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「微小重力環境を利用した高性能磁性材料創製技術の研究開発」 

事後評価分科会 
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後藤 孝 東北大学 金属材料研究所 教授 

鈴木 和也 横浜国立大学 大学院 環境情報研究院 助教授 
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委員 
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制度名  事業名 微小重力環境を利用した高性能磁性材料創製

技術の研究開発 
事業の概要 エネルギー使用効率の向上のため、モータ等に多く使用されエネル

ギー変換効率を左右する磁石等の磁性材料の高性能化に必要な創製
技術の開発を行う。具体的には、金属磁性材料の溶融体を浮遊させた
状態で急冷する無容器凝固プロセス等の手法により、今までにない特
性を発揮する新しい合金相や金属間化合物あるいはミクロ組織を探
索する。このため、微小重力環境を利用する無容器凝固用加熱溶解－
試料形成－凝固処理が可能な装置を開発し、これを用いて新しい磁性
材料合金系及びプロセス技術の検討を行う。 

１．ＮＥＤＯの関与
の必要性・制度
への適合性 

微小重力を利用する新規な磁性材料の開発は未だ基礎的な研究開
発段階にある。このため、研究開発は必然的に長期間を要し、「市場
の不完全性」が顕著であることから、民間企業のみでこの取組を行う
ことには限界がある。 
したがって、材料技術の推進に当たって、基礎的・先導的な研究開
発や産業化をも視野に入れた基盤技術の開発という、市場原理のみで
は戦略的・効果的に達成し得ない領域の研究開発を重点的に推進する
ため、国として本施策に関与する必要がある。 

２．事業の背景・目
的・位置付け 

モータは、産業機械、家庭用電気機器、輸送機械など広範に使用さ
れ、我が国の総電力消費量の１／２以上に関与していると推定され
る。したがって、モータ等に多く使用され変換効率を左右する磁石等
のエネルギー材料の高性能化は、エネルギー使用効率の向上に不可欠
となっている。 
このような要求から、磁石の特性は近年大幅な向上を成し遂げた。
特に、現状において最高の特性を有するNd-Fe-B系磁石等の希土類永
久磁石は極めて強力であることから、情報機器の小型モータ等に使用
され、小型化・省電力化に貢献してきた。 
一層の高性能化には、新しい合金相や金属間化合物あるいはミクロ
組織の開発が必須であるが、従来プロセスの延長では大きな壁に突き
当たっているのが現状である。 
るつぼを使用する従来の溶解－凝固法では得ることのできない新
しい合金相や金属間化合物あるいはミクロ組織が得られる手法とし
て、金属磁性材料の溶融体を浮遊させた状態で急冷する無容器凝固プ
ロセスが知られている。特に、対流の生じない微小重力下における無
容器凝固プロセスは、凝固温度以下に冷却されても核発生が生じない
過冷却状態を経た後に凝固するため微細で均一なミクロ組織が得ら
れる、あるいは不純物が入らない等の利点を有しており、新しい高性
能磁性材料の開発において有望な手法である。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

（１）無容器凝固プロセス技術の開発 
 合金系及びプロセス条件の検討が可能な、微小重力環境を実現する
落下実験において無容器凝固用加熱溶解－試料形成－凝固処理が行
える装置を開発する。 
（２）新磁性材料の開発 
 具体的目標としては、現在最強である Nd-Fe-B 系焼結磁石の性能
［最大磁気エネルギー積(BH)max＝約 400KJ/m3］を超える磁石となり
うる新しい合金系あるいはミクロ組織をもつ凝固素材を開発する。ま
た、超磁歪材料に関しては、これまでにない大きな変位（1000ppm）
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又は高い感受率を発揮するバルク状の高機能磁歪材料を開発する。 
４．事業の計画内容 
（単位：百万円） 

Ｈ11fy Ｈ12fy Ｈ13fy   総額 
（３年間） 

一般会計       
特別会計（電多）       
特別会計（石油）       
特別会計（エネ
高） 

446 364 360   1,170 

総予算額（計） 446 364 360   1,170 
省内担当原課 産業技術環境局 研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究開発業務部 研究助成課 
再委託先 住友特殊金属株式会社 

三井金属鉱業株式会社 

研究開発体制 
 
 

共同研究 産業技術総合研究所, 文部科学省宇宙科学研
究所, 千葉工業大学, 東海大学, 明治大学 

５．実用化、事業化
の見通し 

    Nd-Fe-B系の磁石材料については、実用化の可能性を見極める研究
を続けたいと考えている。 
 Sm-Fe系の磁石材料については、最近射出成形法により安価に高性
能磁石の製品化が出来ることが報告されていることから、コストの面
でこれを凌駕する様な方法を考案する必要があり、困難が予想されて
いる。 
 磁歪材料について、超磁歪素材の作製に成功しているが、微小重力
下ゆえに創製できたものであるから、地上で同じものを作るために
は、多くの工夫、実験が必要になる。しかしながら、非常に魅力的な
分野であり、製品化のための研究開発を継続してゆきたい。 

６．今後の展開 Nd-Fe-B系磁石材料については、微小重力環境利用したスプラット
クエンチ法による、小型磁石製品の直接製造の可能性をもう少し継続
したい。費用的負担も大きいため、NEDO提案公募事業へ応募して継続
の道を検討する。併せて、大学側での基礎データ取得の面での研究継
続を期待したい。 
 Sm-Fe系磁石については、SmFe7系で高性能ボンド磁石開発の期待が
出来るものの、企業の関心がSm2Fe17射出成形法に向いており、直ぐに
実用化ということにはなりにくいが、大学から発生した知見であり
「ＴＬＯ」を通じての、実用化の途を考えてゆくこととする。 
磁歪材料について、短期での実用化は難しいが、本プロジェクト参
加企業を中心に、自主的な研究開発を行い、将来的に実用化が図れる
ように考えてゆく予定である。 

７．中間・事後評価 プレ事後評価（内部評価委員会）実施 
８．研究開発成果 特許（出願）数：０（２）、査読論文：１２、学会発表：４９ 
９．状況変化への対
応 

基本計画の変更 なし 

 変更内容 － 
 評価履歴 － 
10.今後の事業の方
向性 

 

作成日 平成１４年６月３日 
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「微小重力環境を利用した 

高性能磁性材料創製技術の研究開発」 

（事後評価）評価概要（案） 

 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
微小重力環境下で新材料を創製できる期待が大きいこと、高性能磁性材料の
開発は省エネルギーに有効であること、この分野の研究には多額の費用を要し、
民間企業だけでは困難であることから、本事業の目的は明確であり、NEDO の
事業としての位置付けも概ね妥当である。 
所期の目標値に対して、磁歪材料は単結晶よりも磁歪率が大きい 4300ppmを
達成しており、新規性と先進性を評価できる。しかしながら、磁石材料の目標
達成度は低い。また、基礎的研究に重点が置かれていたため、成果を速効的に
実用化へ展開することは困難である。 

以上のことから、事業全体としての目標は達成していないが、個別技術である
磁歪材料の成果は、応用分野の技術に効果的な発展が期待できる。 
 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
基礎科学的な立場から、今後も、本事業のような基礎的分野に重点を置く研
究開発は、別な形ででも継続的に実施されるべきである。 

対象とする分野について深い見識を持つ研究者で構成された研究開発体制の中
で、研究者間の連携と協力を十分に図りながら、研究開発を推進させるべきで
ある。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
微小重力環境を利用した新材料の創製は期待が大きいこと、高性能磁性材料
の開発は省エネルギーに有効であること、この分野の研究には多額の費用を要
し、民間企業だけでは困難であることから、本事業の目的と政策的位置付けは
概ね妥当である。 
しかし、Nd-Fe-B 磁石特性はほぼ理論値に近づいており、本事業での成果が
産業界へ波及することは難しい。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
研究開発体制は、各分野の専門家で構成されており、概ね妥当であった。し
かし、磁石材料に関しては、研究開発を推進していく過程において、グループ
（研究者）間の連携が十分に行われておらず、さらに緻密な協力体制が必要で
あった。また、微小重力環境下と地上の実験との間に、整合性が取れていない
部分が見られた。 

装置の開発から開始して 400kJ/m3の磁石材料を開発するという目標は、３年
間という研究期間から見て、達成が困難と考えられる高い数値であり、その妥
当性の検討が不十分であった。 
 
３）研究開発成果について 
微小重力環境化での合金溶融と外部磁場を組み合わせることで、地上に比べ
非常に小さな磁場でも有効に働き、磁気異方性の発現や良好な結晶配向が観測
されたことは世界的にも高水準の成果であり、微小重力環境の有効性を示すも
のである。本事業で得られた材料合成は、独創的な方法であり、今後応用分野
の広い技術に発展する可能性が大きい。 
 所期の目標値に対して、磁歪材料は単結晶よりも磁歪率が大きい 4300ppm を
達成し、新規性と先進性を評価できる。しかしながら、磁石材料の目標達成度
は低い。また、成果の公開に関しては、予算規模などから見て、論文と特許な
どの数が少なかった。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業は基礎研究的な役割が強く、得られた成果が、短期間で実用化へ結び
つくことは困難である。 

しかし、創製された新材料が地上実験でも工夫することで作製できるようにな
ること、溶解凝固による材料合成について磁気浮上などの方法を発案すること
などを行うことにより、将来は実用化への可能性が見えてくるものと思われる。 
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評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.0 C A B B B
２．研究開発マネジメントについて 1.8 B B C B B
３．研究開発成果について 1.8 B B C B B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.0 D B C C C

 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 


