御オートクレーブ プリプレグ品位測定装置（超高速イ
ンラインプロファイル測定器）、プリプレ
グ状態評価装置 

複合材積層板孔形状および積層構
成の最適設計、積層段付き部の強
度評価と最適設計 

A04 オートクレーブ マイクロＸ線ＣＴ装置、熱分析装
置、分布型ひずみ測定装置、非接触
3次元歪計測装置 

RTM 成形におけるマイクロボイド予測
シミュレータ、リアルタイム硬化度測定
システム、光ファイバ成形計測に基づく
増分線形解析ユーザ・サブルーチン、
拡張有限要素法を用いた複合材性
航空機構造の強度信頼性評価ツー
ル、繊維うねりを考慮した CFRP強度
解析用プリポストプログラム CFRP 損
傷進展解析用ユーザサブルーチン、 

    

B21、24 1500㌧鍛造シミュレータ、 
各種耐熱金型 

EBSD検出器、X線回折用アタッチメ
ント(体積率換算)、放射温度計 

Ti合金/組織・特性予測システム、 
Ni基合金/組織・特性予測システム 

B22 雰囲気制御大型チャンバー付きLMD
加工装置一式 

超音波測定装置、 
レーザ超音波測定装置 

溶射肉盛りシミュレーションソフト、 
熱応力・変形予測解析、 
超音波伝播シミュレーション、 
超音波計測ユイット制御プログラム 

B23 射出成形機 回転曲げ疲労試験器  
B26 耐熱金型   
B29-31 CCIMパイロット設備 軟 X 線分光器搭載 FE-EPMA、フェ

ムト秒レーザ搭載 3D 組織加工解析
システム、耐酸化性評価試験装置 

TiAl計算状態図 
鍛造および鋳造シミュレーション解析 

B32 Arcam/3D-EBM(既存)⇒ﾌﾟﾛｾｽ
条件可変の溜めの認証取得 

 伝熱解析 
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C 領域(JFCC、EBC)： 一般財団法人ファインセラミックスセンターの材料技術研究所(名古屋市)に、ユニット C41-
42 の関係機関および今後産業化を目指す機関の実用化・実証研究を支援する目的で、コーティングに関する研究開
発拠点を設置する予定である。そこでは下記の、共通基盤技術の高度化とものづくりの強化が大きな課題となる。 
(1) 健全性・信頼性評価に関する共通基盤技術の高度化 【オープン課題⇒コーティングに関する技術基盤への貢献】 
   EBC、繊維コーティングの特性評価・検査技術の開発。CMC製造／評価機関との連携の強化。 
(2) ものづくりの強化 【クローズド課題⇒情報セキュリティーを確保し、産業化を促進】 

耐 CMAS コーティングに関する設計技術の開発。コーティング技術の更なる高度化(面内均質性、堆積効率向上
等)。モデルサンプルの試作／提供(コーティング原料、コーティング施工)の実施。 

 
D領域(NIMS-東大、MI)： MIシステムはデータ科学と計算科学の活用による新たな材料創出に加え、多くの産業
分野が競争力ある知識集約型産業へパラダイムシフトするために重要であり、今後とも産学官連携で MI への取り組み
を継続することが不可欠である。本プロジェクトでは MI システムの基盤となるプラットフォームとしてのシステムを、鋼溶接部
を例題として構築してきたが、本格稼働には、安定・継続的な拠点の運営、多様な材料に対応するデータベースやモジュ
ールの充実が不可欠である。そこで、プロジェクト終了後速やかに、MI システム ver.1.0 を中核とする SIP-MI拠点を東
大と連携して NIMS に設置するとともに、拠点を活用した公的なプロジェクトを企業ユーザーと共に立ち上げ、対象材料
の拡大と成功事例の蓄積を図る。 
 
D 領域(大阪大、溶接シミュレーション)： SIP および ISMA で進められている溶接・接合に係るシミュレーションシステ
ムおよびデータベースは大阪大学サイバーメディアセンターにインストールされる。大阪大学工学研究科と接合科学研究
所によって設置されている「ノベル・ジョイニング研究拠点」がこれを継承して運営に当たる。大阪大学のみならず、D65 に
参画した大阪府立大学、富山大学を始めとする他大学の参画や MI との連携についても検討される計画である。現在
溶接学会 SIP 溶接拠点分科会(D65 のユーザー試用として機能)に参画する 13 の企業に加えて国や地域の公的試
験・研究機関との連携も計画される。更に現在検討中の溶接学会と日本溶接協会との連携事業が具体化すれば、そ
の連携研究組織としての位置付けも検討の俎上にあり、更に進むと溶接常会溶接情報センターのコンテンツとして位置
付けられることも視野にある。以上のように溶接・接合技術の核として展開する可能性を有している。 

 
D 領域(TIA、先端計測)：先端計測拠点(D66)には、AIST、NIMS、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構、
東京大学の TIA(注 1)の中核 5 機関が参画した。放射光、イオン加速器、反物質である陽電子、超伝導など企業では
保有するのが困難な先端計測技術を構造材料に適用可能とし、従来の計測技術では取得するのが困難なため、材料
開発において未だ活用されていない未活用材料情報を取得可能とし(注 2)、ユニットからの依頼のみならず海外機関から
も計測依頼が届くようになった。本課題終了後、利用した先端計測機器は、TIA 共用計測機器(注 3)として公開する予
定である。国内に加えて海外の研究機関や企業とも連携する国際的ハブ拠点を構築し、先端計測基盤を活用して海
外市場で必要とされている構造材料情報を取得して、日本構造材料製品のシェア拡大に貢献したい。 
注 1：https://www.tia-nano.jp/  
注 2：具体的例として、樹脂硬化プロセスシミュレーションの妥当性検証、樹脂疲労寿命予測の指標発見、チタン合金のき裂発生
箇所の予測、鉄鋼材料中の水素イメージング、熱可塑樹脂中微量軽元素の化学結合状態解析の実現などを具体例として挙げるこ
とができる。https://unit.aist.go.jp/tia-co/project/SIP-IMASM/SIP̲materials/SIP-IMASM̲pamphlet-JP.pdf   
注 3：https://www.tia-nano.jp/page/page000015.html 
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(3-11) 研究開発基盤；リソーシスの充実・整備 
 本課題で導入されたモノとしてのリソース、即ちプロセス技術開発に係る設備、計測や測定に係る導入された装置、
開発または活用して整備が進められたシミュレーションシステムやデータベースの事例(一部)を表(3-11)-1 に示す。例え
ば第 1 回目の国際アドバイザリーボード会議(2016 年 3 月)でも、技術開発におけるモデリング・シミュレーションや先進
計測の重要性の指摘を受けている。また Socity5.0 におけるフィジカル(材料・プロセス関連設備)、サイバー（シミュレー
ションソフト・データベース）および両者を繋ぐ計測装置、であるとも言える。 
  詳細な説明は割愛するが、ここに示す先進的な製造技術(プロトタイプ機の開発)、解析機器や品質保証に向けた
先進計測装置、およびシミュレーションソフト・データベースが、SIP の主意としての「基礎研究から実用・産学連携」を実
現するための具体的な要件の一つであり、産・学に、これらの充実・整備が進むことが府省連携としての SIP の特徴の一
つであると言える。具体的な成果物(第 2章)のみならず、このような具体的なリソースの蓄積が重要であると考える。A～
C の領域ではこれらが産・学・研にバランス良く、D の領域では特にソフトウェア・データベース、計測機器が学・研に強化さ
れる結果となった。 
 

表(3-11)-1  本課題で導入・整備されたプロセス設備、計測装置、シミュレーションソフト等の事例 
（赤字は企業、青字は公的研究機関、緑字は大学に導入・活用されたもの。ソフトウェアの開発や試験機器などは一部、
大学と研究機関等で重複して色分けが必ずしも適切でないものも含まれる。） 

ユニット 新たに導入されたプロセス技術開発に係
る設備(参考:主活用した既存設備) 

新たに導入された 
計測・測定に係る装置（設備） 

開発または活用した 
シミュレーションシステムやデータベース 

A01 簡易テーププレースメント装置 
樹脂フィルム製造装置 

In-situ界面評価装置 
レーザ干渉変位計 

 

A02 プリプレグ試作装置、ドライファイバ自
動配置装置、シート化装置、RTM
樹脂注入機／金型、プリフォーム装
置、アクティブ制御成形金型 

高分解能欠陥観察装置、硬化発熱
特性評価装置、バインダー付与原理
確認装置 

高精度アクティブ制御成形アルゴリズ
ム開発、硬化特性 DB、3D ギャップ
RTM成形解析 

A03 溶液式プリプレグ塗工機，高温オー
トクレーブ 

振動試験機、部分加熱恒温槽、 
高速度材料試験機 

温度と時間を考慮した CFRP横方向
引張破壊シミュレーションプログラム 

A11 精密温度制御オートクレーブ プリプレグ品位測定装置（超高速イ
ンラインプロファイル測定器）、プリプレ
グ状態評価装置 

複合材積層板孔形状および積層構
成の最適設計、積層段付き部の強
度評価と最適設計 

A04 オートクレーブ マイクロＸ線ＣＴ装置、熱分析装
置、分布型ひずみ測定装置、非接触
3次元歪計測装置 

RTM 成形におけるマイクロボイド予測
シミュレータ、リアルタイム硬化度測定
システム、光ファイバ成形計測に基づく
増分線形解析ユーザ・サブルーチン、
拡張有限要素法を用いた複合材性
航空機構造の強度信頼性評価ツー
ル、繊維うねりを考慮した CFRP強度
解析用プリポストプログラム CFRP 損
傷進展解析用ユーザサブルーチン、 

    

B21、24 1500㌧鍛造シミュレータ、 
各種耐熱金型 

EBSD検出器、X線回折用アタッチメ
ント(体積率換算)、放射温度計 

Ti合金/組織・特性予測システム、 
Ni基合金/組織・特性予測システム 

B22 雰囲気制御大型チャンバー付きLMD
加工装置一式 

超音波測定装置、 
レーザ超音波測定装置 

溶射肉盛りシミュレーションソフト、 
熱応力・変形予測解析、 
超音波伝播シミュレーション、 
超音波計測ユイット制御プログラム 

B23 射出成形機 回転曲げ疲労試験器  
B26 耐熱金型   
B29-31 CCIMパイロット設備 軟 X 線分光器搭載 FE-EPMA、フェ

ムト秒レーザ搭載 3D 組織加工解析
システム、耐酸化性評価試験装置 

TiAl計算状態図 
鍛造および鋳造シミュレーション解析 

B32 Arcam/3D-EBM(既存)⇒ﾌﾟﾛｾｽ
条件可変の溜めの認証取得 

 伝熱解析 
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C41 ダブルEB-PVD成膜装置、エアロゾル
デポジション装置改造、粉体破砕シス
テム、インゴット回転装置、基板回転
システム、レーザ加熱システム、〃光
学ヘッド（高耐久） 

広領域高分解能 X 線非破壊検査
装置、画像処理システム 

EBC モデル解析 
 
(シミュレーション評価はセラミックスコー
ティングMI にて実施) 

C42 繊維断面加工装置、連続式界面制
御コーティング装置、繊維熱処理装
置、精密切断機 
溶融含浸炉、CVD装置、繊維コーテ
ィング熱処理炉 

繊維径測定装置、 
SEM装置 

 

C45 熱分析装置、連続繊維高温焼成装
置 

 シュラウド伝熱解析、応力解析 

C46 CMC高速溶融含浸装置 CMC製造健全性評価装置 翼部振動・応力解析 
    

D61-64 鋼板・溶接材料の
試作設備 

光学顕微鏡、熱膨脹計、X 線回折、引張試験機、疲
労試験機、クリープ試験機、シャルピー衝撃試験機、
EPMA 
溶接熱サイクル試験機、変態挙動解析設備、ミクロ組
織観察設備、ナノインデンテーション、再現 HAZ熱サイク
ル試験機、機械的特性の評価設備、FE-SEM 等ミクロ
組織観察設備、単軸クリープ破断試験，内圧クリープ
試験、ミクロ組織観察設備、機械的特性評価設備 

MI システム(現在登録されているモジ
ュール数は 37)・DB(7) 
Thermo-Calc(状態図)、FEM 汎
用解析、JMatPro(各種熱力学計
算 ) 、GRANTA-DB(機械特性 ), 
MatCalc(相変態計算)、MatNavi 
(NIMS 金属材料特性 DB) 、
Sysweld(溶接シミュレーション) 

D65   溶接シミュレーションシステム(熱源、
溶融池、凝固・偏析、割れ予測、組
織予測など 25 モジュールから構成) 

D66  レーザ顕微鏡、機械試験機(既存)高温環境保持装置、応力発光用高速度カメ
ラ、イオンマイクロビーム(既存)用超伝導検出器およびクライオスタット、自動エリクセ
ン試験装置、三次元アトムプローブ(既存)補助用フェムト秒レーザ、X 線 CT(既存)

用その場負荷装置、FIB-SEM 複合機(既存)用微小圧縮試験装置、SAXS 用
２次元X線検出器および高温ステージ、透過型電子顕微鏡(既存)用高速 CCD
カメラおよび高温試料ホルダーユニット並びに高温引張試験その場観察ホルダ
ー、６MV タンデム加速器(既存)用イオンマイクロビーム集束システム、陽電子ビー
ム(既存)用 Ge 検出器、放射光(既存)X 線集光用ゾーンプレト光学素子、放射光
(既存)用 XAFS-CT装置 

 

D67 （Spring8活用） 
（J-PARC 高温加工熱処理シミュレ
ータ活用） 
 
 

疲労き裂進展その場観察 SEM、 
放射光用その場引張試験機、 
原子間力顕微鏡、 
第一原理計算用WS 
 
 

Ti-6Al-4V 疲労き裂進展データベー
ス、Ti-6Ak-4V合金 熱間加工後の
力学特性データベース、結晶塑性有
限要素解析ソフトの拡張、hcp チタン
の界面エネルギーデータ、高温セラミッ
クス材料の物性データ 

D68 、
69、73 
 

 計算機(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ)、材料強度マル
チスケールシミュレータ、第一原理計
算 ソ フ ト お よ び 計 算 サ ー バ ー
（AIST） 

セラミックス組成形成 MC シミュレーシ
ョン技術開発、経路確立法に基づく
時間粗視化、熱力学平衡計算解析
ソフト CaTCalc改訂版 

 
 尚、これらの設備・機器への、岸 PD を始めとする内閣府・
JST の運営関係者による、見学の機会を適宜設け、それらを
活用した試験状況等を見学・議論した。 
 
 
図(3-11)-1 高エネ研での XAFS-CT装置の見学 
（物構研トピックスより） 
https://www2.kek.jp/imss/news/2017/topics/1208SIP/ 
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 (3-12)  知財関連活動  
① 知財委員会と知財部会   
１）知財委員会の構成 

JST内に知財員会を設置する。知財委員会のメンバー構成を以下に示す。                      
     知財委員会委員長：岸輝雄 PD 知財委員会委員長代理：田中千秋 SPD 知財委員： 北岡康夫 

SPD、竹岡八重子弁護士 その他、内閣府 2名、連携コーディネータ 4名、JST関係者７名  
2) 知財委員会運営方針と知財部会の運営方針 

知財委員会は JST内部に設置し、月 1回の協議を行う。協議内異様は、知財関連議題、知財成果物及び
外部公表、知財部会協議内容報告書及びフィードバックコメント、共同研究契約締結状況、前月度知財委員
会議事録の確認他である。知財委員会の下に、研究課題の共同研究契約ごとに知財部会を置く。知財部会の
運営方針は各知財部会で決定する。知財部会は原則として月 1回開催し、開催方式は、必要に応じて集合会
議、メール会議、Web 会議など適切な方式を選択し、協議内容報告書を知財委員会に提出する。各研究課
題の知財戦略は参画企業の事業戦略に沿って、知財部会が決定する。参画企業の事業戦略、知財戦略に沿
って特許出願の可否や外部公表の可否、あるいは出願時期又は公表時期の調整、及び、特許権、ノウハウ等の
実施許諾等を協議する。知財部会は当該共同研究の研究課題の知財戦略を決定する。 

② 知財成果物の実績（2018年 11月 2日現在） 
１）知財成果物 
知財成果物は、特許（国内出願、PCT 出願を含めた国際出願）、プログラム等著作物（計算モジュール、

データベース）、ノウハウ開発物である。いずれも事前に知財部会で内容、時期等を検討し、事業戦略および知
財戦略に沿って、出願、報告の可否を協議する。それぞれ出願後、または創出後遅滞なく、知財委員会に各報
告書、すなわち、知財出願報告書、プログラム等著作物報告書、ノウハウ開発物報告書を提出する。特許出願
明細書の備考欄には、当該特許出願が SIP の委託研究で研究開発が行われたことを記載する。 
２）知財成果物の実績 
知財成果物の実績を図12-１に示す。A領域、B領域、C領域の材料系開発およびD領域（先端計測）

は国内特許、国際特許が創出されているが、D 領域（MI）は研究成果が計算モジュール、データベースのプロ
グラム等著作物が大半で、特許出願は少ない。これまで特許の国内出願は 84 件あり、登録は 2 件で、国際
出願は 35件あり、登録は 2件である。 
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C41 ダブルEB-PVD成膜装置、エアロゾル
デポジション装置改造、粉体破砕シス
テム、インゴット回転装置、基板回転
システム、レーザ加熱システム、〃光
学ヘッド（高耐久） 

広領域高分解能 X 線非破壊検査
装置、画像処理システム 

EBC モデル解析 
 
(シミュレーション評価はセラミックスコー
ティングMI にて実施) 
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(NIMS 金属材料特性 DB) 、
Sysweld(溶接シミュレーション) 
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の界面エネルギーデータ、高温セラミッ
クス材料の物性データ 

D68 、
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図(3-11)-1 高エネ研での XAFS-CT装置の見学 
（物構研トピックスより） 
https://www2.kek.jp/imss/news/2017/topics/1208SIP/ 
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 (3-12)  知財関連活動  
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って特許出願の可否や外部公表の可否、あるいは出願時期又は公表時期の調整、及び、特許権、ノウハウ等の
実施許諾等を協議する。知財部会は当該共同研究の研究課題の知財戦略を決定する。 

② 知財成果物の実績（2018年 11月 2日現在） 
１）知財成果物 
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告書、すなわち、知財出願報告書、プログラム等著作物報告書、ノウハウ開発物報告書を提出する。特許出願
明細書の備考欄には、当該特許出願が SIP の委託研究で研究開発が行われたことを記載する。 
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グラム等著作物が大半で、特許出願は少ない。これまで特許の国内出願は 84 件あり、登録は 2 件で、国際
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       知財部会で発表内容を協議し、知財部会の承認を得て発表を行い、発表終了後、遅滞なく知財委員会
に外部公表報告書を要旨等のコピーと共に提出する。学会発表の場合は発表スライド、要旨などに SIP への
謝辞を記載する。国内学会、国際学会合わせて約 1400件でその約 46％が国際学会である。 

２）論文公表：原著論文、その他論文（プロシーディングス、総説、解説、速報等） 
       知財部会で発表内容を審議し、知財部会の承認を得て投稿を行い、学術誌に掲載後、またはオンライン公

開後、遅滞なく知財委員会に外部公表報告書を論文等のコピーと共に提出する。論文公表については、論文
に SIP への謝辞を記載する。原著論文以外のプロシーディングス、総説、解説、速報等については査読の有無
を外部公表報告書に記載する。論文公表については、当該論文に SIP への謝辞を記載する。原著論文の実
績は約 240件、その他論文は約 290件である。 

３）報道発表、展示会発表 
いずれも知財部会で発表内容を審議し、知財部会の承認を得、JST に報道発表する旨の連絡を行い、発

表する。発表終了後、遅滞なく知財委員会に外部公表報告書を提出する。配布資料などに SIP への謝辞を
表明する。報道発表は 4件、展示発表は３件である。 
４）原著論文の実績 
外部公表のうち、領域毎の原著論文についての実績をインパクトファクター（IF2017）と共に図 12-２に示

す。各領域とも英語の原著論文により、活発な外部公表活動が行われている。また、各領域とも研究者の努力
により高いインパクトファクターの学術誌に掲載され、我が国の構造材料分野における学術研究の質の高さをグロ
ーバルにアピールしている。IF5 以上の件数が多い D(MI)についての内訳は、MI 統合システムが 1 件、合金系
（Ti等）が 2件、IF の高いバイオ系学術誌への投稿が多い高分子 MI が 20件となっている。 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 12-2英語原著論文数 

④MI の知財戦略と今後の課題 
１）知財戦略 

MI の研究開発による成果物は、上述のように計算モジュール及びデータベースが主体であり、発生した著作
権をプログラム等著作物として所属する研究機関に登録すること等により保護される。MI システムについて計算
モジュールおよびデータベースの接続方法を特許出願した。  
２）今後の課題 

    今後の課題は、企業が安心してMIシステムを活用するために、企業データの秘密性を担保する知財管理規
則整備が必要で、どこまで開示、秘匿するかのオープン/クローズ戦略の検討が必要である。また、国際産業競
争力強化のため、MI システムの材料開発支援可能性の実証及び企業の事業戦略への導入が必要である。 
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（3-13）マルチマテリアルを先導する人材の育成 
 構造材料の研究開発が持続的に発展していくためには研究拠点と、それらを核とするネットワークの構築と、次世代の
担い手の育成が重要な課題になるとの認識から、更なる resources整備の策として、人材育成にも積極的に関わった。 
 
若手研究者の育成； 本課題で雇用される若手研究者(35 歳以下を目安とする、特任助教や博士研究員)を対象
とした人材育成の支援を、評価担当のシニアフェローが主となって 2016年度から実施した。 
 指導教員の了解を得てリストを整備した。年間約 30 名が対象となるが、その半数程度が海外からの留学生である。
海外からの留学生に対しては、来日の経緯や目的を確認し、ユニット内での研究対象や情報管理について確認・合意を
得ることを前提とした。 
 年度初めに各自が分担する研究に関する計画書、年度末に報告書の提出を求めた。これらを通じ、研究全体の中で
の個人の役割の認識、コミュニケーション、研究の進め方、指導の状況等々を把握し、必要に応じて面談等も併せて実
施し、人材育成を支援した。 
 
コロキウムの開催； 今後の工業製品ではマルチマテリアル化が進むことが明らかであるが、金属材料・無機材料・有機
材料・複合材料などによって異なる名称が使われたり、技術レベルやアプローチの方法が異なったりすることによって材料研
究開発者間による相互理解が進み難いなどの課題を抱えている。このような問題に対応することを目的として、金属材
料・無機材料・有機材料・複合材料などの構造材料を対象に、その個々の壁を取り除いて、構造材料のパフォーマンス
を理解するために必要な要素技術を議論する場―これをコロキウムと名付ける－を設けた。特に若手研究者・技術者を
対象にして、構造材料のプロセス、組織、特性、パフォーマンスを理解するために必要な知識を得ることや、異種材料の
持つパフォーマンスが理解でき、材料の種類を超えた議論が展開できる場を提供することによって、構造材料の拠点、基
盤となるネットワークを構築し、次代を担う若手研究者の育成を目指すこととした。 
 2016 年 2 月より開始し表(3-13)-1 に示すように 13 回（最終回は予定）のコロキウムを開催した。実施方法とし
ては代表的な研究者・テーマを選定し、その先生に世話人となって頂き、各種材料の分野から 3～4 名の講師を選定・
依頼して実施した。本課題に関わる各機関・研究者から発信頂いて、広く聴講者を募った。毎回数十名の聴講者を得
て、講演、総合討論、および交流会の場を通じ、所定の目的を達する場として機能したと考えている。 
 尚、当初計画では実施内容を総括して各大学の材料関連学科に参考となる情報の発信なども考えたが、それは未達
である。しかしながらより広い視野で構造材料を理解できる基礎的知識の獲得には貢献できたと考える。 
 

表（3-13）-1 コロキウムの開催実績（第 13回は予定） 
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争力強化のため、MI システムの材料開発支援可能性の実証及び企業の事業戦略への導入が必要である。 
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（3-13）マルチマテリアルを先導する人材の育成 
 構造材料の研究開発が持続的に発展していくためには研究拠点と、それらを核とするネットワークの構築と、次世代の
担い手の育成が重要な課題になるとの認識から、更なる resources整備の策として、人材育成にも積極的に関わった。 
 
若手研究者の育成； 本課題で雇用される若手研究者(35 歳以下を目安とする、特任助教や博士研究員)を対象
とした人材育成の支援を、評価担当のシニアフェローが主となって 2016年度から実施した。 
 指導教員の了解を得てリストを整備した。年間約 30 名が対象となるが、その半数程度が海外からの留学生である。
海外からの留学生に対しては、来日の経緯や目的を確認し、ユニット内での研究対象や情報管理について確認・合意を
得ることを前提とした。 
 年度初めに各自が分担する研究に関する計画書、年度末に報告書の提出を求めた。これらを通じ、研究全体の中で
の個人の役割の認識、コミュニケーション、研究の進め方、指導の状況等々を把握し、必要に応じて面談等も併せて実
施し、人材育成を支援した。 
 
コロキウムの開催； 今後の工業製品ではマルチマテリアル化が進むことが明らかであるが、金属材料・無機材料・有機
材料・複合材料などによって異なる名称が使われたり、技術レベルやアプローチの方法が異なったりすることによって材料研
究開発者間による相互理解が進み難いなどの課題を抱えている。このような問題に対応することを目的として、金属材
料・無機材料・有機材料・複合材料などの構造材料を対象に、その個々の壁を取り除いて、構造材料のパフォーマンス
を理解するために必要な要素技術を議論する場―これをコロキウムと名付ける－を設けた。特に若手研究者・技術者を
対象にして、構造材料のプロセス、組織、特性、パフォーマンスを理解するために必要な知識を得ることや、異種材料の
持つパフォーマンスが理解でき、材料の種類を超えた議論が展開できる場を提供することによって、構造材料の拠点、基
盤となるネットワークを構築し、次代を担う若手研究者の育成を目指すこととした。 
 2016 年 2 月より開始し表(3-13)-1 に示すように 13 回（最終回は予定）のコロキウムを開催した。実施方法とし
ては代表的な研究者・テーマを選定し、その先生に世話人となって頂き、各種材料の分野から 3～4 名の講師を選定・
依頼して実施した。本課題に関わる各機関・研究者から発信頂いて、広く聴講者を募った。毎回数十名の聴講者を得
て、講演、総合討論、および交流会の場を通じ、所定の目的を達する場として機能したと考えている。 
 尚、当初計画では実施内容を総括して各大学の材料関連学科に参考となる情報の発信なども考えたが、それは未達
である。しかしながらより広い視野で構造材料を理解できる基礎的知識の獲得には貢献できたと考える。 
 

表（3-13）-1 コロキウムの開催実績（第 13回は予定） 
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 (3-14) 研究開発成果の公開・発信－成果報告会・シンポジウム、および広報活動 
 本課題の成果を発信して、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
て学協会の講演大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。 
 
公開成果報告会の実施 
 研究開発の成果が出始めた 3 年目（2016 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、一
般公開の成果報告会を毎年度開催した（表(3-14)-1）。報告会では、シンポジウム会場にて主要な拠点・ユニットの
研究者が研究成果を発表すると共に、ポスターセッション会場で参画全ユニットの研究内容・成果をポスター展示し、来
場者との質疑・意見交換の場として活用している（図(3-14)-1）。毎年度、約 500名規模の方々にご来場頂いてお
り、大変盛況な報告会となっている。併せて講演のアブストラクトやポスターを製本して配布した。 
 

表(3-14)-1 成果報告会（開催場所はいずれも霞ヶ関イイノホール） 

 
 

    
           (i) シンポジウム会場（2016年）      (ii) ポスターセッション会場（2017年） 

図(3-14)-1 報告会の様子 
 

 また、2017 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「革新的構造材
料」）、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開催した（表(3-14)-2）。当日は、
想定を大きく上回る 600名を超す方々にご来場頂き、急遽サテライト会場を準備するほど盛況の報告会となった。 
 

表(3-14)-2 ３府省合同構造材料シンポジウム（霞ヶ関イイノホール） 

 
 
公開用成果報告書/報告集（中間、最終）の作成、配布 
 プログラムの中間年度である 2016 年度終了時点までの研究開発成果の要約として、SIP「革新的構造材料」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している。研究成果を広く世間に発信すると共に、研究者
間の相互理解・連携の一助として活用した。   

https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/pr/publications.html 
 
 また、プログラム 5 年間の総括として、本編（最終成果報告書）を作成。プログラムの最終的な成果と今後の展望、
実用化に向けた取り組み等の紹介として広く活用されることに期待している。 

開催日 報告会名 参加者規模

2016年04月26日  SIP「革新的構造材料」公開成果報告会 2016 約500名

2017年11月28日  SIP「革新的構造材料」2017成果報告会 約500名

2019年01月29日  SIP「革新的構造材料」最終成果報告会（仮） 約500名（見込み）

開催日 報告会名 参加者規模

2017年06月13日 3府省合同 構造材料プログラム「研究成果報告会」 600名超
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シンポジウムや学協会での積極的な成果報告 
 本課題内の拠点等が主となって独自にシンポジウム等を企画・開催した実績を表(3-14)-3 に示す。 
 

表(3-14)-3  本課題の拠点等が主となって単独実施したシンポジウム等の開催実績一覧 
名  称 実施年月日 実施場所 内容概要 配布物、その他 

NIMS 鍛造シミュ
レータ竣工式典 

2016年 5月 10日 NIMS 大型シミュレータの竣工記念、講演など 
 

 

NIMS 鍛造シンポ
ジウム 

2018年 12月 14日 NIMS 「大型シミュレータによる革新的鍛造プロセス
開発と DB構築」発表 9件とパネル討議 

 

IWTA（チタンアル
ミ国際ワークショッ
プ） 

2016年8月28日
～ 
9月 2日 

東工大 
大岡山 

第 5 回 TiAl 国際 WS を東工大にて開催
し、本課題の取り組みを発信。航空機機
体・エンジンの整備工場の見学等を含む。 

Program & 
Abstracts 

MIシンポジウム 2016年 
11月 01-02日 

東大 
駒場先端研 

MI全体説明、性能予測に係る研究紹介 予稿集 

SIP-IMASM 国
際シンポジウム2015 

2015年9月29日
～10月 1日 

つくば産総研 放射光、イオン加速器を使った構造解析の先端計測
技術に関する国際会議 

・予稿集 
・予稿集およびスライド Web 公
開 
https://unit.aist.go.jp/tia-
co/project/SIP-
IMASM/index.html 

  〃   2016 2016年 
9月 27∼29日 

つくば産総研 民間航空機用ジェットエンジン用構造材料と先端計測
技術に関する国際会議 

  〃   2017 2017年 
10月 3∼5日 

つくば産総研 航空機用複合材料開発と先端計測技術国際会議 
と関連技術のTIA-ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌｧ研究機構連携ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

  〃   2018 2018年 
11月 13∼15日 

JST市ヶ谷 
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ 

鉄鋼、航空機用材料、生体構造材料と先端計測技
術に関する国際会議および国内連携会議 

SIP 高分子クラス
ターシンポジウム 

2018年10月1日 東大 
駒場先端研 

招待講演(横浜ゴム、AIST)を含め各ユニッ
トから合計 9件の発表とポスター発表 

 

 

 個別の技術成果に関しては都度関係する学協会での発表や論文投稿、展示会での展示等を積極的に実施した(事
前に知財権の確認を要件とする)。主要な成果の発信については付表に示す。特に 2018年秋の国内外学協会の場を
本課題の成果発信の場と位置付けて、当該技術分野関係者への情報発信・周知を集中的に実施した。2018 年
9∼11月に実施された概要を表(3-14)-4に示す。全てをフォロー出来ていないと思われるが総じて約 150件の個別発
表が行われた。 
 これまでの実績と本課題遂行の成果を含め、これらの学協会の場で表彰を受けた研究者も少なくない（付表参照）。 
尚、企業からのプレス発表は殆ど無いが、TRL5 レベルを開発目標とする故と考える。学協会での企業からの報告は多い。 
  
  表(3-14)-4  成果発表と位置付ける 2018年秋(9月～11月)の学協会での発表(一部) 

学協会 2018年 場所 本課題の成果発信の概要 
日本セラミックス協会 
秋季シンポジウム 

9.6-7 名工大 C領域、セラミックスコーティング MI、D67 から 24件の発表 

溶接学会秋季大会 9.12-15 愛媛大 第 7回 SIP セッションとして D65 から 8件の発表 
日本複合材料学会 9.13-14 富山国際会議場 ４つの SIPセッションで A領域 15件の発表 
日本金属学会 
日本鉄鋼協会 
秋季講演大会 

9.19-21 東北大学 MIシンポジウムとして基調講演を始め 19件の発表 
金属間化合物せセッションで B29～32 から 15件の発表(含､受賞記念講演） 
その他個別セッション等で B21、24、26、D66、67、73 など 32件の発表 

日本塑性加工学会 
塑性加工連合講演会 

10.27-28 熊本大学 本課題の活動を紹介するセッションとして基調講演を含め B21、24 から 4 件の発
表 

米国複合材料学会 
日米複合材会議 

9.24-26 米、シアトル 第 33 回米国複合材料学会に日米会議を併設。A 領域、D66 から 11 件の発
表 

2018 MRS  11.25-30 米、ボストン Materials Research Societyの大会にて TiAl/B29-31、B32 の５件の発表 

その他にも、軽金属学会(11.9-11、芝工大)：２件（B32 含、受賞講演）、日本ガスタービン学会(10.10-11、
鹿児島)：２件(B21)、日本機械学会の複数の場で 3 件、応用物理学会(D66)、日本非破壊検査協会(B22)、
日本表面真空学会(B21)等々での発表があった。 
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 (3-14) 研究開発成果の公開・発信－成果報告会・シンポジウム、および広報活動 
 本課題の成果を発信して、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
て学協会の講演大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。 
 
公開成果報告会の実施 
 研究開発の成果が出始めた 3 年目（2016 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、一
般公開の成果報告会を毎年度開催した（表(3-14)-1）。報告会では、シンポジウム会場にて主要な拠点・ユニットの
研究者が研究成果を発表すると共に、ポスターセッション会場で参画全ユニットの研究内容・成果をポスター展示し、来
場者との質疑・意見交換の場として活用している（図(3-14)-1）。毎年度、約 500名規模の方々にご来場頂いてお
り、大変盛況な報告会となっている。併せて講演のアブストラクトやポスターを製本して配布した。 
 

表(3-14)-1 成果報告会（開催場所はいずれも霞ヶ関イイノホール） 

 
 

    
           (i) シンポジウム会場（2016年）      (ii) ポスターセッション会場（2017年） 

図(3-14)-1 報告会の様子 
 

 また、2017 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「革新的構造材
料」）、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開催した（表(3-14)-2）。当日は、
想定を大きく上回る 600名を超す方々にご来場頂き、急遽サテライト会場を準備するほど盛況の報告会となった。 
 

表(3-14)-2 ３府省合同構造材料シンポジウム（霞ヶ関イイノホール） 

 
 
公開用成果報告書/報告集（中間、最終）の作成、配布 
 プログラムの中間年度である 2016 年度終了時点までの研究開発成果の要約として、SIP「革新的構造材料」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している。研究成果を広く世間に発信すると共に、研究者
間の相互理解・連携の一助として活用した。   

https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/pr/publications.html 
 
 また、プログラム 5 年間の総括として、本編（最終成果報告書）を作成。プログラムの最終的な成果と今後の展望、
実用化に向けた取り組み等の紹介として広く活用されることに期待している。 

開催日 報告会名 参加者規模

2016年04月26日  SIP「革新的構造材料」公開成果報告会 2016 約500名

2017年11月28日  SIP「革新的構造材料」2017成果報告会 約500名

2019年01月29日  SIP「革新的構造材料」最終成果報告会（仮） 約500名（見込み）

開催日 報告会名 参加者規模

2017年06月13日 3府省合同 構造材料プログラム「研究成果報告会」 600名超
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シンポジウムや学協会での積極的な成果報告 
 本課題内の拠点等が主となって独自にシンポジウム等を企画・開催した実績を表(3-14)-3 に示す。 
 

表(3-14)-3  本課題の拠点等が主となって単独実施したシンポジウム等の開催実績一覧 
名  称 実施年月日 実施場所 内容概要 配布物、その他 

NIMS 鍛造シミュ
レータ竣工式典 

2016年 5月 10日 NIMS 大型シミュレータの竣工記念、講演など 
 

 

NIMS 鍛造シンポ
ジウム 

2018年 12月 14日 NIMS 「大型シミュレータによる革新的鍛造プロセス
開発と DB構築」発表 9件とパネル討議 

 

IWTA（チタンアル
ミ国際ワークショッ
プ） 

2016年8月28日
～ 
9月 2日 

東工大 
大岡山 

第 5 回 TiAl 国際 WS を東工大にて開催
し、本課題の取り組みを発信。航空機機
体・エンジンの整備工場の見学等を含む。 

Program & 
Abstracts 

MIシンポジウム 2016年 
11月 01-02日 

東大 
駒場先端研 

MI全体説明、性能予測に係る研究紹介 予稿集 

SIP-IMASM 国
際シンポジウム2015 

2015年9月29日
～10月 1日 

つくば産総研 放射光、イオン加速器を使った構造解析の先端計測
技術に関する国際会議 

・予稿集 
・予稿集およびスライド Web 公
開 
https://unit.aist.go.jp/tia-
co/project/SIP-
IMASM/index.html 

  〃   2016 2016年 
9月 27∼29日 

つくば産総研 民間航空機用ジェットエンジン用構造材料と先端計測
技術に関する国際会議 

  〃   2017 2017年 
10月 3∼5日 

つくば産総研 航空機用複合材料開発と先端計測技術国際会議 
と関連技術のTIA-ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌｧ研究機構連携ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

  〃   2018 2018年 
11月 13∼15日 

JST市ヶ谷 
ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ 

鉄鋼、航空機用材料、生体構造材料と先端計測技
術に関する国際会議および国内連携会議 

SIP 高分子クラス
ターシンポジウム 

2018年10月1日 東大 
駒場先端研 

招待講演(横浜ゴム、AIST)を含め各ユニッ
トから合計 9件の発表とポスター発表 

 

 

 個別の技術成果に関しては都度関係する学協会での発表や論文投稿、展示会での展示等を積極的に実施した(事
前に知財権の確認を要件とする)。主要な成果の発信については付表に示す。特に 2018年秋の国内外学協会の場を
本課題の成果発信の場と位置付けて、当該技術分野関係者への情報発信・周知を集中的に実施した。2018 年
9∼11月に実施された概要を表(3-14)-4に示す。全てをフォロー出来ていないと思われるが総じて約 150件の個別発
表が行われた。 
 これまでの実績と本課題遂行の成果を含め、これらの学協会の場で表彰を受けた研究者も少なくない（付表参照）。 
尚、企業からのプレス発表は殆ど無いが、TRL5 レベルを開発目標とする故と考える。学協会での企業からの報告は多い。 
  
  表(3-14)-4  成果発表と位置付ける 2018年秋(9月～11月)の学協会での発表(一部) 

学協会 2018年 場所 本課題の成果発信の概要 
日本セラミックス協会 
秋季シンポジウム 

9.6-7 名工大 C領域、セラミックスコーティング MI、D67 から 24件の発表 

溶接学会秋季大会 9.12-15 愛媛大 第 7回 SIP セッションとして D65 から 8件の発表 
日本複合材料学会 9.13-14 富山国際会議場 ４つの SIPセッションで A領域 15件の発表 
日本金属学会 
日本鉄鋼協会 
秋季講演大会 

9.19-21 東北大学 MIシンポジウムとして基調講演を始め 19件の発表 
金属間化合物せセッションで B29～32 から 15件の発表(含､受賞記念講演） 
その他個別セッション等で B21、24、26、D66、67、73 など 32件の発表 

日本塑性加工学会 
塑性加工連合講演会 

10.27-28 熊本大学 本課題の活動を紹介するセッションとして基調講演を含め B21、24 から 4 件の発
表 

米国複合材料学会 
日米複合材会議 

9.24-26 米、シアトル 第 33 回米国複合材料学会に日米会議を併設。A 領域、D66 から 11 件の発
表 

2018 MRS  11.25-30 米、ボストン Materials Research Societyの大会にて TiAl/B29-31、B32 の５件の発表 

その他にも、軽金属学会(11.9-11、芝工大)：２件（B32 含、受賞講演）、日本ガスタービン学会(10.10-11、
鹿児島)：２件(B21)、日本機械学会の複数の場で 3 件、応用物理学会(D66)、日本非破壊検査協会(B22)、
日本表面真空学会(B21)等々での発表があった。 
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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、以下に示す
種々の広報活動を実施した。 
 

SIP「革新的構造材料」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、 「革新的構造材料」独自のホ

ームページ（http://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/index.html）を開設し、SIPの概要やPDの挨拶等を発信
すると共に、各領域の研究内容や代表的な研究者についても紹介を行っている。さらに、開催するイベントの情報や各種
冊子類（公開成果報告書、各種パンフレット、広報誌）も掲載し、情報発信の主要媒体として活用した。 
 

刊行物（各種パンフレット、広報誌）の発行 
 SIP「革新的構造材料」の活動内容及び研究内容を広く発信するため、表(3-14)-5 に示す各種刊行物を発行した。
これらの刊行物は、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、一般向け公開イベント）等で
無償配布し、活動の周知に活用した。尚全体パンフレットは和文・英文併記、拠点パンフレットは和文版、英文版を作
成して国内で開催される国際シンポジウムや海外にも持参して活用した。 
 

表(3-14)-5 刊行物一覧 

 
 

       
(i) 全体パンフレット       (ii) 拠点パンフレット（A領域の例）     (iii) 広報誌 Vol.1 

図(3-14)-2 刊行物の一例 

分類 名称 発行年月

全体パンフレット  戦略的イノベーション創造プログラム 革新的構造材料
発行：2015.06
最終改訂：2018.10

A領域  航空機用樹脂・CFRP材料 2016.08
B領域  耐熱合金・金属間化合物等の創製技術開発 2016.08
C領域  セラミックスコーティング 2016.08

 マテリアルズインテグレーション 2016.02
 マテリアルズインテグレーションシステムの開発 2016.08
 マテリアルズインテグレーション 高分子材料 2016.02
 マテリアルズインテグレーション セラミックスコーティング 2016.02

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.1 (創刊号) 2016.10

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.2 2017.01

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.3 2017.04

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.4 (A領域特集) 2017.07

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.5 (B領域特集) 2017.10

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.6 (C領域特集) 2018.01

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.7 (D領域特集) 2018.09

 SIP-SM4I MAGAZINE Vol.8 (最終号) 2019.01

D領域

拠
点
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

広報誌
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一般向けアウトリーチ活動（SIP シンポジウム、JST フェア、サイエンスアゴラ等での出展） 
 SIP シンポジウムや JST フェアといった公開イベントにブースを出展・協力し、研究成果のポスター展示や試作供試体の
展示等を行った。実施実績の一覧を表(3-14)-5 に示す。青少年を含む一般者に向けて理解し易い形で準備した。毎
回多数の来場者を得ており、SIP の取り組みを紹介する格好の機会となっている。会場風景を図(3-14)-3 に示す。
（JST フェアとサイエンスアゴラは JST 主催、SIP シンポジウムと科学技術イノベーションカンファレンスは内閣府主催の事
業である。） 
 

表(3-14)-5 出展イベントの一覧 

 
 

      
(i) サイエンスアゴラ(2017年)                 (ii) JST フェア 2018        

 

 
(iii) SAMPE JAPAN先端材料技術展 2018 

 
図(3-14)-3 各イベントの会場風景 

 
 

開催年度 イベント名

2015年度  JSTフェア2015（8月）、SIPシンポジウム2015（10月）

2016年度  JSTフェア2016（8月）、SIPシンポジウム2016（10月）

2017年度
 JSTフェア2017（8月）、SIPシンポジウム2017（9月）
 サイエンスアゴラ（11月）、科学技術・イノベーションカンファレンス（2月）

2018年度
 JSTフェア2018（8月）、SAMPE JAPAN 先端材料技術展2018（10月）
 SIPシンポジウム2018（2月予定）
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付表 成果物リスト 
本課題の遂行で得られた知的財産、プログラム著作物、論文・出版物・解説記事等、国内外の学協会等での発表、表彰等のユ

ニット毎でのリストを次頁以降に記す。代表的な事例について、関心を持たれる方が検索可能な情報を掲載した。件数の把握、カウン

ト方法、本リストへの掲載の判断等についてはユニットによって異なる。また比較的権利化を進め易い分野、金属材料の成分特許等

の権利化が難しい分野、プロセス技術等で対外的に権利の主張が困難なものでは権利化を目指さないなどの状況の違いもあって、全

体件数やユニット間での多寡などの定量比較はできない。リストに挙げられていない事項もあるため、併せて第２章も参照頂きたい。 

参考まで、リストに記された件数の集計を下表に示す。企業主導で実用化を目指す A、B、C 領域の取り組みについては特許等の

知的財産権の出願が鋭意進められた事、大学等の主導で MI やシミュレーションシステムの開発を目指す取り組みについてはプログラ

ム著作物やデータベースの充実が進んだ事が判る。大学や研究機関の参画が多いユニットでは多数の原著論文や学位論文の創作

や国内・海外の学会等での活発な成果発表があった。また主として企業からは解説記事等が出され、ポスター発表、展示会での展示

や、適時プレスリリースも行われた。関連学協会からの受賞も多く、それぞれの分野でも評価を受けた。以下のリストは、航空機の材料

に関するわが国の研究開発に、人材の育成を含めて、少なくない影響を与えた証左ともいえる。 

 

    以下の付表リストに掲載された件数の集約 
ユニット 
番号 

参画機関数 知的財産権件数 論文などの発行 学会発表など 表彰 
など 

その他 
注記 学・研 企業 国内出願、 

＜国際出願＞、（予定） 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ著作物 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽなど 

原著論文、 
(学位論文など) 

その他出
版・解説 

国内学
会発表 

国際学
会発表 

その他 
展示等 

A01 3 3  3 2  4 6    
A02 3 1 ７、 ＜2＞  ５ １ 27 15 ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 4  
A03 3 3 2、  ＜2＞ 2 4 1 14 15 2   
A04 5 0 1 12 13  9+(30) 20   ( )海外を含む 
A11 1 4 3、  ＜3＞ 2 2、  (2)  7 8    
A07 2 2 2、  ＜2＞  (3)  1  2  2016 年度完了 
A08 1 1 ＜2＞   1     2016 年度完了 
A09 2 1 ＜1＞  1  4 5   2016 年度完了 
A10 3 1 3、  ＜2＞  7    3 1  
            

B21 10 4 2   4 12、  (13) 4 79 6    
B2４ 5 0 1  4、  (13)  35 2    
B22 1 1 2   1 1  PR3   
B23 1 2 ﾉｳﾊｳ：7  4、  (1) 5 3 11  2  
B26 2 1 2、  ＜2＞  (1) 1 5 3    
B27 1 1 2    3    2016 年度完了 
B29 2 0 (3)  1 2  15 1 2  
B30 0 1 1、  ＜2＞   1 1 2 １、PR2 1  
B31 0 1 (4)    2 1    
B32 2 1 3  4、(6)  24 7 展示、PR 4  
B33 1 1     2 3   2016 年度完了 
            

C41 6 2 3、 ＜6＞  6   4  4  
C42 5 1 1  2 1 3 6 1   
C45 1 3 7、 ＜4＞    4 2    
C46 1 2 4、 ＜1＞    5  出展 3   
            

D61 5 4  10 4 3 16 5  6  
MI D62 3 4  19 16 1 80 20  11 

D63 4 0  15 9 3 46 10  3 
D64 5 0 1 8 2 3 11 9  3 
D65 3 0  (20) 6 (20) 7 10 7  2 溶接 
D67 5 0   20、 (7) 10 105 37  9  
D66 5 0 9、  ＜1＞  11   4 PR2 8 先端計測 
D68 1 0   4、  (2)  31 18  1 ｾﾗﾐｯｸｽ 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 
MI 

D69 1 0   8  1 4   
D73 4 0  5 4  7 2 4  
D70 1 0     5     

高分子 
MI 

D71 1 1  3 4  1 3  1 
D72 5 0   4  3   2 
D74 3 0   1 5 8 2  2 
D75 1 0  14 4 2 2 2   
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A領域 航空機用樹脂の開発と CFRPの開発 
 
A01 航空エンジン用途国産熱可塑性樹脂・CFRP開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
種類 発明の名称 登録番号（登録日／公開番号（公開日）／出願番号（出願日） 筆頭発明者の所属、氏名等 
プログラム
等著作物 

2次元ポテンシャル問題解析用境界要素法プログラム 2018/10/29 名古屋大学  荒井政大，関谷輝 

2次元粒子法(MPS)粘性流体解析プログラム 2018/10/29 名古屋大学  荒井政大，関谷輝 

CFRPの損傷進展解析用均質化法プログラムの開発 2018/10/29 名古屋大学  後藤圭太，荒井政大 

ノウハウ 開発プリプレグの CFRP成形条件 2018/11/30 IHI   守屋勝義 
ノウハウ 耐熱熱可塑性樹脂適性を有する炭素繊維用サイジング剤 2018/11/30 三菱ケミカル  杉浦直樹 

ノウハウ 薄層フィルムの製造条件 2018/11/8 福井県  川邊和正，山田耕平 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
筆頭著者名（所属） 雑誌名、発行年、巻、頁-頁 
論文標題 分類 
入澤寿平（名古屋大学） Journal of Fiber Science and Technology 73(3), 61-66(2017) 
耐熱性 CFRTP母材としての非晶性芳香族系熱可塑高分子の適合性調査 原著論文 
関谷輝（名古屋大学） 計算数理工学論文集 Vol.18 2018, 掲載予定 

MPS法を用いた炭素繊維束への樹脂含浸解析 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
筆頭発表者名（所属） 学会等の名、発表年月日、発表場所 
発表標題 分類、他 
関谷輝（名古屋大学 計算数理工学シンポジウム 2018,12.1, 群馬県みなかみ町 
MPS法を用いた炭素繊維束への樹脂含浸解析 国内学会口頭発表 
千葉俊季（名古屋大学） 第 43回複合材料シンポジウム, 2018.9.13-14, 富山 
レーザースポレーション法による CFRP積層板の層間強度評価 国内学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） Carbon 2018, 2018.7.1-6, マドリッド（スペイン） 
The study toward to the realization of sustainable CFRTP having both high mechanical properties and recyclability 国際学会 Keynote 
千葉俊季（名古屋大学） 第 9回日本複合材料会議, 2018.2.28-3.2, 京田辺  
レーザースポレーション法による CFRPの層間強度評価 国内学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） Carbon 2017, 2017.7.23-28, メルボルン（オーストラリア） 
Optimization of molding process for CRFTP having high thermal stability 国際学会口頭発表 
後藤圭太（名古屋大学） 15th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition, 2017.11.29-12.1, 東京 

Thermo-elasto-viscoplastic analysis of CFRTP laminates based on homogenization theory 国際学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） 15th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition, 2017.11.29-12.1, 東京 
The Study of Interfacial Shear Strength between Thermoplastics Having High Thermal Stability and Carbon Fiber 国際学会口頭発表 
後藤圭太（名古屋大学） 日本計算数理工学会・計算数理工学 シンポジウム2016, 2016.12.2-3, 群馬県利根郡 

均質化理論に基づく一方向 CFRTP積層板の熱弾粘塑性特性評価 国内学会口頭発表 
後藤圭太（名古屋大学） 第 43回複合材料シンポジウム, 2018.9.13-14, 富山 
CFRTP積層板の熱弾粘塑性特性に関する均質化解析 国内学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） 17th US-Japan Conference on Composite Materials, 2016.8.-12, 札幌 
The relationship between the mechanical properties and the interfacial adhesion of CFRTP made with aromatic thermoplastic resins 国際学会口頭発表 
池田忠繁（名古屋大学） 17th US-Japan Conference on Composite Materials, 2016.8.-12, 札幌 

R&D activities on automated fiber placement technology at Nagoya University 国際学会口頭発表 
▷表彰などの授与 
主たる受賞者名（所属） 学会等授与する機関名、年月日 
表彰の名称、題名 
特になし  
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付表 成果物リスト 
本課題の遂行で得られた知的財産、プログラム著作物、論文・出版物・解説記事等、国内外の学協会等での発表、表彰等のユ

ニット毎でのリストを次頁以降に記す。代表的な事例について、関心を持たれる方が検索可能な情報を掲載した。件数の把握、カウン

ト方法、本リストへの掲載の判断等についてはユニットによって異なる。また比較的権利化を進め易い分野、金属材料の成分特許等

の権利化が難しい分野、プロセス技術等で対外的に権利の主張が困難なものでは権利化を目指さないなどの状況の違いもあって、全

体件数やユニット間での多寡などの定量比較はできない。リストに挙げられていない事項もあるため、併せて第２章も参照頂きたい。 

参考まで、リストに記された件数の集計を下表に示す。企業主導で実用化を目指す A、B、C 領域の取り組みについては特許等の

知的財産権の出願が鋭意進められた事、大学等の主導で MI やシミュレーションシステムの開発を目指す取り組みについてはプログラ

ム著作物やデータベースの充実が進んだ事が判る。大学や研究機関の参画が多いユニットでは多数の原著論文や学位論文の創作

や国内・海外の学会等での活発な成果発表があった。また主として企業からは解説記事等が出され、ポスター発表、展示会での展示

や、適時プレスリリースも行われた。関連学協会からの受賞も多く、それぞれの分野でも評価を受けた。以下のリストは、航空機の材料

に関するわが国の研究開発に、人材の育成を含めて、少なくない影響を与えた証左ともいえる。 

 

    以下の付表リストに掲載された件数の集約 
ユニット 
番号 

参画機関数 知的財産権件数 論文などの発行 学会発表など 表彰 
など 

その他 
注記 学・研 企業 国内出願、 

＜国際出願＞、（予定） 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ著作物 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽなど 

原著論文、 
(学位論文など) 

その他出
版・解説 

国内学
会発表 

国際学
会発表 

その他 
展示等 

A01 3 3  3 2  4 6    
A02 3 1 ７、 ＜2＞  ５ １ 27 15 ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 4  
A03 3 3 2、  ＜2＞ 2 4 1 14 15 2   
A04 5 0 1 12 13  9+(30) 20   ( )海外を含む 
A11 1 4 3、  ＜3＞ 2 2、  (2)  7 8    
A07 2 2 2、  ＜2＞  (3)  1  2  2016 年度完了 
A08 1 1 ＜2＞   1     2016 年度完了 
A09 2 1 ＜1＞  1  4 5   2016 年度完了 
A10 3 1 3、  ＜2＞  7    3 1  
            

B21 10 4 2   4 12、  (13) 4 79 6    
B2４ 5 0 1  4、  (13)  35 2    
B22 1 1 2   1 1  PR3   
B23 1 2 ﾉｳﾊｳ：7  4、  (1) 5 3 11  2  
B26 2 1 2、  ＜2＞  (1) 1 5 3    
B27 1 1 2    3    2016 年度完了 
B29 2 0 (3)  1 2  15 1 2  
B30 0 1 1、  ＜2＞   1 1 2 １、PR2 1  
B31 0 1 (4)    2 1    
B32 2 1 3  4、(6)  24 7 展示、PR 4  
B33 1 1     2 3   2016 年度完了 
            

C41 6 2 3、 ＜6＞  6   4  4  
C42 5 1 1  2 1 3 6 1   
C45 1 3 7、 ＜4＞    4 2    
C46 1 2 4、 ＜1＞    5  出展 3   
            

D61 5 4  10 4 3 16 5  6  
MI D62 3 4  19 16 1 80 20  11 

D63 4 0  15 9 3 46 10  3 
D64 5 0 1 8 2 3 11 9  3 
D65 3 0  (20) 6 (20) 7 10 7  2 溶接 
D67 5 0   20、 (7) 10 105 37  9  
D66 5 0 9、  ＜1＞  11   4 PR2 8 先端計測 
D68 1 0   4、  (2)  31 18  1 ｾﾗﾐｯｸｽ 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 
MI 

D69 1 0   8  1 4   
D73 4 0  5 4  7 2 4  
D70 1 0     5     

高分子 
MI 

D71 1 1  3 4  1 3  1 
D72 5 0   4  3   2 
D74 3 0   1 5 8 2  2 
D75 1 0  14 4 2 2 2   
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A領域 航空機用樹脂の開発と CFRPの開発 
 
A01 航空エンジン用途国産熱可塑性樹脂・CFRP開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
種類 発明の名称 登録番号（登録日／公開番号（公開日）／出願番号（出願日） 筆頭発明者の所属、氏名等 
プログラム
等著作物 

2次元ポテンシャル問題解析用境界要素法プログラム 2018/10/29 名古屋大学  荒井政大，関谷輝 

2次元粒子法(MPS)粘性流体解析プログラム 2018/10/29 名古屋大学  荒井政大，関谷輝 

CFRPの損傷進展解析用均質化法プログラムの開発 2018/10/29 名古屋大学  後藤圭太，荒井政大 

ノウハウ 開発プリプレグの CFRP成形条件 2018/11/30 IHI   守屋勝義 
ノウハウ 耐熱熱可塑性樹脂適性を有する炭素繊維用サイジング剤 2018/11/30 三菱ケミカル  杉浦直樹 

ノウハウ 薄層フィルムの製造条件 2018/11/8 福井県  川邊和正，山田耕平 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
筆頭著者名（所属） 雑誌名、発行年、巻、頁-頁 
論文標題 分類 
入澤寿平（名古屋大学） Journal of Fiber Science and Technology 73(3), 61-66(2017) 
耐熱性 CFRTP母材としての非晶性芳香族系熱可塑高分子の適合性調査 原著論文 
関谷輝（名古屋大学） 計算数理工学論文集 Vol.18 2018, 掲載予定 

MPS法を用いた炭素繊維束への樹脂含浸解析 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
筆頭発表者名（所属） 学会等の名、発表年月日、発表場所 
発表標題 分類、他 
関谷輝（名古屋大学 計算数理工学シンポジウム 2018,12.1, 群馬県みなかみ町 
MPS法を用いた炭素繊維束への樹脂含浸解析 国内学会口頭発表 
千葉俊季（名古屋大学） 第 43回複合材料シンポジウム, 2018.9.13-14, 富山 
レーザースポレーション法による CFRP積層板の層間強度評価 国内学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） Carbon 2018, 2018.7.1-6, マドリッド（スペイン） 
The study toward to the realization of sustainable CFRTP having both high mechanical properties and recyclability 国際学会 Keynote 
千葉俊季（名古屋大学） 第 9回日本複合材料会議, 2018.2.28-3.2, 京田辺  
レーザースポレーション法による CFRPの層間強度評価 国内学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） Carbon 2017, 2017.7.23-28, メルボルン（オーストラリア） 
Optimization of molding process for CRFTP having high thermal stability 国際学会口頭発表 
後藤圭太（名古屋大学） 15th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition, 2017.11.29-12.1, 東京 

Thermo-elasto-viscoplastic analysis of CFRTP laminates based on homogenization theory 国際学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） 15th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition, 2017.11.29-12.1, 東京 
The Study of Interfacial Shear Strength between Thermoplastics Having High Thermal Stability and Carbon Fiber 国際学会口頭発表 
後藤圭太（名古屋大学） 日本計算数理工学会・計算数理工学 シンポジウム2016, 2016.12.2-3, 群馬県利根郡 

均質化理論に基づく一方向 CFRTP積層板の熱弾粘塑性特性評価 国内学会口頭発表 
後藤圭太（名古屋大学） 第 43回複合材料シンポジウム, 2018.9.13-14, 富山 
CFRTP積層板の熱弾粘塑性特性に関する均質化解析 国内学会口頭発表 
入澤寿平（名古屋大学） 17th US-Japan Conference on Composite Materials, 2016.8.-12, 札幌 
The relationship between the mechanical properties and the interfacial adhesion of CFRTP made with aromatic thermoplastic resins 国際学会口頭発表 
池田忠繁（名古屋大学） 17th US-Japan Conference on Composite Materials, 2016.8.-12, 札幌 

R&D activities on automated fiber placement technology at Nagoya University 国際学会口頭発表 
▷表彰などの授与 
主たる受賞者名（所属） 学会等授与する機関名、年月日 
表彰の名称、題名 
特になし  
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A02 高生産性・高信頼性脱オートクレーブ CFRP構造部材の知的生産技術の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

繊維強化プラスチックの製造方法 
(東レ－東京理科大学連携分) 

特願 2017-194814 
（2017/10/5） 

東レ/複材研/ 
松谷浩明 

繊維強化プラスチックの製造方法 
(東レ－愛媛大学連携分) 

特願 2017-220649 
（2017/11/16） 

東レ/複材研/ 
松谷浩明 

特許 
外国出願 

プリプレグおよび繊維強化複合材料 
 

PCT/JP2018/012307
（2018/3/27） 

東レ/複材研/ 
渡遼平 

強化繊維積層シートおよび繊維強化樹脂成形体 PCT/JP2017/012881 
（2017/3/29） 

東レ/ACC/ 
三浦真吾 

上記の他、公開前国内特許： 3件、 公開後国内出願： 2件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
石塚純也（東京理科大学） 日本複合材料学会誌、2018、44、2、62-71 
データ同化を利用した複合材料成形中の状態推定に関する実験的研究 原著論文 
松崎亮介（東京理科大学） Heliyon、2018、4-3、e00554 
Estimation of state and material properties of heat-curing molding of composite materials using data 
assimilation: a numerical study 

原著論文 

石塚純也（東京理科大学） Advanced Composite Materials、 2018 
Data assimilation-based state estimation of composites during molding 原著論文 
黄木景二（愛媛大学） 日本複合材料学会誌、2018、44、5 
熱硬化性樹脂の緩和弾性率の硬化度依存性 原著論文 
水上孝一（愛媛大学） Polymer Testing、2018、65、459-467 
In-process acquisition of cure-dependent viscoelastic properties of carbon fiber reinforced composites 
using micromechanics-based guided wave analysis 

原著論文 

黄木景二（愛媛大学） 技術情報協会、2018、244-251 
樹脂/繊維複合材料の界面制御、成形加工と評価 第２章第１３節 「ＣＦＲＰの成形残留応力予測」 解説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
吉岡健一（東レ株式会社） プレスリリース、2018/03/27、東レ株式会社 
CFRPの新規真空圧成形技術の開発 －省エネでの高精度部材成形を実現－ プレスリリース 
松谷浩明（東レ株式会社） SAMPE、2017/11、国外 
Vacuum molding with local heating based on optimization of deformation and time 学会口頭発表 
北條正樹（京都大学） 複合材料関連学会、随時、国内／国外 
CFRP層間/層内破壊じん性評価（静的/疲労）の研究に関して国内１０件、国外５件の発表 学会口頭発表 
松崎亮介（東京理科大学） 複合材料関連学会、随時、国内／国外 
データ同化法/多目的最適化法を用いた CFRP成形解析の研究に関して国内５件、国外５件の発表 学会口頭発表 
黄木景二（愛媛大学） 複合材料関連学会、随時、国内／国外 
CFRP成形過程における硬化変形予測の研究に関して国内１２件、国外４件の発表 学会口頭発表 
▷表彰などの授与 
黄木景二（愛媛大学）、松谷浩明、佐藤成道（東レ） 先端材料技術協会、2017年 11月 28日 
JISSE-15 Best Paper Award   
“Numerical simulation of process-induced deformation of carbon/epoxy composite laminates with interlayers” 
黄木景二（愛媛大学）、松谷浩明、佐藤成道（東レ） 先端材料技術協会、2018年 7月 17日 
先端材料技術協会論文賞  
“Numerical simulation of process-induced deformation of carbon/epoxy composite laminates with interlayers” 
吉本慎吾、水上孝一、黄木景二（愛媛大学） 強化プラスチック協会、2017年 11月 13日 
FRP CON-EX 優秀ポスター賞 「超音波ガイド波による CFRPの硬化モニタリング」 
石塚 純也、松崎 亮介、太刀川 武志（東京理科大学） 日本複合材料学会、2017年 9月 14日 
第 42回複合材料学会 林学生賞 「データ同化を利用した CFRP成形中の状態推定に関する実験的研究」 
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A03 耐熱高分子基複合材（耐熱 CFRP）の適用技術研究  
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
国内出願 

材料試験用恒温槽および材料試験機 特開 2017-207473 
（2017/11/24） 

㈱島津製作所 
金田  匡規 

上記の他，公開前国内特許： 1 件， 公開前国際特許： 2件，プログラム等著作物： 1件、 データベース： 1件 
 ▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
佐藤 光桜（東京理科大） Composite Structures、2018、202、283-289                            原著論文 
Temperature dependence of interfacial strength of carbon-fiber-reinforced temperature-resistant polymer composites 
久保田 勇希（JAXA） Advanced Composite Materials、2018年 5月、オンライン公開                  原著論文 
Long-term thermal stability of carbon fibre-reinforced addition-type polyimide composite in terms of compressive strength 

佐藤 光桜（東京理科大） Advanced Composite Materials、2017、26、465-476                             原著論文 
Evaluation of the interfacial strength of carbon-fiber-reinforced temperature-resistant polymer composites by the micro-droplet test 

佐藤 光桜（東京理科大） 日本複合材料学会誌、2017、43、33-39 
マイクロドロップレット試験を用いたカーボン繊維強化耐熱高分子基複合材料の界面強度評価 原著論文 
石田 雄一（JAXA） 日本複合材料学会誌、2018、44、44-48 
ジェットエンジン部品への適用を目指した耐熱 CFRP の研究開発 解説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
山中 美穂（東京農工大） ASC 33rd Annual Technical Conference、2018/9/28、米国    国際学会口頭発表 
Experimental and Analytical Studies on the Solvent Volatilization Behavior of Carbon Fiber/Phenylethynyl Terminated 
Polyimide Prepreg During Molding 
佐藤 光桜（東京理科大） ASC 33rd Annual Technical Conference、2018/9/26、米国         国際学会口頭発表 
Failure Mode Transition in Transverse Tensile of UDCFRP Under Various Temperatures and Strain rates 
峯岸 龍之介（東京農工大） ASC 33rd Annual Technical Conference、2018/9/26、米国   国際学会口頭発表 
Time and Temperature Dependent Stress-Strain Behavior of Unidirectional Carbon Fiber/Polyimide Composites under 
On-axis and Off-axis Tensile Loading 
佐藤 光桜（東京理科大） 11th Asian-Australasian Conference on Composite Materials、2018/7/30、豪国 
Effects of Strain Rates and Temperatures on Off Axis Failure Mode for Heat Resistant Polymer Matrix Composites 国際学会口頭発表 
青木 卓哉（JAXA） 第 9回日本複合材料会議（JCCM-9）、2018/2/28、同志社大学 
高温環境下における耐熱樹脂複合材料の力学特性評価 国内学会口頭発表 
石田 雄一（JAXA） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル    国際学会口頭発表 
DEVELOPMENT OF “TRI A-X” POLYIMIDE / CARBON FIBER COMPOSITES PREPARED FROM IMIDE SOLUTION PREPREG 
久保田 勇希（JAXA） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル 
LONG-TERM THERMAL STABILITY OF CARBON FIBER/TRIA-X COMPOSITE MATERIAL 国際学会口頭発表 
倉持 裕起（東京理科大） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル 
LIFETIME PREDICTION OF POLYIMIDE CONSIDERING THERMODYNAMIC ENTROPY 国際学会口頭発表 
白井 咲衣（東京理科大） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル 
Numerical Simulation for strain rate and temperature dependence of Transverse Tensile Failure of UD-CFRP 国際学会口頭発表 
石田 雄一（JAXA） 第 25回日本ポリイミド・芳香族系高分子研究会、2017/11/25、東京工芸大学 
SIP革新的構造材料内での耐熱 CFRP研究開発について （招待講演） 国内学会口頭発表 
杉原 啓輔（東京農工大） 第 8回日本複合材料会議（JCCM-8）、2017/3/18、東京大学 
炭素繊維/ポリイミド複合材料積層板の成形工程における溶媒の揮発挙動 国内学会口頭発表 
永淵 祐治（東京理科大） 第 8回日本複合材料会議（JCCM-8）、2017/3/16、東京大学 
ポリイミド樹脂の熱粘弾性に関する実験とシミュレーション 国内学会口頭発表 
今井 えりな（東京理科大） 10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials、2016年 10月、韓国 
Numerical simulation for microdroplet test considering thermo-viscoelastic residual stress 国際学会口頭発表 
久保田 勇希（JAXA） 17th European Conference on Composite Materials、2016年 6月、独国 
Long-term Thermal Stability of Polyimide Resin TriA-X and Carbon fiber/TriA-X Composite Material 国際学会ポスター発表 
今井 えりな（東京理科大） JISSE-14 (SAMPE Japan)、2015/12/8、金沢 
Interfacial strength of heat resistance polymeric composites examined by microdrop test 国際学会口頭発表 
上記の他、国内学会口頭発表： 10 件、 国内学会ポスター発表： 1 件、 国際学会口頭発表： 4件 
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A02 高生産性・高信頼性脱オートクレーブ CFRP構造部材の知的生産技術の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

繊維強化プラスチックの製造方法 
(東レ－東京理科大学連携分) 

特願 2017-194814 
（2017/10/5） 

東レ/複材研/ 
松谷浩明 

繊維強化プラスチックの製造方法 
(東レ－愛媛大学連携分) 

特願 2017-220649 
（2017/11/16） 

東レ/複材研/ 
松谷浩明 

特許 
外国出願 

プリプレグおよび繊維強化複合材料 
 

PCT/JP2018/012307
（2018/3/27） 

東レ/複材研/ 
渡遼平 

強化繊維積層シートおよび繊維強化樹脂成形体 PCT/JP2017/012881 
（2017/3/29） 

東レ/ACC/ 
三浦真吾 

上記の他、公開前国内特許： 3件、 公開後国内出願： 2件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
石塚純也（東京理科大学） 日本複合材料学会誌、2018、44、2、62-71 
データ同化を利用した複合材料成形中の状態推定に関する実験的研究 原著論文 
松崎亮介（東京理科大学） Heliyon、2018、4-3、e00554 
Estimation of state and material properties of heat-curing molding of composite materials using data 
assimilation: a numerical study 

原著論文 

石塚純也（東京理科大学） Advanced Composite Materials、 2018 
Data assimilation-based state estimation of composites during molding 原著論文 
黄木景二（愛媛大学） 日本複合材料学会誌、2018、44、5 
熱硬化性樹脂の緩和弾性率の硬化度依存性 原著論文 
水上孝一（愛媛大学） Polymer Testing、2018、65、459-467 
In-process acquisition of cure-dependent viscoelastic properties of carbon fiber reinforced composites 
using micromechanics-based guided wave analysis 

原著論文 

黄木景二（愛媛大学） 技術情報協会、2018、244-251 
樹脂/繊維複合材料の界面制御、成形加工と評価 第２章第１３節 「ＣＦＲＰの成形残留応力予測」 解説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
吉岡健一（東レ株式会社） プレスリリース、2018/03/27、東レ株式会社 
CFRPの新規真空圧成形技術の開発 －省エネでの高精度部材成形を実現－ プレスリリース 
松谷浩明（東レ株式会社） SAMPE、2017/11、国外 
Vacuum molding with local heating based on optimization of deformation and time 学会口頭発表 
北條正樹（京都大学） 複合材料関連学会、随時、国内／国外 
CFRP層間/層内破壊じん性評価（静的/疲労）の研究に関して国内１０件、国外５件の発表 学会口頭発表 
松崎亮介（東京理科大学） 複合材料関連学会、随時、国内／国外 
データ同化法/多目的最適化法を用いた CFRP成形解析の研究に関して国内５件、国外５件の発表 学会口頭発表 
黄木景二（愛媛大学） 複合材料関連学会、随時、国内／国外 
CFRP成形過程における硬化変形予測の研究に関して国内１２件、国外４件の発表 学会口頭発表 
▷表彰などの授与 
黄木景二（愛媛大学）、松谷浩明、佐藤成道（東レ） 先端材料技術協会、2017年 11月 28日 
JISSE-15 Best Paper Award   
“Numerical simulation of process-induced deformation of carbon/epoxy composite laminates with interlayers” 
黄木景二（愛媛大学）、松谷浩明、佐藤成道（東レ） 先端材料技術協会、2018年 7月 17日 
先端材料技術協会論文賞  
“Numerical simulation of process-induced deformation of carbon/epoxy composite laminates with interlayers” 
吉本慎吾、水上孝一、黄木景二（愛媛大学） 強化プラスチック協会、2017年 11月 13日 
FRP CON-EX 優秀ポスター賞 「超音波ガイド波による CFRPの硬化モニタリング」 
石塚 純也、松崎 亮介、太刀川 武志（東京理科大学） 日本複合材料学会、2017年 9月 14日 
第 42回複合材料学会 林学生賞 「データ同化を利用した CFRP成形中の状態推定に関する実験的研究」 
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A03 耐熱高分子基複合材（耐熱 CFRP）の適用技術研究  
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
国内出願 

材料試験用恒温槽および材料試験機 特開 2017-207473 
（2017/11/24） 

㈱島津製作所 
金田  匡規 

上記の他，公開前国内特許： 1 件， 公開前国際特許： 2件，プログラム等著作物： 1件、 データベース： 1件 
 ▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
佐藤 光桜（東京理科大） Composite Structures、2018、202、283-289                            原著論文 
Temperature dependence of interfacial strength of carbon-fiber-reinforced temperature-resistant polymer composites 
久保田 勇希（JAXA） Advanced Composite Materials、2018年 5月、オンライン公開                  原著論文 
Long-term thermal stability of carbon fibre-reinforced addition-type polyimide composite in terms of compressive strength 

佐藤 光桜（東京理科大） Advanced Composite Materials、2017、26、465-476                             原著論文 
Evaluation of the interfacial strength of carbon-fiber-reinforced temperature-resistant polymer composites by the micro-droplet test 

佐藤 光桜（東京理科大） 日本複合材料学会誌、2017、43、33-39 
マイクロドロップレット試験を用いたカーボン繊維強化耐熱高分子基複合材料の界面強度評価 原著論文 
石田 雄一（JAXA） 日本複合材料学会誌、2018、44、44-48 
ジェットエンジン部品への適用を目指した耐熱 CFRP の研究開発 解説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
山中 美穂（東京農工大） ASC 33rd Annual Technical Conference、2018/9/28、米国    国際学会口頭発表 
Experimental and Analytical Studies on the Solvent Volatilization Behavior of Carbon Fiber/Phenylethynyl Terminated 
Polyimide Prepreg During Molding 
佐藤 光桜（東京理科大） ASC 33rd Annual Technical Conference、2018/9/26、米国         国際学会口頭発表 
Failure Mode Transition in Transverse Tensile of UDCFRP Under Various Temperatures and Strain rates 
峯岸 龍之介（東京農工大） ASC 33rd Annual Technical Conference、2018/9/26、米国   国際学会口頭発表 
Time and Temperature Dependent Stress-Strain Behavior of Unidirectional Carbon Fiber/Polyimide Composites under 
On-axis and Off-axis Tensile Loading 
佐藤 光桜（東京理科大） 11th Asian-Australasian Conference on Composite Materials、2018/7/30、豪国 
Effects of Strain Rates and Temperatures on Off Axis Failure Mode for Heat Resistant Polymer Matrix Composites 国際学会口頭発表 
青木 卓哉（JAXA） 第 9回日本複合材料会議（JCCM-9）、2018/2/28、同志社大学 
高温環境下における耐熱樹脂複合材料の力学特性評価 国内学会口頭発表 
石田 雄一（JAXA） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル    国際学会口頭発表 
DEVELOPMENT OF “TRI A-X” POLYIMIDE / CARBON FIBER COMPOSITES PREPARED FROM IMIDE SOLUTION PREPREG 
久保田 勇希（JAXA） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル 
LONG-TERM THERMAL STABILITY OF CARBON FIBER/TRIA-X COMPOSITE MATERIAL 国際学会口頭発表 
倉持 裕起（東京理科大） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル 
LIFETIME PREDICTION OF POLYIMIDE CONSIDERING THERMODYNAMIC ENTROPY 国際学会口頭発表 
白井 咲衣（東京理科大） JISSE-15 (SAMPE Japan)、2017/11/27、TFT ビル 
Numerical Simulation for strain rate and temperature dependence of Transverse Tensile Failure of UD-CFRP 国際学会口頭発表 
石田 雄一（JAXA） 第 25回日本ポリイミド・芳香族系高分子研究会、2017/11/25、東京工芸大学 
SIP革新的構造材料内での耐熱 CFRP研究開発について （招待講演） 国内学会口頭発表 
杉原 啓輔（東京農工大） 第 8回日本複合材料会議（JCCM-8）、2017/3/18、東京大学 
炭素繊維/ポリイミド複合材料積層板の成形工程における溶媒の揮発挙動 国内学会口頭発表 
永淵 祐治（東京理科大） 第 8回日本複合材料会議（JCCM-8）、2017/3/16、東京大学 
ポリイミド樹脂の熱粘弾性に関する実験とシミュレーション 国内学会口頭発表 
今井 えりな（東京理科大） 10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials、2016年 10月、韓国 
Numerical simulation for microdroplet test considering thermo-viscoelastic residual stress 国際学会口頭発表 
久保田 勇希（JAXA） 17th European Conference on Composite Materials、2016年 6月、独国 
Long-term Thermal Stability of Polyimide Resin TriA-X and Carbon fiber/TriA-X Composite Material 国際学会ポスター発表 
今井 えりな（東京理科大） JISSE-14 (SAMPE Japan)、2015/12/8、金沢 
Interfacial strength of heat resistance polymeric composites examined by microdrop test 国際学会口頭発表 
上記の他、国内学会口頭発表： 10 件、 国内学会ポスター発表： 1 件、 国際学会口頭発表： 4件 
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A04 成形プロセスモニタリング・モデリングと品質評価技術 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

複合材料、積層構造体、航空機の翼及び複合材料の製造方法 特願 2017-253113 
（2017/12/28） 

東京大学 
水口 周 

上記の他、プログラム等著作物： 計算モジュール：12件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

S. Minakuchi（The University of Tokyo） Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,84,2016, 53-63 
Composites Cure Simulation Scheme Fullｙ Integrating Internal Strain Measurement 原著論文 
丹羽翔麻(東京大学) 日本複合材料学会誌, 41, 5, 2015, 168-175 
層間樹脂層を有する CFRP積層版の成形時硬化収縮モニタリングおよび成形解析 原著論文 
Tomonaga Okabe (Tohoku University) Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,92,2017,1-9 
Multi-Objective Optimization for Resin Transfer Molding Process 原著論文 
Yutaka OYA(Tohoku University) Macromolecular Theory and Simulations,26,2017,1-6 
Clustering approach for multidisciplinary optimum design of cross-linked polymer 原著論文 
M.NAKADA(Kanazawa Inst. Of Tech.)  Experimental Mechanics,56,2016,653-658 
Statistical Creep Failure Time of Unidirectional CFRP 
K. Takagaki（The University of Tokyo） Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,103,2017,236-251 
Process-Induced Strain and Distortion in Curved Composites. Part I: Development of Fiber-Optic Strain Monitoring 
Technique and Analytical Methods 

原著論文 

K. Takagaki（The University of Tokyo） Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,103,2017,.219-229  
Process-Induced Strain and Distortion in Curved Composites. Part II: Parametric study and application 原著論文 
R. Higuchi (Tohoku University) Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,95,2017,197-207 
Numerical simulation of progressive damage and failure in composite laminates using XFEM/CZM coupled approach 原著論文 
Tomonaga Okabe (Tohoku University) International Journal of Damage Mechanics, 27, 2017,877-895 
Continuum damage mechanics modeling of composite laminates including transverse cracks 原著論文 
Yuta Kumagai(Tohoku University) Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,98,2017,136-146 
Multiscale Modeling of Free-Surface Effect on Crack Formation in Unidirectional Off-Axis Laminates 原著論文 
Shigeki Yashiro(Kyushu University) Intn’l Journal for Numerical Methods in Engineering, 103,2015,781-797 
Smoothed particle hydrodynamics in a generalized coordinate system with a finite-deformation constitutive model 原著論文 
R. Higuchi (Tohoku University) Engineering Fracture Mechanics, 178,2017, 346-361          原著論文 
Progressive Failure under High-Velocity Impact on Composite Laminates; Experiment and Phenomenological Mesomodeling 
Yutaka OYA(Tohoku University) Advanced Composite Materials, 2018, 1-12            原著論文 
Analysis of structure characteristics in laminated graphene oxide nanocomposites using molecular dynamics simulation 
Masaya Ebina (JAXA) Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,113,2018,166-179 
High fidelity simulation of low velocity impact behavior of CFRP laminate 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
東大，東北大，JAXA 17th US-Japan Conf. on Composite Materials,2016/8/1-1,札幌 
SIP sessionにおいて A04 東大 4件，東北大 1件，JAXA2件の発表 国際学会口頭発表 
東大，九大，金沢工大 第 8回日本複合材料会議，2017/3/16-17，東北大 
A04 東大 1件，九大 1件，金沢工大 1件 国内学会口頭発表 
東大 21st Intn’l Conference on Composite Materials,2017/8/20-25,中国（西安） 
A04 東大３件の発表 国際学会口頭発表 
東大，高知工大，東北大，九大 15th Japan Intn’l SAMPE Symposium & Exhibition， 2017/11/27-29，東京 TFT ビル） 
SIPセッションにおいて A04 東大 1件，高知工大 2件，東北大 1件，九大 1件 国際学会口頭発表 
東大，九大 第 9回日本複合材料会議，2018/2/28-3/2，同志社大（京田辺） 
A04 東大 2件，九大 1件の発表 国内学会口頭発表 
東大，高知工大 第 43回複合材料シンポジウム，2018/9/13-14，富山国際会議場 
SIPセッションにおいて A04 東大 1件，高知工大２件の発表および SIPA領域展示 国内学会口頭発表 
東大，高知工大，東北大 ASC33rdTechnical Conf.&18th US-Japan Conf. on Composite Materials,2018/9/24-27,Seattle 
A04 東大 1件，高知工大２件，東北大 2件の発表 国際学会口頭発表 
上記の他，構造強度に関する講演会，日本機械学会，ECCM(欧州複合材料会議)などで 30件の学会発表 
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A11 高生産性・強靭複合材開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

複合材の設計方法、及び複合材 

 

特願 2017-154631 
（2017/8/9） 

三菱重工業㈱ 
加茂宗太 

特許 
国内出願 

複合材の設計方法、複合材の評価方法及び複合材 特願 2017-157393 
（2017/8/17） 

三菱重工業㈱ 
加茂宗太 

特許 

国内出願 
複合材の構造体 特願 2017-165107 

（2017/8/30） 
三菱重工業㈱ 
柏木聖紘 

上記の他、 公開前国際特許： 3件、  プログラム等著作物： 計算モジュール： 2件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
柏木聖紘（三菱重工業㈱） 日本複合材学会誌、2018、44、49-53 
面衝撃損傷が及ぼすＣＦＲＰ積層板圧縮強度への影響 原著論文 
三浦一浩（三菱重工業㈱） 日本複合材学会誌、2018、44、54-61  
複合材プライドロップオフ部の強度評価手法に関する検討 原著論文 
樋口哲也、寺下直行（北海道大学） 2018 
積層複合材プライドロップオフ配置の最適設計 等 他 1件 学位論文 
竹内亮大郎（東工大） 2018 
プライ切断による FRP積層板テーパ構造部の最適設計 学位論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
本田真也（北海道大学） 日本機械学会、2017/9/5、埼玉大学 
複合積層材の孔周辺部補強構造の最適設計 国内学会口頭発表 
高橋圭佑（北海道大学） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
繊維不連続部を有するテーパ構造部の強度評価 国内学会口頭発表 
本田真也（北海道大学） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
孔部パッドアップ補強を有する複合材板の最適設計 国内学会口頭発表 
三浦一浩（三菱重工業㈱） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
複合材プライドロップ部の強度に対する検討 その 1 国内学会口頭発表 
佐藤 幸宏（三菱重工業㈱） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
複合材プライドロップ部の強度に対する検討 その 2 国内学会口頭発表 
柏木聖紘（三菱重工業㈱） JISSE15、2017/11/27、東京ファッションタウンビル 
REDUCTION OF STRAIN CONCENTRATION UNDER TENSILE LOAD OF CFRP PLATE WITH HOLE(Part 1) 国際学会口頭発表 
三浦一浩（三菱重工業㈱） JISSE15、2017/11/27、東京ファッションタウンビル 
REDUCTION OF STRAIN CONCENTRATION UNDER TENSILE LOAD OF CFRP PLATE WITH HOLE(Part 2) 国際学会口頭発表 
柏木聖紘（三菱重工業㈱） AIAA SciTech Forum、2018/1/8、Kissimmee, Florida 
Effect of Edge Impact on Strength of CFRP Structure with Toughened Interlayer 国際学会口頭発表 
三浦一浩（三菱重工業㈱） 第 43 回複合材料シンポジウム、2018/9/13、富山国際会議場 
CFRP積層板の面内破壊じん性による簡易的 CAEI強度評価手法の適用性について 国内学会口頭発表 
木村正雄（KEK） 第 43 回複合材料シンポジウム、2018/9/13、富山国際会議場 
放射光 X-CT顕微鏡による CFRPの亀裂進展の in situ 観察 国内学会口頭発表 
岡 功介（三菱重工業㈱） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Effect of stacking sequence on compressive strength reduction of aircraft composite structures 国際学会口頭発表 
佐藤幸宏（三菱重工業㈱） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Effect of intralaminar failure properties on compressive strength of CFRP structure after edge-on impact 国際学会口頭発表 
本田真也（北海道大学） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Optimum design of layup configuration and ply drop-off placement for tapered composite laminate 国際学会口頭発表 
木村正雄（KEK） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
In situ X-CT Observation of Crack Initiation and Propagation in CFRP with X-ray Microscopy 国際学会口頭発表 
渡邊 稔樹（KEK） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Nano mechanical testing for in situ X-CT observation of CFRP 国際学会口頭発表 
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A04 成形プロセスモニタリング・モデリングと品質評価技術 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

複合材料、積層構造体、航空機の翼及び複合材料の製造方法 特願 2017-253113 
（2017/12/28） 

東京大学 
水口 周 

上記の他、プログラム等著作物： 計算モジュール：12件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

S. Minakuchi（The University of Tokyo） Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,84,2016, 53-63 
Composites Cure Simulation Scheme Fullｙ Integrating Internal Strain Measurement 原著論文 
丹羽翔麻(東京大学) 日本複合材料学会誌, 41, 5, 2015, 168-175 
層間樹脂層を有する CFRP積層版の成形時硬化収縮モニタリングおよび成形解析 原著論文 
Tomonaga Okabe (Tohoku University) Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,92,2017,1-9 
Multi-Objective Optimization for Resin Transfer Molding Process 原著論文 
Yutaka OYA(Tohoku University) Macromolecular Theory and Simulations,26,2017,1-6 
Clustering approach for multidisciplinary optimum design of cross-linked polymer 原著論文 
M.NAKADA(Kanazawa Inst. Of Tech.)  Experimental Mechanics,56,2016,653-658 
Statistical Creep Failure Time of Unidirectional CFRP 
K. Takagaki（The University of Tokyo） Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,103,2017,236-251 
Process-Induced Strain and Distortion in Curved Composites. Part I: Development of Fiber-Optic Strain Monitoring 
Technique and Analytical Methods 

原著論文 

K. Takagaki（The University of Tokyo） Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,103,2017,.219-229  
Process-Induced Strain and Distortion in Curved Composites. Part II: Parametric study and application 原著論文 
R. Higuchi (Tohoku University) Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,95,2017,197-207 
Numerical simulation of progressive damage and failure in composite laminates using XFEM/CZM coupled approach 原著論文 
Tomonaga Okabe (Tohoku University) International Journal of Damage Mechanics, 27, 2017,877-895 
Continuum damage mechanics modeling of composite laminates including transverse cracks 原著論文 
Yuta Kumagai(Tohoku University) Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,98,2017,136-146 
Multiscale Modeling of Free-Surface Effect on Crack Formation in Unidirectional Off-Axis Laminates 原著論文 
Shigeki Yashiro(Kyushu University) Intn’l Journal for Numerical Methods in Engineering, 103,2015,781-797 
Smoothed particle hydrodynamics in a generalized coordinate system with a finite-deformation constitutive model 原著論文 
R. Higuchi (Tohoku University) Engineering Fracture Mechanics, 178,2017, 346-361          原著論文 
Progressive Failure under High-Velocity Impact on Composite Laminates; Experiment and Phenomenological Mesomodeling 
Yutaka OYA(Tohoku University) Advanced Composite Materials, 2018, 1-12            原著論文 
Analysis of structure characteristics in laminated graphene oxide nanocomposites using molecular dynamics simulation 
Masaya Ebina (JAXA) Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,113,2018,166-179 
High fidelity simulation of low velocity impact behavior of CFRP laminate 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
東大，東北大，JAXA 17th US-Japan Conf. on Composite Materials,2016/8/1-1,札幌 
SIP sessionにおいて A04 東大 4件，東北大 1件，JAXA2件の発表 国際学会口頭発表 
東大，九大，金沢工大 第 8回日本複合材料会議，2017/3/16-17，東北大 
A04 東大 1件，九大 1件，金沢工大 1件 国内学会口頭発表 
東大 21st Intn’l Conference on Composite Materials,2017/8/20-25,中国（西安） 
A04 東大３件の発表 国際学会口頭発表 
東大，高知工大，東北大，九大 15th Japan Intn’l SAMPE Symposium & Exhibition， 2017/11/27-29，東京 TFT ビル） 
SIPセッションにおいて A04 東大 1件，高知工大 2件，東北大 1件，九大 1件 国際学会口頭発表 
東大，九大 第 9回日本複合材料会議，2018/2/28-3/2，同志社大（京田辺） 
A04 東大 2件，九大 1件の発表 国内学会口頭発表 
東大，高知工大 第 43回複合材料シンポジウム，2018/9/13-14，富山国際会議場 
SIPセッションにおいて A04 東大 1件，高知工大２件の発表および SIPA領域展示 国内学会口頭発表 
東大，高知工大，東北大 ASC33rdTechnical Conf.&18th US-Japan Conf. on Composite Materials,2018/9/24-27,Seattle 
A04 東大 1件，高知工大２件，東北大 2件の発表 国際学会口頭発表 
上記の他，構造強度に関する講演会，日本機械学会，ECCM(欧州複合材料会議)などで 30件の学会発表 
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A11 高生産性・強靭複合材開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

複合材の設計方法、及び複合材 

 

特願 2017-154631 
（2017/8/9） 

三菱重工業㈱ 
加茂宗太 

特許 
国内出願 

複合材の設計方法、複合材の評価方法及び複合材 特願 2017-157393 
（2017/8/17） 

三菱重工業㈱ 
加茂宗太 

特許 

国内出願 
複合材の構造体 特願 2017-165107 

（2017/8/30） 
三菱重工業㈱ 
柏木聖紘 

上記の他、 公開前国際特許： 3件、  プログラム等著作物： 計算モジュール： 2件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
柏木聖紘（三菱重工業㈱） 日本複合材学会誌、2018、44、49-53 
面衝撃損傷が及ぼすＣＦＲＰ積層板圧縮強度への影響 原著論文 
三浦一浩（三菱重工業㈱） 日本複合材学会誌、2018、44、54-61  
複合材プライドロップオフ部の強度評価手法に関する検討 原著論文 
樋口哲也、寺下直行（北海道大学） 2018 
積層複合材プライドロップオフ配置の最適設計 等 他 1件 学位論文 
竹内亮大郎（東工大） 2018 
プライ切断による FRP積層板テーパ構造部の最適設計 学位論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
本田真也（北海道大学） 日本機械学会、2017/9/5、埼玉大学 
複合積層材の孔周辺部補強構造の最適設計 国内学会口頭発表 
高橋圭佑（北海道大学） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
繊維不連続部を有するテーパ構造部の強度評価 国内学会口頭発表 
本田真也（北海道大学） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
孔部パッドアップ補強を有する複合材板の最適設計 国内学会口頭発表 
三浦一浩（三菱重工業㈱） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
複合材プライドロップ部の強度に対する検討 その 1 国内学会口頭発表 
佐藤 幸宏（三菱重工業㈱） 第 42 回複合材料シンポジウム、2017/9/14、東北大学 
複合材プライドロップ部の強度に対する検討 その 2 国内学会口頭発表 
柏木聖紘（三菱重工業㈱） JISSE15、2017/11/27、東京ファッションタウンビル 
REDUCTION OF STRAIN CONCENTRATION UNDER TENSILE LOAD OF CFRP PLATE WITH HOLE(Part 1) 国際学会口頭発表 
三浦一浩（三菱重工業㈱） JISSE15、2017/11/27、東京ファッションタウンビル 
REDUCTION OF STRAIN CONCENTRATION UNDER TENSILE LOAD OF CFRP PLATE WITH HOLE(Part 2) 国際学会口頭発表 
柏木聖紘（三菱重工業㈱） AIAA SciTech Forum、2018/1/8、Kissimmee, Florida 
Effect of Edge Impact on Strength of CFRP Structure with Toughened Interlayer 国際学会口頭発表 
三浦一浩（三菱重工業㈱） 第 43 回複合材料シンポジウム、2018/9/13、富山国際会議場 
CFRP積層板の面内破壊じん性による簡易的 CAEI強度評価手法の適用性について 国内学会口頭発表 
木村正雄（KEK） 第 43 回複合材料シンポジウム、2018/9/13、富山国際会議場 
放射光 X-CT顕微鏡による CFRPの亀裂進展の in situ 観察 国内学会口頭発表 
岡 功介（三菱重工業㈱） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Effect of stacking sequence on compressive strength reduction of aircraft composite structures 国際学会口頭発表 
佐藤幸宏（三菱重工業㈱） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Effect of intralaminar failure properties on compressive strength of CFRP structure after edge-on impact 国際学会口頭発表 
本田真也（北海道大学） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Optimum design of layup configuration and ply drop-off placement for tapered composite laminate 国際学会口頭発表 
木村正雄（KEK） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
In situ X-CT Observation of Crack Initiation and Propagation in CFRP with X-ray Microscopy 国際学会口頭発表 
渡邊 稔樹（KEK） ASC 33rd Technical Conference, 2018/9/25, Seattle 
Nano mechanical testing for in situ X-CT observation of CFRP 国際学会口頭発表 
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A07 高強度・高透明 GF-PC複合材料の開発                          （2016年度で完了） 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
外国出願 

熱可塑性樹脂の製造方法 WO2018/180366A1 
(2018/10/4） 

出光興産（株） 
薮上 稔 

上記の他、公開前国内特許：  2件、 公開前国際特許：  1件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
目片仁美（滋賀県立大学） 滋賀県立大学修士論文（2016/2） 
ガラスの緩和に対する粘性流動の影響と屈折率分散の緩和挙動 分類：修士論文 
秋元大樹（東京理科大学） 東京理科大学卒業論文 (2016/2) 
ガラス繊維強化透明樹脂基複合材料の力学特性評価 分類：卒業論文 
志村信孝（東京理科大学） 東京理科大学卒業論文 (2017/2) 
ガラス繊維強化透明樹脂基複合材料の界面特性評価 分類：卒業論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
喜多村竜太（東京理科大学） 第 41回複合材料シンポジウム、2016/09/16、高知工科大学 
AE測定による GF-PC複合材料の力学特性評価 国内、口頭発表、予稿集有 

松岡 純（滋賀県立大学） 第 57回ｶﾞﾗｽおよびﾌｫﾄﾆｸｽ材料討論会、2016/11/13、京都大学 
数種のガラスの屈折率分散の仮想温度依存性 国内、ﾎﾟｽﾀｰ発表、予稿集有 

山尾 忍（出光興産（株）） 第６回 JACI／GSCシンポジウム、2017/7/4、東京国際フォーラム 
高強度・高透明 GF-PC複合材料の開発 国内、ﾎﾟｽﾀｰ発表、予稿集有 

 
 
A08 構造部材用テキスタイルコンポジットの開発                          （2016年度で完了） 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
外国出願 

複合成形体及びその製造方法  WO2017/073696 
(2017年 5月 4日) 

旭化成 次世代自動車材料開発部    
市来  英明 

特許 
外国出願 

成形用金型および圧縮成形方法 WO2017/179675 
(2017年 10月 19日) 

旭化成 次世代自動車材料開発部   
安田 和治 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
安田和治 (旭化成 次世代自動車材料グループ) 工業材料、2016 Vol 64, NO.11 81-83 
自動車構造部材用テキスタイルコンポジットの開発 トピックス 

 
 
A09 セルロースナノファイバー強化樹脂の開発                           （2016年度で完了） 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
外国出願 

熱可塑性樹脂組成物、熱可塑性樹脂組成物の製造方法、セルロース強化樹
脂成形品およびセルロース強化樹脂成形品の製造方法 

WO2017/170745 
（2017/10/5） 

古河電気工業
㈱、小澤 英史 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
Hirona Takahashi（東京工業大学） Molecular Physics、2016、published online 
Pulsed EPR measurements on reaction rate constants for addition of photo-generated 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
高橋 広奈（東京工業大学） 第 32回化学反応討論会、2016/6/1、さいたま市 
Addition Rate Constants of Radicals to the Double Bond of Diethyl Fumarate and Diethyl  国内学会口頭発表 
萩原 健太（東京工業大学） 第 55回電子スピンサイエンス学会年会、2016/11/10、大阪市 
パルス EPR法によるラジカルのフマル酸とマレイン酸への付加反応の解析 国内学会口頭発表 
小林 訓史（首都大学東京） American Physical Society、2016/3/14、Baltimore 
Mechanical Properties of Cellulose Microfiber Reinforced Polyolefin 国際学会口頭発表 
小林 訓史（首都大学東京） 12th DURACOSYS、2016/6/13、Arlington 
Mechanical Properties and Fatigue Behavior of Cellulose Fiber Reinforced Polyolefin 国際学会口頭発表 
関口 雄大（東京工業大学） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工学会 第 27回年次大会、2016/6/14、東京 
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セルロースナノファイバー強化ポリエチレン 溶融紡糸繊維の構造と力学特性 国際学会口頭発表 
鞠谷 雄士（東京工業大学） Polymer Processing Society(PPS32)、2016/7/28、Lyon 
Structure and properties of melt-spun fibers of polyethylene blended with cellulose fiber 国際学会口頭発表 
関口 雄大（東京工業大学） H28年度 繊維学会秋季大会、2016/9/20、米沢市 
ミクロフィブリル化セルロース繊維含有ポリエチレン繊維の補強機構の検討 国内学会口頭発表 
鞠谷 雄士（東京工業大学） IUMRS-ICA2016、2016/10/20、青島 中国 
Structure and mechanical properties of melt-spun fibers of PE reinforced with CNF 国際学会口頭発表 
鞠谷 雄士（東京工業大学） 日本化学会 第６回 CSJ化学フェスタ、2016/11/15、東京 
ナノセルロースと樹脂の親和性を高める：セルロースナノファイバーで強化したポリエチレン溶融紡糸繊維 国内学会口頭発表 

 
 
A10 植物由来の炭素繊維複合材料の開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

多糖類誘導体及びリグニン誘導体の製造方法 特願 2016-556546 (2015/10/23 ) 
(移行：2017/4/21) 特再公表 

金沢大学 
覚知亮平 

特許 
国内出願 

リグノセルロースナノファイバーの製造方法 特開 2018-040083  
特願 2016-175354 (2016/9/8) 

金沢大学 
仁宮一章 

特許 
国内出願 

炭素繊維強化プラスチックの製造、炭素繊維強化プラスティッ
ク及びセルロース系樹脂 

特願 2017-200476 (2017/10/16) 
未公開 

金沢大学 
覚知亮平 

特許 
外国出願 

多糖類誘導体及びリグニン誘導体の製造方法 PCT/JP2015/080036 (2015/10/23) 
WO2016/068053 A1 審査請求中 

金沢大学 
覚知亮平 

特許 
外国出願 

脂肪酸エステルの製造方法 PCT/JP2015/06964/ (2016/7/1） 
WO2016/06876 (2015/7/3) 

関西化学機械
製作株式会社  

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
R. Kakuchi, et al.（Kanazawa Univ.） RSC Adv., 5(88), 72071-72074 (2015) 原書論文 
Efficient and rapid direct transesterification reactions of cellulose with isopropenyl acetate in ionic liquids 
S. Hama, et al.（Bio-energy Co. ltd.） Appl. Microbiol. Biotechnol., 99, 7879-7891 (2015)    原書論文 
Enzymatic synthesis and modification of structured phospholipids: recent advances in enzyme preparation and biocatalytic processes 
J. Amoah, et al.（Kobe Univ.） Biochem. Eng. J., 105, 10-15, (2015) 原書論文 
Converting oils high in phospholipids to biodiesel using immobilized Aspergillus oryzae whole-cell biocatalysts expressing Fusarium heterosporum lipase 
K. Ninomiya, et al.（Kanazawa Univ.） Industrial Crops and Products, 109, 158-162 (2017)   原書論文 
Ionic liquid pretreatment of bagasse improves mechanical property of bagasse/polypropylene composites 
K. Ninomiya, et al.（Kanazawa Univ.） Carbohydrate Polymers, 182, 8-14 (2018)   原書論文 
Lignocellulose nanofibers prepared by ionic iquid pretreatment and subsequent mechanical nanofibrillation of bagasse 
powder, Application to esterified bagasse/polypropylene composites 
L. Szabo, et al.（Kanazawa Univ.） RSC Adv., in press. (2018) 原書論文 
Carbon fibre reinforced cellulose-based polymers: intensifying interfacial adhesion between the fibre and the matrix 
L. Szabo, et al.（Kanazawa Univ.） ChemistryOpen., in press. (2018) 原書論文 
Interphase Engineering of a Cellulose-Based Carbon Fiber Reinforced Composite Applying Click Chemistry 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Y. Shibata, et al.（Kanazawa Univ.） Intn’l Conference & 7th Symposium on Organocatalysis, Tokyo, Japan, (2014), Nov. 21-22 

Derivatization and separation of biomass components using ionic liquids based organocatalysts 国際学会ポスター発表 
R. Kakuchi, et al.（Kanazawa Univ.） 249th ACS National Meeting & Exposition, 700 14th Street, Denver, CO 80202, (2015) March 22-26 

Development of an efficient polymer analogous reaction in ionic liquids and its application to chemical modification of lignocellulose 国際学会ポスター発表 
Y. Shibata, et al.（Kanazawa Univ.） 249th ACS National Meeting & Exposition, 700 14th Street, Denver, CO 80202, (2015) March 22-26 

Direct chemical modification and separation of biomass components using ionic liquids based organocatalysts 国際学会ポスター発表 
▷表彰などの授与 

Y. Shibata, et al.（Kanazawa Univ.） 249th ACS National Meeting & Exposition, Denver, CO  (2015) March 22-26 
Best poster award 「Direct chemical modification and separation of biomass components using ionic liquids based organocatalysts」 
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A07 高強度・高透明 GF-PC複合材料の開発                          （2016年度で完了） 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
外国出願 

熱可塑性樹脂の製造方法 WO2018/180366A1 
(2018/10/4） 

出光興産（株） 
薮上 稔 

上記の他、公開前国内特許：  2件、 公開前国際特許：  1件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
目片仁美（滋賀県立大学） 滋賀県立大学修士論文（2016/2） 
ガラスの緩和に対する粘性流動の影響と屈折率分散の緩和挙動 分類：修士論文 
秋元大樹（東京理科大学） 東京理科大学卒業論文 (2016/2) 
ガラス繊維強化透明樹脂基複合材料の力学特性評価 分類：卒業論文 
志村信孝（東京理科大学） 東京理科大学卒業論文 (2017/2) 
ガラス繊維強化透明樹脂基複合材料の界面特性評価 分類：卒業論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
喜多村竜太（東京理科大学） 第 41回複合材料シンポジウム、2016/09/16、高知工科大学 
AE測定による GF-PC複合材料の力学特性評価 国内、口頭発表、予稿集有 

松岡 純（滋賀県立大学） 第 57回ｶﾞﾗｽおよびﾌｫﾄﾆｸｽ材料討論会、2016/11/13、京都大学 
数種のガラスの屈折率分散の仮想温度依存性 国内、ﾎﾟｽﾀｰ発表、予稿集有 

山尾 忍（出光興産（株）） 第６回 JACI／GSCシンポジウム、2017/7/4、東京国際フォーラム 
高強度・高透明 GF-PC複合材料の開発 国内、ﾎﾟｽﾀｰ発表、予稿集有 

 
 
A08 構造部材用テキスタイルコンポジットの開発                          （2016年度で完了） 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
外国出願 

複合成形体及びその製造方法  WO2017/073696 
(2017年 5月 4日) 

旭化成 次世代自動車材料開発部    
市来  英明 

特許 
外国出願 

成形用金型および圧縮成形方法 WO2017/179675 
(2017年 10月 19日) 

旭化成 次世代自動車材料開発部   
安田 和治 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
安田和治 (旭化成 次世代自動車材料グループ) 工業材料、2016 Vol 64, NO.11 81-83 
自動車構造部材用テキスタイルコンポジットの開発 トピックス 

 
 
A09 セルロースナノファイバー強化樹脂の開発                           （2016年度で完了） 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
外国出願 

熱可塑性樹脂組成物、熱可塑性樹脂組成物の製造方法、セルロース強化樹
脂成形品およびセルロース強化樹脂成形品の製造方法 

WO2017/170745 
（2017/10/5） 

古河電気工業
㈱、小澤 英史 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
Hirona Takahashi（東京工業大学） Molecular Physics、2016、published online 
Pulsed EPR measurements on reaction rate constants for addition of photo-generated 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
高橋 広奈（東京工業大学） 第 32回化学反応討論会、2016/6/1、さいたま市 
Addition Rate Constants of Radicals to the Double Bond of Diethyl Fumarate and Diethyl  国内学会口頭発表 
萩原 健太（東京工業大学） 第 55回電子スピンサイエンス学会年会、2016/11/10、大阪市 
パルス EPR法によるラジカルのフマル酸とマレイン酸への付加反応の解析 国内学会口頭発表 
小林 訓史（首都大学東京） American Physical Society、2016/3/14、Baltimore 
Mechanical Properties of Cellulose Microfiber Reinforced Polyolefin 国際学会口頭発表 
小林 訓史（首都大学東京） 12th DURACOSYS、2016/6/13、Arlington 
Mechanical Properties and Fatigue Behavior of Cellulose Fiber Reinforced Polyolefin 国際学会口頭発表 
関口 雄大（東京工業大学） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工学会 第 27回年次大会、2016/6/14、東京 
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セルロースナノファイバー強化ポリエチレン 溶融紡糸繊維の構造と力学特性 国際学会口頭発表 
鞠谷 雄士（東京工業大学） Polymer Processing Society(PPS32)、2016/7/28、Lyon 
Structure and properties of melt-spun fibers of polyethylene blended with cellulose fiber 国際学会口頭発表 
関口 雄大（東京工業大学） H28年度 繊維学会秋季大会、2016/9/20、米沢市 
ミクロフィブリル化セルロース繊維含有ポリエチレン繊維の補強機構の検討 国内学会口頭発表 
鞠谷 雄士（東京工業大学） IUMRS-ICA2016、2016/10/20、青島 中国 
Structure and mechanical properties of melt-spun fibers of PE reinforced with CNF 国際学会口頭発表 
鞠谷 雄士（東京工業大学） 日本化学会 第６回 CSJ化学フェスタ、2016/11/15、東京 
ナノセルロースと樹脂の親和性を高める：セルロースナノファイバーで強化したポリエチレン溶融紡糸繊維 国内学会口頭発表 

 
 
A10 植物由来の炭素繊維複合材料の開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

多糖類誘導体及びリグニン誘導体の製造方法 特願 2016-556546 (2015/10/23 ) 
(移行：2017/4/21) 特再公表 

金沢大学 
覚知亮平 

特許 
国内出願 

リグノセルロースナノファイバーの製造方法 特開 2018-040083  
特願 2016-175354 (2016/9/8) 

金沢大学 
仁宮一章 

特許 
国内出願 

炭素繊維強化プラスチックの製造、炭素繊維強化プラスティッ
ク及びセルロース系樹脂 

特願 2017-200476 (2017/10/16) 
未公開 

金沢大学 
覚知亮平 

特許 
外国出願 

多糖類誘導体及びリグニン誘導体の製造方法 PCT/JP2015/080036 (2015/10/23) 
WO2016/068053 A1 審査請求中 

金沢大学 
覚知亮平 

特許 
外国出願 

脂肪酸エステルの製造方法 PCT/JP2015/06964/ (2016/7/1） 
WO2016/06876 (2015/7/3) 

関西化学機械
製作株式会社  

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
R. Kakuchi, et al.（Kanazawa Univ.） RSC Adv., 5(88), 72071-72074 (2015) 原書論文 
Efficient and rapid direct transesterification reactions of cellulose with isopropenyl acetate in ionic liquids 
S. Hama, et al.（Bio-energy Co. ltd.） Appl. Microbiol. Biotechnol., 99, 7879-7891 (2015)    原書論文 
Enzymatic synthesis and modification of structured phospholipids: recent advances in enzyme preparation and biocatalytic processes 
J. Amoah, et al.（Kobe Univ.） Biochem. Eng. J., 105, 10-15, (2015) 原書論文 
Converting oils high in phospholipids to biodiesel using immobilized Aspergillus oryzae whole-cell biocatalysts expressing Fusarium heterosporum lipase 
K. Ninomiya, et al.（Kanazawa Univ.） Industrial Crops and Products, 109, 158-162 (2017)   原書論文 
Ionic liquid pretreatment of bagasse improves mechanical property of bagasse/polypropylene composites 
K. Ninomiya, et al.（Kanazawa Univ.） Carbohydrate Polymers, 182, 8-14 (2018)   原書論文 
Lignocellulose nanofibers prepared by ionic iquid pretreatment and subsequent mechanical nanofibrillation of bagasse 
powder, Application to esterified bagasse/polypropylene composites 
L. Szabo, et al.（Kanazawa Univ.） RSC Adv., in press. (2018) 原書論文 
Carbon fibre reinforced cellulose-based polymers: intensifying interfacial adhesion between the fibre and the matrix 
L. Szabo, et al.（Kanazawa Univ.） ChemistryOpen., in press. (2018) 原書論文 
Interphase Engineering of a Cellulose-Based Carbon Fiber Reinforced Composite Applying Click Chemistry 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Y. Shibata, et al.（Kanazawa Univ.） Intn’l Conference & 7th Symposium on Organocatalysis, Tokyo, Japan, (2014), Nov. 21-22 

Derivatization and separation of biomass components using ionic liquids based organocatalysts 国際学会ポスター発表 
R. Kakuchi, et al.（Kanazawa Univ.） 249th ACS National Meeting & Exposition, 700 14th Street, Denver, CO 80202, (2015) March 22-26 

Development of an efficient polymer analogous reaction in ionic liquids and its application to chemical modification of lignocellulose 国際学会ポスター発表 
Y. Shibata, et al.（Kanazawa Univ.） 249th ACS National Meeting & Exposition, 700 14th Street, Denver, CO 80202, (2015) March 22-26 

Direct chemical modification and separation of biomass components using ionic liquids based organocatalysts 国際学会ポスター発表 
▷表彰などの授与 

Y. Shibata, et al.（Kanazawa Univ.） 249th ACS National Meeting & Exposition, Denver, CO  (2015) March 22-26 
Best poster award 「Direct chemical modification and separation of biomass components using ionic liquids based organocatalysts」 
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Ｂ領域 耐熱合金・金属間化合物の開発 
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 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
プログラム等
著作物 

Ni基超合金の析出予測プログラム一式 
 

東北大学 
及川勝成 上島伸文 

プログラム等
著作物 

Ni貴重合金の塑性加工・組織予測プログラム一式 
 

 名古屋大 
湯川伸樹 

プログラム等
著作物 

Ti合金の塑性加工プログラム一式 
 

岐阜大学 
吉田佳典 

プログラム等
著作物 

Ti合金の組織予測プログラム一式  香川大 
松本洋明 

特許 材料加熱圧縮試験装置 特開 2015-13312（2017/02/02） 
特願 2015-146408（2015/07/24） 

岐阜大学 
吉田佳典 

上記の他、公開前国内特許： 1件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
山中 謙太（東北大学金属材料研究所） Advanced Engineering Materials、2018、in press  原著論文 
A Constitutive Model and Processing Maps Describing the High-Temperature Deformation Behavior of Ti-17 Alloy in the β-Phase Field 
Shuntaro Ida, Satoru Kobayashi, Masao Takeyama（東工大） Journal of Alloys and Compounds、Accepted. 
Grain boundary precipitation behavior of δ-Ni3Nb (D0a) phase in a Ni-Nb-Fe ternary model alloy 原著論文 
J. J. Ruan（東北大） J. Alloys Compd., 2018, 737, 83-91 
Phase transformations and grain growth behaviors in superalloy 718 原著論文 
Hiromi Kondo, Masato Wakeda and Ikumu Watanabe, (NIMS) Intermetallics 102 (2018) 1-5.   原著論文 
Atomic study on the interaction between superlattice screw dislocation and gamma-Ni precipitate in gamma'-Ni3Al intermetallics 
T. Yamada, E. Abe, C. Osawa, N. Yukawa(名大) Procedia Manufacturing, 15(2018), 356-363.   原著論文 
Prediction on microstructure and mechanical properties of hot forged Ni-based super alloy by optimization using genetic algorithms 
Ikumu Watanabe and Akinori Yamanaka(NIMS) International Journal of Mechanical Sciences 150 (2018) 314-321 
Voxel coarsening approach on image-based finite element modeling of representative volume element 原著論文 
H. Matsumoto,  D. Naito, K. Miyoshi, K. Yamanaka, et al. Science and Tech. of Ad. Materials, 18(1), 893-904, 2017 
Forging property, processing map, and mesoscale microstructural evolution modeling of a Ti-17 alloy 
with a lamellar (α+β) starting microstructure 

原著論文 

松本 良（大阪大学） The International Journal of Advanced Manufacturing Technology、2017、93、933-943 
Reduction in Axial Forging Load by Low-Frequency Torsional Oscillation in Cold Upsetting 原著論文 
Wenchong Zhou, Ryoji Sahara, and Koichi Tsuchiya（NIMS） J. Alloys and Compd. Vol.727, pp.579-595 (2017). 
First-principles study of the phase stability and elastic properties of Ti-X alloys (X = Mo, Nb, Al, Sn, Zr, Fe, Co, and O) 原著論文 
Somesh Kr. Bhattacharya, Ryoji Sahara, Tomonori Kitashima, et al. Jpn. J. Appl. Phys. Vol.56, 125701 (2017). 
First principles study of oxidation of Si-segregated α-Ti(0001) surfaces 原著論文 
Somesh Kr. Bhattacharya, Ryoji Sahara, Kyosuke Ueda, et al. Sci. Tech. Adv. Mat. Vol.18, pp.998-1004 (2017) 
Effect of Si on the oxidation reaction of α-Ti(0001) surface: ab initio molecular dynamics study 原著論文 
山根玄，松本洋明(香川大) 日本金属学会誌、81、pp.60-65、2016 
Ti-17合金の静的熱処理過程の粒成長および静的球状化 原著論文 
渡邊育夢（NIMS） 金属、2019 in press 
計算機支援材料設計 解説 
松本洋明（香川大） チタン 66， pp. 180-185，2018年 
Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo(Ti-17)合金の熱間鍛造加工と組織形成および組織予測・有限要素解析 解説 
御手洗容子、黒田秀治、本橋功会、松本洋明、逸見義男、石外伸也（NIMS、香川大、神戸製鋼、JF） 
1500 トン鍛造シミュレータを用いたチタン合金の研究          チタン 66， pp. 160-163，2018年 解説 
上杉徳照、佐原亮二（NIMS、大阪府大） 軽金属 Vol.67, pp.653-661 (2017). 
チタンの計算材料科学  解説 
その他  プロシーディングス 8  学位論文 3  修士学位論文 2 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
藤田 陽一（日本エアロフォージ(株)） 第 69回塑性加工連合講演会、2018/10/28、熊本大学 
革新鍛造プロセス技術の開発と実用化に向けた課題－ 1500 トン鍛造シミュレータの海洋と実機試作 － 学会口頭発表（予稿集あり） 
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松本洋明，山中謙太，千葉晶彦，逸見義男，御手洗容子ほか 第 69回塑性加工連合講演会、2018/10/28、熊本大学 
Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo(Ti-17)合金の熱間鍛造過程における組織変化・材質予測 学会口頭発表（予稿集あり） 
御手洗容子、黒田秀治、本橋功会、松本洋明，吉田佳典、ほか 第 46回ガスタービン学会定期講演会、2018/10/10、鹿児島県民センター 
ジェットエンジン 用 Ti合金鍛造材の組織形成と引張特性 学会口頭発表（予稿集あり） 
黒田秀治、本橋功会、御手洗容子 (NIMS) 第 46回ガスタービン学会定期講演会、2018/10/10、鹿児島県民センター 
1500 トン鍛造シミュレータによる鍛造プロセス開発 学会口頭発表（予稿集あり） 
K. Oikawa（東北大） THERMEC'2018、2018/07/8-13、Paris 
Dynamic recrystallization behavior of superalloy 718 国際学会口頭発表+概要 
新家 光雄 （名城大学） 第 163回日本金属学会秋期講演大会、2018/9/19、東北大学 
種々の温度にて鍛造した Ti-17時効材のミクロ組織と力学的特性との関係 学会口頭発表（予稿集あり） 
吉田佳典（岐阜大学） 日本塑性加工学会プロセス・トライボロジー分科会第 154回研究会,2018.6.5，岐阜大学 
熱間鍛造における工具―素材間の熱伝達係数および摩擦係数の同定 学会口頭発表（予稿集あり） 
上記の他 NIMS  国際 1 国内 8、東北大及川研 12、東北大 古原研 7、東北大千葉研 ２、香川大 13件、阪大 国際 2 国内 9、    
名大 7、岐阜大 国際 2 国内 4、電機大 4、東大 3、名城大 3、神戸製鋼 1  

 
 
 

B24 革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

耐熱 Ti合金および耐熱 Ti合金材 特開 2017-210658 
（2017/11/30） 

東北大学 
成島尚之 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

萩原益夫（NIMS） Materials Science & Engineering A, 2018, 727, 43-50.  原著論文 
Relationships between microstructures, facet morphologies at the high-cycle fatigue (HCF) crack initiation site, and HCF strength in Ti-6242S 
北嶋具教（NIMS） Materials and Design, 2018, 137, 355-360    原著論文 
Oxidation-nitridation-induced recrystallization in a near-alpha titanium alloy 
Somesh Kr. Bhattacharya（NIMS） Sci. Tech. Adv. Mat. 2017, 18, 998-1004.    原著論文 
Effect of Si on the oxidation reaction of α-Ti(0001) surface: ab initio molecular dynamics study 
Somesh Kr. Bhattacharya（NIMS） Japanese Journal of Applied Physics, 2017, 50, 125701 
First principles study of oxidation of Si segregated α-Ti(0001) surfaces 原著論文 
中川優花（兵庫県立大学） 2017年 2月 
Ti-6Al-4V合金の熱間多方向加工による組織均一化 学位論文（学士） 
山戸正敏（兵庫県立大学） 2018年 2月 
画像計測引張試験法を用いた Ti-6Al-4V合金の大ひずみ域までの高温真応力－真ひずみ曲線の測定 学位論文（修士） 
畑中勇星（兵庫県立大学） 2018年 2月 
Ti-17合金の熱間加工によるβ粒微細化と多方向加工の効果 学位論文（学士） 
古川智己（筑波大学） 2015年 2月 
Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo合金の機械的特性に及ぼす酸素添加の効果 学位論文（学士） 
岸本竜介（筑波大学） 2017年 2月 
Ti-17合金の内部組織および機械的特性に及ぼす酸素添加の影響 学位論文（学士） 
寺田晴彦（筑波大学） 2017年 2月 
Ti-Al-Sn-Zr-Cr-Mo合金の微細組織及び力学的特性に及ぼす窒素添加の影響 学位論文（修士） 
古川智己（筑波大学） 2017年 2月 
Ti-Al-Sn-Zr-Cr-Mo合金の組織と機械的特性に及ぼす焼鈍および時効処理の影響 学位論文（修士） 
塚瀬大規（筑波大学） 2018年 2月 
Ti-17合金の高温圧縮特性に及ぼす変形温度と保持時間の影響 学位論文（学士） 
渡部 哲（筑波大学） 2018年 2月 
Ti-Al-Sn-Zr-Cr-Mo合金の微細組織及び機械的特性に及ぼす炭素添加の影響 学位論文（修士） 
前田幸大（東北大学） 2017年 2月 
Ti-6Al-4V合金の耐酸化性および機械的特性に及ぼす Siの影響 学位論文（修士） 
鈴木聡（東北大学） 2018年 2月 
チタン合金の大気酸化挙動に及ぼす Si添加の影響 学位論文（修士） 
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Ｂ領域 耐熱合金・金属間化合物の開発 
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 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
プログラム等
著作物 

Ni基超合金の析出予測プログラム一式 
 

東北大学 
及川勝成 上島伸文 

プログラム等
著作物 

Ni貴重合金の塑性加工・組織予測プログラム一式 
 

 名古屋大 
湯川伸樹 

プログラム等
著作物 

Ti合金の塑性加工プログラム一式 
 

岐阜大学 
吉田佳典 

プログラム等
著作物 

Ti合金の組織予測プログラム一式  香川大 
松本洋明 

特許 材料加熱圧縮試験装置 特開 2015-13312（2017/02/02） 
特願 2015-146408（2015/07/24） 

岐阜大学 
吉田佳典 

上記の他、公開前国内特許： 1件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
山中 謙太（東北大学金属材料研究所） Advanced Engineering Materials、2018、in press  原著論文 
A Constitutive Model and Processing Maps Describing the High-Temperature Deformation Behavior of Ti-17 Alloy in the β-Phase Field 
Shuntaro Ida, Satoru Kobayashi, Masao Takeyama（東工大） Journal of Alloys and Compounds、Accepted. 
Grain boundary precipitation behavior of δ-Ni3Nb (D0a) phase in a Ni-Nb-Fe ternary model alloy 原著論文 
J. J. Ruan（東北大） J. Alloys Compd., 2018, 737, 83-91 
Phase transformations and grain growth behaviors in superalloy 718 原著論文 
Hiromi Kondo, Masato Wakeda and Ikumu Watanabe, (NIMS) Intermetallics 102 (2018) 1-5.   原著論文 
Atomic study on the interaction between superlattice screw dislocation and gamma-Ni precipitate in gamma'-Ni3Al intermetallics 
T. Yamada, E. Abe, C. Osawa, N. Yukawa(名大) Procedia Manufacturing, 15(2018), 356-363.   原著論文 
Prediction on microstructure and mechanical properties of hot forged Ni-based super alloy by optimization using genetic algorithms 
Ikumu Watanabe and Akinori Yamanaka(NIMS) International Journal of Mechanical Sciences 150 (2018) 314-321 
Voxel coarsening approach on image-based finite element modeling of representative volume element 原著論文 
H. Matsumoto,  D. Naito, K. Miyoshi, K. Yamanaka, et al. Science and Tech. of Ad. Materials, 18(1), 893-904, 2017 
Forging property, processing map, and mesoscale microstructural evolution modeling of a Ti-17 alloy 
with a lamellar (α+β) starting microstructure 

原著論文 

松本 良（大阪大学） The International Journal of Advanced Manufacturing Technology、2017、93、933-943 
Reduction in Axial Forging Load by Low-Frequency Torsional Oscillation in Cold Upsetting 原著論文 
Wenchong Zhou, Ryoji Sahara, and Koichi Tsuchiya（NIMS） J. Alloys and Compd. Vol.727, pp.579-595 (2017). 
First-principles study of the phase stability and elastic properties of Ti-X alloys (X = Mo, Nb, Al, Sn, Zr, Fe, Co, and O) 原著論文 
Somesh Kr. Bhattacharya, Ryoji Sahara, Tomonori Kitashima, et al. Jpn. J. Appl. Phys. Vol.56, 125701 (2017). 
First principles study of oxidation of Si-segregated α-Ti(0001) surfaces 原著論文 
Somesh Kr. Bhattacharya, Ryoji Sahara, Kyosuke Ueda, et al. Sci. Tech. Adv. Mat. Vol.18, pp.998-1004 (2017) 
Effect of Si on the oxidation reaction of α-Ti(0001) surface: ab initio molecular dynamics study 原著論文 
山根玄，松本洋明(香川大) 日本金属学会誌、81、pp.60-65、2016 
Ti-17合金の静的熱処理過程の粒成長および静的球状化 原著論文 
渡邊育夢（NIMS） 金属、2019 in press 
計算機支援材料設計 解説 
松本洋明（香川大） チタン 66， pp. 180-185，2018年 
Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo(Ti-17)合金の熱間鍛造加工と組織形成および組織予測・有限要素解析 解説 
御手洗容子、黒田秀治、本橋功会、松本洋明、逸見義男、石外伸也（NIMS、香川大、神戸製鋼、JF） 
1500 トン鍛造シミュレータを用いたチタン合金の研究          チタン 66， pp. 160-163，2018年 解説 
上杉徳照、佐原亮二（NIMS、大阪府大） 軽金属 Vol.67, pp.653-661 (2017). 
チタンの計算材料科学  解説 
その他  プロシーディングス 8  学位論文 3  修士学位論文 2 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
藤田 陽一（日本エアロフォージ(株)） 第 69回塑性加工連合講演会、2018/10/28、熊本大学 
革新鍛造プロセス技術の開発と実用化に向けた課題－ 1500 トン鍛造シミュレータの海洋と実機試作 － 学会口頭発表（予稿集あり） 
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松本洋明，山中謙太，千葉晶彦，逸見義男，御手洗容子ほか 第 69回塑性加工連合講演会、2018/10/28、熊本大学 
Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo(Ti-17)合金の熱間鍛造過程における組織変化・材質予測 学会口頭発表（予稿集あり） 
御手洗容子、黒田秀治、本橋功会、松本洋明，吉田佳典、ほか 第 46回ガスタービン学会定期講演会、2018/10/10、鹿児島県民センター 
ジェットエンジン 用 Ti合金鍛造材の組織形成と引張特性 学会口頭発表（予稿集あり） 
黒田秀治、本橋功会、御手洗容子 (NIMS) 第 46回ガスタービン学会定期講演会、2018/10/10、鹿児島県民センター 
1500 トン鍛造シミュレータによる鍛造プロセス開発 学会口頭発表（予稿集あり） 
K. Oikawa（東北大） THERMEC'2018、2018/07/8-13、Paris 
Dynamic recrystallization behavior of superalloy 718 国際学会口頭発表+概要 
新家 光雄 （名城大学） 第 163回日本金属学会秋期講演大会、2018/9/19、東北大学 
種々の温度にて鍛造した Ti-17時効材のミクロ組織と力学的特性との関係 学会口頭発表（予稿集あり） 
吉田佳典（岐阜大学） 日本塑性加工学会プロセス・トライボロジー分科会第 154回研究会,2018.6.5，岐阜大学 
熱間鍛造における工具―素材間の熱伝達係数および摩擦係数の同定 学会口頭発表（予稿集あり） 
上記の他 NIMS  国際 1 国内 8、東北大及川研 12、東北大 古原研 7、東北大千葉研 ２、香川大 13件、阪大 国際 2 国内 9、    
名大 7、岐阜大 国際 2 国内 4、電機大 4、東大 3、名城大 3、神戸製鋼 1  

 
 
 

B24 革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

耐熱 Ti合金および耐熱 Ti合金材 特開 2017-210658 
（2017/11/30） 

東北大学 
成島尚之 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

萩原益夫（NIMS） Materials Science & Engineering A, 2018, 727, 43-50.  原著論文 
Relationships between microstructures, facet morphologies at the high-cycle fatigue (HCF) crack initiation site, and HCF strength in Ti-6242S 
北嶋具教（NIMS） Materials and Design, 2018, 137, 355-360    原著論文 
Oxidation-nitridation-induced recrystallization in a near-alpha titanium alloy 
Somesh Kr. Bhattacharya（NIMS） Sci. Tech. Adv. Mat. 2017, 18, 998-1004.    原著論文 
Effect of Si on the oxidation reaction of α-Ti(0001) surface: ab initio molecular dynamics study 
Somesh Kr. Bhattacharya（NIMS） Japanese Journal of Applied Physics, 2017, 50, 125701 
First principles study of oxidation of Si segregated α-Ti(0001) surfaces 原著論文 
中川優花（兵庫県立大学） 2017年 2月 
Ti-6Al-4V合金の熱間多方向加工による組織均一化 学位論文（学士） 
山戸正敏（兵庫県立大学） 2018年 2月 
画像計測引張試験法を用いた Ti-6Al-4V合金の大ひずみ域までの高温真応力－真ひずみ曲線の測定 学位論文（修士） 
畑中勇星（兵庫県立大学） 2018年 2月 
Ti-17合金の熱間加工によるβ粒微細化と多方向加工の効果 学位論文（学士） 
古川智己（筑波大学） 2015年 2月 
Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo合金の機械的特性に及ぼす酸素添加の効果 学位論文（学士） 
岸本竜介（筑波大学） 2017年 2月 
Ti-17合金の内部組織および機械的特性に及ぼす酸素添加の影響 学位論文（学士） 
寺田晴彦（筑波大学） 2017年 2月 
Ti-Al-Sn-Zr-Cr-Mo合金の微細組織及び力学的特性に及ぼす窒素添加の影響 学位論文（修士） 
古川智己（筑波大学） 2017年 2月 
Ti-Al-Sn-Zr-Cr-Mo合金の組織と機械的特性に及ぼす焼鈍および時効処理の影響 学位論文（修士） 
塚瀬大規（筑波大学） 2018年 2月 
Ti-17合金の高温圧縮特性に及ぼす変形温度と保持時間の影響 学位論文（学士） 
渡部 哲（筑波大学） 2018年 2月 
Ti-Al-Sn-Zr-Cr-Mo合金の微細組織及び機械的特性に及ぼす炭素添加の影響 学位論文（修士） 
前田幸大（東北大学） 2017年 2月 
Ti-6Al-4V合金の耐酸化性および機械的特性に及ぼす Siの影響 学位論文（修士） 
鈴木聡（東北大学） 2018年 2月 
チタン合金の大気酸化挙動に及ぼす Si添加の影響 学位論文（修士） 

256 257



258 
 

福島涼太（東北大学） 2018年 2月 
Ti-17合金の時効析出挙動と酸素濃度の影響 学位論文（学士） 
西尾隼人（近畿大学） 2018年 2月 
航空機用チタン合金大型鍛造材の組織不均一性と引張特性 学位論文（学士） 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

北嶋具教（NIMS） 日本塑性加工学会第 69回塑性加工連合講演会、2018/10/28、熊本大学 
Ti-6Al-4V材の鍛造加工発熱測定および鍛造材の温度変化予測 （国内）学会口頭発表 
江村聡(NIMS B-D連携) 日本鉄鋼協会第 176回秋季講演大会、2018/7/21、東北大学 
Ti-6Al-4V合金鍛造材の疲労特性におよぼす製造条件の影響 （国内）学会口頭発表 
鳥塚史郎（兵庫県立大学） THERMEC 2018、2018/7/12、シテ科学産業博物館、パリ  （国際）学会口頭発表 
Formation of uniform microstructure by multidirectional compression at elevated temperature in Ti alloys 
伊東篤志（兵庫県立大学） THERMEC 2018、2018/7/12、シテ科学産業博物館、パリ   （国際）学会口頭発表 
Image analysis tensile test method at elevated temperature to obtain true stress-true strain curves up to large strain 
岸本竜介（筑波大学） 日本金属学会 2018年秋期講演大会、2018/7/19、東北大学 
Ti-17合金の高温変形特性に及ぼす酸素・炭素添加の影響 （国内）学会口頭発表 
成島尚之（東北大学） チタン製造プロセスと材料機能研究会第 4回講演会、2018/1/26、関西大学 
Tiの高温酸化に及ぼす Si の影響に関する実験的・計算材料学的研究（招待講演） （国内）学会口頭発表 
小泉 雄一郎（東北大学） チタン製造プロセスと材料機能研究会第 3回講演会、2017/1/13、関西大学 
Ti合金の変形と組織形成の計算機シミュレーション（招待講演） （国内）学会口頭発表 
その他の発表の筆頭発表者所属、NIMS16件、 
NIMS B-D連携 1件、兵庫県立大学 9件、筑波大学 1件、東北大学 4件 

 
 
 
B22 航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による革新的生産技術開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
国内出願 

突起形成方法および機械 特開 2018-103225 
（2018/7/5） 

川崎重工業㈱ 
行徳 裕也 

特許 
国内出願 

傾斜状構造体およびその製造方法 特願 2018-201394 
（2018/10/26） 

川崎重工業㈱ 
渡邊 健太郎 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） 大阪冶金会会誌、2017、第 57号、43-47 
航空機（エンジン／機体）の新しい生産技術・材料技術について 総説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） モノづくりマッチング Japan2015、2015/12/4、東京ビッグサイト 
航空機およびエネルギー機器における金属積層造形技術の適用展開 プレスリリース 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） 2017 ハイテク推進セミナー、2017/10/24、島津マルチホール 
３次元モノづくりによる輸送機器、エネルギー機器の新しい生産技術 プレスリリース、予稿あり 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） 第 46回ガスタービンセミナー、2018/1/26、首都大学東京 
航空エンジン部品に適用される革新的生産技術・材料技術－川崎重工の事例を中心に－ プレスリリース、予稿あり 
草野 正大（物質・材料研究機構） 日本非破壊検査協会秋季講演大会、2017/10/6、福岡国際会議場 
レーザ積層造形法による Ti-6Al-4V試料の超音波試験に関する基礎的研究 国内学会口頭発表 
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B23 航空機部品用金属粉末射出成形技術の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 国内出願 チタン合金粉末にかかわる特許 出願予定 ㈱大阪チタニウムテクノロジーズ 大西 隆 
ノウハウ開発物 変形の小さい金属粉末射出成形部品の形状(他６件) － ㈱IHI   南 大基 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

K. KUDO (Kyushu University) J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, Vol. 63(2016), No. 7, pp. 445-450. 
Static and Dynamic Fracture Characteristics of the MIM Ti-6Al-4V Alloy Compacts Using Fine Powder 原著論文 
J. CHOE (Kyushu University) J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, Vol. 63(2016), No. 7, pp. 451-456. 
Effect of Minor Boron Addition on the Fatigue Strength and High Temperature Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Compacts 原著論文 
工藤 健太郎（九州大学） 粉体および粉末冶金, 第 65巻(2018), 3号, 144～153頁 

Mo,B両元素添加による Ti-6Al-4V系 MIM材の微構造および静的・動的機械特性へ与える影響因子の評価 原著論文 
K. KUDO (Kyushu University) Mechanical Engineering Journal, Vol. 5（2018）, No. 4, pp. 1-8. 
Effect of α + β region sintering on the mechanical properties of injection molded Ti-6Al-4V compacts 原著論文 
工藤 健太郎（九州大学） 九州大学学位論文（2018年 9月） 

MIM製 Ti-6Al-4V合金の疲労強度の向上 学位論文 
その他  査読ありプロシーディングス４件（九州大学）、日刊工業新聞社 総説１件（九州大学） 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

H. Miura (Kyushu University) POWDERMET2015, May, 17-20, 2015, San Diego,. 
Improvement of Fatigue Strength for Titanium Alloy Compacts by MIM 国際学会口頭発表 
J. Choe (Kyushu University) APMA2015, November 8-10, 2015, Kyoto 
Effect of Minor Boron Addition on the Fatigue Strength and High Temperature Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Compacts 国際学会口頭発表 
H. Ishimitsu (Kyushu University) APMA2015, November 8-10, 2015, Kyoto 
Static and Dynamic Fracture Characteristics of the MIM Ti-6Al-4V Alloy Compacts Using Fine Powder 国際学会口頭発表 
H. Miura (Kyushu University) EMN Hong Long Meeting, Decemper4-8, 2016,Hong Kong 
Improvement of Mechanical Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Alloy Compacts for Aerospace Application 国際学会口頭発表 
K. KUDO (Kyushu University) PM2018 World Congress, 9-13, Octorber,2016. 
Effect of Grain Size on the Fatigue Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Compacts 国際学会口頭発表 
その他 国際学会口頭発表６件（九州大学）、国内学会口頭発表３件（九州大学） 
▷表彰などの授与 
三浦秀士（九州大学鉄鋼リサーチセンター）  
学術貢献賞（含 Ti合金のMIM）                     （公社）日本金属学会 2015年９月 16日 
三浦秀士（九州大学鉄鋼リサーチセンター）  
APMI 2016 Fellow Award（含 Ti合金の MIM）       American Powder Metallurgy Associasion 2016年 6月 1日 

 
 
 

B26 高強度 Ni基ディスク材材料の実用的加工プロセスの開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

タービン動翼の製造方法 WO2017/046851（2017/3/23） PCT/JP2015/076024 (2015/9/14) 
日本 WO2017/046851(再公表)（2018/3/8）2017-540362 (2016/11/16) 

MHPS 
太田敦夫 

特許 
外国出願 

タービン動翼の製造方法 米国 US2018/0209026（2018/7/26）15/743767（2018/1/11） 
欧州 EP3351651（2018/7/25）15904040.1（2018/1/16） 
中国 CN107849672A（2018/3/27）201580081940（2018/1/25） 
韓国 10-2018-21166（2018/2/28）10-2018-07002602（2018/1/26） 
ロシア 2018103448（2018/1/30） 
インド公開済番号無(18/2/23)201717047302（2017/12/29） 

MHPS 
太田敦夫 

特許 
国内出願 

ニッケル基合金高温部材
の製造方法 

WO2018/092204（2018/5/24） 
PCT/JP2016/083931(2016/11/16) 

MHPS 
太田敦夫 

特許 
外国出願 

ニッケル基合金高温部材
の製造方法 

台湾 201819065（2018/6/1）106136628（2017/10/25） MHPS 
太田敦夫 
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福島涼太（東北大学） 2018年 2月 
Ti-17合金の時効析出挙動と酸素濃度の影響 学位論文（学士） 
西尾隼人（近畿大学） 2018年 2月 
航空機用チタン合金大型鍛造材の組織不均一性と引張特性 学位論文（学士） 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

北嶋具教（NIMS） 日本塑性加工学会第 69回塑性加工連合講演会、2018/10/28、熊本大学 
Ti-6Al-4V材の鍛造加工発熱測定および鍛造材の温度変化予測 （国内）学会口頭発表 
江村聡(NIMS B-D連携) 日本鉄鋼協会第 176回秋季講演大会、2018/7/21、東北大学 
Ti-6Al-4V合金鍛造材の疲労特性におよぼす製造条件の影響 （国内）学会口頭発表 
鳥塚史郎（兵庫県立大学） THERMEC 2018、2018/7/12、シテ科学産業博物館、パリ  （国際）学会口頭発表 
Formation of uniform microstructure by multidirectional compression at elevated temperature in Ti alloys 
伊東篤志（兵庫県立大学） THERMEC 2018、2018/7/12、シテ科学産業博物館、パリ   （国際）学会口頭発表 
Image analysis tensile test method at elevated temperature to obtain true stress-true strain curves up to large strain 
岸本竜介（筑波大学） 日本金属学会 2018年秋期講演大会、2018/7/19、東北大学 
Ti-17合金の高温変形特性に及ぼす酸素・炭素添加の影響 （国内）学会口頭発表 
成島尚之（東北大学） チタン製造プロセスと材料機能研究会第 4回講演会、2018/1/26、関西大学 
Tiの高温酸化に及ぼす Si の影響に関する実験的・計算材料学的研究（招待講演） （国内）学会口頭発表 
小泉 雄一郎（東北大学） チタン製造プロセスと材料機能研究会第 3回講演会、2017/1/13、関西大学 
Ti合金の変形と組織形成の計算機シミュレーション（招待講演） （国内）学会口頭発表 
その他の発表の筆頭発表者所属、NIMS16件、 
NIMS B-D連携 1件、兵庫県立大学 9件、筑波大学 1件、東北大学 4件 

 
 
 
B22 航空機エンジン部品用レーザ粉体肉盛による革新的生産技術開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
国内出願 

突起形成方法および機械 特開 2018-103225 
（2018/7/5） 

川崎重工業㈱ 
行徳 裕也 

特許 
国内出願 

傾斜状構造体およびその製造方法 特願 2018-201394 
（2018/10/26） 

川崎重工業㈱ 
渡邊 健太郎 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） 大阪冶金会会誌、2017、第 57号、43-47 
航空機（エンジン／機体）の新しい生産技術・材料技術について 総説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） モノづくりマッチング Japan2015、2015/12/4、東京ビッグサイト 
航空機およびエネルギー機器における金属積層造形技術の適用展開 プレスリリース 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） 2017 ハイテク推進セミナー、2017/10/24、島津マルチホール 
３次元モノづくりによる輸送機器、エネルギー機器の新しい生産技術 プレスリリース、予稿あり 
井頭 賢一郎（川崎重工業㈱） 第 46回ガスタービンセミナー、2018/1/26、首都大学東京 
航空エンジン部品に適用される革新的生産技術・材料技術－川崎重工の事例を中心に－ プレスリリース、予稿あり 
草野 正大（物質・材料研究機構） 日本非破壊検査協会秋季講演大会、2017/10/6、福岡国際会議場 
レーザ積層造形法による Ti-6Al-4V試料の超音波試験に関する基礎的研究 国内学会口頭発表 
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B23 航空機部品用金属粉末射出成形技術の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 国内出願 チタン合金粉末にかかわる特許 出願予定 ㈱大阪チタニウムテクノロジーズ 大西 隆 
ノウハウ開発物 変形の小さい金属粉末射出成形部品の形状(他６件) － ㈱IHI   南 大基 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

K. KUDO (Kyushu University) J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, Vol. 63(2016), No. 7, pp. 445-450. 
Static and Dynamic Fracture Characteristics of the MIM Ti-6Al-4V Alloy Compacts Using Fine Powder 原著論文 
J. CHOE (Kyushu University) J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, Vol. 63(2016), No. 7, pp. 451-456. 
Effect of Minor Boron Addition on the Fatigue Strength and High Temperature Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Compacts 原著論文 
工藤 健太郎（九州大学） 粉体および粉末冶金, 第 65巻(2018), 3号, 144～153頁 

Mo,B両元素添加による Ti-6Al-4V系 MIM材の微構造および静的・動的機械特性へ与える影響因子の評価 原著論文 
K. KUDO (Kyushu University) Mechanical Engineering Journal, Vol. 5（2018）, No. 4, pp. 1-8. 
Effect of α + β region sintering on the mechanical properties of injection molded Ti-6Al-4V compacts 原著論文 
工藤 健太郎（九州大学） 九州大学学位論文（2018年 9月） 

MIM製 Ti-6Al-4V合金の疲労強度の向上 学位論文 
その他  査読ありプロシーディングス４件（九州大学）、日刊工業新聞社 総説１件（九州大学） 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

H. Miura (Kyushu University) POWDERMET2015, May, 17-20, 2015, San Diego,. 
Improvement of Fatigue Strength for Titanium Alloy Compacts by MIM 国際学会口頭発表 
J. Choe (Kyushu University) APMA2015, November 8-10, 2015, Kyoto 
Effect of Minor Boron Addition on the Fatigue Strength and High Temperature Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Compacts 国際学会口頭発表 
H. Ishimitsu (Kyushu University) APMA2015, November 8-10, 2015, Kyoto 
Static and Dynamic Fracture Characteristics of the MIM Ti-6Al-4V Alloy Compacts Using Fine Powder 国際学会口頭発表 
H. Miura (Kyushu University) EMN Hong Long Meeting, Decemper4-8, 2016,Hong Kong 
Improvement of Mechanical Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Alloy Compacts for Aerospace Application 国際学会口頭発表 
K. KUDO (Kyushu University) PM2018 World Congress, 9-13, Octorber,2016. 
Effect of Grain Size on the Fatigue Properties of Injection Molded Ti-6Al-4V Compacts 国際学会口頭発表 
その他 国際学会口頭発表６件（九州大学）、国内学会口頭発表３件（九州大学） 
▷表彰などの授与 
三浦秀士（九州大学鉄鋼リサーチセンター）  
学術貢献賞（含 Ti合金のMIM）                     （公社）日本金属学会 2015年９月 16日 
三浦秀士（九州大学鉄鋼リサーチセンター）  
APMI 2016 Fellow Award（含 Ti合金の MIM）       American Powder Metallurgy Associasion 2016年 6月 1日 

 
 
 

B26 高強度 Ni基ディスク材材料の実用的加工プロセスの開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

タービン動翼の製造方法 WO2017/046851（2017/3/23） PCT/JP2015/076024 (2015/9/14) 
日本 WO2017/046851(再公表)（2018/3/8）2017-540362 (2016/11/16) 

MHPS 
太田敦夫 

特許 
外国出願 

タービン動翼の製造方法 米国 US2018/0209026（2018/7/26）15/743767（2018/1/11） 
欧州 EP3351651（2018/7/25）15904040.1（2018/1/16） 
中国 CN107849672A（2018/3/27）201580081940（2018/1/25） 
韓国 10-2018-21166（2018/2/28）10-2018-07002602（2018/1/26） 
ロシア 2018103448（2018/1/30） 
インド公開済番号無(18/2/23)201717047302（2017/12/29） 

MHPS 
太田敦夫 

特許 
国内出願 

ニッケル基合金高温部材
の製造方法 

WO2018/092204（2018/5/24） 
PCT/JP2016/083931(2016/11/16) 

MHPS 
太田敦夫 

特許 
外国出願 

ニッケル基合金高温部材
の製造方法 

台湾 201819065（2018/6/1）106136628（2017/10/25） MHPS 
太田敦夫 
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▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
Shaohua Li（東北大） 東北大学大学院修士学位論文、2016 
Effect of Gamma Prime on the Behavior of Dynamic Recrystallization of Nickel Base Superalloy AD730TM 修士学位論文 
太田敦夫（MHPS） 2016年日本機械学会（6月号掲載） 
高強度 Ni基鍛造合金の革新的加工技術 技術トピック 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
上島伸文（東北大） 2016 MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 02, 2016, Boston 
Effect of Gamma Prime on the Behavior of Dynamic Recrystallization of Nickel Base Superalloy AD730TM 国際学会口頭発表 
Shaohua Li（東北大） ISFMS2015, Nov. 11-21, 2015, Tokyo 
Coherent-incoherent-transition of γ-γ' Interface during Dynamic Recrystallization in Ni-based Alloy 730 国際学会口頭発表 
森悠輝（東北大） 日本鉄鋼協会第 176 回秋季講演大会、2018/09/19-21、仙台 
γ'を非整合化させた TMW合金の熱間鍛造条件における流動応力モデリング 国内学会口頭発表 
許徳美（東北大） 平成 29年度塑性加工春季講演会、2017/6/8-10、岐阜 
Alloy730軟化材の熱間鍛造時の流動応力 国内学会口頭発表、講演論文集有 
上島伸文（東北大） 日本金属学会 2016年秋季(第 159回)講演大会、2016/09/21-23、大阪 
Coarsening kinetics of gamma prime and its effect on the deformation behavior of a nickel based superalloy 国内学会口頭発表 
Shaohua Li（東北大） 日本金属学会 2015年秋期(第 157回)講演大会、2015/09/16-18、福岡 国内学会口頭発表 
Coherent to Incoherent Transition of γ-γ' interface γ' at γ Grain Boundaries during Dynamic Recrystallization in Ni-based Superalloy AD730TM 
太田敦夫（MHPS） 2018Superalloy718&Derivatives、2018/6/2-6                 国際学会口頭発表 
Microstructure controlling of U720-typed superalloys to improve a hot and cold workability by using incoherent gamma prime 
太田敦夫（MHPS） 学振 123委 11月期研究会                                国内口頭発表     
Microstructure control using a high amount of incoherent gamma  prime phase to improve hot and cold workability of high 
strength Ni-base forged superalloys 

 
 
 
 
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            （2016年度で完了） 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

タービン用素材の製造方法 特開 2018-53332（2018/4/5） 
特願 2016-192795（2016/6/30） 

日立金属㈱ 
冶金研究所 
福澤範英 

上記の他、公開前国内特許：1件 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
木村 勇次（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 日本鉄鋼協会秋季講演大会、2017/9/6、北海道大学 
3.5NiCrMoV鋼の温間テンプフォーミング 国内学会発表、予稿集 
高久 歴（㈱東芝） 日本鉄鋼協会秋季講演大会、2017/9/6、北海道大学 
温間テンプフォーミングにより超微細粒化した 3.5NiCrMoV鋼の諸特性 国内学会発表、予稿集 
福澤 範英（日立金属㈱） 日本鉄鋼協会秋季講演大会、2017/9/6、北海道大学 
3.5NiCrMoV鋼の鍛造による微細オーステナイト粒形成 国内学会発表、予稿集 
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B29 ジェットエンジン用高性能 TiAl合金／高性能合金の組織・プロセス指導原理の構築 
 

▷論文など（分類：原著作論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
竹山 雅夫（東京工業大学）   塑性と加工, 2015, 56, 535-539  解説  鍛造 TiAl基合金の現状と最近の動向 
竹山 雅夫（東京工業大学） まてりあ、2017、56、145-150     総説  耐熱金属材料の最近の動向と今後の展望 
Loris Signori（東京工業大学） Intermetallics, 2018, 100, 77-87 
Fatigue crack growth behavior of wrought γ-based TiAl alloy containing β-phase 分類：原著論文 
中島 広豊（東京工業大学） Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 2015, 1760, mrsf14-1760-yy06-07   Proceedings（査読有） 
Phase Stability of β-Ti Phase in the TiAl Alloys with the Combined Addition of M Elements 
竹山 雅夫（東京工業大学） MRS Advances, 2018     Proceedings（査読有） 
Design Approaches and Achievements of Novel Wrought TiAl Alloys for Jet Engine Applications 
中島 広豊（東京工業大学） MRS Advances, 2018     Proceedings（査読有） 
Computational and Experimental Phase Diagram Study in Ti-Al-Nb-Cr Quaternary System 
Ali Shaaban（東京工業大学） MRS Advances, 2018     Proceedings（査読有） 
Phase Equilibria Among β/α/α2/γ Phases and Phase Transformations in Ti-Al-Cr System at Elevated Temperatures 
山形 遼介（東京工業大学） MRS Advances, 2018      Proceedings（査読有） 
Microstructure Design for Enhancement of Room-Temperature Ductility in Multi-Component TiAl Alloys 
岡田 陽太郎（東京工業大学） MRS Advances, 2018       Proceedings（査読有） 
In-situ SEM Observation and Measurement of Strain Localization During Tensile in γ-TiAl Based Alloys 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
中島 広豊（東京工業大学） Intermetallics 2015、2015/9/29、Bad Staffelstein     国際学会口頭発表 
Phase Equilibria among β/α2/γ Phases in γ-TiAl Alloys with Combined Addition of β-stabilizing Elements at 1073 K 
竹山 雅夫（東京工業大学） IWTA2016、2016/8/30、東京工業大学 
Activities on TiAl in Japan and Approaches for Jet Engine Applications 分類：国際学会口頭発表 
中島 広豊（東京工業大学） IWTA2016、2016/8/29、東京工業大学 
Thermodynamic Calculation of Ti-Al-M Ternary Systems at Elevated Temperatures 分類：国際学会口頭発表 
吉田 里香子（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学 
Soft X-ray Spectroscopy of Carbon in Solution in the Phases Present in TiAl Alloys 分類：国際学会ポスター発表 
Loris Signori（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学 
Phase Equilibria among β-Ti/α2-Ti3Al/γ-TiAl Phases in Ti-Al-M Ternary Systems at 1273 K 分類：国際学会ポスター発表 
中村 大輝（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学             分類：国際学会ポスター発表 
In-situ Observation of Tensile Deformation and Cracking Behavior of TiAl based Alloy at 1073 K 
若林 英輝（東京工業大学） IWTA2016、2016/8/30、東京工業大学 
Effect of Creep Strain on Dynamic Phase Transformation of TiAl Based Alloys at 1073 K 分類：国際学会口頭発表 
林 重成（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/1、東京工業大学 
High Temperature Oxidation Behavior of TiAl Alloys at 800 °C in Air 分類：国際学会口頭発表 
阿曽村 悠介（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学 
The Effect of Microstructure on the Oxidation Behavior of TiAl Based Alloys 分類：国際学会ポスター発表 
若林 英輝（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年       分類：国際学会口頭発表 
Effect of Dynamic Phase Transformation on Creep Resistance in TiAl Based Alloys at 1073 K 
吉田 里香子（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年        分類：国際学会口頭発表 
Phase Equilibria among β, α(α2) and γ Phases in Carbon Doped TiAl Alloys Using Ultra Soft-X-Ray Emission Spectroscopy 
Loris Signori（東京工業大学） Intermetallics 2017、2017/10/3、Bad Staffelstein    分類：国際学会口頭発表 
The Effect of Microstructure on Fatigue Crack Growth Propagation Behavior of Wrought γ-TiAl Based Alloys 
林 重成（東京工業大学） Intermetallics 2017、2017/10/3、Bad Staffelstein 
Oxidation behavior of TiAl alloy in the atmospheres containing water vapor at 650ºC 分類：国際学会口頭発表 
Jullian Domingo（北海道大学） EFC workshop 2018、2018/9/18、Frankfurt 
Combined effect of Nb and N in α2-Ti-Al Intermetallics at 800°C  
Jullian Domingo（北海道大学） ISHOC 2018、2018/10/25、松江 
In-situ high temperature XRD oxidation study of 2-Ti-Al alloys using Synchrotron radiation 分類：国際学会口頭発表 
竹山 雅夫（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/27、Boston            分類：国際学会口頭発表 
Design Approaches and Achievements of Novel Wrought TiAl Alloys for Jet Engine Applications 
山形 遼介（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston 
Computational and Experimental Phase Diagram Study in Ti-Al-Nb-Cr Quaternary System 分類：国際学会口頭発表 
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▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
Shaohua Li（東北大） 東北大学大学院修士学位論文、2016 
Effect of Gamma Prime on the Behavior of Dynamic Recrystallization of Nickel Base Superalloy AD730TM 修士学位論文 
太田敦夫（MHPS） 2016年日本機械学会（6月号掲載） 
高強度 Ni基鍛造合金の革新的加工技術 技術トピック 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
上島伸文（東北大） 2016 MRS Fall Meeting, Nov. 27-Dec. 02, 2016, Boston 
Effect of Gamma Prime on the Behavior of Dynamic Recrystallization of Nickel Base Superalloy AD730TM 国際学会口頭発表 
Shaohua Li（東北大） ISFMS2015, Nov. 11-21, 2015, Tokyo 
Coherent-incoherent-transition of γ-γ' Interface during Dynamic Recrystallization in Ni-based Alloy 730 国際学会口頭発表 
森悠輝（東北大） 日本鉄鋼協会第 176 回秋季講演大会、2018/09/19-21、仙台 
γ'を非整合化させた TMW合金の熱間鍛造条件における流動応力モデリング 国内学会口頭発表 
許徳美（東北大） 平成 29年度塑性加工春季講演会、2017/6/8-10、岐阜 
Alloy730軟化材の熱間鍛造時の流動応力 国内学会口頭発表、講演論文集有 
上島伸文（東北大） 日本金属学会 2016年秋季(第 159回)講演大会、2016/09/21-23、大阪 
Coarsening kinetics of gamma prime and its effect on the deformation behavior of a nickel based superalloy 国内学会口頭発表 
Shaohua Li（東北大） 日本金属学会 2015年秋期(第 157回)講演大会、2015/09/16-18、福岡 国内学会口頭発表 
Coherent to Incoherent Transition of γ-γ' interface γ' at γ Grain Boundaries during Dynamic Recrystallization in Ni-based Superalloy AD730TM 
太田敦夫（MHPS） 2018Superalloy718&Derivatives、2018/6/2-6                 国際学会口頭発表 
Microstructure controlling of U720-typed superalloys to improve a hot and cold workability by using incoherent gamma prime 
太田敦夫（MHPS） 学振 123委 11月期研究会                                国内口頭発表     
Microstructure control using a high amount of incoherent gamma  prime phase to improve hot and cold workability of high 
strength Ni-base forged superalloys 

 
 
 
 
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            （2016年度で完了） 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

タービン用素材の製造方法 特開 2018-53332（2018/4/5） 
特願 2016-192795（2016/6/30） 

日立金属㈱ 
冶金研究所 
福澤範英 

上記の他、公開前国内特許：1件 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
木村 勇次（国立研究開発法人物質・材料研究機構） 日本鉄鋼協会秋季講演大会、2017/9/6、北海道大学 
3.5NiCrMoV鋼の温間テンプフォーミング 国内学会発表、予稿集 
高久 歴（㈱東芝） 日本鉄鋼協会秋季講演大会、2017/9/6、北海道大学 
温間テンプフォーミングにより超微細粒化した 3.5NiCrMoV鋼の諸特性 国内学会発表、予稿集 
福澤 範英（日立金属㈱） 日本鉄鋼協会秋季講演大会、2017/9/6、北海道大学 
3.5NiCrMoV鋼の鍛造による微細オーステナイト粒形成 国内学会発表、予稿集 
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B29 ジェットエンジン用高性能 TiAl合金／高性能合金の組織・プロセス指導原理の構築 
 

▷論文など（分類：原著作論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
竹山 雅夫（東京工業大学）   塑性と加工, 2015, 56, 535-539  解説  鍛造 TiAl基合金の現状と最近の動向 
竹山 雅夫（東京工業大学） まてりあ、2017、56、145-150     総説  耐熱金属材料の最近の動向と今後の展望 
Loris Signori（東京工業大学） Intermetallics, 2018, 100, 77-87 
Fatigue crack growth behavior of wrought γ-based TiAl alloy containing β-phase 分類：原著論文 
中島 広豊（東京工業大学） Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 2015, 1760, mrsf14-1760-yy06-07   Proceedings（査読有） 
Phase Stability of β-Ti Phase in the TiAl Alloys with the Combined Addition of M Elements 
竹山 雅夫（東京工業大学） MRS Advances, 2018     Proceedings（査読有） 
Design Approaches and Achievements of Novel Wrought TiAl Alloys for Jet Engine Applications 
中島 広豊（東京工業大学） MRS Advances, 2018     Proceedings（査読有） 
Computational and Experimental Phase Diagram Study in Ti-Al-Nb-Cr Quaternary System 
Ali Shaaban（東京工業大学） MRS Advances, 2018     Proceedings（査読有） 
Phase Equilibria Among β/α/α2/γ Phases and Phase Transformations in Ti-Al-Cr System at Elevated Temperatures 
山形 遼介（東京工業大学） MRS Advances, 2018      Proceedings（査読有） 
Microstructure Design for Enhancement of Room-Temperature Ductility in Multi-Component TiAl Alloys 
岡田 陽太郎（東京工業大学） MRS Advances, 2018       Proceedings（査読有） 
In-situ SEM Observation and Measurement of Strain Localization During Tensile in γ-TiAl Based Alloys 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
中島 広豊（東京工業大学） Intermetallics 2015、2015/9/29、Bad Staffelstein     国際学会口頭発表 
Phase Equilibria among β/α2/γ Phases in γ-TiAl Alloys with Combined Addition of β-stabilizing Elements at 1073 K 
竹山 雅夫（東京工業大学） IWTA2016、2016/8/30、東京工業大学 
Activities on TiAl in Japan and Approaches for Jet Engine Applications 分類：国際学会口頭発表 
中島 広豊（東京工業大学） IWTA2016、2016/8/29、東京工業大学 
Thermodynamic Calculation of Ti-Al-M Ternary Systems at Elevated Temperatures 分類：国際学会口頭発表 
吉田 里香子（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学 
Soft X-ray Spectroscopy of Carbon in Solution in the Phases Present in TiAl Alloys 分類：国際学会ポスター発表 
Loris Signori（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学 
Phase Equilibria among β-Ti/α2-Ti3Al/γ-TiAl Phases in Ti-Al-M Ternary Systems at 1273 K 分類：国際学会ポスター発表 
中村 大輝（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学             分類：国際学会ポスター発表 
In-situ Observation of Tensile Deformation and Cracking Behavior of TiAl based Alloy at 1073 K 
若林 英輝（東京工業大学） IWTA2016、2016/8/30、東京工業大学 
Effect of Creep Strain on Dynamic Phase Transformation of TiAl Based Alloys at 1073 K 分類：国際学会口頭発表 
林 重成（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/1、東京工業大学 
High Temperature Oxidation Behavior of TiAl Alloys at 800 °C in Air 分類：国際学会口頭発表 
阿曽村 悠介（東京工業大学） IWTA2016、2016/9/2、東京工業大学 
The Effect of Microstructure on the Oxidation Behavior of TiAl Based Alloys 分類：国際学会ポスター発表 
若林 英輝（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年       分類：国際学会口頭発表 
Effect of Dynamic Phase Transformation on Creep Resistance in TiAl Based Alloys at 1073 K 
吉田 里香子（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年        分類：国際学会口頭発表 
Phase Equilibria among β, α(α2) and γ Phases in Carbon Doped TiAl Alloys Using Ultra Soft-X-Ray Emission Spectroscopy 
Loris Signori（東京工業大学） Intermetallics 2017、2017/10/3、Bad Staffelstein    分類：国際学会口頭発表 
The Effect of Microstructure on Fatigue Crack Growth Propagation Behavior of Wrought γ-TiAl Based Alloys 
林 重成（東京工業大学） Intermetallics 2017、2017/10/3、Bad Staffelstein 
Oxidation behavior of TiAl alloy in the atmospheres containing water vapor at 650ºC 分類：国際学会口頭発表 
Jullian Domingo（北海道大学） EFC workshop 2018、2018/9/18、Frankfurt 
Combined effect of Nb and N in α2-Ti-Al Intermetallics at 800°C  
Jullian Domingo（北海道大学） ISHOC 2018、2018/10/25、松江 
In-situ high temperature XRD oxidation study of 2-Ti-Al alloys using Synchrotron radiation 分類：国際学会口頭発表 
竹山 雅夫（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/27、Boston            分類：国際学会口頭発表 
Design Approaches and Achievements of Novel Wrought TiAl Alloys for Jet Engine Applications 
山形 遼介（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston 
Computational and Experimental Phase Diagram Study in Ti-Al-Nb-Cr Quaternary System 分類：国際学会口頭発表 
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Ali Shaaban（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston           分類：国際学会口頭発表 
Phase Equilibria among β/α2/α/γ Phases and Phase Transformations in Ti-Al-Cr System at Elevated Temperatures 
山形 遼介（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston           分類：国際学会口頭発表 
Microstructure Design for Enhancement of Room-Temperature Ductility in Multi-Component TiAl Alloys 
岡田 陽太郎（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston           分類：国際学会口頭発表 
In Situ SEM Observation and Measurement of Strain Localization During Tensile in γ-TiAl Based Alloys 
▷表彰などの授与 
中島 広豊（東京工業大学） The German Materials Society (DGM), 2015年 
Best Poster Award for “Phase Equilibria among β/α2/γ Phases in γ-TiAl Alloys with Combined Addition of β-stabilizing Elements at 1073 K” 
竹山 雅夫（東京工業大学） 日本金属学会、2018年  学術貢献賞「高温構造用耐熱材の組織設計指導原理の構築に関する研究」 
竹山 雅夫（東京工業大学） 日本鉄鋼協会、2018年  学術功績賞 「耐熱鋼・耐熱合金の新規設計指導原理の構築」 
若林 英輝（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年 
Poster of the Day and Symposium Best Poster Award “Effect of Dynamic Phase Transformation on Creep Resistance in TiAl Based Alloys at 1073 K” 
吉田 里香子（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年  
Symposium Best Poster Award for “Phase Equilibria among β, α(α2) and γ Phases in Carbon Doped TiAl Alloys Using Ultra Soft-X-Ray Emission Spectroscopy” 
竹山 雅夫（東京工業大学） The German Materials Society (DGM), 2017年  Intermetallics Award 2017 
岡田 陽太郎（東京工業大学）  Materials Research Society (MRS), 2018年 
Poster of the Day and Symposium Best Poster Award for “In Situ SEM Observation and Measurement of Strain Localization during Tensile in γ-TiAl Based Alloys” 

 
B30 ジェットエンジン用高性能 TiAl合金／高品位・低コスト素材製造技術開発 

 

▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 国内出願 活性金属の鋳造方法 特願 2016-241248   （2016/12/13） ㈱神戸製鋼所  森川 雄三 
特許 国内出願 活性金属の鋳造方法 特願 2017-206165   （2017/10/25） ㈱神戸製鋼所  石田 斉 
特許 外国出願 活性金属の鋳造方法 PCT/JP2017/0433660 （2017/12/5） ㈱神戸製鋼所  石田 斉 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） チタン、2018、v.66、No.2、p.16-21 
チタンアルミ金属間化合物の溶解技術の開発 解説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） 産業新聞、2016/5/10    新聞発表   チタンアルミ基合金開発 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） 日本経済新聞、2016/6/9  新聞発表   航空エンジンに軽い素材 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） IWTA2016、2016/9/1、東京工業大学 
Melting Process of Titanium Aluminides 国際学会口頭発表、予稿集アリ 

松若 大介（㈱神戸製鋼所） IWTA2016、2016/9/1、東京工業大学 
Surface treatment of TiAl using halide flux 国際学会口頭発表、予稿集アリ 

松若 大介（㈱神戸製鋼所） 第 73回レアメタル研究会、2016/11/20、東京工業大学 
ジェットエンジン用高性能 TiAl基合金の設計・製造技術の開発 ポスター発表 
松若 大介（㈱神戸製鋼所） 第 163回 日本金属学会、2018/9/21、東北大学 
TiAl金属間化合物の溶解技術 国内学会口頭発表、予稿集アリ 

松若 大介（㈱神戸製鋼所） 第 83回レアメタル研究会、2018/11/9、東京大学 
【SIP】TiAl部材の国内サプライチェーン構築に向けて ポスター発表 
▷表彰などの授与 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） チタン協会、2017年 11月 28日 
技術賞 「チタンアルミ金属間化合物の溶解技術の開発」  

 
B31 ジェットエンジン用高性能 TiAl合金／革新製造プロセス開発および検証 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 

年度内に 4件出願予定 （含む、B29 の東工大との共願） 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
高橋聰（株式会社 IHI） 5th International Workshop on Titanium Aluminides，2016，東工大 
The Current Situation and Issues for the Expansion of Application of Wrought TiAl alloys 国際学会発表 予稿有 
大田祐太郎(株式会社 IHI） 金属学会第 163回講演大会 2018/09/21, 東北大 
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TiAl合金の高温圧縮特性と機械的特性に対する C添加の効果 学会発表 予稿有 
久布白圭司(株式会社 IHI） 金属学会第 163回講演大会 2018/09/21, 東北大 
TiAl合金のクリープ強度評価 学会発表 予稿有 

 
B32 方向制御層状 TiAl タービン翼の製造技術開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

チタンーアルミニウム合金 特願 2016-27827 
（2016/2/17） 

大阪大学 
安田弘行 

特許 
国内出願 

チタンーアルミニウム合金（国内優先権） 特願 2017-013162  (2017/1/27) 
特開 2017-145501  （2017/8/24） 

大阪大学 
安田弘行 

上記の他、公開後国内出願： 1 件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
當代 光陽（大阪大学、（現）新居浜高専） Additive Manufacturing, 13 (2017) 61-70.       原著論文 
Effect of building direction on the microstructure and tensile properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy additively manufactured by EB melting 
趙 研（大阪大学） Intermetallics 95 (2018) 1-10. 
Influence of unique layered microstructure on fatigue properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloys 原著論文 

その他、国際会議報 1件、解説 1件、卒業論文；4、修士論文；2 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
上田実（金属技研㈱） 日刊工業新聞 1面、2017/1/4 
金属積層で航空機部品 JIS Q取得 金属技研、量産開始  新聞報道 
上田実（金属技研） ベルリンエアショー、2016/6/1-6/4、ベルリン 他 2件 
B32 で試作したタービン翼の展示 （海外 2件、国内 1件の展示） 展示会出展 
安田弘行（大阪大学）他 5th Inter. Workshop on TiAl、2016年 9月 2日、大岡山   学会発表、  他国際会議発表 5件 
Microstructure and Mechanical Properties of TiAl Alloys Additively Manufactured by Electron Beam Melting（招待講演）  

當代光陽（大阪大学）他 日本金属学会 2016-2018年大会（春期 3月、秋期 9月） 
Ti-48Al-2Cr-2Nb(at.%)合金造形体の微細組織におよぼす造形パラメータの影響 他 18件 学会発表 
近藤大介（金属技研） HIP2017、2017年 12月 8日、シドニー    学会発表 
The effect of HIP treatment on the mechanical properties of titanium aluminide additive manufactured by EBM 
池田亜矢子（NIMS）他 軽金属学会 2016-2018大会（春期 5月、秋期 11月）    学会発表    他５件 
伝熱解析と溶融池の観察による電子ビーム三次元積層造形法により作製した TiAl合金部材の微細組織形成過程の解明 
▷表彰などの授与 
趙 研（大阪大学） 軽金属学会、2018年 11月 9日 
第 36回軽金属奨励賞、「組織制御および変形挙動制御に着目した構造用チタン系合金の力学特性改善」 
趙 研（大阪大学） 5th International Workshop on TiAl、2016年 9月 2日 
Excellent poster award、「Fatigue Properties of TiAl Alloys Prepared by Electron Beam Melting」 

その他、国内会議でのポスター賞 2件 
 
B33 火力発電蒸気タービンプラント用 TiAl鍛造合金動翼の開発              （2016年度で完了） 

 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Shinji Oikawa(MHPS) IWTA 2016 
Applicability of TiAl Forging Alloy for Steam Turbine Blades 国際学会（ポスター） 
Shigenari HAYASHI（東工大） IWTA 2016 
High Temperature Oxidation Behavior of TiAl Alloys at 800 °C in Air 国際学会（口頭発表） 
Ali SHAABAN（東工大） IWTA 2016 
Effect of Water Vapor on Oxidation of TNM Alloy 国際学会（ポスター） 
Ali Shaaban（東工大） 日本金属学会 2017年春期(第 160回)講演大会         国内学会（口頭発表） 
High Temperature Oxidation Behavior of TNM Alloy at 650°C in Various Water Vapor Containing Atmospheres 
Ali Shaaban（東工大） 学振第123委員会             学振委員会（口頭発表） 
High Temperature Oxidation Behavior of TNM Alloy at 650°C in Various Water Vapor Containing Atmospheres 
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Ali Shaaban（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston           分類：国際学会口頭発表 
Phase Equilibria among β/α2/α/γ Phases and Phase Transformations in Ti-Al-Cr System at Elevated Temperatures 
山形 遼介（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston           分類：国際学会口頭発表 
Microstructure Design for Enhancement of Room-Temperature Ductility in Multi-Component TiAl Alloys 
岡田 陽太郎（東京工業大学） MRS Fall Meeting、2018/11/28、Boston           分類：国際学会口頭発表 
In Situ SEM Observation and Measurement of Strain Localization During Tensile in γ-TiAl Based Alloys 
▷表彰などの授与 
中島 広豊（東京工業大学） The German Materials Society (DGM), 2015年 
Best Poster Award for “Phase Equilibria among β/α2/γ Phases in γ-TiAl Alloys with Combined Addition of β-stabilizing Elements at 1073 K” 
竹山 雅夫（東京工業大学） 日本金属学会、2018年  学術貢献賞「高温構造用耐熱材の組織設計指導原理の構築に関する研究」 
竹山 雅夫（東京工業大学） 日本鉄鋼協会、2018年  学術功績賞 「耐熱鋼・耐熱合金の新規設計指導原理の構築」 
若林 英輝（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年 
Poster of the Day and Symposium Best Poster Award “Effect of Dynamic Phase Transformation on Creep Resistance in TiAl Based Alloys at 1073 K” 
吉田 里香子（東京工業大学） Materials Research Society (MRS), 2016年  
Symposium Best Poster Award for “Phase Equilibria among β, α(α2) and γ Phases in Carbon Doped TiAl Alloys Using Ultra Soft-X-Ray Emission Spectroscopy” 
竹山 雅夫（東京工業大学） The German Materials Society (DGM), 2017年  Intermetallics Award 2017 
岡田 陽太郎（東京工業大学）  Materials Research Society (MRS), 2018年 
Poster of the Day and Symposium Best Poster Award for “In Situ SEM Observation and Measurement of Strain Localization during Tensile in γ-TiAl Based Alloys” 

 
B30 ジェットエンジン用高性能 TiAl合金／高品位・低コスト素材製造技術開発 

 

▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 国内出願 活性金属の鋳造方法 特願 2016-241248   （2016/12/13） ㈱神戸製鋼所  森川 雄三 
特許 国内出願 活性金属の鋳造方法 特願 2017-206165   （2017/10/25） ㈱神戸製鋼所  石田 斉 
特許 外国出願 活性金属の鋳造方法 PCT/JP2017/0433660 （2017/12/5） ㈱神戸製鋼所  石田 斉 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） チタン、2018、v.66、No.2、p.16-21 
チタンアルミ金属間化合物の溶解技術の開発 解説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） 産業新聞、2016/5/10    新聞発表   チタンアルミ基合金開発 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） 日本経済新聞、2016/6/9  新聞発表   航空エンジンに軽い素材 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） IWTA2016、2016/9/1、東京工業大学 
Melting Process of Titanium Aluminides 国際学会口頭発表、予稿集アリ 

松若 大介（㈱神戸製鋼所） IWTA2016、2016/9/1、東京工業大学 
Surface treatment of TiAl using halide flux 国際学会口頭発表、予稿集アリ 

松若 大介（㈱神戸製鋼所） 第 73回レアメタル研究会、2016/11/20、東京工業大学 
ジェットエンジン用高性能 TiAl基合金の設計・製造技術の開発 ポスター発表 
松若 大介（㈱神戸製鋼所） 第 163回 日本金属学会、2018/9/21、東北大学 
TiAl金属間化合物の溶解技術 国内学会口頭発表、予稿集アリ 

松若 大介（㈱神戸製鋼所） 第 83回レアメタル研究会、2018/11/9、東京大学 
【SIP】TiAl部材の国内サプライチェーン構築に向けて ポスター発表 
▷表彰などの授与 
坂本 浩一（㈱神戸製鋼所） チタン協会、2017年 11月 28日 
技術賞 「チタンアルミ金属間化合物の溶解技術の開発」  

 
B31 ジェットエンジン用高性能 TiAl合金／革新製造プロセス開発および検証 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 

年度内に 4件出願予定 （含む、B29 の東工大との共願） 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
高橋聰（株式会社 IHI） 5th International Workshop on Titanium Aluminides，2016，東工大 
The Current Situation and Issues for the Expansion of Application of Wrought TiAl alloys 国際学会発表 予稿有 
大田祐太郎(株式会社 IHI） 金属学会第 163回講演大会 2018/09/21, 東北大 
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TiAl合金の高温圧縮特性と機械的特性に対する C添加の効果 学会発表 予稿有 
久布白圭司(株式会社 IHI） 金属学会第 163回講演大会 2018/09/21, 東北大 
TiAl合金のクリープ強度評価 学会発表 予稿有 

 
B32 方向制御層状 TiAl タービン翼の製造技術開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

チタンーアルミニウム合金 特願 2016-27827 
（2016/2/17） 

大阪大学 
安田弘行 

特許 
国内出願 

チタンーアルミニウム合金（国内優先権） 特願 2017-013162  (2017/1/27) 
特開 2017-145501  （2017/8/24） 

大阪大学 
安田弘行 

上記の他、公開後国内出願： 1 件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
當代 光陽（大阪大学、（現）新居浜高専） Additive Manufacturing, 13 (2017) 61-70.       原著論文 
Effect of building direction on the microstructure and tensile properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy additively manufactured by EB melting 
趙 研（大阪大学） Intermetallics 95 (2018) 1-10. 
Influence of unique layered microstructure on fatigue properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloys 原著論文 

その他、国際会議報 1件、解説 1件、卒業論文；4、修士論文；2 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
上田実（金属技研㈱） 日刊工業新聞 1面、2017/1/4 
金属積層で航空機部品 JIS Q取得 金属技研、量産開始  新聞報道 
上田実（金属技研） ベルリンエアショー、2016/6/1-6/4、ベルリン 他 2件 
B32 で試作したタービン翼の展示 （海外 2件、国内 1件の展示） 展示会出展 
安田弘行（大阪大学）他 5th Inter. Workshop on TiAl、2016年 9月 2日、大岡山   学会発表、  他国際会議発表 5件 
Microstructure and Mechanical Properties of TiAl Alloys Additively Manufactured by Electron Beam Melting（招待講演）  

當代光陽（大阪大学）他 日本金属学会 2016-2018年大会（春期 3月、秋期 9月） 
Ti-48Al-2Cr-2Nb(at.%)合金造形体の微細組織におよぼす造形パラメータの影響 他 18件 学会発表 
近藤大介（金属技研） HIP2017、2017年 12月 8日、シドニー    学会発表 
The effect of HIP treatment on the mechanical properties of titanium aluminide additive manufactured by EBM 
池田亜矢子（NIMS）他 軽金属学会 2016-2018大会（春期 5月、秋期 11月）    学会発表    他５件 
伝熱解析と溶融池の観察による電子ビーム三次元積層造形法により作製した TiAl合金部材の微細組織形成過程の解明 
▷表彰などの授与 
趙 研（大阪大学） 軽金属学会、2018年 11月 9日 
第 36回軽金属奨励賞、「組織制御および変形挙動制御に着目した構造用チタン系合金の力学特性改善」 
趙 研（大阪大学） 5th International Workshop on TiAl、2016年 9月 2日 
Excellent poster award、「Fatigue Properties of TiAl Alloys Prepared by Electron Beam Melting」 

その他、国内会議でのポスター賞 2件 
 
B33 火力発電蒸気タービンプラント用 TiAl鍛造合金動翼の開発              （2016年度で完了） 

 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Shinji Oikawa(MHPS) IWTA 2016 
Applicability of TiAl Forging Alloy for Steam Turbine Blades 国際学会（ポスター） 
Shigenari HAYASHI（東工大） IWTA 2016 
High Temperature Oxidation Behavior of TiAl Alloys at 800 °C in Air 国際学会（口頭発表） 
Ali SHAABAN（東工大） IWTA 2016 
Effect of Water Vapor on Oxidation of TNM Alloy 国際学会（ポスター） 
Ali Shaaban（東工大） 日本金属学会 2017年春期(第 160回)講演大会         国内学会（口頭発表） 
High Temperature Oxidation Behavior of TNM Alloy at 650°C in Various Water Vapor Containing Atmospheres 
Ali Shaaban（東工大） 学振第123委員会             学振委員会（口頭発表） 
High Temperature Oxidation Behavior of TNM Alloy at 650°C in Various Water Vapor Containing Atmospheres 

  

262 263



264 
 

C領域 セラミックス基複合材料の開発 
C41：耐環境性コーティング技術の開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

耐環境性被膜 特願 2017-503436（2016/2/24） 
   【先の出願にもとづく優先権主張】 
特願 2015-040594（2015/3/2） 

筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

特許 
外国出願 

〃 米国：登録番号：10,011,724 （2018/7/3） 筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

特許 
国内出願 

耐環境性コーティング部材 特開 2017-160102 （2017/9/14） 
  【先の出願にもとづく優先権主張】 
特願 2016-48810（2016/3/11） 

筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

特許 
外国出願 

〃 米国： 出願番号：16/083386 （2017/2/21） 筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

上記の他、公開前国内特許：1件、 公開前国際特許：4件、 公開後国際特許：2件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
小川貴史（JFCC） Phys. Rev. B, (2016), 93, 201107(R) 
“Isolated energy level in the band gap of Yb2Si2O7 identified by electron energy-loss spectroscopy 原著論文 
横井太史（JFCC） Material Letters, (2017), 193, 176-178       原著論文 
Preparation of a dense ytterbium disilicate layer via dual electron beam physical vapor deposition at high temperature 
和田匡史（JFCC） Acta Materialia, (2017), 135, 372-381        原著論文 
Mass transfer in Polycrystalline Ytterbium Disilicate under Oxygen Potential Gradients at High Temperatures 
北岡諭（JFCC） J. Am. Ceram. Soc., (2017), 100, 3217 
Oxygen Permeation Mechanism in Polycrystalline Mullite at High Temperatures 原著論文 
垣澤英樹（NIMS） J. Eur. Ceram. Soc., (2018), 38, 655-663      原著論文 
A method for testing the interface toughness of ceramic environmental barrier coatings on ceramic matrix composites 
小川貴史（JFCC） Physical Chemistry Chemical Physics, (2018), 20, 16518       原著論文 
Density functional study of phase stabilities and Raman spectra of Yb2O3, Yb2SiO5 and Yb2Si2O7 under pressure 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
今成邦之（IHI） ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 2017/11/8, Santa Fe, NM, USA 
Application of CMC materials into aero-engines 国際学会口頭発表 
北岡諭（JFCC） Winter Study Group on High Performance Materials, 2018/1/11, UCSB 
Mass-transfer in EBC materials under oxygen potential gradients at high temperatures 国際学会口頭発表 
垣澤英樹（NIMS） ECI Conference Series “Thermal Barrier Coatings V”, 2018/6/29, Irsee, Germany 
Interface toughness measurement of environmental barrier coatings for SiC/SiC composites 国際学会口頭発表 
横井太史（JFCC） CMCEE-12, 2018/7/24, Suntec Convention & Exhibition Centre, Singapore 
Development and durability evaluation of multilayered EBC prepared via dual electron beam PVD 国際学会口頭発表 
▷表彰などの授与 
北岡諭（JFCC） 日本セラミックス協会 (2016/6/3) 
日本セラミックス協会 学術賞，「高温過酷環境下におけるセラミックス構造材料中の物質移動制御」 
北岡諭（JFCC） ICACC 2016, 2017/1/23, Daytona Beach, Florida, USA 
ICACC 2016，Best Paper Award - 3rd Place, “Mass Transfer Mechanism in Mullite under Oxygen Potential Gradients 
at High Temperatures” 
横井太史（JFCC） ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 2017/11/8, Santa Fe, NM, USA 
ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 
Poster Award - 1st Place, “Microstructure control of multi-layered EBC prepared by dual electron beam PVD” 
河合江美（東京大学） 
ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 
Poster Award - 2nd Place, “Numerical simulation of energy release rate for interface crack initiation due to thermal 
stress in environmental barrier coatings for silicon carbide (SiC) fiber reinforced SiC matrix composite” 
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C42：繊維コーティング材料の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

強化繊維を被覆する耐環境性コーティング
および被覆方法 

特願 2017-226714 （2017/11/27） 筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
伊藤暁彦（横浜国立大学） Ceram. Int., 2015, 41(5), 6898–6904                    原著論文 
Effect of deposition atmosphere on the phase composition and microstructure of silicon carbide films prepared by 
laser chemical vapour deposition 
伊藤暁彦（横浜国立大学） J. Eur. Ceram. Soc., 2015, 35(16), 4611–4615              原著論文 
2H-SiC films grown by laser chemical vapor deposition 
伊藤暁彦（横浜国立大学） 溶射、2018、55、170–176 
レーザを利用した高速 CVD によるセラミックスコーティングの新展開 総説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
伊藤暁彦（横浜国立大学） HTCMC-9, 2016/6/30, Toronto Marriott Downtown Eaton Center Hotel, Toronto, Canada 
Ytterbium silicate environmental barrier coatings by laser chemical vapor deposition 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） PRICM9, 2016/8/5, 京都国際会議場 
High-speed preparation of Yb–Si–O films using laser chemical vapor deposition 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） ICMCTF, 2017/4/26, San Diego, USA 
High-speed structural control for functionalization of various oxide films 国際学会口頭発表 
松田哲志（JFCC） 日本セラミックス協会 第 30回秋期シンポジウム，2017/9/19, 神戸大学・六甲台地区 
還元雰囲気下での Ybシリケートの相安定 国内学会口頭発表   予稿集有り（1L03） 
後藤健（JAXA） 42th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites (ICACC 2018), 

2018/1/23, Daytona Beach, Florida, USA                       国際学会口頭発表 
Yb silicate anti-oxidation fiber/matrix interface coating for SiC/SiC for higher temperature durability 
伊藤暁彦（横浜国立大学） ICACC 2018, 2018/1/25, Daytona Beach, Florida, USA 
Nanostructured Ceramic Coatings Synthesized by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） ISAC-6, 2018/3/13, Sendai, Japan 
Chemical Vapor Deposition of Nanostructured Ceramic Coatings 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） イノベーション・ジャパン 2018, 2018/8/30–31, 東京ビッグサイト 
ナノ構造制御した高機能ナノ複相膜コーティング技術 展示会出展 
原 朋弘（横浜国立大学） 日本セラミックス協会 第 31回秋期シンポジウム，2018/9/7, 名古屋工業大学 
化学気相析出法による Ybシリケートの繊維コーティング 国内学会口頭発表  予稿集有り（3C04） 
後藤健（JAXA） 日本セラミックス協会 第 31回秋期シンポジウム，2018/9/7, 名古屋工業大学 
SiC/SiC向け Ybシリケート繊維コーティングの開発 国内学会口頭発表   予稿集有り（3C05） 
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C領域 セラミックス基複合材料の開発 
C41：耐環境性コーティング技術の開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

耐環境性被膜 特願 2017-503436（2016/2/24） 
   【先の出願にもとづく優先権主張】 
特願 2015-040594（2015/3/2） 

筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

特許 
外国出願 

〃 米国：登録番号：10,011,724 （2018/7/3） 筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

特許 
国内出願 

耐環境性コーティング部材 特開 2017-160102 （2017/9/14） 
  【先の出願にもとづく優先権主張】 
特願 2016-48810（2016/3/11） 

筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

特許 
外国出願 

〃 米国： 出願番号：16/083386 （2017/2/21） 筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

上記の他、公開前国内特許：1件、 公開前国際特許：4件、 公開後国際特許：2件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
小川貴史（JFCC） Phys. Rev. B, (2016), 93, 201107(R) 
“Isolated energy level in the band gap of Yb2Si2O7 identified by electron energy-loss spectroscopy 原著論文 
横井太史（JFCC） Material Letters, (2017), 193, 176-178       原著論文 
Preparation of a dense ytterbium disilicate layer via dual electron beam physical vapor deposition at high temperature 
和田匡史（JFCC） Acta Materialia, (2017), 135, 372-381        原著論文 
Mass transfer in Polycrystalline Ytterbium Disilicate under Oxygen Potential Gradients at High Temperatures 
北岡諭（JFCC） J. Am. Ceram. Soc., (2017), 100, 3217 
Oxygen Permeation Mechanism in Polycrystalline Mullite at High Temperatures 原著論文 
垣澤英樹（NIMS） J. Eur. Ceram. Soc., (2018), 38, 655-663      原著論文 
A method for testing the interface toughness of ceramic environmental barrier coatings on ceramic matrix composites 
小川貴史（JFCC） Physical Chemistry Chemical Physics, (2018), 20, 16518       原著論文 
Density functional study of phase stabilities and Raman spectra of Yb2O3, Yb2SiO5 and Yb2Si2O7 under pressure 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
今成邦之（IHI） ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 2017/11/8, Santa Fe, NM, USA 
Application of CMC materials into aero-engines 国際学会口頭発表 
北岡諭（JFCC） Winter Study Group on High Performance Materials, 2018/1/11, UCSB 
Mass-transfer in EBC materials under oxygen potential gradients at high temperatures 国際学会口頭発表 
垣澤英樹（NIMS） ECI Conference Series “Thermal Barrier Coatings V”, 2018/6/29, Irsee, Germany 
Interface toughness measurement of environmental barrier coatings for SiC/SiC composites 国際学会口頭発表 
横井太史（JFCC） CMCEE-12, 2018/7/24, Suntec Convention & Exhibition Centre, Singapore 
Development and durability evaluation of multilayered EBC prepared via dual electron beam PVD 国際学会口頭発表 
▷表彰などの授与 
北岡諭（JFCC） 日本セラミックス協会 (2016/6/3) 
日本セラミックス協会 学術賞，「高温過酷環境下におけるセラミックス構造材料中の物質移動制御」 
北岡諭（JFCC） ICACC 2016, 2017/1/23, Daytona Beach, Florida, USA 
ICACC 2016，Best Paper Award - 3rd Place, “Mass Transfer Mechanism in Mullite under Oxygen Potential Gradients 
at High Temperatures” 
横井太史（JFCC） ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 2017/11/8, Santa Fe, NM, USA 
ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 
Poster Award - 1st Place, “Microstructure control of multi-layered EBC prepared by dual electron beam PVD” 
河合江美（東京大学） 
ECI Conference Series “Advanced Ceramic Matrix Composites”, 
Poster Award - 2nd Place, “Numerical simulation of energy release rate for interface crack initiation due to thermal 
stress in environmental barrier coatings for silicon carbide (SiC) fiber reinforced SiC matrix composite” 
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C42：繊維コーティング材料の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

強化繊維を被覆する耐環境性コーティング
および被覆方法 

特願 2017-226714 （2017/11/27） 筆頭出願人：（株）IHI 
筆頭発明者：IHI・中村武志 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
伊藤暁彦（横浜国立大学） Ceram. Int., 2015, 41(5), 6898–6904                    原著論文 
Effect of deposition atmosphere on the phase composition and microstructure of silicon carbide films prepared by 
laser chemical vapour deposition 
伊藤暁彦（横浜国立大学） J. Eur. Ceram. Soc., 2015, 35(16), 4611–4615              原著論文 
2H-SiC films grown by laser chemical vapor deposition 
伊藤暁彦（横浜国立大学） 溶射、2018、55、170–176 
レーザを利用した高速 CVD によるセラミックスコーティングの新展開 総説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
伊藤暁彦（横浜国立大学） HTCMC-9, 2016/6/30, Toronto Marriott Downtown Eaton Center Hotel, Toronto, Canada 
Ytterbium silicate environmental barrier coatings by laser chemical vapor deposition 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） PRICM9, 2016/8/5, 京都国際会議場 
High-speed preparation of Yb–Si–O films using laser chemical vapor deposition 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） ICMCTF, 2017/4/26, San Diego, USA 
High-speed structural control for functionalization of various oxide films 国際学会口頭発表 
松田哲志（JFCC） 日本セラミックス協会 第 30回秋期シンポジウム，2017/9/19, 神戸大学・六甲台地区 
還元雰囲気下での Ybシリケートの相安定 国内学会口頭発表   予稿集有り（1L03） 
後藤健（JAXA） 42th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites (ICACC 2018), 

2018/1/23, Daytona Beach, Florida, USA                       国際学会口頭発表 
Yb silicate anti-oxidation fiber/matrix interface coating for SiC/SiC for higher temperature durability 
伊藤暁彦（横浜国立大学） ICACC 2018, 2018/1/25, Daytona Beach, Florida, USA 
Nanostructured Ceramic Coatings Synthesized by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） ISAC-6, 2018/3/13, Sendai, Japan 
Chemical Vapor Deposition of Nanostructured Ceramic Coatings 国際学会口頭発表 
伊藤暁彦（横浜国立大学） イノベーション・ジャパン 2018, 2018/8/30–31, 東京ビッグサイト 
ナノ構造制御した高機能ナノ複相膜コーティング技術 展示会出展 
原 朋弘（横浜国立大学） 日本セラミックス協会 第 31回秋期シンポジウム，2018/9/7, 名古屋工業大学 
化学気相析出法による Ybシリケートの繊維コーティング 国内学会口頭発表  予稿集有り（3C04） 
後藤健（JAXA） 日本セラミックス協会 第 31回秋期シンポジウム，2018/9/7, 名古屋工業大学 
SiC/SiC向け Ybシリケート繊維コーティングの開発 国内学会口頭発表   予稿集有り（3C05） 
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C46 高速基材製造プロセス技術の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 特願 2017-103987 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
国内出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 特願 2017-103988 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
国内出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 特願 2017-103989 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
国内出願 

セラミック複合材の製造方法および組合せ体 特願 2017-103990 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
外国出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 PCT/JP2018/020243 
(2017/5/25) 

イビデン㈱ 
久保 修一 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
佐藤 光彦（東京工科大学） 第 6回 [関西] 高機能素材Week、2018/5/9、インテック大阪 
SiC系繊維を使用したセラミックス基複合材料について 講演 
佐藤 光彦（東京工科大学） 第 3回 [関西] 高機能セラミックス展、2018/5/9、インテック大阪 
SiC/SiC複合材料の作製、SiC/SiC複合材料の非破壊検査 パネル展示 
加藤 英生（イビデン㈱） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
高速MI(Melt infiltration)の In-situ観察 
C46 の高速基材製造プロセス技術の開発で高速MI プロセスの開発に関する In-situ観察の発表 

国内学会口頭発表、 
予稿集あり 

伊藤 孝（イビデン㈱） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
高速MI(Melt infiltration)試験片の断面観察 
C46 の高速基材製造プロセス技術の開発で高速MI プロセスの開発に関する試験片観察の発表 

国内学会口頭発表、 
予稿集あり 

野上 龍馬（三菱重工航空エンジン株式会社） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
高速基材製造プロセス技術の開発 国内学会口頭発表、予稿集あり 
佐藤 光彦（東京工科大学） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
CMCｓおよび EBCｓの研究開発 国内学会口頭発表、予稿集あり 
小山 倫弘（東京工科大学） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
ラマン分光法を利用した SiC単繊維の応力解析 国内学会口頭発表、予稿集あり 
佐藤 光彦（東京工科大学） 日本不織布協会 「ANNA講演会」、2018/11/13、産業創造館(大阪) 
東京工科大学･セラミックス複合材料センターにおける取り組み 講演 
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C45 酸化物系軽量耐熱部材の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド 特開 2017-137539 (2017/8/10) 
特願 2016-20202 (2016/2/4) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、栗村 隆之 

特許 
国内出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド 特開 2018-23939 (2018/2/15) 
特願 2016-157802 (2016/8/10) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、栗村 隆之 

特許 
国内出願 

コーティング法及びコーティング膜並びにタービンシュラウ
ド 

特開 2018-39705 (2018/3/15) 
特願 2016-175520 (2016/9/8) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、松本 峰明 

特許 
国内出願 

セラミックス基複合材料の製造方法 特許第 6302534号 (2018/3/28) 
特開 2018-90467 (2018/6/14) 
特願 2016-237869 (2016/12/7) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、西川 紘介 

特許 
国内出願 

セラミック基複合材の繊維界面層形成方法 特開 2018-95484 (2018/6/21) 
特願 2016-238590 (2016/12/8) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、西川 紘介 

特許 
国内出願 

アルミナ系酸化物連続繊維及びその製造方法 特開 2017-179619 (2017/10/5) 
特願 2016-63929 (2016/3/28) 

株式会社ニチビ、 
粂田 和弘 

特許 
国内出願 

酸化物系セラミック基複合材の製造方法 出願予定 三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド WO2017/134976 
PCT/JP2017/000116(2017/2/4) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

コーティング法及びコーティング膜並びにタービンシュラウ
ド 

WO2018/047523 
PCT/JP2017/027843(2017/8/1) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド WO2018/029957 
PCT/JP2017/20921(2017/6/2) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

セラミックス基複合材料の製造方法 未公開 
PCT/JP2017/43885(2017/12/6) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
長谷川 良雄（アート科学） 第 34回無機高分子研究討論会、2015/11/6、東京理科大学 
ポリアルミノキサン系無機高分子 PIP法によるアルミナ系繊維強化 CMCの開発 国内学会口頭発表、  予稿集あり 
Toru Hara (NIMS) 第２回 SIP-IMASM国際会議、2016/9/28、産業技術総合研究所 つくばセンター 
Multiscale and multidimensional microstructure analysis using orthogonally-arranged FIB-SEM 国際学会口頭発表、予稿集あり 
長谷川 良雄（アート科学） 第 36回無機高分子研究討論会、2017/11/10、東京理科大学 
ポリアルミノキサン系無機高分子 PIP法によるアルミナ系繊維強化 CMCの開発(2) 国内学会口頭発表、予稿集あり 
福島 明（三菱重工航空エンジン株式会社） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
酸化物系軽量耐熱部材の開発 国内学会口頭発表、予稿集あり 
長谷川 良雄（アート科学） 第 37回無機高分子研究討論会、2018/11/9、東京理科大学 
ポリアルミノキサン系無機高分子 PIP法によるアルミナ系繊維強化 CMCの開発(3) 国内学会口頭発表、予稿集あり 
福島 明（三菱重工航空エンジン株式会社） 第 4回 SIP-IMASM2018、2018/11/13-15、科学技術振興機構 東京本部 
酸化物系軽量耐熱部材開発と先端計測 国際学会口頭発表、予稿集あり 
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C46 高速基材製造プロセス技術の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 特願 2017-103987 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
国内出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 特願 2017-103988 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
国内出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 特願 2017-103989 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
国内出願 

セラミック複合材の製造方法および組合せ体 特願 2017-103990 (2017/5/25) イビデン㈱ 
久保 修一 

特許 
外国出願 

SiC/SiC複合材の製造方法 PCT/JP2018/020243 
(2017/5/25) 

イビデン㈱ 
久保 修一 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
佐藤 光彦（東京工科大学） 第 6回 [関西] 高機能素材Week、2018/5/9、インテック大阪 
SiC系繊維を使用したセラミックス基複合材料について 講演 
佐藤 光彦（東京工科大学） 第 3回 [関西] 高機能セラミックス展、2018/5/9、インテック大阪 
SiC/SiC複合材料の作製、SiC/SiC複合材料の非破壊検査 パネル展示 
加藤 英生（イビデン㈱） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
高速MI(Melt infiltration)の In-situ観察 
C46 の高速基材製造プロセス技術の開発で高速MI プロセスの開発に関する In-situ観察の発表 

国内学会口頭発表、 
予稿集あり 

伊藤 孝（イビデン㈱） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
高速MI(Melt infiltration)試験片の断面観察 
C46 の高速基材製造プロセス技術の開発で高速MI プロセスの開発に関する試験片観察の発表 

国内学会口頭発表、 
予稿集あり 

野上 龍馬（三菱重工航空エンジン株式会社） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
高速基材製造プロセス技術の開発 国内学会口頭発表、予稿集あり 
佐藤 光彦（東京工科大学） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
CMCｓおよび EBCｓの研究開発 国内学会口頭発表、予稿集あり 
小山 倫弘（東京工科大学） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
ラマン分光法を利用した SiC単繊維の応力解析 国内学会口頭発表、予稿集あり 
佐藤 光彦（東京工科大学） 日本不織布協会 「ANNA講演会」、2018/11/13、産業創造館(大阪) 
東京工科大学･セラミックス複合材料センターにおける取り組み 講演 
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C45 酸化物系軽量耐熱部材の開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド 特開 2017-137539 (2017/8/10) 
特願 2016-20202 (2016/2/4) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、栗村 隆之 

特許 
国内出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド 特開 2018-23939 (2018/2/15) 
特願 2016-157802 (2016/8/10) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、栗村 隆之 

特許 
国内出願 

コーティング法及びコーティング膜並びにタービンシュラウ
ド 

特開 2018-39705 (2018/3/15) 
特願 2016-175520 (2016/9/8) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、松本 峰明 

特許 
国内出願 

セラミックス基複合材料の製造方法 特許第 6302534号 (2018/3/28) 
特開 2018-90467 (2018/6/14) 
特願 2016-237869 (2016/12/7) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、西川 紘介 

特許 
国内出願 

セラミック基複合材の繊維界面層形成方法 特開 2018-95484 (2018/6/21) 
特願 2016-238590 (2016/12/8) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社、西川 紘介 

特許 
国内出願 

アルミナ系酸化物連続繊維及びその製造方法 特開 2017-179619 (2017/10/5) 
特願 2016-63929 (2016/3/28) 

株式会社ニチビ、 
粂田 和弘 

特許 
国内出願 

酸化物系セラミック基複合材の製造方法 出願予定 三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド WO2017/134976 
PCT/JP2017/000116(2017/2/4) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

コーティング法及びコーティング膜並びにタービンシュラウ
ド 

WO2018/047523 
PCT/JP2017/027843(2017/8/1) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

アブレイダブルコーティングの施工方法及びシュラウド WO2018/029957 
PCT/JP2017/20921(2017/6/2) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

特許 
外国出願 

セラミックス基複合材料の製造方法 未公開 
PCT/JP2017/43885(2017/12/6) 

三菱重工航空エンジン 
株式会社 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
長谷川 良雄（アート科学） 第 34回無機高分子研究討論会、2015/11/6、東京理科大学 
ポリアルミノキサン系無機高分子 PIP法によるアルミナ系繊維強化 CMCの開発 国内学会口頭発表、  予稿集あり 
Toru Hara (NIMS) 第２回 SIP-IMASM国際会議、2016/9/28、産業技術総合研究所 つくばセンター 
Multiscale and multidimensional microstructure analysis using orthogonally-arranged FIB-SEM 国際学会口頭発表、予稿集あり 
長谷川 良雄（アート科学） 第 36回無機高分子研究討論会、2017/11/10、東京理科大学 
ポリアルミノキサン系無機高分子 PIP法によるアルミナ系繊維強化 CMCの開発(2) 国内学会口頭発表、予稿集あり 
福島 明（三菱重工航空エンジン株式会社） 日本セラミックス協会 第 31回秋季シンポジウム、2018/9/6、名古屋工業大学 
酸化物系軽量耐熱部材の開発 国内学会口頭発表、予稿集あり 
長谷川 良雄（アート科学） 第 37回無機高分子研究討論会、2018/11/9、東京理科大学 
ポリアルミノキサン系無機高分子 PIP法によるアルミナ系繊維強化 CMCの開発(3) 国内学会口頭発表、予稿集あり 
福島 明（三菱重工航空エンジン株式会社） 第 4回 SIP-IMASM2018、2018/11/13-15、科学技術振興機構 東京本部 
酸化物系軽量耐熱部材開発と先端計測 国際学会口頭発表、予稿集あり 
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D領域 マテリアルズインテグレーション （金属MI） 
D61 MI システムの開発／組織予測システムの開発 

 
▷知的財産（プログラム等著作物） 
プログラム Fe-C-Mn合金の凝固組織形成予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム 多元系合金の凝固組織形成予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム 結晶粒成長予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム 溶融・凝固連成の結晶粒成長予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム Fe-C-Mn 合金のオーステナイト→フェライト変態のフェーズフィー
ルド計算モジュール 

2016/3/21(2018/6/13) 山中晃徳(東京農工大） 

プログラム Fe-C-Mn 合金のオーステナイト→フェライト変態のセルオートマト
ン計算モジュール 

2018/4/23(2018/6/13) 山中晃徳(東京農工大） 

プログラム 硬質相組織形成予測モジュール 2018/12/21 小山敏幸（名大） 

データベース 熱力学データベース 2018/12/21 大沼郁雄（NIMS） 

データベース CCT図データベース 2018/12/21 糟谷 正(東大) 

データベース 組織データベース 2018/12/21 糟谷 正(東大) 

プログラム等著作物： 計算モジュール： 7件、 データベース： 3件  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
佐々木健吾（東京農工大） Computational Materials Science, 2018,141,141–152 
Data assimilation for Phase-field Models based on the Ensemble Kalman Filter 原著論文 
D.S. Bulgarevich（NIMS） Scientific Reports, 2018, 8, 2078.1-8             原著論文 
Pattern recognition with machine learning on optical microscopy images of typical metallurgical microstructures 
糟谷 正（東京大学） 溶接学会誌, 2017, 86, 20-23 
ＭＩプロジェクトにおける組織予測システムの開発 解説 
小関敏彦（東京大学） 溶接学会誌, 2017, 86, 12-15 
マテリアルズインテグレーション（MI）システム開発のプロジェクト概要 解説 
他：解説 1件、投稿中論文 2件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
松永一努（名古屋大学） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大学、予稿集あり 
械学習を活用したフェーズフィールド計算手法の改良 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
渡邊育夢（NIMS） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大学、予稿集あり 
周期材料組織の粗視化ボクセル有限要素モデリング 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
大出真知子（NIMS） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大学、予稿集あり 
Phase-field法における界面濃度計算への機械学習の適用 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
他：国内発表 16件（上記他 13件）、 国際会議 5件 
▷表彰などの授与 
山中晃徳（東京農工大） 文部科学省、2018年 4月 17日 
文部科学大臣表彰 若手科学者賞、フェーズフィールド法に基づいた計算材料設計技術の研究 
塚田祐貴（名大） 日本鉄鋼協会、2017年 3月 15日 
研究奨励賞、「構造材料のミクロ組織形成解析」 
南部将一(東大) 日本熱処理技術協会、2016年 5月 30日 
精励賞、「組織制御、変形・破壊挙動の解析ならびに優れた力学特性を有する新規構造材料の研究開発」 
大野宗一（北大） 本多記念会、2015年 5月 29日 
本多記念研究奨励賞、「フェーズフィールド・モデルに基づく組織形成シミュレーション法の開発と応用」 
他：2件（2015年 日本鉄鋼協会学術功績賞 小関敏彦（東大）2017年 日本鉄鋼協会澤村論文賞、 塚田祐貴 他(名大)） 
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D62 MI システムの開発／性能システムの開発 
 
▷知的財産（プログラム等著作物） 

種類 プログラム等著作物名称 創出日（登録日） 筆頭開発者者 

プログラム ミクロ応力場き裂発生モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム き裂進展解析モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム 高精度疲労計算モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム 高速疲労性能予測モジュール 2018/12/21 柴沼一樹（東大） 

プログラム クリープ性能予測モジュール 2018/12/21 田淵正明（NIMS） 

プログラム クリープ中組織・特性変化予測モジュール 2019/3/31(2018/6/29) 南部将一(東大) 

プログラム 溶接部シャルピー衝撃靭性予測システム 2018/6/30(2018/6/29) 粟飯原周二（東大） 

プログラム 水素脆化予測モジュール 2018/12/21 横堀壽光（帝京大） 

プログラム Al合金疲労計算モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム Ti合金疲労計算モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

データベース 疲労データベース 2018/12/21 西川嗣彬 (NIMS) 

データベース 溶接部シャルピー衝撃データベース 2018/12/31(2018/6/29) 粟飯原周二（東大） 
他： プログラム等著作物： 計算モジュール： 16件（上記の他 6件）、 データベース： 3件（上記の他１件）  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Fabien Briffod（東京大学）他 Mat. Sci. and Eng. A, 2017, vol.695, 165–177 
Microstructure modeling and crystal plasticity simulations for the evaluation of fatigue crack 
initiation in α-iron specimen including an elliptic defect 

原著論文 

柴沼一樹（東京大学） Materials & Design, 2018, Vol.139, 269-282 
Model for predicting fatigue life and limit of steels based on micromechanics of small crack growth 原著論文 
本郷宏通（NIMS）他 日本材料強度学会誌，2017, 第 50巻, 25-34 
Gr.91鋼溶接継手の長時間クリープ強度と破壊 原著論文 
山路教弘（帝京大学）他 日本材料強度学会誌，2017, 第 50巻, 69-74 
水素拡散解析による水素環境下での疲労き裂成長速度に及ぼす材料の力学的性質と応力繰返し速度効果 原著論文 
欅田真大（東京大学）他 Proc. Int. Symp. on Offshore & Polar Eng.，2017, ISOPE-I-17-615 
Prediction of Charpy impact property of weld simulated HAZ of high-strength steel by weakest-link 
fracture model 

原著論文（プロシ
ーディング） 

論文 12件（上記の他 7件）、 他に、解説 1件、 投稿中論文 4件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
榎 学(東京大学) 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
マテリアルズインテグレーションによる性能予測から逆問題解析へ 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
白岩隆行（東京大学）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
結晶塑性解析による溶接継手の疲労寿命のばらつき予測 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
尾関 郷（帝京大学）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
α法水素拡散解析に基づく y型溶接構造の水素輸送挙動に及ぼす予熱温度効果 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
BLEUSET Alexandre（東京大学）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
Crystal plasticity analysis of α+β Ti alloy for fatigue: a statistical modeling 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
他：国内発表 80件（上記他 76件）、 国際会議 12件 
▷表彰などの授与 
白岩 隆行（東京大学） 日本鉄鋼協会、2018年 3月 19日 
研究奨励賞、「損傷劣化機構の解析と計測応用」 
西川 嗣彬（NIMS） 日本鉄鋼協会、2018年 3月 19日 
研究奨励賞、「微小疲労き裂進展に関する研究」 
松永 哲也（NIMS） 日本鉄鋼協会、2016年 3月 19日 
研究奨励賞、「耐熱鋼の溶接組織と力学特性」 
他：8 件（2018 年 日本鉄鋼協会西山記念賞 古谷佳之（NIMS）、日本材料強度学会論文賞 本郷宏通（NIMS）他、2017 年 
日本学士院賞献賞 横堀壽光(帝京大)、 2015 年 日本鉄鋼協会浅田賞 田淵正明（NIMS）、日本鉄鋼協会澤村論文賞 柴沼一樹 
他（東大)、 他） 
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D領域 マテリアルズインテグレーション （金属MI） 
D61 MI システムの開発／組織予測システムの開発 

 
▷知的財産（プログラム等著作物） 
プログラム Fe-C-Mn合金の凝固組織形成予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム 多元系合金の凝固組織形成予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム 結晶粒成長予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム 溶融・凝固連成の結晶粒成長予測モジュール 2018/6/21(2018/6/21) 大野宗一（北大） 

プログラム Fe-C-Mn 合金のオーステナイト→フェライト変態のフェーズフィー
ルド計算モジュール 

2016/3/21(2018/6/13) 山中晃徳(東京農工大） 

プログラム Fe-C-Mn 合金のオーステナイト→フェライト変態のセルオートマト
ン計算モジュール 

2018/4/23(2018/6/13) 山中晃徳(東京農工大） 

プログラム 硬質相組織形成予測モジュール 2018/12/21 小山敏幸（名大） 

データベース 熱力学データベース 2018/12/21 大沼郁雄（NIMS） 

データベース CCT図データベース 2018/12/21 糟谷 正(東大) 

データベース 組織データベース 2018/12/21 糟谷 正(東大) 

プログラム等著作物： 計算モジュール： 7件、 データベース： 3件  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
佐々木健吾（東京農工大） Computational Materials Science, 2018,141,141–152 
Data assimilation for Phase-field Models based on the Ensemble Kalman Filter 原著論文 
D.S. Bulgarevich（NIMS） Scientific Reports, 2018, 8, 2078.1-8             原著論文 
Pattern recognition with machine learning on optical microscopy images of typical metallurgical microstructures 
糟谷 正（東京大学） 溶接学会誌, 2017, 86, 20-23 
ＭＩプロジェクトにおける組織予測システムの開発 解説 
小関敏彦（東京大学） 溶接学会誌, 2017, 86, 12-15 
マテリアルズインテグレーション（MI）システム開発のプロジェクト概要 解説 
他：解説 1件、投稿中論文 2件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
松永一努（名古屋大学） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大学、予稿集あり 
械学習を活用したフェーズフィールド計算手法の改良 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
渡邊育夢（NIMS） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大学、予稿集あり 
周期材料組織の粗視化ボクセル有限要素モデリング 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
大出真知子（NIMS） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大学、予稿集あり 
Phase-field法における界面濃度計算への機械学習の適用 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
他：国内発表 16件（上記他 13件）、 国際会議 5件 
▷表彰などの授与 
山中晃徳（東京農工大） 文部科学省、2018年 4月 17日 
文部科学大臣表彰 若手科学者賞、フェーズフィールド法に基づいた計算材料設計技術の研究 
塚田祐貴（名大） 日本鉄鋼協会、2017年 3月 15日 
研究奨励賞、「構造材料のミクロ組織形成解析」 
南部将一(東大) 日本熱処理技術協会、2016年 5月 30日 
精励賞、「組織制御、変形・破壊挙動の解析ならびに優れた力学特性を有する新規構造材料の研究開発」 
大野宗一（北大） 本多記念会、2015年 5月 29日 
本多記念研究奨励賞、「フェーズフィールド・モデルに基づく組織形成シミュレーション法の開発と応用」 
他：2件（2015年 日本鉄鋼協会学術功績賞 小関敏彦（東大）2017年 日本鉄鋼協会澤村論文賞、 塚田祐貴 他(名大)） 
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D62 MI システムの開発／性能システムの開発 
 
▷知的財産（プログラム等著作物） 

種類 プログラム等著作物名称 創出日（登録日） 筆頭開発者者 

プログラム ミクロ応力場き裂発生モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム き裂進展解析モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム 高精度疲労計算モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム 高速疲労性能予測モジュール 2018/12/21 柴沼一樹（東大） 

プログラム クリープ性能予測モジュール 2018/12/21 田淵正明（NIMS） 

プログラム クリープ中組織・特性変化予測モジュール 2019/3/31(2018/6/29) 南部将一(東大) 

プログラム 溶接部シャルピー衝撃靭性予測システム 2018/6/30(2018/6/29) 粟飯原周二（東大） 

プログラム 水素脆化予測モジュール 2018/12/21 横堀壽光（帝京大） 

プログラム Al合金疲労計算モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

プログラム Ti合金疲労計算モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

データベース 疲労データベース 2018/12/21 西川嗣彬 (NIMS) 

データベース 溶接部シャルピー衝撃データベース 2018/12/31(2018/6/29) 粟飯原周二（東大） 
他： プログラム等著作物： 計算モジュール： 16件（上記の他 6件）、 データベース： 3件（上記の他１件）  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Fabien Briffod（東京大学）他 Mat. Sci. and Eng. A, 2017, vol.695, 165–177 
Microstructure modeling and crystal plasticity simulations for the evaluation of fatigue crack 
initiation in α-iron specimen including an elliptic defect 

原著論文 

柴沼一樹（東京大学） Materials & Design, 2018, Vol.139, 269-282 
Model for predicting fatigue life and limit of steels based on micromechanics of small crack growth 原著論文 
本郷宏通（NIMS）他 日本材料強度学会誌，2017, 第 50巻, 25-34 
Gr.91鋼溶接継手の長時間クリープ強度と破壊 原著論文 
山路教弘（帝京大学）他 日本材料強度学会誌，2017, 第 50巻, 69-74 
水素拡散解析による水素環境下での疲労き裂成長速度に及ぼす材料の力学的性質と応力繰返し速度効果 原著論文 
欅田真大（東京大学）他 Proc. Int. Symp. on Offshore & Polar Eng.，2017, ISOPE-I-17-615 
Prediction of Charpy impact property of weld simulated HAZ of high-strength steel by weakest-link 
fracture model 

原著論文（プロシ
ーディング） 

論文 12件（上記の他 7件）、 他に、解説 1件、 投稿中論文 4件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
榎 学(東京大学) 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
マテリアルズインテグレーションによる性能予測から逆問題解析へ 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
白岩隆行（東京大学）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
結晶塑性解析による溶接継手の疲労寿命のばらつき予測 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
尾関 郷（帝京大学）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
α法水素拡散解析に基づく y型溶接構造の水素輸送挙動に及ぼす予熱温度効果 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
BLEUSET Alexandre（東京大学）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
Crystal plasticity analysis of α+β Ti alloy for fatigue: a statistical modeling 学会口頭発表（MIシンポジウム II） 
他：国内発表 80件（上記他 76件）、 国際会議 12件 
▷表彰などの授与 
白岩 隆行（東京大学） 日本鉄鋼協会、2018年 3月 19日 
研究奨励賞、「損傷劣化機構の解析と計測応用」 
西川 嗣彬（NIMS） 日本鉄鋼協会、2018年 3月 19日 
研究奨励賞、「微小疲労き裂進展に関する研究」 
松永 哲也（NIMS） 日本鉄鋼協会、2016年 3月 19日 
研究奨励賞、「耐熱鋼の溶接組織と力学特性」 
他：8 件（2018 年 日本鉄鋼協会西山記念賞 古谷佳之（NIMS）、日本材料強度学会論文賞 本郷宏通（NIMS）他、2017 年 
日本学士院賞献賞 横堀壽光(帝京大)、 2015 年 日本鉄鋼協会浅田賞 田淵正明（NIMS）、日本鉄鋼協会澤村論文賞 柴沼一樹 
他（東大)、 他） 
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D63 MI システムの開発／特性空間分析システムの開発 
 
▷知的財産（プログラム等著作物） 
種類 プログラム等著作物名称 創出日（登録日） 筆頭開発者者 

プログラム CCT図予測モジュール 2018/12/21 渡邊 誠（NIMS） 

プログラム クリープ曲線予測モジュール 2018/12/21 出村雅彦（NIMS） 

プログラム クリープ寿命モジュール 2018/12/21 出村雅彦（NIMS） 

プログラム 材料組織自動判別ソフト（MIPHA） 2016/9/30(2016/9/8) 足立吉隆（名大） 

プログラム 組織因子解析モジュール 2018/12/21 横田秀夫（理研） 

プログラム データ同化モジュール 2018/12/21 井上純哉(東大) 

プログラム 疲労強度機械学習モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

データベース クリープデータベース 2019/3/31(2018/6/26) 山崎政義（NIMS） 

プログラム等著作物： 計算モジュール： 14件（上記の他７件）、 データベース： 1件  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
金浩赫（東京大学）他 ISIJ International, 2017、Vol. 57, pp. 2229–2236 
Prediction of Ac3 and Martensite start temperatures by a data-driven model selection approach 原著論文 
田口茂樹（鹿児島大学） 鉄と鋼、2017、103 巻、 pp. 142-148 
進化的画像処理による組織検出の検討 原著論文 
弘川奨悟（鹿児島大学）他 鉄と鋼、2017、103 巻、pp. 468-474 
DP鋼の応力―ひずみ曲線を支配する組織因子のスパース学習 原著論文 
伊藤伸一（東京大学）他 Sci. and Technol. of Adv. Mat., 2017, 18:1, 857-869 (online) 
Grain growth prediction based on data assimilation by implementing 4DVar on multi-PFM 原著論文 
伊藤伸一（東京大学）他 PHYSICAL REVIEW E, 2016, Vol.94, No.043307 
Data assimilation for massive autonomous systems based on a second-order adjoint method 原著論文 
足立吉隆（鹿児島大学 (現 名古屋大学)） 鉄と鋼、2016、102 巻、 pp. 47-55 
初歩的な人工知能による DP鋼の高次元組織データ駆動型応力−ひずみ曲線の予測 原著論文 
足立吉隆（鹿児島大学 (現 名古屋大学)） 鉄と鋼、2016、102 巻、 pp. 722-729 
ディープラーニングによる組織識別率の検証 原著論文 
他、論文 7件、 他に、解説 3件、 投稿中論文 ２件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
井上純哉（東京大学） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
特性空間分析システムの開発 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
長尾大道（東京大学）他 金属学会秋季大会、2017/9/7、北大、予稿集有 
フェーズフィールド法への 4次元変分法データ同化の展開 学会口頭発表（MIシンポジウム I） 
小柳裕一（東京理科大、理研）他 金属学会秋季大会、2017/9/7、北大、予稿集有 
鉄鋼組織の三次元解析を目指した全自動観察システムと組織形状の特徴量抽
出のための画像処理システム 

学会口頭発表（MIシンポジウム I） 

他：国内発表 46件（上記他 43件）、 国際会議 10件 
▷表彰などの授与 
澁田 靖（東京大学） 日本金属学会、2017年 3月 15日 
功績賞 「組織形成・凝固に係る分子動力学研究の確立」 
足立吉隆（名古屋大学） 日本熱処理技術協会、2017年 5月  
技術賞 「材料組織を高次元で評価する研究分野の開拓」 
井上純哉（東京大学） 日本鉄鋼協会、2015年 3月 18日 
西山記念賞 「複層型鉄鋼材料の幾何設計指針」 
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D64 MI システムの開発／統合システムの開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

記述形式及び、データ格納システム 特願 2018-191904 
（2018/10/10） 

NIMS 
門平卓也 

 
種類 プログラム等著作物名称 創出日（登録日） 筆頭開発者者 

プログラム ワークフローデザイナ 2018/12/21 源 聡（NIMS） 

プログラム ワークフロープレイヤ 2018/12/21 源 聡（NIMS） 

プログラム FEM メッシャー 2018/12/21 源 聡（NIMS） 

プログラム インベントリシステム 2018/12/21 門平卓也（NIMS） 

プログラム インベントリ可視化モジュール 2018/12/21 門平卓也（NIMS） 

プログラム Materials Integration REgression Analyzer(MIREA) 2017/12/30(2017/12/19) 源 聡（NIMS） 

プログラム Weld-Fatigue Analysis online Software (WFAS) 2018/3/30(2018/5/17) 源 聡（NIMS） 

データベース 汎用データベースシステム 2018/12/21 門平卓也（NIMS） 

プログラム等著作物： プログラム（計算モジュール）： 7件、 データベース（システム）：1件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
芦野俊宏（東洋大学）他 Materials Transactions, 2018、Vol. 59、 MI特集号投稿中  
Virtual Res. Environment Integrating Heterogeneous Data Resources for Mater. Sci. and Eng. 原著論文 
佐久田博司（青山学院大学）他 株式会社ブルームソフト、2018年 10月 10日 
マイクロサービスによるMaterials Integration 入門 著書 
他、論文 1件、 著作 1件、 他に、解説 2件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
渡邊 誠（NIMS） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
マテリアルズインテグレーションのための統合システム 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
源 聡（NIMS）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
SIP-MI統合システムの開発について 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
伊藤海太（NIMS）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
マテリアルズ・インテグレーションシステムにおける材料データ基盤の整備 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
出村雅彦（NIMS）他 ICME2017、2017/5/21-25、Michigan, USA、予稿集有 
Mat. Int. sys. being dev. for relating among proc., str., prop., and perf. 国際会議口頭発表 
源 聡（NIMS）他 ICME2017、2017/5/21-25、Michigan, USA、予稿集有 
Mat. Int. sys. for pred. of the perf. for inhomogeneous str. mat. 国際会議口頭発表 
門平卓也（NIMS）他 ICME2017、2017/5/21-25、Michigan, USA、予稿集有 
Est. of a vocabulary-inventory sys. for data-utilization in Mat. Sci. and Eng. 国際会議口頭発表 
国内発表 11件（上記他 8件）、 国際会議 9件（上記他 6件） 
▷表彰などの授与 
伊藤海太（東京大学、現 NIMS） 日本日本鉄鋼協会、2016年 3月 30日 
研究奨励賞 「接合モニタリング手法の開発」 
Tomoya Takahashi（名古屋大学）他 ICCSE2016、2016年８月 28日  
Best Paper Award, "Const. and Eval. of an Inf.-Sharing Env. Using Cloud Storage Serv. for Comm. Welf. Supp." 
渡邊 誠（NIMS） 日本非破壊検査協会、2017年 3月 18日 
学術奨励賞「中赤外レーザ光源の開発と CFRP のレーザ超音波探傷への応用」 
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D63 MI システムの開発／特性空間分析システムの開発 
 
▷知的財産（プログラム等著作物） 
種類 プログラム等著作物名称 創出日（登録日） 筆頭開発者者 

プログラム CCT図予測モジュール 2018/12/21 渡邊 誠（NIMS） 

プログラム クリープ曲線予測モジュール 2018/12/21 出村雅彦（NIMS） 

プログラム クリープ寿命モジュール 2018/12/21 出村雅彦（NIMS） 

プログラム 材料組織自動判別ソフト（MIPHA） 2016/9/30(2016/9/8) 足立吉隆（名大） 

プログラム 組織因子解析モジュール 2018/12/21 横田秀夫（理研） 

プログラム データ同化モジュール 2018/12/21 井上純哉(東大) 

プログラム 疲労強度機械学習モジュール 2018/3/30(2018/6/18) 白岩隆行（東大） 

データベース クリープデータベース 2019/3/31(2018/6/26) 山崎政義（NIMS） 

プログラム等著作物： 計算モジュール： 14件（上記の他７件）、 データベース： 1件  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
金浩赫（東京大学）他 ISIJ International, 2017、Vol. 57, pp. 2229–2236 
Prediction of Ac3 and Martensite start temperatures by a data-driven model selection approach 原著論文 
田口茂樹（鹿児島大学） 鉄と鋼、2017、103 巻、 pp. 142-148 
進化的画像処理による組織検出の検討 原著論文 
弘川奨悟（鹿児島大学）他 鉄と鋼、2017、103 巻、pp. 468-474 
DP鋼の応力―ひずみ曲線を支配する組織因子のスパース学習 原著論文 
伊藤伸一（東京大学）他 Sci. and Technol. of Adv. Mat., 2017, 18:1, 857-869 (online) 
Grain growth prediction based on data assimilation by implementing 4DVar on multi-PFM 原著論文 
伊藤伸一（東京大学）他 PHYSICAL REVIEW E, 2016, Vol.94, No.043307 
Data assimilation for massive autonomous systems based on a second-order adjoint method 原著論文 
足立吉隆（鹿児島大学 (現 名古屋大学)） 鉄と鋼、2016、102 巻、 pp. 47-55 
初歩的な人工知能による DP鋼の高次元組織データ駆動型応力−ひずみ曲線の予測 原著論文 
足立吉隆（鹿児島大学 (現 名古屋大学)） 鉄と鋼、2016、102 巻、 pp. 722-729 
ディープラーニングによる組織識別率の検証 原著論文 
他、論文 7件、 他に、解説 3件、 投稿中論文 ２件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
井上純哉（東京大学） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
特性空間分析システムの開発 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
長尾大道（東京大学）他 金属学会秋季大会、2017/9/7、北大、予稿集有 
フェーズフィールド法への 4次元変分法データ同化の展開 学会口頭発表（MIシンポジウム I） 
小柳裕一（東京理科大、理研）他 金属学会秋季大会、2017/9/7、北大、予稿集有 
鉄鋼組織の三次元解析を目指した全自動観察システムと組織形状の特徴量抽
出のための画像処理システム 

学会口頭発表（MIシンポジウム I） 

他：国内発表 46件（上記他 43件）、 国際会議 10件 
▷表彰などの授与 
澁田 靖（東京大学） 日本金属学会、2017年 3月 15日 
功績賞 「組織形成・凝固に係る分子動力学研究の確立」 
足立吉隆（名古屋大学） 日本熱処理技術協会、2017年 5月  
技術賞 「材料組織を高次元で評価する研究分野の開拓」 
井上純哉（東京大学） 日本鉄鋼協会、2015年 3月 18日 
西山記念賞 「複層型鉄鋼材料の幾何設計指針」 
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D64 MI システムの開発／統合システムの開発 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
特許 
国内出願 

記述形式及び、データ格納システム 特願 2018-191904 
（2018/10/10） 

NIMS 
門平卓也 

 
種類 プログラム等著作物名称 創出日（登録日） 筆頭開発者者 

プログラム ワークフローデザイナ 2018/12/21 源 聡（NIMS） 

プログラム ワークフロープレイヤ 2018/12/21 源 聡（NIMS） 

プログラム FEM メッシャー 2018/12/21 源 聡（NIMS） 

プログラム インベントリシステム 2018/12/21 門平卓也（NIMS） 

プログラム インベントリ可視化モジュール 2018/12/21 門平卓也（NIMS） 

プログラム Materials Integration REgression Analyzer(MIREA) 2017/12/30(2017/12/19) 源 聡（NIMS） 

プログラム Weld-Fatigue Analysis online Software (WFAS) 2018/3/30(2018/5/17) 源 聡（NIMS） 

データベース 汎用データベースシステム 2018/12/21 門平卓也（NIMS） 

プログラム等著作物： プログラム（計算モジュール）： 7件、 データベース（システム）：1件 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
芦野俊宏（東洋大学）他 Materials Transactions, 2018、Vol. 59、 MI特集号投稿中  
Virtual Res. Environment Integrating Heterogeneous Data Resources for Mater. Sci. and Eng. 原著論文 
佐久田博司（青山学院大学）他 株式会社ブルームソフト、2018年 10月 10日 
マイクロサービスによるMaterials Integration 入門 著書 
他、論文 1件、 著作 1件、 他に、解説 2件 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
渡邊 誠（NIMS） 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
マテリアルズインテグレーションのための統合システム 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
源 聡（NIMS）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
SIP-MI統合システムの開発について 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
伊藤海太（NIMS）他 金属学会秋季大会、2018/9/20、東北大、予稿集有 
マテリアルズ・インテグレーションシステムにおける材料データ基盤の整備 学会口頭発表、基調講演（MIシンポジウム II） 
出村雅彦（NIMS）他 ICME2017、2017/5/21-25、Michigan, USA、予稿集有 
Mat. Int. sys. being dev. for relating among proc., str., prop., and perf. 国際会議口頭発表 
源 聡（NIMS）他 ICME2017、2017/5/21-25、Michigan, USA、予稿集有 
Mat. Int. sys. for pred. of the perf. for inhomogeneous str. mat. 国際会議口頭発表 
門平卓也（NIMS）他 ICME2017、2017/5/21-25、Michigan, USA、予稿集有 
Est. of a vocabulary-inventory sys. for data-utilization in Mat. Sci. and Eng. 国際会議口頭発表 
国内発表 11件（上記他 8件）、 国際会議 9件（上記他 6件） 
▷表彰などの授与 
伊藤海太（東京大学、現 NIMS） 日本日本鉄鋼協会、2016年 3月 30日 
研究奨励賞 「接合モニタリング手法の開発」 
Tomoya Takahashi（名古屋大学）他 ICCSE2016、2016年８月 28日  
Best Paper Award, "Const. and Eval. of an Inf.-Sharing Env. Using Cloud Storage Serv. for Comm. Welf. Supp." 
渡邊 誠（NIMS） 日本非破壊検査協会、2017年 3月 18日 
学術奨励賞「中赤外レーザ光源の開発と CFRP のレーザ超音波探傷への応用」 
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D65 溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発 

 
▷論文など（分類：原書論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

廣瀬明夫（大阪大学） 溶接学会誌、2017, 86, 24-26 
溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発プロジェクトの目的と概要 解説 
廣瀬明夫（大阪大学） 塑性と加工, 2017, 58, 999-1003 
溶接･接合分野のイノベーションの創出の取り組み 解説 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会論文集，2017，35，13-20 
継手形状・溶接姿勢を考慮した 3次元溶融池モデル 原著論文 
荻野陽輔（大阪大学） Welding in the World，2017，61，1289-1296 
Numerical simulation of metal transfer in pulsed-MIG welding 原著論文 
荻野陽輔（大阪大学） Welding in the World，2018，62，393-401 
Numerical simulation of WAAM process by a GMAW weld pool model 原著論文 
浅井知（大阪大学） 超音波 TECHNO，2018，30，12-18 
レーザ超音波法を用いた溶融池形状その場計測技術の検討 解説 
井村文哉（大阪大学） 溶接学会論文集，2018，36，49-59 
レーザ超音波を用いた TIG溶接中の溶融池形状のその場計測手法の開発 原著論文 
小椋 智（大阪大学） 溶接学会論文集，第 34巻 第 3号 (2016) p.189-196  原著論文 
オーステナイト系 SUS鋼の凝固割れ感受性に及ぼす窒素の効果に関する理論的検討，凝固・偏析モデルによる高温割れシミュレーション 
小椋 智（大阪大学） 溶接学会論文集，第 34巻 第 3号 (2016) p.197-203   原著論文 
凝固モードおよび凝固形態を考慮した 316SUS鋼の凝固割れ感受性に対する数値解析、凝固・偏析モデルによる高温割れシミュレーション 
溶接冶金研究委員会編 平成 28年 6月 (2016) 
溶接学会技術資料 No.16 “溶接冶金現象のシミュレーションと可視化” 著書 
才田一幸（大阪大学） 溶接学会誌，第 86巻 第 5号 (2017) p. 60-63 
溶接冶金現象のシミュレーションと可視化，−現状と課題− 解説 
大畑 充（大阪大学） 溶接学会誌、2017、86、52-55 
溶接継手の性能予測技術の開発 解説 
堤 成一郎（大阪大学） 溶接学会誌、2017、86、56-58 
溶接継手の疲労き裂発生寿命の予測技術 解説 
その他、学位（博士、修士）論文：20件 
 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
廣瀬明夫（大阪大学） 日本学術振興会第 176研究会第 36回研究会, 2018/5/29, エッサム神田ホール 
溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会H30年度春季全国大会，2018/4/24，東京ビッグサイト 
アーク溶接の溶込み予測オンラインシステムの開発 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会 H29年度秋季全国大会，2017/9/11，九州工業大 
GMA溶接の熱源モデルと溶融池モデルのカップリングシミュレーション 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会 H27年度秋季全国大会，2015/9/3，北海道科学大 
数値シミュレーションによるアーク溶接の溶込み形状予測技術の開発 国内学会口頭発表 
野村和史（大阪大学） 溶接学会 H30年度秋季全国大会，2018/9/13，愛媛大 
アーク溶接における溶融機形状のレーザ超音波を用いた可視化 国内学会口頭発表 
喜多亮右（大阪大学） 溶接学会 H30年度秋季全国大会，2018/9/12，愛媛大 
レーザ超音波による溶融池その場計測に関する研究（第 4報） GMA溶接の溶融深さ計測 国内学会口頭発表 
浅井知（大阪大学） 溶接学会 H27年度秋季全国大会，2015/9/3，北海道科学大 
レーザ超音波による溶融池形状のインプロセス検証技術の開発―計測システムと開発の概要― 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） Thermec2018，2018/7/12，フランス・パリ 
Numerical simulation of GMAW process from the heat source properties to the weld pool formation 国際学会口頭発表 
浅井知（大阪大学） IIW，2017/6/28，中国・上海 
In-situ measurement of weld pool configuration using laser ultrasonic technique 国際学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） IIW，2016/7/11，オーストラリア・メルボルン 
Numerical simulation of metal transfer in pulsed-MIG welding 国際学会口頭発表 
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才田一幸（阪大） 溶接学会 平成 27年度秋季全国大会 
凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発 国内学会口頭発表 
才田一幸（阪大） 溶接学会 平成 28年度春季全国大会シンポジウム 
凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発 国内学会口頭発表 
Kazuyoshi SAIDA（阪大） Modelling and Simulation of Metallurgical Phenomena in Welds  国際学会口頭発表 
Intn’l Welding/Joining Conf.-Korea 2017(IWJC-Korea 2017), 11-14th April (2017), HICO, Gyeongju (Korea)  
Kazuyoshi SAIDA（阪大） Numerical Simulation of α/γ Phase Fraction in Multipass Welds of Duplex SUS   
12th Intn’l Seminar, Numerical Analysis of Weldability, 23-26th Sep. (2018), Seggau, Graz (Austria) 国際学会口頭発表 
大畑 充（大阪大学） Study on Plastic Constraint Based Assessment of Ductile Failure  国際会議口頭発表 
71th Annual Assembly and Intn’l Conf. of the Intn’l Institute of Welding、2018/7/18、Bali, Indonesia 
庄司 博人（大阪大学） 溶接学会秋季全国大会、2018/9/13、愛媛大学 
シミュレーションによる周溶接パイプ継手のリーク限界特性向上のための溶接部性状制御 国内会議口頭発表 
堤 成一郎（大阪大学） 溶接学会秋季全国大会、2018/9/13、愛媛大学 
隅肉溶接継手のルート疲労き裂発生伝播寿命評価 国内会議口頭発表 
▷表彰などの授与 
荻野陽輔（大阪大学） IIW，2018/7/15 
2017 Welding in the World Best Paper Award “Numerical simulation of metal transfer in pulsed-MIG welding” 
井村文哉（大阪大学） （一社）日本非破壊検査協会，2017/1/26 
ポスター賞 「レーザ超音波を用いた溶融池形状その場計測の基礎的検討」 

 
 
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 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

M. Yamaguchi（JAEA）, K. Ebihara（JAEA）, M. Itakura（JAEA） Corrosion Reviews, 2015, Vol.33, 547-557. 
Multiscale thermodynamic analysis on hydrogen-induced intergranular cracking in an alloy steel with segregated solutes, 原著論文 
T. Omura（九大）, M. Koyama（九大）, et al. Inter. J. Fatigue，2017, Vol. 95, 38-44 
Generalized evaluation method for determining transition crack length for microstructurally small to 
microstructurally large fatigue crack growth: experimental definition, facilitation, and validation 原著論文 

M. Koyama（九大）, K. Yamanouchi（九大）, et al. Materials Characterization, 2017, Vol.128, 217-225 
Multiscale in situ deformation experiments: a sequential process from strain localization to failure in a 
laminated Ti-6Al-4V alloy 原著論文 

Y. Chong（京大）, T. Bhattacharjee（京大）, et al. Scripta Materialia, 2017, Vol.138, 66-70 
Mechanical properties of fully martensite microstructure in Ti-6Al-4V alloy transformed from refined beta 
grains obtained by rapid heat treatment (RHT) 原著論文 

Q. Wang（九大）, S. Ri（九大）, et al. Optics Express, 2017, Vol.25, 13465-13480 
Two-dimensional Moire phase analysis for accurate strain distribution measurement and application in crack prediction 原著論文 
Y. Chong（京大）, T. Bhattacharjee（京大）, et al. Materials Science and Engineering A, 2018, Vol. 730, 217-222 
Factors determining room temperature mechanical properties of bimodal microstructures in Ti-6Al-4V alloy 原著論文 
T. Ohashi（北見工大） Philosophical Magazine, 2018, Vol.98, 2275-2295. 
Generation and accumulation of atomic vacancies due to dislocation movement and pair annihilation 原著論文 
T. Yokoi（阪大），M. Yoshiya（阪大） Physica B, 2018, Vol.532, 2-8. 
Atomistic simulations of grain boundary transformation under high pressures in MgO, 原著論文 
Y. Kawano（北見工大）, T. Ohashi（北見工大）, et al. Inter. Mech. Sci., 2018, Vol.146-147, 475-485 
Crystal plasticity analysis of change in incompatibility and activities of slip systems in α-phase of Ti alloy under cyclic loading 原著論文 
M. Hassanipour（九大）,  S. Watanabe（九大）, et al. Mater. Sci. Eng. A, 2018, Vol.738, 229-237 
Short Crack Growth Behavior and its Transitional Interaction with 3D Microstructure in Ti-6Al-4V 原著論文 
M. Tanaka（九大），Y. Hayashi（九大）, et al. Mater. Trans., 2019, Vol.60, No.1, in press. 
Change in slip mode with temperature in Ti-0.49mass%O 原著論文 
その他、原著論文 全２０報、学位論文全 7（修士 7）報、Proceedings論文 全９報、著書 全１件 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
山口正剛 (JAEA)  日本金属学会秋季講演大会、2015.09.16、九州大学 
金属材料の水素脆性 基調講演 
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D65 溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発 

 
▷論文など（分類：原書論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

廣瀬明夫（大阪大学） 溶接学会誌、2017, 86, 24-26 
溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発プロジェクトの目的と概要 解説 
廣瀬明夫（大阪大学） 塑性と加工, 2017, 58, 999-1003 
溶接･接合分野のイノベーションの創出の取り組み 解説 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会論文集，2017，35，13-20 
継手形状・溶接姿勢を考慮した 3次元溶融池モデル 原著論文 
荻野陽輔（大阪大学） Welding in the World，2017，61，1289-1296 
Numerical simulation of metal transfer in pulsed-MIG welding 原著論文 
荻野陽輔（大阪大学） Welding in the World，2018，62，393-401 
Numerical simulation of WAAM process by a GMAW weld pool model 原著論文 
浅井知（大阪大学） 超音波 TECHNO，2018，30，12-18 
レーザ超音波法を用いた溶融池形状その場計測技術の検討 解説 
井村文哉（大阪大学） 溶接学会論文集，2018，36，49-59 
レーザ超音波を用いた TIG溶接中の溶融池形状のその場計測手法の開発 原著論文 
小椋 智（大阪大学） 溶接学会論文集，第 34巻 第 3号 (2016) p.189-196  原著論文 
オーステナイト系 SUS鋼の凝固割れ感受性に及ぼす窒素の効果に関する理論的検討，凝固・偏析モデルによる高温割れシミュレーション 
小椋 智（大阪大学） 溶接学会論文集，第 34巻 第 3号 (2016) p.197-203   原著論文 
凝固モードおよび凝固形態を考慮した 316SUS鋼の凝固割れ感受性に対する数値解析、凝固・偏析モデルによる高温割れシミュレーション 
溶接冶金研究委員会編 平成 28年 6月 (2016) 
溶接学会技術資料 No.16 “溶接冶金現象のシミュレーションと可視化” 著書 
才田一幸（大阪大学） 溶接学会誌，第 86巻 第 5号 (2017) p. 60-63 
溶接冶金現象のシミュレーションと可視化，−現状と課題− 解説 
大畑 充（大阪大学） 溶接学会誌、2017、86、52-55 
溶接継手の性能予測技術の開発 解説 
堤 成一郎（大阪大学） 溶接学会誌、2017、86、56-58 
溶接継手の疲労き裂発生寿命の予測技術 解説 
その他、学位（博士、修士）論文：20件 
 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
廣瀬明夫（大阪大学） 日本学術振興会第 176研究会第 36回研究会, 2018/5/29, エッサム神田ホール 
溶接部性能保証のためのシミュレーション技術の開発 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会H30年度春季全国大会，2018/4/24，東京ビッグサイト 
アーク溶接の溶込み予測オンラインシステムの開発 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会 H29年度秋季全国大会，2017/9/11，九州工業大 
GMA溶接の熱源モデルと溶融池モデルのカップリングシミュレーション 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） 溶接学会 H27年度秋季全国大会，2015/9/3，北海道科学大 
数値シミュレーションによるアーク溶接の溶込み形状予測技術の開発 国内学会口頭発表 
野村和史（大阪大学） 溶接学会 H30年度秋季全国大会，2018/9/13，愛媛大 
アーク溶接における溶融機形状のレーザ超音波を用いた可視化 国内学会口頭発表 
喜多亮右（大阪大学） 溶接学会 H30年度秋季全国大会，2018/9/12，愛媛大 
レーザ超音波による溶融池その場計測に関する研究（第 4報） GMA溶接の溶融深さ計測 国内学会口頭発表 
浅井知（大阪大学） 溶接学会 H27年度秋季全国大会，2015/9/3，北海道科学大 
レーザ超音波による溶融池形状のインプロセス検証技術の開発―計測システムと開発の概要― 国内学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） Thermec2018，2018/7/12，フランス・パリ 
Numerical simulation of GMAW process from the heat source properties to the weld pool formation 国際学会口頭発表 
浅井知（大阪大学） IIW，2017/6/28，中国・上海 
In-situ measurement of weld pool configuration using laser ultrasonic technique 国際学会口頭発表 
荻野陽輔（大阪大学） IIW，2016/7/11，オーストラリア・メルボルン 
Numerical simulation of metal transfer in pulsed-MIG welding 国際学会口頭発表 
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才田一幸（阪大） 溶接学会 平成 27年度秋季全国大会 
凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発 国内学会口頭発表 
才田一幸（阪大） 溶接学会 平成 28年度春季全国大会シンポジウム 
凝固・組織変化を伴う溶接部の特性予測技術の開発 国内学会口頭発表 
Kazuyoshi SAIDA（阪大） Modelling and Simulation of Metallurgical Phenomena in Welds  国際学会口頭発表 
Intn’l Welding/Joining Conf.-Korea 2017(IWJC-Korea 2017), 11-14th April (2017), HICO, Gyeongju (Korea)  
Kazuyoshi SAIDA（阪大） Numerical Simulation of α/γ Phase Fraction in Multipass Welds of Duplex SUS   
12th Intn’l Seminar, Numerical Analysis of Weldability, 23-26th Sep. (2018), Seggau, Graz (Austria) 国際学会口頭発表 
大畑 充（大阪大学） Study on Plastic Constraint Based Assessment of Ductile Failure  国際会議口頭発表 
71th Annual Assembly and Intn’l Conf. of the Intn’l Institute of Welding、2018/7/18、Bali, Indonesia 
庄司 博人（大阪大学） 溶接学会秋季全国大会、2018/9/13、愛媛大学 
シミュレーションによる周溶接パイプ継手のリーク限界特性向上のための溶接部性状制御 国内会議口頭発表 
堤 成一郎（大阪大学） 溶接学会秋季全国大会、2018/9/13、愛媛大学 
隅肉溶接継手のルート疲労き裂発生伝播寿命評価 国内会議口頭発表 
▷表彰などの授与 
荻野陽輔（大阪大学） IIW，2018/7/15 
2017 Welding in the World Best Paper Award “Numerical simulation of metal transfer in pulsed-MIG welding” 
井村文哉（大阪大学） （一社）日本非破壊検査協会，2017/1/26 
ポスター賞 「レーザ超音波を用いた溶融池形状その場計測の基礎的検討」 

 
 
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 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

M. Yamaguchi（JAEA）, K. Ebihara（JAEA）, M. Itakura（JAEA） Corrosion Reviews, 2015, Vol.33, 547-557. 
Multiscale thermodynamic analysis on hydrogen-induced intergranular cracking in an alloy steel with segregated solutes, 原著論文 
T. Omura（九大）, M. Koyama（九大）, et al. Inter. J. Fatigue，2017, Vol. 95, 38-44 
Generalized evaluation method for determining transition crack length for microstructurally small to 
microstructurally large fatigue crack growth: experimental definition, facilitation, and validation 原著論文 

M. Koyama（九大）, K. Yamanouchi（九大）, et al. Materials Characterization, 2017, Vol.128, 217-225 
Multiscale in situ deformation experiments: a sequential process from strain localization to failure in a 
laminated Ti-6Al-4V alloy 原著論文 

Y. Chong（京大）, T. Bhattacharjee（京大）, et al. Scripta Materialia, 2017, Vol.138, 66-70 
Mechanical properties of fully martensite microstructure in Ti-6Al-4V alloy transformed from refined beta 
grains obtained by rapid heat treatment (RHT) 原著論文 

Q. Wang（九大）, S. Ri（九大）, et al. Optics Express, 2017, Vol.25, 13465-13480 
Two-dimensional Moire phase analysis for accurate strain distribution measurement and application in crack prediction 原著論文 
Y. Chong（京大）, T. Bhattacharjee（京大）, et al. Materials Science and Engineering A, 2018, Vol. 730, 217-222 
Factors determining room temperature mechanical properties of bimodal microstructures in Ti-6Al-4V alloy 原著論文 
T. Ohashi（北見工大） Philosophical Magazine, 2018, Vol.98, 2275-2295. 
Generation and accumulation of atomic vacancies due to dislocation movement and pair annihilation 原著論文 
T. Yokoi（阪大），M. Yoshiya（阪大） Physica B, 2018, Vol.532, 2-8. 
Atomistic simulations of grain boundary transformation under high pressures in MgO, 原著論文 
Y. Kawano（北見工大）, T. Ohashi（北見工大）, et al. Inter. Mech. Sci., 2018, Vol.146-147, 475-485 
Crystal plasticity analysis of change in incompatibility and activities of slip systems in α-phase of Ti alloy under cyclic loading 原著論文 
M. Hassanipour（九大）,  S. Watanabe（九大）, et al. Mater. Sci. Eng. A, 2018, Vol.738, 229-237 
Short Crack Growth Behavior and its Transitional Interaction with 3D Microstructure in Ti-6Al-4V 原著論文 
M. Tanaka（九大），Y. Hayashi（九大）, et al. Mater. Trans., 2019, Vol.60, No.1, in press. 
Change in slip mode with temperature in Ti-0.49mass%O 原著論文 
その他、原著論文 全２０報、学位論文全 7（修士 7）報、Proceedings論文 全９報、著書 全１件 

▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
山口正剛 (JAEA)  日本金属学会秋季講演大会、2015.09.16、九州大学 
金属材料の水素脆性 基調講演 
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Chong Yan（京大） THERMEC 2016, 2016.06.01, Graz 
Ultrafine-grained Equiaxed and Bimodal Ti-6Al-4V Fabricated by Thermomechanical Processing 口頭発表 
Masato Yoshiya（阪大） HTCMC-9/GFMAT2016, 2016.06.30, Toronto 
Ab initio Calculations of Rare Earth Silicates for Environmental Barrier Coatings 口頭発表，招待講演 
河野義樹（北見工大） 日本金属学会 2017年秋期講演大会, 2017.09.08, 北海道大学 
Ti-6Al-4V合金におけるβ相の弾性率の変化と不均一変形の関係の結晶塑性解析 口頭発表，要旨 
J. Yi（京大） 日本金属学会 2017年秋期講演大会, 2017.09.08, 北海道大学 
Characteristics of micro-crack formation during room temperature tensile deformation of 
lamellar and bi-lamellar microstructures in Ti-6Al-4V alloy 口頭発表，要旨 

Masato Yoshiya（阪大） IUMRS-ICA 2017, 2017.11.07, 台北 
Strategies to Control Thermal Expansion of High Temperature Materials 口頭発表，招待講演 
都留智仁（JAEA） 日本金属学会 2018年春季講演大会, 2018.03.21, 千葉工業大学 
六方晶 Tiの転位運動と合金元素との相互作用の第一原理計算 口頭発表，要旨 
前之園晟（九大） 日本鉄鋼協会 2018年春季講演大会, 2018.03.20, 千葉工業大学 
Ti-6Al-4V合金の微視組織的に短いき裂における疲労き裂進展モードの結晶方位依存性 ポスター発表，要旨 
M. Hassanipour（九大） Fatigue 2018, 2018.06.01, Poitiers Futuroscope 
Effects of 3D Microstructure on Short Fatigue Crack Growth Behavior in Ti-6Al-4V 口頭発表，要旨 
Kaneaki Tsuzaki（九大） ICSMA 18, 2018.07.18, Ohio                基調講演 
Metallurgical Aspects of Fatigue Crack Growth Resistance in Steel: How Can We Improve it through Microstructure Control? 
T. Tsuru（JAEA） International Symposium on Atomistic Processes of Crystal Plasticity, 2018.10.25, Tokyo, Japan 
DFT-based predictions of the effect of solutes on dislocation motion in bcc and hcp alloys 口頭発表，招待講演 
都留智仁（JAEA） 日本機械学会 M&M2018材料力学カンファレンス，2018.12.22，福井大学 
Ti合金の変形モード変化に対する合金元素の影響：第一原理計算 口頭発表 
その他、国内発表 全 105件， 国際会議発表 全 37件 

▷表彰などの授与 
田中 將己（九州大学） 日本金属学会、2017年 3月 15日 
日本金属学会功績賞力学特性部門 「結晶性材料の変形・靭性に関する研究」 
田中 將己（九州大学） 日本金属学会、2016年 9月 21日 
日本金属学会村上奨励賞 「亀裂先端転位構造と破壊力学物性に関する研究」 
辻 伸泰（京都大学） 中国科学アカデミー金属研究所、2018年 4月 27日 
Lee Hsun Lecture Award 
吉矢 真人（大阪大学） 日本金属学会、2017年 3月 15日 
金属学会功績賞工業材料部門 「理論計算を駆使した界面制御及び熱特性起源の解明」 
前之園 晟 （九州大学） 日本鉄鋼協会 
学生ポスターセッション賞 「Ti-6Al-4V合金の微視組織的に短いき裂における疲労き裂進展モードの結晶方位依存性」 
都留 智仁（JAEA） 文部科学省、2017年 4月 19日 
平成 29年度科学技術分野の文部大臣表彰 若手科学者賞 
山口 正剛（JAEA） 国際会議 EDSM-IV (米国海軍研究局), 2016年 5月 29日-6月 3日 
Science Award （優秀発表賞） 
津﨑 兼彰（九州大学） 日本金属学会、2018年 9月 19日 
日本金属学会村上記念賞 「金属工学の分野における先駆者研究および開発」 
その他、１件（受賞 全 9件） 

 
D領域 先端計測 
D66 構造材料の未活用情報を取得する先端計測技術開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
国内出願 

レーザおよびそれを用いたレーザ超音波探傷装置 特開 2017-215538  
(2017/12/7) 

物材機構 
畑野 秀樹 

特許 
国内出願 

二次モアレ縞による顕微鏡走査ゆがみの影響を受けない変形測定方法 特開 2016-142726 
(H28/08/08 ) 

産総研 
王 慶華 

特許 
国内出願 

モアレ法による高速変位・ひずみ分布測定方法及び測定装置 特開 2017-146202 
(H29/08/24 ) 

産総研 
王 慶華 
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特許 
国内出願 

汚れが多い場合でもロバストなひずみ測定方法とそのプログラム 特願 2017-193334
（2017/10/3） 

産総研 
王 慶華 

特許 
外国出願 

DEFORMATION MEASUREMENT METHOD, DEFORMATION 
MEASUREMENT DEVICE, AND PROGRAM THEREFOR 

PCT/JP2018-003297
（2018/1/31） 

産総研 
王 慶華 

特許 
国内出願 

X線解析用セル、及び X線解析装置 特願 2017-219102 
(2017/11/14) 

高エネ研 
君島 堅一 

特許 
国内出願 

破壊可視化用センサおよびそれを用いた破壊可視化システム 特願 2017-248960 
(2017/12/26) 

産総研 
寺崎 正 

特許 
国内出願 

3次元ラマン分光方法 特開 2018-146410 
(2018/9/20) 

物材機構 
王 洪欣 

特許 
国内出願 

マグネシウム合金とその製造方法 特願 2017-037769 
(2017/2/28) 

物材機構 
ビャンミンジェ 

特許 
国内出願 

水素含有試料の水素分布の三次元イメージング方法、及び水素含有試料の
水素分布の三次元イメージング測定システム 

特願 2018-123194 
(2018/7/24) 

筑波大 
山崎明義 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
G. Fujii（産総研） Supercond. Sci. Technol. 2015, 28, 104005-      原著論文 

Improvement of soft x-ray detection performance in superconducting-tunnel-junction array detectors with close-
packed arrangement by three-dimensional structure 
H. Mamiya（NIMS） J. Alloys Comp. 2016, 681, 367-373            原著論文 

Aging-treatment-induced soft magnetism in nickel–chromium-based superalloy X-750 
K. Hirano（高エネ研） J. Synch. Rad. 2016, 23, 1484-1489            原著論文 

X-ray analyzer-based phase-contrast computed laminography 
H. J. Zhang（筑波大） Macromolecules、2017、50、3933-3942           原著論文 

Effect of free-volume holes on dynamic mechanical properties of epoxy resins for carbon-fiber-reinforced polymers 
Q. Wang（産総研） Optics Express、2017、25、13465-13480       原著論文 
Two-dimensional Moire Phase Analysis for Accurate Strain Distribution Measurement and Application in Crack Prediction 
K. Yamada（筑波大） J. Phys.  Soc. Jpn.、2017、85、104601-104605   原著論文 
Plastic flowlike deformation and its relation to aperiodic peaks in conductance histograms of molybdenum nanocontacts 
M. Bian（NIMS） Scripta Materialia, 2017, 138, 131-155         原著論文 
A heat-treatable Mg–Al–Ca–Mn–Zn sheet alloy with good room temperature formability 
Y. Tanaka（NIMS） Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2017, 102, 178-183  原著論文 
Measurement method of multi scale thermal deformation inhomogeneity in CFRP using in situ FE-SEM observations 
K. Yamada（筑波大） Sci. Rep. 2017, 7,42901                    原著論文 
Transformation from slip to plastic flow deformation mechanism during tensile deformation of zirconium nanocontacts 
S. Kikuchi (筑波大) Scripta Materialia, 2018, 150, 50-53              原著論文 

In situ transmission electron microscopy of high-temperature degradation of yttria-stabilized zirconia thermal barrier coatings 
M. Kimura（高エネ研） Sci. Rep. 2018, 8, 3553                     原著論文 
Non-empirical identification of trigger sites in heterogeneous processes using persistent homology 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

M. Kimura（高エネ研） Asia Steel Int. Conf. 2015、日本 横浜    国際会議招待講演 
Observation of reduction of calcium-ferrites and iron-ore sinters using synchrotron radiation: in situ observation of 
reduction kinetics and its heterogeneous behavior 
李志遠（産総研） ICCM-21、2017/8/21､中国 西安 
Full-field Strain Measurement of Composite materials by the Sampling Moiré Method 国際会議招待講演 
大久保 雅隆（産総研） ISEC2017、2017/6/14、イタリア ソレント   国際会議招待講演、IEEE ウェブ掲載 
System Integration of Superconducting Tunnel Junction Detectors for Measurement of Unrevealed Material Information 
木塚 徳志（筑波大） 科学新聞、2016/10/21 
結晶の臨界サイズで現れた新しい変形機構 新聞掲載 
木村 正雄（高エネ研）   2018/2/23 
ミクロな見た目の”かたち”だけで材料の欠陥がわかる  ～放射光計測と応用数学による世界初の視点～ プレスリリース 
K. Oguchi (東京大) Laser-Ultrasonics (LU2016), 2016/7/6, オーストリア リンツ 

Numerical analysis of laser ultrasound propagation excited by mid-IR light source in CFRP 国際会議口頭発表 
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Chong Yan（京大） THERMEC 2016, 2016.06.01, Graz 
Ultrafine-grained Equiaxed and Bimodal Ti-6Al-4V Fabricated by Thermomechanical Processing 口頭発表 
Masato Yoshiya（阪大） HTCMC-9/GFMAT2016, 2016.06.30, Toronto 
Ab initio Calculations of Rare Earth Silicates for Environmental Barrier Coatings 口頭発表，招待講演 
河野義樹（北見工大） 日本金属学会 2017年秋期講演大会, 2017.09.08, 北海道大学 
Ti-6Al-4V合金におけるβ相の弾性率の変化と不均一変形の関係の結晶塑性解析 口頭発表，要旨 
J. Yi（京大） 日本金属学会 2017年秋期講演大会, 2017.09.08, 北海道大学 
Characteristics of micro-crack formation during room temperature tensile deformation of 
lamellar and bi-lamellar microstructures in Ti-6Al-4V alloy 口頭発表，要旨 

Masato Yoshiya（阪大） IUMRS-ICA 2017, 2017.11.07, 台北 
Strategies to Control Thermal Expansion of High Temperature Materials 口頭発表，招待講演 
都留智仁（JAEA） 日本金属学会 2018年春季講演大会, 2018.03.21, 千葉工業大学 
六方晶 Tiの転位運動と合金元素との相互作用の第一原理計算 口頭発表，要旨 
前之園晟（九大） 日本鉄鋼協会 2018年春季講演大会, 2018.03.20, 千葉工業大学 
Ti-6Al-4V合金の微視組織的に短いき裂における疲労き裂進展モードの結晶方位依存性 ポスター発表，要旨 
M. Hassanipour（九大） Fatigue 2018, 2018.06.01, Poitiers Futuroscope 
Effects of 3D Microstructure on Short Fatigue Crack Growth Behavior in Ti-6Al-4V 口頭発表，要旨 
Kaneaki Tsuzaki（九大） ICSMA 18, 2018.07.18, Ohio                基調講演 
Metallurgical Aspects of Fatigue Crack Growth Resistance in Steel: How Can We Improve it through Microstructure Control? 
T. Tsuru（JAEA） International Symposium on Atomistic Processes of Crystal Plasticity, 2018.10.25, Tokyo, Japan 
DFT-based predictions of the effect of solutes on dislocation motion in bcc and hcp alloys 口頭発表，招待講演 
都留智仁（JAEA） 日本機械学会 M&M2018材料力学カンファレンス，2018.12.22，福井大学 
Ti合金の変形モード変化に対する合金元素の影響：第一原理計算 口頭発表 
その他、国内発表 全 105件， 国際会議発表 全 37件 

▷表彰などの授与 
田中 將己（九州大学） 日本金属学会、2017年 3月 15日 
日本金属学会功績賞力学特性部門 「結晶性材料の変形・靭性に関する研究」 
田中 將己（九州大学） 日本金属学会、2016年 9月 21日 
日本金属学会村上奨励賞 「亀裂先端転位構造と破壊力学物性に関する研究」 
辻 伸泰（京都大学） 中国科学アカデミー金属研究所、2018年 4月 27日 
Lee Hsun Lecture Award 
吉矢 真人（大阪大学） 日本金属学会、2017年 3月 15日 
金属学会功績賞工業材料部門 「理論計算を駆使した界面制御及び熱特性起源の解明」 
前之園 晟 （九州大学） 日本鉄鋼協会 
学生ポスターセッション賞 「Ti-6Al-4V合金の微視組織的に短いき裂における疲労き裂進展モードの結晶方位依存性」 
都留 智仁（JAEA） 文部科学省、2017年 4月 19日 
平成 29年度科学技術分野の文部大臣表彰 若手科学者賞 
山口 正剛（JAEA） 国際会議 EDSM-IV (米国海軍研究局), 2016年 5月 29日-6月 3日 
Science Award （優秀発表賞） 
津﨑 兼彰（九州大学） 日本金属学会、2018年 9月 19日 
日本金属学会村上記念賞 「金属工学の分野における先駆者研究および開発」 
その他、１件（受賞 全 9件） 

 
D領域 先端計測 
D66 構造材料の未活用情報を取得する先端計測技術開発 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物、実用新案など） 
特許 
国内出願 

レーザおよびそれを用いたレーザ超音波探傷装置 特開 2017-215538  
(2017/12/7) 

物材機構 
畑野 秀樹 

特許 
国内出願 

二次モアレ縞による顕微鏡走査ゆがみの影響を受けない変形測定方法 特開 2016-142726 
(H28/08/08 ) 

産総研 
王 慶華 

特許 
国内出願 

モアレ法による高速変位・ひずみ分布測定方法及び測定装置 特開 2017-146202 
(H29/08/24 ) 

産総研 
王 慶華 
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特許 
国内出願 

汚れが多い場合でもロバストなひずみ測定方法とそのプログラム 特願 2017-193334
（2017/10/3） 

産総研 
王 慶華 

特許 
外国出願 

DEFORMATION MEASUREMENT METHOD, DEFORMATION 
MEASUREMENT DEVICE, AND PROGRAM THEREFOR 

PCT/JP2018-003297
（2018/1/31） 

産総研 
王 慶華 

特許 
国内出願 

X線解析用セル、及び X線解析装置 特願 2017-219102 
(2017/11/14) 

高エネ研 
君島 堅一 

特許 
国内出願 

破壊可視化用センサおよびそれを用いた破壊可視化システム 特願 2017-248960 
(2017/12/26) 

産総研 
寺崎 正 

特許 
国内出願 

3次元ラマン分光方法 特開 2018-146410 
(2018/9/20) 

物材機構 
王 洪欣 

特許 
国内出願 

マグネシウム合金とその製造方法 特願 2017-037769 
(2017/2/28) 

物材機構 
ビャンミンジェ 

特許 
国内出願 

水素含有試料の水素分布の三次元イメージング方法、及び水素含有試料の
水素分布の三次元イメージング測定システム 

特願 2018-123194 
(2018/7/24) 

筑波大 
山崎明義 

▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
G. Fujii（産総研） Supercond. Sci. Technol. 2015, 28, 104005-      原著論文 

Improvement of soft x-ray detection performance in superconducting-tunnel-junction array detectors with close-
packed arrangement by three-dimensional structure 
H. Mamiya（NIMS） J. Alloys Comp. 2016, 681, 367-373            原著論文 

Aging-treatment-induced soft magnetism in nickel–chromium-based superalloy X-750 
K. Hirano（高エネ研） J. Synch. Rad. 2016, 23, 1484-1489            原著論文 

X-ray analyzer-based phase-contrast computed laminography 
H. J. Zhang（筑波大） Macromolecules、2017、50、3933-3942           原著論文 

Effect of free-volume holes on dynamic mechanical properties of epoxy resins for carbon-fiber-reinforced polymers 
Q. Wang（産総研） Optics Express、2017、25、13465-13480       原著論文 
Two-dimensional Moire Phase Analysis for Accurate Strain Distribution Measurement and Application in Crack Prediction 
K. Yamada（筑波大） J. Phys.  Soc. Jpn.、2017、85、104601-104605   原著論文 
Plastic flowlike deformation and its relation to aperiodic peaks in conductance histograms of molybdenum nanocontacts 
M. Bian（NIMS） Scripta Materialia, 2017, 138, 131-155         原著論文 
A heat-treatable Mg–Al–Ca–Mn–Zn sheet alloy with good room temperature formability 
Y. Tanaka（NIMS） Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2017, 102, 178-183  原著論文 
Measurement method of multi scale thermal deformation inhomogeneity in CFRP using in situ FE-SEM observations 
K. Yamada（筑波大） Sci. Rep. 2017, 7,42901                    原著論文 
Transformation from slip to plastic flow deformation mechanism during tensile deformation of zirconium nanocontacts 
S. Kikuchi (筑波大) Scripta Materialia, 2018, 150, 50-53              原著論文 

In situ transmission electron microscopy of high-temperature degradation of yttria-stabilized zirconia thermal barrier coatings 
M. Kimura（高エネ研） Sci. Rep. 2018, 8, 3553                     原著論文 
Non-empirical identification of trigger sites in heterogeneous processes using persistent homology 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

M. Kimura（高エネ研） Asia Steel Int. Conf. 2015、日本 横浜    国際会議招待講演 
Observation of reduction of calcium-ferrites and iron-ore sinters using synchrotron radiation: in situ observation of 
reduction kinetics and its heterogeneous behavior 
李志遠（産総研） ICCM-21、2017/8/21､中国 西安 
Full-field Strain Measurement of Composite materials by the Sampling Moiré Method 国際会議招待講演 
大久保 雅隆（産総研） ISEC2017、2017/6/14、イタリア ソレント   国際会議招待講演、IEEE ウェブ掲載 
System Integration of Superconducting Tunnel Junction Detectors for Measurement of Unrevealed Material Information 
木塚 徳志（筑波大） 科学新聞、2016/10/21 
結晶の臨界サイズで現れた新しい変形機構 新聞掲載 
木村 正雄（高エネ研）   2018/2/23 
ミクロな見た目の”かたち”だけで材料の欠陥がわかる  ～放射光計測と応用数学による世界初の視点～ プレスリリース 
K. Oguchi (東京大) Laser-Ultrasonics (LU2016), 2016/7/6, オーストリア リンツ 

Numerical analysis of laser ultrasound propagation excited by mid-IR light source in CFRP 国際会議口頭発表 
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▷表彰などの授与 
藤井 剛（産総研） 応用物理学会、2016年 12月 1日 
第 8 回超伝導分科会研究奨励賞 「Improvement of soft x-ray detection performance in superconducting-tunnel-
junction array detectors with close-packed arrangement by three-dimensional structure」 

 

寺崎 正 (産総研) 応用物理学会、2017年 3月 17日 
2017年応用物理学会春季学術講演会 Poster Award, 「1 次構造 CFRP 部材に関する破壊予兆の応力発光可視化」  
王 慶華 (産総研) The 8th Int. Symp. on Surface Science, 2017年 10月 25日 
The 8th ISSS Best Poster Award "Study on Crack Occurrence of Titanium Alloy in Tensile Test by Advanced Moiré Technique"  
王 慶華 (産総研) 日本実験力学会、2016年 9月 2日 
2016年度日本実験力学会学会奨励賞 「クロス格子を用いた二次元走査モアレ法による材料の変形分布測定」  
李 志遠 (産総研) 茨城県科学技術振興財団 2017年 9月 7日 
つくば奨励賞・実用化研究部門 「モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ分布計測技術の開発」  
菊池 章吾 (筑波大) 日本顕微鏡学会 2017年 7月 31日 
第 60回記念シンポジウム学生優秀演題賞 「透過電子顕微鏡用 2000K級高温試料ホルダーの開発」  
靍岡侑生 (筑波大) Tsukuba Global Science Week Interdisciplinary Workshop on Science and Patents 2017, 2017年 9月 26日 
Interdisciplinary Workshop on Science and Patents 2017, Undergraduate Prize “In Situ Transmission Electron Microscopy of Niobium Nanocontacts” 
岸本 甫 (筑波大) 日本機械学会茨城講演会 2018年 8月 22日 
2018年茨城講演会優秀講演発表賞 「微小試験による金属材料の力学特性評価」 

 
 
D領域 セラミックスコーティングMI クラスター 
D68 セラミックスコーティングMI／高温物質移動および組織の時間依存挙動のシミュレーション 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

BN Kim(NIMS),H Matsubara(Tohoku Univ.) J. Euro. Ceram. Soc.、2016、36、1269-1275. 
Densification kinetics during isothermal sintering of 8YSZ 原著論文 
BN Kim(NIMS),H Matsubara(Tohoku Univ.) J. Ceram. Soc. Jpn.、2017、125、357-363. 
Evaluation of densification and grain-growth behavior during isothermal sintering of Zirconia 原著論文 
H Matsubara(Tohoku Univ.), S Terasaka(Tohoku Univ.) Computational Materials Science, in press 
Computer simulation of sintering in porous structures of thermal barrier coating 原著論文 
S Terasaka (Tohoku Univ.), H Matsubara(Tohoku Univ.) J. Am. Ceram. Soc. in press 
Experimental and computational study on sintering of ceramics coating layer having 
particularly porous structures 

原著論文 

白土貴士 (東北大学) 東北大学修士論文（2016年 2月） 
遮熱コーティング用多孔質ジルコニア膜の加熱処理による組織変化と焼結挙動の解析評価 修士論文 
赤星 広大 (東北大学) 東北大学卒業論部（2018年 2月） 
熱遮蔽セラミックスコーティングの組織および特性の変化に関する研究 卒業論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

H. Matsubara (Tohoku Univ.) MS&T15, October 4-8, 2015, Columbus, Ohio, USA 
Material Design of Ceramic Coating for Jet Engine by Electron Beam PVD 国際学会口頭発表 
松原秀彰（東北大学） 日本セラミックス協会秋季シンポ, 2016/9/9, 広島大学 
セラミックスコーティングの構造・性能設計技術の開発 国内学会口頭発表 
松原秀彰（東北大学） SIP-IMASM 2016, 2016/9/28, つくば                  国内学会口頭発表 
Material and performance design of ceramics coating – the case study of thermal barrier coating 
白土貴士（東北大学） 第 55回セラミックス基礎科学討論会, 2017/1/13, 岡山大学 
ジェットエンジン用遮熱コーティングの多孔質構造の焼結挙動の解析 国内学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） EMN Meeting, 2017/4/24, Melbourne, Australia 
Densification and grain-growth during isothermal sintering of zirconia 国際学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） FiMPART, 2017/7/11, Bordeaux, France 
Densification Kinetics during Isothermal Sintering of Zirconia 国際学会口頭発表 
寺坂 宗太（東北大学） 日本セラミックス協会秋季シンポ, 2017/9/19, 神戸大学 
セラミックスコーティングの組織形成・変化のMCシミュレーション 国内学会口頭発表 
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BN Kim（NIMS） IUPAC-NMS, 2017/10/16, Nanjing, China 
Densification Kinetics and Grain Growth during Isothermal Sintering of Zirconia 国際学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） 国際会議 JSPM2017, 2017/11/8, 京都大学 
Evaluation of theoretical sintering models from experiments 国際学会口頭発表 
寺坂 宗太（東北大学） 国際会議 JSPM2017、2017/11/8, 京都大学 
Computer simulation study on sintering and delamination of porous ceramics coating 国際学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） THERMEC, 2018/7/11, Paris, France 
Evaluation of Sintering models from Experiments for Zirconia 国際学会口頭発表 
神谷拓図 (東北大学) 日本セラミックス協会秋季シンポ, 2018/9/7, 名古屋工業大学 
YbSiO系セラミックスの焼結挙動と粉末プロセスとの関係 国内学会口頭発表 
金（NIMS） 粉体粉末冶金協会秋季大会, 2018/10/31, 新潟 
最終焼結段階における緻密化挙動のシミュレーション 国内学会口頭発表 
寺坂宗太 (東北大学) 粉体粉末冶金協会秋季大会, 2018/10/31, 新潟 
複雑な多孔質構造を有する膜の焼結と剥離のシミュレーション 国内学会口頭発表 
上記の他、国際学会発表: 11件、国内学会発表: 25件 
▷表彰などの授与 
寺坂 宗太（東北大学） 日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 2018年 11月 
H30年度東北北海道支部研究発表会 優秀発表賞「ジェットエンジン用耐環境性コーティングに用いられる YbSiO系の組織変化と性能劣化」 

 
 
D69 セラミックスコーティングMI／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 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Ryo Yamada (東北大・金研) Materials Trans. 56 (2015), 1501-1504. 
Analysis of Non-Monotonic Temperature Behavior of the Coefficient of Thermal Expansion in 
Fe-Ni Alloys Studied by First-Principles Cluster Variation Method 

原著論文 

Yasunori Yamada (東北大・金研)      Materials Trans. 57 (2016), 481-487. 
Lattice Statistics and Dynamics within Cluster Variation Method      原著論文 
J.M. Sanchez (U. Texas, Austin) Computational Materials Science, 122 (2016), 301-306.   原著論文 
Approximate solutions to the cluster variation free energies by the variable basis cluster expansion 
Tetsuo Mohri (東北大・金研) npj Computational Materials-Nature 3, (2017), 10. 
Mechanical properties of Fe-rich Si alloy from Hamiltonian 原著論文 
Tetsuo Mohri (東北大・金研) METALL &.MAT. TRANS.A 48,(2017), 2753-2770. 
Cluster Variation Method as a Theoretical Tool for the Study of Phase Transformation  原著論文 
Yayoi Terada (東北大・金研) J. Phys. Soc.. Japan 87 (2018), 054801.            原著論文 
Oxygen Migration and Local Structural Changes with Schottky Defects in Pure Zirconium Oxide Crystals 
Alphonse Finel (ONERA, France) Physical Review Letters 121 (2018) 025501-1-05. 
Sharp Phase Field Method 原著論文 
Taichi Abe（NIMS） Scripta Materialia 154 (2018), 305-310.           原著論文 
Computational phase diagrams for the Nd-based magnets based on the combined ab initio/ CALPHAD approach 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Tetsuo Mohri  (東北大・金研) PTM2015, June 28-July 3, 2015, Whistler, Canada 
Cluster Variation Method as a Theoretical Tool for the Study of Phase Transformation 国際学会口頭発表 
Tetsuo Mohri (東北大・金研) TMS2016, February 15-18, 2016, Nashville, U.S.A. 
Cluster Variation Method in Computational Thermodynamics 国際学会口頭発表 
Ying Chen (東北大・工) TOEO 10, July 3-5, 2017, Tokyo, Japan 
First-principles Modeling of Several Functional Oxides 国際学会口頭発表 
Ying Chen (東北大・工) TMS2018, March 11-15, 2018, Phoenix, Arizona 
First-principles Calculation of Self-diffusion of Oxygen in Zirconia 国際学会口頭発表 
陳迎(東北大・工) 日本セラミックス協会第 31回秋季シンポジウ, 2018, 9月 5日-7日, 名古屋工業大学 
ZrO2 の酸素空孔拡散の第一原理計算 国内学会口頭発表 
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▷表彰などの授与 
藤井 剛（産総研） 応用物理学会、2016年 12月 1日 
第 8 回超伝導分科会研究奨励賞 「Improvement of soft x-ray detection performance in superconducting-tunnel-
junction array detectors with close-packed arrangement by three-dimensional structure」 

 

寺崎 正 (産総研) 応用物理学会、2017年 3月 17日 
2017年応用物理学会春季学術講演会 Poster Award, 「1 次構造 CFRP 部材に関する破壊予兆の応力発光可視化」  
王 慶華 (産総研) The 8th Int. Symp. on Surface Science, 2017年 10月 25日 
The 8th ISSS Best Poster Award "Study on Crack Occurrence of Titanium Alloy in Tensile Test by Advanced Moiré Technique"  
王 慶華 (産総研) 日本実験力学会、2016年 9月 2日 
2016年度日本実験力学会学会奨励賞 「クロス格子を用いた二次元走査モアレ法による材料の変形分布測定」  
李 志遠 (産総研) 茨城県科学技術振興財団 2017年 9月 7日 
つくば奨励賞・実用化研究部門 「モアレを利用したマルチスケール変位・ひずみ分布計測技術の開発」  
菊池 章吾 (筑波大) 日本顕微鏡学会 2017年 7月 31日 
第 60回記念シンポジウム学生優秀演題賞 「透過電子顕微鏡用 2000K級高温試料ホルダーの開発」  
靍岡侑生 (筑波大) Tsukuba Global Science Week Interdisciplinary Workshop on Science and Patents 2017, 2017年 9月 26日 
Interdisciplinary Workshop on Science and Patents 2017, Undergraduate Prize “In Situ Transmission Electron Microscopy of Niobium Nanocontacts” 
岸本 甫 (筑波大) 日本機械学会茨城講演会 2018年 8月 22日 
2018年茨城講演会優秀講演発表賞 「微小試験による金属材料の力学特性評価」 

 
 
D領域 セラミックスコーティングMI クラスター 
D68 セラミックスコーティングMI／高温物質移動および組織の時間依存挙動のシミュレーション 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

BN Kim(NIMS),H Matsubara(Tohoku Univ.) J. Euro. Ceram. Soc.、2016、36、1269-1275. 
Densification kinetics during isothermal sintering of 8YSZ 原著論文 
BN Kim(NIMS),H Matsubara(Tohoku Univ.) J. Ceram. Soc. Jpn.、2017、125、357-363. 
Evaluation of densification and grain-growth behavior during isothermal sintering of Zirconia 原著論文 
H Matsubara(Tohoku Univ.), S Terasaka(Tohoku Univ.) Computational Materials Science, in press 
Computer simulation of sintering in porous structures of thermal barrier coating 原著論文 
S Terasaka (Tohoku Univ.), H Matsubara(Tohoku Univ.) J. Am. Ceram. Soc. in press 
Experimental and computational study on sintering of ceramics coating layer having 
particularly porous structures 

原著論文 

白土貴士 (東北大学) 東北大学修士論文（2016年 2月） 
遮熱コーティング用多孔質ジルコニア膜の加熱処理による組織変化と焼結挙動の解析評価 修士論文 
赤星 広大 (東北大学) 東北大学卒業論部（2018年 2月） 
熱遮蔽セラミックスコーティングの組織および特性の変化に関する研究 卒業論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

H. Matsubara (Tohoku Univ.) MS&T15, October 4-8, 2015, Columbus, Ohio, USA 
Material Design of Ceramic Coating for Jet Engine by Electron Beam PVD 国際学会口頭発表 
松原秀彰（東北大学） 日本セラミックス協会秋季シンポ, 2016/9/9, 広島大学 
セラミックスコーティングの構造・性能設計技術の開発 国内学会口頭発表 
松原秀彰（東北大学） SIP-IMASM 2016, 2016/9/28, つくば                  国内学会口頭発表 
Material and performance design of ceramics coating – the case study of thermal barrier coating 
白土貴士（東北大学） 第 55回セラミックス基礎科学討論会, 2017/1/13, 岡山大学 
ジェットエンジン用遮熱コーティングの多孔質構造の焼結挙動の解析 国内学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） EMN Meeting, 2017/4/24, Melbourne, Australia 
Densification and grain-growth during isothermal sintering of zirconia 国際学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） FiMPART, 2017/7/11, Bordeaux, France 
Densification Kinetics during Isothermal Sintering of Zirconia 国際学会口頭発表 
寺坂 宗太（東北大学） 日本セラミックス協会秋季シンポ, 2017/9/19, 神戸大学 
セラミックスコーティングの組織形成・変化のMCシミュレーション 国内学会口頭発表 
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BN Kim（NIMS） IUPAC-NMS, 2017/10/16, Nanjing, China 
Densification Kinetics and Grain Growth during Isothermal Sintering of Zirconia 国際学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） 国際会議 JSPM2017, 2017/11/8, 京都大学 
Evaluation of theoretical sintering models from experiments 国際学会口頭発表 
寺坂 宗太（東北大学） 国際会議 JSPM2017、2017/11/8, 京都大学 
Computer simulation study on sintering and delamination of porous ceramics coating 国際学会口頭発表 
BN Kim（NIMS） THERMEC, 2018/7/11, Paris, France 
Evaluation of Sintering models from Experiments for Zirconia 国際学会口頭発表 
神谷拓図 (東北大学) 日本セラミックス協会秋季シンポ, 2018/9/7, 名古屋工業大学 
YbSiO系セラミックスの焼結挙動と粉末プロセスとの関係 国内学会口頭発表 
金（NIMS） 粉体粉末冶金協会秋季大会, 2018/10/31, 新潟 
最終焼結段階における緻密化挙動のシミュレーション 国内学会口頭発表 
寺坂宗太 (東北大学) 粉体粉末冶金協会秋季大会, 2018/10/31, 新潟 
複雑な多孔質構造を有する膜の焼結と剥離のシミュレーション 国内学会口頭発表 
上記の他、国際学会発表: 11件、国内学会発表: 25件 
▷表彰などの授与 
寺坂 宗太（東北大学） 日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 2018年 11月 
H30年度東北北海道支部研究発表会 優秀発表賞「ジェットエンジン用耐環境性コーティングに用いられる YbSiO系の組織変化と性能劣化」 

 
 
D69 セラミックスコーティングMI／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 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Ryo Yamada (東北大・金研) Materials Trans. 56 (2015), 1501-1504. 
Analysis of Non-Monotonic Temperature Behavior of the Coefficient of Thermal Expansion in 
Fe-Ni Alloys Studied by First-Principles Cluster Variation Method 

原著論文 

Yasunori Yamada (東北大・金研)      Materials Trans. 57 (2016), 481-487. 
Lattice Statistics and Dynamics within Cluster Variation Method      原著論文 
J.M. Sanchez (U. Texas, Austin) Computational Materials Science, 122 (2016), 301-306.   原著論文 
Approximate solutions to the cluster variation free energies by the variable basis cluster expansion 
Tetsuo Mohri (東北大・金研) npj Computational Materials-Nature 3, (2017), 10. 
Mechanical properties of Fe-rich Si alloy from Hamiltonian 原著論文 
Tetsuo Mohri (東北大・金研) METALL &.MAT. TRANS.A 48,(2017), 2753-2770. 
Cluster Variation Method as a Theoretical Tool for the Study of Phase Transformation  原著論文 
Yayoi Terada (東北大・金研) J. Phys. Soc.. Japan 87 (2018), 054801.            原著論文 
Oxygen Migration and Local Structural Changes with Schottky Defects in Pure Zirconium Oxide Crystals 
Alphonse Finel (ONERA, France) Physical Review Letters 121 (2018) 025501-1-05. 
Sharp Phase Field Method 原著論文 
Taichi Abe（NIMS） Scripta Materialia 154 (2018), 305-310.           原著論文 
Computational phase diagrams for the Nd-based magnets based on the combined ab initio/ CALPHAD approach 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Tetsuo Mohri  (東北大・金研) PTM2015, June 28-July 3, 2015, Whistler, Canada 
Cluster Variation Method as a Theoretical Tool for the Study of Phase Transformation 国際学会口頭発表 
Tetsuo Mohri (東北大・金研) TMS2016, February 15-18, 2016, Nashville, U.S.A. 
Cluster Variation Method in Computational Thermodynamics 国際学会口頭発表 
Ying Chen (東北大・工) TOEO 10, July 3-5, 2017, Tokyo, Japan 
First-principles Modeling of Several Functional Oxides 国際学会口頭発表 
Ying Chen (東北大・工) TMS2018, March 11-15, 2018, Phoenix, Arizona 
First-principles Calculation of Self-diffusion of Oxygen in Zirconia 国際学会口頭発表 
陳迎(東北大・工) 日本セラミックス協会第 31回秋季シンポジウ, 2018, 9月 5日-7日, 名古屋工業大学 
ZrO2 の酸素空孔拡散の第一原理計算 国内学会口頭発表 
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D73 セラミックスコーティングMI／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 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
著作物 
プログラム 

計算熱力学ソフトウェア CaTCalcExpert  登録 H27PRO-1853
（2015/04/21） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

純物質熱力学データベース AIST-Pure  登録 H28PRO-1964
（2016/04/11） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

EBC用熱力学データベース AIST-EBC 出願 2018002655 
（2018/10/15） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

熱力学データベース AIST-CMAS 出願 2018002653 
（2018/10/15） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

熱力学データベース AIST-SiAlONC 出願 2018002654 
（2018/10/15） 

産総研 
菖蒲一久 

▷論文など（分類：原書論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
及川 勝成（東北大） CALPHAD、2014、47、114-122    原著論文 
Assessment of the temperature and pressure dependence of molar volume and phase diagrams of Cu and Zn 
及川 勝成（東北大） Mater. Trans、2014、55、16730-16822           原著論文 
Assessment of the temperature and pressure dependence of molar volume and phase diagrams of Al-Si binary systems 
阿部 太一（NIMS） Data in Brief、2018、21、432-440   
Gibbs energy functions with the vacancy complexes in the Al-Cu binary system 原著論文 
阿部 太一（NIMS） Calphad、2018、 63、100–106    原著論文 
A description of vacancy complexes in an FCC solid solution within the framework of the CALPHAD Method 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
菖蒲 一久（産総研） 日本金属学会春期大会、2015/3/20、東京大学 
非金属融体の熱力学モデルの検討と CaO-MgO-SiO2系の熱力学アセスメント 口頭発表、予稿集 
菖蒲 一久（産総研） CALPHAD国産会議、2016/6/1、淡路夢舞台 
Current status of CaTCalc development ポスター発表、予稿集 
飯久保 智（九工大） 日本金属学会九州支部大会、2017/6/10、熊本大学 
酸化物の分子動力学ポテンシャル作成 口頭発表、予稿集 
阿部 太一（NIMS） CALPHAD国産会議、2018/6/1、Querétaro. México 
Description of vacancy complexes in an fcc solid solution within the framework of CALPHAD 口頭発表、予稿集 
徳永 辰也（九工大） 日本金属学会秋期大会、2018/9/19、東北大学 
RE-O 二元系状態図の熱力学的解析 ポスター発表、予稿集 
上記の他、口頭発表： 5件、 ポスター発表： 3件 
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D領域 高分子MI クラスター 
D70 高分子MI／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 

 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
栗山 卓（山形大大学院） プラスチック成形加工学会秋季大会、2014/11/15日、朱鷺メッセ 
屋外暴露によるポリプロピレンの表面近傍の損傷発生・成長 学会口頭発表(予稿集有) 
松崎 慧悟（山形大大学院）栗山 卓 プラスチック成形加工学会秋季大会、2015/11/3日、福岡大 
屋外暴露後の射出成形ポリプロピレンの表面構造解析 学会口頭発表(予稿集有) 
鷺谷佳典（山形大大学院）栗山 卓 日本材料強度学会学術講演会、2017/6/15、島津製作所東京 
反応条件の異なるエポキシ樹脂の圧縮挙動 学会口頭発表(予稿集有) 
栗山 卓（山形大大学院）鷺谷佳典、佐々木一真 プラスチック成形加工学会年次大会、2018/6/21、タワーホール船堀 
架橋密度の異なるエポキシ樹脂の圧縮挙動の温度依存性 学会口頭発表(予稿集有) 
栗山 卓（山形大大学院）鷺谷佳典 プラスチック成形加工学会年次大会、2018/6/21、タワーホール船堀 
反応条件の異なるエポキシ樹脂 の変形・破壊挙動 学会口頭発表(予稿集有) 

 
 
 
 
 

D71  高分子MI／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 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
プログラム 高速多体分岐高分子シミュレーター 名古屋大学  増渕雄一 
プログラム 高速多体高分子溶液シミュレーター 名古屋大学  増渕雄一 
プログラム 高速多体高分子ゲル化シミュレーター 名古屋大学  増渕雄一 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Journal of Chemical Physics, 2015, 143, 224905(1-6) 
Effects of degree of freedom below entanglement segment on relaxation of polymer 
configuration under fast shear in multi-chain slip-spring simulations 

原著論文 

Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Macromolecules, 2016, 49, 9186-9191   原著論文 
A Multichain Slip-Spring Dissipative Particle Dynamics Simulation Method for Entangled Polymer Solutions 
Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Journal of Chemical Physics, 2017, 147, 184903  原著論文 
Orientational Cross Correlations between Entangled Branch Polymers in Primitive Chain Network Simulations 
Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Soft Matter, 2018, 14, 5986 – 5994 
Comparison among multi-chain models for entangled polymer dynamics 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Yuichi Masubuchi (Nagoya Univ.) Multi-chain slip-spring simulations for entangled polymers  国際会議招待講演 
The British Society of Rheology Midwinter Meeting 2016 and Symposium, 2016/12/13, Reading, UK 
Yuichi Masubuchi (Nagoya University) IUMRS-ICAM2017,2017/08/28, Kyoto 
Cross-correlation between Confined Chains and Surrounding Network Chains 国際会議招待講演 
Yuichi Masubuchi (Nagoya Univ.) Multi-chain Simulations of Entangled Polymer Dynamics  国際会議招待講演 
International Symposium on Multiple Scale Modelling of Complex Fluids, 2018/9/26, Guangzhou, China 
藤元伸悦（新日鉄住金化学株式会社） 第 66回高分子学会年次大会特別セッション、2017/5/29、千葉 
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 招待講演 
▷表彰などの授与 

A. Pandey and Y. Masubuchi（Nagoya Univ.） The Annual European Rheology Conference 2017, 2017/4/6, Copenhagen, Denmark 
Euro-Phys Letter Journal, Best Paper Award, “Coarse-Grained Simulations for Entangled Star Polymer Melts” 
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D73 セラミックスコーティングMI／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 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
著作物 
プログラム 

計算熱力学ソフトウェア CaTCalcExpert  登録 H27PRO-1853
（2015/04/21） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

純物質熱力学データベース AIST-Pure  登録 H28PRO-1964
（2016/04/11） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

EBC用熱力学データベース AIST-EBC 出願 2018002655 
（2018/10/15） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

熱力学データベース AIST-CMAS 出願 2018002653 
（2018/10/15） 

産総研 
菖蒲一久 

著作物 
データベース 

熱力学データベース AIST-SiAlONC 出願 2018002654 
（2018/10/15） 

産総研 
菖蒲一久 

▷論文など（分類：原書論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
及川 勝成（東北大） CALPHAD、2014、47、114-122    原著論文 
Assessment of the temperature and pressure dependence of molar volume and phase diagrams of Cu and Zn 
及川 勝成（東北大） Mater. Trans、2014、55、16730-16822           原著論文 
Assessment of the temperature and pressure dependence of molar volume and phase diagrams of Al-Si binary systems 
阿部 太一（NIMS） Data in Brief、2018、21、432-440   
Gibbs energy functions with the vacancy complexes in the Al-Cu binary system 原著論文 
阿部 太一（NIMS） Calphad、2018、 63、100–106    原著論文 
A description of vacancy complexes in an FCC solid solution within the framework of the CALPHAD Method 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
菖蒲 一久（産総研） 日本金属学会春期大会、2015/3/20、東京大学 
非金属融体の熱力学モデルの検討と CaO-MgO-SiO2系の熱力学アセスメント 口頭発表、予稿集 
菖蒲 一久（産総研） CALPHAD国産会議、2016/6/1、淡路夢舞台 
Current status of CaTCalc development ポスター発表、予稿集 
飯久保 智（九工大） 日本金属学会九州支部大会、2017/6/10、熊本大学 
酸化物の分子動力学ポテンシャル作成 口頭発表、予稿集 
阿部 太一（NIMS） CALPHAD国産会議、2018/6/1、Querétaro. México 
Description of vacancy complexes in an fcc solid solution within the framework of CALPHAD 口頭発表、予稿集 
徳永 辰也（九工大） 日本金属学会秋期大会、2018/9/19、東北大学 
RE-O 二元系状態図の熱力学的解析 ポスター発表、予稿集 
上記の他、口頭発表： 5件、 ポスター発表： 3件 
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D領域 高分子MI クラスター 
D70 高分子MI／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 

 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
栗山 卓（山形大大学院） プラスチック成形加工学会秋季大会、2014/11/15日、朱鷺メッセ 
屋外暴露によるポリプロピレンの表面近傍の損傷発生・成長 学会口頭発表(予稿集有) 
松崎 慧悟（山形大大学院）栗山 卓 プラスチック成形加工学会秋季大会、2015/11/3日、福岡大 
屋外暴露後の射出成形ポリプロピレンの表面構造解析 学会口頭発表(予稿集有) 
鷺谷佳典（山形大大学院）栗山 卓 日本材料強度学会学術講演会、2017/6/15、島津製作所東京 
反応条件の異なるエポキシ樹脂の圧縮挙動 学会口頭発表(予稿集有) 
栗山 卓（山形大大学院）鷺谷佳典、佐々木一真 プラスチック成形加工学会年次大会、2018/6/21、タワーホール船堀 
架橋密度の異なるエポキシ樹脂の圧縮挙動の温度依存性 学会口頭発表(予稿集有) 
栗山 卓（山形大大学院）鷺谷佳典 プラスチック成形加工学会年次大会、2018/6/21、タワーホール船堀 
反応条件の異なるエポキシ樹脂 の変形・破壊挙動 学会口頭発表(予稿集有) 

 
 
 
 
 

D71  高分子MI／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 
 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
プログラム 高速多体分岐高分子シミュレーター 名古屋大学  増渕雄一 
プログラム 高速多体高分子溶液シミュレーター 名古屋大学  増渕雄一 
プログラム 高速多体高分子ゲル化シミュレーター 名古屋大学  増渕雄一 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Journal of Chemical Physics, 2015, 143, 224905(1-6) 
Effects of degree of freedom below entanglement segment on relaxation of polymer 
configuration under fast shear in multi-chain slip-spring simulations 

原著論文 

Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Macromolecules, 2016, 49, 9186-9191   原著論文 
A Multichain Slip-Spring Dissipative Particle Dynamics Simulation Method for Entangled Polymer Solutions 
Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Journal of Chemical Physics, 2017, 147, 184903  原著論文 
Orientational Cross Correlations between Entangled Branch Polymers in Primitive Chain Network Simulations 
Yuichi Masubuchi (Nagoya University) Soft Matter, 2018, 14, 5986 – 5994 
Comparison among multi-chain models for entangled polymer dynamics 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Yuichi Masubuchi (Nagoya Univ.) Multi-chain slip-spring simulations for entangled polymers  国際会議招待講演 
The British Society of Rheology Midwinter Meeting 2016 and Symposium, 2016/12/13, Reading, UK 
Yuichi Masubuchi (Nagoya University) IUMRS-ICAM2017,2017/08/28, Kyoto 
Cross-correlation between Confined Chains and Surrounding Network Chains 国際会議招待講演 
Yuichi Masubuchi (Nagoya Univ.) Multi-chain Simulations of Entangled Polymer Dynamics  国際会議招待講演 
International Symposium on Multiple Scale Modelling of Complex Fluids, 2018/9/26, Guangzhou, China 
藤元伸悦（新日鉄住金化学株式会社） 第 66回高分子学会年次大会特別セッション、2017/5/29、千葉 
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 招待講演 
▷表彰などの授与 

A. Pandey and Y. Masubuchi（Nagoya Univ.） The Annual European Rheology Conference 2017, 2017/4/6, Copenhagen, Denmark 
Euro-Phys Letter Journal, Best Paper Award, “Coarse-Grained Simulations for Entangled Star Polymer Melts” 
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D72 高分子MI／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 
 
▷論文など（分類：原著作文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Yasuaki Hiraoka(Tohoku University), et al Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America、2016、113(26)、7035-40 原著論文 
Takashi Ichinomiya(Gifu University School of Medicine)et al. Phys. Rev. E、2017、95、012504(1-6) 
Persistent homology analysis of craze formation 原著論文 
Avalos Edgar(Tohoku University) et al. ACS Omega、2018、3（1）、1304-1314  原著論文 
Transformation of Block Copolymer Nanoparticles from Ellipsoids with Striped Lamellae into Onionlike Spheres and 
Dynamical Control via Coupled Cahn−Hilliard Equations 
Ippei Obayashi(Tohoku University) et al. J Appl. and Comput. Topology、2018、巻・頁：なし 
Persistence diagrams with linear machine learning models 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

一宮 尚志（岐阜大学） 新化学技術推進協会 先端化学・材料技術部会 コンピュータケミストリ分科会高分子WG 技術セミナー討論会、2017/11/17  
パーシステントホモロジーの高分子材料科学への応用 国内学会口頭発表 
伊藤万喜子・中嶋健（東京工業大学） 高分子学会 第２６回ポリマー材料フォーラム、2017/11/17、大阪国際交流センター 
AFM による応力下にある熱硬化性樹脂のナノメカニクスの研究 国内学会口頭発表、要旨集 234頁 
高石 武史（武蔵野大学） 18th International Conference CoMFoS18 

- Mathematical Analysis of Continuum Mechanics II-, 2018/6/13, 芝蘭会館別館 
Simulation study of viscoelastic properties of phase field crack model 国際学会口頭発表、要旨集 3頁 
▷表彰などの授与 
西浦 廉政（東北大学） 明治大学先端数理科学インスティテュート、2017年 12月 22日 
現象数理学三村賞、 「Mathematics of Patterns」 
平岡 裕章（東北大学（受賞当時）、京都大学（現在）） 科学技術・学術政策研究所、2017年 1月 19日 
科学技術への顕著な貢献 2016、 「数学理論から開発された位相的データ解析の材料科学への応用研究 ∼複雑な物質構造を数学理論で解き明かす∼」  

 

 
D74 高分子MI／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 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
熊谷 裕太（東北大学） Proceedings of ASC 2018、2018、614-625 
Multiscale Failure Analysis for Prediction of Matrix Crack Formation in Polymer-Matrix Composites プロシーディングス 
熊谷 裕太（東北大学） WCCM XIII and PANACM II、2018、2019284(1-12) 
Effect of Micron-Scale Constitutive and Damage Modeling on Multiscale Crack Prediction in Polymer-Matrix Composite Laminates プロシーディングス 
柘植 洋太（東北大学） 日本機械学会論文集、2017、83、16-00525(1-20) 
ポリプロピレン結晶相の弾性異方性およびすべり系に関する分子動力学シミュレーション 原著論文 
灘 裕統（慶應義塾大学） Key Engineering Materials、2017、725、261-266 
Development of Simulation Technology for Production of Porous Polymeric Membranes プロシーディングス 
志澤 一之（慶應義塾大学） 成形加工、2016、28-9、362-366 
非線形 FEMシミュレーションによる高分子材料の損傷・破壊挙動 解説 
柘植 洋太（東北大学） Proceedings of APCFS2016、2016、465-466   プロシーディングス 
Molecular Dynamics Simulation on Microscopic Plastic Deformation Behavior of Crystalline Phase of Polypropylene 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
西川 武志（慶應義塾大学） 日本材料学会第 67 期学術講演会、2018/5/27、高知工科大学 
分子鎖塑性モデルを用いた熱硬化性ポリマのひずみ速度依存性および繰返し負荷特性に関する FEM解析 口頭発表，講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本機械学会関西支部第 93期定時総会講演会、2018/3/13、摂南大学 
熱硬化性樹脂の低ひずみ域における時間依存性非弾性変形の評価とモデル化 口頭発表、講演論文集有 
青柳 吉輝（東北大学） Plasticity 2018、2018/1/3、San Juan、USA   国際学会口頭発表、基調講演 
Multiscale Plasticity Modeling and Simulation on Crystalline Polymer Based on Microscopic Deformation Behavior of Molecular Chains 

大澤 凌太（東北大学） 第 3回材料WEEK 材料シンポジウム ワークショップ、2017/10/10、京都テルサ 

熱可塑性高分子材料における結晶化メカニズムの評価と数値解析的予測 国内学会口頭発表、予稿集有り 
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西川 武志（慶應義塾大学） 日本材料学会第 66 期学術講演会、2017/5/28、名城大学 
分子鎖塑性モデルを用いた熱硬化性ポリマの基本的力学応答の再現および破断予測 口頭発表、講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本材料学会第 66期学術講演会、2017/5/28、名城大学 
熱硬化性樹脂の繰り返し負荷試験における非線形応答の評価とモデル化 口頭発表、講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本材料学会第 65期第 3回塑性工学部門委員会、016/12/17、大阪市立大学 

分子鎖挙動に基づく熱可塑性および熱硬化性樹脂の変形挙動のモデル化 依頼講演、web ハンドアウト有 
Makoto Uchida (大阪市立大学) SIP-IMASM2016, 2016/9/28, AIST Tsukuba Center、Tsukuba 
Computational Modeling on Inelastic Deformation of Thermosetting Polymers 
Based on Molecular Chain Behavior 

国際学会招待講演、abstract book有 

萩原 康仁（慶應義塾大学） 日本機械学会第 29回計算力学講演会、2016/9/22、名古屋大学 

熱可塑性ポリマ用分子鎖塑性モデルの熱硬化性ポリマへの適用可能性に関する基礎的検討 口頭発表、講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本材料学会, 日本機械学会の関連学会 (2016年～2018年) 
D74 の分子鎖網目理論に基づく熱硬化性樹脂の力学モデリングについて 4件の発表 口頭発表、講演論文集有 
▷表彰などの授与 
大澤 凌太（東北大学） 日本材料学会塑性工学部門委員会、2017年 12月 1日 
日本材料学会塑性工学部門委員会優秀学生講演発表賞、熱可塑性高分子材料における結晶化メカニズムの評価と数値解析的予測 
志澤 一之（慶應義塾大学） 日本機械学会、2017年 4月 20日 
日本機械学会賞(論文)、 広ひずみ速度域に対応したクレーズ挙動のモデル化とその結晶性ポリマの破壊予測シミュレーションへの応用 

 

 
 
D75 高分子MI／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 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
データベース 全原子力場パラメータデータベース 山下雄史（東大先端研） 
計算モジュール 硬化反応シミュレーション後の未反応基処理モジュール 山下雄史（東大先端研） 
その他、プログラム等著作物： 計算モジュール： 7件、 データベース： 5件  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Hiroshi C. Watanabe (東大先端研) Phys. Chem. Chem. Phys. (2017) 19. 17985-17997 
Effect of osmotic force on orientational cross-correlation in primitive chain network simulation 原著論文 
Takuya Ikeda (東大先端研) Angew. Chem. Int. Ed. (2017) 56, 9151-9154 
The existence of an isolated hydronium ion in the interior of proteins 原著論文 
Keisuke Kawashima (東大・先端研) Nat. Commun. (2018) 9, 1247 
O2 evolution and recovery of the water-oxidizing enzyme 原著論文 
Takefumi Yamashita（東大先端研） AIP Conf. Proc. (2017) 1906, 030022   査読付きプロシーディング 
An Ensemble Docking Calculation of Lysozyme and HyHEL-10: Insight into the Binding Mechanism 
Takefumi Yamashita（東大先端研） Biochemistry  (2018) 57, 4177−4185   原著論文 
Tyrosine sulfation restricts the conformational ensemble of a flexible peptide, strengthening the binding affinity to an antibody 
Takefumi Yamashita（東大先端研） Int. Immunol. (2018) 30, 133–140 
Toward rational antibody design: recent advancements in molecular dynamics simulations 総説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Takefumi Yamashita（東大先端研） 14th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 
(Thessaloniki, Greece)、2018/3/16  

Structural effects on the antigen-antibody interaction: Insight from molecular dynamics simulations of 
biopolymers 

国際学会・招待講演 

Takefumi Yamashita（東大先端研） 10th International Conference on Computational Physics (ICCP10)(Macau) 2017/1/18 
Molecular Dynamics Analysis of Protein Complex Structures 国際学会・招待講演 
Takefumi Yamashita（東大先端研） 第８回 NTChem ワークショップ、2018/3/20,東京 
分子動力学シミュレーションによる材料高分子の研究： 熱硬化性樹脂の高精度モデリング 国内学会・招待講演 
Takefumi Yamashita（東大先端研） 2017年度生命科学系学会合同年次大会ワークショップ 2017/12/6、神戸 
分子動力学シミュレーションによる生体高分子の研究：RNA への展開の現状と可能性 国内学会・招待講演 
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D72 高分子MI／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 
 
▷論文など（分類：原著作文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Yasuaki Hiraoka(Tohoku University), et al Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America、2016、113(26)、7035-40 原著論文 
Takashi Ichinomiya(Gifu University School of Medicine)et al. Phys. Rev. E、2017、95、012504(1-6) 
Persistent homology analysis of craze formation 原著論文 
Avalos Edgar(Tohoku University) et al. ACS Omega、2018、3（1）、1304-1314  原著論文 
Transformation of Block Copolymer Nanoparticles from Ellipsoids with Striped Lamellae into Onionlike Spheres and 
Dynamical Control via Coupled Cahn−Hilliard Equations 
Ippei Obayashi(Tohoku University) et al. J Appl. and Comput. Topology、2018、巻・頁：なし 
Persistence diagrams with linear machine learning models 原著論文 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

一宮 尚志（岐阜大学） 新化学技術推進協会 先端化学・材料技術部会 コンピュータケミストリ分科会高分子WG 技術セミナー討論会、2017/11/17  
パーシステントホモロジーの高分子材料科学への応用 国内学会口頭発表 
伊藤万喜子・中嶋健（東京工業大学） 高分子学会 第２６回ポリマー材料フォーラム、2017/11/17、大阪国際交流センター 
AFM による応力下にある熱硬化性樹脂のナノメカニクスの研究 国内学会口頭発表、要旨集 234頁 
高石 武史（武蔵野大学） 18th International Conference CoMFoS18 

- Mathematical Analysis of Continuum Mechanics II-, 2018/6/13, 芝蘭会館別館 
Simulation study of viscoelastic properties of phase field crack model 国際学会口頭発表、要旨集 3頁 
▷表彰などの授与 
西浦 廉政（東北大学） 明治大学先端数理科学インスティテュート、2017年 12月 22日 
現象数理学三村賞、 「Mathematics of Patterns」 
平岡 裕章（東北大学（受賞当時）、京都大学（現在）） 科学技術・学術政策研究所、2017年 1月 19日 
科学技術への顕著な貢献 2016、 「数学理論から開発された位相的データ解析の材料科学への応用研究 ∼複雑な物質構造を数学理論で解き明かす∼」  

 

 
D74 高分子MI／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 

 
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 
熊谷 裕太（東北大学） Proceedings of ASC 2018、2018、614-625 
Multiscale Failure Analysis for Prediction of Matrix Crack Formation in Polymer-Matrix Composites プロシーディングス 
熊谷 裕太（東北大学） WCCM XIII and PANACM II、2018、2019284(1-12) 
Effect of Micron-Scale Constitutive and Damage Modeling on Multiscale Crack Prediction in Polymer-Matrix Composite Laminates プロシーディングス 
柘植 洋太（東北大学） 日本機械学会論文集、2017、83、16-00525(1-20) 
ポリプロピレン結晶相の弾性異方性およびすべり系に関する分子動力学シミュレーション 原著論文 
灘 裕統（慶應義塾大学） Key Engineering Materials、2017、725、261-266 
Development of Simulation Technology for Production of Porous Polymeric Membranes プロシーディングス 
志澤 一之（慶應義塾大学） 成形加工、2016、28-9、362-366 
非線形 FEMシミュレーションによる高分子材料の損傷・破壊挙動 解説 
柘植 洋太（東北大学） Proceedings of APCFS2016、2016、465-466   プロシーディングス 
Molecular Dynamics Simulation on Microscopic Plastic Deformation Behavior of Crystalline Phase of Polypropylene 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 
西川 武志（慶應義塾大学） 日本材料学会第 67 期学術講演会、2018/5/27、高知工科大学 
分子鎖塑性モデルを用いた熱硬化性ポリマのひずみ速度依存性および繰返し負荷特性に関する FEM解析 口頭発表，講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本機械学会関西支部第 93期定時総会講演会、2018/3/13、摂南大学 
熱硬化性樹脂の低ひずみ域における時間依存性非弾性変形の評価とモデル化 口頭発表、講演論文集有 
青柳 吉輝（東北大学） Plasticity 2018、2018/1/3、San Juan、USA   国際学会口頭発表、基調講演 
Multiscale Plasticity Modeling and Simulation on Crystalline Polymer Based on Microscopic Deformation Behavior of Molecular Chains 

大澤 凌太（東北大学） 第 3回材料WEEK 材料シンポジウム ワークショップ、2017/10/10、京都テルサ 

熱可塑性高分子材料における結晶化メカニズムの評価と数値解析的予測 国内学会口頭発表、予稿集有り 
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西川 武志（慶應義塾大学） 日本材料学会第 66 期学術講演会、2017/5/28、名城大学 
分子鎖塑性モデルを用いた熱硬化性ポリマの基本的力学応答の再現および破断予測 口頭発表、講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本材料学会第 66期学術講演会、2017/5/28、名城大学 
熱硬化性樹脂の繰り返し負荷試験における非線形応答の評価とモデル化 口頭発表、講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本材料学会第 65期第 3回塑性工学部門委員会、016/12/17、大阪市立大学 

分子鎖挙動に基づく熱可塑性および熱硬化性樹脂の変形挙動のモデル化 依頼講演、web ハンドアウト有 
Makoto Uchida (大阪市立大学) SIP-IMASM2016, 2016/9/28, AIST Tsukuba Center、Tsukuba 
Computational Modeling on Inelastic Deformation of Thermosetting Polymers 
Based on Molecular Chain Behavior 

国際学会招待講演、abstract book有 

萩原 康仁（慶應義塾大学） 日本機械学会第 29回計算力学講演会、2016/9/22、名古屋大学 

熱可塑性ポリマ用分子鎖塑性モデルの熱硬化性ポリマへの適用可能性に関する基礎的検討 口頭発表、講演論文集有 
内田 真 (大阪市立大学) 日本材料学会, 日本機械学会の関連学会 (2016年～2018年) 
D74 の分子鎖網目理論に基づく熱硬化性樹脂の力学モデリングについて 4件の発表 口頭発表、講演論文集有 
▷表彰などの授与 
大澤 凌太（東北大学） 日本材料学会塑性工学部門委員会、2017年 12月 1日 
日本材料学会塑性工学部門委員会優秀学生講演発表賞、熱可塑性高分子材料における結晶化メカニズムの評価と数値解析的予測 
志澤 一之（慶應義塾大学） 日本機械学会、2017年 4月 20日 
日本機械学会賞(論文)、 広ひずみ速度域に対応したクレーズ挙動のモデル化とその結晶性ポリマの破壊予測シミュレーションへの応用 

 

 
 
D75 高分子MI／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 

 
▷知的財産（特許（外国出願を含む）、プログラム等著作物） 
データベース 全原子力場パラメータデータベース 山下雄史（東大先端研） 
計算モジュール 硬化反応シミュレーション後の未反応基処理モジュール 山下雄史（東大先端研） 
その他、プログラム等著作物： 計算モジュール： 7件、 データベース： 5件  
▷論文など（分類：原著論文、学位論文、プロシーディングス、総説、解説、速報、著書など） 

Hiroshi C. Watanabe (東大先端研) Phys. Chem. Chem. Phys. (2017) 19. 17985-17997 
Effect of osmotic force on orientational cross-correlation in primitive chain network simulation 原著論文 
Takuya Ikeda (東大先端研) Angew. Chem. Int. Ed. (2017) 56, 9151-9154 
The existence of an isolated hydronium ion in the interior of proteins 原著論文 
Keisuke Kawashima (東大・先端研) Nat. Commun. (2018) 9, 1247 
O2 evolution and recovery of the water-oxidizing enzyme 原著論文 
Takefumi Yamashita（東大先端研） AIP Conf. Proc. (2017) 1906, 030022   査読付きプロシーディング 
An Ensemble Docking Calculation of Lysozyme and HyHEL-10: Insight into the Binding Mechanism 
Takefumi Yamashita（東大先端研） Biochemistry  (2018) 57, 4177−4185   原著論文 
Tyrosine sulfation restricts the conformational ensemble of a flexible peptide, strengthening the binding affinity to an antibody 
Takefumi Yamashita（東大先端研） Int. Immunol. (2018) 30, 133–140 
Toward rational antibody design: recent advancements in molecular dynamics simulations 総説 
▷学会発表など（分類：（国内・国際）学会口頭発表・ポスター発表、展示会出展、プレスリリースなどで成果を公表したもの） 

Takefumi Yamashita（東大先端研） 14th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 
(Thessaloniki, Greece)、2018/3/16  

Structural effects on the antigen-antibody interaction: Insight from molecular dynamics simulations of 
biopolymers 

国際学会・招待講演 

Takefumi Yamashita（東大先端研） 10th International Conference on Computational Physics (ICCP10)(Macau) 2017/1/18 
Molecular Dynamics Analysis of Protein Complex Structures 国際学会・招待講演 
Takefumi Yamashita（東大先端研） 第８回 NTChem ワークショップ、2018/3/20,東京 
分子動力学シミュレーションによる材料高分子の研究： 熱硬化性樹脂の高精度モデリング 国内学会・招待講演 
Takefumi Yamashita（東大先端研） 2017年度生命科学系学会合同年次大会ワークショップ 2017/12/6、神戸 
分子動力学シミュレーションによる生体高分子の研究：RNA への展開の現状と可能性 国内学会・招待講演 
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