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Ｐ０７００７ 

平成２１年度実施方針 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 

 

１．件 名：プログラム名 ナノテク・部材イノベーションプログラム 

      （大項目）高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号及び第３号 

 

３．背景及び目的・目標 

現在及び将来において我が国経済を牽引していく産業分野において、競争力を発揮し世界を勝ち抜     
いていくために、多様な連携（川上・川下産業の垂直連携、材料創製・加工との水平連携）による研

究開発の推進により、当該市場のニーズに応える機能を実現する上で不可欠な高品質・高性能の部品・

部材をタイムリーに提供し、または、提案することができる部材の基盤技術を確立することを目的と

した「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の一環として本プロジェクトを立ち上げる。 
材料技術は、材料の特性・機能の向上が製品機能の向上に直結するなど産業技術全般に大きな波及効

果をもたらす基盤技術であるが、昨今の国際競争の激化により、更なる飛躍的発展のキーテクノロジ

ーとして革新的な新材料創製技術が求められている。総合科学技術会議の科学技術基本政策策定の基

本方針においても、「ナノテクノロジー・材料分野」を国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点

化対象とすることについては、多様な視点から概ね妥当と評価しうるとされている。 

金属ガラス（数種類の金属元素からなる非晶質金属であり、かつ明瞭なガラス転移点と広い過冷却液

体領域を持つ）は、１９８０年代後半に我が国で開発された新合金で、極めて高強度かつ低ヤング率

で、耐食性や軟磁気特性にも優れており、２１世紀の中核を担う画期的な金属材料として大きく期待

されている。現在、上記の特性を持った金属ガラスの単相合金において、実用化のための研究開発が

進められており、その成果により世界トップレベルの製品の実現に目途がつけられてきた。しかし、

産業界からは、従来の金属ガラスの諸特性に加え、塑性加工性や硬磁気特性あるいは高電気伝導性等

を兼ね備えることができれば、さらに革新的な製品開発が可能になるとの強い要望が出されている。

一方、最近の先導研究の結果によれば、金属ガラス母相中に第二相として微結晶や微粒子または微小

空隙等を分散させた複合化金属ガラスが、大きな塑性加工性、硬磁気特性あるいは高い電気伝導性等

を示すことが明らかとなってきた。このような複合化金属ガラスの合金創製と特性制御により、従来

の金属ガラス単層合金が適用できなかった新規用途の開拓を世界に先駆けて実施するとともに、複合

化金属ガラスの適用により飛躍的な性能向上が期待される製品を中心に、各種部材の早期実用化及び

事業化を促進する。  

このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」と

いう。）は、産学の科学的、技術的ポテンシャルを結集して、共通基盤技術（水平）の上に複数の実用

化技術（垂直）の展開を図るというこれまでにない新しいプロジェクト形式を組み、産学の連携を推

進しつつ産業技術を組織的かつ戦略的に展開することを事業方針とし、以下のプロジェクトを実施す

る。 



 2

本プロジェクトでは、金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラス合金を創製し、

従来の金属ガラス単相合金の持つ優れた特徴に加えて、塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝導性等の

特性を付与する。この複合化金属ガラスの持つ新規な特性を用いて、従来の金属ガラス単相合金では

為しえなかった革新的部材の開発を行い、さらに多様な工業製品に応用することで、我が国産業の優

位性を確保する。 

共通基盤技術として、 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術等の技術開発 

を実施する。さらに、共通基盤技術で開発した成果をもとに、実用化研究として、 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

⑤ 超微小モータ用部材の開発 

⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

を実施し、これら部材の早期実用化及び事業化を促進する。 

 

【共通基盤技術】[委託事業] 

研究開発項目① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 
ⅰ．硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

金属ガラス母相の一部結晶化やスパッタリングによる複合化で硬磁気特性を付与され、かつ

優れた粘性流動加工性を有する複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

中間目標：平成２１年度末 

現状の磁気記録媒体の密度を大幅に上回る密度の微小な磁性粒子においても、十分

な磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を有する複合化金属ガラスを創製する。 

最終目標：平成２３年度末 

平成２１年度に比べて３．３倍以上の記録密度の超微小な磁性粒子においても、十

分な磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を有する複合化金属ガラスを創製す

る。 

 

ⅱ．金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

金属ガラスの粘性流動加工性を利用してこれを被転写材として用い、別途開発する超微細パ

ターンの金型により、直接ナノインプリントすることで極めて高密度かつ高精度のナノパター

ンを形成するための基盤技術開発を行う。 

中間目標：平成２１年度末 

現状の磁気記録媒体の密度を大幅に上回る密度で、ナノパターンが作製可能な超微

細金型の加工技術及び金属ガラスを被転写材としたナノインプリント技術の開発

を行う。 

最終目標：平成２３年度末 

平成２１年度に比べて３．３倍以上の密度で、ナノパターンが作製可能な超微細金

型の加工技術及び金属ガラスを被転写材としたナノインプリント技術の開発を行

う。 
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研究開発項目② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

ⅰ．高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

高強度な金属ガラス母相中に微細な結晶粒子を析出分散させることで塑性変形能を付与し

た複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

中間目標：平成２１年度末 

現状の世界最小ギヤードモータに比べて直径が１／２の超々精密ギヤ等が作製可

能な複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

最終目標：平成２３年度末 

平成２１年度に作製する超々精密部材に比し、寸法精度を２倍以上に向上させた

超々精密ギヤ等が作製可能な複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

 

ⅱ．超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

高強度・可塑性複合化金属ガラスの塑性変形能を利用した超精密プレスによる超々精密ギヤ

等の成形のための基盤技術を開発する。 

中間目標：平成２１年度末 

現状の世界最小ギヤードモータに比べて直径が１／２の超々精密ギヤ等を作製す

る。 

最終目標：平成２３年度末 

平成２１年度に作製する超々精密ギヤ等の寸法精度を２倍以上に向上させる。 

 

研究開発項目③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 
ⅰ．高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

粉末圧延法等により高強度な金属ガラス母相中に極微小な高導電性の粒子やフィラーを分

散複合化させる、あるいはクラッディング等の方法により金属ガラスと高導電性材料を複合化

させることで、銅－ベリリウム合金を凌駕する強度と電気伝導性を併せ持つ複合化金属ガラス

合金の創製を行う。 

中間目標：平成２１年度末 

現状の銅－ベリリウム合金に比べ、引張強度が高く導電率が同等程度の複合化金属

ガラス合金の創製を行う。 

最終目標：平成２３年度末 

現状の銅－ベリリウム合金に比べ、引張強度がさらに高く、かつ導電率が高くなる

複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

 

ⅱ．精密薄板作製技術の開発 

高強度・高導電性複合化金属ガラスを用いた精密圧延による精密薄板作製の基盤技術を開発

する。 

中間目標：平成２１年度末 

現状の携帯電話等に用いられている小型カードコネクタのピッチ若しくは高さを

現状の２／３にすることが可能な高精度の薄板を作製する。 

最終目標：平成２３年度末 

現状の携帯電話等に用いられている小型カードコネクタのピッチ若しくは高さを
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現状の１／２にすることが可能な高精度の薄板を作製する。 

 

【実用化技術】[助成事業(助成率：１／２以内)] 

研究開発項目④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、記録密度が 1平方インチ当り２テラビッ

トの超高密度磁気記録媒体を開発する。 

 

研究開発項目⑤ 超微小モータ用部材の開発 

  共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、現状の世界最小ギヤードモータ用ギヤと

比べて１／２の大きさの超々精密ギヤを使用し、モータ全体の体積が１／３以下の超微小モータ

を開発する。 

 

研究開発項目⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、コネクタのピッチ若しくは高さが現状の 

１／２となる微細カードコネクタを開発する。 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

 国立大学法人 東北大学 ユニバーシティプロフェッサー 井上明久氏をプロジェクトリーダー、

国立大学法人 東北大学 金属材料研究所 教授 早乙女康典氏をサブプロジェクトリーダーとし、

以下の内容を実施した。 

 

４．１ 平成２０年度（委託）事業内容 

【共通基盤技術】[委託事業] 

研究開発項目① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

ⅰ．硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

薄膜形成による硬磁気特性付与において、Co/Pd 多層膜の作製を行い、飽和磁化及び異方性磁界の

中間目標を達成した。また、インプリント加工に、より適した金属ガラス層の成膜として Pd 基金属

ガラスを PLD 法にて成膜し、微細パターンのインプリント加工による成立性を確認した。さらに、

軟磁性裏打ち層の成膜として Fe 基金属ガラスおよび零磁わい Fe 基アモルファス合金を MGS 法にて

成膜し、軟磁性裏打ち層として充分な特性を有していることを確認した。 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、共同実施先（国立大学法人東北大学金属

材料研究所井上明久ユニバーシティプロフェッサー、国立大学法人東北大学金属材料研究所附属金属

ガラス総合研究センター）、再委託先（国立大学法人東北大学金属材料研究所附属研究施設大阪センタ

ー、国立大学法人大阪大学産業科学研究所、学校法人中央大学理工学研究所） 

ⅱ．金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

FIB により、グラッシーカーボン製金型の加工条件の検討と作製を行い、ドット径 20 nm、ドット

間隔 30 nm の高密度加工を達成し、さらに目標値に向けて密度の向上を図っている。また、PLD 法に

て成膜した Pd 基金属ガラスを用いて市販金型によるインプリントを行い、直径 90 nm のホールパタ

ーンが比較的大面積で形成できることを確認した。 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、再委託先（国立大学法人東北大学金属

材料研究所附属研究施設大阪センター、学校法人中央大学理工学研究所、株式会社ＢＭＧ） 
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研究開発項目② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

ⅰ．高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

Zr 基金属ガラスを中心にして、目標とする強度と塑性変形能が得られるような合金成分の基礎的

検討を継続実施している。 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、共同実施先（国立大学法人東北大学金属

材料研究所井上明久ユニバーシティプロフェッサー）、再委託先（国立大学法人東北大学金属材料

研究所附属研究施設大阪センター、国立大学法人大阪大学産業科学研究所） 

 ⅱ．超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

 超精密プレス（シェービング加工）による超々精密ギヤ作製で、複合化金属ガラスの特性（表面粗

さ、寸法精度）の優位性を確認した。また、共同実施先である東北大学金属材料研究所（井上明久ユ

ニバーシティプロフェッサー）で開発されたホブ加工による超々精密ギヤ作製を技術導入し、作製し

たギヤの特性の改善に取り組んでいる。 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、再委託先（国立大学法人東北大学金属材

料研究所附属研究施設大阪センター） 

 

研究開発項目③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

ⅰ．高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

 Cu 基金属ガラスと導電性フィラーを押出法で混合・固化した複合化金属ガラスで、中間目標に匹

敵する引張強さ 1040MPa、導電率 25%IACS を確認した。さらに、金属ガラス生成ルールを活用した

Cu 基非平衡結晶合金の探索を行い、強度及び導電性の基礎的評価を実施している。 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、共同実施先（国立大学法人東北大学金属

材料研究所井上明久ユニバーシティプロフェッサー）、再委託先（国立大学法人東北大学金属材料研究

所附属研究施設大阪センター） 
ⅱ．精密薄板作製技術の開発 
 押出法で混合・固化した複合化金属ガラスの精密薄板作製技術の開発を実施している。また、Cu

基非平衡結晶合金を冷間圧延することにより幅 20mm、厚さ 0.12mm の薄板を作製し、小型カードコネ

クタの一次試作に供給した。 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、再委託先（国立大学法人東北大学金属材

料研究所附属研究施設大阪センター） 
 

４．２ 実績推移 

 １９年度 ２０年度 

委託 助成 委託 助成 

一般勘定（百万円） ４９５ ― ３２３ ―

特許出願件数（件） (委託事業) １ ― ３ ―

論文発表数（報）  (委託事業) ４１ ― ４２ ―

フォーラム等（件） ０ ― ０ ―
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５．事業内容 

上記の目的を達成するため、国立大学法人 東北大学 ユニバーシティプロフェッサー 井上明久氏を

プロジェクトリーダー、国立大学法人 東北大学 金属材料研究所 教授 早乙女康典氏をサブプロ

ジェクトリーダーとし、平成２１年度は、以下の内容を実施する。 

なお、本プロジェクトは委託事業（共通基盤技術）で得られた成果を、助成事業（実用化技術）へ発

展させるというスキームで実施する。そのため、１９年度に採択された実施者から交付申請書の提出

を受けた場合、その内容を審査し十分であれば交付決定する。交付決定後事業内容に適宜加筆修正す

る。実施体制については、別紙参照のこと。 

 

５．１ 平成２１年度（委託）事業内容 

【共通基盤技術】(委託事業) 

研究開発項目① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 
ⅰ．硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

・ 要素技術開発された硬磁性層、非磁性インプリント層および軟磁性裏打ち層の複合積層化

による課題抽出と成膜方法最適化による成立性の確認 

・ 超高密度パターン形成を含む一連製造プロセスの確立 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、共同実施先（国立大学法人東北大

学金属材料研究所井上明久ユニバーシティプロフェッサー、国立大学法人東北大学金属材料研

究所附属金属ガラス総合研究センター）、再委託先（国立大学法人東北大学金属材料研究所附

属研究施設大阪センター、国立大学法人大阪大学産業科学研究所（材料機能物性研究分野）、

学校法人中央大学理工学研究所、昭和電工株式会社） 

ⅱ．金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

・ 超微細描画法及び超微細加工法による金型作製プロセスの改良 

・ ナノインプリントによる微小サンプルの試作と形状評価 

・ 実際の超高密度磁気記録媒体を想定した試作品の作製と、記録媒体としての成立性確認 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会（富士通株式会社）、再委託先（国

立大学法人東北大学金属材料研究所附属研究施設大阪センター、学校法人中央大学理工学研

究所、株式会社ＢＭＧ、昭和電工株式会社） 
 

研究開発項目② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 
ⅰ．高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

・ 超精密プレス加工に対応した高強度・可塑性複合化金属ガラス合金の選定 
（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、共同実施先（国立大学法人東北大

学金属材料研究所井上明久ユニバーシティプロフェッサー）、再委託先（国立大学法人東北大学

金属材料研究所附属研究施設大阪センター、国立大学法人大阪大学産業科学研究所（材料機

能物性研究分野） 

ⅱ．超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

・ 超々精密ギヤ用創製プロセスの確定 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、再委託先（国立大学法人

東北大学金属材料研究所附属研究施設大阪センター） 
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研究開発項目③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 
ⅰ．高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

・ 高強度・高導電性複合化金属ガラス合金および Cu 基非平衡結晶合金の材料成分の改良に

よる強度及び導電率の向上 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、共同実施先（国立大学法人東北大学

金属材料研究所井上明久ユニバーシティプロフェッサー）、再委託先（国立大学法人東北大学金属

材料研究所附属研究施設大阪センター）） 

ⅱ．精密薄板作製技術の開発 

・ 精密温間圧延等による薄板作製の基礎技術開発及び試作 

（実施体制：財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会、再委託先（国立大学法人東北大学金

属材料研究所附属研究施設大阪センター） 
 

５．２ 平成２１年度（助成）事業内容 

【実用化技術】[助成事業(助成率：１／２以内)] 

研究開発項目⑤ 超微小モータ用部材の開発 

・共通基盤技術で試作した超々精密ギヤ部材を用いた超微小モータの試作 

（実施体制：並木精密宝石株式会社） 

 

研究開発項目⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

来年度以降に実施予定。 

 

５．３ 平成２１年度事業規模 

委託事業＋助成事業 

一般勘定    ３２３百万円（継続） 

      事業規模については、変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

（１）評価 

ＮＥＤＯ側技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技

術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を、平成

２１年度内に実施する。 

 

（２）運営・管理 

 研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研究開発責

任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに本研究開発の目的及び目標に照

らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会等におけ

る外部有識者の意見を運営管理に反映させるほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー及びサ

ブプロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

（３）複数年度契約の実施 

平成１９～２１年度の複数年度契約とする。 
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（４） その他 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程または成果に基づき開発したプログラ

ム、サンプル若しくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開示につ

いては、事前にプロジェクトリーダー及びサブプロジェクトリーダーとＮＥＤＯ技術開発機構に連絡

する。その際に、ＮＥＤＯ技術開発機構が申請書の提出を求めた場合は、これに応じ速やかに提出す

る。 

 

７．スケジュール 

平成２１年３月上旬・・・部長会 

３月中旬・・・運営会議 

 

８．実施方針の改訂履歴 
（１）平成２１年３月、制定 
（２）平成２１年７月、昭和電工の再委託追加に伴い、改訂 
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        「高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材開発」実施体制    （別紙） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（財）次世代金属・複合材料研究開発協会 

・研究実施場所：RIMCOF 東北大学研究室（仙台） 

・研究開発項目：① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

企業２社：並木精密宝石㈱、福田金属箔粉工業㈱ 

【共同実施】 

東北大学金属材料研究所（井上明久ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨﾌﾟﾛﾌｪｯｻ-） 
・研究実施場所：東北大学金属材料研究所･ 

原子分子材料科学高等研究機構（仙台）

・研究開発項目：① ② ③  

東北大学金属材料研究所（附属金属ガラス総合研究センター） 

・研究実施場所：牧野研究室（仙台） 

・研究開発項目：① 

＜再委託＞ 

並木精密宝石㈱ 

・研究実施場所：（東京） 

・研究開発項目：⑤ 超微小モ

ータ用部材の開発 

東北大学金属材料研究所（附属研究施設大阪センター） 

・研究実施場所：早乙女研究室（大阪） 

・研究開発項目：① ② ③ 

大阪大学産業科学研究所 

・研究実施場所：材料機能物性研究分野研究室（大阪） 

・研究開発項目：① ② 

中央大学理工学研究所 

・研究実施場所：二本研究室（東京） 

・研究開発項目：① 

㈱BMG 

・研究実施場所：（仙台） 

・研究開発項目：① 

昭和電工(株) 

・研究実施場所：（千葉） 

・研究開発項目：① 

技術推進委員会 ＮＥＤＯ技術開発機構 

＜助成事業＞ ＜委託事業＞ 

プロジェクトリーダー 

・所属： 東北大学 

・役職名：ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨﾌﾟﾛﾌｪｯｻ-

・氏名： 井上 明久 

＜共同研究契約＞ 


