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制度名 産業科学技術研究開発制度 事業名 スーパーメタル 
事業の概要 金属材料の微細組織を極限まで制御するプロセス技術を確立するととも

に、リサイクル性を考慮しつつ、強度、破壊靭性等の機械的特性や磁性、
耐食性等の機能的特性を飛躍的に向上させた革新的な金属材料を開発す
る。 

1.NEDOの関与の必要
性・制度への適合
性 

NEDO の関与する研究開発として、金属材料の構造・組織を極限まで制御し
得る技術を確立することにより、従来金属に比べて格段に優れた特性を持
った金属材料を創製し、新産業の創出、資源の安定的確保、環境・安全調
和型社会の構築等、様々な社会ニーズを満たして持続可能な社会の実現を
図ることが急務である。本研究開発の実施には産学官の連携による幅広い
研究開発の統合が必要であり、新規産業の創出に資する研究開発や社会的
使命に応える上で必要な研究開発を、産学官連携の下に推進する、産業科
学技術研究開発制度に適応するものである。 

2.事業の背景・目
的・位置付け 

機械的特性（強度、靭性、耐久性等）や機能的特性（磁性、耐食性等）を
飛躍的に向上させ、かつリサイクル性を考慮した革新的金属材料を創製す
るための基盤技術を確立することを目的とする。また、金属材料の特性に
関する法則・原理等の発見等に努める。産業技術としての成立性の見極
め・確立の段階にある事業と位置付けられる。 

3.事業の目標 
（全体目標） 

金属材料の結晶粒径を数µm 以下に微細化するメゾスコピック組織制御技
術、数十 nm 程度に微細化あるいはアモルファス化するナノ／アモルファ
ス構造制御技術を駆使し、結晶組織・構造を適切な経済性を持って極限ま
で制御すること等によって、機械的特性や機能的特性を飛躍的に向上さ
せ、かつリサイクル性を考慮した革新的金属材料を創製するための基盤技
術を確立する。 

4.事業の計画内容 
（単位：百万円） 

H9fy H10fy H11fy H12fy H13fy 
総額 

（5 年間） 
一般会計 96 512 327 117 111 1,163 
特別会計（石特） 0 268 344 315 344 1,271 
特別会計（エネ高） 459 614 460 349 285 2,167 
総予算額（計） 555 1,424 1,131 781 740 4,601 

省内担当原課 
工業技術院総務部産業科学技術研究開発課 
基礎産業局技術振興室、非鉄金属課 
機械情報産業局素形材産業室 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

NEDO 委託先 
（財）金属系材料研究開発センター 
（財）次世代金属・複合材料研究開発協会 

研究開発体制 

再委託 
共同研究 

東北大，筑波大，東大，東京理科大，九大，豊橋技大，
阪大，横国大，名大，芝工大，神大，千葉工大，富山大，
宇都宮大，立命館大，東北工大，京大 

5.実用化、事業化の
見通し 

実用化に向けて解決すべき課題は大型化・量産化技術の確立、接合・成形
等の加工技術の確立、及び、低コスト化である。需要動向にもよるが実機
レベルでの試験を経て、実用化までおおむね 10 年前後の期間を要すると
思われる。 

6.今後の展開 今後、実用化に向けた技術を確立するには国のプロジェクトとして産学官
が連携した研究開発が必要であると考えられる。 

7.中間・事後評価 通商産業省の中間評価を受検（平成 12 年 11 月） 
8.研究開発成果 論文は 260 報（うち原著論文 209 報）、講演は 322 件（うち招待講演 5件）、

特許出願 67 件（うち海外特許 2件）、報道は 30 件（掲載は 69 紙誌） 
9.情勢変化への対応 基本計画の変更 なし 

作成日 平成 14 年 9 月 17 日 



3333    

「スーパーメタル」（事後評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 

本プロジェクトで掲げた達成目標は、学術的には金属材料の可能性を飛躍的
に向上させるものであり、また、我が国産業の基幹をなす鉄・非鉄金属材料の
技術基盤を強化するものでもある。プロジェクト終了時には、ほぼ全てのテー
マが設定した数値目標を実現できている。テーマによっては、実用化につなが
ったものや、実用化のための課題も抽出されており、また、学術的には国際水
準から見ても大きな成果が得られているものあり、全体として本プロジェクト
の研究成果は高く評価できる。しかし、今後産業化・実用化の観点からはまだ
多くの課題が残っており、ユーザーニーズを把握し、更なる研究開発が必要と
考えられ、継続的な技術開発への挑戦が必要である。 
なお、プロジェクト推進体制が明確でなく、プロジェクト全体として見ると、
個別テーマの寄せ集めという観があり、全体として目指すべき目標が明確とな
っていない。また、研究成果の有効利用に関しても、データベース化などによ
り普及させることも検討すべきであった。 

 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
  材料研究プロジェクトを実施するに際しては、プロジェクトの目的意識を明
確にしないと、実用化を目指すという面からも、基礎研究の面からも中途半端
になる恐れがある。特に、このような大規模の研究では、全体のプロジェクト
リーダーを設置し、プロジェクト全体の研究目的を絞るようにしないと、それ
ぞれの研究テーマがそれぞれの目的を目指すことになり、プロジェクト全体と
してどの方向を目指しているかが不明瞭になる。 
なお、今後実用化に向けた取り組みにおいては、ユーザー側の視点を十分に
取り入れ、更なる研究開発への反映を図ることが必要である。  
また、実用化に必ずしも直結しない基礎データなどもデータベース化して、
成果の普及や共有化に務めることが重要である。 

 
２．各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
  産・学・官の連携により、微細構造制御技術を基本として、金属の大型素材
あるいは小型部材の機械的特性や機能的特性を飛躍的に向上させ、革新的な金
属材料を開発することを目指しており、住宅等の生活関連から宇宙・エネルギ
ーに至る広範な分野での新規産業の創出につながることが期待され、妥当な目
標設定となっている。 
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その一方で、プロジェクトを具体的に推進するために構成されている研究テ
ーマ同士がどのように相互関連しているかが明確でなく、研究範囲が漠然とし
ており、実用化、事業化についても必ずしも積極的な目標設定となっていない。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
  本プロジェクトを構成する研究テーマの個々の運営は優れており、設定され
た目標に向かって各研究テーマが実施されたことは評価できる。また、プロジ
ェクト期間内での情勢の変化にも柔軟に対処している。 
しかしながら、全体を統括し、推進する責務を負うプロジェクトリーダーが
設置されていないことにより、各研究テーマの研究開発の方向が一致しておら
ず、プロジェクト総体の実用化へ向けての成果が見えにくくなっている。また、
成果の普及や広報活動も必ずしも十分とは言えない。 
材料研究の基礎的成果は一般的には見えにくいという問題はあるが、プロジ
ェクト全体として普及活動を工夫することがあっても良かった。 

 
３）研究開発成果について 
  複雑な合金元素を用いずに、微細構造制御により金属系材料の特性を飛躍的
に向上させる研究の流れを確立した点は高く評価される。初期の目標は概ねク
リアしており、目標設定および成果は妥当だったといえる。５年間の成果とし
ては見るべき成果が多く、一部の研究テーマでは、実用化・事業化が視野に入
った成果が得られたことは評価できる。 
その一方で、実用化への展開が難しい研究テーマでも、技術的成果等は論文
として、あるいはデータベースとして共有できるようにすることを目指すべき
であった。一部の研究テーマでは論文の公表状態が十分とは言えないものがあ
った。また、外国特許についても積極的に取得することを考えるべきであった。 

 
４）実用化、事業化の見通しについて 
  一部の研究テーマでは、実用化・事業化が視野に入った成果が得られており、
量産化を目指した工夫を行うことによりコストダウンが図られれば、実用化に
近づくと期待される研究テーマもある。 
しかしながら、全般的に見て、即、事業化されるものは多くはなく、実用化
といってもメーカーサイドからの可能性や希望的観測が示された程度に留ま
る研究テーマが多い。また、どの製品のどの部分に使用するかも明確となって
いない研究テーマもある。 
したがって、実用化、事業化のためには、用途を特定するなどし、ユーザー
の関与を強め、成果の実用化に積極的に取り組むことが重要である。なお、既
存の材料を置き換えるには、コスト計算やマーケッティングも行う努力も必要
である。 



 成果に対する評価 

鉄系メゾス
コピック組
織制御材料
創製技術 

単純な合金系で、大歪加工および強磁場中処理の
御により、実験室規模では、超微細粒鋼の創製に成功
本研究課題の成果は高く評価できる。また、強磁場
微細化を含めて、学術的にも多くの新しい知見が
る。 
しかしながら、実用化に直結するには至っておら
を目指すならば、用途を絞り、それに必要な加工技
タの収集にも踏み込むべきであった。また、国際的
えるならば、さらに国際的に水準の高い学術誌にも
公表すべきであり、また、一層の外国特許の取得を
であった。 

アルミニウ
ム系メゾス
コピック組
織制御材料
創製技術 

いくつかある基本プロセスを検討した後、成果を
ために、溶湯圧延法と温間圧延法に絞って研究を
果、当初目標を達成し、絞り性等で鋼板に匹敵する
たことは高く評価できる。特に、製造装置に重点を
を進めた点は、工業化という観点から評価できる。
研究として行われた ECAP（ Equal Channe
Pressing）や ARB（Accumulated Roll Bonding）
がある。 
なお、さらに国際的に評価の高い学術誌に論文を
成果の普及のためには重要である。 

ナノ結晶組
織制御材料
創 製 技 術
（微粒子微
細 分 散 技
術） 

フェライト系ステンレス鋼においては合金元素
溶した粉末を利用することにより、高強度と高靭性
いる。オーステナイト系ステンレス綱においては、
付加した粉末の加熱により、炭化物を微細析出させ
現し、靭性を改良している。このようにステンレス鋼
メカニカルアロイング処理および固化成形技術を
細粒組織を得ることにより、靱性と引張強さのバラ
た材料が創製できることを実証した点は評価できる
 その一方で、製造過程に含まれるプロセスの種
また、それぞれのプロセスの制御も容易ではない等
データが直ちに実用化に直結することにはならない
は実用化を見据えた研究が必要となろう。なお、研
際的に水準の高い学術誌に発表するよう一層の努力
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
プロセス制
しており、
利用による
得られてい

ず、事業化
術等のデー
な戦略を考
成果を広く
目指すべき

合金元素の添加によらず高強度・高延性特性も有する超微
細粒鋼を創製できたことは、材料のリサイクル性の観点から
高く評価でき、特定の機能を有する部材への適用には有用で
あろう。 
その一方で、現実の工業規模に拡大するためには、接合技
術や 1m 程度以上の幅をもつ均一な板材への圧延技術など、
取り組むべき技術課題がまだ残されている。ただし、生産規
模拡大に対応するための課題の抽出は行われており、実用化
への第１段階の研究として評価できる。 

プロセス制御により超微細粒組織を得る手
法は有効であり、今後さらなる研究が望まれ
る。この際に、諸特性をバランスさせるための
最適な粒径および集合組織にも注目する必要
がある。 
実用化に向けては、電磁鋼板、高張力鋼（厚
板、薄板）など用途を特定し、それぞれの固有
の用途への適用を視野に入れて、研究に取り組
む必要がある。特に、制御圧延技術や接合技術
の確立は検討すべきである。 

収斂させる
実施した結
材料ができ
置き、開発
また、基礎
l Angular 
には新規性

出すことも

微細粒アルミニウム合金を工業的に生産するための溶湯圧
延法や温間圧延等の実用化に関しては、十分期待できる結果
が得られている。 
しかしながら、現状での成果が実用化・事業化に直ちに直
結しているとは言い切れない。事業化の中心としては、マー
ケットサイズと将来性を考えれば、自動車、航空機になると
思われるが、さらに積極的な用途拡大をターゲットにし、実
用化研究に取り組んでほしい。 

事業化の中心としてはマーケットサイズと
将来性を考えれば、自動車、航空機になると思
われる。本テーマはそれに向けての取り組み
が、かなり良く行われたが、さらに各グループ
間での熱心な討論と統制化の基に、積極的な用
途拡大を図ることが望ましい。 

や酸素を固
を実現して
高ひずみを
ることを実
について、
用いて超微
ンスがとれ
。 
類が多く、
、得られた
ので、今後
究成果を国
を求める。

靭性レベルには若干の問題があるが、性能の向上は確実に
期待できるし、大型化のためのプロセスについても一応の検
討はされている。 
しかしながら、メカニカルアロイング粉末の大量安定供給
技術や、材料の大型化に伴う課題など、実用化の観点から検
討すべき点が多く残されており、現在は、まだ、素材開発の
段階であると言えよう。また、製造過程に含まれるプロセス
数が多く、従来に比してコスト高が避けられないため、プロ
セス設計の最適化が実用化のためには必要となる。したがっ
て、現状ではコストパフォーマンスに大きな課題が残るが、
用途を特定して価格的に競合できる高級部材に限定すれば実
用化は可能であろう。 

用途とコストは密接に関連するため、用途あ
るいは使用目的を精査して、適用分野に対応し
た設計・使用条件を満足する材料特性を決定す
ることが望ましい。また、加工技術や接合技術
を開発するとともに、大型材製造に対応できる
ように、コスト低減などにも取り組むべきであ
る。さらに、材料特性試験も系統的に行うこと
も期待される。 



 
 
 
 

 成果に対する評価 

ナノ結晶組
織制御材料
創 製 技 術
（高速粒子
堆積・超塑
性 成 形 技
術） 

高速粒子堆積技術による組織の微細化により、ア
合金の高性能化（強度、伸び、靭性）が可能である
かにした。学術的に興味がある成果が得られており
表状態も十分である。また、高速超塑性による成形
ウム－鉄合金で実現したことは高く評価できる。
その一方で、高速粒子堆積技術により、小型でか
な材料を創製することは可能であるが、この方法で
に限界があり、均一な厚い板材料の創製を目指すに
に工夫が必要である。 

ナノ結晶組
織制御材料
創 製 技 術
（超構造材
料） 

プロセスとして加工熱処理を複数回繰り返すこ
点から問題であり、実験室的段階に留まっている。
も十分ではなく、投資された研究費に見合う成果が
いるかに疑問が残る。 
その一方で、ナノコンパクション技術は将来性の
して評価できるが、実用化の点で具体的ターゲット
た検討を要する。また、現象についての基礎的な理
ことが必要である。 

アモルファ
ス構造制御
材料創製技
術（高密度
エネルギー
利用制御技
術） 

実用化を視野に入れて、アモルファス合金のバルク
点腐食環境における高耐食性を達成している。特に
食試験評価は有効であり、高く評価できる。また、
ス粉末の固化成形プロセスの開発も評価できる。
しかしながら、優れた耐食性というだけでは特に
く、いかにそれを実用的に使っていくかが問題であ
アモルファスだけでパイプなど実用的な大型構造
とが可能かどうかには疑問があり、むしろ小型部品
に対応する開発研究を実施する必要がある。また、
応した、より効率的なプロセス技術として展開し、
とも重要である。 
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ルミニウム
ことを明ら
、成果の公
がアルミニ

 
つユニーク
は成長速度
は製造工程

アルミニウム遷移金属元素系合金の超微細粒組織をバルク
材として製造しうるプロセスを実証していることは意義があ
り、実験室レベルではあるものの、極めて高強度のアルミニ
ウム合金が創成された点は評価できる。急冷凝固合金粉末の
超塑性成型技術に関しては、2 次加工技術を駆使して、成形
体として形成可能であることを示しており、一部の製品には
実用化も可能と思われる。 
 高速粒子堆積技術では、厚板化技術として拡散接合法を
示しているが、現状では技術的に克服すべき課題が残されて
おり、また、量産化やコストの点に難点もある。限られた用
途のみに使用されるものと考えられる。 

量産体制を確立することが重要である。その
ためには、付加価値の高い用途を探索するとと
もに、製造技術の高効率化と均質組織形成技術
の確立を目指した研究が必要である。 
その一方で、高速粒子堆積装置はユニークな
装置であるので、様々な試料に適応し、それを
学術研究の試料としてさまざまな研究機関に
供することができれば、新たな展開が期待され
る。 

とは効率の
学術的発表
公表されて

ある方法と
などを含め
解も深める

加工熱処理技術の設定目標は、十分とは言い難いが、概ね
達成されていると判断される。したがって、半凝固加工のプ
ロセスを生かすことにより実用化への省プロセスが実現で
き、コストに見合う用途が見いだされれば事業化できる可能
性がある。ナノコンパクション技術は基礎研究の段階に留ま
っており、実用化のためには、具体的なターゲットを設定す
ることが不可欠である。 

実用材の観点からの見通しが不明瞭である。
耐食性なども考慮し、開発材料の総合的な性能
を検討して、実用化に向けた検討が必要であ
る。なお、今後はナノコンパクション技術に特
化することも一つの方法である。また、単なる
材料の試作で終わらず、技術基盤の研究を並行
して行うべきである。 

化と強酸露
実機での腐
アモルファ

 
新規性はな
る。バルク
物を作るこ
や表面処理
量産化に対
確立するこ

高耐食性のバルクアモルファス合金をバルク化するプロセ
スもすでに成功している。また、ゴミ焼却炉を対象とした耐
露点腐食性能を実機環境でテストし、耐食性を実証しており、
実用化の展開が期待される。ただし、実際のプラントに組み
込んで利用するためには、コーティング技術に重点をおいた
研究も必要である。 
なお、大型化・量産化のために、製造プロセスとして、よ
り効率的で低コストを目指し、プロセス制御を最適化するこ
とを期待したい。 

バルクアモルファス単体でプラントに使用
できるだけの機械的特性と耐食性を備えた大
型のパイプを製造することは現状では難しい。
低コスト化、大型化を目指すか、あるいはコー
ティング材料として特化するかを検討すべき
である。 
また、材料創製技術のさらなる改良ととも
に、長期の実証試験や高耐食性のメカニズムな
どの解明研究を行い、超臨界水廃棄物処理プラ
ント材料などへ対応できる合金の設計等、他の
材料へと展開していくことを期待する。 



 
 
 
 

 成果に対する評価 

アモルファ
ス構造制御
材料創製技
術（制御冷
却技術） 

実用のターゲットを明確にし、軟磁気特性に優
のアモルファス合金を大量生産に適した鋳造、焼
したことは高く評価できる。また、産学の連携を
おり、論文として成果も十分に公表されている。
精密な製造プロセス制御とコスト低減を目指して

アモルファ
ス構造制御
材料創製技
術（環境融
合材料） 

凝固法や粉末冶金法を用い、リサイクル性等を
いプロセスにより、高強度のマグネシウム合金、
試作したことは評価できる。 
その一方で、ややプロセスが複雑化しており、
と考えられるので、今後の検討が必要である。な
らに国際的に水準の高い学術誌に発表することを
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れたバルク状
結により作製
上手く取って
今後は、より
欲しい。 

従来作製できなかった厚いアモルファス軟磁性材料を創製
し、その技術を基本としてチョークコイルのコアにまで製品
化しており、目標は達成されたと評価できる。用途を明確に
した開発で、成果がわかりやすい。特許件数、外国特許も押
さえており、戦略的に知的所有権も確立されている。 
なお、種々の応用が期待できるため、軟磁気特性以外の機
能の発見・発展にも務めて欲しい。 
その一方で、可能な冷却速度制御範囲を明確にした製造プ
ロセスの確立とコスト低減、及びアモルファス形成能を高め
るための検討等の課題が残っている。 

期待できる成果が得られている。今後のさら
なる展開のためには、本研究の成果を一般化
し、電源コア以外の新機能材料開発研究を実施
することを期待する。 

配慮した新し
チタン合金を

コストが高い
お、成果をさ
求める。 

現段階では工程が単純でないように思われるので、プロセ
スの簡略化、低コスト化を進めるか、あるいは、小型、高コ
ストに見合う用途を想定して開発を進める必要がある。マグ
ネシウム合金に関しては SF6ガスフリーの製造加工技術を実
現し、また耐食性の向上を図っているが、実用材としては延
性が低いようであり、材料の改善が望まれる。 

基礎研究としての意義は認められるが、実際
に実用上の効果がどれだけ出るのかを示すべ
きである。実用化に向けては、材料の延性の改
善、生産効率、コスト低減等の課題を検討する
とともに、用途を特定して、ユーザーの意見を
入れた開発体制を取る必要がある。 



8888    

 

1.5

2.5

1.2

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値

 
 

 

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 A B C A B B

２．研究開発マネジメントについて 1.2 C B C B D C

３．研究開発成果について 2.5 A A B A B B

４．実用化・事業化の見通しについて 1.5 B B C B C C

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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