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Ｐ０６０３４ 

平成 18 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 革新的部材産業創出プログラム／新産業創造高度部材基盤技術開発 

(大項目)マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト 

 

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 

本プロジェクトは、総合科学技術会議の科学技術基本政策策定の基本方針で、国家的・社会的課題      

に対応した研究開発の重点的4分野「ナノテクノロジー・材料分野」の中、我が国の強みである材料

分野において、物質の機能・特性を充分に活かしつつ、材料創製技術と成型加工技術を一体化した技

術及び製品化までのリードタイムを短縮化する生産システム技術等により、ユーザーへの迅速なソリ

ューション提案（部品化、製品化）を可能とすることで、新市場及び新たな雇用を創出する高付加価

値材料産業（材料・部材産業）を構築するとともに、我が国の国際的産業競争力の強化を図る「革新

的部材産業創出プログラム」の一環として行う。 

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、さら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。その中で、マグネシウム合金は、その軽量

性とリサイクルに要するエネルギー消費が少ない循環型素材としての可能性から、おもに自動車部品

と家電製品において用途が拡大してきており、欧米や韓国、中国などの諸外国においてもマグネシウ

ム成形技術開発が進められている。 

本プロジェクトでは、部材分野の技術戦略マップで示されている医療・福祉／安全・安心分野、環

境・エネルギー分野および情報家電分野におけるマグネシウム合金部材の引張強度や疲労強度の向上

など、結果として部材コストの削減を実現するために必要な技術を開発し、我が国産業の競争力の強

化を図ることを目的とする。そこで、本プロジェクトでは、以下の研究開発を実施する。 

 

【共通基盤技術】（委託事業） 

研究開発項目①「マグネシウム試作鍛造部品の評価、解析、データ集積」 

川下産業に要求される鍛造部材に対応するモデル部材を対象に、以下の項目に対して研究を進め

ることにより、目標を達成する。 

・モデル鍛造部品の微構造評価・解析を行う。 

・モデル鍛造部品の特性評価・解析を行う。 

・モデル鍛造における、素材特性・加工条件・部品特性の関連性整理とデータ集積を行う。 

中間目標（平成 20 年度末） 

川下産業に要求される鍛造部材に対応するモデル部材を対象に、鍛造部材製造に必要な素材の

組成、組織と鍛造条件の設定を可能とする鍛造用素材の結晶組織と変形機構との関係をデータ

ベース化する。 
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最終目標（平成 22 年度末） 

鍛造部材製造における素材特性、加工条件、部品特性の関連性を整理し、鍛造部材の評価方法

を確立する。 

 

研究開発項目②「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」 

・連続鋳造法により作製される鍛造用ビレットの素材組織と鍛造加工性の関係を明らかにする。 

・試作鍛造部品の加工性と機械特性の評価結果を突合せ、データ集積することにより、鍛造加工

マップを整備する。 

中間目標（平成 20 年度末） 

・鍛造用耐熱合金ビレットに要求される素材組織を明らかにし、耐熱合金ビレットの連続鋳造条

件を決定するために必要な結晶粒径や結晶形態等のパラメーターを明らかにする。 

・鍛造素材組織と鍛造加工性の関係解明において実施した組織微細化技術を適用して、結晶（等

軸状もしくは柱状）の平均粒径が 50μm 以下の凝固組織を持つ耐熱合金ビレットの連続鋳造技

術の開発に貢献する。 

最終目標（平成 22 年度末） 

鍛造用素材の組織の結晶粒子と変形機構の関係についてデータベース化を進め、鍛造加工マッ

プとして整備することによって、実用的な鍛造温度低温化技術を開発し、実用化レベルの部材

として 170MPa（107回）の疲労強度を持つ構造用マグネシウム鍛造部材の最適な鍛造加工手順

を導出するための鍛造組織形成技術の基盤技術を構築する。 

 

研究開発項目③「マグネシウム合金のリサイクルに係る課題抽出」 

・リサイクル前処理技術（分離、精製、安全性評価） 

・リサイクル材の特性評価 

中間目標（平成 20 年度末） 

・切削粉等の工場内スクラップにおける含有炭素を 0.1％以下にするリサイクルシステムを構築

し、マグネシウムハンドリング時の安全性評価方法に必要な主要因を明らかにする。 

・固体リサイクル材の鍛造用ビレットへの適用目的として、圧縮率 0.64 以上の変形性を発現さ

せるために必要な組織および不純物組成の限界を明らかにする。 

 

最終目標（平成 22 年度末） 

・従来のカスケード型リサイクル（低品位素材へのリサイクル）に代えて、リサイクル材料が新

材料と同等の特性を維持する市中スクラップリサイクル基盤技術の開発を行うとともに、総合

的なマグネシウムリサイクルについての信頼性評価、データ集積を行う。 

・大量排出時を想定した市中回収品スクラップの前処理技術（分別、分離、不純物除去など）の

課題摘出し、市中スクラップリサイクル基盤技術を提案する。 

 

【実用化技術】（助成事業） 

研究開発項目④「マグネシウム合金の鍛造用ビレット調整技術開発」 

・研究開発項目②の成果を活用し、既存のマグネシウム合金において、結晶粒微細化もしくは指

向性組織とすることによる粒界すべりの役割の増大等を利用して材料の塑性加工性を高める。 

・ビレット製造工程における結晶粒微細化プロセスの開発を行い、耐熱合金ビレットの連続鋳造
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技術の開発を行う。 

最終目標（平成 22 年度末） 

結晶（等軸状もしくは柱状）の平均粒径が 50μm 以下の凝固組織を持つ耐熱合金ビレットの連続

鋳造技術を開発する。 

 

研究開発項目⑤「マグネシウム合金の鍛造部材開発（輸送用機器、ロボット）」 

・研究開発項目①および②の成果を活用し、微細組織を有するビレットからの型鍛造、ダイカス

ト鋳造と鍛造加工を組み合わせた複合鍛造等により、必要な強度を確保できる部材の製造技術

を開発する。 

・実用部材に対して、求められる機械的特性を得るために、加工条件の設定および鋳造、鍛造の

連続生産システムの実用化をターゲットに技術開発を行う。 

最終目標（平成 22 年度末） 

・耐熱部材として、締結フランジ部の構造に対し、現状マグネシウム鍛造部材として実用的に要

求される残存軸力して 6400N の締結力維持を達成する実用的な部材を製造できる複合鍛造技

術を開発する。 

・耐疲労部材として、引張強度 340MPa、伸び 15％以上、疲労強度 170MPa（107回）を有する実用

化レベルの部材として製造可能な鍛造技術を開発し、実用化検証を行う。 

 

研究開発項目⑥「マグネシウム合金の鍛造部材開発（情報家電用機器）」 

・研究開発項目①および②の成果を活用し、ダイカスト鋳造と鍛造加工、またはプレス加工と鍛

造加工を組み合わせることにより、複雑な形状の部材が成形できる製造技術を開発する。 

・情報家電に要求される複雑な形状を成形するには、プレス加工だけでは成形できない薄板部材

の成形技術が必要である。高度鍛造加工技術を開発することにより、軽量化に対応できる鍛造

技術の開発を行う。 

最終目標（平成 22 年度末） 

リブなど複雑な突起物を有し、表面平滑度が高い複雑な形状を持つ部材を製造できる技術を

開発し、A3 サイズ大の高精密大型部材として平坦度 0.1mm/40mm の実用部材が供給可能な鍛造

技術を開発し、実用化検証を行う。 

 

研究開発項目⑦「マグネシウム合金のリサイクルに係る技術開発」 

   研究開発項目③の成果を活用し、溶解工程前処理技術開発および連続方式における表面付着

物除去方法の開発を行う。単一材料処理における安全かつ連続的に酸化物生成を抑制し、表面

付着物除去が可能な技術の開発を行い、前処理における問題点の摘出、特に混合材料処理にお

ける問題点及び課題の摘出を行い、リサイクル前処理技術の実用化を検討する。 

最終目標（平成 22 年度末） 

工場内スクラップの連続処理方式における表面付着物除去(含有炭素 0.1％以下)を達成する

装置を開発し、リサイクル前処理技術の実用化を行う。 

また、工場内スクラップに対する固体リサイクル前処理システムとしてその有用性を検証す

る。 
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４．事業内容 

（１）平成18年度事業内容 

上記の目的を達成するため、公立大学法人 大阪府立大学大学院工学研究科 教授 東 健司をプ

ロジェクトリーダーとし、平成 18 年度はマグネシウム合金の高性能鍛造部材製造技術の基盤構築を

開始し、鍛造に関する共通基盤技術として鍛造特性の解明に着手する。また、マグネシウム合金のリ

サイクル技術に係る課題の抽出を開始する。また、研究開発成果の実用化技術（研究開発項目④、⑤、

⑥、⑦）に向けた様々な応用展開への導入シナリオを作成するために、ニーズ調査を実施する。 

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。しかしながら、既に基盤技術を有しており実用化の目処が立っ

ている応募者に関しては、初年度から助成事業に応募することを妨げるものではない。実施体制につ

いては別紙参照のこと。 
 

具体的な事業内容は以下のとおりとする。 

 

【共通基盤技術】（委託事業） 

 研究開発項目①：「マグネシウム試作鍛造部品の評価、解析、データ集積」 

・川下産業に要求される鍛造部材に対応するモデル部材を対象に、鍛造部材製造に必要な素材の組成、

組織と鍛造条件の設定を可能とする鍛造用素材の結晶組織と変形機構との関係のデータを蓄積す

る。さらに、目標とする部材開発の方向性を絞り込む。 

 

研究開発項目②：「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」 

・鍛造用耐熱合金ビレットに要求される素材組織を明らかにするために、耐熱合金ビレットの連続鋳

造条件を決定するために必要な結晶粒径や結晶形態等のパラメーターのデータを蓄積する。 

 

 研究開発項目③：「マグネシウム合金のリサイクルに係る課題抽出」 

・切削粉等の工場内スクラップにおけるリサイクルシステムを構築するためのマグネシウムハンドリ

ング時の安全性評価方法に必要な要因の調査を開始する。さらに、目標とするリサイクルシステム

開発の方向性を絞り込む。 

 

【実用化技術】（助成事業） 

 

 

 

研究開発項目⑤：「マグネシウム合金の鍛造部材開発（輸送用機器、ロボット）」 

・研究開発項目①および②の成果を活用し、微細組織を有するビレットからの型鍛造、ダイカスト鋳

造と鍛造加工を組み合わせた複合鍛造等により、必要な強度を確保できる部材の製造技術を開発す

る。 

・実用部材に対して、求められる機械的特性を得るために、加工条件の設定および鋳造、鍛造の連続

生産システムの実用化をターゲットに技術開発を行う。 
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（２）事業の実施体制 

本研究開発は、NEDO技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組合、公益法人

等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発

能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの

限りではない。）から公募によって研究開発実施者を選定後、共同研究契約等を締結する研究体を

構築し、実施する。 

 共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活用に

より効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体にはNEDO技術開発機構が指名する研究開発責

任者（プロジェクトリーダー）公立大学法人 大阪府立大学大学院工学研究科 教授 東 健司を置

き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 

本研究開発において、NEDO 技術開発機構が主体となって行うべき基礎的・基盤的研究開発であると

判断される研究開発内容に示した①②③の事業は委託により実施し、市場化に向けた産業界の具体的

な取り組みが示されるべき実用化研究開発であると判断される研究開発内容に示した④⑤⑥⑦の事

業は助成（助成率 1／2）により実施する。 

 

（３）平成18年度事業規模 

一般会計  294百万円 

         （注）事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

５．その他重要事項 

（１）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、経済産業省および研究開発責任

者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的および目標、並びに、本研究開発の目的および目

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他、四半期に一回程度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。 

 

（２）複数年度契約の実施 

 複数年度契約を行う場合、平成18～19年度の複数年契約を行う。 

 

（３）年間スケジュール 

平成１８年２月下旬・・・部長会 

     ２月下旬・・・運営会議 

     ３月中旬・・・公募開始 

     ３月下旬・・・公募説明会 

 ４月中旬・・・公募〆切 

 ５月下旬・・・契約・助成審査委員会 

 ６月上旬・・・採択決定 

 

（４）その他 
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  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、サンプルも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。 

 

６．実施方針の改訂履歴 

（１）平成１８年６月、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）及び実施体制決定に伴い改訂。 



 

(別紙) 

再委託 

(独)産業技術総合研究所 

・研究実施場所：中部センター（愛知県名古屋市） 

  つくばセンター（茨城県つくば市） 

・実施項目 

①ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ試作鍛造部品の評価、解析、データ集積 

②ﾏｸﾞ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 

③ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金のリサイクルに係る課題抽出 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 ・所属 ：大阪府立大学 

・役職名：教授 

・氏名 ：東 健司 

指示・協議 

共同研究契約 

委託 助成 

「ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ鍛造部材技術開発プロジェクト」実施体制 

 

技術推進委員会 

三井金属鉱業株式会社 

・研究実施場所： 

ダイカスト事業部（山梨県韮崎

市） 

総合研究所（埼玉県上尾市） 

・実施項目 

⑤ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金の鍛造部材開発 

（輸送用機器) 

長岡技術科学大学 

・研究実施場所 

新潟県長岡市 

・実施項目 

②ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ試作鍛造部品の評

価、解析、データ集積 

京都大学 

・研究実施場所 

京都府京都市 

・実施項目 

③ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金のリサイクル前

処理技術 

大阪府立大学 

・研究実施場所 

大阪府堺市 

・実施項目 

②ﾏｸﾞ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 

委託 
(財)素形材センター 

・研究実施場所：中部センター（愛知県名古屋市） 

   つくばセンター（茨城県つくば市） 

・実施項目 

①ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ試作鍛造部品の評価、解析、データ集積 

②ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金鍛造素材組織と鍛造加工性の関係解明 

③ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金のリサイクル前処理技術 

  

・参画企業 

三協立山アルミ株式会社 

三井金属鉱業株式会社 

株式会社カサタニ 

株式会社タナベ 

宮本工業株式会社 

協業組合菊水フォージング 
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