
（1）アルミ合金
11）はじめに

航空機、鉄道車両、自動車など各種輸送機器の軽

量化は、省エネルギー、CO2削減に極めて有効であ

る。このため、新合金開発、新プロセス開発の両面

から、アルミ合金の研究開発が盛んに行われており、

その適用領域も拡大しつつある。

アルミ合金は板、箔、形材、管、棒、線、鍛造品

などの展伸材と、鋳物、ダイカストなどの鋳造材と

に大別される。展伸材はさらに、純アルミニウム

（1000系）、Al-Mn系（3000系）、Al-Si系（4000系）、

Al-Mg系（5000系）、Al-Cu-Mg系（2000系）、Al-Mg-

Si系（6000系）、Al-Zn-Mg系（7000系）に分けられる。

鋳造材は、Al-Si系、Al-Mg系、Al-Cu-Si系、Al-Cu-

Mg-Si系、Al-Mg-Si系に分類される。

これらの中で、合金開発に関しては、輸送機器、

特に航空機機体用として最も重要な2000系、7000系

展伸材の研究が活発に行われている。一方、プロセ

ス開発の観点からは、レーザー溶接を用いた6000系

合金の航空機機体への適用研究が注目される。また

新しい接合方法として、英国で開発された摩擦撹拌

接合法 FSW（Friction Stir Welding法）の適用が飛

躍的に拡大しつつある。これらの研究動向について

述べる。

22）研究動向
図１は、航空機用展伸材の強度向上の歴史を示し

たものである。1)2000系から7000系へと強度が向上し

てきたが、機体の軽量化のため、よりいっそうの高

強度材料が求められている。これらの合金開発は米

国のアルミ合金メーカーを中心に行われている。

7000系の強度向上は応力腐食割れ性とのトレードオ

フとなるため、Znなど応力腐食割れ性向上に有効な

元素の増量が併せて必要である。

同様に破壊靭性とのバランスに優れた合金開発が

進められている。図２に示すように、破壊靭性に優

れた2000系合金と、耐力に優れた7000系合金の両方

の特性を兼ね備えた新合金開発が求められている。2)

開発の方法として、7000系をベースに強度を犠牲に

しつつ靭性を向上させる方法と、2000系をベースに

溶質増加などによる強化の方法が検討されている。

NIMSでは過去10年間にわたり展伸アルミニウム合

金の強度化に最も重要である時効析出現象の基礎を

原子レベルで研究してきた。3)とくに自動車用ボディ

ーパネル合金として注目されている6000系合金実用

化で最も重要な問題となっている室温時効による高

温時効の遅れ効果のメカニズムを３次元アトムプロ

ーブや陽電子消滅法などの原子レベル解析手法を用
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図１　航空機用アルミ合金開発の歴史と目標

図２　高力Al合金の材料特性改善の方向性

http://www.nims.go.jp/MEL/index.html
http://www.nims.go.jp/emc/


いて解明してきた。4)この結果は6000系合金の熱処理

設計に重要な指針を与えている。また航空機用材料

として実用化されつつある2000系材料のうちAl-Cu-

Mg-Ag合金におけるMg-Ag添加のメカニズムの解明、
5) さらに溶接性に優れた航空宇宙材料である

Weldalite合金の原子クラスター形成と時効析出の解

明などで、6)時効硬化現象の解明に大きな貢献を果た

し、世界各国で合金設計の指針として使われている。

また、NIMSでは、2000系および7000系の合金の

組成と強度特性の関係を統計的に解析し、例えば溶

体化と時効処理を行った条件（T6）では、合金組成

と強度特性（耐力、引張り強度、伸び）の関係を

2000系と7000系合金を統合して一つの式で表せるこ

とを示した。7)今後、合金組成の最適化に有効な手段

となるものと期待される。

強度と靭性を同時に向上させる方法としては、結

晶粒微細化が有効であり、急冷凝固や、温間域での

強加工による微細化プロセスの研究がスーパーメタ

ルプロジェクト等で盛んに行われた。8)この研究は現

在ナノメタルプロジェクトに引き継がれ、新たに析

出制御などの観点から強度と延性を両立するための

研究が進められている。9)

プロセスの観点からは、2006年就航予定の超大型

機エアバス380の機体材料として、従来の鋲どめ加

工による2000系あるいは7000系の使用に代えて、レ

ーザー溶接工法による6000系合金の使用により、工

程の短縮が可能となり注目されている。10)

また、英国ケンブリッジ郊外にある溶接研究所

（The Welding Institute）で開発された摩擦撹拌接合法

FSW（Friction Stir Welding法）11)の適用が飛躍的に拡

大しつつある。従来のMIG法などの溶融法に比べて、

接合欠陥を生じにくいという利点があり、車両などへ

の適用が拡大していくものと考えられる。今後、航空

機分野にも適用される可能性があるが、いずれにして

も材料強度面で十分な信頼性評価研究が必要である。

33）今後の展望
軽量高比強度材料としてのアルミ合金、特に航空

機など先進輸送機器への適用動向は、競合材料とし

てのCFRPなどの複合材料とのコストパフォーマン

スの優劣によって左右される面がある。例えば、開

発中の次期中型民間機ボーイング787では、機体へ

の複合材料使用量を重量比50％（ボーイング777で

は25％）に目標設定している。アルミ合金が競争に

打ち勝って先進輸送機器への需要を伸ばしていくに

は、材料特性、プロセス性での技術革新はもちろん、

リサイクルの点でのアルミ合金の優位性をさらに活

かすことが重要と考えられる。

引用文献

（２）マグネシウム合金
11）はじめに

マグネシウムは最軽量の構造用金属材料であるこ

とから、軽量化が求められている携帯用電子機器の

ボディ材料などを中心に適用されてきている。また、

最近の省エネルギー・省資源や排気ガス等の環境負

荷を低減するという社会的要請から、自動車などの

移動構造物への適用が盛んに検討されはじめ、車輌

の部品として採用される機会が増えてきている。マ

グネシウムの生産量は年々増加する傾向にあり、

2003年では約38万トンに達しており、10年前と比較

して約80%の伸び率を示している。総生産量の内、

約４割が構造材料として用いられているが、その比

率も年々増加の傾向にある。本節では、論文データ

ベース（SCI Expanded）の検索結果に基づき、マグ

ネシウムに関する最近の研究動向についてまとめた。
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22）研究動向
マグネシウムに関する論文発表件数の推移を世界

全体および主要国毎にまとめた結果を図１に示す。

国別に伸び率に差異はあるが、全体的に論文件数

は増加の傾向にあり、2000年以降の増加率が顕著で

ある。日本の報文数は一番多く、2003年に顕著な増

加を示したが、これは、文部科学省の科研費・特定

領域研究「高性能マグネシウムの新展開」の最終年

度であったことが要因であると考えられる。最近の

動勢として、中国の論文件数が飛躍的に伸びており、

2004年にはトップとなった。これは、国家主導でマ

グネシウム地金生産に留まらず、研究開発にも精力

的に取り組んでいることによるものと推察される。

研究対象としている材料は、図２に示すようにダ

イカストなどを含めた、いわゆる鋳造合金が多い傾向

にある。2002年以降は、圧延、押出しや強ひずみ加工

を含めた、いわゆる展伸合金の割合が急増しており、

実成型に寄与する鋳造材料研究のみならず、将来の大

型部材に対応する材料開発研究に注力され始めている

傾向にある。研究要素としては、展伸材研究の増加に

伴う、結晶粒微細化に関するものが多い傾向にあり、

合金設計では、耐熱性や高強度化に寄与する希土類元

素の添加を取り扱ったものの伸び率が高い。また、

「ナノ」を意識した研究論文の割合も同様の高い伸び

率を示しており、希土類元素添加によるナノ組織に着

目した研究が最近の傾向であると考えられる。

研究対象となる材料特性については、図３に示す

ように、腐食・防食に関するものが最も多く、ついで、

クリープの研究が多い。また、成形性や延性に関する

論文のみならず、破壊、接合、疲労に関するものも増

加する傾向にあり、展伸材に関する研究開発の増大に

連動して、構造物の大型化や安全性向上に寄与する材

料研究が増加しているものと推察される。

33）今後の展望
研究論文数の推移から、マグネシウムに関する研究

開発は、今後も世界的に増大して行くことが予測される。

その背景には、軽量化が推進されている自動車用大型部

材などへの適用範囲拡大が期待されることが挙げられ

る。昨年夏にBMWがマグネシウム合金製６気筒エンジ

ンブロックを発表したことからも、高温強度・耐クリー

プ性に優れた新合金開発がこれからも増加するものと考

えられる。また、2002年頃から盛んに研究されてきてい

る双ロールキャスティングのように、量産化による展伸

材の低コスト化に寄与する素材開発も今後の増加が期待

される。さらに、合金設計では希土類元素を用いた新合

金開発が増加していることから、今後は分散状態を最適

化するためのナノ組織解析やナノ組織制御に関する研究

開発も増加することが推察される。
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図１　過去10年間における発表論文件数の推移 図２　取扱う材料種と材料組織に関する論文件数の推移

図３　論文で取り扱われている材料特性の推移



（３）チタン合金
11）国内外のチタン産業、情報発信の動向

日本でのチタン材の出荷量は、ここ20年順調に増

加してきた。2003年の出荷量は13,838トンであった。

2009年には30,000トンの出荷を予測している。なお

2003年の全世界の出荷量は60,601トンであった。日

本の出荷量は全世界の中で約24％を占めている。一

方、米国の出荷量は23,600トン（2003年）と日本の

倍である。また最近は中国の伸びが顕著である。

2003年の７月にドイツで開催されたチタン国際会議

では、日本から77件の発表がなされ、主催国ドイツ

（89件）に次ぐ多さであった。なお、３位は米国（62件）、

４位は中国（51件）、以下英国（44件）、フランス（34

件）、ロシア（18件）、韓国（17件）の順であった。

22）チタン研究開発動向
バブル崩壊後の約10年間は、チタンの低コスト化

についての検討が多方面からなされた。即ち、各製

造工程の効率化、粉末冶金法による部材の製造、Al、

Feなどの低廉元素のみからなる合金の開発などであ

る。またバブル崩壊後は航空機分野以外での用途拡

大を模索した時期でもあった。すなわち建材、スポ

ーツ用品、日用品、装飾品などの分野で新規需要の

開拓が積極的に試みられた。これらの分野では主と

して工業用純チタンが用いられている。

2000年頃からは、チタン合金の需要が爆発的に増

加することを予期させるような新しい動きが出てき

た。具体的には、① 日本でも航空機開発の計画が複

数存在する（新型航空機ほどチタン合金の使用量は

増加の傾向）。② 普通乗用車にチタン部品を搭載す

る試み（トヨタ、ＶＷなど）。③ 高齢化社会の到来

を反映して人工骨などの生体硬組織代替材料や医

療・福祉機器へのチタンの適用などの動きである。

このような状況を鑑みて、日本鉄鋼協会チタンフ

ォーラム（座長：NIMS・萩原益夫）では精練・溶解、

加工技術、物性データベース、構造用合金、機能用合

金、用途開発などの各分野を対象に、現在行われてい

る注目すべき研究、今後に為すべき、あるいは今後の

進展が期待される研究開発課題について抽出を試み

た。合金開発に限るとそれらの課題は次の通りである。

・合金開発分野（構造用途）

１）航空機用高強度、高塑性変形能チタン合金

２）次世代航空機エンジン用途の高強度高靭性耐

熱チタン合金

３）生体用途、自動車スプリング用途の高強度低

弾性率チタン合金

４）福祉機器、自動車コネクティングロッド用途

の低コスト組成のチタン合金

・合金開発分野（機能用途）

１）プラント用途の高温用形状記憶チタン合金

２）生体用途の形状記憶チタン合金

上記の新しい構造及び機能用途分野での要求特性

を満足する合金は、加工性能に優れた体心立方相

（bcc相あるいはB2相）を主体とした体心立方系合金

である。体心立方系合金は、従来、室温用高強度合

金として多くの研究がなされてきたが、今後の研究

活動では、別な組成群の体心立方系合金に焦点を当

てた研究が活発化されると期待されている。

33）NIMSの研究
チタン合金は、上述のように今後は、次世代航空

機のエンジン部材の分野で、また生体硬組織代替材

料などの生体関連分野で大きな需要が見込めると期

待されている。このような新しい用途分野での要求

特性を既存のチタン合金で対応することは困難であ

り、従って、新たな合金開発が必要である。

そこでNIMSでは、航空機エンジン及び生体関連に

ターゲットを絞り、これらの二つの用途分野に適合

した新しいタイプの体心立方系高強度チタン合金の

開発を進めている。即ち航空機エンジン用途のチタ

ン合金に関しては、｛Ti2AlNb (O相) +B2 (bcc相)｝合

金及びこれらの複合材料に着目し、600℃以上の温度

域で優れた高温特性を示す軽量耐熱チタン合金の開

発を推進している。また生体用途のチタン合金に関

しては、ナノ構造を持つ体心立方系Ti-(Ta,Nb)-Cu-Ni-

Si合金を対象に、人体に有害なNiをFe、Coあるいは

Crで置換するなどの組成制御を行い、高強度、低弾

性率チタン合金の開発を進めている。

44）NIMS外の注目研究　
豊田中研では、従来のチタン合金よりも格段に優

れた機械的特性（高塑性変形能、低ヤング率、高強

度、超弾性）を示す体心立方系のTi3（Ta+Nb+V）

+（Zr、Hf、O）合金を開発しており（ゴムメタル

と命名）、多分野での用途展開が期待されている。

また豊橋技術科学大学の新家らは、生体用の低弾性
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率高強度チタン合金の開発を精力的に進めており、

Ti-29Nb-13Ta-4.6Zrなる組成の合金を提案した。関西

大の池田らは、福祉機器用途の低コスト型組成の合

金開発を推進している。この他にも大学を中心に体

心立方系の形状記憶・超弾性合金に関する研究が広

範囲に行われている。

引用文献

（４）ポーラス合金
11）はじめに

ポーラス材料は多孔質材料とも呼ばれ、材料中に

無数の空孔を有する材料である。この材料はバイオテ

クノロジー、燃料電池、触媒、ガス吸着など様々な分

野な分野において用いられている。ポーラス材料の研

究の範囲は広く、無機・有機・物理化学や材料科学、

物性物理にまで及ぶが本稿では軽量材料およびこれに

他の機能を付加するという観点から報告する。

22）研究動向
ポーラスマテリアルには大別して金属系の材料、

無機（セラミックス）系材料、有機系材料、金属錯体

材料、木質系材料および炭素系の材料等に分けられる。

機能別に分類するとバイオマテリアル、燃料電池の電

極、触媒や触媒の担体、ガス吸着剤やこれを利用した

センサー、太陽電池用材料、エネルギー貯蔵材料、軽

量の構造材料等、様々な分野が考えられる。また構造

から分類すると、小さな空洞を含んだ固体をポーラス

材料と呼ぶのに対し、高い空孔率を有し空隙を積極的

に利用する材料をセル構造材料という。この構造材料

はセルの大きさがそろい規則的に配列しているため、

近年盛んに研究されるようになりつつある。1) , 2)

セル構造材料は空隙を有する材料であるため見か

けの密度が小さく軽量な構造材料を作製することが

できる。軽量なセル構造材料としてはセル壁を持た

ないオープンセル構造と一つ一つのセルがセル壁で

囲まれ閉じているクローズドセル構造材料がある。

オープンセル構造はウレタンマット等の衝撃吸収性

を有する材料や、空隙の大きさがそろっているため、

フィルター等に用いられるセラミックスなどがあ

る。クローズドセル構造材料は発泡金属、中空粒子

を焼結した金属材料や蜂の巣の形をしたハニカム構

造材料が上げられ、これらを作製する方法としては、

凝固時に発泡ガスを発生させる、中空粒子を焼結す

る、幾何学的に折り曲げた板を規則的に接着する等

の手法で行う。これらのクローズドセル構造材料は

軽量と衝撃を吸収する能力に優れているため、乗用

車等の衝撃を吸収する構造材料として用いる研究が

進められている。

33）今後の動向
輸送用機器の衝突安全性が課題となっている現

在、構造材料としては高強度、軽量でかつ衝撃吸収

性や制振性に優れる構造材料としてのセル構造材料

の開発が望まれる。また、多数の機能を持つ構造材

料の開発も望まれており、この課題を解決する手段

の一つとして、セルの中にセル壁とは異なる物質を

入れることによって新たな機能を生み出す手法やセ

ル構造を用いたハイブリッド材料なども今後進展す

べき材料と考える。

44）まとめ
ポーラス材料について、特に構造材料として有効

と考えれらるクローズドセル構造金属材料について

述べた。今までのところ、軽量でかつ衝撃吸収性や

制振性に優れる構造材料を目指した研究が主流であ

るが、多くの機能を持つ構造材料も、新たな種類の

材料として期待される。

引用文献

（５）金属間化合物
11）国内外の研究の動向

構造用金属間化合物は1950年以降、数回の研究段

階のピークを経て、本格的な開発段階に進んだのは

1980年代以降である。現在も研究開発が進められて

いるのは、TiAl、Ni3Al、FeAlなどアルミナイド系、
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Cellular solids, Pergamon Press, 1988.

Handbook of Cellular Materials, Hans-Peter
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2002. 他

1)

2)

L. J. Gibson, M. F. Ashby, Cellular solids,

Pergamon Press（1988）.

Handbook of Cellular Materials, Hans-Peter
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Nb3Si、Mo5Si3などシリサイド系で、航空機、自動車

のエンジン、発電タービン、宇宙往還機等への応用

を目指している。この変遷は1984年から２年毎に開

かれ、2004年で11回目を数えるMRS秋期大会の発表

で把握できる。

なかでも軽量耐熱性に優れたTiAlは、1990年代、

日、米、欧が競って大型プロジェクトを展開し、合

金組成、組織、特性、製造技術の研究開発が進んだ。

日本で独自の精密鋳造技術が開発された結果、1999

年、世界に先駆けて市販自動車エンジンのターボチ

ャージャーに実用化された。現在では量産レベルに

達しており、欧州車も追随しようとしている。現在、

さらなる耐熱性の向上、ディーゼルエンジン対応の

耐久性向上などが課題となっている。また、自動車

エンジンバルブ、航空機エンジン低圧タービン動翼

の試作、性能実証試験も無難に終えているが、信頼

性向上、コスト低減が課題となっている。展伸材は、

鋳造材に比べて製造技術、コストとも障壁が高く、

斬新な組成・組織制御、加工技術の開発が課題と考

えられている。Ni3Al、FeAlも組成、組織制御、製

造プロセスの研究が進み、米国において前者は熱処

理炉ヒーティングエレメント固定具、高温ダイス、

バルブ、後者はヒーティングエレメントなどに、少

量ではあるが実用化されている。他の材料はNi基超

耐熱合金を凌ぐ耐熱特性が明らかにされ、基礎研究

が続けられており、今後の進展が期待されている。

金属間化合物は規則構造に由来する特異な物性を

示すため、熱電材料、触媒・電極材料、磁性材料、

形状記憶材料、超伝導材料として研究され、実用化

されているものも多い。最近では燃料電池の触媒・

電極材料としてNi系、Pt系金属間化合物が注目を集

め、研究が進められている。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
Ni3Alについては、世界で初めて冷間圧延箔の製造、

ハニカム構造体作製技術を確立するとともに、Ni3Al

箔がメタノールを分解し、水素を生成する反応を促進

させる触媒作用があることを見出した。触媒・構造容

器一体化が可能な材料として、特性の解明、燃料電池

の改質器、排ガス浄化器への研究開発を進めている。

33）今後の動向
金属間化合物は20世紀末に実用構造材料の仲間入り

をした。今後、用途拡大、実用金属間化合物の種類拡

張の方向に向かうと思われる。そのためにはコスト低

減が不可欠であり、延性・靭性の向上、製造技術の改

善と多様化などの技術開発が必要となっている。

近年、材料は構造材料と機能材料の分類が困難に

なるほど両方の特性が要求される傾向にある。金属

間化合物はこのような多様な要求に対応できる材料

として期待されている。

ニーズ発の研究開発が進められる一方、数千種以上

と言われる金属間化合物は未知、未利用の特性、機能を

持つ材料群である。これらを利用するためには、シーズ

探索の基礎、基盤研究が必要であり、続けられるだろう。

（６）高融点合金
11）国内外の研究の動向

現在、ガスタービンや飛行機のジェットエンジン、

ロケットエンジンなど最も厳しい条件で使用されて

いる耐熱材料といえば、Ni基超合金である。ガスタ

ービンなどの熱効率を上げるため、Ni基超合金の耐

熱温度1,150℃を越える耐熱材料の開発が期待されて

いる。現在注目されているのは、融点が2,000℃近傍

かそれ以上である、高融点金属Nb、MoやIr、Ru、

Rh、Ptなどの白金族金属である。Ni基超合金を越え

る材料に対する関心は強く、アメリカのMRSでは

2003年にUltrahigh-Temperature Materials for Jet

Engineという特集を組み、1)Pt-Al合金、MoやNbのシリ

サイド（Si化合物）などが紹介された。アメリカのも

う一つの材料学会であるTMSでは、2004年３月に

Beyond Ni-Based Superalloysというテーマでシンポジ

ウムを開催し、さらに2004年の学会誌で特集を組ん

でいる。2) ここではPt-Al合金の他に、Ir3Nb、RuAl、

IrAlなどの白金族金属基金属間化合物を利用した白金

族金属基合金の可能性についても紹介されている。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
NIMSでは白金族金属について研究が盛んである。

白金族金属のうち特に高融点であるIrを1950℃近傍

で使用するために合金開発が行われている。これら

の合金は、衛星の姿勢制御用スラスタなど、航空宇

宙関係の非常に条件の厳しい場所で使用される事が

期待される。また白金族金属をベースにしたPtTi,

IrTiなどの金属間化合物が1,000℃以上の高温で形状

記憶合金として使用できる可能性があることを見出
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した。従来の形状記憶合金NiTiが室温近傍でしか使

用できないため、ガスタービンや高温センサー、ア

クチュエイターなどに使用可能な、新しい高温形状

記憶合金として期待できる。

33）今後の動向
超高温の構造材料については、特殊な用途である

かもしれないが、需要があるにもかかわらず、系統的

な研究が少ないため適切な材料を供給できないでい

る。使用に当たっては、強度だけでなく、耐酸化性、

耐腐食性、製造性など様々な条件をクリアしなければ

ならず、材料開発にも最先端の技術が要求される。応

用目的をはっきりさせ、それに向けて研究を進めるこ

とにより、宇宙航空分野などでの利用が期待される。

引用文献

（７）形状記憶合金
11）国内外の研究の動向

1963年に米国で見出されたTiNi形状記憶合金は、

1980年代に日本で確立された量産化技術と新素材ブ

ームによって、コーヒーメーカーのバルブから女性

用下着に至るまでの多くのヒット商品を生み出し

た。さらに1990年代に入るとIT技術や高度医療技術

の波に乗り、携帯電話のアンテナや生体材料へと用

途を拡大した。この間、研究者数と企業の数で圧倒

的な優位を誇る日本は、基礎と応用の両面において

世界をリードしてきたといえる（図１参照）。形状

記憶合金の研究は国内の材料系の学会では重要なセ

ッションを占め、国際学会においても日本は中心的

役割を担っている。一方、米国では医療への応用開

発が活発である。この分野の市場は心筋梗塞の治療

などに使うステントだけでも30億ドル市場とも言わ

れ、中国などでも研究者が増えつつある。

形状記憶合金の分野では、新しいニーズに対応し

て合金の用途を拡げる努力が絶えず続けられており、

医療用材料、スマート材料、安全材料、ＭＥＭＳ用

材料、高温形状記憶合金などへの新しい応用を狙っ

た研究が活発に行われている。用途の拡大に伴い、

TiNi合金に代わる新しい形状記憶合金の開発も始ま

っており、生体に優しいNiフリー形状記憶合金、異

種材料の機能を融合した複合材料、半導体プロセス

によって作る形状記憶合金薄膜、安価で大量に作れ

る鉄基形状記憶合金、タービンで利用できる高温形

状記憶合金、磁場により高速で応答可能な強磁性形

状記憶合金などの開発が精力的に進められている。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
NIMSでは、マイクロアクチュエータとして使う

形状記憶合金薄膜と大型部材に使う鉄基形状記憶合

金において重要な研究成果を発表してきた。

形状記憶合金薄膜は力の大きいMEMS用アクチュ

エータとして期待されている。誌上発表の件数は、

NIMSで研究が始まった1990年頃には、年間２件程度

の発表であったが、1995年頃から増え始め、最近で

は50件近い発表が行われており、発表件数はさらに

増えつつある。カリフォルニア大学、カールスルー

エ研究所、TiNi Alloy社などを中心にマイクロデバイ

スへの応用が進みつつあるが、材料開発については、

特性データの豊富な蓄積と独自な評価方法を有して

いるNIMSと筑波大学が中心になって進めている。

一方、1982年に日本で見出されたFe-Mn-Si基合金

は安価な材料として大型配管の締結部材などへの実

用が始まりつつある。NIMSでは、最近、トレーニ

ング処理を必要としないNbC添加Fe-Mn-Si基合金の

開発に成功し、内外の研究機関・企業と共同で鉄骨

の締結材やコンクリート強化繊維への応用化研究を

推進している。また、当該合金の振動吸収性能に注

目した制振材料としての用途も検討中である。
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図１　マルテンサイト変態に関する国際会議（ICOMAT '02）
の国別参加者内訳（フィンランドが多いのは開催国のた
め）と形状記憶合金の応用に関する国際会議（SMST
'01）の材料別発表件数

1)

2)

J-C. Zhao, J. H. Westbrock, Mater. Res. Soc.

Bull., 9, 622（2003）.

D. A. Alven, JOM, 9, 27（2004）.



33）今後の動向
形状記憶合金は、他の材料に比べると比較的新しい

材料であり、TiNi合金の実用化の成功を端緒にして形状

記憶合金の用途拡大に向けた新しい材料開発が始まっ

ている。ナノテクや生体材料、あるいは安全材料など

の社会的ニーズの高い新しい産業の発展と連携しなが

ら、材料や加工法の開発が進んでおり、センサ、アク

チュエータ、制振性、超弾性などの多機能を有するイ

ンテリジェントな材料として今後の応用拡大が期待で

きる。
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