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「モノからコトヘ」という言葉が、ビジネスや経済分野でよく使われ

ていますが、物理学においても“コト的世界観”というものがあります。

ニュートン力学に出てくる物質がモノですが、ミクロになり、観察しても

それらがどこにあるか分からなくなるとき、確固たる場所にあるモノや地

に足の着いた物質概念がだんだん壊れて、コトに変わっていくことを言い

ます。その代表が“エントロピー”と呼ばれる概念で、情報理論において

この言葉は「情報量」を示します。つまり、「モノからコトヘ」の“コト”と

は“情報”であり、これはビジネスの世界でも同じと思っています。

現在、世界各国で「第４次産業革命」を旗印に、技術開発競争やビジ

ネスの発想転換が起きています。過去の産業革命を振り返ってみると、

第1次産業革命は動力革命、第2次はエネルギー革命、第3次は生産革命

と、どれも大きな変革ではありましたが、あくまでも“モノ”の範囲内で 

した。

そして第４次産業革命はというと、カギとなるのは情報です。これまで

あまり重要視されていなかったエントロピー的な考え方が出てきて、“コ

ト”の変革という、まったく新しいステージに入ったのではないでしょう

か。サービスや価値提供といったビジネスにおける“コト”も、ビッグデー

タや人工知能（AI）、AIとつながったIoT機器やロボットの活用で、世界

観が大きく変わってきています。

このような第４次産業革命をどう生き抜いていくか。中心となるテクノ

ロジーは、「計算」という言葉でくくれるものばかりです。そこで、世界各

国では教育面でも第４次産業革命を踏まえた取り組みが進み、例えばイ

ギリスではすでに2014年から、プログラミング教育が必修化されていま

す。一方、日本は2020年度から小学校での必修化が決まりましたが、そ

れで間に合うのだろうかと心配です。

産業革命における勝者と敗者は、この１、２年で決まるわけではなく、

10年、15年、20年先に答えが出ると思っています。ただ“便利”という

だけではない、社会や国がどうあるべきかという理念を持った技術開発

が、ますます重要になるのではないでしょうか。

たけうち かおる

サイエンス作家。理学博士。東京大学教
養学部、同理学部を卒業。カナダ・マギル
大学大学院博士課程修了（高エネルギー
物理学専攻）。物理学の解説書や科学評
論を中心に著書多数。日本経済新聞「目
利きが選ぶ今週の３冊」等、新聞、雑誌
等でのコラムも執筆。「サイエンスZERO」
（NHK Eテレ）のナビゲーター等テレビ
でも活躍。2016年春にトライリンガル教
育を実施するフリースクール「YESイン
ターナショナル」を設立。代表に就任。

未 来 技 術への提言
Directing the Future

情報がカギを握る
“コト”革命
サイエンス作家

竹内 薫さん
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エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える【フォーカス・ネド】

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus NEDO」は、
NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関するさまざまな事業や
技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。
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CMC（セラミックス基複合材料）

民間航空機の需要増等を背景に競争激化する航空機産業界。

その中で日本の競争力を高めるため、NEDOは次世代材料の研究開発を進めています。

その一つとして期待されているのがCMC（セラミックス基複合材料）です。

航空機の核となるジェットエンジンに変革をもたらし、

航空機産業の構図を刷新する可能性を秘めています。

も、日本は優れた材料で市場に食い込んでいけると考えていま
す」

そして、材料が変われば使い方も変えなければなりません。
単に今ある材料の使われ方で材料だけを革新的なものに置き
換えても、最適なパフォーマンスにつながりません。そこで、本
プロジェクトでは材料開発のみならず、航空機のどこに何の材
料をどのように使うか、また、それぞれの使い方がどう影響し
合うか、製造コストや製造時間といったことも踏まえて、最適
構造設計や加工技術といった開発も同時に行っています。

本プロジェクトの社会的インパクトとして、プロジェクトマ
ネージャーを務めるNEDO材料・ナノテクノロジー部の伊藤浩
久主査は、中小企業を含む日本の航空機産業界の発展に貢献
するものであることも強調します。

「航空機に使われる部品は約300万点。自動車で３万点と言
われており、自動車に比べて携わる部品メーカーはとても多い。
裾野の広い航空機産業の一翼を、中小企業にも担っていただく
べく、開発した技術の普及にもNEDOは力を入れていきます」

航空機に使う材料といっても、複合材料や金属等、その種
類はさまざま。中でも、次世代材料の一つとして、NEDOが研
究開発を進めているのが「セラミックス基複合材料」（CMC：

民間航空機産業における競争力強化は、日本が抱える課題の
一つです。増加する世界の旅客需要を背景に（図１）、ジェット
旅客機も増加が見込まれる中（図２）、2015年度、国が発表し
た「航空産業ビジョン」では、国内航空機産業を2020年までに
2兆円にほぼ倍増、2030年までには売上高3兆円達成を目指す
としています。

厳しい国際競争の中で、安全性や信頼性を大前提とした省
エネルギー化や環境負荷低減といった市場ニーズに対し、燃
費向上を実現するための航空機の軽量化は、次世代航空機実
現に向けて、大きなミッションとなっています。そこでNEDO
は、経済産業省のプロジェクトを引き継ぎ、2015年度から
「次世代構造部材創製・加工技術開発」を開始。次世代航空
機に使われることを想定した材料開発を推進してきました。

「日本は戦後、航空機開発が禁止され、1952年から再開し
ました。それがずっと尾をひいて、技術的に米欧に遅れをとっ
ている状況です。特に航空機材料は、開発してから使われ始め
るまでに時間がかかるため、今から10年、15年先を見据えて
市場ニーズに応える高度な先進技術を開発できれば、日本は
世界に追いつくと考えています」と話すのは、同プロジェクト
のプロジェクトリーダーを務める東京大学航空宇宙工学専攻
教授の青木 平氏。「炭素繊維等、これまで航空機産業でも
材料分野は日本企業が牽引し、世界で大きなシェアを保ってき
ました。今後、飛躍的な燃費向上を求められる次世代航空機に

航空機産業の課題に対し
次世代材料への期待が高まる
成長軌道にある航空機産業において
材料分野で日本の強みを発揮

航空機エンジンの部材として
実用化を目指すCMC

航空機の未来を描き
日本の航空機産業発展を目指す
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青木 平 氏
NEDO「次世代構造部材創製・
加工技術開発」プロジェクトリーダー
東京大学大学院工学系研究科　
航空宇宙工学専攻 教授

伊藤 浩久
NEDO材料・ナノテクノロジー部
主査／プロジェクトマネージャー

Ceramic Matrix Composites）です。セラミックスの繊維と 
セラミックスのマトリクス（母材）を複合的に組み合わせるこ
とで、軽い上に熱に強く、かつ壊れにくいといった複数の特徴
を引き出し、航空機エンジン部材としての実用化を目指してい 
ます。

技術開発のゴールとして、「移動体を軽くすれば、使う燃料
も減り燃費は良くなる。そして、エンジン作動も負担が減るの
で、さらに燃費が良くなります。航空機全体で軽量化と耐久性
が向上すれば、安全性もさらに増します。航空機部材の開発は
そのパーツだけではなく、航空機全体のコンセプトを変えるだ
けの存在だと思っています」と伊藤主査は語ります。

一つの材料が、航空業界を大きく変える――“空のゲーム
チェンジャー”と呼ばれる、そんな可能性を持つCMCとはどの

航空機産業の市場ニーズ

省エネルギー 環境負荷低減 安全航行

軽量化 低コスト化 信頼性
向上

耐久性
向上

Within Asia Pacific※1
2012 traffic Added traffic 2013-2032

World 
Average 
Growth : 
5.0%

6.2%

有償旅客キロ（RPK）※2（billions）

Annual growth（%）

Within North America 2.3%

Within China 6.9%

Within Europe 3.6%

Europe-Asia Pacific 5.5%

North Atlantic 3.5%

Middle East-Asia Pacific 7.3%

Within Latin America 6.9%

Trans-Pacific 4.5%

Within/to CIS 4.8%

North America-Latin America 5.0%

Europe-Latin America 4.7%

Africa-Europe

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

※1 中国を含まず。
※2 各有償旅客が搭乗し、飛行した距離の合計。有償旅客数×輸送距離（キロ）。

4.8%

ような材料なのか、材料の特徴とNEDOプロジェクトの開発内
容について、6ページ以降で紹介します。

出典：�一般社団法人日本航空機開発協会（JADC）�
「民間航空機に関する市場予測2013-2032」

出典：Boeing

世界の旅客需要見通し（図1）

ジェット旅客機の運航機材構成予測（図2）
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特集		1空のゲームチェンジャー	CMC（セラミックス基複合材料）

CMC入門航 空 機 新 素 材
陶器のように脆いイメージがある「セラミックス」ですが、

軽くて、丈夫で、高温にも耐えられるCMCは、

航空機エンジンにも使える新材料としての可能性を持ちます。

そんなCMCの材料としての特徴や製法、技術的課題などを聞きました。

くなるといった対立の関係があります。この課題を打破したの
がCMCです。

「内部を複雑な組織にして亀裂が進まないようにする。こ
れがCMCの基本的な考えです」と説明するのは、2015年度、
2016年度にNEDO「次世代構造部材創製・加工技術開発」
の技術推進委員長を務め、現在、プロジェクトの実施先の一つ
でもある東京工科大学CMCセンター長の香川豊氏です。

この発想は、古くは縄文式土器にも見られ、身近なところで
は、コンクリートは砂利を混ぜ込むなどして靱性を上げている
とのこと。「強度と靭性の両立」という課題に対し、CMCは、
強化材としての繊維にマトリクス（母材）を含浸させた構造を
とります。これにより、セラミックス本来の強さを保ちながら、
加えて靭性も高めることを目指してきました。

今回のNEDOプロジェクトでは、CMCの原料として炭化ケイ
素（SiC）を繊維とマトリクスの両方に使っています。「炭素もケ
イ素も希少金属ではなく、かつ高温に強くて軽い。利点の大き

CMCは「セラミックス基複合材料」と呼ばれるように、セラ
ミックス、つまり焼き固めた焼結体が基となります。同じセラ
ミックスでも、新機能や特性を持たせた「ファインセラミック
ス」という材料もありますが、従来のファインセラミックスに
は、“靱

じんせい

性”が低いという弱点がありました。
靭性とは、材料の粘り強さのこと。材料に亀裂が発生しにく

く、かつ伝播しにくい性質を指します。また、形を変えずにどの
くらい力を支えられるかというのが強度ですが、本来、強度を
高めると靭性は低くなり、逆に材料の靭性を高めると強度は低

複雑な内部組織にすることで
強度と靱性の両方を高めたCMC

1

2

SiC繊維の開発

3次元プリフォーム開発

液体ポリマーを繊維状に加工し、高温で
焼結させることで高強度繊維であるSiC
（炭化ケイ素）繊維となる。繊維の直径
は10ミクロンと人の毛髪の10分の1程
度。SiC繊維を作ることができるのは世
界でも日本のメーカー2社のみ。

SiC繊維を織り込んで、タービン翼や
シュラウドなどのエンジン部材の形状を
3次元に作り出すプロセス。縦横方向だ
けではなく、厚み方向にも繊維が構成 
され、複雑な形状のプリフォームが製作
可能。

SiC繊維から
CMC部材
実用化まで

材 料： SiC（炭化ケイ素）繊維＋SiCマトリクス（母材）

強 度：室温引張強度200MPa

耐 用 温 度：1400℃（1400℃×100時間水蒸気曝露後も良好な強度）

特 徴：強度と靭
じんせい

性を両立。軽量かつ高温に耐えられる。

NEDOプロジェクトで開発中の
CMC（Ceramic	Matrix	Composites）

1400℃の高温にも耐えられるため
航空機エンジンにも応用可能

P.8

P.9
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い原料と言えます」（香川氏）。
燃料の燃焼で1000℃前後の温度まで上がる航空機エンジ

ンには、これまでニッケル（Ni）を主原料とする合金（Ni基合
金）が使われてきました。一方、SiCを原料とするCMCは、研究
開発によって約1400℃の高温にも耐えることが分かっており、
かつ、CMCの重量はNi基合金の約3分の1と、かなり軽量です。
こうした特性から、次世代の航空機エンジンの材料として本格
的に使われることへの期待が高まっています。

CMCの製造法は、まずCMCに必要なSiC繊維を作ります。
そして繊維をタービン翼やタービンを囲むシュラウドなどの形
状に合わせて3次元に織り込みます。そうして作った織物に、マ
トリクス（母材）を含浸、さらに焼結させて、エンジン部材とし
て完成させます。また、耐久性を高めるために、SiC繊維とマト
リクスが固着しないよう界面にコーティングを行うことも重要
です。こうしたプロセスの一つ一つをそれぞれのメーカーが担
い、技術力を結集することで、初めてCMCができあがります。

すでに米国の航空機エンジンメーカーが、2012年から独自
のCMC製造に向けて動き出しています。ただし、「CMCは1種
類を指すものではない」と香川氏は強調します。「温度範囲、
強度、靭性等の点で、さまざまな特性を持ったCMCが必要で
す。航空機エンジンについても多様な要求特性があり、NEDO

がCMCを研究開発していく意義がここにあります」。
また、軽量かつ高温に耐える特性から、航空機エンジンの

みならず、発電用タービンや工業炉などのエネルギー機器、自
動車の部品等、技術波及が幅広い点も重要なポイントとして
挙げられます。香川氏は技術的課題として「長時間CMCの特
性が保たれるようにすること」を挙げ、効率的な耐久性測定の
方法の確立が必要と言います。「金属は、実用化された現場で
経験等を経て強くなってきた長い歴史がありますが、CMCは
実環境で使用された経験がない状態で、いきなり高温の過酷
な場所での実用化を目指しています。それくらい、これまでに
ない革新的な材料であることが“空のゲームチェンジャー”と
言われるゆえんです。その分、メンテナンス性も含めて、確かな
ものが求められます。これまでの延長線ではない日本独自の
技術として、NEDOプロジェクト
の成果で世界を驚かせたいです
ね」。

CMCの特徴（対Ni基合金）

●
	重量が1/3●
	耐熱温度が20～30％アップ●
	強度が2倍

◀◀◀
	飛行機の燃費向上◀◀◀
	環境負荷低減

3 CMC部材開発
航空機エンジンに

3次元プリフォーム化されたSiC織物の
表面コーティング材を開発するほか、試
作した部材の高温での曝露試験等を実
施。また、高レート・低コスト化を実現
するため、「燃焼器ライナ」をパネル交
換可能な形状で開発。

信頼性の高いCMC開発に向けて
各プロセスの技術向上を追求

エンジン内でも高温なタービン静翼、シュラウ
ド、燃焼器ライナ等、現在、Ni基合金が使われ
ている部材においてCMC部材の採用を目指
す。さらに高性能なCMCが実現すれば、エン
ジンのタービン動翼等での応用の可能性が高
まる。

香川 豊 氏
工学博士
東京工科大学
片柳研究所長／教授
CMCセンター長

東京工科大学「セラミックス複合材
料センター（CMCセンター）」に展示
されたさまざまな材料。繊維織物、
成形された部材など。

1300℃の環境で
100時間経過した
CMCサンプル。

P.10
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のSiC繊維です。「SiC繊維の開発をスタートした当初から、高
温で使える材料としての応用は考えていました。当時は航空機
エンジンなど夢のような話でしたが、こうして世の中の要請が
あり、当社内でも技術力が蓄積されてきたことから、エンジン
に使われる材料への道が開けました」と話すのは、同社でSiC
繊維開発を担当する山岡裕幸氏。

同社の中安哲夫氏は「SiC繊維開発において当社が注力し
てきたのは、強度と生産性の向上です。本プロジェクトで航空
機エンジンという具体的な目標ができたことで、さらに特性の
高いSiC繊維の実現を目指しています」と話します。

プロジェクトでの目標は、引張強度に優れたSiC繊維を実現
すること。プロジェクトでは2016年度までに、引張試験で繊維
の破断面を観察・分析し、欠陥が生じる要因を調べました。ま
た、原料の熱分解、粒成長、焼結等の各過程を分析しました。
2017年度は、引張強度2.0GPa以上、また、表面の粗さが2〜
3ナノメートル程度のSiC繊維を安定的に試作し、そのサンプル
を同プロジェクトの実施者に供給しています。

また、生産性に優れた連続プロセスを実現するため、2018
年度からは、連続高温炉等の試作設備を設計し、実際に試作

軽くて耐熱性が高く、強度と共に靭性も兼ね備える。そのよ
うなCMCを実現するには、まず強化材となる繊維を用意する
必要があります。NEDOプロジェクトでその役割を担うのが、
宇部興産（株）です。SiC（炭化ケイ素）を原料とする繊維を作
れるのは、世界でも宇部興産を含め2社しかありません。同社
は、繊維の強度向上を目指してNEDOプロジェクトでの研究開
発を進めています。

1980年代から同社が開発してきたSiC繊維（チラノ繊維）
の技術をベースに、さらに高性能化したものが本プロジェクト

特集		1空のゲームチェンジャー	CMC（セラミックス基複合材料）

完成したSiC繊維。最初は液体ポリマーだったが、
プロセスを経て高強度繊維に変換された。

SiC繊維開発当初から目標としてきた
航空機分野参入が現実に

CMCの実用化に向けて
次世代航空機エンジン用として本格的な実用化を目指している

NEDOプロジェクトのCMC開発。

製造工程ごとに、どのような技術開発を行っているのか、最先端の取り組みを紹介します。

山岡 裕幸 氏
宇部興産株式会社�
化学カンパニー　
ポリイミド・機能品事業部
無機材料開発部　
無機繊維開発グループ
グループリーダー

片山 隆 
NEDO
材料・ナノテクノロジー部�
主任

中安 哲夫 氏
宇部興産株式会社�
化学カンパニー
ポリイミド・機能品事業部
チラノ繊維グループリーダー

　　［CMC］繊維を作る

世界に誇る
唯一無二のSiC繊維

NEDO
プロジェクト ＞		強度と耐熱温度を向上

＞		安定供給のための生産技術
確立宇部興産株式会社

POINT

直径10ミクロンほどのSiC繊維が
約500本束ねられて1本の繊維と
なっている。

強度と耐熱温度をさらに高め
安定した量産体制を構築する

１
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チラノポリマー 繊維形状化 SiC繊維

重合 紡糸 不融化 焼成

ポリマーをノズルから吐き出し、
多数の小さな穴を通して
繊維形状に成形する工程

・ 単純2次元構造
・ Power＝少

・ 対象3次元構造
＜縦繊維の長さ同じ＞
・ Power＝大

・ 直交3次元構造
＜厚み方向繊維あり＞
・ Power＝大

・ 直交3次元＋異形
＜厚み方向繊維あり＞
・ Power＝フレキシブル

焼いて無機繊維化
する工程

平織 多重織 三次元織 翼形状織
次
世
代
技
術

チラノポリマー 繊維形状化 SiC繊維

重合 紡糸 不融化 焼成

ポリマーをノズルから吐き出し、
多数の小さな穴を通して
繊維形状に成形する工程

・ 単純2次元構造
・ Power＝少

・ 対象3次元構造
＜縦繊維の長さ同じ＞
・ Power＝大

・ 直交3次元構造
＜厚み方向繊維あり＞
・ Power＝大

・ 直交3次元＋異形
＜厚み方向繊維あり＞
・ Power＝フレキシブル

焼いて無機繊維化
する工程

平織 多重織 三次元織 翼形状織
次
世
代
技
術

な脆くて織りにくい繊維に対しても、より難度の高い、厚み方向
にも繊維を構成した「三次元織」や、より複雑な形状の「翼形
状織」によるプリフォームの実現を目指しています。縦方向や横
方向だけでなく、厚み方向にも繊維が構成されることにより、
タービン翼等の複雑な形をしたプリフォームが実現します。

プロジェクトでは2016年度に、プリフォームの製造を前提
としたSiC繊維の特性の
把握や、繊維のダメージ
を低 減するためのコー
ティング方法の検討をし
ました。また、2017年度
には、実際に3次元プリ
フォームを試作し、繊維
体積の割合30%以上を
実現しています。

あります。また、今回のNEDOプロジェクトは、各プロセスの事
業者が情報共有しながら、全体で品質向上ができる良さがあ
ります。最終的には、エンジンメーカーが使わざるをえなくな
るほどの高品質な材料を作り上げたいと考えています」（山岡
氏）。

量産を行う計画です。NEDO材料・ナノテクノロジー部の片山
隆主任は「航空機は安全性と信頼性が最も重要であることか
ら、高い品質が求められます。安定した量産体制を構築するこ
とも、重要な項目の一つだと位置づけています」と話します。

「SiC繊維という材料については確かなアドバンテージが

伝統的な織物の技術をベースに
複雑な成形が可能な3次元織を開発

3次元プリフォームにより、このような複雑
な形状でも製作可能になる。

精密に作られたSiC繊維を織り込んで、タービン翼やシュ
ラウド等のエンジン部材の形状を3次元に作ります。この 
完成前段階の予備成形物を「3次元プリフォーム」といいま
す。NEDOプロジェクトにおいて、脆くて織りにくい高性能 
SiC繊維の3次元プリフォームの開発を担っているのが、シキ
ボウ（株）です。

高温・高圧環境に耐えられるタービンをCMCで作るには、
3次元のプリフォームを作る技術が極めて重要となります。
CMC材料は加工が困難であるため、可能なかぎり事前に繊維
を3次元に成形しておくことが望ましいからです。

シキボウはこれまで、独自の織物製
せいしょく

織技術を培ってきまし
た。さらに同社はNEDOプロジェクトで、高性能SiC繊維のよう

　　［CMC］繊維を織り込む

繊維をタービン翼などの
形状に3次元プリフォーム

NEDO
プロジェクト ＞		織技術により高強度に貢献

＞		加工しやすいネットシェイプ
成形シキボウ株式会社

POINT
2

SiC繊維（チラノ繊維）ができるまで

プリフォーム技術の進歩＜機構＞

写真出典：
IHI�技報　
Vol.53�
No.4�(�2013�)
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をコーティングする必要があります。このコーティングの技術
は、試験装置を備えている同プロジェクトの参画機関である宇
宙航空研究開発機構（JAXA）等と協力しながら、評価試験を
行うなどして改良を進めています。

NOxの排出量を減らし、高効率のエンジンシステムを実現す
ることができます。

また、この燃焼器ライナを交換可能なパネルにすることで、
生産や検査の効率を高めたり、使用時に補修が困難なパネル
のみを交換することにつながるため、製造面と利用面の両方
で利便性が高まります。

最終的にエンジン部材という完成形に仕上げるプロセスで
は、プリフォームにマトリクス（母材）を含浸させます。NEDO
プロジェクトで、この工程を担う１社が（株）IHIです。

IHIは1400℃で使用できる高圧タービンへの適用に向けた
CMC材料・部材の開発を目指しています。そこに適用可能な
CMCのマトリクスは、耐高熱性だけでなく、繊維や界面層と
化学的に安定で、繊維や界面の酸化を防ぐシール性が必要と
なります。そこでIHIは、開発したマトリクスでCMC材料を試作
し、1400℃加圧水蒸気雰囲気における曝露試験に成功しまし
た。右画像では、曝露試験で表面が酸化され白く変色していま
すが、断面を見ると、酸化はごく表層に限られていることがわ
かります。

また、CMCが水蒸気と反応して減肉しないよう、CMC表面

今回のNEDOプロジェクトでは、川崎重工業（株）も航空機
エンジン部材の開発を担当しています。特に、燃料を圧縮空気
とともに燃焼させる「燃焼器ライナ」とよばれるエンジン部材
について、交換可能なパネルにするための技術
の確立を目指しています。

従来の燃焼器ライナには金属のNi基合金
が使われていますが、燃焼用空気のほかに冷
却用空気を多く必要とし、結果的に窒素酸化
物（NOx）を多く排出しています。一方、CMC
で燃焼器ライナを作ると、耐熱性が金属製よ
り200℃高い約1200℃まで向上するため、冷
却用空気の量を減らすことができ、それにより

過酷な環境でも長期間安全に使うため
マトリクスやコーティングを開発

燃料を燃焼させる燃焼器ライナで
金属より高い耐熱性と利便性を発揮

1400℃水蒸気曝露試験前と100時間曝露後。100時間曝露後でも酸化はごく表層に
限られていた。

　　［CMC］部材を作る

CMCの機能を最大限生かした
高圧タービン部材

NEDO
プロジェクト ＞		1400℃使用を想定した	

材料開発

＞		試作材料にて性能を評価株式会社 IHI

POINT
3

耐熱性向上で環境負荷低減
利便性を発揮する燃焼器ライナ

NEDO
プロジェクト ＞		金属製より200℃高い	

耐熱性を実現

＞		交換可能パネルを採用川崎重工業株式会社

POINT

燃焼器の内側にあたるライナは超高温環境にあり、CMCの耐熱性が生かせる。

表面

断面

曝露前

表面

断面

100 時間曝露後
表面の酸化
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その他、NEDOプロジェクトにおける
航空機構造部材の設計、加工、検査に関わる技術開発

航空機の設計を行う際には、空気力学やエンジンの推進
力学、各種材料を使った機体の構造力学等、さまざまな分
野の解析が必要となり、トレードオフの関係にあるそれら
の分野をどう最適化するかが、航空機設計プロセスにおい
て重要になります。そこで、より高性能な航空機設計を目指
し、各種データを用いてシミュレーション技術や解析ツー
ルを開発し、最適な設計技術の確立を目指します。

航空機設計においては、複合最適化（連成問題の最適化）を目指して、各分野の
妥協解が必要。

　設　計 航空機の設計時に、より多角的な性能評価を可能に

航空機の軽量化のため、機体の構造部分に高強度かつ軽
量な先進材料が導入されています。加工の難しい先進材料
でも複雑な形状の高速切削加工が求められる中、部品の加
工段差であるミスマッチや、びびりと呼ばれる工具と被削
物の間で継続的に発生する振動により生じる精度不良の解
消等を目指し、加工時間・エネルギー・環境負荷・コストの
総合的な低減と加工の高能率化を実現し、航空機の効率良
い製造への貢献を目指します。 単なる高速切削ではない、回転工具を使った高回転切削法を実現。小径エンドミ

ルによる低切り込み高送りによる切削を可能に。

　加　工 難削材切削加工技術の高速化で加工効率向上へ

航空機の安全で効率的な運航を行う上で、点検期間の短縮
と点検コストの低減が課題となっています。そのため、より
精度・信頼性を向上させた航空機の構造健全性診断技術を
目標として、光ファイバを用いたSHM（Structural Health 
Monitoring）システムを開発し、認証に必要なデータを取
得して、実用化することを目指します。具体的には、広域分
布歪み計測システム、複合材構造衝撃損傷検知システム、
超音波ラム波による損傷検知システムの３種類を用いた
SHM技術です。

　検　査 構造健全性診断SHMシステムの実用化へ

SHMシステムの一例。

多くの技術が組み合わさってできあがる航空機では、構成する材料がより高性能なものになるのに合わせて、特性を
踏まえた設計、加工、検査が必要になります。常に空の安全を最優先とした上で、NEDOは航空機に最適な材料開発
のみならず、さまざまな課題解決に向けた技術開発も行っています。

【東北大学】

【東京大学】

【RIMCOF技術研究組合】

光ファイバセンサ
ネットワーク

計測システム

Aerodynamics
空気力学

Propulsion
推進力学

Structure
構造力学
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航空機は、大きな存在感を示すエンジンだけではなく

見えないところにも大小さまざまなシステムや機器を搭載しています。

NEDOは、民間航空機産業の今後の大幅な成長を見据え、

日本が持つ技術力を生かし、

軽量・低コストかつ安全な先進システムの開発を進めています。

ことからも分かるように、非常に裾野の広い産業です。装備品
の搭載のためには、小さな部品から機体全体をカバーするシス
テムに至るまで、製造工程や性能等について厳しい認証プロ
セスをクリアする必要があります。さまざまな企業の製品をイ
ンテグレートしてシステムとしての認証を取得し、最終的に納
品する役割は、主に「Tier１」の企業が担っています。

嶋田主査は、「認証プロセスはとても複雑です。『Tier１』
として装備品開発を取りまとめる立場になるためには、製品を
開発する技術力だけでなく、非常に高い開発プロセスのマネジ
メント力が必要となります。こうした認証取得ノウハウの蓄積
も支援することで、本プロジェクトを通じてより多くの日本発
Tier１メーカーを送り出したいと考えています」と話します。

本プロジェクトの開始前には、調査事業を通じて技術的課
題の洗い出しを行いました。有識者へのヒアリング実施後、表
１に示す観点から技術課題の多角的な評価を行い、テーマを
選定しています。中でも実用化・事業化に向けては、「③海外
企業等（完成機OEM、装備品Tier１）が特に関心を示してい
る分野か」「④シーズ技術の実現性、TRL※1から予定時期に開
発完了が可能か」がポイントになると、NEDOロボット・AI部
の齊藤響職員は説明します。

「一般的な技術開発プロジェクトでは、実施中、あるいは完
了した後にユーザーを探すことが多いですが、航空機開発で
は高度なインテグレーション能力や認証プロセスへの対応が
求められるため、かなり早い段階から完成機メーカー等との
連携が必要です。市場開拓は簡単ではない一方で、完成機メー
カー側も新しい技術との出会いを求めています。これらを踏ま

航空機分野においては、胴体や翼等の機体構造およびエン
ジン本体を除いた大小のシステムや機器類は、「装備品」と総
称されています。装備品は、操縦系や機体制御系、油圧系や燃
料系等非常に多岐にわたり、航空機の運航に必要不可欠であ
り、航空機価値構成の約40％を占めています（図1）。

2020年代半ば以降に市場投入が見込まれる次世代航空機
には、さらなる環境適合性・経済性・安全性等が求められてお
り、そこで2015年度から始まったのが、NEDOの「航空機用
先進システム実用化プロジェクト」です。

NEDOロボット・AI部で本プロジェクトのプロジェクトマ
ネージャーを務める嶋田諭主査は、「電動化等の次世代航空
機のトレンドに対応し、社会のニーズに応えた軽量・低コスト
かつ安全性の高い装備品の開発を進め、日本企業の民間航空
機市場開拓を後押しすることが本プロジェクトのミッションで
す」と語ります。

航空機産業における製品供給構造は、大きく３層に分かれ
ています。完成機メーカーに直接納品する装備品メーカー等
は「Tier１（ティアワン）」と呼ばれ、「Tier１」に材料や部
品等を納品する「Tier２」「Tier３」という企業群があります
（図2）。海外ではUnited Technologies（米）、Honeywell
（米）、Safran（仏）といった「Tier１」の企業がM&Aを通じ
て大規模化し、「スーパーTier１」と呼ばれています。

航空機産業は、一機当たりの部品点数が数百万点にのぼる

航空機の電動化等のトレンドに対応し
環境適合性、経済性を備えた装備品を開発

空の安全と効率を高める
航空機用先進システム

航空機産業の特徴を踏まえ
市場開拓を後押し

ユーザーとの早期連携により
実用化・事業化へ
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え、実用化・事業化につなげることを常に意識して、プロジェク
トマネジメントを行っています」（齊藤職員）

嶋田主査は「装備品は機体への搭載後もメンテナンスや修
理といったMRO※２ビジネスで継続的に収益を上げることが可
能です。そのためには、整備性や運航上のメリット・デメリット
等、世界中のエアラインやメーカーのニーズを踏まえることが
必要となります。また、世界中の産学官のプレーヤーとともに
開発を進めることで、技術力の大きな成長が見込まれます。ぜ
ひ、本プロジェクトの成果で多くの日本企業が市場を開拓し、
世界のプレーヤーのパートナーとなって活躍してほしいと思い
ます」と、プロジェクトの出口を見据えています。

嶋田 諭
NEDOロボット・AI部
主査／プロジェクトマネージャー

齊藤 響
NEDOロボット・AI部
職員

① （a）信頼性・安全性、経済性、快適性の向上が期待できるか 

（b）省エネ、CO2削減、環境適合性の向上が期待できるか

②海外企業と比較して技術的優位性を有しているか

③海外企業等（完成機OEM、装備品Tier1）が特に関心を示している分野か

④シーズ技術の実現性、TRL※1から予定時期に開発完了が可能か

⑤波及効果（航空機関連技術および他産業応用）

⑥他産業からの技術利用（スピンオン）が可能か

研究開発課題の選定基準（表1）

航空機産業の製品供給の流れ（イメージ）（図2）航空機の価値構成（図1）

世界のプレーヤーの
パートナーへ

材料メーカー

部品メーカー

材料メーカー

加工メーカー

エンジンモジュールの
メーカー

Tier 3

Tier 2

Tier 1

材料メーカー

加工メーカー

部品メーカー

エンジンモジュールの
メーカー

エンジンメーカー
（プライムメーカー）

胴体 19%

内装品 5%
エンジン 24%

電気系 14% 装備品：約40%

機体

エンジン

航法 12%

飛行制御 4%

降着装置 4%
その他 3%

翼 15%

部品メーカー

組立メーカー 加工メーカー
部品メーカー

部品メーカー
材料メーカー

治工具メーカー

Tier 3

Tier 2

Tier 1

完成機メーカーエアライン

装備品メーカー

治工具メーカー

加工メーカー

材料メーカー

加工メーカー

治工具メーカー

加工メーカー

加工メーカー

治工具メーカー

機体メーカー

材料メーカー

材料メーカー

納入
材料メーカー

部品メーカー

材料メーカー

加工メーカー

エンジンモジュールの
メーカー

Tier 3

Tier 2

Tier 1

材料メーカー

加工メーカー

部品メーカー

エンジンモジュールの
メーカー

エンジンメーカー
（プライムメーカー）

胴体 19%

内装品 5%
エンジン 24%

電気系 14% 装備品：約40%

機体

エンジン

航法 12%

飛行制御 4%

降着装置 4%
その他 3%

翼 15%

部品メーカー

組立メーカー 加工メーカー
部品メーカー

部品メーカー
材料メーカー

治工具メーカー

Tier 3

Tier 2

Tier 1

完成機メーカーエアライン

装備品メーカー

治工具メーカー

加工メーカー

材料メーカー

加工メーカー

治工具メーカー

加工メーカー

加工メーカー

治工具メーカー

機体メーカー

材料メーカー

材料メーカー

納入

出典：Frost�&�Sullivan調査（2008）より作成

※1: TRL＝�Technology�Readiness�Level（技術成熟度）
※2: MRO＝�Maintenance,�Repair�and�Overhaul（整備・修理・オーバーホール）

出典：�「航空機産業における部品供給構造と参入環境の実態」（日本政策金融公庫�総合研究所�2011）
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特集		2空の安全と効率を高める	航空機用先進システム

NEDOプロジェクトで行う

次世代航空機装備品開発
NEDOは、2020年代半ば以降に市場投入が見込まれる次世代航空機の導入に向けて

軽量・低コストかつ安全性の高い装備品の開発を行っています。

日本の装備品メーカーが持つ技術力を生かし

市場規模拡大と、より確かな空の安全を目指します。

航空交通管制の見直しに伴い、機上での相互位置関係の認識や
航路の意思決定が必要となることが予想されています。そこで、
コックピットディスプレイに求められる安全性や耐環境性を満た
す、大画面・シームレスディスプレイモジュールとタッチパネル機
能の開発を進めています。

安全性・耐環境性・市場競争力を兼ね備えた
先進的なコックピットディスプレイ

次世代コックピットディスプレイ

研究開発項目3

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 
コックピットディスプレイのイメージ

航空機事故の主な要因はヒューマンエラーであり、これらは搭載
機器の異常に起因する場合が多いと言われています。そのため、
ヒューマンエラーをなくすため、異常時でも自動で安全に飛行す
るシステムが求められています。そこで、航空機用画像処理によ
る、GPS/ILS※4異常時の自動着陸システム、舵面故障時の飛行
維持システムを開発し、安全性のさらなる向上を目指します。

画像処理技術を用い、機器の異常時でも
自動で安全に飛行、着陸できるシステム

次世代自動飛行システム

研究開発項目 6

※4：�Instrument�Landing�
System（計器着陸装置）

※1：�Air�Data�Computer�
（外気情報処理機）�

※2：�Actuator�Control�Computer�
（アクチュエータ制御装置）

※3：�Electro�Opticalトランシーバ�
（光トランシーバ）

自動飛行システムのイメージ

従来、操縦システムは飛行安全を保証するためシステムの多重化
を採用しており、高額かつ重量の増加を引き起こしています。ま
た、システムが同一であるがゆえの脆弱性も指摘されています。
そこでピトー管、ADC※1、ACC※2、EOトランシーバ※3、電動アク
チュエータ用モータコントローラから構成される操縦バックアッ
プシステムを、安価かつ軽量な独立したシステムとして開発する
ことを目指します。

新コンセプトの操縦システム開発による
安全性・信頼性の向上

次世代飛行制御／操縦システム

研究開発項目5

操縦バックアップシステムのイメージ

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 

自己位置推定による
自動着陸制御

画像処理による
滑走路自動検知

耐故障飛行制御
による飛行維持

画像処理による
舵面故障検知

ⓒ�JAXA

ⓒ�THALES�iCockpit
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次世代航空機で求められる省エネルギー性と
環境負荷低減に貢献する電動化技術

次世代降着システム

研究開発項目 2

燃費の改善に貢献する、高効率かつ
軽量コンパクトな排熱システム

次世代エンジン熱制御システム

研究開発項目 1

航空機の電動化に伴い機器の発熱が増大し、高効率な空調・冷却システムに対する需要が高まる
ことが予想されます。そこで、冷媒の蒸発・凝縮による潜熱を利用した電子機器冷却用の「二相流体
熱輸送システム」と、モーターの回転数を可変制御でき、空気の循環等に用いる「スマート軸流ファ
ン」を開発しています。

航空機の電動化に伴って増大する
電子機器の発熱に対応

次世代空調システム

研究開発項目 4

冷却負荷の増大に対応するため、高効率で軽量、かつコンパクト
なエンジン熱制御システムと、その構成要素として、エンジン潤
滑油を冷却する熱交換器「ASACOC※5」と「HFCOC※6」の２種
類、また「OFCV※7」というエンジン潤滑油の流量を調整するバ
ルブ、それぞれ10％の軽量化に取り組んでいます。

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 

※5：�Advanced�Surface�Air�
Cooled�Oil�Cooler

※6：�Hybrid�Fuel�Cooled�
Oil�Cooler

※7：Oil�Flow�Control�Valve
熱制御システムのイメージ

二相流体熱輸送システムのイメージ 軸流ファンのイメージ

次世代航空機で予想される電力需要の増大に対応できる、エン
ジン内蔵型電動機を中核としたシステムを開発。従来品を大幅
に上回る耐熱性を備えた電動機や、燃料システムや空調システム
も考慮した効率の良い排熱システムの実現を目指します。

高効率な発電方式の採用により
次世代航空機の電力需要増大に対応

次世代エンジン電動化システム

研究開発項目 7

サーマル、電力マネジメントシステムのイメージ

エンジン内蔵型電動機

サーマルマネジメント

Oil�Pump

Oil
tank

Engine
system

ASACOC

OFCV

HFCOC

ⓒ�IHI

電力マネジメント

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 

凝縮器蒸発器

冷却対象部品
（発熱源）

機体構造
（ヒートシンク）

(a)蒸発器

熱源
(d)蒸気管

ヒートシンク

無電力で冷媒を循環して熱を輸送する

(e)凝縮器

冷媒の流れ
冷媒（気相）
冷媒（液相）

熱の流れ
冷媒の流れ
冷媒（気相）
冷媒（液相）

脚揚降システムのイメージ タキシングシステムのイメージ

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 

ADC/
ACC EO

モータコントローラ
配管

ピトー管

光ファイバー

© IHI

電力マネジメント

サーマルマネジメント
© IHI

エンジン内蔵型電動機

【適用アイデア例】

©THALES iCockpit 

広作動範囲・
高効率翼車

永久磁石モータ
（アウターロータ・

モータ）

制御部
・集積回路
・ソフトウェア

回転数
指令

電源
・直流
・交流

(b)ウィック
（毛管力を
発生）

(c)グルーブ

(f)液管

ⓒ�IHI

次世代の民間航空機で求められる電動化の技術動向に対応し
た、電気油圧式アクチュエータを用いた「脚揚降システム」と、エ
ンジン推力を使用せずに機体を地上走行させる「電動タキシン
グシステム」を開発。脚揚降に要する集中油圧源の排除による重
量軽減や、地上走行時の燃料消費削減を目指します。



よくわかる！
ニュースリリース
　

News Release
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専門用語や技術用語、難しい技術等が
出てくるニュースリリースを、
もっと簡単にポイントだけ絞って
お届けするコーナー。
NEDOの最先端技術の成果や取り組みを
分かりやすく解説します。

  

解  

説

用語解説

有人航空機と無人航空機のニア
ミス事案の実例
「航空機と無人航空機、無人航空機
同士の衝突回避策等について（国土
交通省航空局、2016年11月8日）」
のp.16参照。http://www.mlit.go.jp/
common/001153086.pdf

福島ロボットテストフィールド
無人航空機、災害対応ロボット、水
中探査ロボットといった陸・海・空
のフィールドロボットを主対象に、実
際の使用環境を再現しながら、研究
開発、実証試験、性能評価、操縦訓
練を行うことができる研究開発拠
点。福島県南相馬市および浪江町で
2018年度から順次開所予定。

有人ヘリコプターからのダウン
ウォッシュ（吹き下ろし）
ヘリコプターの飛行中に、ヘリコプター
の下方に発生する下向きの気流。

福島ロボットテストフィールドを活
用したロボット・ドローンの実証等
に関する協力協定
NEDOと福島県の連携を強化し、福
島ロボットテストフィールドを積極的に
活用することでロボット・ドローンの実
用化を加速させ、福島イノベーション・
コースト構想の推進とロボット・ドロー
ン産業の活性化を図るべく、2017年
11月22日に締結された協定。

福島浜通りロボット実証区域
ロボット・ドローンに関連した事業に
取り組む企業、大学、研究機関等に
向けて、福島県が仲介し、県内の橋
梁、ダム、河川、山野等を実証試験や
操縦訓練の場として提供する制度。

News Release
Japan’s First Safety Test for Manned Helicopter and 
Unmanned Aerial Vehicle Operating in the Same Flight 
Area Conducted in Fukushima
– Aims to set performance evaluation standard for UAV 
collision avoidance –

ロボット・ＡＩ部の
「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の
実現プロジェクト」に関する
2017年12月15日付ニュースリリースをピックアップ！

日本初、同一空域で有人ヘリコプターと無人航空機の
安全性能試験を福島県で実施
―無人航空機の衝突回避に関する性能評価基準の策定に向けて―

〈概要〉

　現在、国内におけるドローンなどの無人航空機の運用件数は増加傾向にあり、また、ド

クターヘリ等の低高度での有人機飛行も年々増加しています。これに伴い、有人航空機と

無人航空機のニアミス事案の実例が国内で報告されており、有人航空機と無人航空機の

衝突回避の性能評価基準は喫緊の課題となっています。

　このような背景のもと、NEDOは「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の

実現プロジェクト」において、ドローンなどの無人航空機の目視外飛行および第三者上空

飛行を見据えた衝突回避に関する安全性能の評価基準の開発に取り組んでいます。

　今般、NEDOと株式会社ＳＵＢＡＲＵ、株式会社エンルート、株式会社プロドローンは、

福島県と南相馬市の協力のもと、日本初となる同一空域における有人ヘリコプターと無人

航空機の安全性能試験を実施しました。本試験は、12月11日から順次実施しているもの

で、具体的には、福島県南相馬市の復興工業団地内福島ロボットテストフィールド整備予

定地において、有人ヘリコプターと無人航空機の相互の視認性確認を実施しました。本試

験において、衝突回避に関する安全性能評価基準策定に必要となる各種データを取得す

ることができました。

　今後、12月下旬にかけてさらに試験を重ねるとともに、有人ヘリコプターからのダウン

ウォッシュ（吹き下ろし）影響確認試験なども実施し、これら試験で得られた知見をもと

に、無人航空機の回避性能の開発を進め、無人航空機の衝突回避に関する性能評価基準

の策定に貢献します。

　なお、今回の試験は、2017年11月22日にNEDOと福島県が締結した「福島ロボットテ

ストフィールドを活用したロボット・ドローンの実証等に関する協力協定」の取り組みの一

環として、福島浜通りロボット実証区域を活用して実施されたものです。

2017年12月15日　ニュースリリース
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100887.html
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			日本初！有人ヘリコプターと無人航空機を使い、	
同一空域での安全性試験を実施

		有人航空機と無人航空機の衝突回避に向け、	
必要な各種データを取得

注目技術

ドローン等の無人航空機の運用は増加の一途をたどって
います。今後、物流やインフラ点検、災害調査、農業や警備・
レスキューといったさまざまな用途で活用が見込まれる中、
有人航空機と無人航空機の衝突回避のための技術やルー
ル策定は、重大な事故が起こってからでは遅く、喫緊の課題
となっています。

今回、衝突回避の技術開発や性能評価のために実施した
のは、「安全離隔距離を明確にする相互
の視認性確認試験」です。この試験では、
それぞれの距離や機体の色、背後の景色
等の条件によって、ドローンに設置したカ
メラとヘリコプターの操縦者それぞれから
どのようにお互いが視認できるかの確認

を行いました。また視認性確認試験以外にも、ドローンの回
避機動能力に関する試験や、有人ヘリコプターからのダウン
ウォッシュ影響確認試験等も通じて、さまざまなデータを収
集しました。

今後さらに試験を重ね、無人航空機の回避性能の開発
や、衝突回避に関する性能評価基準の策定に必要なデータ
と知見を積み重ねていきます。

ドローンが飛び交う未来に向けた

無人航空機の衝突回避
物流やインフラ点検、災害調査等に活用が期待される無人航空機の社会実装を後押しするため、
安全性能評価基準を開発しています。

◆ 解  説

一度にたくさんのドローンが飛ぶ時代に備えて

◆ 今 後 の 展 望

複数のドローンの運航を、より安心・安全で効率的に
無人航空機の衝突回避には、機体情報や飛行計画等を

集約・管理する「運航管理機能」の整備も重要です。この機
能を確立することで、地図情報や気象情報、電波情報等の
さまざまな情報提供も踏まえて、同一地域での複数の事業

者の安全な運航をサポートできます。NEDOは今後も福島
県と連携しながら、福島ロボットテストフィールドを活用し、
ドローンが安全に、より社会に役立つ活用ができる社会を
目指します。

		無人航空機の回避性能の開発を進め、衝突回避に	
関する安全性能の評価基準策定に貢献

		福島県との協力協定の取り組みの一環として	
実施

�視認性確認試験のイメージ

無人航空機の衝突回避技術の開発（ルール支援+システム技術）

有人ヘリコプター

有人ヘリコプター

ダウンウォッシュ

鉛直面図

水平面図

無人航空機

無人航空機

トータルステーション

視程計有人航空機

無人航空機

離隔距離
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	実用化
ドキュメント
Vol.7
低摩擦損失高効率駆動機器のための
材料表面制御技術の開発

自動車の省燃費化を実現する
新型無段変速機を開発

「低摩擦損失高効率駆動機器のための材料表面制御技術
の開発」とは

　2002 年に国がまとめた「地球温暖化対策推進大綱」を踏ま

え、NEDO は駆動系統のある機械での省エネルギー化、小型・

軽量化を推進。自動車用ベルト CVT（無段変速機）、水圧機器、

発電機用タービン軸受の 3 分野を対象に、摺
しゅうどう

動部の摩擦を低減

する材料表面制御技術の開発を行いました。

NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの
手に届く最終製品のなかで生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した
開発秘話とその後を追った、「実用化ドキュメント」の過去の記事を
要約して掲載していきます。

プロジェ
クトの

	その後
を追う！

プレイバッ
ク

ヒストリ
ー

CVTの仕組み。エンジン側とタイヤ
側に配された二つのプーリの間に通し
たベルトの径が大きくなったり小さく
なったりすることで、連続的な変速が
行われる。一つのプーリは円錐状の２
枚のディスクを組み合わせてあり、そ
の幅が変わるとベルト径も変わる。
（画像提供：ジヤトコ（株）） 　

　自動車のエンジン動力をタイヤに伝える変速機（ト
ランスミッション）は、「マニュアルトランスミッション

（MT）」から、運転操作の手軽な「有段オートマチッ
クトランスミッション（AT）」、さらに、歯車（ギヤ）
を用いない「無段変速機（Continuously Variable 
Transmission：CVT）」の採用も進んでいます。
　従来型の「有段 AT」が大小の歯車を使ってローギ
ヤからトップギヤへと多段階に変速するのに対して、
連続的な変速が可能な CVT は、円錐状の２枚のディ
スクを組み合わせたプーリ（滑車）の間に金属ベルト
を通し、プーリ径を変化させることで連続的な変速を
可能にしています。こうした仕組みで、変速時にエン
ジン回転数が高くなってしまう有段 ATと違い、CVT
は常に最適なエンジン回転数でタイヤを駆動できま

す。そのため、優れた燃費性能と加速性能の両立が
可能になります。
　しかし、課題もありました。CVT は駆動時、ベル
トとプーリの間の摩擦係数が高いほどタイヤを駆動す
る力であるトルクを増大させることができ、加速性能
が良くなります。また、摩擦係数が高くなると、逆にプー
リに対する押付力は低減され、摩擦損失（フリクショ
ンロス）が低減し、結果として伝達効率向上につなが
ります。一方で、プーリディスク表面の摩耗は低減さ
せる必要があり、摩擦係数を高くしつつ、摩耗を低減
するという、一見相反する課題の解決が必要とされて
いました。

　そこで、CVT分野で世界トップシェアを誇るジヤト
コは、2002 年度に開始した NEDO の「低摩擦損失
高効率駆動機器のための材料表面制御技術の開発」
プロジェクトで、CVTの高摩擦を目標としました。ベ
ルトとプーリ間の摩擦係数を 20％向上してベルトと
CVTの伝達効率を改善すれば、自動車の燃費を 2％
向上させることが可能になり、それにより年間 20 万ト
ンの CO2 排出量削減効果が期待できます。
　そもそも、摩耗を低減して駆動性能向上を目指す
場合、摩擦係数を下げようとするのが一般的であり、
CVTのように摩擦係数を高めようとすることは稀です。

「摩擦係数を上げつつ摩耗させない」という
難題への挑戦

　自動車のCO2 削減や省資源化には、各種駆動機
器のエネルギー伝達効率、摩擦損失の改善は欠かせ
ません。そこで、自動車のエンジン動力をタイヤに伝
える変速機の専門メーカーであるジヤトコ株式会社
は、2002年度からNEDO事業に参画。出光興産
株式会社、株式会社神戸製鋼所、東京工業大学、岩
手大学との共同研究で、性能向上の鍵となる「摩擦」
の現象解明とそれを基にしたシミュレーション技術で、
摩擦係数を20％向上したCVT開発を実現しました。

CO2 排出量削減を目指し
CVTの摩擦制御を推進

プーリ
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　本記事は、過去に取材を行った「実用化ドキュメント」に
最新情報を加えて、コンパクトに紹介しています。基となるス
トーリーには、さらに多くの開発エピソードが紹介されてい
ますので、ぜひウェブサイトをご覧ください。

�「実用化ドキュメント」では、プロジェクトに携わった企業
等の開発者にインタビューを行い、ウェブサイトで紹介。これ
までに93件の記事を公開しています。

実用化ドキュメント

「Jatco�CVT8」に採用された新技術。

微細な溝加工が完了すると右画像の
ようなプーリ表面となる。中原理論に
基づき摩擦係数を高めることが可能な
プーリ表面性状を導き出した。

う加工プロセスを改良しました。最終的には、全工程
完了後に表面粗さを測定する全数検査装置も開発。
指先で表面をなぞるように表面粗さを測定する接触
式の装置で、わずか1分以内で検査は終了します。

　2007 年度に NEDO プロジェクトが終了した直後、
時を同じくして、ジヤトコで新製品開発に向けたプロ
ジェクトが発足しました。当時、従来型の CVT が世
に出て 10 年経ち、フルモデルチェンジした次世代
CVTの開発が必要になったからです。
　次世代 CVT は、全体で最大 10％の燃費向上を
実現するという高い数値目標が課せられ、そのうち
の数％を、NEDO プロジェクトで開発した鏡面加工
技術と次世代 CVT 油が担うことになりました。ほ
かにも、変速比率の拡大やオイルポンプの小型化、
CVT 制御そのものの改良等、ジヤトコの持つさまざ
まな技術が結集し、次世代 CVT モデルの「Jatco 
CVT8」が誕生しました。
　NEDO プロジェクトによる成果は、2008 年度日
本トライボロジー学会技術賞等、数々の賞を受賞。
理論と工法共にトライボロジー分野における新たなパ
ラダイムであるとして、高く評価されました。
　さらなる高効率化とコストダウンを図っていきたい
と、ユニット技術部兼開発部門の鈴木義友さんは語り
ます。「従来型 ATより優れた環境性能、走行性能を
示している CVT ですが、まだまだ進化の余地はあり
ます。現在 CVTの伝達効率は、ようやく従来の遊星
歯車タイプの自動変速機並みに達したと言われていま
すが、それにしても100％には達成していない。こ
の伝達効率を部分を限りなく100％に近づけていき
たい。また、さらなるコストダウンが実現すれば、今
回の技術を取り入れた CVT を小型車で採用すること
もできます。そのためのチャレンジを続けています」

（2013 年 3 月取材）。
　ジヤトコでは、2011年に「Jatco CVT8」を発表。
2012 年 7月に発売された 2.0 〜 3.5ℓクラスの自動
車に順次搭載され、日産セレナ、パスファインダー、
三菱 RVR 等に向け、日本、北米、中国を中心とした
グローバルにすでに 930 万台以上（2017 年 12 月末
現在）を生産しています。

プロジェクト開始当初は、摩擦係数 20％という高い
目標達成の目処が立たずに苦しみましたが、トライボ
ロジー（摩擦・摩耗・潤滑）の専門家である東京工
業大学機械物理工学専攻の中原綱光教授（当時）が、
摩擦係数を向上しつつ摩耗を最小限に抑える新しい
摩擦モデル「中原理論」を構築。この中原理論に基
づき、摩擦係数向上を実現する複数の重要なパラメー
タを特定でき、それを基に、プーリ表面を鏡のように
平らに磨き上げる鏡面加工を行うことで、目標とする
摩擦係数向上を実現しました。
　産学連携の共同研究により、プーリ表面の鏡面加
工に成功したことと併せて、高い摩擦係数と低粘度化
を両立した CVT 油の開発が、今回の開発のブレーク
スルーとなったのです。

　摩擦係数 20％向上の達成目途が立ったことを受
け、プロジェクト 4 年目からはジヤトコの生産チーム
も参画。可能な限りコストを抑えて鏡面加工ができる
よう、既存の生産技術を用いた新たな生産技術の開
発に取り組みました。特殊な工作機械を用いた加工
も可能ですが、それでは将来の量産化は不可能です。
　そこで、中原理論におけるパラメータの中から、量
産化でも制御しやすいパラメータを抽出。そのパラ
メータに基づき、既存の生産ライン内で製造できるよ

量産化に向け
新たな制御パラメータを確立

新製品「Jatco	CVT8」開発へと
つながったNEDOプロジェクトの成果

従来のCVTに比べて10％の費向上
を実現した新型「Jatco�CVT8」の
カットモデル。



出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/EF_100079.html

出展内容のご案内、アクセス等の詳細情報はこちらから

http://www.nedo.go.jp/events/EV_100045.html

Information NEDOが実施・出展するイベントのご案内

 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　
「Focus NEDO」編集担当宛て
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等を
お知らせするメール配信サービス（無料）を行っています。ぜひご登録ください。
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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昨年度出展した「nano tech 2017」の様子。

正浸透膜システムによる水透過実験デモの様子。
（正浸透膜法を用いた革新的省エネ型水処理技術の開発）

水循環のスマート化と水ビジネスの次代を切り拓く

InterAqua 2018
2018年2月14日（水）～16日（金）
東京ビッグサイト 東１ホール 1B-17

超スマート社会の実現に貢献するナノテクノロジー

nano tech 2018
2018年2月14日（水）～16日（金） 
東京ビッグサイト 東4ホール 4B-04

2018年

2
月

19～21日
　バリアフリー2018
25～27日
　OPIE’18

4
月

3
月

5～9日
　India Smart Grid 
Week 2018
（ISGW2018）

6
月

20～22日
　第13回
再生可能エネルギー
世界展示会

10
月

10～11日
　ICEF
17～21日
　World Robot 
Summit 2018

5
月

7
月

8
月

9
月

1～2日
　川崎国際環境技術展2018
2日
　NEDO『TSC Foresight』セミナー
 （第3回）
2日
　NEDO Technology 
Commercialization 
Program（TCP）最終発表会

2日
　バイオマスエネルギーの
地域自立システム化実証事業
ワークショップ in 岡山
7日
　「次世代材料評価基盤技術開発／
有機薄膜太陽電池材料の
評価基盤技術開発」成果報告会

9日
　平成29年度
NEDOベンチャービジネス
マッチング会（東京）
13日
　NEDO-CDTI合同ワークショップ
14～16日
　nano tech 2018
14～16日
　InterAqua 2018 
22日
　平成29年度
NEDOベンチャービジネス
マッチング会（大阪）

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus 
NEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関する
さまざまな事業や技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。

　NEDOは2018年2月14日（水）から16日（金）に、東京ビッグサ
イトで開催される「nano tech 2018」に出展します。展示ブース
では、セルロースナノファイバー、カーボンナノチューブ等の高
機能性素材、プリンテッドエレクトロニクス材料、革新的な構造
材料等、最先端技術の展示を行います。
　また、2月16日（金）には、東5ホールのメインシアターで「シミ
ュレーションを活用した材料設計の最先端 －超先端材料超高
速開発基盤技術PJの挑戦－」をテーマに講演を行います。
NEDOは、材料・ナノテクノロジー関連分野における川上・川下
産業や異分野・異業種間のビジネスマッチングを図り、ニーズ
に対応した高機能材料の実用化を促進します。ご来場、お待ち
しています。

　NEDOは2018年2月14日（水）から16日（金）に、東京ビッグサ
イトで開催される「InterAqua 2018」に出展します。展示ブース
では、NEDOが進める排水処理・海水淡水化技術に関する国際
実証や、正浸透膜法を用いた海水淡水化技術等の先端技術開
発や、IoT技術の活用により上水道の運営システムの効率化を
目指す事業について、最新のプロジェクト実施状況や成果につ
いての展示をとおし、水循環分野におけるNEDOの取り組みを
紹介します。特に正浸透膜法については、実験デモンストレー
ションを行います。ご来場、お待ちしています。

本誌をお読みいただいた
感想をお聞かせください。
いただいた感想は、今後
の広報誌等制作の参考と
させていただきます。

昨年度出展した「InterAqua 2017」の様子。
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