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Ｐ０７００７ 

平成 19 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 

      （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「革新的部材産業創出プログラム」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、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。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および事業

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。 

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、
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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およ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

細金型の加工技術およ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

型の加工技術およ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。 

 
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 
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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もしくは高さを

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もしくは高さを

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。 
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【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、コネクタのピッチも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．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

久をプロジェクトリーダーとし、平成 19 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。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。 
 

４．１ 平成19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 

・ 硬磁性複合化金属ガラス合金の材料成分の設計 

・ 多成分可変スパッタ法等による合金探索法の検討 

ⅱ．金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 
・ 超微細描画法および超微細加工法による金型作製法の基本的な検討 

・ 超微細３次元金型形状の構造観察法および定量的評価法の検討 

・ ナノインプリント技術の基本的な検討 

 

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・可塑性複合化金属ガラス合金の材料成分の設計 

ⅱ．超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

・超精密プレス加工等による微細成形加工技術の基本的な検討 

 

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 
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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の材料成分の設計 

ⅱ．精密薄板作製技術の開発 

・ 精密圧延等による薄板作製技術の基本的な検討 

 

４．２ 平成 19 年度事業規模 

一般会計  350百万円（委託） 

      （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 

   平成19～21年度の複数年度契約とする。 

 

（３）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．スケジュール 

本年度のスケジュール：平成19年3月8日・・・部長会 

     3 月 13 日・・・運営会議 

     3 月 20 日・・・公募開始 

     3 月 28 日・・・公募説明会 

 4 月 24 日・・・公募〆切 

 6 月 5 日・・・契約・助成審査委員会 

 6 月 7 日・・・採択決定 

 

７．実施方針の改訂履歴 
（１）平成１９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。 



        「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３社：富士通㈱、並木精密宝石㈱、福田金属箔工業㈱ 

【共同実施】 

井上明久東北大学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（仙台） 

・研究項目：① ② ③  

東北大学金属材料研究所付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） 

・研究項目：① 

＜再委託＞ 

東北大学金属材料研究所付属大阪センター 

・研究実施場所：早乙女研究室（大阪） 

・研究項目：① ② ③ 

中央大学理工学部 

・研究実施場所：二本研究室（東京） 

・研究項目：① 

大阪大学産業科学研究所 

・研究実施場所：弘津研究室（大阪） 

・研究項目：① ② 

㈱BMG 

・研究実施場所：（仙台） 

・研究項目：① 

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 
＜委託事業＞ 

技術推進委員会 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 
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