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１．事業の概要 

概   要 

実施期間 

実  施  者 

平成２１年度～平成２５年度 （５年間） 

プロジェクト 

リーダー 
（独）産業技術総合研究所 北英紀（研究グループ長） 

予算総額 ８．２億円（委託 ＋ 補助（補助率：１/２）の併用） 
（平成２１年度：２．７億円 平成２２億年度：２．４億円 平成２３年度：３．１億円） 

製造装置やシステムに必要な、大型複雑形状セラミック部材の製造

技術を確立する。高機能中空小型ユニットの一体化技術（ステレオ

ファブリック）を基軸に、要素技術となる①ニアネット成形･接合技術

の開発、及び②ユニットの高機能化技術の開発を行う。更に①②で

得られた成果を活用して、③革新的省エネセラミック部材の開発を

実施する。 

 

●委託事業：①ニアネット成形･接合技術開発、 ②ユニットの高機能化技術開発  

ステレオファブリック技術研究組合（ＮＧＫアドレック、京セラ、ＴＯＴＯ、三井金属鉱業、 

美濃窯業、JFCC、産総研）+横浜国大、東工大 

●補助事業：③革新的省エネセラミックスの部材化技術開発 

 ・三井金属鉱業 ： ③－a 高耐性部材開発 

 ・ＮＧＫアドレック ： ③－ｂ 高温断熱部材開発 

 ・TOTO      ： ③－ｃ－１高比剛性部材開発 

 ・美濃窯業    ： ③－c－２高比剛性部材開発 

 



対象とするセラミックス部材の高効率大型化技術開発が、産業界の広い意味での省エネ化に資すると

の本事業の目的は明確であり、省エネルギー技術戦略2011に則った本事業の政策的な位置づけは

妥当である。 
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２．事業の目的・政策的位置付け 

省エネルギー技術

戦略2011において、

産業部門の重要技術、

「エクセルギー損失

最小化技術」、及び

「省エネプロダクト加

速化技術-セラミック

製造技術）が該当 

 出所：省エネルギー技術戦略2011 
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２．事業の目的・政策的位置付け 

 出所：省エネルギー技術戦略2011 
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３．目標、成果、目標の達成度 

 

個別要素
技術 

 

目標 

目標の達成度を 

測定する指標 

及び目標値 

 

成  果 

 

達成度 

研究開発
項目①  

 

ニアネット
成形・接
合技術の
開発 

 

接合部材設計技術を開発し、
同設計に指定された精度、
形状を得るための成形方法、
及び焼成条件を確立する。 

 

焼結収縮挙動を三次元的に把握、
収縮挙動を石膏型の設計に反映、
得られた焼成体を三次元的に測
定し、作製したセラミック中空ユ
ニットは平均値で誤差1.5%以下。
鋳込み製法における焼結収縮挙
動の把握・反映技術を確立した。 

 

 

達成 

部分加熱や固体反応利用
などの接合機構を明らかに
するとともに、断面積が
12mm2の試料を用いて接
合強度200MPa以上の接合
部材を開発する。 

 

1)SN:接合温度1600℃において、
接合体曲げ強度677MPaの最大
値を示した。  

2)B4C：加工傷を卑金属の超浸
透現象と反応で治癒し、母材と同
等の接合強度(250MPa)を実現。 

3)SiC系複合材：含有する遊離Si

を 利用して接合する技術を検討
し、412MPaの強度を得た。 

達成 

それぞれの実施テーマ（高温断熱、高比剛性等部材）について、すでにプロトタイプが作製されており、実用化に向
けた取り組みが着実に進んでおり、中間評価時点で、基盤研究としては十分な成果を上げたといえる。 

数値目標は、全ての項目で達成しており、中には、かなり凌駕しているものもある。 

全体として、目標の達成度は高く、接合強度の幾つかは、世界最高と言ってもよく、接合体の組合せによって、従
来、想像もできなかったセラミックス構造体が得られており、実用化に向けて大きく進展しつつある。 

B4C 

B4C 

B4C 

卑金属の加工傷内への超浸透と反応を
利用した強接合 
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３．目標、成果、目標の達成度 

 

個別要素
技術 

 

目標 

目標の達成度を 

測定する指標 

及び目標値 

 

成  果 

 

達成度 

研究開発
項目② 

 

 ユニット
の高機能
化技術研
究開発項
目 

 

Al合金溶湯に対する濡れの
機構を解明する。 

 

Si3N4結合SiCセラミックスにおい
て、Si3N4の方がSiCよりも優先
的に反応する機構を熱力学的に
解明し、SINSICを適用する際の
課題を明らかにした。 

 

 

達成 

Al合金溶湯中に100時間浸
漬した後に実質的に反応が
認められない素材を開発す
る。 

 

多層コーティングにより、Al合金
溶湯中に100時間浸漬後もコー
ティング最表面と合金が容易に
剥離し、実質的に反応が認めら
れないことを確認した。 

達成 

900℃にて、鋼板相当の鉄
と転がり摺動させたときに、
鉄に含まれていた成分と実
質的に反応しない素材を開
発する。 

YAG／β－SiAlON複合体の作
製に成功した。これと高張力鋼板
を900℃で接触させながら焼成し
た結果、両者に反応相の生成は
認められなかった。 

達成 

700℃以上の温度域の反射
率が80%以上の素材を開
発する。 

複合酸化物をベースとする複合
材は、異相界面における輻射熱
エネルギーの反射により、700℃
の輻射熱エネルギーが最大とな
る波長3μmにおいて全反射率が
80%であることを確認した。 

 

達成 
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３．目標、成果、目標の達成度 

 

個別要素
技術 

 

目標 

目標の達成度を 

測定する指標 

及び目標値 

 

成  果 

 

達成度 

研究開発
項目③  
補助事業 

 

 

 革新的
省エネセ
ラミックス
の部材化
技術開発 

 

 

  

ａ）高耐性部材：900℃の環
境下に曝した後において、
接合面に剥離、クラックが
生じない長さ250mm以上、
直径50mm程度の管状接
合部材を試作する。 

250mmL x φ58mmの窒化ケイ素管での
接合試作を実施し、接合面に剥離及びｸ
ﾗｯｸは生じないと共に900℃のｻｲｸﾙﾃｽﾄ
でも十分接合強度を有する事を確認した。 

 

 

達成 

ｂ）高温断熱部材：700℃以
上のアルミ溶湯を内部に入
れた状態で湯漏れがなく、
同等の搬送容積をもつ従来
部材に比べて、断熱性が2

倍、空状態とした部材単体
の重量は1/2以下である、
直径が250mm程度の槽状
部材を試作する。 

φ250 mm相当の円筒容器を試作し、ア
ルミ溶湯の漏れがないことを確認した。
また、φ250mm の球体容器を試作し、熱
流束、重量とも従来容器の1/2以下であ
ることを確認した。更にスケールアップし、
φ600mm相当の円筒容器を試作し、基
本性能の確認と課題抽出を行った。  

達成 

ｃ）高比剛性部材：長さ（奥
行き）が200mmで、従来相
当の部材に比べて、撓み量
が70%以下である盤状部材
を試作する。 

 

 

高比剛性で鋳込み成形可能な反応焼結
SiC-B4C素材を開発し、200mmの盤状
接合体を試作した。開発素材の鋳込み
成形性の改良により400mmの大型リブ
構造部材のニアネット成形体を試作した。
さらに、接合部材の応力変形シミュレー
ション解析より撓み量は61％となり、
70％以下を達成できることを確認した。 

達成 

最小表面積・球体構造化等 により 

60％の軽量化と断熱性向上に成功 

30mm 

局所加熱により、3000mm 

のSN長尺管の開発に成功 

50mm 

ユニット 

１/４スケールモ
デル(φ250） 



8 ４．事業化、波及効果 

 

  

 

 

セラミックスの接合による大型構造体の作製にほぼ目途が立ったことは、事業化を見通
す上で大変期待が持てる。接合強度も十分であり、世界最高レベルのセラミックス構造体
が作製されている。 

個々の補助事業において、具体的な事業化のイメージが提示されており、日本のセラ
ミックス技術が世界最高レベルであることを伺わせる。 

地熱 

工場廃熱 

太陽熱 

半導体露光装置
ステージ アルミ溶湯

搬送容器 

搬送ロール、   
LiB正極材製造管 

各種製造装置・システムに使用される生産部材
用大型セラミック部材（大きさは数メートル） 

未利用エネルギーの電力変換シ
ステム用大型セラミック部材 

事業化 波及効果 

•高度な熱輸送システム 

•需要と供給のミスマッチ 

•メンテナンス性 

•効率、コンパクト化 

•耐熱酸水性大型配管 •高温仕様レシーバー 

•高温蓄熱槽 

【抱える課題の解決】 

基軸コンセプト（ステレオファブリック） 

http://www.geocities.jp/morikonamia/yun_257.jpg


年度 2012 2013 2014 2015 2016 ・・・ 2020 2030 2050 

予算額        
（百万円） 

85 85 

アクションプラ
ン 

CO2削減効果   
（ｔ-CO2/年） 

521,000 857,000  

費用対効果        
（円･ｔ-CO2） 

1,704 1,036 

改良 

高度化 
サイズ効果 

要素の融合 
製品設計 

、準備 
生産、販売 

要素技術開発 

試作システムの設計・製作 

実証実験・システム評価 

普及･拡大 

（改良） 

プロジェクトのアウトカム 

  

本事業では補助事業によって、各担当企業が事業化を決断できる出口目標のプロト

タイプを開発し、事業終了後に自社で事業化計画を進めることが“事業化見通し”とい

えるため、担当企業各社は事業化見通しを立てるために、十分な中間目標を達成した

と評価できる。 

各種製造システムにおける効率向上 

＜CO2削減効果予測＞ 

●２０３０年：８５．７万トン、●２０２０年：５２．１万トン 

9 
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集中研方式の委託事業と各企業による補助事業をスタートさせ、省エネ技術を対象とした技術開発は具体的であ
り、出口イメージを明確化したセラミックス部材の開発に目標を設定する研究開発体制が効果を上げた。 

研究開発実施者の実施体制・運営について、進捗管理票を用いたり、技術推進委員会で定期的に集中討議や推

進会議を開催するなど、産学官が効率的に研究開発を遂行するのに適したフレキシブルな運営体制を実践しており

事業の進捗管理マネジメント面で優れていると評価できる。 

５．研究開発マネジメント・体制等 

T O T O 

②高温断熱部材 ③ 高 比 剛 性 部 材 ①高耐性部材 

NGKｱﾄ ﾞﾚｯｸ 

経 済 産 業 省 

委 員 会 

ＰＬ 産総研 北英紀 
委託  補助  

各企業出向 (美濃窯業、三井金属、
NGKｱﾄﾞﾚｯｸ、京セラ、TOTO）   

＋産総研、JFCC 

共通基盤 

ステレオファブリック技術研究組合 

J F C C 横国大＊ 

東 工 大 

実部材化 

再委託 

三井金属鉱業 美濃窯業＊ 

*H23年度体制の変更点 

１）新規補助事業の立ち上げ 

：美濃窯業（B4C接合成果の実用化加速のため） 

２）再委託元見直し（H21,22は組合からの再委託）：横浜国
大（YAG複合材の実用化加速のため） 

再委託 
ユーザーメーカーとの情報交換、サンプル打合せ等 （随時） 

実部材化 実部材化 
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６．評価 

座長 

委員 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会
委員 

  

後藤 孝  東北大学金属材料研究所複合機能材料学研究部門   

        教授 

目 義雄  （独）物質材料機構 先端的共通技術部門 

        先端材料プロセスユニット ユニット長 

 

茂垣 康弘  (株)IHI技術開発本部プロジェクトセンター 部長 

 

北條 純一  九州大学大学院工学研究院応用化学部門 教授 

 

丸山 正明  科学技術ジャーナリスト 

 

山口 明良  岡山セラミックス技術振興財団研究所 所長 

革新的省エネセラミックス製造技術開発中間評価検討会 
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６－２．総合評価（コメント） 

画期的とも言える接合技術が実用化しつつあることは、日本の産業の復活・再生に
とって大変好ましいことであり、日本の製造業の競争力強化を図ると同時に、国内のセ
ラミックス部品の製造企業にグローバル化に対応した事業のあり方を提示した点で、成
果を上げている。 

セラミックスの構造用部材への応用を妨げているのは、大型構造部材の製造の困難
さが一因であり、高度な接合技術はそれを可能にする最短の方法である。 

国の支援により、セラミックス接合技術を中心としたプロジェクトが行われることは意
義が大きく、もし、この時機を逃すと、日本全体でのセラミックス研究者の数、レベルの
低下により、このような高度な技術革新は不可能だったと思われる。 

本事業は開発製品がかなり絞られており、さらに今後の種々の部材開発に波及でき
る可能性があり、セラミックスを活用した様々な省エネ部材開発へと展開し、早期の製
品化を大いに期待したい。 

一方、補助事業は、実用化を目指したものであり、実用化のための問題点の抽出、
大型化の問題点、さらに、ロードマップをより明確にし、市場動向を見据え、コスト計算、
省エネ効果などを定量化し、費用対効果のある研究開発が必要である。 

事業化を意識した効果的な特許の出願を、国内に留まらず積極的に進めていって欲
しい。 

また、中空ユニットの組み合わせによる球状容器の構成は興味ある開発であるが、
繰返し使用される場合や局所的な損傷が生じた場合など、修復（ユニットの取替など）
が容易にできる方法も合わせて開発しておく必要性があると考えられる。        

 



13 

日本が1980年代から築き上げてきたセラミックス利用技術の研究が発展途上国などで活発に
なっている国際的状況下において、このような画期的とも言える接合技術が実用化しつつあるこ
とは、日本の産業の復活・再生にとって大変好ましいことであり、日本の製造業の競争力強化を
図ると同時に、国内のセラミックス部品の製造企業にグローバル化に対応した事業のあり方を提
示した点で、成果を上げている。 

セラミックスの構造用部材への応用を妨げているのは、大型構造部材の製造の困難さが一因
であり、高度な接合技術はそれを可能にする最短の方法である。 

本事業は開発製品がかなり絞られており、さらに今後の種々の部材開発に波及できる可能性
があり、セラミックスを活用した様々な省エネ部材開発へと展開し、早期の製品化を大いに期待
したい。 

６－３．評点結果 

 

 

【評価項目の判定基準】 
３点：事業は優れており、
より積極的に推進すべき
である。 
２点：事業は良好であり、
継続すべきである。 
１点：事業は継続して良
いが、大幅に 見直す必
要がある。 
 ０点：事業を中止すること
が望ましい。 
 

2.33 2.33 2.33 2.17 2.33
2.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
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（各項目：３点満点）
平 均 点

標準偏差



14 ７．提言及び提言に対する対処方針 

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 

 
 セラミックスは、基本的に脆性材料であり、実用化のた

めには破壊の確率的論的な解析による信頼性の確保が
重要である。本プロジェクトでの成果は中間段階で接合の
可能性を実証しているが、今後はより詳細に信頼性を向
上するための接合体の破壊論による寿命予測、非破壊検
査技術の向上まで含めた研究に発展させる必要がある。 

早期の実用化にリソースをかける意義がある一方、セラ
ミックスの大型化に伴う基盤技術開発の深化にも未だ多く
のリソースが必要である。 

本事業の研究実績をできるだけ公表することにより、研
究分野として拡大することができれば、セラミックス産業の
さらなる発展が期待される。 

補助事業を担当した企業は、早めにショートサクセスとし
ての製品化を実現し、企業内での事業化に向けた態勢固
めを強く図ると同時に、ショートサクセスとして製品化した
セラミックス部材を早くユーザー企業に提出することで、産
業間エネルギーネットワークを拡充する態勢固めを進め、
日本の製造業の競争力強化につなげて行くことが望まれ
る。 

公的な研究機関である産総研は、本事業の基盤研究成
果を基に、セラミックス利用分野でのオープンイノベーショ
ン体制のハブとして、日本の製造業の技術力向上を支援
してほしい。 

より効果的な波及効果が生み出されるよう特定の形状
のみならず、用途や使い易さを考慮して、部材の組み合
わせなどにより容器の形状も部分的に変えることが可能
であったり、より耐食性と断熱性を同時に備えた部材など
の開発も望まれる。 

信頼性確保のためには、①非破壊検査技術、②確率論に

基づく解析、③破壊論、に④プロセス技術を加えた４つの項

目につき、個々の要素の深耕だけでなく、それらを一体的に

とらえ研究を進める。 

大型セラミックスは製造装置・システム用に加えて、地球規

模で未利用エネルギー(太陽熱、地熱、あるいは産業廃熱)

を有効に活用するためのツールとしてその重要性が増すと予

測しており、これらの基盤技術としての大型化プロセスに継

続して取り組む所存である。 

ご指摘のとおり、特許出願や研究発表について、一層、実

績公表を進め、或いはナノテク展や国際セラミックス総合展

などの展示会で成果物を展示するなど、今後も広く本研究分

野が拡大するよう努めてまいりたい。 

基盤技術としての大型化プロセスに継続して取り組む所存

である。特に、マイクロ波やアーク、自己発熱を利用した省エ

ネ型接合技術、並びに超大型部材化のための連続接合技術

、そして上記に掲げた信頼性向上（非破壊検査等含む）、等

が今後の課題と考えている。 

形状については、今回「限界」を示す意味で球体を選択した

が、使い勝手や使用用途によっては他の形状が有利な場合

や交換性が必要な場合も想定される。それらを設計し、ユニ

ットの成形や接合技術へと発展することは可能と考える。 


