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「マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
マグネシウムは最軽量の実用軽金属で、地球環境の温暖化対策、省エネ対策とし

て今後普及の望まれる素形材である。まだほとんどがダイカストで製造されており、

鍛造加工の市場規模は小さく、この市場拡大のための本事業は高く評価できる。 
一方、多くの技術課題を解決するには、研究機関，素材メーカー，加工メーカー

の連携が必要で、本事業は共通基盤技術研究開発と実用化技術研究開発に分けて実

施しており高く評価できるが、今後これらの連携強化をより一層図る必要がある。 
また、共通基盤技術の目標値と実用化技術の目標値に関連をもたせ、リサイクル

技術開発の位置づけなどを明確にすること、さらに、期待の大きいマグネシウム鍛

造部材に関するデータベースを構築することが重要である。 
 

２）今後に対する提言 
共通基盤技術との連携のない技術開発や成果の出ていないアイテムの見直しや、

逆に実用化技術開発から共通基盤開発へのテーマの取り込みなど、共通基盤技術開

発と実用化技術開発のより一層の連携強化の検討が求められる。 
また、鍛造部品の評価・解析・データ集積、微細組織と変形機構との関連性解明

では、単純な変形様式下での組織変化に及ぼす温度，歪み，歪み速度の影響に関す

る知見を元に、複雑な変形状態を伴う鍛造加工品に生じる組織や特性の不均一分布

を解析し、工程の最適化や製品品質の向上に結びつけるような実際の鍛造に適用で

きるような加工条件の最適化の追求が望まれる。 
データベースでは、データ集積に留まらず第３者でも活用できるシステムの構築

が期待される。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
最軽量のマグネシウム合金の用途拡大は、輸送機器等の軽量化による省エネ効果

から地球環境問題に貢献できる有効な手段である。しかし、広範囲の普及のために

は解決すべき問題が多く、必ずしも民間企業の採算ベースに乗るものではないので、

日本の産業力を強化する意味でも産学官が連携して取り組む必要がある。特に、世

界各国でマグネシウム合金に関する研究開発が活発に行われている状況で、産官学

の連携、川上・川下産業の連携が図られたプロジェクトが NEDO の事業として実施

されることは高く評価できる。 
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一方、内外の開発動向、市場動向、政策動向を十分に把握し、マグネシウム及び

マグネシウム鍛造の開発を位置づける中で、最終目標に対して解決すべき課題や開

発目標や産官学の連携をより明確にすることが必要である。 
また、将来の海外生産の可能性を踏まえ、加工技術・素材技術の日本から海外へ

の流失にも留意する必要がある。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
マグネシウム部材の適用市場の動向を踏まえ、共通基盤技術、実用化技術とも川

下産業からのスペックに基づき定量的に設定された目標は妥当と考える。 
また、共通基盤技術と実用化技術に分けて、共通基盤技術開発グループを産業技術

総合研究所に集中させた体制は高く評価できる。 
しかし、共通基盤技術の官学のメンバーには材料の研究者に比較して鍛造加工の

研究者が少なく、鍛造加工研究者の活躍を期待する。また、実用化技術研究開発の

幾つかのグループは共通基盤技術研究開発グループとの連携が不十分である。ダイ

カスト材の鍛造技術開発サポートなどでのより一層の連携強化を検討して欲しい。 
さらに、実用化に向けて、技術開発委員会を強化してエンドユーザの声がより反

映されるような体制と運用が重要である。 
 
３）研究開発成果について 
最終目標値を達成しているものもあり、また世界初の事象も多くでており、中間

目標は概ね達成している。特に学官のグループの研究成果には学術的価値が高い成

果も多く、得られた成果を最終目標となる実用化技術に応用することを期待する。

知的財産権等の取得や成果の普及は適切に行われているが、知的財産権ではより一

層の取り組みが期待される。 
一方、個々の研究は進捗しているが、全体的なつながりを強化する必要がある。

共通基盤技術，実用化技術それぞれの研究成果をどう結び付けて活用するかの道筋

を今後より明確に示す必要がある。 
 
４）実用化の見通しについて 
産業界で要請のある具体的な鍛造部材が開発されており、実用化の可能性が高い。

実用化に向けて、疲労強度、高温クリープ、高靭性などの課題が明確で、事業化の

見通しが立っている成果や波及効果の高い成果が幾つか得られており高く評価でき

る。 
今後は、実用化を加速するために、コスト・性能の両面から競合材料との比較を

行い、素材開発のグループと加工法開発のグループとの密な連携のもとに、費用対

効果の点で既存技術よりも優位性がでる製品にターゲットを絞って研究開発を進め

た方がよい。また、材料高騰などの動きに対応したシナリオも考慮すべきである。 



 
 

 

9 

個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

マグネシウム

試作鍛造部品

の評価、解析、

データ集積 

本研究開発は、本研究プロジェ

クトの根幹をなす研究テーマであ

り、鋳造材を素材として結晶粒微

細化と加工を同時に行うプロセス

を考案した点は学術的な価値が高

い。 

一方、データベースは鍛造加工

の指針となるものであり、企業の

現場で使える、使い易い、生きた

データベースを構築することが重

要である。しかし現状では、特定

合金の特性評価にと止まってお

り、データベースとしてのコンセ

プトをより明確に示す必要があ

る。 
既存合金の鍛造における課題抽

出とその解決法の開発はプロジェ

クトの目的を達成するために重要

で、まず「AZ61、AZ80、ZK60A、ACM522 

他数種」のデータ蓄積と整理を期

待したい。さらに、空間的に多様

本研究開発は、マグネシウム部

材普及の最大の課題であるマグネ

シウム素材の低コスト化を重視

し、高特性と低コストを高次元で

両立させること目指した非常に重

要な研究テーマである。得られた

システムの利用により、物作りの

ための最適又は適正条件を短時間

で達成できる可能性があり、加工

技術力の向上が期待される。 

しかし、実用化への道筋は必ず

しも明瞭に示されているわけでは

ない。 

実用化に際して鍛造特性のデー

タベースは有効な道具であるが、

現状では、データベース様式（デ

ータ項目等）や運用方法などが明

確ではなく、ユーザーとなる産の

グループと連携して早急に具体化

する必要がある。 

基礎研究では、結晶粒微細化の

機械的特性と加工性の向上（関係）

に止まらず、加工前組織、加工温

度、加工率、加工速度が組織と機

械的性質に及ぼす影響などを出来

る限り掘り下げて検討すべきであ

る。特に組織としては、結晶粒微

細化以外に双晶変形や配向性の観

点からも検討するべきである。 

学術的な成果を産業用部品の鍛

造工程にいかに活用するかが最終

目標に向けて重要なポイントであ

る。連続鋳造ビレットのみならず、

ダイカスト材の鍛造加工も調査す

ることによって、実用化技術研究

開発のダイカスト＋鍛造加工グル

ープとも連携し同一素材で実用化

の研究開発を進めるなど、産での

研究開発で生じた課題を基礎研究

にフィードバックし、他のグルー

プや企業の意見等も反映させなが
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に変化する変形モードと形成され

る組織を明確に関連付けるための

解決策を検討するなど、「汎用性」

という観点を考慮した展開を期待

する。 

得られた成果は論文・学会で発

表されているが、知的財産権の観

点より、本研究成果の保護の検討

が必要である。 

ら、より一層連携して進めていく

必要がある。 

データベースでは、使用目的を

明確にして、第 3 者も利用できる

ような最終的なシステム構成を示

し、これまで入手したデータを順

次入れることで単なるデータの集

積にとどまらないシステムを構築

して欲しい。 
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マグネシウム

合金鍛造加工

における微細

組織と変形機

構との関連性

の解明 

鍛造に適した合金開発という困

難な課題に、合金組成と組織の観

点から取り組み、動的再結晶を利

用して素材の結晶粒微細化を図る

ための基礎的な知見を得るなど、

学術的に非常に興味深い優れた成

果があげられている。世界初の事

象も多く出ており、多くの成果が

出ている。 

鍛造加工マップの作成という困

難な課題にも取り組んでおり、将

来が期待される。鍛造加工マップ

の作成では、組織の均一化、加工

度、加工発熱、再結晶化率、配向

性などの観点からも検討して、精

度を上げていく必要がある。 

多くの研究成果が学術論文，学

会講演等で公表されているが、特

許がほとんど出願されていない。

知的財産権の観点より、本研究成

果の保護の検討が必要である。 

動的再結晶挙動に及ぼす添加元

素の影響や均質化処理の効果など

の研究成果を基に、マグネシウム

合金の鍛造加工に適した合金設計

の指針をたてることが可能とな

り、実用化の可能性はあると判断

する。また、鍛造プロセス設計に

対して有力な知見であり、これを

十分に生かしてプロセスの最適化

を進めてもらいたい。 

得られた研究成果を産業分野で

実用化するためにはさまざまな課

題があることが予想され、実加工

条件に相当するひずみ速度で、材

料全体にわたり動的再結晶を生じ

させることができるかどうかも問

題になるが、得られた成果をでき

うる限り他の実用化研究に生かし

て欲しい。最終目標達成の為の加

工マップを作成することも必須で

ある。 

現実の鍛造加工に基づいた歪み

速度、歪み分布、温度変化の下で

の動的再結晶が生じるための加工

条件の予測や、再結晶粒径のみな

らず、再結晶化の割合や配向性の

観点からの組織の検討が必要であ

る。 

また、一般材（AM50、AM60 等）

の高強度化への取り組みや、ダイ

カスト材の鍛造加工も調査するこ

とによって、参加企業との関連を

密にして、優れた問題解決能力を、

実用化研究における障害の解決に

生かすことが重要である。 

さらに、できる限り早い段階で

最適素材を提案し、その最適素材

を使用して実用化鍛造試験を行っ

て欲しい。 
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マグネシウム

合金のリサイ

クルに係る課

題抽出 

マグネシウム合金の実用化で大

きな課題となっているリサイクル

技術の確立において、その課題抽

出を行い、粉塵爆発特性の把握や

過熱水蒸気処理法の開発など意義

ある成果を出し高く評価できる。 

スクラップの前処理から固化成

形まで一貫したプロセスを提案

し、工場内の切削屑のリサイクル

についての技術的見通しが付き、

また取り扱い上の安全基準の見通

しがつくなど得られた成果の社会

的価値は高いと判断する。 

今後は、市場スクラップを対象

とする成分分離等の技術開発でス

クラップ流通過程での成分による

分別システムの提案を試みるな

ど、固体リサイクルによるアップ

グレートリサイクルにこだわら

ず、より広い視点からの取り組み

を望みたい。 

マグネシウム構造材のリサイク

ルルートが示されており、実用化

イメージは明確である。特にルー

トのみならず推定量や抽出する産

業製品も明記されており、Mg リサ

イクルの現状の課題がよく取り上

げられている。 

切削屑からのリサイクルは技術

的には可能と判断され、あとは如

何にシステムとして組織的に進め

ていくかがポイントである。また、

費用対効果に対するより精度の高

い見積りが必要で、加熱水蒸気利

用法の従来技術に対するコスト的

な優位性を示す必要がある。 
さらに、不純物含有量の基準に

ついても適用品に応じて知見を得

ておく必要がある。 

材料価格が高騰している現状で

は、リサイクル材を如何に活用す

るかが重要なポイントである。 

アップグレードリサイクルは一

つの試みとして検討しても良い

が、後方押出し以外の固化成形プ

ロセスの検討も含め、操業性、安

全性、低コスト化等の観点から広

い視野で検討する必要がある。 

また、Ni や Cu などの不純物の除

去や強度だけでなく、耐熱性の観

点からの取り組みも必要である。 
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マグネシウム

合金の鍛造用

ビレット調整

技術開発 

断熱鋳型を用いた連続鋳造技術

で、鍛造後の特性が押出し後鍛造

材と同等になったことは評価で

き、ビレットの製造技術として新

しい展開が大いに期待できる。し

かし、AZ91 を始めとする汎用合金

について適用可能かどうかが不明

である。 

結晶粒径 50μm の最終目標値に

対しては未達であるが、結晶粒径

とともに重要である DAS の微細化

で大きな成果をあげている。新し

い指標の DAS と結晶粒の微細化と

の関係を明らかにするために基盤

技術開発で研究開発を実施したほ

うがよい。また、結晶粒、DAS の両

方とも必要なのか、それとも優先

順位があるのかも検討課題であ

る。 

AZX911 についての基本的な技術

は完成し、作成した製品を他の研

究グループに供給しており、実用

化可能な段階である。事業化の見

通しは高いが、今後低コスト化の

観点からの技術開発が必要であ

る。また、本研究内容は鍛造のみ

ならず、マグネシウム関連の広い

分野に展開可能である。 

しかし事業化に向けては、

AZX911 のみでは市場性に限界があ

ると思われる。また Al 鍛造素材の

Al ビレットなどに対するコスト競

争力の解析が必要である。 

市場に関しては、本研究を始め

た時と状況（材料高騰）が異なっ

てきており、それに対応した市場

規模予測をする必要があると思わ

れる。経済性の観点からは、量産

化の際には本技術による海外での

生産のケースも予想される。 

50μm という結晶粒径の当初の

目標達成にとらわれることなく、

DAS の目標値を設定して、鍛造に適

したビレット製造という観点から

研究開発を進めていくべきであ

る。鍛造加工性の向上代を定量的

に明確にするとともに、現状 Mg で

困っている品質の安定性問題にも

取り組んで欲しい。 

事業化のためには、適用可能合

金の多様化や大型ビレットの作成

も検討して欲しい。適用可能な産

業用部材が大幅に増えることが予

想される。また、低コスト化に適

した連続鋳造技術の開発も検討す

ることが望まれる。 
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マグネシウム

合金の鍛造部

材 開 発 － １

（ 輸 送 用 機

器、ロボット）

熱処理を使った鍛造技術は各種

自動車部品の製造に有効な製造技

術で、AZX911 のみではあるが強度

と伸びの目標値を達成したことは

評価できる。製造加工費低減技術

としても非常に有効で、加工費の

点で競争力がある。特許出願、ノ

ウハウ保護も適性に行われ評価に

値する。 

DAS と強度に関する研究などで

は他社の研究と重複する部分があ

る。情報交換を緊密に行い、効率

的に研究を進めて欲しい。 

また、部品としての要求性能は

目標値以外もあり、特に防錆、電

食に対する技術開発も重要であ

る。 

軽量化効果の高い大型部材（輸

送用機器）を対象として、現状の

Al 足回り部品の強度実績値等が把

握された上で各種マグネシウム自

動車部品が製造され、実用化が期

待できる。また、製造工程数が大

幅に削減されている点からも適用

可能性は大きい。 

しかし、耐熱合金での鍛造用最

適合金の検討は出来ているが、対

象製品に適用できる合金での鍛造

加工技術開発は十分とはいえず、

事業化の可能性が判断できる水準

にまで検討を深める必要がある。 

また、非常に大きな将来展開が

示されているが、予測の根拠を明

確に示して、より精度を上げる必

要がある。 

共通基盤技術研究開発グループ

との連携が取れているが、今後は

さらに共通基盤技術研究開発グル

ープや鍛造用ビレット調整技術開

発グループと連携を深め、本研究

により得られる技術の優位性が明

確に理解されるような革新的な成

果を示すことが期待される。その

うえで、価格優位性、重量低減性

などの観点からの需要予測が必要

である。 

また、足回り部品など本来の目

的とする用途に適合する鍛造用合

金での検討が必要である。更にそ

れ以外の要求特性（錆、電食等）

に対する技術開発も重要である。 
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マグネシウム

合金の鍛造部

材 開 発 － ２

（ 輸 送 用 機

器、ロボット）

AZ80 という汎用合金で、HOMO 処

理を使った鍛造技術の有効性を示

し一定の成果を挙げている。 

しかし、現段階では目標に達せ

ず、得られた合金部材の強度と伸

びは産総研のデータ集積に比較し

て低い。また、HOMO 処理の時間が

長く、かつ 2 回実施していること

からコスト的に不利と思われる。

本来の目的であるコスト低減の見

通しを明らかにする必要がある。

本研究開発の技術課題および技術

課題に対する対策方法をより明確

にして開発を進めてほしい。 

また、共通基盤技術研究開発グ

ループとの連携が不明確で、プロ

ジェクトとして実施する意味が出

るようにより連携を図る必要があ

る。 

軽量化効果の高い大型部材（輸

送用機器）を対象とし、各種マグ

ネシウム自動車部品が製造され、

有利なものも開発されており実用

化が期待される。 

しかし、実用化へ向けての目標

は示されているが、具体的な方策

をより明確にする必要がある。

様々な形状,歪み分布を持つ製品

に対して同じ工程を適用すること

は困難と思われる。また本方法で

の本来の目的である加工費のコス

ト低減の見通しを明らかし、事業

化の可能性に対する判断根拠をよ

り明確にする必要がある。 

また、市場予測にあたってアル

ミ同等を目指すとしているが、マ

グネシウム関係者以外にも優位性

を示せる指標を考慮していただき

たい。 

プロセスの最適化を図るため

に、素材メーカーと協力して開発

したプロセスにおける各工程が結

果に及ぼす影響を工程ごとに分離

して評価する、また、基礎的な研

究によりマグネシウム材料の強化

機構の概念を示しAZ80系でのスー

パー材料の開発を促進するなど、

今後は共通基盤技術研究開発グル

ープや鍛造用ビレット調整技術開

発グループと連携を深めて研究開

発を進めてほしい。 

また、ビレットの生産規模、ビ

レット品質（不良率）等を考えて、

Al と比較してのコスト試算を行

い、本テーマの加工費低減手法と

しての評価を行い、必要に応じ実

施計画の再検討が必要である。 
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マグネシウム

合金の鍛造部

材 開 発 － ３

（ 輸 送 用 機

器、ロボット）

ダイカストと鍛造を組み合わせ

る方法は将来が期待できるもので

あり、強度の改善に成功するなど

設定された目標は達成され、特許

も適切に行われている。 

しかし、3次元プリフォームの鍛

造性と単なる鍛造との違い、ある

いは、開発した塑性加工用ダイカ

スト合金の目標値や狙いなどをは

じめ、本研究開発の複合鍛造技術

の研究の具体的な内容が不明確で

あった。 

また、共通基盤技術研究開発グ

ループとの連携が取れておらず、

単独で研究開発を進めているよう

に感じられる。プロジェクトとし

て実施する意味が出るようにより

連携を深める必要がある。 

ダイカストと鍛造を組み合わせ

るという高コストな方法である

が、需要の見通し、量産への過程

が示されている。複合鍛造の効果

はあるものの、傑出したものとは

思えずコストと見合うかどうかが

ポイントで、費用対効果で適用で

きる製品ターゲットを明確にして

事業化を検討していく必要があ

る。 

将来海外生産の可能性があり、

本研究による開発技術の海外への

流失に十分留意する必要がある。 

今後は共通基盤技術研究開発グ

ループや鍛造用ビレット調整技術

開発グループと連携を深めて進め

てほしい。官または学の塑性加工

に詳しいメンバーと協力して製品

のひずみ分布に対する理解が進む

と、より成果が上がると思われる。 

また、今後の検討テーマとして

あげられている表面処理更と電食

処理は共通基盤技術なので、全体

での位置づけを検討して欲しい。 
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マグネシウム

合金の鍛造部

材 開 発 － １

（情報家電用

機器） 

板材加工においてボス・リブ成

形は製品製作で直面している重要

な技術課題であり、ダイカストと

鍛造を組み合わせる方法は将来が

期待できる。ボスつき薄肉部品の

複合鍛造試作に成功するなど、設

定された目標は達成されている。 

しかし、本研究開発の技術課題

および技術課題に対する対策方法

および本研究プロジェクト内での

ポジションをより明確にして、共

通基盤技術研究開発グループとの

連携をより深める必要がある。 

板材加工において、ボス・リブ

成形は、製品製作で直面している

現実的な技術課題である。ダイカ

ストと鍛造を組み合わせるという

高コストな方法であるが、実現に

向けての対象製品と目標値が示さ

れ、技術的な面での適用拡大方策

も出来てきていると思われる。金

型寿命の延命などよりも、本技術

のほうがコスト的に有利な新技術

と考える。 

しかし、本開発で加工費を低減

しても、中国生産のダイカスト・

チクソモールドに対しての競争力

は不明である。費用対効果で適用

できる製品ターゲットをより明確

にして事業化を検討していく必要

がある。 

また、同様に、プロジェクト終

了後の実用化の段階では、本研究

での開発技術の海外での生産適応

における投資した開発費の回収、

あるいは蓄積されたノウハウの取

り扱いについての指針等について

も検討しておくことが必要であろ

う。 

実績ある企業が、これまでの実

績の延長として、独自に研究開発

を行っている感が強い。共通基盤

技術研究開発グループとの連携を

図り、基盤技術研究開発グループ

では、連続鋳造ビレットの鍛造加

工のみならず、ダイカスト材の鍛

造加工に関する基礎的研究にもよ

り注力して欲しい。 

今後展伸板材が安価に供給され

るようになると、生産性，表面性

状の点で優位性を確保するのは困

難であり、大量生産・低コストに

対応できる生産技術を要素化し

て、ダイカスト素材＋プレスフォ

ージングの汎用性・有利性を明確

にするような開発計画を望む。 
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マグネシウム

合金の鍛造部

材 開 発 － ２

（情報家電用

機器） 

本研究テーマでの、流動制御を

目的とした金型表面処理とダイカ

ストと鍛造プレスの複合成形は鍛

造部材製造に有効な技術で、将来

が期待できる。 

自主中間目標値はいずれも達成

され、金型表面処理技術やそれに

対応した耐熱潤滑剤の開発など十

分な成果が出ており、それを特許

出願にまで結びつけている点は高

く評価できる。また得られた成果

の一部が新聞に掲載され、社会的

関心の高さが分かる。 

また、プロジェクト内の企業と

研究開発を進めているが、共通基

盤技術研究開発グループとの連携

が不十分であり、今後共通基盤技

術研究開発グループとの連携をよ

り深める必要がある。 

ダイカストと鍛造を組み合わせ

るという高コストな方法を検討し

ているが、板材鍛造において、ボ

ス・リブ成形は製品製作で切望さ

れている技術課題である。基盤と

なるマグネシウムプレス加工技術

はすでに実用化しており、実用化

に向けた課題も明確であることか

ら、製品サイズ、ひけ，しわの問

題を薄板鍛造で解決できれば、実

用化が期待できる。 

今後は、集中研との連携で解決

をはかるとともに、コスト面など

から開発プロセスの優位性を示す

とともに、費用対効果で適用でき

る製品ターゲットを明確にして事

業化を検討していく必要がある。 

また、最近の材料高騰や海外の

輸出関税などの動向に対応して、

市場予測の見通しを再検討する必

要がある。 

プロジェクト研究であるので、

共通基盤技術研究開発グループと

の連携をより深める必要がある。

その際、基盤技術研究開発グルー

プでは、連続鋳造ビレットの鍛造

加工のみならず、ダイカスト材の

鍛造加工に関する基礎的研究を実

施する必要がある。学術的な視点

からの研究と関連づけられれば興

味深く、本プロジェクト内での位

置づけも明確になると考える。素

材での要素、目標を明確にしての

プロジェクト内の企業との連携も

重要である。 

また、実用化を現実にするため

に課題が現在提示されているもの

以外にないかどうかもう一度見直

し、不足の課題については追加し

て実現を早めるようにして欲し

い。 
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マグネシウム

合金のリサイ

クルに係る技

術開発 

過熱水蒸気処理技術は、環境汚

染、危険性が少ないマグネシウム

スクラップの処理法であり、実証

設備試験を行う中で基本システム

を構築したことは高く評価でき

る。残留炭素量は中間目標値を達

成しており、最終目標値に向けて

技術課題も検討しているため、最

終目標値を達成する可能性は高い

と予想される。 

基礎研究との連携が非常に上手

く行き、成果の発表も適切に行わ

れている。 

不純物として残留カーボン量の

みを評価しているが、今後、プロ

ジェクトの進捗に応じて、マグネ

シウムの耐食性に影響する微量元

素にも注目する必要がある。 

過熱水蒸気処理技術は、処理装

置としての事業化のみならず、他

のマグネシウム関連の事業化を促

進するものであり、実用化が期待

される。 

実用化のための課題が明らかに

なるなかで、既に実用化に向けた

動きが進んでおり、マグネシウム

切削粉のリサイクルは事業化に進

むことが期待される。 

また、過熱水蒸気処理技術の他

金属への展開も期待される。 

今後、従来技術との処理コスト

に関する比較や考察を深めて、本

開発技術のコスト優位性を明確に

する必要がある。技術的に優れて

いてもコストが見合わなければ利

用率は低く、現実のものにはなら

ない。さらに、設備投資に向けて

は、精度のある市場予測が求めら

れる。 

また、過熱水蒸気処理技術を事

業化に向けては、操業上の安全性

の課題を解決する必要がある。 

材料高騰のおり、リサイクル技

術はキー技術であり、多様な形状

や寸法のスクラップに対処できる

よう開発を進め、マグネシウムス

クラップの市場流通を促す役目を

果たしてほしい。 

実用化に向けては、市中のマグ

ネシウムの分別技術や耐熱マグネ

シウムに含まれているカルシウム

成分の除去技術など多くの課題が

残されており、早急なる解決が望

まれる。 

また、過熱水蒸気処理による技

術開発では、安全上の課題を明確

にするとともに、安全に細心の注

意が必要である。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

2.1

2.1

2.1

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し　　　　

３．研究開発成果　　　　　

２．研究開発マネジメント　

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 

評価項目 平均値         素 点 （注１） 

１．事業の位置付け・必要性 2.6 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 
２．研究開発マネジメント 2.1 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 
３．研究開発成果 2.1 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 
４．実用化の見通し 2.1 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 

（注 1）Ａ= 3，Ｂ= 2，Ｃ= 1，Ｄ= 0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 
・非常に重要         →Ａ  ・非常によい         →Ａ 
・重要            →Ｂ  ・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた →Ｄ  ・妥当とはいえない      →Ｄ 

(2) 研究開発マネジメントについて   (4) 実用化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・非常に明確         →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・明確            →Ｂ 
・概ね適切          →Ｃ  ・概ね明確          →Ｃ 
・適切とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 

 


