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１．調査概要 
1.1 調査目的 

我が国のものづくり産業は、戦後我が国の基幹産業として良質の国内雇用を創出し、資

源の乏しい我が国において、輸出産業として外貨を稼ぐことで、国の存立基盤を下支えて

きた。そこでは、徹底したカイゼンやすり合わせ活動を通じて、顧客ニーズに即した高品

質なものを追及するという我が国現場レベルの実直かつ勤勉な労働力の存在が大きく貢献

した。先進国と呼ばれる多くの諸外国において、製造業の力が低下し、産業の空洞化が進

行する中で、同様のリスクに晒されながら、今なお、我が国のものづくり産業は GDP の 2
割弱を占め、重要な基幹産業として国内雇用を支えている。 

しかしながら、デジタル化、IoT の進展、ビッグデータや AI（人工知能）の登場・普及

に伴ういわゆる第四次産業革命の到来により、我が国のものづくり産業は大きな転換点に

直面している。「モノ」の生産という意味での競争力の源がデジタル化によって相対化し、

「モノ」自体に伴う競争、すなわち、品質、価格、納期といった 次元での競争ではなく、

「モノ」を通じて市場にいかなる付加価値をもたらすのか、という課題が我が国製造業に

突き付けられている。また、コネクテッド・インダストリーズの進展やデジタル時代に対

応した現場力の維持・向上も課題となっている。さらに、新興国をはじめとする諸外国の

追い上げ、気候変動問題への対応、国内市場の成熟化、少子高齢化等により、事業環境も

大きく変化している。 
ものづくりの上流にある金属素材産業においては、このような環境変化に加え、情報科

学を用いた素材開発手法の出現、素材ユーザーによる素材開発・適用への参入などの動き

もあり、新たな課題への対応が求められていると考えられる。そこで、金属素材産業を巡

る国内外の動向等を調査し、我が国の金属素材産業を巡る課題を整理する。 
 
1.2 調査項目・方法 

1.2.1 調査項目 

以下に示す項目について調査を実施した。 
① 素材ユーザー側の調査 

自動車、航空機、産業機械、エネルギープラント、電機の各分野を対象とし、次の内

容について調査を行った。 
 ユーザーニーズの動向（第四次産業革命に向けた素材供給側への期待、輸送機器軽量化

に向けた素材供給側への期待、素材そのものに対するニーズ等） 
 素材開発及び素材適用におけるユーザー側の取り組み動向（素材適用に際しての MI（マ

テリアルズ・インテグレーション）及び AI 活用動向、輸送機器軽量化への取り組みを含

む） 
 ユーザー業界の業況（生産等）等 
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② 素材供給側の調査 
 素材開発の動向（輸送機器軽量化への対応状況を含む） 
 素材製造技術の動向 
 第四次産業革命が素材供給側に及ぼす影響、期待、取り組み例及び課題（MI 及び AI を
活用した素材開発への取り組み等） 
 人材確保・育成に関する課題等 

③ 産学連携動向 
 素材分野における産学連携の状況及び今後想定される産学連携 

④ 海外動向調査 
米国、EU、中国、韓国の４ヵ国・地域を対象とし、次の内容について調査を行った。 

 第四次産業革命に向けた動向（MI 及び AI を活用した素材開発への取り組み、産学連携

等） 
 素材ユーザーと素材メーカーとの連携等 

⑤ その他 
 MI 及び AI を活用した素材開発における知財の扱い及びオープンイノベーションの取り

組み 
 金属素材産業の参考となる第四次産業革命に向けた対応事例等 

⑥ 金属産業の課題 
上記調査を踏まえた金属素材開発・製造における今後の課題 

 
1.2.2 調査方法 

(1) 文献調査 

ニュースリリース、書籍、雑誌、業界紙、統計データ、IR 情報、その他 Web サイト上の

各種資料から、1.2.1 項に関連する情報を収集した。 
 
(2) 国際会議及び展示会での情報収集 

国際会議及び展示会において、1.2.1 項の参考となる情報を収集した。 
 
(3) ヒアリング 

素材ユーザー企業、素材供給企業（鉄鋼関連事業者、非鉄金属関連事業者、化学品関連

事業者）・団体、有識者・団体より、1.2.1 項に関連する情報を収集した。なお、限られた企

業へのヒアリングであるために産業界全体の状況を示していない可能性には留意する必要

がある。 
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２．素材ユーザーの動向 
本調査では素材ユーザー（自動車メーカー、航空機メーカー、産業機械メーカー、エネ

ルギープラントメーカー、電機メーカー）を対象として、素材産業を巡る状況についてヒ

アリングを行った。本章では、はじめに文献調査により抽出した各素材ユーザーの業況を

紹介し、次に、特徴的なコメントを抜粋する形で、ヒアリング結果の概要を紹介する。な

お、ヒアリングでは、主に、次の項目について聴取した。 
(1) 素材メーカーに期待すること 
(2) 素材メーカーとの関係 
(3) 素材ユーザーとしての材料開発 
(4) MI および AI を活用した素材開発の取り組み 
(5) オープンイノベーション 
(6) 産学連携 
(7) ベンチャー企業との関係 
(8) 人材確保・育成 
(9) 環境への配慮 
 
2.1 業界の業況 

2.1.1 自動車メーカー 

・販売・生産の現状（国別） 

世界の自動車生産台数は 2017 年実績が約 9730 万台で、過去５年間、右肩上がりになっ

ている。国別では中国が 2900 万台超で世界全体の 30％を占め、１強状態となっており、

これに米国、日本が次ぐ。特にインドでの生産が伸び続けており、過去５年間で約 23％増

となっている。 
表 2.1 世界の国別自動車生産台数（台） 

 
（出所：OICA（国際自動車協会）・業界の大変革） 

2013年 2014 2015 2016 2017
中国 22,116,825 23,731,600 24,503,326 28,118,794 29,015,434
米国 11,066,432 11,600,702 12,100,095 12,180,301 11,189,985
日本 9,630,181 9,774,665 9,278,238 9,204,813 9,693,746
インド 3,898,425 3,844,857 4,125,744 4,519,341 4,782,896
ドイツ 5,718,222 5,907,548 6,033,164 5,746,808 5,645,581
英国 1,597,872 1,598,879 1,682,156 1,816,622 1,749,385
フランス 1,740,220 1,821,464 1,970,000 2,090,279 2,227,000
ブラジル 3,712,380 3,146,386 2,429,463 2,156,356 2,699,672
イタリア 658,206 697,864 1,014,223 1,103,305 1,142,210
その他 27,172,071 27,652,500 27,644,174 28,121,310 29,156,625
世界計 87,310,834 89,776,465 90,780,583 95,057,929 97,302,534
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自動車産業は今、「CASE」（C：コネクテッド、A：自動運転、S：シェアリング、E：電

動化）と呼ばれる四つの技術革新が同時に到来し、これらの開発を支える人工知能（AI）
の進化と相まって、クルマは「100 年に一度の大変革期」を迎えている。CASE は独ダイム

ラーの CEO、チェッチェ氏が 2016 年に発表した中長期戦略の中で用いたのが始まりであ

る。 
（出所：ダイムラーHP：https://www.daimler.com/case/en/） 

 
① コネクテッド 
 車のツナガル化、IoT 社会との連携深化を意味する。次世代通信規格 5G の普及が目前に

なっていることもこのコネクテッド拡大の背景にある。コネクテッドにより、スマホや車

を経由したデータを利用した多様なモビリティサービスが登場しつつある。例えば、相乗

りサービス、貨客混載、エネルギーマネジメント、デマンド交通などである。 

② 自動運転 
自動運転技術が高度化すれば、渋滞や事故などの問題解決に貢献するとの大きな期待が

もたれている。いわゆるレベル４（地域限定無人運転）の実現は、車のみならず、町の造

りや人々の生活なども大きく変える可能性がある。他方、安全確保を大前提とした社会実

装までに、技術、制度、社会それぞれの面で多くの努力が必要である。 
③ シェアリング 
 カーシェアリングは、車の利用シフトであり、所有よりもサービスとしての車の役割が

増大することになる。コネクテッドの技術進歩とあいまって様々なサービスが広まると期

待される。 
④ 電動化 

世界的な排ガス規制、ガソリン車規制の動きを受けて、電動車（EV：電気自動車、PHV：

プラグインハイブリッド車、HV：ハイブリッド車、FCV：燃料電池自動車）の割合が今後

増えていくと見られている。IEA（国際エネルギー機関）によると、図 2.1 のような世界電

動車普及がシナリオとして考えられている。 
また、電動化により、必要な部品が新領域にシフトし、生産構造がすりあわせ型からモ

ジュール型へ転換する可能性もある。 
（出所：METI 自動車新時代戦略会議（第１回）資料 2018 年 4 月） 

https://www.daimler.com/case/en/
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図 2.1 IEA が示した技術普及シナリオ（平均気温上昇の▲２℃達成ケース） 

（出所：METI自動車新時代戦略会議（第１回）資料） 

（出所:http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seizou/jidousha_shinjidai/pdf/001_01_00.pdf） 

 
図 2.1 よりも早く電動化が進むとの予想もある。特に中国では電動化により欧米に遅れて

いる自動車技術を一気に逆転することを考えており、そうした背景下、EV と PHV に対す

る補助金およびナンバープレート優遇策（2020 年末までに終了予定）を取り、2019 年には

新エネ車（EV、PHV、FCV）生産割当規制を導入する予定となっている。 
（出所:ジェトロ・レポート 2018/6/1： 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2018/0601/c2fd1ee12be62de6.html） 

以上のような変革の中、既存自動車メーカーがそれぞれ対応していくと共に、これまで

は既存大手自動車メーカーの寡占状態にあった自動車業界に、IT 企業、電動自動車メーカ

ーなどが新規参入するようになってきており、新しい構図が生まれつつある。 
たとえば、トヨタ自動車(株)は、ソフトバンクグループ(株)とモビリティサービスの共同

出資会社を設立している。 
（出所:トヨタ自動車(株)・プレスリリース 2018/10/4： 

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/24747176.html?padid=tjptop_info_topics_contents） 
また、本田技研工業(株)はソフトバンクグループ(株)と自動運転やコネクテッド機能の共

同開発を行うとともに、米国ウェイモと完全自動運転を目指した開発を行っている。日産

自動車はディー・エヌ・エーと無人運転サービスを開発している。 
（出所:本田技研工業(株)プレスリリース 2017/11/16：https://www.honda.co.jp/news/2017/c171116.html 

同 2016/12/22：https://www.honda.co.jp/news/2016/c161222a.html） 
 

https://www.honda.co.jp/news/2017/c171116.html
https://www.honda.co.jp/news/2016/c161222a.html
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中国の IT 企業である百度（バイドゥ）、アリババ集団は、自動運転に向けた開発に動い

ており、中国ライドシェア大手の滴滴出行はソフトバンクグループ(株)と配車アプリの合弁

会社を設立している。 
（出所:ChinaDaily 2018/11/2： 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/02/WS5bdb8f37a310eff3032860dc.html 

ジェトロ・ビジネス短信 2018/4/24： 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/771288f2216f01dd.html 

ソフトバンクグループ(株)・プレスリリース 2018/7/9： 

https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2018/20180719_02/） 
 

・素材開発及び適用 
CO2 削減・燃費向上に対しては、従来車ではエンジン性能の向上、走行抵抗の削減、軽

量化等が行われている。ただし、CO2排出規制・燃費規制が増々強化される状況では、HEV、

PHEV、EV 等の電動化が必要である。ただし、電動化ではエンジンの代わりに、主軸モー

ター、二次電池、インバータを搭載する。現状の二次電池（リチウムイオン電池 LIB）で

は、ガソリンエンジン並みの性能を得るためには、200～400㎏の重量増になる場合がある。

したがって、従来車および HEV、PHEV、EV 等に共通した軽量化、電動化に関わる部品

の高性能化を可能とする素材が求められている。 
 
2.1.2 航空機メーカー 

・需要動向 

世界の航空旅客需要は近年堅調に伸びてきており、今後も中長期的に堅調に伸びると予

想されている。JADC（日本航空機開発協会）によると、図 2.2 のように今後 20 年間、RPK
（有償旅客キロメートル）は年平均 4.5％の伸びを示すという。この予測の主要な前提は、

世界のGDP成長率が年平均2.8％程度で伸び、新興国の中間所得層が増加することである。 
 米の航空機大手ボーイング社も同様な予測をしている。 
 
 
 

https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2018/20180719_02/
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図 2.2 世界の航空旅客予測 

（出所：JADC「民間航空機に関する市場予測 2018-2037」） 

 

旅客機の大半を占めるジェット旅客機の今後の需要増は図 2.3のように予想されている。

JADC によると、2017 年時点の運航機数 22,337 機に対して新規もしくは代替需要機数が

2037 年時点で 33,530 機に達し、既存機との合計機数は 2017 年の 1.78 倍の 39,867 機にな

る。 
 

 

図 2.3 ジェット旅客機の需要予測 

（出所：JADC「民間航空機に関する市場予測 2018-2037」） 

 

 

航空旅客輸送量 

（兆人キロメートル） 

年 
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旅客機の運航機数および納入機数は図 2.4のように予想されており、リージョナルジェ

ット機（*1）は微増、最も多くの割合を占める細胴機（*2）が今後も増える。 

(*1)地域間輸送用旅客機。短距離輸送用ターボファンエンジン搭載航空機で旅客数が 50 から 100 名程度

の小型ジェット機。 

(*2)「細胴機」は乗客 100～200 名程度。これに対して「広胴機」は乗客 200 名以上で、客室内に二本以

上の通路が存在する大型の旅客機。 

 

図 2.4 クラス別運航機および納入機数 

（出所：JADC「民間航空機に関する市場予測 2018-2037」） 

 

・世界と日本の主要メーカー 

細胴機および広胴機は、世界市場で米ボーイング社と欧エアバス社が覇を競っている。

日本の航空機関連メーカーは主にボーイングに胴体や主翼、制御機器、内装品などを供給

している。ボーイングほどではないが、エアバスの一部にも供給を行っている。三菱航空

機が国産初のジェット旅客機「MRJ」を開発中で、現在は 2020 年半ばに全日空向けを皮切

りに納入開始予定としている。 
（出所:ロイター2018/7/9：https://jp.reuters.com/article/britain-airshow-mrj-delays-idJPKBN1K82ZN） 
航空エンジンについては、世界市場で米 GE、米ユナイテッドテクノロジー(UTC)傘下の

米プラット＆ホイットニー、英ロールス・ロイス（RR）の３強のほか、米ハネウェル、仏

サフランなどが参入している。 
 

・CO2排出量増加への対応方策 

最近、地球温暖化問題がクローズアップされるようになり、航空機からの CO2 排出量に

も注目が集まるようになってきた。国際航空輸送での CO2 排出量は、全世界で排出される

CO2総排出量の約 1.6%程度だが、今後、航空輸送量の伸びに伴って増加すると予測される。 
上記の課題への対応方策としては、ジェットエンジンの高性能化による燃費向上、機体

軽量化が大きい。LCC による航空運賃競争は、機体コスト低減化に影響し、より低コスト
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で軽量・加工性の良い材料への開発を後押しすると考えられる。 
（出所:JADC「民間航空機に関する市場予測 2018-2037」、「民間航空機関連データ集平成 29 年度版」） 
 
2.1.3 産業機械メーカー 

・販売・生産動向 

産業機械として、各産業分野の工場や事業所に使われる設備機械（ボイラー、原動機、

化学機械、タンク、ポンプ、変速機、冷凍機械など）、工作機械、建設機械（建機）、産業

ロボットなどがあるが、ここでは建機について記載する。なお、建機には、建設用の油圧

ショベルやブルドーザーのほか、フォークリフト、クレーンなど多種多様な種類がある。 

 図 2.5 に日本の最近 10 年間の建機出荷額を示す。波はあるものの、おおむね右肩上がり

となっている。国内は過去 5 年横ばい気味だが、輸出が伸びてきている。 

 

 

図 2.5 日本の建設機械出荷額 

（出所：日本建設機械工業会のデータを基に作成） 

 

・業界の課題と対応 

 世界の建機業界の従来からの課題としては、①建機は過酷な状況下で稼働するため、メ

ンテナンスが重要であること、②建機は、作業の効率を上げ、人件費を下げるために大型

化する、また複雑化する傾向がある、ということが挙げられる。加えて最近の課題として、

③人手不足の深刻化、④安全意識が先進国だけでなく新興国でも向上、⑤排ガス規制の厳

格化、などが挙げられる。 

①、②に対しては建機を構成する素材、部品の強度や精度を上げていくこと、現場での

機械管理を洗練させていくことなどで対応してきている。この中には ICT 技術や通信技

術の活用も含まれる。③、④に対しては建機の自動化や無人化で対応するようになって
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きている。特に次世代通信規格「5G」の普及を目前にして、無人建機を遠隔で操作する

実験が進んでいる。⑤に対しては燃費向上、省エネ向上などで対応するようになってい

る。 
（出所:（社）日本建設機械施工協会「日本建設機械要覧」2016 年） 

 
2.1.4 エネルギープラントメーカー 

・需要動向 

石炭火力の今後の需要の見通しについては、インド、中国、東南アジア諸国を中心とし

て、経済発展とともに需要が拡大する見通しであり、欧米では、現在よりも減少する国が

多い。 

一方 LNGを含むガス火力については、気候変動対策や近年のガス価格の下落傾向により、

全世界的に増加する見通しとなっている。特に、産ガス国が多い中東、アフリカや欧米で

は大幅な需要拡大が見込まれる。 

（出所：経済産業省 次世代火力発電の早期実現に向けた協議会、「次世代火力発電に係る技術ロードマッ

プ」、2016 年 6 月） 

 

 

図 2.6 主要地域における石炭及びガス火力発電容量の増減見通し 

（出所：経済産業省 次世代火力発電の早期実現に向けた協議会、「次世代火力発電に係る技術ロードマッ

プ」、2016 年 6 月） 
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・業界の課題 

経済産業省の「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」(2016 年 6 月)によると、2030
年度の我が国のエネルギーミックスの実現と削減目標達成のためには、技術確立時期の近

い、石炭火力、LNG 火力のさらなる効率化に係る技術開発を加速し、実用化を促進してい

くことが重要とされている。これまでの火力発電に係る技術開発は個別の技術ごとに進め

られていたが、石炭火力、LNG 火力の高効率化は共通する要素技術が多く、一体的に推進

することが、それぞれの技術開発の効率化、加速化につながる。また、二酸化炭素回収、

利用（CCU）に係る技術の中には火力発電技術そのものと一体となって開発するものもあ

り、また水素発電技術も LNG 火力技術をもとにした火力発電技術であるため、石炭火力や

LNG 火力の技術開発と連携して進めていくことが効果的である。 
2030 年度に向けた具体的方針としては、石炭火力については設備全体として USC（超々

臨界圧）相当、LNG 火力については同じくガスタービンコンバインドサイクル相当の発電

効率を目指すこととしており、高効率化を推進するためには、発電効率が悪く、古い火力

発電の稼働を抑制するとともに、老朽化した火力発電の新陳代謝を図る必要がある。 
また、自由化市場においては、次世代火力発電技術の初期導入を円滑に進める上では、

技術確立の当初から一定のコスト競争力と安定運用性、信頼性が確保されることが必要で

ある。技術確立後、可能な限り早い段階で、経済性や信頼性を確保していくことは、次世

代火力発電技術の海外展開を促進する観点からも極めて重要であり、海外展開を早期に進

めることは今後の次世代火力発電技術の発展にとって不可欠である。特に上記のように石

炭火力需要が増大するアジアで、次世代技術の導入が進めば、大きな二酸化炭素削減効果

が得られると同時に、海外における早期の普及展開は、量産効果による次世代技術のコス

ト低減にもつながるものと期待される。 
（出所：経済産業省 次世代火力発電の早期実現に向けた協議会、「次世代火力発電に係る技術ロードマッ

プ」、2016 年 6 月） 

 
2.1.5 電機メーカー 

・販売動向 

世界の白物家電市場は、2015 年時点で 5 億 6000 万台、今後も中国やアジアの新興国需

要などを中心に伸長し続け、2020 年には 7 億台を超える見込みである。その内、インター

ネットに接続されないもの(Non-Connected)が現在は主流であるが、2015 年以降、徐々に

接続されるもの(Smart Connected)が増える見通しである。 
インターネットに接続されない（Non-Connected）製品は、2017 年以降減少傾向で、エ

アコン、洗濯機、冷蔵庫の減少が大きい。一方で、インターネットに接続される製品（Smart 
Connected）は、2016 年以降にエアコン、洗濯機、冷蔵庫を中心に急伸し、2020 年時点で

2 億台を超える勢いである。 
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図 2.7 世界の白物家電の市場規模動向 

（出所：経済産業省商務情報政策局情報通信機器課編集 

「電子デバイス産業関連諸国における市場及び政策動向調査）報告書 2017 年」） 

 

スマートフォンは、今後、上述の Smart Connected 家電の入り口としての役割が重要に

なってくると予想されているため、この関係で、スマホ業界の動向についても以下に簡単

に記述する。 
スマートフォンの出荷台数は 2010 年から 2015 年にかけて中国その他アジア市場を中心

に大きく増加し、その後は安定的に増加している。今後は、緩やかな増加傾向が見込まれ

るが、新興国市場向けを中心に低価格な端末が増加することから、金額ベースではほぼ横

ばいで推移するとみられる。日本では 2017 年はスマートフォンへの乗り換えや高シェアな

OEM の新機種などにより、比較的台数が増加したものの、普及率が上昇した今後は買い替

え中心の需要が見込まれる。（総務省「平成 30 年版情報通信白書」） 
先進国向けではメーカー間で差別化を図ることが課題となっており、そのための高機能

化が進み、新機能や部品の採用に動いている。ディスプレイには有機パネルの採用が進ん

でおり、日本メーカーなどはこれへの対応で活発な素材開発を行っている。 
（出所:シャープ・プレスリリース 2018/10/3：http://www.sharp.co.jp/corporate/news/181003-b.pdf） 

 

  

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/181003-b.pdf
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2.2 素材ユーザーへのヒアリング結果 

2.2.1. 素材メーカーに期待すること 

〇素材メーカーに期待することは業種により多種多様。例えば、自動車では、自動運転で

必要になるデバイスの信頼性を高める材料、車の寿命の間中ずっと機能するような材料、

電動化した際に航続距離を伸ばす材料への期待が大きい。素材メーカーからの提案を期

待している。企業のコメントは次のとおり。 
・ 100 年に一度の大変革において、新たな価値を提供していく中で、知能化、電動化、情

報化がキーワードとなっている。知能化では、例えば、自動運転で必要になってくるデ

バイスを、いかに素性のいい信頼性の高い材料で構築するかが非常に重要。安全装備で

あるため、車の寿命の間中ずっと機能するような材料の信頼性、設計の信頼性を担保し

ていく必要がある。電動化については、航続距離を伸ばしていく方向の中で、材料への

期待は非常に大きい。FCV については、白金の使用量の削減、白金にかわる触媒の開

発など進めるべきところが多い。（自動車メーカー） 
・ 軽量化では、鉄で対応できることは徹底的に開発を進め、鉄で対応できなくなったらア

ルミニウム、マグネシウム、最後に樹脂を活用する。マルチマテリアル化については接

合と接着の信頼性が非常に大きなキーになる。（自動車メーカー） 
・ 素材メーカーは、言われたものをつくるだけではなく、素材メーカーから提案してほし

いとお願いしている。（自動車メーカー） 
・ 素材メーカーとユーザーでは視点が違う場合がある。技術的特徴（機械的・物理的特性

など）だけでは設計できない。例えば生産プロセスから出てくる欠陥確率（鋳物の中の

空隙など）を解析できるかどうか、が設計者には重要であり、それらの解決の過程で素

材メーカーにお願いすることはある。（航空機メーカー） 
・ トレーサビリティー（その部品はどのような素材から生まれてきたのかという源流から）

は重要だと捉えている。（産業機械メーカー） 
・ 素材メーカーと素材ユーザーが連携し、例えば、材料の成分・熱処理のバラツキと、素

材ユーザーが加工した後の強度の関係を利用して、予め加工条件を決めるといった活用

ができると良い。（プラントメーカー） 
・ 数値シミュレーションをする時に用いる材料の物性データ、すなわち製造過程の温度範

囲、商品（部品）が使われる温度範囲のデータ（高温～低温までの、衝撃、靱性、機械

的性質などのデータベース）を共通技術として欲しい。（産業機械メーカー） 
 
〇鉄鋼材料に対しては、長いスパンでの供給を期待。構造材料の開発は非常に時間がかか

り、開発に取組む企業が減少しているが、材料開発を日本に残すことが期待されている。

企業のコメントは次のとおり。 
・ 車両の寿命は 10～15 年であることから、鉄鋼材料に対しては長いスパンで材料を供給

してもらうことを期待している。（産業機械メーカー） 
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・ 人手不足になっても、安定供給を維持できるような体制を構築しておいて欲しい。（産

業機械メーカー） 
・ 現在、700℃の蒸気条件でボイラーを構成するための材料開発と信頼性の確認が行われ

ている。こちらの材料は 14 年位前に発電プラントメーカーと鉄鋼メーカーとの共同開

発で出てきた材料である。このように優れた材料が開発されているが、10 万時間のク

リープ試験を行うだけで 10 年以上かかり、材料開発にはとても時間がかかる。（プラン

トメーカー） 
・ 1990 年代は、国内でも複数の素材メーカーが火力用の材料の開発部を持っていたが、

現在は 1 社に絞られている。材料が開発されなくなると、日本が誇る高効率な火力発電

プラントをリードできなくなるので、材料開発を日本の技術として残すことが望ましい。

（プラントメーカー） 
 
2.2.2 素材メーカーとの関係・素材メーカーにおける素材開発 

〇素材開発は素材メーカーと二人三脚で実施。製品化される数年前から議論し、素材開発

のため定期的に会合を開催している企業も存在。企業のコメントは次のとおり。 
・ 直接買っている素材（例えば、鉄板、アルミニウムの板、塗料）は、メーカーと直接会

話をし、定期的に会合を持つ材料メーカーもある。（自動車メーカー） 
・ 新車の開発の場面で新しいものを使うケースは多く、それに向けて開発をすることもあ

る。どの材料を使うか決めるには、セレクションを行う。ユニット系であれば、3 年、

4 年ぐらい前からスタートする。（自動車メーカー） 
・ 鉄鋼メーカーとは、一部共同研究しており、常に会社ぐるみでコラボしている例もある。

（産業機械メーカー） 
・ 新しい素材を使った部品を開発する場合、製品が出てくる 3～4 年前に新しい素材の研

究を一緒に始める必要がある。（産業機械メーカー） 
・ 鉄鋼メーカーにニーズを伝えて、共に鋼材開発を進めている。鉄鋼メーカーが作ったテ

ストピースを車に載せて、耐久試験・性能試験を繰り返す。（産業機械メーカー） 
・ 鉄鋼メーカーは、以前に比べて小ロットでも柔軟に対応してくれるようになった。（産

業機械メーカー） 
・ 製品化後はネガティブな理由がなければ材料は変更しない。（産業機械メーカー） 
・ 建設・土木工事現場の自働化が進むと、無人化するため、素材に対してより高い耐久性・

信頼性が求められることが予測される。（産業機械メーカー） 
・ 無人化すると、安全性のマージンのところを攻めていけるため、新たにチャレンジする

ところが見えてくる可能性がある。（産業機械メーカー） 
・ 素材メーカーが主導して開発した素材に対して、加工性、溶接性を評価する。開発材は、

強度、耐食性、溶接性など、ボイラー材として適用できることを実証した上で、規格化

されることになる。（プラントメーカー） 



15 
 

・ 材料開発～市場投入までに 10 年以上の時間が掛かる。開発した素材メーカーが優位性

を維持するには基本特許で縛るしかないが、規格化されても素材を開発したメーカーか

ら購入される場合が多く、優位性はある程度保たれているようだ。（プラントメーカー） 
 
〇素材メーカーが開発できないような素材は、素材ユーザー主体で開発。企業のコメント

は次のとおり。 
・ 日本の素材メーカーに、航空機部品向け素材の専業メーカーは無い。投資回収にそれな

りに時間がかかる事業でもあり（素材メーカーの投資回収：3～4 年、航空機産業の投

資回収：数十年）、素材メーカーのみではリスクが取りづらいためと思われる。（航空機

メーカー） 
・ 技術の成熟度を定量評価する手法として，例えば NASA が開発した TRL（Technology 

Readiness Level）がある。エンジンメーカーとしての評価モデルで、レベル 1 はアカ

デミア、3 まで上がってくるとプロトタイプの部品が作れ、6 になるとエンジン初号機

の試験ができ、9 になると量産できる。（航空機メーカー） 
・ クリティカリティの高い部品に使う材料は、FAA の認証がないと採用できない。更に、

技術と製造品質の国際標準を定めることを目的として、エンジンメーカーが航空当局の

指導のもとでコンソーシアムを組成するケースがある。（航空機メーカー） 
・ 火力発電のガスタービン、及び蒸気タービンの製造には、基本的に自社で開発した材料

を使って、メインの製品を製造している。一方、ボイラーでは規格材を使うため、一般

の素材メーカーから材料を購入して、製品を製造している。（プラントメーカー） 
・ 社内で材料を開発するケースと、専業メーカーと共同開発を行うケースの 2 種類がある。

（電機メーカー） 
・ 従来に比べて大きな投資をしてでも、社内の材料開発を積極的に取り込む方向にある。

これからも内製化は進む方向にある。（電機メーカー） 
・ 材料の調査も、材料メーカーにまかせず、自社で本業として取り組まなければならない

と認識している（材料の事業化を考えれば、材料のトレンドを理解しなければならない）。

（電機メーカー） 
・ 新商品の設計に必要な要素技術としての材料は、ある程度のニーズに対して、シーズ提

供できるところから提供してもらう。（電機メーカー） 
・ 専業メーカーと組んで、お互いの知識・知恵を融合させながら共同開発していく。（電

機メーカー） 
・ 研究開発の段階から一緒に開発していく場合もある。（電機メーカー） 
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〇素材データに対する評価能力の向上、自社製品の性能を左右する素材開発の担保、自社

製品における更なる付加価値獲得などのため、材料開発に積極的に取り組んでいる素材

ユーザー企業も存在。企業のコメントは次のとおり。 
・ 量産は考えていないが、一部の素材については試作する能力は有している。物をつくっ

て知見を獲得するということを非常に大事にしている。（自動車メーカー） 
・ サプライヤーのデータでは不十分なところもあり、自社で評価している。（自動車メー

カー） 
・ キーデバイスの材料は、基本的に内製するか、又は開発を主導する。技術に新規性があ

ればあるほど自社開発を基本とする。（航空機メーカー） 
・ これからの材料開発で、粉末利用技術が伸びてくるのは間違いない。ただし、3D プリ

ンターについて言うと、少々過熱気味という状況かと思われる。（航空機メーカー） 
・ 鋳鋼、鋳鉄を自社開発し、熱処理技術を中心に材料開発を行っている。材料開発に関わ

るメリットは、① 他社にないものを作れること、② 鉄鋼メーカーの持ってきたものを

評価できること、③ 安定した品質を得るための材料設計について鉄鋼メーカーと議論

できること。（産業機械メーカー） 
・ 機械メーカーとしての材料開発は、いかに材料を使いこなすかということであり、鉄鋼

材料の内製化は考えていない（試験的に作ることはある）。（産業機械メーカー） 
・ 自社に入ってくるまでのプロセスを、関心を持って見ている。（産業機械メーカー） 
・ 火力発電のガスタービン、及び蒸気タービンの製造には、基本的に自社で開発した材料

を使って、メインの製品を製造している。（プラントメーカー）（再掲） 
・ 当社製品の付加価値を大きく取るために、材料の開発を積極的に取り込む方向にある。

より材料側の研究開発を行うことや、材料そのものの事業化により、従来の材料メーカ

ーの役割を担う必要性を認識している。（電機メーカー） 
・ R&D の中での材料というと、素材よりも、機能材料が多い。素材の機能・性能そのも

のが最終的な製品価値を左右する材料をターゲットとして社内で材料を開発し、基本的

なスペックまで確定するという基本的な考えで研究開発から事業化までを見据えた中

長期事業戦略を描いている。（電機メーカー） 
・ 素材の製造工程は原材料から加工、検査までトータルの工程数が多く設備投資規模も大

きいためそれを全て丸抱えするのはリスキーである。ある程度少量で、高機能なものは

内部に取り込み、それがデバイスのキーテクノロジーになっていく場合は内部で製造す

るという判断をする。実際の量産を内部の材料製造工場／外部の材料メーカーのどちら

が担うのかは、最終的には短期的投資対効果や中長期的事業戦略で決める。（電機メー

カー） 
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〇ボリューム・ゾーンの部材は汎用的な材料を活用。企業のコメントは次のとおり。 
・ ボリューム・ゾーンの部材は出来るだけ汎用的な材料を使う。（産業機械メーカー） 
・ 軽量化に対しては自動車で使われている素材の転用でよいと考えている。（産業機械メ

ーカー） 
 
〇素材メーカーが開発した素材が製品の性能向上に貢献。企業のコメントは次のとおり。 
・ 日本の鉄鋼メーカーが開発したオーステナイト系耐熱鋼「火 SUS304J1HTB」は安価

かつ高強度で、世界で一般的に使われる材料になっている。この材料ができたおかげで、

高温の蒸気を使えるといっても過言ではない。（プラントメーカー） 
 
2.2.3 MI および AI を活用した素材開発の取り組み 

〇デジタル化の進展によって、ユーザー企業側で担う領域が増加しているとの指摘あり。

メーカーのコメントは次のとおり。 
・ 各大学、研究所、各企業が持っているデータを上手に集めると、実験しなくても何かい

いものが見つかるのではないかと話が出てくる。しかし企業は、取得したデータをなか

なかオープンにできない。この辺りを上手に突破しないと、強制的にデータをオープン

にさせるような国と戦っていけない可能性がある。ウイン・ウインの関係を構築するよ

うなビッグデータ構築の仕組みをつくらないと企業のデータはなかなか集まらないと

思う。（自動車メーカー） 
・ 実験で信頼性のあるデータがあって初めて、シミュレーションやビッグデータとしての

価値をなすものであるため、MI やシミュレーションの手法にも、世界各国のいろいろ

な研究所と議論をしながら、サポートも受けながら取り組んでいる。絨毯爆撃のように

やる分野もあれば、シミュレーションで少し当たりをつけてやる分野もある。（自動車

メーカー） 
・ 画像を使った材料検査や、計算科学のトライアルを行っている。（産業機械メーカー） 
・ 紙ベースからデジタルベースに移行することで、改竄の防止にもつながる。（産業機械

メーカー） 
・ デジタル化の進展によって、自社で担う領域が増えてきた。製造工程を社内で構築する

と、加工プロセスを理解した上で、デジタライゼーションを活用して、性能とプロセス

の相関を紐解きながら、材料開発を行うことができる。デジタライゼーションを使って、

プロセスの中で必要な全ての条件（装置、検査を含む）を、材料組成、製品性能の相関

関係を取りながらコントロールしていく。デジタル化による開発加速と性能の飛躍的な

向上に取り組むことができる。（電機メーカー） 
  



18 
 

〇MI を活用しているユーザー企業も存在。素材メーカーに MI の活用を期待する意見や、

MI の活用はこれからという意見が存在。企業のコメントは次のとおり。 
・ 機能性材料等の新しいエリアは、MI、シミュレーション、微視的観察を含めて、総動

員で研究に取り組んでいる。（自動車メーカー） 
・ MI の活用は、未だこれからという状況である。（航空機メーカー） 
・ 深層学習の領域（材料特性のばらつきなど）において、最適なフローを見つけるのに適

しているのではないかと評価しているものの、イノベイティブなところまで活用するの

は難しいと捉えている。（航空機メーカー） 
・ MI を鉄鋼材料開発に使うイメージは未だない。（産業機械メーカー） 
・ 素材メーカーには、MI を積極的に使って、よりよい材料を開発してもらいたい。開発

が早くなり、精度が上がることを期待する。（プラントメーカー） 
・ 素材メーカーと素材ユーザーが連携し、例えば、材料の成分・熱処理のバラツキと、素

材ユーザーが加工した後の強度の関係を利用して、予め加工条件を決めるといった活用

ができると良い。（プラントメーカー）（再掲） 
・ 劣化診断のシミュレーションを使い始めている。（プラントメーカー） 
 
2.2.4 オープンイノベーション 

〇数値シミュレーションに利用する各種材料データについて、第 3 者機関がデータを公開

することを期待する意見あり。ノウハウ等のデータがオープンになれば、異業種からの

新規メーカー参入の脅威になるとの意見あり。企業のコメントは次のとおり。 
・ 数値シミュレーションをする時に用いる材料の物性データ、すなわち製造過程の温度範

囲、商品（部品）が使われる温度範囲のデータ（高温～低温までの、衝撃、靱性、機械

的性質などのデータベース）を共通技術として欲しい。（産業機械メーカー）（再掲） 
・ 蒸気温度 700℃の発電プラントの開発では、国プロの中で発電プラントメーカー3 社が

分担して、データを取得した。ある程度のところは、共同でデータを持っている。（プ

ラントメーカー） 
・ 素材分野のデータは、NIMS など第 3 者機関がデータを公開することを期待している。

（プラントメーカー） 
・ 莫大なデータを使って、クリープ試験の期間が短くて済む技術を開発できたら、革命的

なことだと思う。（プラントメーカー） 
・ デジタルでつながることにより、仕様のみの取り交わしにとどまらず、仕様決定に至る

根拠データ、背景データまで紐付くことが極めて重要。デジタル化が進めば、それぞれ

のメーカー（材料メーカー、加工プロセスメーカー、デバイス・セットメーカー）が保

有するノウハウが融合していくことがイメージされる。（電機メーカー） 
・ 材料性能の飛躍的な向上、ものづくり全体を俯瞰できる人材の育成、垂直連携により、

今までにない商品の創出を図ることができる。（電機メーカー） 
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・ ノウハウがオープンになってくれば、異業種からの新規メーカー参入の脅威もあると考

える。（電機メーカー） 
・ 材料開発において、競合他社との協力は考えにくい。（産業機械メーカー） 
・ 取得したデータは、他社に出していない。データ共有はデータを出す方法、目的も含め

今後の課題である。（プラントメーカー） 
 
2.2.5 産学連携 

〇海外の研究機関も含めて、複数の大学・研究機関と包括連携協定を結んで、課題の発掘

や研究を行っている企業あり。企業のコメントは次のとおり。 
・ 様々な大学と様々なことを行っている。（自動車メーカー） 
・ 技術開発の目標を示し、TRL1，2 の技術の種になる情報を、幅広い研究機関から収集

している。（航空機メーカー） 
・ フラウンホーファーは、企業寄りに対応してくれる。研究所と企業が資金を出し合い、

その成果を共有している。企業のニーズに合致した研究設備をタイムリーに導入してく

る。（航空機メーカー） 
・ 複数の大学と包括連携協定を結んで、課題の発掘や研究を行っている。マッチングに時

間が掛かっていることは課題と言える。（産業機械メーカー） 
・ 材料を高度に評価する技術については、アカデミアの協力を得て、積極的に取り組んで

いる。微視的な組織の特性の評価に期待している。（産業機械メーカー） 
・ 電動化に使っている材料にどのように関わるかも課題。電動化では自動車を追いかけて

いく部分と、電動化への対応が難しい部分があると考えている。（産業機械メーカー） 
・ 大学との連携は、共同研究の形で行うことが多い。（電機メーカー） 
 
2.2.6 ベンチャー企業との関係 

〇構造材料はノウハウ、ボリュームがないと不安があるため、素材関連のベンチャーとの

協業は難しい。また、投資回収期間が長い産業はベンチャー企業との連係は難しい。一

方、機能性材料を中心にベンチャーへの投資を行っている企業もあり。企業のコメント

は次のとおり。 
・ 面白そうなベンチャーに投資しており、その中には、材料もある。（自動車メーカー） 
・ 投資回収期間が長いため、ベンチャー企業との連携は難しい面はある。（航空機メーカ

ー） 
・ 材料はノウハウ、ボリュームがないと不安があるため、素材関連のベンチャーとの協業

はない。（産業機械メーカー） 
・ 材料分野のベンチャー・大学発ベンチャーとの連携は、数例があるが、上手くいってい

る事例は未だない。（電機メーカー） 
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・ 小規模で特異的な材料の開発をスタートしたベンチャーと連携することが想定される。

（電機メーカー） 
 
2.2.7 人材確保・育成 

〇ユーザー企業においても材料系の人材が採用されている。鉄鋼を学んだ学生の減少、熟

練技術維持が懸念されている。MI 人材の確保も課題になっているユーザー企業も存在。

企業のコメントは次のとおり。 
・ 材料系の人材はそれなりに採用でき、機能性材料のエリアでは、興味を示して入社して

もらっている。ただし、鉄を勉強した人は減っている。（自動車メーカー） 
・ 機能性材料の開発に MI を使っているので、人材が足りないという課題がある。MI の

人材は応募してこない、あるいは処遇が希望と会ないため、自前で育てるしかない。（自

動車メーカー） 
・ 共同研究をする中で、そこで一緒に取り組んでくれた人材を自社に採用するというプレ

セスを回している。（航空機メーカー） 
・ 熟練技術維持が課題。熟練工の技術を若い人が引き継げるような仕組み作り、熟練技術

の見える化を試している。（航空機メーカー） 
・ 材料技術者を継続して育てなければならないので、継続して採用を続けている。材料系

の学生は採用できている（全社採用ではなく、分野に特化した求人をすることで、学生

が安心できる）。（産業機械メーカー） 
・ 鉄鋼を学んだ学生は減っている。無人化が進んだとしても、鍛造・鋳造の分野では技能

者の減少は、懸念される。（産業機械メーカー） 
・ 材料系の新卒を採用している。特殊な材料では、限定した大学の研究室から学生を採用

する取組を強化している。（電機メーカー） 
 
2.2.8 環境への配慮 

〇LCA 的な観点を考慮しつつ、リサイクル率を上げるための努力、高リサイクル性材料の

開発が課題となっている。企業のコメントは次のとおり。 
・ 車の設計、あるいは材料の設定において、価値のあるものをリサイクルして、リサイク

ル率を上げる努力をしなければならない。（自動車メーカー） 
・ LCA に関しては、軽量化には貢献するが、製造段階で大量の CO2を排出する場合があ

る。真の意味で地球環境問題も解決すべく開発を進めていきたい。（自動車メーカー） 
・ 高リサイクル性の材料（金属、樹脂（複合材を含む））、植物由来の構造材料（CNF（複

合樹脂を含む））が重要になってくる。（電機メーカー） 
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３．素材産業を巡る環境 
本調査では素材メーカー（鉄鋼メーカー、特殊鋼メーカー、非鉄メーカー、化学品メー

カー含む）へ、素材産業を巡る状況について、ヒアリングを行った。本章では、特徴的な

コメントを抜粋する形で、ヒアリング結果の概要を紹介する。また、ヒアリング項目に関

連する文献調査の結果も併せて紹介する。 
なお、ヒアリングでは、主に、次の項目についてコメントを聴取した。 
(1) 素材ユーザーと素材メーカーの連携 
(2) MI および AI を活用した素材開発の取り組み 
(3) 製造現場のデジタル化 
(4) オープンイノベーション 
(5) 産学連携 
(6) 人材確保・育成 
(7) ベンチャー 
最後に、「社会インフラの強靭化・長寿命化への貢献」、「温暖化対策」、「LCA、リサイクル」、

「高強度化等への取り組み」について、業界団体へのヒアリングの結果や文献情報を、ま

とめて「3.8 その他」に記す。 
 
3.1 素材ユーザーと素材メーカーの連携 

〇迅速かつ効率的な材料開発を行うためには、最終製品の性能や材料に求められる性  

能が必要な背景等、ユーザーが有するニーズについて、できるだけ早い段階で得ること

が重要。このため、素材企業は日常的な意見交換、自社技術による貢献イメージの提示

による意見交換、エンジニア派遣等に取組んでいる。メーカーのコメントは次のとおり。 
・ コンセプトの段階から参入することができれば、当該素材でどこまでできるかを顧客

とともに検討できるため、本当はここからやるべき。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 根本的な技術の優位性があるとトップユーザーと組むことができ、トップユーザーから

の最新情報を得つつ材料開発を行うことができる。さらにトップユーザーの材料には他

のユーザーも関心を持っており、結果的に当社材料が採用されるという流れになる。こ

うしたことから、高付加価値素材の提供によりトップユーザーと組めることが競争優位

性につながっている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ シェアが高い製品は顧客と協力して開発・改善していく形が多く、「顧客密着型のプロ

ダクト、クオリティー、デリバリー、チェック」を常に意識している。（鉄鋼・非鉄メ

ーカー） 
・ ユーザーのニーズを把握するタイミングとしては、ユーザーが新しい自動車を開発しよ

うと考えている段階でニーズを取り込み、提案をしていくことが基本になる。（鉄鋼・

非鉄メーカー） 
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・ 「技術ショールーム」に顧客を招き、顧客の将来の懸念に対して自社のコア技術による

貢献イメージを提示するなど、様々な議論の中でユーザーのニーズや技術レベルを把握

している。その結果、既存製品の改良点だけでなく現行主力製品以外の技術についても

顧客に認識されるようになり、既存ユーザーとより長い軸で関係を繋ぐほか、新しいユ

ーザーとの関係構築にも活用できている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 顧客の中に入り込んで一緒に開発をすることが重要と考えており、ユーザーとの意見交

換は日常的に行っており、得られた情報は社内研修等でフィードバックし共有している。

（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 仕様（個社毎で異なる）を決める段階からユーザーと対話している。仕様の共通化につ

いては合理的な側面もあるものの、個々のユーザーの求める仕様をしっかりと把握でき

るかどうかが競争力になっている点もある。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 素材ユーザーのニーズや保有インフラを把握するために、自社のエンジニアをゲスト

エンジニアとして派遣することも行っている。（化学メーカー） 
 
〇ユーザーのニーズをキャッチアップして材料開発を行い、ユーザー企業に対して、素材

のみならず、素材利用技術を提案するケースも存在。メーカーのコメントは次のとおり。 
・ 自分たちの製品をどう加工してもらうかもソリューション提案している。（鉄鋼・非鉄

メーカー） 
・ 加工メーカー（自動車メーカーと素材メーカーの中間）との連携も重要。（鉄鋼・非鉄

メーカー） 
・ 素材メーカー側が素材品質の維持向上、サンプル提供、データ解析を行い、ユーザー

側が次世代品質要求・改善点の指摘、サンプル評価、データ解析を行っている。（鉄鋼・

非鉄メーカー） 
・ 素材によっては、ユーザーのニーズをキャッチアップして材料開発を行うこと、開発

した材料をシーズとして提案すること、のアプローチ方法を取っている。（化学メーカ

ー） 
・ 営業活動と技術開発を融合し、日常的にユーザーニーズを把握することを心がけてい

る。ユーザーと直接議論をしながら、要求が発生したタイミングですぐに対応するよ

うにしており、要求よりも良い品質を推測できる場合は自ら提案することもある。ユ

ーザーが設計に基づいてプロセス開発を始める段階から関わっていくことが重要と考

えている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 素材の提案のみならず、成形加工・設計・評価の技術などといったソリューションを

総合的に提案している。（化学メーカー） 
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（以下、文献情報） 
・ 鉄鋼メーカーの EVI 活動（Early Vendor Involvement）では、新型車開発の初期段階

から参画して、ニーズに合ったソリューションをトータルで提案することにより、最

先端の車体開発に貢献する。材料の開発・製造・販売だけでなく、その利用技術（材

料技術、車体設計技術、成形・組立技術）の開発にも力を注いでおり、加工方法、パ

ーフォーマンス評価を含めて開発、提案する。 
（出所：http://www.jfe-steel.co.jp/products/car/tech.html） 

 
3.2 MI および AI を活用した素材開発の取り組み 

（MI および AI を活用した素材開発への期待等） 
〇MI・AI は研究開発の加速・効率化、発想・理解の支援の道具であり、取り組むべき課題

として捉えられている。MI・AI の導入により新規物質の評価時間の短縮や実験回数の削

減等が期待されている。その一方で、大規模な IT 企業の参入や中国の存在が脅威になり

うるとの懸念もある。メーカーのコメントは次のとおり。 
・ 現在、MI に対する印象はリスクとチャンスが五分五分の印象であり、MI は研究開発

の加速・効率化、発想・理解の支援の道具であると思っている。そして、MI は多様な

技術が必要とされるため、単なるデータ科学ではなく総力戦という認識でいる。（化学

メーカー） 
・ MI の導入により新規物質の評価時間の短縮や実験回数の削減等が可能になる。MI の

導入により、研究開発費は一時的には増加するが、長期的に考えれば実験が合理化さ

せるので、投資分は回収可能と認識している。（鉄鋼・非鉄メーカー、化学メーカー） 
・ 大規模な IT 企業が本気になれば、MI をやっている会社とかを買収してしまうのでは

ないかと思う。そういう意味では、そのような IT 企業は脅威であると感じている。（化

学メーカー） 
・ MI のアウトプットの価値を上げるには、自動実験等によりデータの量を増やすことが

必要であり、データを大量に保有・管理しているところが強くなる。そういう意味で

は中国は脅威になってくると考えている。そのため、自社データのみならず、社外 DB
のデータの活用も考えている。(化学メーカー)  

・ MI については、実験施策回数削減による材料開発速度向上をねらいと考えている。（鉄

鋼・非鉄メーカー） 
・ MI 活用の候補として、結晶系材料や金属材料の適切な結晶構造・組成探索への適用を

検討している。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
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〇MI の取組みは重要であると認識しつつも、金属材料は考慮すべきプロセスパラメータが

膨大であるため、今すぐに MI を実現するのは困難であるとの意見あり。メーカーのコメ

ントは次のとおり。 
・ 金属は、組成だけでなく熱処理で結晶構造が変わるなど、各種条件データを集めて AI

を使うことは容易ではないと考えている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ MI の取組みは重要だと思っている。一方で、不均質材料である一部の金属材料は、考

慮すべきプロセスパラメータが膨大であることから、今すぐに MI を実現するのは困難

であると考えている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ MI は手法であり、これを使って、どういう価値を提供すると顧客が喜んでくれるかが

重要。研究サイドの中での課題であって、実際にビジネスでどう強みになるのかがま

だはっきりしていないのが実情。このため、MI への投資が踏み切れていない状況であ

る。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
 
（MI を活用した素材開発への取り組み） 
〇MI、AI に対する企業の取り組みは多様で濃淡あり。大学・公的研究機関と連携してツー

ルを作り込む段階でもあることから、企業間で連携した取り組みが進んでいる状況とは

言えない。有益な知見が得られつつある金属メーカーも存在。メーカーのコメントは次

のとおり。 
・ MI に関する取り組みとしては、高分子材料等の分野においてコンピューターを用いた

素材開発に取り組んできた。今後は、MI に関する研究費は増加させていくことを考え

ている。（化学メーカー） 
・ 数学の発展が MI や AI にとっても重要。数学の発展を会社として支援していきたいと

思っている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 材料開発等で MI、第一原理計算、スーパーコンピュータを用いる研究をしており、有

用な知見が得られつつある。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 大学の先生の指導を仰ぎながら、MI に取組んでいる。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ MI については、大学との技術指導計画を締結している（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ MI 活用の候補として、結晶系材料や金属材料の適切な結晶構造・組成探索への適用を

検討している。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 材質予測は理論に基づくモデルを構築しているが、モデル構築には高度な知識と時間

が必要。さらにモデルを使ってシミュレーションするのにも時間が必要。データサイ

エンティストには、これをもっと短時間で処理できるようにしてもらうことを期待。

データ科学で得られる推定には裏付けとなる理論がないので、感覚的な信頼性がない。

データ科学と理論を合体させたいと思っている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ データ解析は手段であり、「どこにどういった課題があるか」、「どのデータを取り込ん

で、どう可視化し、どう解析するのか」、「そもそも解析する価値のあるデータが集ま
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っているのか」など、考えることが多い。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
 
（社内のデータ整備状況について） 

〇社内のデータの蓄積のためのフォーマットが統一されておらず、また、社内のデータ

も共有されていないことから、その改善が課題となっている。メーカーのコメントは

次のとおり。 
・ 現在は、既存の DB の中に取り込まれているデータを使用。電子媒体として蓄積され

ていないデータなども存在するため、まずはインフラシステムの構築が課題。（鉄鋼・

非鉄メーカー、化学メーカー） 
・ 現状はマテリアルのデータベースが不十分で、データを効率的に収集する技術の強化

が重要である。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ データの取得方法について大学や他の会社とコラボレーションできるように共通デー

タベースの構築について公的支援があることが望ましい。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 社内において、あまりデータが共有されていないのが現状である。まずは個社のデー

タの活用から始めることが個社や業界の競争力を高めることにつながるという認識で

いる。（化学メーカー） 
・ 社内においては、データの蓄積のためのフォーマットが統一されていないのが実情で

ある。材料開発という枠組みの中でのデータ共有は可能であると考える。（化学メーカ

ー） 
 
〇社内の手書きデータのデジタル化も課題となっている。メーカーのコメントは次のとお

り。 
・ 社内データは紙データもあるが、最近のものはデジタル化されている。（化学メーカー） 
・ 手書きデータがたくさんある。研究室毎に AI で使えるデータに落とし込もうとしてい

る。実験データをデータベースにまとめる作業は困難な作業であることは認識してい

る。これからやろうとしている段階。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
 

（他社とのデータの共有について） 
〇MI・AI の活用にはビッグデータが必要になるが、材料データはビジネスの生命線になる

ことから、多くの企業は他社とのデータ共有は困難であると指摘。メーカーのコメント

は次のとおり。 
・ 守秘性の高いデータを使う限りはクローズとなる。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ データベースの社外共有については、部分的には出せるデータはあるかもしれないが、

各社毎に装置の仕様や特性が違う。共有しても有用なデータとなるか疑問が残る。（鉄

鋼・非鉄メーカー） 
・ 同業他社が進出していない分野では共有できるデータがない。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
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・ まずは個社のデータの活用から始めることが個社や業界の競争力を高めることにつな

がるという認識でいる。個社のデータでもある程度のところまで MI は可能だが、それ

以上を目指すのであればリスクを踏まえたうえでデータを共有するという判断になる

と考えている。（化学メーカー） 

・ データの共有によりデータのやり取りが行われる段階になると、セキュリティーを含め

た課題が多く想定される。(化学メーカー) 
・ MI における社外とのデータの共有については、そもそも競争領域と協調領域の棲み分

けは難しいものであると考えている。さらに、材料データがビジネスの生命線になるこ

とから、従来の共同開発・受託開発以外の枠組みでは難しいと考えている。その中でも、

仮に、データ共有のガイドラインがあった場合には、データの流通ということは可能性

として考えられる。（化学メーカー） 
・ 実験データの共有は難しいと思っている。データを共有するためには実験データを MI

に使える形（共通の記述子）に加工する必要がある。企業秘密に関わるデータを出すの

は無理がある。企業の実験データに匿名性を持たせた上で、MI に使える形で出すので

あれば各社出すことは可能かと思う。加えて、データ共有にはインセンティブが必要。

（化学メーカー） 
 
〇他社とのデータ共有を推進するため、データ共有方針、協力できるインフラ整備、イン

センティブが必要との意見あり。まずは大学等でデータ共有の成功事例を作ってもらえ

るとありがたいとの意見あり。メーカーのコメントは次のとおり。 
・ 協力できるインフラ整備やインセンティブが必要。企業間のデータ連携の前に、大学等

でデータ共有の成功事例を作ってもらえるといい。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 国等に対しては、企業が使いやすい計算資源の整備・運営・発展を期待している。具体

的には、膨大なデータ量をやりとりするための通信環境やセキュリティーなどの IT イ

ンフラ整備であり、また、社内の情報科学のインフラ整備に対する支援があると望まし

いと考えている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 国がデータ共有の方針を定めてくれるとありがたい。企業だけでは進まないと思ってい

る。（化学メーカー） 
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（以下、文献情報） 

・ 文献から得られた、企業の代表的な MIの取り組み例は表 3.1 のとおり。 

 

 
表 3.1 企業における MI を活用した材料開発の取り組みの例 

企業 取り組みの例 

昭和電工(株) 
2022年
予定 

研究開発における材料の分析と計算科学分野を強化している。従来基

礎研究は材料開発中心だったが、分析と計算科学を軸に据え、特に計

算科学・情報センターは、MI に注力し、毎年人員を拡充している。

AI と材料構造・特性のビッグデータを基に、新素材の開発効率化を進

めている。 
同社は、2022 年春に横浜市に新設する研究開発拠点に、計算科学・情

報センターの機能を移転して、AI 推進の機能も持たせる。 

(株)三菱ケミ

カル HD 
2018年 

AI などを活用した「デジタルトランスフォーメーション」に取り組ん

でおり、AI 技術を化学品の商品開発に活用している。 
同社は米 IBM のシミュレーションシステムを基に、特定の機能性ポ

リマーで AI 技術の導入効果の検証を始めた。望む材料仕様を入力す

ると新材料の分子構造や反応条件・特性を自動で導き出すことが目標。 
2018 年 6 月にグループ横断の専門組織「マテリアルズ・インフォマテ

ィクス CoE（センター・オブ・エクセレンス）」を立ち上げ、技術情

報の共有や人材育成を主導する。大学などとの共同研究も行う。 
試算では、材料開発期間を最大で従来比 20 分の 1 に短縮できるとい

う。 

旭化成(株) 2018年 

AI やビッグデータ技術を材料開発に応用するMIが軌道に乗りつつあ

る。  
同社は、社内導入の加速を目指し、2017 年 4 月に MI 推進部を立ち上

げた。これまでに、石油化学事業本部で触媒の収率改善に MI を活用

し、最高値の更新に成功。新規重合触媒の開発で、不純物の生成を抑

える高性能な添加剤を見つけるために MI を導入した。長年蓄積した

社内のデータ資産をAI で使えるように変えていくことが目下の課題。 

米トヨタ・リ

サーチ・イン

スティテュー

ト他 

2017年 

トヨタ自動車(株)は 2017 年 3 月、AI 研究子会社である米トヨタ・リ

サーチ・インスティテュートが、今後 4 年間で 3500 万ドルを投じて

外部の研究機関や企業と協力すると発表した。スタンフォード大学や

マサチューセッツ工科大学など米国の大学のほか、英国の材料研究開

発企業のイリカとも協力する。さらに複数の研究機関とも協力の検討
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を進める。  
AI を活用して材料開発・探索にかかる時間の短縮を目指す。バッテリ

ーや燃料電池用の新材料の開発のほか AI、ロボティクスなどの技術を

活用した自動材料探索システムも研究する。 

日本電気(株) 2017年 

MI を活用して、熱電変換素子を開発した。同社の AI 技術「異種混合

学習」は、学習させたデータのうちどの因子が効いているかが解読で

き、学習結果がブラックボックスにならない。実験には網羅的合成法

を採用、大量の高品質データ集めて AI に学習させ、これを繰り返し

て材料を絞り込む。 

（出所:各種資料に基づき JFEテクノリサーチ㈱が作成） 

  
3.3 製造現場のデジタル化 

〇生産工程自動化、製品外観検査、故障低減・予知、安全保安等へ IT が活用されている。

企業のコメントは次のとおり。 
・ 安全、品質、計画・操業、設備保全、スタッフ効率化などのプロセスに ICT（IoT、DB/NW

データ解析、AI）を活用していくというのが足元の方針。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ これまでに実施してきた IoT としては、FA（Factory Automation）を中心として、超

音波探傷、プロセス予測、画像検査、ロボット、RFID、見守りカメラが挙げられる。（鉄

鋼・非鉄メーカー） 
・ IoT 化により期待される効果としては以下が挙げられる。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

予測：設備保全、品質予測、需要予測 
分析：画像検査、音声認識、顔認証、安全管理 
最適化：生産計画、搬送経路、置き場 

・ AI は社内の自動化、効率化、ミス防止を目的に推進する。拠点間の差を縮めることに

もつながる。具体的な取組として、AI による画像診断、機械学習（ビッグデータ、IoT）
を使って検査の自動化にトライしている。今後は AI 活用により、不良要因解析、製造

レシピの調整、日常点検の自動化を志向している。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ IoT 化は熟練技術のデータ化、製造プロセスの省力化、故障低減・予知など様々な面で

必要と考えている。一方で技術流出の懸念もあり、何をデータ化するかは精査する必要

がある。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ AI 活用の社内ニーズとしては 3 分野（マーケティング：機能付与、製造：生産性・品

質歩留向上、研究開発：スピードアップ）。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 画像処理応用では、外観検査の自動化を目指している。自動車部品を中心に、検査画像

処理の AI 化に取り組んでいる。プロセスインフォマティクスでは、機械学習による予

測モデルを用いて要因解析、因果解析、特性・異常予測を開始している。（鉄鋼・非鉄

メーカー） 
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・ 二つの軸で課題選定と解析の可能性を探っている。一つ目は「異常の予知」。製品不良、

設備の異常、産業保安などに対して、データ解析とモデル化により、これらの異常を未

然に防ごうとしている。二つ目は「人の判断支援」。ベテランスタッフのノウハウをい

かにデータとして取り込んで蓄積し、モデル化して新人等に学んでもらうか。第一ステ

ップは可視化、そこから最適解を見つけたい。以上の二つのデジタル化を融合して、生

産能力の最大化につなげ、従来と違ったアプローチでコストダウンしていきたい。（鉄

鋼・非鉄メーカー） 
・ 作業員にセンサー（心拍、移動データ等）をつけて、中央から体調等を管理している（動

かなくなったら、大丈夫かを確認等）。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
 
〇IT 活用の課題として、人材不足、課題を設定できない、課題とデータをリンクできない、

本当に欲しいデータが意外に取れていない、取得したが使えずに捨てたデータが多いな

どが指摘されている。そのような中、データをとにかくため込んでいる企業あり。企業

のコメントは次のとおり。 
・ IoT 化に際しての課題としては、課題を設定できない、取得したけれど使えずに捨てた

データが多い、データサイエンティスト不足が挙げられる。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 日本の数学レベルは高く、それを活かしていくことが大事。日本の数学をどう生かして

いくか、というのはデザインであり、頭の良し悪しではなくセンスが必要。如何に短時

間で最適のアルゴリズムにたどり着けるかが大事。大学との産学連携スキームを見ると、

数学だけ浮いている。他方、ダイレクトに産業界につなげることは難しい。横串的に連

携していくことが重要。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 本当に欲しいデータが意外と取れていない。測定が技術的に難しいこともあり、センサ

リングの技術の進展も必要。これができれば、本当の意味でのプロセスの最適化が出来

ると思う。そういった技術開発を支援してもらえるような公的なサポートがあるといい。

センサリングの難しさに加え、トレーサビリティーの難しさもある。（鉄鋼・非鉄メー

カー） 
・ ブラックボックス化すると AI が誤判断をした場合にそのプロセスがわからなくなる。

（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ デジタル化における困難な点は大きく三点ある。一つ目は、課題とデータ活用をリンク

させる、つまり、ある課題を解決するためには、そもそも何のデータを活用するのかと

いうところを整理すること。二つ目は、取得していても使える形になっていないことも

ある。三つ目は、間接部門（バックオフィス）の業務プロセス改革。（鉄鋼・非鉄メー

カー） 
・ 取得したけれど使えずに捨てたデータも多く、今はデータを溜め込んでいる。（鉄鋼・

非鉄メーカー） 
 



30 
 

 
（以下、文献情報） 
・ 日本の鉄鋼業において、デジタル化に関する技術は、順次導入されている。導入例とし

ては、冷延操業の最適化、原料物流、設備メンテナンス、安全見守り、画像検査などが

ある。（出所:特集「鉄鋼業における AI・IoT 技術の最前線」．ふぇらむ．2018 年、Vol. 23、No. 12） 
・ 化学産業を代表するポリマー重合や蒸留プロセスでは、流量・液面・圧力・温度センサ

等の測定値を使い、リアルタイムに実測が困難なプロセス変数の値を、リアルタイムに

推定するソフトセンサが考案され使用されている。（出所:化学工学．2016 年、第 80 巻、第

12 号） 
・ 国内外のエネルギー・化学業界は、先進国ではプラントの長寿命化、プラント運転員の

高齢化が進む中で、プラントの安定・安全運転を維持しつつ、メンテナンスコストを含

めた運転コスト全体の低減をいかに進めるか、新興国では熟練したプラント運転員の確

保が難しい状況の中でいかにして安定・安全運転を維持し、効率的なプラント操業を行

うかが喫緊の課題となっている。このような状況の中で、プラント操業における AI、IoT
の活用に対し大きな期待が寄せられている。 
（出所：https://jpn.nec.com/press/201702/20170202_02.html） 

・ 鉄鋼業・非鉄金属業をはじめとする製造業において、産業事故の防止は、最優先の課題

である。また、我が国製造業の基幹産業としての性格上、鉄鋼業・非鉄金属業において

大規模な産業事故が発生すると、自動車産業等におけるサプライチェーンへ影響を及ぼ

し、企業収益の下振れにも直結する。新日鉄住金の安全見守りシステムは、工場やプラ

ントなどの大規模施設における作業者の位置、動態、作業環境を見守るシステムである。

本システムは、スマートフォン本体およびスマートフォンに接続された各種センサから

送信されるデータをサーバに送り、都度、漏れなく状況を判定し、異常が検知された場

合は、確実に通知を行う必要がある。このため、大量のデータを欠損なく高速にさらに

セキュリティーを確保した状態で処理する必要がある。数人での使用から数万人単位の

本導入に段階的に進める計画である。（出所:特集「鉄鋼業における AI・IoT 技術の最前線」．ふ

ぇらむ．2018 年、Vol. 23、No. 12） 
・ NEC、日立、富士通、東芝、三菱電機、ファナックなどのシステム提供会社では、工場

で IoT を活用するための製品、サービスを提供している。日立は 2017 年 11 月から、鉄

鋼など素材メーカーを対象に、最新 ICT を駆使して材料開発の効率化を支援する新サー

ビス「材料開発ソリューション」を始めた。膨大な材料データを詳細に高速分析できる

システム環境を提供したり、顧客企業から預かった材料データを AI で分析し目標とす

る材料に必要な条件を割り出す。日立はそれまでも、2015 年に新日鉄住金と共同で進

めている「AI テクノロジー・計画最適化サービス」（生産ラインのデータ、熟練者の作

業履歴などを AI を使って解析し、自動的に最適な生産計画を立案するサービス）の実

証実験を始めるなど、MI 関連のビジネスを高エネルギー加速器研究機構や複数の民間

https://jpn.nec.com/press/201702/20170202_02.html
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企業と個別に進めていた。 
（出所:http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/10/1011.html） 

・ 素材メーカーにおける代表的な IoT 導入の取り組みの例を表 3.2 に示す。 
 

表 3.2 素材メーカーにおける IoT 導入の取り組みの例 

企業 取り組みの例 

新日鉄住金(株) 

大分製鉄所でAIを活用して自動的に最適な生産計画を立案するシステムの実証

実験を進めている。膨大な計画履歴を機械学習を使って熟練者独自の計画パタ

ーンを抽出・組み合わせ、多品種・多工程の製品をどの順番で生産すべきか、

最適な計画を導き出すもの。これまでに一定の効果に目処をつけた模様。また、

製鉄所ごとに分断され、共有が難しかったデータ解析の基盤を全社で統合。機

械学習自動化プラットフォーム「データロボット」を活用しながら、解析時間

の大幅短縮、複数の予測モデルに基づく多角的な分析を可能にし、整備不良要

因の推定、予兆保全の精度向上、異常発生の予測などの面でも効果を発揮して

いる模様。安全面でも高度 IT を使った作業員の位置・状態確認などでできるシ

ステムを構築。 

JFE スチール

(株) 

現在製鉄所毎に異なっていた製造業務全般をつかさどる基幹システムを刷新中

である。業務プロセスの全社統一に加え、ビッグデータを活用したデータサイ

エンスと、スマートデバイスや IoT などの ICT を積極的に取り入れながら、社

員のワークスタイルの変革に取り組んでいる。さらに世代交代が進む製造現場

における人材育成・技能伝承の促進に向け、製造現場でのノウハウやナレッジ

をデータベースに取り込み、その活用を始めている。 

(株)神戸製鋼所 
加古川製鉄所の高炉操業で AI 支援システムを取り入れている。2018 年には研

究部門に「AI 推進プロジェクト部」を新設し、本格的な活用に向け検討に入っ

ている。 

三井化学(株) 

NTT コミュニケーションズと共同で、ガス製品製造過程において、原料や炉の

状態などのプロセスデータと、ガス製品の品質を示す X ガス濃度との関係を、

ディープラーニング（深層学習）を用いてモデル化することにより、プロセス

データ収集時から 20 分後のガス製品の品質（X ガス濃度）を高精度で予測する

ことに成功した。 
（出所:各種資料に基づき JFEテクノリサーチ㈱が作成） 
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3.4 オープンイノベーション 

〇自前ではリソースが限られることから、オープンイノベーションの必要性が認識されて

おり、大学や公的研究機関との連携やユーザーとの垂直連携には一定の進展がみられる。

企業のコメントは次のとおり。 
・ 志向はクローズドからオープンに変化している。大学は評価技術や理論的アドバイス・

指導が主体。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 適切な連係先の選定（技術的補完ができるか、Win-Win な関係が構築できるか)、知財

の取り扱いは課題。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ Society5.0 を見据えた成長分野、特に IoT や AI のように既存技術の延長だけでなくイ

ノベーションによる解決が求められる分野に戦略的に取り組むにあたり、オープンイノ

ベーションによる国内外のアカデミア、ベンチャー企業、他業種を含めたリーディング

企業との協働を重視している。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 情報処理・先端技術開発（5G、自動化、センサー）、特殊材料開発の技術を持つ企業・

大学は貴重な存在であり、関心を寄せている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 自前ではリソースが限られているため、研究開発はオープンにやっていく必要がある。

特にデジタル化の流れの中では、外部要素は非常に重要であると考えており、それに合

わせて社内マインドも変えていく必要があると感じている。（化学メーカー） 
・ 同じ分析装置を使っても違う結果が出ることがあるため、複数の素材メーカーと評価方

法などの標準化活動を行っている。ただし、国際標準や業界標準はコンセンサスを得る

までの２～３年で技術が陳腐化する恐れがある。期間短縮のため数社で標準を作ってい

る。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
 
〇同業間での協調を志向するものの、協調領域を設定できず、水平連携が進んでいる状況

ではない。企業のコメントは次のとおり。 
・ コアとなる技術はオープンにできないので、どこまで開示して、どこから秘匿にするか

は、連携相手のニーズを見極めながら検討する必要がある。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ オープンイノベーションを推進する上での課題としては、知財の保護、成果の配分と機

密保持。また、国内の有望な要素技術が減少し、必要性が低下していることも問題であ

る。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 同業他社とは、協調、競争の線引きが難しく、情報交換できないでいる。基本的には同

業間で協調したいが、実際にはなかなかできない。コアとなる技術はオープンにできな

いので、どこまで開示して、どこから秘匿にするかは、連携相手のニーズを見極めなが

ら検討する必要がある。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
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（以下、文献情報） 
企業が、オープンイノベーションの促進を目的に設置した拠点を表 3.3 に示す。 
 

表 3.3 オープンイノベーションを促進するために企業が設置した拠点 

JFE ウエルディング協働研究所 
 大阪大学と JFE スチールは、鉄鋼材料の溶接・接合に関する課題解決やメカニズム解明と、

溶接・接合分野の新たなオープンイノベーションの創出を目的として、「JFE ウエルディング

協働研究所」を設置した。産学共創体制のもとで共同研究を推進し、鉄鋼材料を利用したもの

づくりのための溶接・接合技術に関して日本を代表する拠点として、世界をリードする取組み

を展開していく。 
JFE ウエルディング協働研究所は、世界 3 大溶接・接合科学研究拠点（① 大阪大学 接合科

学研究所、② TWI (The Welding Institute)、本部は英国ケンブリッジ）、③ EWI (Edison 
Welding Institute Ohio states Univ.)、本部はオハイオ州コロンバス））のうちの大阪大学内

に共同研究講座、協働研究所を設置したものである。 
（出所: http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2018/06/0701 

(株)神戸製鋼所：自動車用接合技術ショールーム 
 技術開発本部 自動車ソリューションセンターは、2018 年 7 月 9 日より神奈川県にある藤沢

事業所内に、車体軽量化に寄与する接合技術の展示と実演、顧客との対話促進によるイノベー

ション活動の活性化を目的として「自動車用接合技術ショールーム」をオープンした。 
藤沢事業所は、溶接材料において国内でトップシェアを誇る溶接事業部門の研究開発拠点とし

て 57 年の歴史を持ち、最も首都圏に近い事業所。ここに「自動車用接合技術ショールーム」

をオープンさせ、自動車メーカーや部品メーカーが気軽に足を運べる環境を整えた。 
（出所: http://www.kobelco.co.jp/releases/1199714_15541.html） 

日立金属(株)：グローバル技術革新センター（GRIT） 
 持続的成長と社会貢献に資する中長期を見据えた先端材料研究開発の推進を目的としたコー

ポレート研究所。 
IoT の進展にともなう生産システムの大変革や、ガソリン車から電気自動車へのシフトに代表

されるような急激な環境変化への対応に向けて、同社が持つ経験と叡智を集結するだけでな

く、自由闊達な発想力とオープンイノベーションにより、研究開発からイノベーションを創出

し、グローバルにはばたくことを目指す。 
（出所:https://www.hitachi-metals.co.jp/rad/grit.html） 

(株)UACJ：U-Al Lab.、歴史未来館 
 UACJ は、当社の新製品および新技術の研究開発拠点である R&D センターのリニューアルを

行った（2019 年 2 月 21 日竣工）。 
R&D センターは、グローバル市場に新製品・新技術を提供するため、海外拠点を含む研究開

発リソースの最適配置・体制構築を推進しており、顧客と協業し、生産部門と連携するととも
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に、研究者が互いに刺激し合う環境の構築を目指している。建屋をリニューアルしたほか、人・

知識・知恵・製品と技術の融合を図るためのイノベーションエリア「U-Al Lab.」と来訪者に

応じた基盤&コア技術・開発技術を紹介する歴史未来館を新設した。 
（出所:https://www.uacj.co.jp/release/20190220.htm） 

古河電気工業(株)：Fun Lab 
 2016 年 8 月、横浜事業所に当社技術を発信することでオープンイノベーションを促進し新事

業を創出する「場」として Fun Lab と名付けたオープンラボを新設した。企業や大学、公的

研究機関等との共創によるオープンイノベーションをさらに強化する場として活用している。 
（出所:https://www.furukawa.co.jp/csr/report/pdf/sustainability/2018/2018_05.pdf） 

(株)フジクラ：BRIDGE 
 イノベーション創出活動の強化を目指し、2018 年 7 月、東京都江東区にイノベーションハブ

「BRIDGE」を開設した。イベントスペース、コラボレーションスペース、コワーキングス

ペース等で構成され、企業・団体、研究機関、行政・自治体等との価値共創を実現していくた

めの空間。 
組織の枠を超えた交流やコラボレーションが生まれるコミュニティを形成していく。 
（出所:http://www.fujikura.co.jp/newsrelease/other/2057415_11549.html） 

東レ(株)：A&A センター 
 A&A センター（2009 年 4 月設立）は、コンポジット（炭素繊維複合材料）の基材・成形技

術開発を担うアドバンスドコンポジットセンター（ACC）、自動車向け先端材料・部材の総合

技術開発を行うオートモーティブセンター（AMC）、エンジニアリングプラスチックの開発を

担う樹脂応用開発センター（PATEC）から構成された総合技術開発拠点。相互に有機的に連

携・補完し合うことで、より多くのお客様に東レグループの先端材料・技術を融合したソリュ

ーションを提案する。 
名古屋事業場が自動車・航空機産業の主要企業と隣接するという好立地を活かし、ユーザーと

の共同開発の強化、開発のスピードアップを図る。 
（出所:https://www.toray.co.jp/technology/organization/laboratories/lab_011.html） 
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3.5 産学連携 

〇企業は大学のことを自社にない高度な技術等を有していると評価し、大学への寄附講座

の設置、連携協定の締結が進みつつある。企業のコメントは次のとおり。 
・ 協働の一つとして、特定の大学と連携協定を締結している。協定を結ぶことにより、情

報の取り扱いにおいて個別に NDA を結ぶコストを避けて効率的に連携できる。（鉄鋼・

非鉄メーカー） 
・ 日本企業は海外企業に比べて大学に出す資金を絞っている傾向（１つの研究室に対し、

日本は数百万円、海外は１千万円程度）にあり、この差を是正する必要があると考えて

いる。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 従来の共同研究より広い枠組みにて、学科・研究室の壁を越えて包括的な共同研究をは

じめた。大学は、尖った高度な技術と学術的な範囲で知見を有しており、大学との連携

によりメリットが得られると考えている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 大学に寄附講座を開設し、材料開発に MI、第一原理計算、スーパーコンピュータを用

いる研究をしている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 特定の研究所や大学と特別な関係を持たずとも、業界活動において外部との製品・プロ

セス開発の流れに関する包括的な情報交換を行うことができている。（鉄鋼・非鉄メー

カー） 
・ 日本の大学は数百万円規模の共同研究が多く、大型連携がない印象があり、やりたいこ

とも一致しない印象を持っている。大学によっては学生が自社に出向する仕組みや共同

研究を行う仕組みがあるところがあり、そういう仕組みは役に立っている。（化学メー

カー） 
 
（以下、文献情報） 

大学への寄付講座等の設置状況を表 3.4 に示す。 
 

表 3.4 大学への寄付講座等の設置状況例 

東北大学 
 組織的連携協力協定 鉄鋼産業の振興と社会全体の発展への寄与（新日鉄住金） 

寄付講座 環境物質政策学（DOWA ホールディングス） 
共同研究講座 先進鉄鋼材料組織制御（JFE スチール） 
共同研究部門 非鉄金属精錬環境科学研究部門（住友金属鉱山） 

東京大学 
 寄付講座 基盤材料マネジメント工学（高炉 4 社） 

寄付研究部門 非鉄金属資源循環工学寄付研究部門（JX 金属） 
京都大学 
 寄付講座 非鉄精錬学講座（三菱マテリアル） 
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大阪大学 
 共同研究講座 マルテンサイト基礎科学（新日鉄住金） 

共同研究講座 ウエルディング協働研究所（JFE スチール） 
室蘭工科大学 
 寄付講座 三徳希土類寄付講座（三徳） 

（出所:各種資料に基づき JFE テクノリサーチ㈱が作成） 

 
3.6 人材確保・育成 

〇人材不足が深刻化しており、熟練人材、若手技術者の双方の獲得が困難。大学における

材料分野の学科も減り、専門の研究室が少なくなりつつある。企業のコメントは次のと

おり。 
・ 製造業企業における人材不足が深刻化。金属素材産業においても熟練人材、若手技術者

の双方の獲得が難しくなっている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ 先生がいなくなりそうな技術分野もある。これまで当該分野に絡んでいない方にもアプ

ローチして、興味をもってもらうことが重要だと思っている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ 学卒の新卒（技術系）は、電気系が難化。高卒社員は、そもそも絶対数が減っており、

大都市圏での採用は難しい状況が継続。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ 人材育成の一環で、階層別のプログラムを組んでいる。少人数の枠しかないが、「留学

＋海外のグループ会社で就業」というプログラムも用意している。（鉄鋼・非鉄メーカ

ー） 

・ 当該分野を研究している大学が減り、専門の研究室が無くなりつつある。若者に材料関

係に興味を持ってもらうようにすることが課題。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ 海外人材の確保については、グローバル・インターンシップ制度を設け、インターネッ

トで募集して海外の優秀な学生に来てもらっている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

 
〇IT 人材、データサイエンティストが全社的に不足している。MI・AI に対応できる人材

を育成するため、情報科学の知識をアドオンで習得させる対応を取っている。産業の転

換点であるため、人材育成・確保に対する支援を期待する意見もある。企業のコメント

は次のとおり。 
・産業の転換点であるため、人材育成・確保については補助金などの政策に期待する。（鉄

鋼・非鉄メーカー） 
・ 全社的な IT 基礎知識が不足。(鉄鋼・非鉄メーカー) 

・ データサイエンティストが不足している。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ IoT、AI の推進にむけて、データ作業ができる人材確保が課題。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ ビックデータ・AIの活用については、その分野を扱える人材が社内に不足していること

が課題。大学の共同研究部門とも連携して採用活動を行っているものの新卒の獲得が難
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しい。また、30～40 代の中途採用を行っているものの、いい人材を採るのはなかなか

難しい。AI、IoT 教育のための最適なカリキュラム構築が必要と考えている。産業の転

換点であるため、人材育成・確保については補助金等の政策に期待する。（鉄鋼・非鉄

メーカー） 
・ 社内人材の情報化教育にも努めているが、現役社員の時間を割くこと、外部講師への費

用など、時間と費用の双方の負担が大きい。講師として教育ができる社員は少ない上、

そういった社員は社内の業務を多く抱えている。AI、IoT 教育のための最適なカリキュ

ラム構築が必要と考えている。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ MI・AI 人材については、社内には、化学をやっていたデータサイエンティストがおり、

また、純粋なデータサイエンティストに対する化学の教育もそこまで大変ではない印象

を持っている。（化学メーカー） 
・ MI・AI 人材の育成については、自社の研究者がみな MI ツールを使えるように検討を

行っている。また、上級者にあたる MI を理解した実験研究者の育成には、社外ツール

の活用を検討している。（化学メーカー） 
・ 人材については、化学と情報科学の両方の知識がある学生が増えている印象はなく、化

学系の学生を採用し、情報科学の知識をアドオンで習得させる対応を取っている。つま

り、入社後の教育が大事であると考えている。（化学メーカー） 
・ 人材育成としては、政府の取組の活用や社外リソースを活用した OJT が考えられ、最

終的には、情報科学を駆使して研究をデザインできるような人材が必要になると考えて

いる。（化学メーカー） 
・ 優秀な IT 人材は海外の IT 企業に行ってしまうため、大学のトップクラスの人材を呼び

込めていない。（化学メーカー） 
 

〇熟練技術社のノウハウの伝承として AI の活用も検討されている。企業のコメントは次の

とおり。 
・ 熟練技術者のノウハウの伝承については、社内で各種称号（手当て付き）を与えられた

熟練技術者が、退職までに後継者を育成する制度を導入した他、退職者に嘱託で来ても

らうケースもある。また、ノウハウを AI に取り込む試みも始めているが、人間を教育

する方が早い。（鉄鋼・非鉄メーカー） 
・ 今後、労働者が減っていく中で経験やノウハウの伝承が難しくなるので自動化を進めた

いが、どこに人を残すか、何を自動化するかは進めながら判断していくことになる。（鉄

鋼・非鉄メーカー） 
・ ベテランも含めた作業者の維持・確保が難しくなるため、社内でマニュアル整備や作業

の標準化・自動化を推進している。技術伝承には AI を活用できると考えている。（鉄鋼・

非鉄メーカー） 
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（以下、文献情報） 
新日鉄住金は日立製作所と共同で、熟練者の手掛ける生産計画の再現に向けた実証を行

い、熟練者の生産計画の一部について、再現性を確認した。数理最適化技術と AI を連携し

た日立独自の制約プログラミングを適用して、最適解の高速抽出のほか、熟練者による生

産計画を再現可能とするもの。設備や納期、コストといった複雑な制約条件に加え、膨大

な熟練者の計画履歴から機械学習を使って熟練者独自の計画パターンを抽出・組み合わせ

て解析し、多品種・多工程の製品をどの順番で生産すべきか、最適な生産計画を導き出す 
（出所:http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/10/1023.pdf）。 
 
3.7 ベンチャー 

〇力ある素材関係のベンチャー企業が出てきてはいるがまだ少ない。素材系は試作から量

産までのハードルが高いことから、ベンチャーが育ちにくいのではないかとの意見あり。

素材ユーザーが必要とする技術を持っているベンチャーと連携を心掛けている企業も存

在。企業のコメントは次のとおり。 
・ 大学発ベンチャーへの出資も行っており、出資により企業から有益な情報が得られるこ

と、利益が出た場合には当社にも還元されることがメリット。大学との産学連携はベン

チャーという形態でなくてもできるが、ベンチャーという形にすると目的が分かりやす

くなるところや、世間の評価を得やすくなるところがある。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ 素材系の大学発ベンチャーが少ない理由として、量産化へのハードルが高いところだと

思う。安定性、コスト面、品質、販路の全てを維持しながら量産するのは難しい。また、

ベンチャーは収入を得なければならない中で、金属産業は装置産業であり、投資が回収

できるまでの期間が 10 年以上ということも珍しくない。継続して相当な投資をして、

時間をかけて投資を回収するということがベンチャー企業には難しいため、大学におけ

る共同開発にとどまってしまうケースが多い。このため、量産や製造の部分を事業会社

がアシストするという構図はあると考えている。ベンチャーを立ち上げる人は会社を売

ることを考えている訳ではなく、自らオペレーションやマネジメントをしたいと考えて

いるので、我々はサポートする位置付けである。しかしながら、日本の研究費を投入し

てある程度の段階まで進んだのに、資金がショートして最終的に海外企業に買われたケ

ースもある。このようなケースは避けなくてはならない。（鉄鋼・非鉄メーカー） 

・ 新規事業開拓に向けた連携先の一つとしてベンチャー企業もあると思うが、ここ数年、

力のある素材関係のベンチャー企業が出てきてはいるもののまだ少ないと感じる。素材

系は試作から量産までのハードルが高く育ちにくいのかもしれない。自社では持ち合わ

せていない技術を持っているベンチャー・中小企業に対しては門戸を開き、連携できる

ようにはしている。（鉄鋼・非鉄メーカー、化学メーカー） 

・ ファンドの利用の点では、国内外のファンドに投資して情報を得ているが、現状はあま

りうまくいっていない。（化学メーカー） 
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・ 基本的に自社保有のコア技術以外の開発に手を広げるつもりはないため、この部分では

ベンチャー企業等との連携は考えていない。ただし、自社では持ち合わせていないが素

材ユーザーが必要とする技術を持っているベンチャー・中小企業に対しては門戸を開き、

連携できるようにはしている。（化学メーカー） 

 
（以下文献情報） 
 文献等で得られた非鉄金属関連企業が設立したベンチャー企業に投資するファンドを表

3.5 に示す。非鉄金属関連企業で、ベンチャー企業に投資するファンドを設立する動きが目

立つ。 
 

表 3.5 非鉄金属関連企業が設立したベンチャー企業に投資するファンド 

三菱マテリアル㈱ 
 ファンド名 MMC イノベーション投資事業有限責任組合 

設立日 2019 年 3 月 1 日 
運営会社 JMTC キャピタル合同会社 
運用期間 2028 年 12 月 31 日まで 
ファンド規模 10 億円 

投資対象 
次世代電池関連の材料技術、金属加工関連の材料技術、低炭素関連のプロ

セス技術等を有する国内外のベンチャー企業 

情報源 
プレスリリース 
http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2019/19-0311.html 

三井金属鉱業㈱ 
 ファンド名 Mitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund 

設立日 2017 年 9 月 1 日 
運営会社 SBI インベストメント㈱ 
運用期間 5 年 
ファンド規模 50 億円 

投資対象 
三井金属の既存事業分野と事業シナジー効果が見込まれる材料技術及び

材料の製造と加工に関わる技術を保有する国内外の主にベンチャー企業 

情報源 
プレスリリース 
http://www.sbigroup.co.jp/news/pdf/group/2017/0901_b.pdf 
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3.8 その他 

3.8.1 社会インフラの強靭化・長寿命化への貢献 

（業界団体ヒアリング） 
我が国のインフラの多くは高度成長期に整備されており、その老朽化は今後加速度的に

増える見込みである。交通を支える橋梁に注目すると、15 年後には 70 万橋梁あるストック

の約 2/3 が老朽化の目安である建設後 50 年に至る。一斉に老朽化するインフラの更新にあ

たっては、低コストで長寿命であるのみならず、省力型、高生産性、省 CO2 などにも優れ

た高品質なインフラを開発し、タイムリーに社会実装していくことが重要である。鋼構造

系のインフラは、材料自体が省エネ性とリサイクル性に優れ、また工場生産が前提であり、

軽量で現場での自動化も図りやすく、高い品質を確保しやすい特徴を持つ。このような特

徴を有する鋼構造系のインフラをさらに有効活用するためには、従来の寿命とされる 50 年

を超える耐久性を実現することが重要となり、腐食性や強度に優れた革新的高性能鋼材の

開発や新たな接合技術の開発が必要（鉄鋼関連団体ヒアリング）。 
 
3.8.2 温暖化対策 

（文献情報） 
鉄鋼業界では、製造プロセスで世界最高水準のエネルギー効率の更なる向上により、CO2

削減に取り組んでいる。具体的な取り組みの例として環境調和型プロセス技術の開発事業

がある。本プロジェクトでは、二つの研究開発項目に取り組んでいる。 
① 水素還元等プロセス技術の開発（COURSE50）：コークス製造時に発生する副生ガスに

含まれる水素を活用し、コークスの代替として鉄鉱石を還元する技術などを開発する。 
② フェロコークス活用プロセス技術開発：低品位の石炭と鉄鉱石を有効活用し、高炉内の

反応を低温化・高効率化する技術を開発する。 
 

 

（出所:NEDO 資料） 

図 3.1 環境調和型プロセス技術の開発 
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3.8.3 LCA、リサイクル 

（文献情報） 
鉄鋼材料は非常に高いリサイクル率で、クローズドループリサイクルされている（日本

鉄鋼連盟：http://www.jisf.or.jp/business/lca/material_flow/index.html）。リサイクルが容

易であるだけでなく、自然環境になんらの影響を与えずに回帰する点でも、地球にやさし

い。土中に還れば、数十年で土中にあるバクテリアにより分解される。 
（出所:鉄鋼連盟 http://www.jisf.or.jp/business/tech/can/chara/eco.html） 

 
3.8.4 高強度化等への取組 

（文献情報） 
① ISMA（新構造材料技術研究組合） 

ISMA（新構造材料技術研究組合）では、下図に示す産学連携の体制で、自動車を中心と

した輸送機器の抜本的な軽量化に向けた技術開発および輸送機器の主要な構造材料である

鋼材、アルミニウム材等の高強度化等に係る技術開発の推進している。以下、高強度化や

マルチマテリアル化に向けた代表的な研究事例について ISMA における研究成果を交えて

紹介する。 
 

 
（出所：ISMA Web サイト） 

図 3.2 ISMA の産学連携の体制 
 

② 鋼材、アルミニウム材等の高強度化 
車体軽量化のための高強度鋼板適用は、この 10 年間で着実に進捗しており、980MPa 級

を超える高強度鋼板の使用が拡大してきた。さらには、冷間プレス工法に加えてホットス

http://www.jisf.or.jp/business/tech/can/chara/eco.html
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タンプ工法もレインフォース部品を中心に拡大してきた。高強度鋼板の適用を推進するた

めに、プレス成形技術、衝突性能向上・車体剛性向上技術、鋼板接合技術を開発し、材料

提案から利用技術まで自動車会社の車づくりに貢献できる体制を構築している（JFE 技報．

2018 年、No. 41）。 
NEDO 革新的新構造材料等研究開発プロジェクトでは、590MPa 級鋼と同等の延性を有

する 1.5GPa 級鋼の開発を行っており、2022 年度目標を前倒し達成している。 
自動車へのアルミニウム合金の適用は、エンジン部品、ホイール、サスペンションなど

の鋳造材から始まった。板材としては、軽量性、熱伝導性、耐食性などの優れた諸特性が

部品の要求性能に合致する熱交換機用途として長く使用されてきた。燃費規制への対応の

ためにボディパネルへの適用が拡大している。また、構造部材へのアルミニウム板材の適

用検討も活発化している。 
ボディパネル材の課題としては、鋼材に比べコスト、成形性、接合技術（アルミニウム

材同士の接合も難しい点がある）があげられる。現状は 6000 系（Al-Mg-Si 系）合金は、

焼付硬化性があり強度がでるので、アウターパネルの主流になっている。 
構造材は、上記 3 点の課題のほかに、耐応力腐食割れも求められる。7000 系（Al-Zn-Mg

系、Al-Zn-Mg-Cu 系）の板材が、北米のアルミニウムメジャーである Novelis や Constellium
により開発されている（UACJ テクニカルレポート．2015 年、Vol. 2）。 

 
③ マルチマテリアル化 

輸送機器の燃費向上に向け、素材開発においては、マルチマテリアル化による最適設計・

軽量化推進、マルチマテリアル化に伴う異種素材の接合技術が一層重要となる。以下、企

業におけるマルチマテリアル化の取り組み例を表 3.6 に示す。 
 

表 3.6 企業におけるマルチマテリアル化の取り組み例 

企業 取り組みの例 

(株)日本製鋼所 

航空機部材事業への参入に向け、航空機複合材製造ライン新工場

を竣工していたが、2018 年 10 月、航空・宇宙・防衛関係の品質

ISO 認証（JIS Q9001）を取得。対象範囲は「航空機用動翼のハ

ニカムコア加工」。 

日東精工(株) 
冷間圧造が可能な複数の素材（鉄鋼、アルミニウム、銅など）同

士の接合に適合する異種金属接合技術「AKROSE」を開発。 

新日鉄住金(株)、 
(株)エフテック 

自動車足回り部品向けハイテンの開発で協力。 

菊川工業(株) 
摩擦撹拌接合（FSW）技術を使い、難燃性マグネシウム合金とア

ルミニウム合金の異種金属接合技術の開発を推進。 
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難燃性マグネシウム合金の実用性を高める。ターゲットは陸上輸

送機（鉄道車両、自動車等）。 

(株)The MOT 
Company 

EV のバッテリーケースでマルチマテリアル・ミックスを検討。 
ハイテンと CFRP のクロスを組み合わせたリチウムイオン電池

のバッテリーケースを試作開発。自動車メーカーへの提案開始。 

（出所:各種資料に基づき JFE テクノリサーチ㈱が作成） 

 
④ 接合技術 
輸送機器の製造では、高強度材の同種接合や、マルチマテリアル化で必要な異種接合の

需要が高いものの、現状では、接合強度やコストの面で実用的な技術が十分に確立されて

いない。例えば自動車の次世代構造材として期待される中高炭素鋼（C＞0.3％）や、航空

機で多用されるチタン材の接合では、高温加熱時に、変態・炭化物の析出や酸化による材

料の脆化が起こるため、従来型の溶融接合法が適用できない。代表的な非溶融接合の一つ

である固相摩擦撹拌接合も、中高炭素鋼やチタン材に対しては、撹拌ツールの激しい摩耗・

損傷等がネックとなり、現状では適用が困難である。鋼材／アルミニウム、鋼材／CFRP、
アルミニウム／CFRP 等のマルチマテリアル化で鍵となる異種接合では、低融点側材料の

劣化、接合部での脆い金属間化合物の生成、線膨張係数の違いによる歪みの発生、電食な

ど、多くの問題点が残されている（出所:NEDO 革新的構造材料 中間評価 概要説明）。 
NEDO の革新的構造材料プロジェクトでは、中高炭素鋼のハイテンに対しては、抵抗ス

ポット溶接（RSW）、レーザ溶接（LBW）、アーク溶接（GMAW）、摩擦撹拌接合（FSW、

FSJ）が開発されている。 
異材接合では、鋼材/アルミには抵抗スポット溶接と接着（AB）、アルミニウム／CFRP

には摩擦撹拌点接合（FSSW）や摩擦重ね接合（FLJ）、レーザ溶着（LAMP）、接着（AB）

の開発が進められている。また、鋼材/CFRP には、摩擦重ね接合（FLJ）やレーザ溶着

（LAMP）、接着（AB）が対象になっている。 
機械的締結は、欧米を中心に継手性能と生産性の向上を目指して開発がすすめられ、現

時点で市販されているマルチマテリアル車の異材接合に多くの実績がある。しかし、リベ

ットやボルト、ネジは部品接合箇所に適合する材質・形状・寸法などを選択して締結する

必要があり、量産車にはコスト的に無理がある。具体的には高級車の Audi Q7 のアルミと

鋼板の異材接合には SPR(Self Pierce Riveting）や、FDS（Flow Drill Screw）を多用して

いる。さらにアルミと超ハイテンの接合には SSR(Special SPR)や FEW（Friction Element 
Welding）を新規に採用している。BMW７でも、アルミと鋼板の異材接合には SPR、FDS
を使用し、CFRP と鋼板は両部材に事前に下穴を開けてブラインドリベットで締結してい

る（出所:自動車技術．2018 年、Vol. 72、No. 11）。  
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４．研究機関の動向等 
4.1 国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研） 

(1) 超々プロジェクトにおける取り組み 
・ 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト（超超 PJ）は、シミュレーションと AI

を活用した新素材を高速に開発するという NEDO プロジェクトである。機能性の有

機材料をターゲットとして、材料設計に重点を置いている。４つの重点課題（マルチ

スケールシミュレーション技術、高速試作・革新プロセス技術開発、先端計測技術開

発、AI の活用）を掲げている。 
・ 他の国プロとして SIP、MI2I があるが NIMS を主体とするプロジェクト。それぞれ

別のプロジェクトとして動いており、ターゲットと重点を置く部分は違っているが、

昨年辺りから連携してデータを有効利用する方法等について議論を開始している。 
・ 計算、プロセス、計測を三位一体で行うというのが超超 PJ の特徴。実験を try & error

で繰り返すのに比べて、開発期間を 1/20 にすることがプロジェクトの最終ゴールに

なる。また、それを実際に企業が自社製品を造る時に活かすということが最も重要な

ポイント。 
・ 前期３年間で、個別技術の確立、全体の３つ（計算、プロセス、計測）を回すための

基盤技術の確立に取り組んだ。後期３年間でマルチスケールシミュレータを高度化し

ていく。 
・ マルチスケールの計算シミュレーターを構築することが大きな課題の一つ。そこでは、

「OCTA」（2002 年開発）の拡張を行う。シミュレーター群、及び AI、ビッグデータ

（画像処理を含む）を最大限に活用して、今の時代に使えるものにする。 
・ プロジェクトのゴールとしては、開発したシミュレーターを企業で利用できるように

するということ。 
・ 開発したソフトウェア群として、画像解析ツール、大規模データ対応プラットフォー

ム、AI 対応のためのツール群などが挙げられる。 
・ 超超 PJ の成果が更に広く使われるようになると、企業における半導体、誘電体、高

分子、機能性化成品（触媒を含む）、ナノカーボン材料といった材料の開発を加速で

きると考えている。 
 
(2) 材料化学領域における企業・大学との連携状況及び課題 

・ 産総研の仕組みとして、大学の中に産総研の研究拠点をつくって大学と連携する「オ

ープンイノベーションラボラトリ」（OIL）と、産総研内に企業に来てもらって連携

を実施する企業の名前を冠した連携研究室「冠ラボ」がある。 
・ 材料・化学領域は、冠ラボに積極的に取り組んでいる。現時点までに６社の企業と冠

ラボをつくり、展開している。 
・ 日本ゼオン（株）、サンアロー（株）とは、カーボンナノチューブ（CNT）に関する
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連携研究ラボをつくり、産総研が開発した合成法を量産技術に展開させる研究や、

CNT を使った複合材料の開発に取り組んでいる。 
・ 日本特殊窯業（株）とは、ヘルスケア・マテリアル（生体親和性のある無機材料）に

関する連携研究ラボを中部センターに設置している。 
・ 矢崎総業（株）との連携研究ラボはつくばに設置しており、DIC（株）との連携研究

ラボは仙台に設置している。 
・ （株）UACJ とは今年 6 月にアルミニウムの先端技術連携研究ラボを作り、アルミニ

ウムに関して組織の微細化、加工の開発をオープンイノベーションで共同で行ってい

る。 
・ テーマが決まるきっかけは、様々なケースがある。企業から持ち込まれるケース、既

に実施している共同研究等が発展するケース、幹部との議論から展開するケース、な

ど。 
大学との連携では、東京大学柏、東北大学のそれぞれとの連携を行っている。 

 
(3) ベンチャーとの連携状況 

・ 材料・化学領域発のベンチャー企業として昨年度、３社（㈱エアメンブレン、インデ

ント・プローブ・テクノロジー㈱、ラスケーズ㈱）が設立された。 
・ ベンチャー企業との連携ラボ設立の活動は、今のところない。産総研は大型企業であ

ろうが、中小企業であろうが、ベンチャー企業であろうが、共同開発に取り組もうと

いうところとは、ハードルなく、同じ権限内容でやっている。 
・ 産総研発のベンチャー企業の創業者は３名とも、産総研で研究を続けている。無償兼

業という形になる。 
・ 産総研発ベンチャーに対して、産総研として行っている支援は大きく２つある。① 立

ち上げるまでの創業支援と、② 創業後の支援である。 
 
(4) 今後求められる素材及び当該素材開発の課題 

・ マルチマテリアル化が進展する中で、企業間での連携した取り組みはどうあるべきか。 
 中部センターでは、輸送機器の軽量化ニーズに対し、個々の材料物性だけでなく、

多種多様な組合せをしたものによる物性を求めている。今のところは、金属-セラ

ミックス等の組合せをターゲットとして、データ、プラットフォームの蓄積に取

り組む。 
 産総研では 2017 年から、マルチマテリアルのための信頼性の評価、設計のための

拠点化を目指した研究開発を行うため、革新的新構造材料研究開発の支援を受け

て取り組んでいる。マルチマテリアルの進展に伴い、データの取扱い、材料特性

の予測が難しくなってくる。産総研は、個々の企業、ISMA がつくったデータ・

手法を、蓄積・運用を継続していく拠点になるべく、体制の構築に向けた取組を
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進めている。計測はつくば、実際のものづくり・信頼性評価・設計等は中部セン

ターが担う。 
 また、産総研はマルチマテリアル化を実現する手段として接着・接合技術に取り

組んでいる。そのコンソーシアムには多くの企業が参加しており、サロンとして

情報交換の場として行っている（個別課題が出てくれば、クローズになる）。 
・ 材料開発を加速化していくための課題、企業や大学への期待、素材を開発する企業・

使う企業のそれぞれへの期待 
 ユーザーの情報（どういう機能・構造が欲しいのか。なぜそのような性能が欲し

いのか。自分たちのノウハウ）を示して、一緒に開発しようというスタンスで取

り組めるとやり易いし、やりがいもある。 
 材料開発のスピードに関しては、ロードマップが厳しくなって、どの分野もほぼ

限界に来ると言われて未だ何とか粘っているというところがある。これがあと 20
～30 年そのままいくとは思えない。この体質からちょっと抜けた違う考え方で、

もう少し先行投資ができるようなカルチャーになっていくとありがたい。もう一

つは、共通化。重複したものをお互いに隠してやるよりは、共通化して共同開発

する（あるところまで共同で取り組み、それ以降は個別に利用）といった事はも

っと進めていくべきだと思う。 
 違う観点から言うと、大きな意味で材料開発において、これから考えなくてはい

けないのは、サーキュラー・エコノミーへの対応だと思う。機能だけ追い求めて

素材開発を行ってきたが、これからは、最終製品の使用～廃棄～リサイクルを考

えた上での材料開発が必要。物質循環の入口となるのは材料／素材であるので、

そこは考えていかなくてはならない。企業はイノベーションが早い状況を求めら

れている中で、そこまで立ち返ってずっと考えていることは難しいと思われる。 
 
 (5) TIA（産総研、NIMS、筑波大、KEK、東大の 5 機関連携の研究拠点） 

① 産総研 TIA オープンイノベーションプラットフォーム 
・ 光ネットワークイノベーションハブの構築、SiC 半導体デバイスの量産化、MEMS ラ

イン構築、カーボンナノチューブ大量合成ライン構築など、ナノテク関連技術の大型・

共通プラットフォームを構築・運営してきた。 
・ また、つくば 15km 圏内に 500 台余りの研究装置の揃った 15 の共用施設群を有する。

（ナノ微細加工、分子・物質合成からサブナノレベル微細構造解析まで有する。） 
・ 事例１（光ネットワークイノベーションハブの構築）：SCR を利用して実際にデバイス

を作っている。大型プロジェクトが終了後、自主的なハブとして展開している。 
・ 事例２（SiC 半導体デバイスの量産化）： 3 インチの半導体ラインを補正予算で構築。

TPEC（コンソーシアム）において自分のテーマを持ち寄り、垂直連係を進めている。

SiC のラインを量産まで実施している。このラインを作ることにより、量産の見極めが
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できるようになっている。富士電機が 2013 年に製造ラインを作ることに成功。 
・ 事例３（MEMS ライン）：補正予算・NEDO プロジェクトで整備。大口ユーザーの財

団法人（マイクロマシンセンター）が加工サービスを提供するなど、協力して運営して

いる。 
・ 事例４（カーボンナノチューブ）：TIA で日本ゼオンと共同で CNT 量産プラントを立ち

上げる。TACC（技術研究組合）組合員が常駐し、キラーアプリケーションを探索して

いる。2015 年に日本ゼオンにおいて量産プラントが竣工。 
・ 事例 5（C-MOS）：300mm のラインを立ち上げている（100mm ラインは SiC へ転換）。

CPU, メモリを上下に積層できる装置群を整える。 
・ TIA 連係プログラム探索推進事業【かけはし】：TIA 中核 5 機関が研究資金を持ち寄っ

て新規シーズを創出しようとしている。芽がでたら、かけはしの課題に企業を組み入れ

る枠組みとなっている。代表的な成果例として、【糖鎖標的レクチンを用いた膵がん消

滅戦略】が挙げられる。 
・ TIA を形成する上でうまく行ったポイント： 

 産業界と予め２年以上の議論があり、既にプレイヤーもいた。導入装置も事前に

選別できていた。企業と公的研究機関に密接な議論ができた。 
 常にお金がかかる SCR を何とか維持することができた。 

・ TIA は当初、ナノテクノロジー（微細加工）を目的としていた。つくば大学の医学部

が協力してくれてバイオ・医療の研究をに横展開ができるようになっている。【かけは

し】でも積極展開している。 
・ 民間の方が装置を持ち込むことは限定的にはある。通常は、産総研の施設を企業と共同

で運営する方向。 
・ 共用装置を利用する制度を統一し、推進センターで一元管理。装置使用から課金まで一

つのルールで実施している。 
・ TIA の経験を活かした、金属分野のオープンイノベーションへの期待： 

 ISMA 事業において、計測領域の 5 機関が関与している。 
 バイオが途中から立ち上がったことを見ると、今後も新たな分野が追加される可能

性はある。金属や材料も候補になりうる。バイオも TIA の枠組みを使って、レクチ

ンの評価を産総研の評価施設を利用している。 
・ 人材育成：つくば大学中心で実施している。そのスキームに産総研のリクエストを入れ

ていただいた。企業に出資していただき、講座を作った。企業から教授を出してもらっ

て、講座を現在も運営している。 
・ ベンチャー関連：光デバイスに関連して２年前にベンチャー（IO-core 社）が立ち上が

っている。 
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② TIA 共用施設（微細加工プラットフォーム：NPF）について 
・ 微細加工プラットフォームは、ナノテクノロジープラットフォーム（文科省全体として

のプラットフォーム事業）の一部。 
・ 共用施設の装置の種類や仕様はホームページ上で DB 化されており、ホームページを窓

口として申し込むことができる。 
・ 共用施設利用の利点：施設装置を維持管理。ノウハウの提供・共用、使用法の指導を行

うことができる。 
・ JST プロジェクトで 1000 万円以上の器機を導入する場合はナノテクノロジープラット

フォームの共用施設等に利用できる器機がないことを示す必要がある。継続的に利用で

きるようにメンテナンスしておくと共に、所内のインフラとして持続的に共用施設を維

持していく必要がある。 
・ 産総研が蓄積してきたノウハウ・成果を広く社会に普及させることを目的としている。

商用利用を禁じていないことが大きな特徴。単価表で時間単価が公開されているため、

予算が立てやすい。 
・ NPF での分析評価試作により企業での開発が軌道にのると、企業は NPF を使わなくな

る。そのため絶えず新規顧客を開拓することが重要。例えば、各種展示会、セミナー等

でマーケティング活動を実施している。 
・ SCR 以外の共用施設の利用費用は一件数千円から数十万円程度。そのため、利用者を

広く募る必要がある。 
・ 他機関との連携はまだ不足としている部分が多い。かけはしの様なスキームで積極的に

利用していただき、連係の発端になってほしい。 
 
③ 集積マイクロシステム研究センター 
・ MEMS の試作システムを運営。5 つの研究チームにより構成。 
・ MEMS 用のクリーンルームを設置している。MEMS 前工程共用ライン。MEMS 後工

程・検査共用ライン、MEMS 研究用ライン(4 インチ)を設置している。 
・ TIA 共用施設利用・MEMS ファインドリーサービスの H29 年度利用実績は 15000 時

間・台。 
・ ｢道路インフラ状態モニタリング用センサシステムの研究開発｣、｢振動発電デバイスを

備えたポンプ寝台用無線センサ端末｣、｢畜産牛用多機能ルーメンセンサー｣、｢電機筋肉

刺激と筋音計測を用いた筋肉評価用ウェア｣など、各種 MEMS 関連プロジェクトで利用

されている。 
 
4.2 国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS） 

(1) 金属材料開発における企業・大学との連携状況及び課題 

・ 企業と NIMS の 1 対 1 の共同研究を活発に進めているほか、企業連携センターという
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仕組みがある。 
・ 企業連携センターに関しては、NIMS と特定の企業（金属材料に関係する企業としては、

日立金属（株）、（株）IHI の 2 つ）が、3 年以上の中長期にわたるテーマを基にいくつ

かの共同研究を行うような位置付けになっている。 
・ NIMS-日立金属センターは、耐熱合金などに関する研究が進められている。 
・ （株）IHI とは、航空機向けの次世代の材料の開発を進めている。 
・ 企業連携のきっかけは３つのケースがある。① 研究者同士の個別の共同研究を束ねて、

企業連携センターをつくる。② 最初から企業連携センターの仕組みを使ってスタート

する。③ トップダウンで進行する。 
・ 企業の研究者は、NIMS に常駐して NIMS の装置を使う企業もあるし、必要なときに

NIMS を訪問し、装置を使う企業もある。 
・ 企業がセンターをつくるメリット：基礎的なことを知りたいというケースもあれば、材

料開発につながる共同研究ができることを魅力に思うケースもある。インフラの使い良

さは挙げられる。連携のコーディネーターが共同研究に至るまでのマッチング等のサポ

ートをする仕組みも役に立っていると思われる。 
・ 成果の取扱い： 
 何らかの形で成果を発表する。待たなければならないことはあるが、多くの場合は

論文等の形で公表される。 
 成果の取扱いは、連携毎に詳細に取決めている。 

・ 素材ユーザーの NIMS への期待：主に解析に重きを置いている。また、MI にも興味を

持っている。 
 
(2) ベンチャーとの連携状況 

・ 現在存続している NIMS 発ベンチャー（NIMS がサポートするプログラムを使ってベ

ンチャーになった企業）は、全部で 11 社ある（金属はない）。 
・ NIMS 認定ベンチャーという制度を用いると、NIMS の研究装置の使用や、有利な条件

での特許の利用が可能である。 
・ NIMS 研究者は、社長に就任することはできないが、CTO には就任できる。申請が認

められれば、兼務も可能である。 
・ 今のところ大企業による買収事例はない。 

 
(3) オープンイノベーション（MOP）の取り組み 

（文献情報） 
・ 民間企業（化学 4 社、鉄鋼 3 社）の基礎研究所を誘致し、NIMS を中核とした、業界別

のオープンプラットフォームを形成している。同業他社間の事業で共通している部分は

協働する水平連携体制により、イノベーション創出力を強化していこうとしている。 
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・ 鉄鋼 MOP では｢粒界力学エフィシェンシー｣をテーマに、鉄鋼 3 社と NIMS の研究者が

一緒になって基礎研究に取り組んでいる。 
・ 産業界がやれないような課題、例えば、粒界偏析の高精度な測定方法、粒界偏析と粒界

構造の解明や偏析した粒界と強度についての基礎的な問題に対して、MOP への期待が

大きくなっている。 
・ 複数の同業他社メンバーと NIMS が一緒になり、何が根本的な問題になっていて、何

をすべきか企画段階から議論し、NIMS のリーダーシップのもと基礎研究を徹底的に行

って課題を解決するという、これまでの日本にはなかった試みで、国際競争力の強化に

つながることが期待される。（出所:NIMS NOW, Vol.18, No.2, 2018 年) 

 
（出所:NIMS NOW, Vol.17 No.2, 2017 年） 

図 3.3 NIMS マテリアルズ・オープン・プラットフォーム 

 
(4) 材料評価・規格の重要性 

・ 火 STPA28 系鋼の 2015 年時点のクリープデータが 2010 年時点のクリープデータより

も低いことが指摘されている。また、改良 9Cr-1Mo 鋼においても 1990 年製造に比べて

2000 年代製造の方が低いことが分かっている。2017 年にもクリープ強度の低下が続い

ている。 
・ クリープ強度の低下は、凝固偏析の残存による、合金元素の濃度分布に起因することが

これまでの調査により分かっている。 
・ ASME（アメリカ機械学会）の規格には偏析に関する表記はあり、偏析の存在が有害で

あることは言及されているが、定量的な要求事項は無い（材料研究者が主導して偏析に

関して定量化した規格を制定していく必要がある）。 
・ 材料の研究者は、材料をつくるための規格、材料を評価するための規格（評価法、分析

法）だけでなく、材料を使うための規格（設計基準など）についてもコミットしていく

ことが重要である。材料側の人が、材料の適切な使い方までフォローするために、規格

をつくり、メンテナンスしていくことが大事である。 
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・ 実際に使われる環境により、材料に要求される特性は異なる。時間依存の材料特性とし

ては、クリープ強度のほか、耐食性などが考えられる。偏析、濃度の不均一性という問

題は、色々なところに波及するのではないかと心配している。 
 
(5) 第 4 次産業革命に向けた統合型材料開発・情報基盤部門における研究開発 

・ 材料は複雑で、その開発に時間が掛かる（物質レベルの複雑さと、材料を使っているレ

ベルでの不均一の掛け算で効いてくる）。そこで、AI、ビッグデータを使って材料開発

刷新を進めようとしている。 
・ NIMSではデジタル化に3本柱で取り組んでいる（マテリアルズ・インフォマティクス、

マテリアルズ・インテグレーション、マテリアルズ・インフラストラクチャー）。 
・ マテリアルズ・インフォマティクス：機能から物質を探索（第一原理計算から順方向で

予測されつつある。） 
・ マテリアルズ・インテグレーション：既存の経験則、現象論を活かしながら、実験、計

算をデータ科学を活用して、マルチスケールでつなぎ合わせる。 
・ マテリアルズ・インフラストラクチャー：MRB【物質・材料プラットフォームの構築】 
・ MI2I：人材糾合→46 名の外部研究員。社会実装コンソーシアム→82 社（2019/03/07 時

点）。 
・ SIP-MI：材料開発を支援するための OS を作る作業を実施。SIP-MI-1.0 を完成するこ

とに成功している。 
・ 今後は、SIP-MI を順方向の計算手段として活用し、情報工学で逆問題を解く。この逆

問題 MI を積層造形や CFRP に利用しようとしている（燃えないことと軽いことの共存

などを課題としている）。 
・ MRB：文献からデータを集める。また、現在生み出されつつある計測データを収集す

る。 
・ CAS（ケミカルアブストラクト）では 3000 人規模でデータを集めていると聞いている。

NIMS では文献からデータマイニングする際に、機械学習手法を取り入れた形で、先進

データベースを構築しようとしている。 
・ 研究で取得したデータは、研究者個人の PC にしまい込まれ、論文が出た後は利活用さ

れることはない。そこで、計測した側からデータを可読可能にして蓄積し、論文等の成

果が出た後に、共有する仕組みを作ろうとしている。 
・ 作成するリポジトリは、NIMS 外の大学にも利用して頂き、生み出される材料データを

利活用可能な形にしたいと考えている。 
・ データを収集、蓄積、活用する一連の仕組み、システムを開発して、材料データプラッ

トフォームを作ろうとしている。 
・ 論文（オンラインジャーナル）は Elsevier 等の出版社が寡占している。論文出版の際

にはエビデンスデータの提示が必要となっており、このままでは、データについても出
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版社の寡占が起こると懸念している。少なくとも材料データについては、NIMS のリポ

ジトリに登録をして、これを引用する形で論文を投稿するという流れに持っていきたい。 
・ これからの時代はプロジェクトを進めるときはデータの構造を考える専門の人を入れ

ることが重要。本プロジェクトにおいて、データをどのように記述すると再利用できる

かを考え、共有しやすくできるようにする必要がある。 
・ 大事なことはデータを測る枡ができること。データが流通しやすくなるためには、枡（計

量しやすい枡）が必要。 
・ 日本の企業間のデータの共有を進めるためのインセンティブ：統一フォーマットをつく

るのは困難。課題毎にデータの記述方式（データ・フォーマット）は違ってしかるべき。

そのかわりデータ・フォーマット間でお互いの関係を紐付けできるようにすることが大

切。もう一つ大切なのは、企業には出せないような解析結果を生み出せるかということ。

それができれば、企業は（匿名化など色々と条件付きではあるだろうが）データプラッ

トフォームにデータを提供することで、価値を引き出すことができるという風に考える

のではない（企業が欲しいのはデータではなく、データから生み出される価値）。 
・ 日本の個々の企業の MI に対する取組のスピード・深さのレベル（諸外国との比較で）： 

 インフォマティクスでいうと悪くない。力を入れている企業は、相当進んでいる（一

方で、全く始めていないところがあり、二極化している）。 
 インテグレーションは日本の鉄鋼業界が一番進んでいると思う。データ科学の活用

でも、ファクトリーの中では世界的に一番早い。高炉の制御、圧延・熱処理のシミ

ュレーション技術は世界でトップに近いレベルを保っている。 
 
4.3 東北大学 

(1) 金属材料研究所における産学連携の取組 

・ 金属系素材の開発における MI、AI、IoT の活用に向けて、人材育成、コミュニティへ

の貢献に取り組んでいる。 
・ 人材育成に関しては、拠点として貢献する上で、学生の育成だけでなく、優れた指導者

を持続的に確保・育成することが重要であると捉えている。 
・ 素材ユーザー、素材メーカーとの連携は、増加傾向にある。東北大では B-U-B

（Business-University-Business）モデル（川上～川下の企業の間に、大学が入って一

緒に研究する）を通じて、バリューチェーンも含めた連携を目指している。金属材料研

究所における連携も、素材メーカーに限らない。 
 

(2) 未来科学技術共同研究センター（NICHe） 

・ 東北大の一つの貢献は、特許を機関管理にすることをいち早く決定し、それに必要な制

度・組織づくりを進めたこと。 
・ 教員が教員の研究を支援する体制をつくったことが大きな特徴。 
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・ 企画部が研究部を支援する仕組みのもとで、今までに 75 件のプロジェクト（基本的に

は 5 年計画、最長 7 年）が、進められてきた。外部資金獲得額が大きいのが NICHe の

特徴。 
・ プロジェクトリーダー（20 名）のうち、3 分の 1 が兼務の教員、3 分の 1 が NICHe の

定員の教員、3 分の 1 が名誉教授（特定有期雇用として再任用）。 
・ 名誉教授は、集金能力・ネットワーク・知恵を使って、世の中に示せる成果をあげるこ

とと、若手研究者の育成（次のリーダーを育てる）が求められている。 
・ 兼務の教員（厳しい審査を経て選ばれる）は、大きな目標を持って活動していくために、

NICHe を活用している。評価は、外部の有識者により、3 年目の中間評価、5 年目の最

終評価という形で行われる。 
・ 外部資金を取ってきた中から事務員も採用している。経済的に 90％以上自立しており、

これからの大学の研究センターの姿だと思っている。 
・ 研究期間の中間時点でベンチャーを立ち上げ、研究期間の後半で育てることを奨励して

いる。自ら地域の産業づくりをする中で、地域の中小企業の要素技術を使って、東北大

発ベンチャーを育てようとしている。下記の（株）C&A もこのような形で、宮城県の

中小企業に加工委託している。 
 

(ⅰ) 材料ベンチャー「（株）C&A」 
・ （株）C&A は吉川教授の新規単結晶の設計・製造技術をシーズとするベンチャー企業。 
・ 機能性材料（酸化物、合金など）において、社会実装（対象：シンチレータ、ヒーター

用線材、スパークプラグ用線材、熱電対、それらを製造する装置など）に結び付いた実

績がある。 
・ 吉川研究室としては、約 7 年で 10 種類以上の材料が、様々な会社から製品化してもら

えた。中には自らベンチャー企業を作って社会実装を達成したものもある。 
・ （株）C&A は 4 名で創業した（現在は 20 名）。最近では、東北大の卒業生（修士、博

士）も入社するようになった。（株）C&A では知財を全て東北大に帰属させている（実

施許諾をC&Aに付与して実施）。工場は持たず、量産はOEM方式で製造委託している。

委託先企業は、確立した製造法で新事業に取り組むことができるので、Win-Win の関

係になる。品質保証などは（株）C&A で対応している。 
・ 吉川研究室は、将来的に MI との融合が脅威となる可能性があるため、データベースの

構築を検討している。 
・ ユーザーへの宣伝は、学会発表のほか、学会に付属している企業展示会への出展。シー

ズとニーズが合致すると、ユーザーに訪問して頂けて、取引に発展する。 
・ （株）C&A は B-U-B モデルの一つ。国内外の大企業のニーズを大学が理解して、地元

の中小企業につなげており、大学発の技術で世界と地域をつなぐハブ機能を担っている。 
・ 大学発ベンチャーの中には、創業時に社会実装をモチベーションにしている会社が多い。
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㈱C&A もその一つである（上場は事業拡大に必要な資金を集めるための手段、M&A は

自社の事業拡大のための手段と理解しており、手段自体はゴールにはならない）。 
・ 現状、公的な支援は、① VC から出資を受けることを前提としたもの（ゴールは上場）、

② 大企業と連携することを前提としたもの（ゴールは M&A）、の２つに集中している

が、③ 独自に発展を図るベンチャー企業を支援する制度があっても良いと思う。 
 

(ⅱ) マテリアル・コンセプト 
・ 小池教授の半導体配線の研究経験を基に、小池社長と共に起業したベンチャー会社「マ

テリアル・コンセプト」において、各種特性に優れた銅ペースト（当初の応用先は太陽

電池）を開発している。これらの特性を利用して、いろいろな業界の顧客と一緒にやっ

ている。 
・ 銅ペーストの研究に取りかかるきっかけは｢震災後の復興に自分の研究の力を注入した

い、研究に何ができるか？｣を熟慮した結果。再生可能エネルギー・景気浮揚の観点か

らその頃注目されていた太陽電池分野（で自分のシーズが活かせる分野）に注力した。 
・ 産業革新機構、文科省、NEDO などの支援・融資による要素技術の発掘、東京ビッグ

サイトでの反響などを経て、会社を始めた。 
・ 会社を始めるにあたって、メンターとして元日新製鋼㈱代表専務取締役、元電機メーカ

ーの開発センター長にご支援頂いた。 
・ JX 金属㈱の東北大学への寄付により、ICAT（アイキャット）建設予定。今後はそこが

活動拠点になる。 
・ 銅ペーストの研究は起業するまでは大学で開発しており、特許も大学から出している。

起業してからは、会社の中で開発している。創業に関わった研究室の先生方には技術顧

問になってもらい、知恵を出してもらっている。 
・ ネットワークを持ったメンターから、技術フェロークラスを紹介してもらい、実際にや

り取りしている。エンドユーザー、ブランドオーナーから、使いたい材料の話しを聞き、

基盤メーカーを紹介してもらう。 
・ 大量生産は、マテリアル・コンセプトの範疇にない。 
・ 短期間で顧客仕様にカスタマイズするために、AI を使って、持っている大量のデータ

を整理する取組を始めている。AI の活動においても、情報管理の意識の高い AI ベンチ

ャーとコラボレートして行うことを考えている。 
・ 学生は学会などで成果発表することを指向している。一方、会社側は重要な成果をノウ

ハウとして秘匿したり特許出願する必要がある。このように成果に対する両者の相違が

あり、会社の論理によって学生の研究活動に支障をきたすことがないように、学生の研

究テーマと会社の研究テーマを明確に区別している。 
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(3) 多元物質科学研究所 

・ 金属資源プロセス研究センター（昨年（2018 年）4 月設置）では、海外大学との国際交

流（北京科学技術大学、メルボルン大学とのワークショップ）、産学連携（本田技研工

業㈱とのリチウムイオン電池材料のリサイクルを開発）、センターシンポジウム（国際

シンポジウムとして選鉱製錬関連分野の専門家の招待、日中韓の鉄鋼研究のワークショ

ップ）に取り組んでいる。 
・ 本センターでは、枯渇化している選鉱製錬分野の技術者の再教育と、学生を育てること

に、危機感を持って取り組んでいる。 
・ 非鉄金属精錬環境科学研究部門は、住友金属鉱山との共同研究部門で、研究者の再教育、

学生の育成を行っている。非鉄製錬業への就職にもつながっている。 
・ 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と連携・協力協定を締結

して、協力している。 
・ 多元研の特徴的な取組として、焼結型金属ペースト（高価な銀を銅に代替）、ベンチャ

ー「Powder Science」の立上げ（計算科学で紛体現象を解明）、イオン液体による PGM
抽出（メルボルン大学の先生が興味を持っている）が挙げられる。 

・ 若手研究者（28～35 歳）を重点的に育成した結果、アクティビティーも上がっている。

CORE ラボ（海外にもつくっている）を持ち、自分で研究している若手もいる。大学院

生を対象とした「次世代若手共同研究」もある。 
・ 東北大は、次世代放射光施設の官民地域パートナーシップのパートナーの代表機関とし

て選ばれた。 
・ 日本の放射光の研究は、遅れているものの、諸外国に比べて、よい性能となるように設

計している。放射光リングの設計は、日本が一番進んでいる。 
・ 東北大は、次世代放射光施設の隣に設けられるサイエンスパークゾーンに、学術の仕組

みをつくりながら、連携して研究開発していくリサーチコンプレックスをつくる考え。

リサーチコンプレックスは産学連携をメインに、人材育成をからめていく。この計画を

多元研が中心になって進めている。企業もサイエンスパークに拠点を構える。 
・ 住友金属鉱山と共同で行っている人材育成の取組では、企業としては金属がわかる人材

が欲しいのだが、それを教える学校がなくなっているという中で、先生が選鉱の講義を

した。非鉄業界と組んで、研究を通じて人材を育成する取組も行っている。 
 
(4) 東北大学材料科学高等研究所（AIMR） 

・ 日本の優秀な研究者が一方通行で欧米に出ているという現状は、日本の将来の科学技術

によくない。そこで、日本に優秀な研究者を呼ぶため、優れた研究施設をつくろうとい

うのがプログラムの始まり。世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）では現在、

13 の拠点が動いている。13 の拠点のうち、4 拠点が材料科学に特に強く関わっている。 
・ AIMR は、13 の WPI 拠点の一つ。27 名の主任研究者とその研究室で研究をする（支
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援スタッフを合わせて 150 名程度）。公用語は英語。 
・ AIMR は、原子分子といった基礎の部分から、そのような知識を活かしてどのような材

料をつくるか、さらにデバイスに応用していくかまで研究している。 
・ 数学連携グループを取り囲んで、いろいろな分野が融合を進めていく体制になっている。

材料科学の研究所の中で、所長が数学者というのはめずらしい（世界にないと思う）。

しかも、研究者の 2～3 割が数学・理論物理である。タイムスケールが短くなる時代の

中で、予見性のある新しい材料科学に数学-材料科学連携で取り組んできた。数学を入

れることによって、次々に成果が出て、数学-材料科学連携に対する WPI プログラム委

員会、文科省などの評価が上がった。 
・ 企業は数学との連携に関心があり、問い合わせを受けている。数学との連携はタイムス

ケールが長いので、企業が最終的に投資するのかは分からない。 
 
(5) 材料科学拠点・オープンイノベーション戦略機構 

・ CIES（半導体関係の研究所）は B-U-B モデルの先行事例。材料～ソフトウェアまでの

バリューチェーンの中で、性能が決まっていく訳だが、企業間ではなかなか情報のやり

取りがないので、ここに大学が入ることになる。大学はコンサルで入る訳ではなく、研

究シーズを持っている大学の先生が共同研究することによって、業種の壁を越えて取り

組むというスキーム。 
・ B-U-B が従来の産学連携と異なるのは、複数の会社とコンソーシアム型でやっていくと

いうこと。 
・ B-U-B の二の矢としてライフサイエンス、三の矢としてマテリアル・サイエンスへの展

開を計画している。 
・ 創薬に関して B-U-B を考えた時に、AI など様々な業界（20 社位）が入ってきて融合し

ていこうとしている。 
・ マテリアルに関しては、非鉄金属領域の電極・配線材料イノベーションとして、JX 金

属が中心となって準備を進めている。次に、鉄鋼領域でも新しい製鉄方法などに業界を

あげて取り組んでいく仕組みの構築を目指している。 
・ 知財の取扱いに関して、CIES は工夫している。例えば、契約が二階建て（非競争領域、

競争領域）になっている。が知財の管理、交通整理する専門家を配置する等自前の体制

をつくっている。また、コンソーシアムの中に入っているうちは、大学の関連特許を自

由に使えるようにしており、それが求心力となっている。 
・ 近年、業界団体で情報を交換しにくくなったと聞く。大学は中立的な、教育研究機関で

あるため、そのような意味でのハードルも低い。 
 
 (6) 国際集積エレクトロニクス研究開発センター（CIES） 

・ CIES は、電子デバイス～システム側の領域（Society 5.0 を実現する基盤技術）を研究
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しているセンターであり、国際的な産学連携オープンイノベーションを推進する。 
・ 東北大の一部局（全学組織）ではあるが、民間（東京エレクトロン）の拠出と、経産省

の支援で立ち上げた。民間共同研究費と競争的資金等による自立経営を行っている。復

興推進計画の中に組み込まれ、民間投資促進特区になっている（参加企業には税制優遇

がある）。 
・ 15 の研究室の持っている技術をセンターにワンパッケージで集積して、産業界に提供

していく（企業にとっては調整する時間もコスト）。関連する知財もほぼ CIES にプー

ルされている。 
・ 大学は、異分野の企業の技術バリューチェーンの間を取り持つことが役目（企業は現在、

コーポレート・ラボがなくなり、量産ラインの中で開発する状況の中で、他社との会話

が難しい状態になっている）。 
・ 例えば、材料 A 社がプロセス B 社に直接持って行けないので大学を介する。大学の研

究者が B 社の装置を利用して実験する。その結果のフィードバックは大学から A 社に

行う。 
・ CIES には、企業からの情報がフォアグラウンド IP として提供される。なるべく 3 者

共有物はないように整理する。契約はマルチパーパスでは契約しない（全て 2 者間契約

を結んでいる）。 
・ 事業フェーズに進んだら、B-U-B から B-B に移行していく。 
・ 地元・近隣の中小企業のサポートも、行っている（5 年間で 10 例位が事業ビジネスに

たどりついた）。 
・ CIES で行っている学生支援の原資は民間資金。学生の評価は教員と参加企業の両方で

行っている。 
・ インターンシップは、ドクターの学生だけを対象に、共同研究契約をしている先の企業

と行う。R&D で雇用するため、契約上守秘義務が課せられている。 
・ 大学として、CIES 拠点を構築するメリットは、① 自分達が研究している市場の国内企

業がしっかりすれば、学生の就職先がしっかりできること、② 現場が活発であること

を見て、学生が将来に夢を持てること、③ 社会実装の視点から自分の技術を評価して

もらえ、研究の幅が広がること。 
 

(7) 工学部機械系（構造スマートシステム学分野） 

・ ボーイングは、Virtual Test and Simulation が重要だと考えている。数値計算に必要な

のは Multi-physics や計算の精度。計算の目的は、① 実験、認証に係るコスト低減、

② 開発期間短縮、③ 性能向上。 
・ 数値計算は実験と合わないとコストに貢献できない。そのため、実験を行うことが世界

のトレンドになっている。過去の標本が存在しない領域では、数値計算による設計、試

作を行い、実験によりサーティフィケーションを行っている。 
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・ ボーイングが 2011 年に Atoms to Aircraft を提案した。それに歩調を合わせるように、

東北大-東レバージョンの Atoms to Aircraft の共同開発をしてきた。特に、国立研究開

発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のサポートを受けて、東レ、航

空各社で共同開発。機体設計までできるようになってきている。一気通貫に原子スケー

ルからつくれるようなツールボックスまで開発した。このツールボックスの一部は、

Materials Studio に実装されている。 
・ CFRP と金属をどのように貼り付けるか。チタンと CFRP のマルチマテリアルが勝負。

例えば、CF と金属 3D プリンターによるマルチマテリアル。 
・ チタンと CFRP の界面をどのように作り込むか？樹脂の化学反応はたかがしれている。

3D プリンターで界面を形成し、アンカー効果を最大限利用する。この技術ができれば

トポロジー最適化を最大限利用できる。 
・ フラウンホーファーを中心に、チタンと CFRP のマルチマテリアルが勝負になると考え

られている。最初に金属の部品をつくっておいて、最後に後処理として CFRP で補強を

していくという軽量化がトレンドになると言われている。その時に界面をどうやってつ

くるのかということが重要なポイントになる。 
・ 次の産業は、高付加価値・高価格・小部品をマルチマテリアルでつくることができない

と置いていかれる。これからは、材料、機械も全て入った総合工学として、高付加価値

な製品をつくっていかない限り、この時代を勝ち抜けない。 
・ 材料の分野ではまだまだ日本・欧米が先行している。ただ、欧米でゲームチェンジが起

きた時がこわい。デジタル化、3D プリンターをキャッチアップして、素材産業を支援

することが大事。 
 
4.4 大阪大学 

(1) 大阪大学工学部の取り組み 

・ 大阪大学工学部では、以下の様々な取組を行っている。 
 テクノアリーナ（従来の電気・機械・材料の割り方を、出口側で連携）の立上げ 
 グローコル（英語のコース）の発足 
 テクノビス（産学官共創大学院コース）の開講 
 アジアの大学と連携した人財育成 

・ このうち、テクノアリーナ構想は、従来の工学の専攻が連携して取り組まなければ解決

することができない課題が出てきたことを受け、従来の 10 専攻に横串を通すように作

られている。 
・ 全部で 12 のアリーナ（科学技術分野、工学課題分野、社会基盤分野）を作っている。

SDGs に当てはめて括ることができる。 
・ 将来的には、基礎工や理学部、情報と合わせて理工情報のユニットを立て、さらに人文

社会系、医歯薬系ユニットとも融合させていこうという構想。 
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(2) 産学連携研究（Industry on Campus）について 

・ 共創機構（阪大の本部の直下にある組織）の中の産学共創本部が、産学連携を担ってい

る。 
・ 研究をするための事務的な調整は、産学共創が担い、研究者自身のリソースを使うこと

がないようにしている。 
・ 産業界との接点づくりや、先生の紹介も産学共創が担う。 
・ 包括連携のほか、規模に合わせた 3 つの連携制度（共同研究講座、協働研究所、協働ユ

ニット）がある。寄付講座も未だある。 
・ 包括連携は具体的なアクションがある訳ではなく、研究に限らず、様々な情報交換を行

うことを目的としたものであるのに対し、共同研究講座、協働研究所、協働ユニットは、

研究目的が明確で、それぞれのミッションが明確にされている。 
・ 包括連携の中の幅広い情報交換の中で、テーマが挙がって、3 つの連携に発展すること

もある。 
・ このような仕組みができるようになったのは、大学の法人化と、時代の要請（企業には

自分たちで研究する余力がなくなり、大学は学術だけやっていると未来が開かれないと

思い始めた）がミックスしたため。 
・ 誰が成果を持つのかはケースごとに取り決める。特許を出願して開示できるようになっ

たら、共同研究の成果として発表する。特許の取得や、実用化の一歩前までいくことが

ゴールになる。 
・ 協働研究所や協働ユニットを運営していくための調整は所長の役割になる。所長は大学、

企業のどちらから出してもよい（所長が企業だったら副所長は大学、所長が大学だった

ら副所長は企業から出す）。 
・ 講座や研究所の中に入った企業の研究者には、ポジションが与えられ、企業から入れて

もらったお金で雇われる。 
 包括連携：三菱重工業（株）、パナソニック（株）、富士通（株）等の企業、或いは

国研（量研機構、情報通信研究機構等）行政（大阪府、ジェトロ等）と取り組んで

いる。 
 共同研究講座：従来（2006 年）からあるもので、企業が大学のリソースを使って共

同研究することで、実用化或いは発展させていこうとするもの。自社の独自の研究

を持ち込んでも、あまり意味がない。 
共同研究講座の設置は各大学で広まっている。東大、京大、名大もこのような取組

を始めている。 
 協働研究所：2011 年からの仕組みで、複数の講座にまたがって共同研究を行う。企

業が自社独自の研究を持ち込むこともできる（大学が興味を持っていないテーマで

あっても、大学側のサポート（研究者の協力、設備の利用）を受けられる）。 
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(3) 産学連携教育（Internship on Campus）について 

・ ビジネスエンジニアリング専攻（BE 専攻）：2004 年に経営がわかる技術者、技術がわ

かる経営者の育成を目的として、設立された。 
・ 工学専門科目、MBA 基礎科目のほか、工学や経営学を実社会に展開するための教養と

して、デザイン力、行動力が必要であるため、実践型の演習（OJE: On the Job Education）
を開発している。OJE 科目はグループワークを中心とする学生による主体的な対話的

な学びにより、実社会のテーマも取り込んで履修している。多くは専任の教員と、外部

からきた先生が連携してペアでグループを指導している（産学連携教育を実際に行って

いる）。学外との接触体験を特徴としている。 
・ 産学官共創コース：協働研究所や共同研究講座を取り込み、これまでは研究にしか使え

なかったシステムを教育にも使っていこうという構想である。協働研究所の中に学生が

入って、企業のための研究をしつつ、実践型の教育も受ける。インターシップ・オン・

キャンパスをやりながら、産学官共創の教育も進めていくという取組になる。（H32 年

から 5 人で始める予定）。 
・ 背景に社会が求める修士・博士像と、大学が輩出している修士・博士の乖離がある。元々

の発想は、企業の方に入ってもらい、出口側の研究を行う人材に学位を出してもよいの

ではないということ。 
 
4.5 今後の材料開発に関する有識者の見解 

(1) ゼロエミッションとリサイクルを考えた材料開発 

・ これからは、ゼロエミッションとリサイクルを考えた材料開発の時代。 
・ 持続的社会の課題として SDGs が大きな役割を果たしてくる。日本でも、SDGs を考え

た Inclusive、No One Left Behind、これを考えた課題解決型ということで、Society5.0
（サイバー空間とフィジカル空間の融合という考え方）の方向で取り組んでいる。 

・ そのとき大事なのは、材料を含めた全体のシナリオ。材料を含めたデータ科学の時代と

いう認識を持って、政策を考えて、前に進まなければならない時代になっている。 
・ 材料的に見ると、LCA、リサイクルが大きな要になる。 
・ CFRP やマルチマテリアルについては、ゼロエミッションと LCA をきちんと把握しな

いと、新しい材料として使えない。 
・ 鉄鋼は、一番最後は鋳物に持っていけばよい。アルミも、最後は非常に低強度のアルミ

がある。マグネシウムや CFRP でも、一番最後に捨てるときに使ってもらえる材料があ

ると、循環するという考え方がある。しかも、有価物として引き取ってもらえる材料が

あれば、回っていくという考え方。 
 
(2) 研究システムにおいては、欧米に加えて、中国との協力が課題 

・ 研究システムにおいては、欧米に加えて、中国との協力が課題になる。論文数では、中
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国がほとんど首位。一方、航空機分野でも伸びてはきているものの、航空機材料のキー

デバイスのほとんどは、外国製の部材を用いており、製造技術的には日本の 1980 年代

レベルであると評価。 
・ 材料開発の政策で重要なところは、材料研究の中に、国際的な産学官でデータを共有し

たプラットフォームをつくるシステムをどのように盛り込むかということ。 
・ 最大の課題としては、SDGs の Inclusive に大体尽きると考えている。 
・ プロジェクト研究の分類をどのように捉えていくかを考えて政策をつくるべきだと思

うし、共通基盤研究としてのデータベース、データシートの重要性を強調したいと考え

ている。 
 
(3) 材料全体の基盤となる重要な要素 

・ 今世紀になってナノ的な材料が出てきて、新しいマテリアル革命の基盤となっている。 
・ 急速に伸びているのは、積層造形 3D（粉末の問題と 3D をつくる問題は分けて考えた

ほうがいい）。日本は 3Dで若干遅れをとっているが、SIPが立ち上げた材料系の 3Dで、

5 年後には西欧をキャッチアップできる可能性がある。そのときナノテク、ナノマテリ

アルが重要になる。 
 
(4) 研究方法としては、計算科学まで入れた MI の方向を目指すべき 

・ 1950 年位から計算科学、MI が進展してきて、理論と合わせて、順問題的に問題を解い

て、特性を予想する方法で材料科学が進展してきた。 
・ 今後は、実験と MI を融合して、逆問題材料科学が始まり、MI が進展する。 
・ 我が国としては、諸外国とも協力して、逆問題の材料開発に全体を向ける方向だと感じ

ている。 
・ SIP（26 企業、36 大学、9 公的機関が参加）は、航空機を対象に、MI の開発を進めて

おり、順問題的には大体解決できるというところに来ている。後期の SIP は順問題から

逆問題に動いている。新たに粉末 3D と CFRP を押し上げて、逆問題 MI をつくり上げ

ようと考えている。 
・ MI 活用するときに重要になるのは、先端計測と計算科学であるというように、総合的

に理解すること。 
・ 現在、材料のデータを一番持っているのは日本（民間）。質のいいデータを持っており、

ある程度データベース構築に取り組んでいる。 
・ 1 社だけで取り組んでも、中国に負けるかもしれない。情報の強いイスラエルなどに追

い上げられる可能性もある。 
・ トップメーカーは、データの共有に際しては持ち出しが多くてリターンがないと感じて

いる。 
・ 国立研究所などでは金属系の企業と化学系の企業と一緒になってデータベースを構築
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しつつ、MI に相当するものをつくるというところまでは合意できている。しかし、民

間企業はデータや資金を出すことには躊躇している。データを出し合うような状況をつ

くるには、大学または国研が、MI が本当に役に立つということを証明する必要がある。 
・ MI の応用的な面で米国は進んでいる。ミシガン大、ノースウエスタン大、ジョージア

工科大等。 
・ プロジェクトを始めるときに拠点をつくって、データを集める体制をつくることが重要。 
・ オープン・クローズドを上手くやらないと拠点は成り立たないが、難しい。国研がハブ

になるような機能を果たすということが大事。 
・ データをアーカイブ・発展する拠点と、プロジェクトを一緒につくるようなシステムを

つくらないと、データ科学の時代に対応できない。データを全部オープンにするのが難

しくとも、クローズで参加するところが上手くいけばよい。 
・ 材料開発の政策で重要なところは、材料研究の中に、国際的な産学官でデータを共有し

たプラットフォームをどのように構築するかということ 
・ 材料の技術開発の方向性は、科学技術の分野の分け方やシステムのあり方で変わる。そ

れぞれの分野は、全て結びついており、これらの連関が大事である。 
・ IoT は、情報とマテリアルの融合領域で考えることができる。 
 
(5) 我が国の研究体制のあるべき姿 

・ 大学の質の向上には、定員を半分にするなど、大学改革も進めなければならない。女性

研究者を増やすことが急務。 
・ 産学連携は、日本が科学技術立国として飛躍するために必要な取組である。ただし、大

学側は産学連携に取り組むと資金的には得るところがない。 
・ イノベーションという曖昧な用語が強く出過ぎて、産業競争力強化に向けた取組が弱体

化していることを心配している。 
・ 日米欧の共同研究に資する設備の共同利用。 
・ 日本の科学技術力の低下傾向の対策としては、人口増加、女性の研究者の増加、外国人

の導入が挙げられる。また、文系と理系の融合（AI やベンチャーのキーになる）、博士

課程大学院への給与支給が有効と考えられる。 
・ 無機・有機材料を包含したマルチマテリアルとしての新しいマテリアル・サイエンスに

ついては、基本的には大学が体系をつくり上げて、講義をして普及させることによって、

マテリアル・サイエンスの新しい形ができてくる。サイエンスとして確立するのは、後

進に教えることも含めて、大学が中心にならないといけない。そのような中で、経産省

には良い分野融合型のプロジェクトで全体を活性化して頂きたい。 
 

4.6 知財面での有識者の見解 

データと AI の知識があれば、新素材発見に資する MI の開発に向けた検討は可能。米
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Google が材料情報科学に興味を持ち、欧米や米国の研究機関と手掛けている（日経 xTECH 

2018 年 4 月 10 日より）という情報もある。従来材料開発に関係のなかった企業が、MI によ

る計算結果と代表的な実験結果によって、幅広い範囲で知財が押さえられる可能性などが

ある。そこで、MI 及び AI を活用した素材開発における知財面での論点について、知財の

有識者へヒアリングを行ったところ、次のような見解であった。 
 

① MI により開発された新素材における知財の扱い 
従来材料の解決すべき課題の設定、データ分析の手法と新材料の合成や既存材料の新

用途発見について、従来の文献等に示唆がない限り、新材料や新用途について、新規性、

進歩性は認められ、特許を取得可能である。 
リアルな実験を行わずに、シミュレーションを行って開発した材料についても、実施

可能要件（特許法第 36 条）を満たせば、特許を取得できる。シミュレーションのみによ

って実施可能性を裏付けた特許は他の分野では取得できており、MI の分野において、こ

れを否定する理由はない（明細書に実験を行わなかったと書く訳ではない）。この結果、

大きなプラットフォーマーが強い権利を持つ可能性もある。 
現行では、ⓐ 課題（素材特性）を示しただけ、ⓑ 課題解決に向けて、AI の教師デー

タを収集する行為の場合は、発明者として認められない可能性が高い。 
 
もっとも、MI による新素材の開発については、実施可能要件が特に重要と思われる。

特許庁の審査基準は、ⓐ「物の発明」について明確に説明されていること、ⓑ「その物

を作れる」ように記載されていること及びⓒ「その物を使用できる」ように記載されて

いること、実施可能要件を充足するためには、必要であるとしている。 
このうち、「ⓑ「その物を作れる」ように記載されていること」については、MI の場

合、計算だけで新物質の所在を明らかにする場合があり、そうすると実際に実験してい

る訳ではないので、明細書に実験方法を書けないところがある。これが特許出願をする

際の難しいところだと言われている。 
「ⓒ「その物を使用できる」ように記載されていること」については、新物質の場合

は、どこまで実用できるのか分からない場合があり、如何なる記載であれば十分かは、

実務上の問題になるだろう。 
なお、日本国内においては、必ずベストな実施形態を記載する必要はないため、企業

が特許出願する際には、ある程度一般的な実施形態を記載するに留まる場合も少なくな

いと思われる。 
データベースを使って特許登録を受けられるような新物質を発見した場合、関係当事

者として、データ提供者、実際に手を動かして新物質を発見した当時者らが出てくる。

現在の特許法上の理解では、データ提供者は発明者とならず、実際に手を動かして新物

質を発見した者が発明者になる場合が多いだろう。 
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② MI 及び AI を進めるために必要な対策 

MI 及び AI の利活用を進める上では、まず、データの保護が重要である。データは、

知的財産権の保護対象となる場合に加えて、営業秘密 3 要件（非公知性、秘密管理性、

有用性）を満たしていれば、営業秘密として保護される。また、改正不正競争防止法（今

年 7 月 1 日から施行）によって、限定提供データ（限定提供性、電磁的管理性、相当蓄

積性）に一定の保護を与えるという制度が導入される。 
これらオプションで保護できない場合には、データは、原則として、自由に利用が可

能であって、そもそも、「帰属」自体を理論上規定できない。そのため、契約で利用方法

を制限する、又は、そもそもデータを渡さないといった事実上・技術上の対策が重要で

ある。 
このようなデータの性質に照らせば、実用上重要なデータ、特に、提供候補企業の機

微情報やノウハウを含むデータは、一般的には外部に提供されないと考えられる。もっ

とも、他方において、ある程度重要性の高いデータが開示されなければ、データの利活

用を促進することは難しい。そのため、各プレイヤーがデータの他社への開示にメリッ

トを見出すような制度構築をする必要があり、一つの可能性としては、プラットフォー

ムの活用が考えられる。すなわち、自社のデータの提供と引き換えに、他社のデータ（又

はその他対価）の提供を受けられる体制を構築することで、データの流通を促進しよう

という発想である。 
もっとも、プラットフォームに関する法的議論はまだ未成熟であるため、これから議

論を深めていく必要がある。特に、データは利用していかないと価値が出てこない。実

際に利用してみないと、どういうことが出来るか分からないという側面があるため、最

初から完璧にスキームを構築することは現実的ではなく、一旦データを集めてから、利

用の可能性を検討していく、ということが、重要と思われる。この際、実務上問題とな

り得るのは次の３点である。 
ⓐ 誰が集約したデータを管理するのか。特にセキュリティーの観点や、集約したデー

タとの取扱い等の場面で問題となる。 
ⓑ 成果物（発明など）の取り扱いをどうするか。プラットフォームが、単にデータの

提供者と受領者との間のデータ取引を仲介するだけであれば、後は案件ごとに個別調整

で問題はないと思う。他方、プラットフォームが、提供されたデータを用いて、データ

ベースを構築する等の場合には、予め、プラットフォーム内のデータを用いた発明等の

知的財産権の帰属を検討しておく必要がある。 
ⓒ 仮にコンソーシアムから脱退したいという企業が出てきた場合に、データの取り扱

いをどうするのか。ここもプラクティスが固まっている訳ではないので、試行錯誤せざ

るを得ない（一度入れたデータは出させない、入れたデータを使って何かを開発したと

しても権利を有さないという形で契約上結んでしまって、ただ、脱退する際に、データ
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の価値評価が可能であれば、その分だけ払うというアレンジをする場合もある）。 
 
社外データベース等を利用して MI を使って新素材を開発した場合に、データベース

の所有者は特許を受ける権利を取得することは特許法の理論上はないが、契約による。

データベース所有者のインセンティブになる可能性がある。 
 
データの提供者に発明者性を認めるのではなく、経済的インセンティブ（キックバッ

ク）を与えるという考え方がある。独フラウンホーファーは綿密に発明の権利配分を決

めている。 
 
５．海外における第四次産業革命に向けた動向 
5.1 海外主要国における MI 関連の計画・政策、ファンディングプログラム 

5.1.1 全体像 

(1) 実施内容 
MI に関する国家単位での政策ではアメリカが先行し、EU、非 EU 欧州ではスイス、さ

らに中国、韓国などが追随している。図 5.1 にこの状況をまとめた。 
 

アメリカでは 2011 年に White House から MGI(Material Genome Initiative for Global 
Competitiveses)という国策が打ち出された。、MGI は、先進的な材料をわずかなコストで

2 倍の速さで発見、製造、適用するための新しい時代の政策、資源、インフラを作成するた

めに設計された複数の機関のイニシアチブである。 
次の 2014 年の MGI 戦略計画の 4 つの課題に基づき、進められている。 

① 物質・材料研究において、計算、データ、実験を連携させた統合アプローチを主流

にするための研究者意識のパラダイムシフト 
② 実験、計算、および理論の統合 
③ 材料データへのアクセス環境の整備 
④ 次世代の材料研究人材の確保 

この政策下で、各国家機関によるファンディングプログラムが組成され、助成金を受け

て研究開発を進めている。NIST(National Institute of Standards and Technology)による

NIST MGI、NSF(National Science Foundation)による DMREF、DoD（Department of 
Defense）による MURI、NASA（National Aeronautics and Space Administration）によ

る GCD、DoE(Deaprtment of Energy)による CMS などである。各ファンディングプログ

ラムの概要は表 6.1 に記載し、さらに詳細を 6.1.2 に記載した。 

 

EU では 2014 年に「Horizon2020」が欧州の世界競争力を確保するためのイノベーショ

ンを実施するための財政的手段として策定されたもので、2014 年より 2020 年までの 7 年



66 
 

間にわたり、約 800 億ユーロの助成がなされるとともに、民間からの投資も見込まれてい

る。この下で、図 6.1 にあるような、NOMAD、Max、E-CAM などのファンディグプログ

ラムが組成され、助成金を受けて研究開発を進めている。各ファンディングプログラムの

概要は表 5.2 に記載し、さらに詳細を 5.1.3 に記載した。 
 

非 EU 欧州諸国ではスイスの MARVEL という取り組みが特筆される。11 のスイスの機

関が連携して、2014 年から 2025 年にかけて、材料開発プラットフォームを構築した。 
データベース駆動の高スループット量子シミュレーションの材料情報科学プラットフォ

ームを介して、新規材料の設計と発見の加速を目標としている。 
次の課題を設定している。 
① 予測精度のための高度な電子構造設備 
② 構成/組成空間を探索するための革新的なサンプリング方法 
③ 計算材料科学へのビッグデータ概念の応用 

概要を表 5.2 に、詳細を 5.1.3（４）に記載した。 
 

欧米以外では、中国が 2013 年に中国版 MGI をキックオフし、その後、2016 年からは国

家重点開発計画の１プログラムとして進められている。この間、36 の機関（大学や企業）

が参画して「北京マテリアルズ・ゲノム・エンジニアリング・イノベーション連盟」が、

科学院と北京科学技術学院共同で立ち上げられている。詳細は 6.1.4 に記載した。 
 

また韓国では 2015 年から「Creative Materials Discovery Project」を 10 年計画で立上

げ、2016 年には韓国科学技術研究所（KIST）において、「Materials Informatics Database 
for Advanced Search（MIDAS）」が設置された。加えて、複合型素材・部品の商用化期間、

コストを削減することができる未来型(virtual)インフラ、「未来型仮想工学プラットフォー

ム」を構築する目標を掲げた。詳細は 6.1.5 に記載した。 
 

(2) 進捗状況 

海外の MI 関連の施策に対して、以下のような有識者の見解が確認できた。 
・ 物質探索、構造最適化、計測データ解析、材料組織の解析、などに機械学習が使われ始

めた。この流れは企業へも及んでいる。 
・ 昨今の物質・材料研究への機械学習（多変量解析除く）の適用は 2014 年頃に始まった

ものであり、まだ黎明期。日本と米国での差はない。 
・ これまで基本的には、計算（シミュレーションデータ）をベースにした研究がほとんど

であり、実験データが共有されてはじめてできる研究というものがまだ明確でない。 
・ プロセス系のデータ、インフォマティクスはまだ未成熟 
・ 一方で計算科学が使えない領域（材料開発の大半かつ本質の領域）をどうするかという
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と結局実験データのシェアしかないのではないか。しかしながらコミュニティにおける

シェア文化の醸成や仕組みつくりが難しい。 
・ 米国は実験データのリポジトリのシステムをつくるところは非常に早かったが、今後コ

ンテンツの充実の方策に移行。ある意味ビッグサイエンス化。日本はこの点でまったく

追いついていない。 

(出典：2018高機能素材展マテリアルズ・インフォマティクス専門技術セミナー「マテリア

ルズ・インフォマティクス入門と国内外の動向」JST-CRDS) 
 

地域別の MI 関連の研究予算は、単純な比較は難しいが次のような数字が公表されている。 
日本は 2014～2018 年の 5 年間で約 185 億円（SIP マテリアルズ・インテグレーション

は中間成果報告書の公表値、NEDO 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトは経産省

の予算公表値、NIMS 情報統合型物質・材料開発イニシアティブ（MI2I）は JST の HP 掲

載数字および革新的材料開発力強化プロジェクト M3 は文科省の公表している M 全体の予

算による概算合計） 
米国は 2011～2016 年の MGI で約 560 億円（約 5 億米ドル） 
欧州 NOMAD は 2015～2018 年で約 7 億円（約 500 万ユーロ） 
スイスの MARVEL は 2014～2018 年、2018～2022 年でそれぞれ約 20 億円 
（約 1800 万スイスフラン） 
中国は 2016 年から約 50 億円/5 年（約 3 億元/5 年） 
韓国は採択課題あたり最大 2500 万円（約 2.4 億ウォン）6 年 

 

また、データベースに収録されているデータ数も単純な比較は難しいが以下に示す。 
米国の AFLOW（Automatic-FLOW）はデューク大学他 14 大学からなる多大学研究コン

ソーシアムで、無機化合物の量子、熱、構造および弾性特性のデータベースを維持してい

る。250 万以上の材料、34 憶以上の計算による特性値が登録され、その数は増え続けてい

る。 
（出所:http://www.aflowlib.org/ 

https://www.mgi.gov/content/automatic-flow-materials-discovery-aflow） 
 

同じく米国の The Materials Project は DOE により、カリフォルニア大学バークレー校

に設立された。Materials Project は、既知のすべての材料の特性を計算することによって、

さまざまなアプリケーションで材料設計から当て推量を取り除くことを目的としている。 
このデータベースには、133,000 を超える無機化合物、530,000 のナノポーラス材料、 

58,000 の電子バンド構造、および 13,900 の完全弾性テンソルが含まれている。 
（出所:https://www.mgi.gov/content/materials-project 

https://materialsproject.org/about） 

http://www.aflowlib.org/
https://www.mgi.gov/content/automatic-flow-materials-discovery-aflow
https://materialsproject.org/about
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EU の NOMAD は、以前は世界中に散在していた既存のデータをまとめるという課題

に取り組んだ。 NOMAD リポジトリと呼ばれる単一のデータベースを確立するためのチー

ムによる作業に基づいている。NOMAD リポジトリは、世界中の計算材料科学者が自由に

データを保存し共有できるデータベースで、現在 340 万件を超えるエントリがあり、この

種では最大のデータベースとなっている。 
現在、NOMAD リポジトリには、第一原理計算データが含まれている。今後、実験デ

ータによって拡張される。 
（出所:https://cordis.europa.eu/project/rcn/198339/factsheet/en） 

 

日本では、NIMS が MatNavi として蓄積してきた信頼性の高い研究データに、大学や

研究機関、民間企業等のデータを結集させ、ビックデータ活用のプラットフォーム形成を

目指すマテリアルズ・リサーチバンク（MRB）の活動が 2017 年度に開始された。 
MatNavi の高分子データベース（PoLyInfo）には、物質数約 43,000 件、特性約 330,000

件（2010 年 7 月 1 日）。無機材料データベース（AtomWork-Adv）には、結晶構造約 300,000
件、特性約 360,000 件が収録されている。 

（出所:https://mits.nims.go.jp/ NIMSNOW 2017 年 2 号） 

 

各地域で、機能材料についてはマテリアルズ・インフォマティクスを適用した新規物

質の発見の報告が散見される。また、ビッグデータ・機械学習を使用した材料開発という

新しい分野に対応できる人材確保のための取組みが、各地域で開始されている。 
 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198339/factsheet/en
https://mits.nims.go.jp/
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図 5.1 マテリアルズ・インフォマティクス関連の「計画・政策」「ファンディングプログラム」「関連機関」 
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表 5.1 アメリカの MI研究の国家的組織、ファンディングプログラム 

 

 
名称

NIST MGI
(NIST Materials Genome Initiative)

DMREF
（Designing Materials to Revolutionize and Engineer our
Future）

MURI
(Multidisciplinary University Research Initiatives)

CMS
（Computational Materials Sciences）

URL
https://www.nist.gov/mgi https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=505073 http://muri.materials.cmu.edu/ https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/S

C_FOA_0002040.pdf　など

プログラムの狙い

新素材の開発を円滑に進めるためのツールや計算アルゴリズム
を構築することで、素材開発の効率性向上、開発コスト削減を実
現する。

MGIの主要ファンディグプロラムとして、新素材発見・開発スピー
ドを半減するために必要な研究の推進、ソフトウェア開発、人材
コラ ボレーションをサポートする

軍事用の新素材開発のために、材料研究システム構築を支援。
効率的な物性構造分析のための高度方法論と アルゴリズムを
開発する(採択案件からMI関係を抽出）

スーパーコンピュタで活用されることを想定したツールやソフト
ウェアを開発することで、既存の理論や材料モデ ルから脱却し
新しい材料の発見、デザイン設計を可能にする

取り組みテーマ例

■材料データ収集・分類ツール開発
   Materials Project
   Materials Data Curation System (MDCS)
■材料開発に必要なシミュレーションおよびアルゴリズム開発
   Centre for Hierarchical Materials Design（CHiMaD）
   Predictive Integrated Structural Materials Science
　　（PRISMS）
■材料に関する大量データを管理するためのデータベース構築
   High-Throughput Experimental Materials Collaboratory
　　（THE-MC）
■開発したデータベース検証
   Uncertainty Quantification(UQ)

■材料特性のコントロール（物質の組成・処理プロセス・構造・
特性・パフォーマンスなどの相関性把握）
■次世代の研究者が使用することを想定した互換性・信頼性の
高いツールの開発
■アクセスがしやすくスケーラブルで安全性の高いデータベース
構築

「Managing the Mosaic of Microstructure」
■効率的な物性構造分析のための高度な方法論とアルゴリズ
ム設計
■スーパコンピュタ及びマルチコアプラットフォームで最適化され
たモデリング及びデータマイニング技術を使用
■本研究におけるキー技術は、①材料微細構造物構築のため
の新数学モデル　②データ格納と検索などの計算アルゴリズム
③ミクロ構造物質設計のため方法論やフレームワーク、材料プ
ロセス設計の実験検証方法

「Autonomous Research Systems for Materials Development」
■新素材解発のための自律型材料研究システム
■キー技術は、①データ科学のモデリングとシミュレーション　②
多様な計算結果から最も有用と思われるデータを抽出する機能

■エクサスケールスーパーコンピュタ上での活用を想定した材
料開発ソフ トウェアの開発
■機能性素材のシミュレーションツール開発
■計算材料科学の研究
■分光法を用いた機能性素材の電子相関の予測
■Ｘ線照射による検証プロセスを含めた計算システムの統合

ファンディング期間

2011年～（終了年の記載なし） 2012年～（終了年の記載なし） 「Managing the Mosaic of Microstructure」2012～17年
「Autonomous Research Systems for Materials Development」
2017～21年

2015年～（終了年の記載なし）

投資額

2014年予算：1400万ドル
2015年予算：1900万ドル
2016年予算：2900万ドル

2012年；1200万ドル以上
中略
2015年：2200万ドル
中略
2019年：3600万ドル（20～25件程度を予定）

2017～2021年：750万ドル 2015年：800万ドル
2016年：400万ドル
2017年：1300万ドル（６プロジェクト）
2018年：1300万ドル（既存ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ＋2～3新ﾌﾟﾛ）
2019年予算：2400万ドル（1件当たり20万～200万ﾄﾞﾙ、10件程
度予定）

ファンディング機関
NIST
（National Institute of Standards and Technology）

NSF
（Natonal Science Foundation）

ＤoD
(Department of Defence)

ＤoE
(Department of Energy)

代表研究者・中心
機関／
連携機関

James Warren（物理学）
Technical Program Director of
Materials Genomics Material Measurement Lab

John Schlueter（化学・ 物理化学・ 物理数学 ）
（NSF Division of Materials Research Program Director）

「Managing the Mosaic of Microstructure」：
Marc De Graef（材料工学）(Carnegie Melon大教授）が中心で、
６大学と連携
（Purdue University, Northwestern University, Caltech, Georgia
Tech, University of Michigan, University of Minnesota） 

「Autonomous Research Systems for Materials Development」：
Joycelyn Harrison（材料工学）
（Air Force Research Laboratory member）

Steven Louie（物理学）
（University of California, Berkley, Professor）

Paul Kent（応用物理学・コンピュータ科学 ）
（Oak Ridge National Laboratory, Research Scientist）

他

産業界や企業との
連携／人材育成・
交流

いくつかの個別プロジェクトで企業が参画している。
プロジェクト「High-Throughput Experimental Materials
Collaboratory（HTE-MC：ハイスループット実験材料共同研究）」
では、産業界、政府、学界、その他の官民のコンソーシアム間の
参加を促進することを目指している。

Machine Learning for Materials Research: Bootcamps and
Workshops：
アプリケーションで機械学習を使用する方法について、産学官、
国立研究所のメンバーを教育するブートキャンプを開催。

 DMREFとは別のプログラムGrant Opportunitie s  for Academic

Liasion with Industry （GOALI）との連携による産学連携強化
（産業パートナからの知見提供を条件に、補助金を提供）

・2019年度よりGoogleと連携してクラウドの利用が可能になる予
定。

体制および研究成果に、企業名は出てこない。 プロジェクト参画機関の中に、企業名は見られない。

データを集約・利用
する仕組み／ソフト
開発

CALPHAD Data Informatics
Materials Data Curation System（MDCS）
Semi-Automatic Curation
Materials Data Repository
Cloud of Reproducible Records
JARVIS-FF
JARVIS-DFT

ソフト開発：atomman Pythonパッケージ
iprPy計算フレームワーク　など

国立エネルギー研究科学計算センター（NERSC）、Argonne
Leadrship Computing Facilityのコンピューティング機能などを使
用。

いくつかのチーム（Center）に分かれてソフトを開発中

最新プロジェクト／
最近の成果

Uncertainty Quantification（UQ)分野などでいくつかのプロジェク
トが進行中

現在進行中のプロジェクト数は202件で、2019～22年に終了予
定

上記HP（http://muri.materials.cmu.edu/）に
これまでの研究成果が列挙・説明されている。
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5.1.2 アメリカのファンディングプログラムの詳細 

(1) NIST MGI (NIST Materials Genome Initiative) 

①概要・プログラムの狙い 

・NIST（アメリカ国立標準技術研究所）によるファンディングプログラムで、新素材の開発を円

滑に進めるためのツールや計算アルゴリズムを構築することで、素材開発の効率性向上、開発コ

スト削減を実現しようとするもの。2011 年より開始。 

 
 
②進行中の個別プロジェクトで企業が参画しているもの 

「ASM Structural Materials Data Demonstration Project」（2013 年 9 月～） 
「ASM 構造材料データ実証プロジェクト」 
参画者：NIST 材料測定研究所、ケント州立大学、ジョージア工科大学、 
Granta Design Ltd.とその関連会社 Materials Data Management Inc.（MDMI） 
（Granta Design は、材料工学データをより有効的に適用するためのソフトウェアの開発、及び

メンテナンスを行っている。1994 年設立） 
Nexight Group（テクノロジー分析、ロードマッピング、プログラム管理、およびテクニカルコ

ミュニケーションサービスを提供するコンサルティング会社。2010 年設立） 

 

 
図 5.2  ASM 構造材料データ実証プロジェクトの展開 

（出所: 

https://www.nist.gov/programs-projects/asm-structural-materials-data-demonstration-project） 
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主な実績： 

初期段階では、拡散、相平衡、微細構造、および機械的性質のデータを組み込んだ、熱処理可能

なアルミニウム 6061 合金とその基礎となる Al-Mg-Si の三元系に焦点を合わせた。このプロジェ

クトの全体的な目的は、マテリアルコミュニティが MGIの目標に向かって進歩を加速するために

使用できるツールを提供すること。本プロジェクトのデータは、Granta MI インターフェースと

NIST DSpace リポジトリの両方を使用して取得および配布される。 
 
・「Fundamentals of Macromolecular Self Assembly: particles, gels, and polyelectrolyte complex 

coacervates」（高分子自己集合の基礎：粒子、ゲルおよび高分子電解質複合コアセルベート）（2018
年 9 月～） 
参画者：NIST、CHiMaD（Center for Hierarchical Materials Design：階層材料設計センター）、

シンガポールのナノテクノロジー研究所、IBM Almaden Research Center、 

概要・実績： 
Directed Self Assembly（DSA）は、半導体およびデータストレージ業界向けの次世代リソグ

ラフィの有力候補の 1 つ。DSA はトップダウンとボトムアップのパターニングを組み合わせて、

10nm 以下のナノ構造と制御された配置の両方を提供する。特徴サイズは、分子の長さを通して

化学的性質によって決定される。配置は、従来のリソグラフィ方法によって製造されたテンプレ

ートによって決定される。テンプレートの間隔は、ブロックコポリマーの自然間隔の整数倍。 
本プロジェクトは、低欠陥性、狭いスペーシング、エッチング選択性、および DSA の容易さと

いう業界基準を満たす、さらに小さな自然間隔を持つ新しいブロックコポリマーを開発するため

の設計問題による重要な材料に焦点を当てている。分子シミュレーションと新しい X 線散乱法を

組み合わせて、新しい材料系でのシミュレーションを検証し、X 線測定から抽出できる情報量を

拡張する。 
DSA に関する重要な問題の１つは、ブロックコポリマーの三次元構造。ラメラ形成ブロックコ

ポリマーを使用して製造されたラインスペースパターンの例では、DSA に傾斜ラメラまたは垂直

および水平ラメラの組み合わせである複雑な混合モルフォロジーを形成させることが可能。 2 つ

のブロックの密度は通常似ているため、透過型電子顕微鏡や X 線などの X 線に基づく測定では、

2 つのブロック間のコントラストはほとんど異ならない。そこで、化学結合感度のある共鳴軟 X
線を利用した新しい X 線散乱法を開発した。この方法は共鳴臨界寸法小角 X 線散乱（res-CDSAXS）
と呼ばれている。 

 
・「Uncertainty Quantification in Computational Materials Science」 

（計算材料科学における不確実性の定量化） 
参画者：NIST、ボーイング社、 
Cytec（特殊化学品および材料技術の会社、特に航空宇宙産業や他の特殊材料のユーザー向けに、

樹脂、プラスチック、複合材料を製造、本社 Woodland Park, 米 New Jersey） 
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概要： 
産業界および他の利害関係者は、ますますシミュレーションに頼るようになっている。この戦略

を日常的かつ信頼性のあるものにするために、これらのシミュレーション結果はそれらの品質の

定量的な記述を伴わなければならない。不確実性の定量化とは、このタスクを達成するために設

計された、統計、数学、数値解析、および計算物理学の交差点に位置するツール群の増加を意味

する。 
 
主な実績： 
不確実性の定量化のための技術的なツールを開発することと同様に、計算材料科学の範囲内でよ

り大きな実践のコミュニティを築くことを目指している。代表的な例は以下。 
・ 分子動力学シミュレーションにおける不確実性の定量化 

航空宇宙産業にとって重要なポリマー系の分子動力学シミュレーションへの不確定性定量化

の応用を開発中。このプロジェクトは現在、分子系のガラス転移温度、降伏ひずみ、および動

径分布関数の計算に由来する測定値の不確実性を評価するためのツールを研究。 

・ 有限要素シミュレーションのための不確実性定量化 

有限要素法は、計算流体力学、構造解析、電磁気学、および音響学の問題を解決するために業

界全体で使用されているシミュレーションの主力製品。特定のよく特徴付けされたベンチマー

ク問題の有限要素解の定量的一致を評価するための実験計画法に基づく不確実性定量化分析

技術を開発中。ソリューションの不確実性は、ソフトウェアプラットフォーム、要素の種類、

自由度、要素の縦横比に関して特徴付けられる。 

 

③プロジェクト「High-Throughput Experimental Materials Collaboratory」 

（HTE-MC：ハイスループット実験材料共同研究） 

HTE-MC は実験データのためのハイスループット合成およびキャラクタリゼーションツールと

リポジトリおよびレジストリの連合ネットワークを展開する NIST を中心とした取り組みである。

それは計算材料科学のための既存のインフラストラクチャとの統合を可能にするマテリアルバー

チャルラボを目指している。 

（出所:https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4977487） 

HTE-MC は、産業界、政府、学界、その他の官民のコンソーシアム間の参加を促進することを目

指している。そのために、①イノベーターに力を与えるための持続可能なエコシステムを構築す

る、②基準とベストプラクティスを育成する、③革新的な科学技術革新を可能にする、④知的財

産を認めるというビジョンを持っている。 

 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4977487
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図 5.3 HTE-MC：ハイスループット実験材料共同研究のスキーム 

（出所: 
https://www.nist.gov/programs-projects/high-throughput-experimental-materials-collaborator
y） 

 

④データを集約/利用する仕組み、データベースに関するプロジェクト 

・CALPHAD Data Informatics 
CALPHAD 型データベースの開発をサポートするためのフェーズベースのデータのリポジトリ。

CALPHAD データベースは、組成、温度および圧力の関数としてのギブスエネルギーなどの相ベ

ースの特性データを表し、新しい材料およびプロセスの開発に不可欠なツールとなっている。多

成分データベースは、単成分、二成分、三成分の記述を組み合わせて多成分系（n> 3）に外挿す

ることによって構築されている。 
・Materials Data Curation System（MDCS） 

 材料データを取り込み、共有し、他のフォーマットへの変換が可能な XML ベースの構造化フ

ォーマットに変換する手段を提供。データは、XML スキーマでエンコードされたユーザーが選択

したテンプレートを使用して整理される。 
・Semi-Automatic Curation 

 NIST 熱力学研究センター（TRC）と協力して開発した、データ・キュレーション・プロセス

用の科学雑誌記事分類器。科学文献からのデータのレビューとキュレーションに要する時間と手

間を短縮。 
・Materials Data Repository 

 主にファイルリポジトリであり、任意の形式のデータを受け入れている。バイナリデータの不

透明度を緩和し、検索可能性と発見性を提供するために、タイトル、著者、所有権情報、記述可

能なメタデータなど、データファイルに関連するメタデータを受け入れている。リポジトリは、

コミュニティおよびコレクション別にさらに編成され、ユーザグループ内でのデータ再利用の促
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進やブラウジング可能性の尺度の提供に役立つように構成されている。このリポジトリは、マテ

リアルデータの管理におけるベストプラクティスの開発に関心のある研究コミュニティに公開さ

れている。 
・Cloud of Reproducible Records（CoRR） 

再現可能なレコードアトムを格納、配布、連合、および共同作業するためのクラウドインフラス

トラクチャ。2 つの Python Flask REST Web サービス（Cloud および API）、クラウドストレー

ジスペース、MongoDB データベース、および Material Design AJAX Web フロントエンドで構

成されている。 
・JARVIS-FF 
 モレキュラーダイナミクスやモンテカルロユーザーがシミュレーションの必要性に合った古典的

な経験的ポテンシャルを選択するのに役立つデータベース。金属とセラミック材料の基本特性を

密度汎関数理論（DFT）と実験的に比較するための使いやすい Web インターフェースを提供して

いる。 
・JARVIS-DFT 

2D 材料、太陽電池および熱電変換の密度汎関数理論計算データベース。現時点では、データベー

スは、エネルギー論、構造的特性（計算 X 線回折、動径分布関数）、電子特性（状態の密度、バン

ド構造）、弾性特性（モジュラス弾性、関連フォノン、その表現と可視化）、の光学的特性（誘電関

数、吸収スペクトル、屈折率）と熱電特性（ゼーベック係数、ZT 係数、電荷担体の有効質量）の

ための 873 の DFT 計算（> 25000 サブ計算）からなる。 
 
⑤ソフト開発に関するプロジェクト 
・atomman Python パッケージ（アトマン・パイソン）（出所：https://github.com/usnistgov/atomman） 

Python で単純で強力な原子システム表現を提供する。焦点は、結晶欠陥を含む複雑で大規模な原

子シミュレーションを実行し分析すること。 
・iprPy 計算フレームワーク 
（出所 https://github.com/usnistgov/iprPy） 
ウェブサイトに掲載されている潜在的に依存する材料特性を得るために使用される計算スクリプ

トおよびツールのオープンソースのコレクション。 
 
⑥最近のプロエジェクト 
・Uncertainty Quantification in Computational Materials Science 
このプロジェクトでは、計算材料科学の問題に対する不確実性の定量化の適用を調査し、促進して

いる。有望なユースケースの詳細な調査は、材料開発サイクルにおける意思決定に情報シミュレー

ションを使用する際のガイダンスとベストプラクティスの作成につながる。 
 
 

https://github.com/usnistgov/atomman
https://github.com/usnistgov/iprPy
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・Statistical methods for MGI metrology 
MGI に関連する新しい計測科学と計測を可能にするための統計的方法の研究と開発に焦点を当て

ている。特に、新規材料の特性評価、開発、モデル化、およびジョンソンノイズ温度測定に基づく

ボルツマン定数の電子測定のための近視野走査型プローブマイクロ波顕微鏡（NSSM）の例につい

て説明し、この方法が MGI に関連する幅広い計量および物質特性研究に適用されることを期待し

ている。 
・Statistical modeling of images of electronic materials 
スーパーコンピュータ、通信およびヘルスケア技術のために数個の原子スケールで電気デバイスの

コンポーネントを開発するには、ナノスケールでの材料の定量的な理解が必要である。MGI に関

連する材料については、測定された近接場走査プローブマイクロ波顕微鏡（NSSM）画像に対する

材料のトポグラフィー変動の寄与を予測する統計モデルを開発している。 
 

(2) DMREF (Designing Materials to Revolutionize and Engineer our Future) 

①概要・プログラムの狙い 

 NSF（全米科学財団）による、MGI の主要ファンディグプロラムとして、新素材発見・開発スピ

ードを半減するために必要な研究の推進、ソフトウェア開発、人材コラボレーションをサポートする。

2012 年より開始。 
 
②最新動向 

・現在進行中のプロジェクト数は 202 件 
内、2019 年中に終了予定が 104 件 

   2020   〃     58 件 
   2021   〃     19 件 
   2022   〃      1 件 
（出所: 

https://www.nsf.gov/awardsearch/advancedSearchResult?ProgEleCode=8292&BooleanElement=Any&BooleanR

ef=Any&ActiveAwards=true&#results） 

  
③進行中プロジェクト例（助成額の大きいものから、金属、MI 関連のものを抜粋） 

・「Accelerating the Development of High Temperature Shape Memory Alloys」 
 （助成番号 1534534、2015 年～2019 年、これまでの助成額 1,667,133 ドル、 
    研究機関 Texas A&M Engineering Experiment Station） 
  高温メモリ合金（HTSMAs）は高圧、高温下で大きな形状変化を示す。この形状変化をコント

ロールできれば HTSMAs は現在の技術を超える性能をもつ、頑強でコンパクトかつ安定的な作

動装置（actuator）として使用できる。本プロジェクトでは、必要な性能を得られるような化学

的構造と加工手順を設計できるようなフレームワークを開発する。 
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・「Accelerating the Design and Synthesis of Multicomponent, Multiphase Metallic Single 
Crystals」 

 （助成番号 1534264、2015 年～2019 年、これまでの助成額 1,650,000 ドル、 
    研究機関 University of California Santa Babara） 
  多成分・多相の単結晶合金を設計する統合フレームワークを開発。新種の L12 強化コバルトベ

ース合金の設計、合成という課題を、既存手段と新規手段を組み合わせて解決を図る。 
・「Mechanistic and Microstructure-Based Design Approach for Rapid Prototyping of Superalloys」 
 （助成番号 1534826、2015 年～2019 年、これまでの助成額 1,567,428 ドル、 
    研究機関 Ohio State University） 
  航空宇宙タービンエンジンに使われる超合金の高温での強度・耐久性を増すことにより、エンジ

ンの効率性を増し、燃料消費と炭素排出を減らすことができる。現在、超合金の性能改善は、非

効率的なトライ・アンド・エラーにより行われているが、本プロジェクトでは、合金合成、微細

構造と特性を結びつけて、より速くコスト効率的な超合金開発のための新しい効率的なアプロー

チを開発しようとするもの。GE と協力して行う。 
・「Adaptive Control of Microstructure from the Microscale to the Macroscale」 
 （助成番号 1729336、2017 年～2021 年、これまでの助成額 1,524,300 ドル、 
    研究機関 Rensselaer Polytechnic Institute） 
  素材や部品の製造にあたっての加工条件（温度や負荷順序など）は内部構造や微細構造に依存し

ており、従来は概ね、経験やトライ・アンド・エラーにより最適加工条件が決められていた。本

プロジェクトは、この開発サイクルを大幅に短縮するために必要な方法論を確立しようとするも

の。最初に特注の器具を用いて実験室規模で製造条件を再現できるようにしながら、より大きな

倍率での素材の微細構造をイメージしていく。 
・「Computation Of Undiscovered Piezoelectrics and Linked Experiments for Design」 
 （助成番号 1534503、2014 年～2019 年、これまでの助成額 1,499,976 ドル、 
    研究機関 Colorado School of Mines） 
  圧電素子は現在、中程度の性能を持つ単純な素材か、何十年にもわたって経験的に最適化された

複雑な合金を使うしかない。本プロジェクトでは、従来のトライ・アンド・エラーによるアプロ

ーチにかわり、ハイスループット計算機を使い、新しい高性能圧電素材を設計、発見することを

可能にする。当初は窒化物合金に注力する。 
 
(3) MURI (Multidisciplinary University Research Initiatives) 

①概要・プログラムの狙い 

DoD（国防総省）によるファンディングプログラムで、軍事用の新素材開発のために、材料研究

システム構築を支援。効率的な物性構造分析のための高度方法論と アルゴリズムを開発する素材の

開発を円滑に進めるためのツールや計算アルゴリズムを構築することで、素材開発の効率性向上、開

発コスト削減を実現しようとするもの。2012 年より開始。  
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(4) CMS (Computational Materials Sciences) 

①概要・プログラムの狙い 

 DoE（エネルギー省）によるファンディングプログラムで、スーパーコンピュータで活用されるこ

とを想定したツールやソフトウェアを開発することで、既存の理論や材料モデルから脱却し新しい材

料の発見、デザイン設計を可能にする。2015 年より開始。 
 

②開発中のソフトウェア 

・Midwest Integrated Center for Computational Materials 
界面、それらの間の輸送、平衡から遠い条件での物質の操作を重視したエネルギー変換プロセスの

ための機能材料のシミュレーションと予測を可能にする、相互作用可能な量子、古典、粒子連続体

ソフトウェアの開発。 
・Computational Synthesis of Materials Software Project with Validation on Layered Low 

Dimensional Functional Materials and Ultra-Fast X-Ray Laser Experiments 
エレクトロニクスと触媒に対するエネルギーに関係する適用における、合成、インターカーレーシ

ョン、積層 2 次元材料の剥離における電子レベルでの、材料プロセスの予測と制御のための次世

代メソッドとソフトウェアの開発。  
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表 5.2 欧州の MI研究の国家的組織・ファンディングプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイス

名称

NOMAD
（Novel Materials Discovery)

Max E-CAM EMMC-CSA
（European Materials Modelling Council）

MARVEL
（NCCR MARVEL：
National Centre of Competence in Research
MARVEL）

URL
https://NOMAD-coe.eu http://www.max-centre.eu/ https://www.e-cam2020.eu/ https://cordis.europa.eu/project/rcn/205444/

factsheet/en
http://nccr-marvel.ch

プログラムの狙い

研究者や研究所が囲い込んでいるデータの
オープン化とユーザーが使いやすいデータベー
スインターフェースを構築する。
材料科学のためのサーチエンジンとビッグデータ
分析ツールを開発し、分析結果を高度なデザイ
ンツールやアニメーションツールを利用して可視
化する。

高度な材料計算に必要な計算能力を強化す
る。
エクサスケールスーパーコンピューター上で使
用可能な材料開発ツールを開発する。

産学でシミュレーションとモデリングに関する問
題を解決するソフトウェアモジュールを開発す
る。
シミュレーションとモデリング技術に関するディス
カッション、およびその情報を提供する。
次世代の産業関連計算科学者を育成する。

材料モデリングとシミュレーションを製品ライフサ
イクルの管理の一環に統合する。
材料モデリングにおける学界の発見と産業界で
の応用のギャップを縮める。

材料開発プラットフォームを構築し、量子シミュ
レーションデータを用いて新素材開発を加速す
る。
新素材の基礎デザインを設計する。

取り組みテーマ

■NOMADリポジトリ作成
■材料百科事典（材料サーチエンジンツール）
の作成
■材料ビッグデータ分析ツールの開発と活用
（材料科学のビッグデータを用いた新たな材料
構造と性質の予測ツールの開発
■スーパーコンピューター用ツール・データベー
ス開発

■コード開発（既存のプログラミングコードをベー
スに新たな技術とアルゴリズムを利用してより汎
用性のあるソフトウェアコードを開発）
■データエコシステムの構築（データの自動計
算と結果の保存）
■エクサスケールコンピュータの活用
■パイロットプロジェクトの一般公開および解決
策の検討

■E-CAMソフトウェアリポジトリの開発 ■様々な材料モデリングに関わる関係者の交
流と協力を強化する。
■産業界における材料モデリングの認知度と理
解を深める。
■欧州産業界における材料モデリングの活用を
広げるために障害となることを明らかにし、それ
らを克服する戦略を詳細に明らかにする、ロード
マップを作成する。

■トポロジーや、構造など新しい現象を持つ素
材を設計
■新素材の応用研究（量子シミュレーシュン、Ｍ
Ｉなどを応用して新素材を開発）
■実証実験の支援

ファンディング期間
2015～2018年 2015～2018年 2015～2020年 2016年9月～2019年9月 2014～2025年

１フェースを４年として３フェーズ（計12年間）

投資額
2015～2018年：491万ユーロ 2015～2018年：407万ユーロ 2015～2020年：484万ユーロ 2016～2019年：395万ユーロ 第１フェーズ（2014～2018年）：1800万スイスフ

ラン

ファンディング機関
EC
(欧州委員会）

EC
(欧州委員会）

EC
(欧州委員会）

EC
(欧州委員会）

SNSF
(Swiss National Science Foundation)

代表研究者・中心
機関／連携機関

Arndt Bode（コンピュータ科学）
（独Liebniz Supercomputing Centre, Professor)
他、12名（EU各国の大学教授など）

Elisa Molinari（物理学）
（伊Instituto Nanoscienze Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Head）
他、10名（EU各国の研究機関の所属者）

下記と連携（名称：別紙）
・5研究機関
・5スーパーコンピューティングセンター
・1教育機関
・2企業（伊E4 Computer Engineering、英Cloud
Weavers)

Luke Drury（数学、実験物理学、宇宙物理学）
（英Dublin Institute for Advanced Studies,
Senior Professor)

墺Technische Universitaet Wien

16の組織・機関がパートナーとして参画。内、企
業は以下。
英Goldbeck Consulting
蘭Dow Benelux BV
英Granta Design
デンマークQuantumwise A/S
仏Materials Design Sarl

Nicola Mazari（EPFL所属）
EPFL
(Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)
EPFLはスイス・ローザンヌにあり、欧州で最も有
名な科学・技術研究機関の１つ。

専属調査研究員33名

11のスイスの機関と連携（名称：別紙）
・2連邦技術機関
・5大学
・スイス国立コンピュターセンター（CSCS）
・2連邦調査機関
・1民間企業（IBM Zurich）

産業界・企業との連
携

人材育成・交流

・2015年の開始時から行っている。代表研究者
にも１名、アイルランド企業Pintailのオーナーが
名を連ねている。
・幅広いセクター、小～大規模企業まで参画。
・Indsutry Advisory Committee (IAC) を設置、
IACはメンバーはNOMADの計画や進捗動向に
関して詳細なフィードバックを与える。IACメン
バー企業は現在9社（名称：別紙）。
・毎年、Industry Meetingを開始し、産業界に
NOMADの成果を報告。
・多くの企業の代表者と１対１でインダビューを
行い参考としている。（インタビュー相手17社）

計算材料科学関連の授業やワークショップを欧
米で開催。

・連携機関に上記のように2企業が参画。

・中小企業を含むあらゆる規模の企業でMaXテ
クノロジの採用を促進するように設計された一
連の行動を開始している。トレーニングからメン
タリング、カスタム開発まで、中小企業はモデル
をローカルでテストしてMaXデータセンターの1つ
で大規模に実行することさえ可能。

・バイオ医薬品、食品飲料、建築、自動車など、
材料が重要な幅広い産業分野で使用できる。

スーパーコンピューター分野や計算材料科学分
野のトレーニングや授業を提供。

ソフトウェア開発をモニタリングし、新しい方向性
を特定し、知識を産業界に移す最先端のワーク
ショップを開催。
企業や実業家がソフトウェアニーズを公開できる
スコープワークショップを開催。
適切なコスト／便益比で、計算方法を問題に効
果的に適用できるかどうかのビジネス判断を支
援する、E-CAMの専門家との議論を仲介。

スーパーコンピューターの操作方法などのトレー
ニングやオンライン授業の情報をウェブサイトで
一般公開。
2017年4月からマルチスケーリングモデリング・
分子動力学・量子力学・溶解度の推測などの
ワークショップを欧州各国で開催。

・上記のような企業が参画。 ・上記および下記のようにIBM以外の名前は出
てこない。

物理学、材料学、化学、コンピューター科学など
を専攻する大学生、院生に向け、計算科学に関
する授業や討論、セミナーを実施

データを集約する
仕組み

ソフト開発

最新プロジェクト／
最近の成果

・上記「取り組みテーマ」に記載したように、
NOMADリポジトリ（世界中の研究者、および
AFLOWなどの他のデータベースからのデータが
含まれている。他のレポジトリとは異なり、
NoMaDレポジトリ標準のコンピュータコードに限
定されず、計算材料科学で現在使用されている
すべての重要なコードをサポートすることが可
能）、材料百科事典、材料ビッグデータ分析ツー
ルを開発。
・また、多次元データの遠隔可視化のためのイ
ンフラを開発。
・NOMADのデータとツールは、使用を望むすべ
ての人が自由に利用できるようになる予定。

作業環境としてのAiiDA、クラウドシミュレーション
およびWeb配布および共有プラットフォームとして
のMaterials Cloudに基づく材料情報エコシステ
ムを提供。

先進材料の計算プログラムを開発
（FLEUR、SIESTA、Yanboなど）

ソフト開発：Classical MD Modules、Electronic
Structure Modules、Quantum Dynamics
Modules、Meso- and Multi-scale Modulesなど

プロジェクトのコード、データ、ワークフローは、
Materials CloudプラットフォームとQuantum
Mobile仮想マシンを介して使用される。どちらも
マテリアルのインフォマティクス・フレームワーク
AiiDAによって駆動される。
（Materials Cloudプラットフォームは2017年12月
開設し、順次、改良・整備を続けている。詳細：
別紙）

第２フェーズで下記プロジェクトを行っている。
・「Design and Discovery（D&D）プロジェクト」
・「Incubator（Inc）プロジェクト」

※いずれもIBM以外の企業は参画なし。

EU
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5.1.3 欧州のファンディングプログラムの詳細 

(1) NOMAD (Novel Materials Discovery)  

①概要・プログラムの狙い 

NOMAD では、散在して保存されている計算材料科学のデータへのアクセスを可能にし、検索、

検索、管理するための強力な新しいツールを提供することにより、新しい HPC（High-performance 
computing center）の設立することを目的としており、以下の取組みを行っている。 
１）原子シミュレーションとマルチスケールモデリングのためのツールの提供 
２）既存の入力と出力を共通のフォーマットに変換することによって、すでにあるコードや結果の

統合による、貴重なデータをアカデミアと産業界への利用可能化 
３）材料科学のための「ビッグデータ分析」の開発 

 

②産業界との連携 

 2015 年の開始時から産業界との連携を行っている。 
 どのようなデータツールが産業界にとって戦略的であり、最大の利益があるかを理解するために、

幅広いセクター、小規模から大規模、多国籍企業を含んだ企業と連携をとってきた。 
 具体的には、Industry Advisory Committee (IAC)を設定。下記企業等が IAC に参加。IAC メンバ

ーは NOMAD の計画や進捗動向に関して詳細なフィードバックが与えられる。 
BIOVIA（サイエンティフィック インフォマティクス ソフトウェアおよびサービス、 

本社は米国、欧州本社は英国） 
BP （エネルギー、英） 
BASF（総合化学、ドイツ） 
Dassault Systèmes （ソフトウェア、仏の複合企業体「グループ・ダッソー」傘下） 
Fraunhofer（応用研究機関、ドイツ） 
Haldor Topsøe（触媒、デンマーク： 

不均一触媒の製造及び触媒プロセスに基づくプラント設計） 
ONYX（ヘルスケア IT、台湾 ASUS 傘下の企業、欧州拠点はオランダ） 
QuantumWise（半導体からソフトウェアを扱う米国本社の多国籍企業 Synopsys 傘下の企業、

欧州各国に拠点あり） 
SpringerMaterials（物理・化学・工学分野のオンライン・データベース提供、 

多国籍企業 Sprin Nature 社傘下、欧州では各国に拠点あり） 
 
 また、2015～2018 年に毎年１回、「Industry Meeting」を開催し、産業界に NOMAD の成果を広

報。 
 さらに、下記の様々な企業代表者と１対１でインタビューを行った。各インタビュー内容は 

https://nomad-coe.eu/industry/industry-interviews-case-studies に掲載されている。 
 Dr. Suchismita Sanyal, Shell 
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Dr. Ansgar Schäfer, BASF 
Dr. Pedro Martínez, Iberdrola 
Mr. Julio Bono Pérez, ISFOC 
Dr. Michael Krein, Lockheed Martin 
Dr. Victor Milman, BIOVIA 
Ms. Angela McKane, BP 
Dr. James Goddin, Granta Design Ltd 
Dr. Teodosio del Caño, Onyx Solar 
Dr. Yolanda de Miguel, TECNALIA 
Dr. Moritz to Baben, GTT-Technologies 
Dr. Sebastián Echeverri Restrepo, SKF Research & Technology 
Dr. Carina Arasa Cid, Elsevier 
Dr. Filippo Zuliani, TataSteel 
Dr. Antonio Sichirollo, Greenetica 
Dr. Sebastián Echeverri Restrepo, SKF Resesach & Technology 
Dr. Misbah Sarwar and Dr. Crispin Cooper, Johnson Matthey 

 
(2) Max (Materials design at the Exascale) 

①概要・プログラムの狙い 

 高度な材料計算に必要な計算能力を強化する。エクサスーパーコンピューター上で使用可能な材

料開発ツールを開発する。2015 年より開始。 

 

②連携組織 

・5 研究機関：CNR Modena、SISSA Trieste、ICN2 Barcelona、FZJülich、EPFL Lausanne 
・5 スーパーコンピューティングセンター：CINECA Bologna、ETH/ CSCSZürich/ Lugano、FZJülich、

KTH Stockholm、BSC Barcelona 
・1 教育機関：ICTP トリエステ） 
・2 企業：伊 E4 Computer Engineering（2002 年設立、コンピューティングとストレージ技術に関

してハードおよびソフトを提供）、 
英 CloudWeavers（2012 年設立、オープンソース技術開発） 
 

③開発ソフトウェア（先進的材料の計算プログラム） 

・FLEUR（Full-potential Linearised augmented plane wave in EURope ） 
密度汎関数理論の内で、固体の励起状態の性質だけでなく、基底状態を計算するためのコード・

ファミリーである。（出所:http://www.max-centre.eu/fleur/） 
 

http://www.max-centre.eu/fleur/
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・SIESTA 
効率的な電子構造計算や、分子や固体の非経験的（ab initio）分子動力学シミュレーションを実

行できる密度汎関数コード。 SIESTA の効率は、厳密にローカライズされた基底集合の使用と、

適切なシステムに適用できる線形スケーリングアルゴリズムの実装に起因する。このコードの非

常に重要な特徴は、迅速な探索計算から平面波法などの他のアプローチの品質に合致する高精度

のシミュレーションまで、その精度とコストを幅広く調整できること。いくつかの第一原理電子

構造法を用いて大規模システムを処理する可能性は、多くの分野で新たな機会をもたらした。 
（出所:http://www.max-centre.eu/yambo/） 

・Yanbo 
基本的な文脈で基底状態と励起状態のプロパティを実装するコード。MBPT、DFT および非平

衡グリーン関数理論（NEGF）を実装しており、豊富な物理特性、すなわち信頼できるバンドギ

ャップ、バンドアライメント、欠陥準粒子エネルギー、光学的および非平衡的な物性を計算でき

る。 
（出所:http://www.max-centre.eu/yambo/） 

・Quantum ESPRESSO (Quantum opEn-Source Package for Research in Electronic Structure, 
Simulation, and Optimisation) 

平面波擬ポテンシャル法を用いた量子材料モデリングのための主要なオープンソースコード。

GNU GPL（General Public License）の下でリリースされている。さらに先進的な DFT + U、

ハイブリッド汎関数、ファンデルワールス力のための様々な関数、多体摂動理論、断熱的摂動理

論、接続変動散逸理論も含んでいる。 
（出所:http://www.max-centre.eu/quantum-espresso-2/） 

 
(3) E-CAM 

①概要・プログラムの狙い 

 産学でシミュレーションとモデリングに関する問題を解決するソフトウェアモジュールを開発

する。シミュレーションとモデリング技術に関するディスカッション、およびその情報を提供する。

次世代の産業関連計算科学者を育成する。2015年より開始。 

 
②開発ソフト 

Classical MD Modules 
 Classical MD の領域内で E-CAM コミュニティによって作成されたモジュールのコレクション。 

（出所: 

https://e-cam.readthedocs.io/en/latest/Classical-MD-Modules/index.html#readme-classical-md） 
 
 
 

http://www.max-centre.eu/yambo/
http://www.max-centre.eu/yambo/
http://www.max-centre.eu/quantum-espresso-2/
https://e-cam.readthedocs.io/en/latest/Classical-MD-Modules/index.html#readme-classical-md
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Electronic Structure Modules 
 電子構造の領域内で E-CAMコミュニティによって作成されたモジュールの集合。 

（出所: 

https://e-cam.readthedocs.io/en/latest/Electronic-Structure-Modules/index.html#readme-electronic-structure） 

Quantum Dynamics Modules 
 Quantum Dynamics の領域内の E-CAM コミュニティによって作成されたモジュールの集まり。 

（出所: 

https://e-cam.readthedocs.io/en/latest/Quantum-Dynamics-Modules/index.html#readme-quantum-dynamics ） 

Meso- and Multi-scale Modules 
 メゾスケールおよびマルチスケールモデリングの分野で E-CAM コミュニティによって作成され

たモジュールの集合。 

（出所: 

https://e-cam.readthedocs.io/en/latest/Meso-Multi-Scale-Modelling-Modules/index.html#readme-meso-multi ） 

 
 
(4) EMMC-CSA (European Materials Modelling Council) 

①概要・プログラムの狙い 

 材料モデリングとシミュレーションを製品ライフサイクルの管理の一環に統合する。材料モデリ

ングにおける学界の発見と産業界での応用のギャップを縮める。2016 年より開始。 
 
②連携機関、産業界との連携 

 16 の組織・機関がパートナーとして参画。産業界からは以下の 5 企業が参画。 
英 Goldbeck Consulting、蘭 Dow Benelux BV、英 Granta Design、デンマーク Quantumwise 
A/S 
仏 Materials Design Sarl 
 

(5) MARVEL 

①概要・プログラムの狙い 
 非 EU 国であるスイス独自の MI 研究プログラム 
 材料開発プラットフォームを構築し、量子シミュレーションデータを用いて新素材開発を加速する。

新素材の基礎デザインを設計する。 
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②連携機関 

 ２連邦技術機関：EPFL と ETHZ（ETH Zurich） 
 ５大学：UNIBAS、UNIBE、UNIFER、USI、UZH 
 １スイス国立スーパーコンピュータセンター（CSCS） 
 １民間研究機関：IBM Zurich 
 ２連邦調査機関：Paul Scherrer Institute (PSI)、 

Swiss Federal Laboratories for Marterials Science and Technology (Empa) 
 IBM 以外の企業名の参画は確認されていない。 
 
③Maerials Cloud プラットフォーム 

・計算材料科学者が研究を共有し、オープンサイエンスを促進するのを支援するために開発された新

しい Web プラットフォーム。 
・LEARN、WORK、DISCOVER、EXPLORE、ARCHIVE の 5 つのセクションで構成されるこの

プラットフォームは、教材、対話型ツール、仮想ハードウェア、キュレーション済みデータ、生デ

ータなどのリソースのシームレスな共有と、公開結果の基礎となる実際の計算を可能にする。 
・IP に関心を持つ産業パートナーに利点をもたらす可能性をもつ。オープンプラットフォームだが、

「たとえば、ある企業がサービスを使用したいがデータを共有したくない場合は、同じソフトウェ

アを社内で個人的にネットワークで実行できる。」 
・興味を持っている人は、Quantum Mobile、Windows、MacOS、および Linux 上で動作する仮想

マシンを使って、試すことができる。Quantum Mobile はオープンソースで、構築済みの画像は

Materials Cloud からダウンロードでき、個々のニーズに合わせて調整することもできる。 
（出所: 

https://www.materialscloud.org/home 

http://nccr-marvel.ch/highlights/2018-05-web-platform-materials-cloud-could-help-industry） 

 
④最新動向 

・第 2 フェーズで MARVEL が行なうプロジェクト 
「Design and Discovery（D&D）プロジェクト」：下記の６つのプロジェクト。 
（出所:http://nccr-marvel.ch/people/design-discovery/organic-crystals） 

「Incubator（Inc）プロジェクト」：下記の２つのプロジェクト。新分野プロジェクト。 
 
  D&D1：「Organic Crystals」 
      複雑な分子結晶の構造と特性の理解を深める。特に、分子材料を研究するにあたり、正

確な物理学に基づくアプローチと機械学習技術を結びつける。 
      プロジェクトリーダー：Micele Ceriotti（EPFL）を含め４名 
      リーダー以外のメンバー：18 名 

https://www.materialscloud.org/home
http://nccr-marvel.ch/highlights/2018-05-web-platform-materials-cloud-could-help-industry
http://nccr-marvel.ch/people/design-discovery/organic-crystals
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  D&D2：「Metal Alloys」 
      沈殿強化された金属合金の創作と制御のための計算枠組を開発する。 

プロジェクトリーダー：William Curtin（EPFL）を含め３名 
      メンバー：9 名 
  D&D3：「Low Dimensional Materials」 
      新しい低次元素材とナノ構造の設計もしくは発見。 

プロジェクトリーダー：Nicola Marzari（EPFL）を含め６名 
      リーダー以外のメンバー：16 名 
  D&D4：「Nanoporous Materials」 
      金属有機構造体（MOF）の合成ルートでブロック構造を変えることにより簡単に独自

の素材を創りだす。特にエネルギー関連（炭素捕捉やガス分離など）で使われる素材。 
プロジェクトリーダー：Berend Smit（EPFL）を含む７名 

      リーダー以外のメンバー：18 名 
  D&D5：「Correlated Oxides」 
      エレクトロニクスやエネルギー用途で破壊的な技術を可能とするような、新しい機能性

を持つヘテロ構造を設計する。 
プロジェクトリーダー：Nicola Spaldint（ETHZ）を含む５名 

      リーダー以外のメンバー：10 名 
  D&D6：「Topological Materials」 
      フェーズ１からの継続調査。 

相関性のある素材とスピン系の位相フェーズの発見、既存素材の調査から新素材設計へ

の移行、位相的素材に基づいた装置による大規模スケールのシミュレーション。 
プロジェクトリーダー：Oleg Yazyev（EPFL）を含む３名 

      リーダー以外のメンバー：６名 
 
  Inc1：「Solid-State Ionics」 
      イオン伝導率が改善され、電気化学的に安定的な新素材の発見を加速させる。 

プロジェクトリーダー：Teodoro Laino （IBM）を含む４名 
      リーダー以外のメンバー：12 名 
  Inc2：「Machine Learning」 
      新素材の特性予測を低近似誤差で可能とする機械学習モデルの開発。 

プロジェクトリーダー：Anatole von Lilienfeld（UniBas）を含む３名 
      リーダー以外のメンバー：７名 
 
同プラットフォームは Aiida などの MI インフラを使っている。 
（出所:Automated Interactive Infrastructure and Database for Computational Science：http://www.aiida.net/） 



86 
 

⑤発表論文 

2014 年 5 月 1 日～2017 年１月 31 日までの発表論文リストが以下の URL に掲載されている。 
（出所: 

http://nccr-marvel.ch/_Resources/Persistent/2aee56750ef1b15d39ad79f13a404908b8d3788f/MARVEL_Publica

tions_Y01_Y01_Y03.pdf） 

 
5.1.4 中国 

①沿革 

・ 2013年に中国版 MGI（「中国版材料基因組计划」）のキックオフ会議が開かれた。 

 その後、国家レベルでは下記のような「国家重点研究開発計画」の１プログラムとして展開される

ようになっている模様。 

・ 2016年には「北京マテリアルズ・ゲノム・エンジニアリング・イノベーション連盟」が、科学院

と北京科学技術学院の共同で立ち上げられ、36の機関（大学や企業）が参画している。 

・ これと並行して、上海大学や上海交通大学にそれぞれマテリアルズ・ゲノム研究センターが 2015

年に開設されている。 

 

②国家重点研究開発計画 

・ 中国の従来の科学技術計画体系には重複、分散、閉鎖的、低効率といった問題が存在していたの

で、この問題の解決のため、財政資金の使用効率をより一層高めることを目的に、国務院は 2014
年に国家科学技術計画管理計画に着手した。2016 年中に改革の主な任務を完了し、既存の 100
以上の科学技術計画を、国家自然科学基金、国家科学技術重大特別プロジェクト、国家重点研究

開発計画、技術革新導入特別プロジェクト（基金）、基地・人材特別プロジェクトの 5 種類に統合。

そのうち国家重点研究開発計画は特に重要な改革とされている。 
（出所:https://spc.jst.go.jp/hottopics/1603/r1603_crcc02.html） 

 
・ この国家重点開発計画の１つに「マテリアルズ・ゲノム・エンジニアリングのための重要技術と

サポートプラットフォーム」プログラムがある。 

・ その１つの成果としては、中国で最初のオンラインハイスループット材料コンピューティングプ

ラットフォーム「MatCloud」の開発がある。 

 （出所:http://www.cnic.cas.cn/xwdt/yfdt/201710/t20171026_4878538.html） 

 
 
 
・ 「マテリアルズ・ゲノム・エンジニアリングのための重要技術とサポートプラットフォーム」プ

ログラムの最新プロジェクト（2018 年開始）は表 5.3 のとおり。 

 

http://nccr-marvel.ch/_Resources/Persistent/2aee56750ef1b15d39ad79f13a404908b8d3788f/MARVEL_Publications_Y01_Y01_Y03.pdf
http://nccr-marvel.ch/_Resources/Persistent/2aee56750ef1b15d39ad79f13a404908b8d3788f/MARVEL_Publications_Y01_Y01_Y03.pdf
https://spc.jst.go.jp/hottopics/1603/r1603_crcc02.html
http://www.cnic.cas.cn/xwdt/yfdt/201710/t20171026_4878538.html
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表 5.3 「マテリアルズ・ゲノム・エンジニアリングのための重要技術とサポートプラットフォーム」

プログラムの最新プロジェクト（2018年開始） 

 
（出所:https://www.sciping.com/22444.html） 

  

中央金融

基金
プロジェクト
実施期間

（万元） （年）

1 2018YFB0 
703400

高性能複合合金レーザ冶金高
スループット調製原理と装置

北京航空宇宙大学 秋春麗 1453 4

2 2018YFB0 
703500

高フラックス材料のスペクトル
キャラクタリゼーションのための
新理論、新技術および新装置

天津大学 王世斌 1342 4

3 2018YFB0 
703600

ハイスループット遺伝子工学材
料の熱電材料の研究と応用に

基づくデモ

中国科学院上海セ

ラミックス研究所
史迅 1510 4

4 2018YFB0
703700 

液晶複合材料に基づく新規調
光フィルムのハイスループット予

測、調製および実証応用
北京大学 ヤンウェイ 1470 4

5 2018YFB0
703800

材料の潤滑ゲノミクスの研究と
実証検証

ノースウェスタンポリ
テクニック大学

劉偉民 1417 4

6 2018YFB0 
703900

共同ハイスループット材料計
算、産学研究、核融合サービス

プラットフォーム

国立スーパーコン

ピューティング天

津センター

朱小銭 2304 3.5

7 2018YFB0 
704000

ハイスループットマルチスケー
ル材料シミュレーションと性能最

適化設計プラットフォーム
湖南大学 胡ワンユ（望宇） 1809 4

8 2018YFB0 
704100

ハイスループット材料調製技術
プラットフォーム

セントラルサウス大
学

周科朝 2246 3

9 2018YFB0 
704200

先進光源に基づく高分子材料
加工 - 構造 - 性能関係のため

のハイスループットキャラクタリ
ゼーションプラットフォーム

四川大学 李忠明 2326 4

10 2018YFB0 
704300

マテリアルズ・ゲノム・エンジニア
リング・データ交換と管理サービ

ス技術プラットフォーム

北京科学技術大学 張暁東 2192 4

11 2018YFB0
704400 

マテリアルズ・ゲノム・エンジニア
リング・専用データベースプラッ
トフォームの構築と実証アプリ

ケーション

上海大学 钱权 1858 4

製造番号 品番 プロジェクト名
プロジェクト

リードユニット

プロジェクト

リーダー

https://www.sciping.com/22444.html
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5.1.5 韓国 

・ 2015 年から“Creative Materials Discovery Project”を 10 年計画で立上げ。 
・ 2016 年、韓国科学技術研究所（KIST）において、“Materials Informatics Database for Advanced 

Search（MIDAS）”が設置された。 
 
・ 2016 年 12 月、韓国政府・産業通商資源部が、関係省庁合同で「第 4 次素材・部品の発展基本計

画」（2017～2021 年）を発表した。翌 2017 年に同計画を 4 次産業革命支援型に改編し、15 の素

材センターを以下の５融合アライアンスシステムに改編した。 
①金属分野（材料研究所）、②化学分野（化学研究院）、③繊維分野（FITI）、④セラミック（電子）

分野（電子部品研究院）、⑤機械（自動車）分野（自動車部品研究院） 
加えて、複合型素材・部品の商用化期間、コストを削減することができる未来型(virtual)インフ

ラ、「未来型仮想工学プラットフォーム」を構築する目標を掲げた。これは、素材選択・設計から

工程試験までコンピューター シミュレーションで開発できる基盤で、仮想実験を通して試行錯誤

を最小化するものである。 
なお、浦項産業科学研究院(RIST)、韓国化学融合試験研究院(KTR)、韓国建設生活環境試験研究

院(KCL)、韓国産業技術試験院(KTL)、韓国機械電機電子試験研究院(KTC)、韓国セラミック技術

院、韓国機械研究院、建設機械部品研究院、韓国火薬研究院(信頼性センター)などが参画する。 
 
5.2 ドイツの動向 

 EU の中でもドイツは、先んじて「Industrie4.0」を打ち出し、IoT 分野で先行している。また、

世界有数、欧州最大の応用研究機関フラウンホーファー研究機構を有しており、そこを中心に、MI
関連の研究も行っているので、注目に値する。概要を表 5.4 にまとめた。 
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表 5.4 ドイツの取り組み 

 
 
 
 
 
 
 
 

組織/コンセプト Industrial Data Space Initiative Industrial Data Space e.V. Material Data Space® Chemistry 4.0 Innovationforum Stahl 4.0

Fraunhofer Institute for Algorithms and
Scientific Computing
（フラウンホーファー・アルゴリズム科学研究
所SCAI）
の「バーチャルマテリアルデザイン（VMD）」

設立年/発表年 2014年に設立された組織 2016年に設立されたe.V.（社団法人） 2017年
ドイツ化学工業会がデロイトトーマツの支援
下で調査を実施し、2017年に公表したコンセ
プト

2017年設立

目的
セキュアに企業間でデータ共有を行うための
仕組みづくりを推進する

Industrial Data Space Initiativeを推進

インダストリー4.0のための材料戦略：
インダストリー4.0内での材料開発、生産、加
工の基礎として材料データスペースの概念を
開発

化学医薬品業界がデジタル化した大量の
データを活用することで、バリューチェーン全
体をデジタル化、最適化すること

冶金、非破壊材料試験、材料シミュレーショ
ンからの新しい方法を提供することを目的と
し、ビッグデータ解析、人工知能、および最新
のセンサーと新しいソリューションのための
データ処理方法と製品アイデアを結集する。

バーチャルラボで新しい材料や分子を作成、
最適化、研究することで、開発プロセスを時
間・費用両面で大幅にコストダウンする。

参加者
フラウンホーファー研究機構が主導
産学官

フラウンホーファー研究機構、
データユーザー企業

フラウンホーファー研究機構内の材料やシス
テム関係２０研究所

ドイツ化学薬品業界
64組織（鉄鋼メーカー、IT企業、大学、ザー
ルランド州関係機関、フランホーファの一部
研究所など）

フラウンホーファー・アルゴリズム科学研究所

取組内容

・ガバナンスやセキュリティなどの関するリ
ファレンス・アーキテクチャー・モデルの策定
・ロジスティクス・サプライチェーンマネジメント
などの分野におけるパイロット実装などを目
的とした研究

・データ共有の際の要件整理（ルール整備）
・事例の共有
・プロジェクト成果の標準化
・データ利用に関するガイドラインの策定
など

・バリューチェーン全体にわたる企業間材料
に関するデジタルデータを提供する。
・ネットワーキングにより、開発、製造プロセ
ス、新ビジネスモデルの学習時間を短縮し、
材料効率や生産効率、リサイクリングの可能
性を向上させる。

・センサーを用いた生産効率化
・高度なシミュレーションの活用

・革新的データ駆動型設計
・最新のマルチスケーリングモデル
・効率的シミュレーション手法

行政機関のかかわり/
資金提供

研究プロジェクトの１つ「InDanSpace」にドイ
ツ連邦教育研究省が約500万ユーロ資金提
供

化学医薬品業界独自の取り組み。
今後３～５年間で10億ユーロ以上のデジタル
化プロジェクトなどを検討中。

「スポンサー」として８組織・企業の名があり、
その中にザールランド商工会議所（IHK
Saarland）が入っている。

「参加者」の中に、ザールランド州首相府、
ザールランド経済労働エネルギー省が入って
いる。

Dr. Jan Hamaekers,
Fraunhofer

MIの採用

備考/URL

https://www.fraunhofer.de/en/research/lig
hthouse-projects-fraunhofer-
initiatives/industrial-data-space.html

Industrie 4.0と協力

下記に白書が公開されている
https://www.fraunhofer.de/content/dam/z
v/en/fields-of-research/industrial-data-
space/whitepaper-industrial-data-space-
eng.pdf

MIという用語は使われていないが、「コアコン
ピタンス」として、「シミュレーション技術を使
用してコンピューター上で新しい材料を設計
し、その特性をさまざまな規模で仮想的にテ
ストしている」「材料モデリングの方法、適切
なシミュレーションツール、そしてそれに対応
する専門知識により、コストと時間のかかる
テストシリーズの範囲を狭めることができ、開
発期間を大幅に短縮することができる」として
いる。
（https://www.materials.fraunhofer.de/de/K
ernkompetenzen.html#tabpanel-4）

https://www.fraunhofer-materials-data-
space.de/

https://www.materials.fraunhofer.de/conte
nt/dam/materials/dokumente/MDS/EuL%2
0-
%20Materals%20Data%20Space%20Initiative%
20HMI%202017_UE.pdf

デロイトトーマツの報告書は下記
https://www2.deloitte.com/content/dam/D
eloitte/global/Documents/consumer-
industrial-products/gx-chemistry%204.0-
full-report.pdf

https://stahl4null.de/ バーチャルラボで新しい材料や分子を作成、
最適化、研究。

https://www.scai.fraunhofer.de/en/busines
s-research-areas/virtual-material-
design.html

計算材料科学における数値シミュレーション
のための専門的なソフトウェアソリューション
を提供
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5.3 EU の取り組み「EIT RawMaterial」について 

 EIT RawMaterial （以下、EIT RM）は、EIT（European Institute of Innovation and 
Technology）により始められた、素材分野で世界最大級のコンソーシアムで、注目に値す

るので、ここに別記する。 
情報源は EIT RM のウェブサイト

（https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials）および EIT RM のシニア・アド

バイザーからのヒアリング結果である。 
 
(1) 目的・ビジョン 
・イノベーション、教育、起業家精神を推進することにより、バリューチェーンに沿って

ヨーロッパの鉱物、金属、素材部門の持続可能な競争力を得、素材をヨーロッパの大きな

強みに発展させる。 
 

(2) 基本事項 

・設立年：2014 年 
・専属スタッフ数：現在約 60 名。 
・参加組織：20 以上の EU 加盟国の主要な企業、大学、研究機関から、120 を超えるコア・

パートナー、準パートナー（アソーシエート・パートナー）および 190 を超

えるプロジェクト・パートナーが参加している。 
・予算：親組織である Horizon 2020、EIT から得ているのが、2014 年創設～2022 年まで

で４億ユーロ。これにパートナー企業からの会費・寄付が加わる。 
・パートナー企業の会費は①フル・パートナー（core パートナー）：年 100,000 ユーロ、 
 ②associate パートナー：年 30,000 ユーロ、③project パートナー：年 10,000 ユーロ 
 ①～③で会費に応じて、EIT RM の方針に対する議決権の強さが違う。 
・予算額の増減イメージは図 5.4 のとおり。現在はフェーズ１。 

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
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図 5.4 EIT RM の予算（出所:ヒアリング結果を基に作成） 

 

・フェーズ３では、Horizon や EIT に頼らない、EIT RM 自前で収益を得て活動すること

を目指す（各プロジェクトからの収益、支援スタートアップ企業の上場益や収益、コン

ファレンスからの収益など）。 
 

(3) 最近の動向および運営上の課題 

・ マルチマテリアルについて：日本では、マルチマテリアルなど部門をまたがる分野が重

要と考えられているが、EIT RM でも重要と考えている。独 Siemens(機械メーカー)、
仏 Arkema（化学メーカー）などがそういうことに関心を持っている代表的パートナー。 

・ 鉄、アルミ、ナノマテリアルなど、競合する素材企業間での摩擦の存在について：摩擦

は見られない。各企業が、EIT RM の動向や立ち上げるプロジェクトの動向を見て、参

加を決める。参加すれば、協力して課題に取り組む。したがって、摩擦は避けられてい

る。 

・ MI、AI、IoT に関係するプロジェクトの有無について：まだ少ない。MI は手段であっ

て EIT RM が実行しているプロジェクトにはならない。AI の採用例では、鉱山業におけ

る自動化が代表的。 
・ EIT RM がカバーしている分野は、素材のバリューチェーン全体と広いが、そうした広

いカバーリングをいかにして可能にしているか：現在、200 位のプロジェクトを抱えて

いるが、それぞれのプロジェクトの主体はパートナー企業で、EIT RM はその進捗や成

果、商業的に軌道に乗ったかなど、を適宜評価し、EIT とパートナー企業にフィードバ

ックしていく。また、プロジェクトの最初はワークショップのような小さなものから始

めていく。 



92 
 

・ EIT RM の組織における、Innovation Hub、Regional Centre、Regional Centre Hub
の違い及び立地が例えば有力大学などの近くといったことが意識されているか？：各

「Innovation Hub」が EIT RM の完全に公式な拠点であり、各 Hub に少なくとも５人

の専属スタッフがいて運営している。Regional Centre、Regional Centre Hub は、立地

国や地方の支援を得られるところ、国や地方が取り組みたい課題を持っているところで

運営している。また、特に有力大学の近くに立地するという戦略はとっていない。むし

ろ、素材産業の発展度合いや素材原料の豊富さといった観点から戦略的にヨーロッパ内

に配置している。「産業リッチ国（例：スウェーデン）とか原料リッチ国（例：ポーラン

ド）」。 
・ EIT RM という大きく包括的な組織が可能となっている理由と、今後の課題について：

EIT RM はプロジェクトやスタートアップ企業に対する資金的支援組織だけでなく、

「Knowledge Community」と認識しており、認識されるようにしている。何が有望な

プロジェクか示し、戦略的にどのようなプロジェクトを立ち上げるべきか、取り組むべ

きか、それを先導していく。パートナー企業はそれらに参加しながら、あるいはプロジ

ェクト動向を観察しながら参加度合いを決めていく。冒頭に説明した associate・パート

ナーやプロジェクト・パートナーは低会費でそうした情報を得ながら、参加度合いを決

めていける。EIT RM はその先導力で意義を認められていると考えている。 
・ 課題は、EIT とパートナー企業という２つの報告対象（ボス）を持っている、また、各

プロジェクトに参加している企業もそれぞれ違った関心を持っているので、それらのバ

ランスをとること。 
・ これまでで最も成功したと思われる事例：終了したプロジェクトの中では、鉱業企業で

あるスウェーデンBolidenと仏Erametの協力関係樹立がある。このケースでは、Boliden
が生産するニッケル、銅、コバルトなどの精鉱から、Eramet のニッケル精錬所がニッ

ケル、コバルト、鉄などを取り出す。また同精錬所では、銅や他の希少金属（パラジウ

ムなど）を含む銅中間産物を分離する、そしてそれを Boliden に送り返し、Boliden の

銅工場で銅や希少金属、硫黄を取り出し、硫酸にする。こうした、近隣国間でのループ

ホール的な抽出システムを実現した。 
・ 各プロジェクトで non-disclosure agreement を結んでいるので、知的財産権などの問題

はない。 
 
(4) 教育活動 

・ EIT RM では「RawMaterials Academy」のブランド名で素材に関する各種教育活動を

行っている。 

・ 対象者は、博士課程の学生、修士課程の学生、産業界のパートナー、素材分野の専門家、

さらに素材の重要性に関する理解普及を狙って、子供たちや一般人向けにも教育・宣伝

活動を行っている。 
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・ この目的のために、RawMaterials Academy は 4 つの分野で教育プログラムを提供して

いる。 

修士課程教育：２年間のフルタイム・マスタープログラム。６つのプログラムがある。

６プログラムの詳細は下記パンフレットに掲載 

（出所：

https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2019/02/EY004_EIT_AMIR_Programme_Update_v4

_Web.pdf） 

博士課程教育：現時点で５つのプログラムと２つのサマープログラムがある。詳細は下

記。 

（出所：

https://eitrawmaterials.eu/innovation/courses/?exposed_taxonomy_course_tags%5B0%5D=50） 

生涯学習：企業の専門家、技術者、さらに学界で素材分野に興味がある者向けに多くの

プログラムを用意してある。各プログラム詳細は下記。 

（出所：https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-01_LLC.pdf） 

より広い社会学習（Wider Society Learning）：素材の使用と重要性に対する社会の認知

を高めるためのプロジェクトで、学校の子供たちや、一般大衆、NGO、

欧州中の意思決定者へ情報提や教育などを行う。 

 

(5) 事業創出と支援活動 

・EIT RM の事業創造および支援活動は、次のように設計されている。 

 ヨーロッパ全域で、新しい、ゲームを変えるビジネスを創造し発展させる 

新興企業を迅速に追跡し、ビジネスアイデアの商品化をサポートする。 

さまざまな分野や企業にわたる交換とネットワーキングを奨励する。 

新しい起業家教育アプローチを作成する。 

アイデアから商品化までのイノベーションを促進するための資金を提供する。 

・以上の目的のために、現在の具体的な活動としては以下がある。 

ビジネスアイデアコンペティション： アイデアをビジネスモデルに変えるアイデア保有

者や研究チームを支援し発展させることを目的

とする。 

スタートアップと中小企業のブースター： 地域のイノベーションハブ（コロケーション

センター）で有望なスタートアップと中小

企業をサポートし、ビジネスモデルを検証

する。 

資金調達手段：潜在的な起業家が革新的な概念を市場に出すために必要な財政的および

非財政的支援を見つけるのを助けることを目的とした活動。 

※ビジネスアイデアコンペティション：シニア・アドバイザーの補足情報） 

https://eitrawmaterials.eu/innovation/courses/?exposed_taxonomy_course_tags%5B0%5D=50
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-01_LLC.pdf
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・年 1 回開催。毎年 60 件ほどの応募がある。 

・2018 年の場合は、応募者に対して 1000 ユーロ相当の奨学金を提供して、決勝戦向けに

事業計画を完成させるために短期集中トレーニングキャンプへの参加と個別のコーチ

ングを提供した。最優秀の事業計画に対しては最大１万ユーロの助成金を与える。 

・短期集中トレーニングキャンプに招く応募者は、EIT RM の Business Developer が選

ぶ。決勝戦では、外部関係者（大学や研究所、企業、ベンチャーキャピタル）も最優秀

者決定に関与する。 

 

5.4 その他のトピックス 

 2018 年にイギリスのスウォンジー大学（Swansea University）が発表したところによる

と、同大学は、印 Tata Steel およびワーウィック大学（University of Warwick）のワーウ

ィック・マニュファクチュアリング・グループ（WMG）と共同で、新しい合金鋼材料の作

製と試験を現在の 100 倍まで加速させ、新製品のより速い商業化を促進する、「ヴァーチャ

ル・ファクトリー」の開発を進めているが、これに対して今般、英国工学・物理化学研究

協議会（EPSRC）より研究資金 700 万ポンドを得た。 
 開発中の手法は、物理的な試験とコンピューターモデリングを組み合わせ、数百個の小

さなサンプルの強度、電気・機械特性や耐久性・耐腐食性等を迅速に評価することであり、

試験データをコンピューターモデルに入力することによって、モデル精度をさらに高め、

最終製品特性をより正確に予測する。その後、見込みのある特性を示す合金を、より大規

模かつ詳細に調査する、というものである。 
 このプロセスは、『ラピッド・アロイ・プロトタイピング(以下 RAP)』と呼ばれており、

事実上、実際の製鉄所に代わり、ほとんどの試験が、研究所や画像作成施設といったヴァ

ーチャル・ファクトリー内で実施できる。 
 この新アプローチがもたらす効果は以下のとおりである。 
・従来 1 個のサンプルにかかる試験時間で、100 個のサンプルの試験が可能。 
・サンプルは、数グラム程度の少量ですむ。現行の試験方法では、最大 900 トンの材料を

要し、そのうち最大 98％は高コストをかけて新しいスチール製品に再製されなくてはな

らない。 
・ 概して、より新しくより良いスチール製品が、より速く製造できることになる。 
・ 新しいスチールは、高燃費車両や、プラスチックを使用しないパッケージング、ポジテ

ィブ・エナジー・ビルディング（PEB）やその他様々なアプリケーションにおいて需要

がある。新アプローチは、市場のニーズとともに、スチールユーザーのイノベーション

を後押しするだろう。 
（出所：

https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/boostforsteel7millionforvirtualfactory

willspeedupalloydevelopment.php) 

https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/boostforsteel7millionforvirtualfactorywillspeedupalloydevelopment.php
https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/boostforsteel7millionforvirtualfactorywillspeedupalloydevelopment.php
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5.5 海外における素材ユーザーと素材メーカーの連携状況 

各国・地域における自動車メーカー（素材ユーザー）と素材メーカーの材料開発を例に

挙げると、それぞれの国・地域での関係性の相違が、車体軽量化等に向けた素材間競争に

影響を及ぼしている。米国では軽金属企業（特にアルコアなどアルミメーカー）が高い技

術力を有しており自動車メーカーとの接点を強化している一方で、鉄鋼メーカーの研究開

発活動は低調である。EU では BMW i3（EV）では、樹脂メーカーの BASF から樹脂製品

が供給されているほか、樹脂製造ノウハウによる部品開発のサポートを受けている。 
このような素材ユーザーと素材メーカーとの連携に関する情報を表 5 .5 に示す。 
 

表 5.5 海外における素材ユーザーと素材メーカーの連携例 

素材ユーザー 素材メーカー 連携の内容 

米国・GM 帝人 2011 年より CFRTP（Carbon Fiber Reinforced 

Thermo Plastics、母材に熱可塑性樹脂を用いた複合

材）を使った部品を共同で開発している。帝人は、

国内外の自動車メーカーにも同様の取り組みを拡げ

ている。 

メルセデス・ベ

ンツ 
オランダ・ 
Constellium 

新型 A クラスに使用するクラッシュマネジメントシ

ステムと関連部材を供給すると発表した（2019 年）。 
ドイツのゴットマーディンゲン工場とメキシコのサ

ン・ルイスポトシ工場が出荷し、欧米両地域で現地

供給する。 
Constellium はメルセデス・ベンツに対して構造部

材だけでなくアルミ板製品も長年にわたって供給し

ている。 

米国・テスラ社 台湾・ 
中国鋼鉄 

中国鋼鉄が生産するハイエンドの電磁鋼板

「25CS1250HF」は、テスラモーターズ社の EV「モ

デル 3」向けに新たに開発した製品で、テスラ社か

ら独占受注を獲得。 
テスラ社は、中国鋼鉄と頻繁にコンタクトを取って

いる。 

EU・BMW EU・BASF BMW i3（EV）では、樹脂メーカーの BASF から樹

脂製品が供給されているほか、樹脂製造ノウハウに

よる部品開発のサポートを受けている。 
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中国・BYD 中国・ 
太原鋼鉄集団 

2017 年、新エネルギー自動車のモーター用電磁鋼板

を共同開発した。 

中国・ 
鄭州宇通客車 

中国・ 
宝山鋼鉄 

2018 年、合弁で連合実験室を設立したと発表した。 
新エネルギー車の設計や製造、材料の改善に関する

プロジェクト。材料の開発などで車体軽量化に共同

で取り組む。 

（出所:各種資料に基づき JFE テクノリサーチ㈱が作成） 

 
６．金属産業の課題 
金属産業を巡る主な課題として、次の点が挙げられる 1。 
 

 (1) MI、AI 等を活用した材料開発 
・多くの主要企業は MI、AI 等を活用した材料開発を取組むべき課題として捉え、一定程

度の取組は行われているが、その取組の度合いは濃淡がある。 
・国プロ等を除いては企業間で連携した取り組みが進んでいる状況ではない。 
・現状の我が国の材料開発のポテンシャルの高さを考えると、今後とも欧米、中国等に

追随されることのないよう、MI、AI 等を活用した材料開発にも一層注力する必要があ

ると考えられる。 
 
（2）ユーザーニーズに対応した材料開発 
・迅速かつ効率的な材料開発を行うためには、最終製品の性能や、材料に求められる性

能が必要な背景等、ユーザー企業が有するニーズを、素材企業が早い段階で入手する

ことが必要。 
・材料開発に必要な情報や技術シーズが円滑に流通・共有されないと、迅速かつ効率的

な材料開発が阻害されることが懸念される。 
 
（3）ユーザー企業等による材料開発の動き 

・材料開発に力を入れているユーザー企業も存在しており、ニーズを有しているユーザ

ー企業が材料開発面で優位になる可能性がある。 
・MI、AI 等を活用した材料開発の進展により、データを有するプラットフォーマーが材

料メーカーを活用して材料開発を行える可能性がある。 
 
 

                                                   
1 限られた企業へのヒアリングをもとに整理したものであるため、産業界全体の状況を示してい

ない可能性がある点については留意が必要。 
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（4）オープンイノベーションの推進 
・材料開発における大学や研究所との連携や、ユーザーとの垂直連携には一定の進展が

みられるが、同業との連携（水平連携）は進んでいる状況ではない。 
・特に材料データが一層重要となっていく中、企業間での材料データの共有は困難な状

況となっている。また材料データは企業内でも整理されておらず、データ・フォーマ

ットの統一化が進んでいる状況ではない。 
 
（5）素材産業を支える人材確保 

・IoT、MI、AI 等を推進するために必要な人材、特に、データサイエンティストが不足

している。 
 
（6）材料開発による社会課題解決等に向けた一層の貢献 
・地球温暖化対策（製造過程からの CO2削減、軽量化等）、循環経済等への対応（リサイ

クル化等）、国土強靭化への対応（長寿命化）等、社会課題解決に資する材料開発、技

術開発が一層求められている。 
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