
提出日 平成 26年 7月 18日 府省庁名 経済産業省 

（更新日） （平成 27年 4月 3日） 部局課室名 

産業技術環境局 研究開発課 

製造産業局 鉄鋼課／製鉄企画

室、非鉄金属課／ファインセラ

ミックス・ナノテクノロジー・

材料戦略室、繊維課、化学課、

自動車課、航空機武器宇宙産業

課 

第 2章 

第 1節 

重点的課題 
新規技術によるエネルギー利用効率の

向上と消費の削減（消費） 

重点的取組 
革新的構造材料の開発による効率的エ

ネルギー利用 

第 2章 

第 2節 

分野横断技術 ナノテクノロジー 

コア技術 構造材料(2),(3) 

H27AP施策番号 ナ・経０２ H26施策番号 エ・経１６ 

H27AP提案施策名 

（H26AP施策名） 

革新的新構造材料等技術開発 

（H26AP施策名：革新的新構造材料等技術開発プロジェクト） 

AP施策の新規・継続 継続 
各省施策 

実施期間 
H25年度～H34年度 

研究開発課題の 

公募の有無 
なし 実施主体 

新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO） 

各省施策実施期間中の 

総事業費（概算） 

※予算の単位は 

すべて百万円 

数百億円 

H27年度 

概算要求時予算 
4,760 

うち、 

特別会計 
4,760 

うち、 

独法予算 
4,760 

H27年度 

政府予算案 
4,260 

うち、 

特別会計 
4,260 

うち、 

独法予算 
4,260 

H26年度 

施策予算 
4,800 

うち、 

特別会計 
4,800 

うち、 

独法予算 
4,800 

１．AP 施策内の個別施策（府省連携等複数の施策から構成される場合） 

個別施策名 
概要及び最終的な 

到達目標・時期 

担当府省/ 

実施主体 
実施期間 

H27予算 

（H26予算） 
総事業費 

H26行政
事業レビ
ュー事業

番号 

1 
0448、新

26-0063 

2 

3 

２．AP 連携施策等、提案施策に関連する他の施策・事業 

施策番号 関連施策・事業名 担当府省 実施期間 H27予算 

ナ・文０３ 効率的エネルギー利用に向けた革新的構造材料の開発 文科省 H24-H33 

2,050（内

数）、

11,918（内

数） 

３．科学技術イノベーション総合戦略 2014 との関係 

第 2章及び工程表に

おける記述 

①本文 第 2章第 2節 57ページ 15行目 （５）新たな機能を実現する材料の開発

②工程表 110,111ページ 構造材料（２）（３）

SIP施策との関係 

【SIP革新的構造材料分野】SIP革新的構造材料分野のプログラムディレクター（PD）は、本事業

のプロジェクトリーダー（PL）と同一であり、本事業及び当該 SIP分野が共通の課題を共有でき

る関係となっている。よって本事業の PL が進捗状況を常に把握できるため、当該 SIP 分野のマ

テリアルインテグレーションの（特に、計算科機科学等を活用した）成果の迅速検討・効率的活

用が可能となり、本事業推進を加速できる。さらに、各材料研究開発の効率的・持続的推進のた

め、SIP拠点との密な連携も目指してゆく。 

122

平成 27 年度科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ） 個別施策記入様式 



第 2章第 2節（分野

横断技術）への提案

の場合、貢献する政

策課題（第 2章第 1

節） 

エネルギー(5)：革新的構造材料の開発による効率的エネルギー利用への貢献 

第 2章第 3節との関

係 

本事業では輸送機器の抜本的な軽量化を目指しており、その成果によって水素またはエネルギー

キャリアを用いた次世代自動車の走行距離の延長に貢献出来、ゼロエミッション社会の実現に大

きく貢献出来ると考えられる。 

第 3章の反映 

（施策推進における

工夫点） 

本事業は、重点課題「イノベーションを結実させる」内の「①新規事業に取り組む企業の活性化」

の内容に合致する事業である。従来であれば、個別課題毎に別の組織（技術研究組合やコンソー

シアム等）をたてて、それぞれが独立して研究開発を行うが、本事業では、競合する異なる材料

に係る研究開発を一つの組合の中で行うことにより、車体の軽量化という共通の目標に対して、

異種材料の比較検証・進捗管理をすることができ、材料間での競争を促す最適な研究体制を構築

している。 
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４．提案施策の実施内容（バックキャストによるありたい社会の姿までの取組）【本項目は１ページ以内に収
めること】 

ありたい社会の姿 

（背景、アウトカム、

課題） 

自動車からの CO2排出量は、我が国全体の排出量の約 2割を占めており、地球温暖化対策を推

進するため、自動車からの CO2排出量を削減することは重要な課題となっている。その CO2排出

量の削減のため、パワートレイン等の改善も盛んに行われているが、車体重量の軽量化も有効な

燃費向上手段である。2020年までは、現行の鉄鋼材料の改良を中心とした軽量化が行われるが、

2030年ごろから、様々な軽量化材料を適材適所に利用したマルチマテリアル化が進むと考えられ

る。こうしたシステムの全体最適化を可能とするためには、各軽量化材料の開発だけでなく、材

料を適材適所に配置できる材料の利用技術の開発も必要である。 

施策の概要 

輸送機器の抜本的な軽量化による CO2削減を実現する為、マルチマテリアル化を意識し、各材料

の飛躍的な軽量化・省エネルギー化に向け、以下のアプローチによる研究開発を行う 

・アルミニウム材製造プロセスにおける微細構造制御技術の開発等 

・鋼板製造プロセスの精密制御による組織微細化技術の開発等 

・構造材料に向けた熱可塑性炭素繊維複合材料の基盤技術開発 

・耐炎化工程の省略及び炭化工程の抜本的変更等の炭素繊維製造プロセスの基盤技術開発 

さらに、材料開発のみならずこれらの横断的活用のため以下の接合技術開発を行う 

・接合装置技術および接合装置用超高強度ツールの開発、接着技術を含めた異材接合技術の開発 

最終目標 

（アウトプット） 

約 10 年後を目処に、輸送機器の抜本的な軽量化（自動車の場合は半減）を達成できる技術開発

を目指し、輸送機器の構造材料に求められる高強度、高延性、不燃性、耐食性、耐衝撃性等の機

能が確保された軽量構造材料の開発、これらの機能を損なうことの無い接合技術や成型加工技術

の開発、全体最適化を前提として軽量材料を適材適所に使うマルチマテリアル化において鍵とな

る異種材料接合技術の開発、更に、輸送機器の安全性を保証する上で欠かせない接合部の性能評

価技術開発等を行う。 

ありたい社会の姿に

向け 

取組むべき事項 

事業成果の取扱に関する取り組みとして、日本版・バイドールの考え方に基づいて運用してい

る。日本版・バイドールの目的は、発明者による技術の研究活動を活性化させること、その成

果（知財）を活用して事業化を促進することであり、その結果として、当該技術が広く社会に

普及され、公共の利益（国益）に寄与することになる。また、①国が公共の利益のために必要

がある場合には、無償で国に実施許諾できること、②活用されていない知財を、国や NEDOから

活用できる第三者に実施許諾できるという、国等が、企業の事業化戦略に沿った上で事業化を

促進させる工夫も行っている。 

国費投入の必要性、 

事業推進の工夫（効率

性・有効性） 

本事業では、石油依存度の高い運輸部門のエネルギー消費量のうち９割を占める自動車等の輸送

機器の省エネに大きく資するために、上記最終目標において、これまでの技術開発の延長線上に

無い画期的な成果を創出することを目指す。これは民間で実施することが困難であり、長期的な

国の支援に基づいた研究開発が必要である。ここで、材料毎に縦割りでなされてきた従来の研究

開発スタイルから脱却し、材料間の壁を越えて統合的に事業運営することで、多様な構造材料の

飛躍的な機能向上や、それに伴うマルチマテリアル化に応じた要求材料スペックの変化にも敏感

に対応できる柔軟かつ効率的な体制で事業を推進している。加えて、各研究開発の効率的・持続

的推進のため、関係する SIP拠点との早期連携を目指す。 

実施体制 

本事業は、運営を横断的に行うため、（先行して事業を行っている一部事業を除き、）技術研究

組合「新構造材料技術研究組合」を組織し、川上から川下まで広い領域に跨がる多数の 38 事業

者で構成され、各材料開発とそれらマルチマテリアル化に向けた接合技術開発を目指している。

また、幅広い戦略を俯瞰し技術的比較を行いながら、課題の重点化、各担当研究者のエフォート

確保、成果の管理等を行い、事業執行をしていく必要があるため、平成 26年度より、そのような

専門性を有する NEDOがプロジェクトマネージメントを行っている。 

府省連携等 

・文科省：「元素戦略プロジェクト(拠点形成型)」のうち構造材料分野についてはガバニングボー

ドを共同で設置した。双方の事業及び関係プロジェクトの紹介、研究成果管理方針等を互いに紹

介し、連携にむけた意見交換を行っており、内閣府：ＳＩＰ「革新的構造材料」についてもここ

で情報共有等を行っている。 

H26AP助言内容及び対

応 

（対象施策のみ） 

平成 26 年度ＡＰ施策特定各省ヒアリングにおいて、「出口戦略を 10 年後の技術開発の最終段階

にのみ設定するのではなく、中間段階における成果の出口戦略についても検討し、示すこと」と

御指摘いただいたことを受け、事業の実施計画において直近のステージゲートにおける目標の記

載を行い、プロジェクト途中に出てきた成果は、実用化の見通しが立ったものから順次、市場へ

導入していく予定とした。 

124



５．過去２年間の検証可能な達成目標、取組及び成果 

時期 

目標 

（検証可能で定量的な目

標） 

成果と要因分析 

H25年度末 

（H25対象施策） 

炭素繊維製造技術：引張弾性率
170GPa、破断伸度 1.0%の炭素繊
維合成 

【達成】前駆体候補物質の絞り込みの結果、単糸引っ張り試験におい

て、平均引張弾性率が 180GPa、平均破断伸度 1.1％の炭素繊維が得ら

れるなど、有望な前駆体繊維を見出した。 

H26年度末 

（H26対象施策） 

アルミ：強度 660MPa、伸び 10% 【未達成】プロセス技術の検討。 

革新鋼板：レアメタル添加量を

極力削減し、引張強度 1.2GPa以

上、伸び 15％以上の鋼板開発に

向けた各種検討 

【未達成】サンプル製作装置、解析評価装置等の本格導入による開発

環境を整備。革新鋼板の強度・伸びに対する組織の影響を明確化。 

接合技術：母材強度の 50％の継

手強度 
【未達成】固相接合、溶融接合技術の高度化。 

６．今後３年間の検証可能な達成目標及び取組予定 

時期 
目標 

（検証可能で定量的な目

標） 
達成に向けた取組予定 

H27年度末 

（中間評価） 

1 
アルミ：強度 660MPa、伸

び 12% 
鋳造組織結晶粒径微細化の検討 

2 

革新鋼板：レアメタル添

加量を極力削減し、引張強

度 1.2GPa 以上  伸び

15％以上の鋼板開発 

解析評価装置の追加補強装置等の導入。これまでの成果を踏まえ、中

間目標達成の素材開発等指導原理を確立。中間目標スペックのサン

プル製作。 

3 
接合技術：母材強度の

70％の継手強度 
固相接合装置用ツールの開発、溶融接合技術の高度化。 

H28年度末 

1 
アルミ：強度 680MPa、伸

び 12% 

革新的加工熱処理プロセスによる圧延/押出組織制御技術の検討。

（第 1 期ステージ（～27 年度）での評価によりテーマ自身の見直し

を含め、目標変更の可能性有り） 

2 

革新鋼板：レアメタル添

加量を極力削減し、引張強

度 1.5GPa 以上、伸び

20％以上の鋼板開発に

向けた各種検討 

組織状態動的観察用装置の製作・導入。組織中の炭素濃度分布が特性

に及ぼす影響の解明。（第 1期ステージ（～27年度）での評価により

テーマ自身の見直しを含め、目標変更の可能性有り） 

3 

接合技術：母材強度の

90％の継手強度達成に

向けての開発方針検討 

固相接合装置への開発方針検討。（第 1期ステージ（～27年度）での

評価によりテーマ自身の見直しを含め、目標変更の可能性有り） 

H29年度末 

（中間評価） 

1 
アルミ：強度 750MPa、伸

び 12% 

革新的加工熱処理プロセスによる圧延/押出組織制御技術の検討。

（第 1 期ステージ（～27 年度）での評価によりテーマ自身の見直し

を含め、目標変更の可能性有り） 

2 

革新鋼板：レアメタル添

加量を極力削減し、引張

強度 1.2GPa 以上、伸び

20％以上の鋼板開発 

組織状態動的観察用装置の製作・導入。組織中の炭素濃度分布が特性

に及ぼす影響の解明。（第 1期ステージ（～27年度）での評価により

テーマ自身の見直しを含め、目標変更の可能性有り） 

3 
接合技術：母材強度の

90％の継手強度 

設計技術の確立。（第 1期ステージ（～27年度）での評価によりテー

マ自身の見直しを含め、目標変更の可能性有り） 

【参考】関係する計画、通知等 【参考】添付資料 
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 平成 26年度ＡＰ施策特定各省ヒアリング 

「クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現」分野 

有識者指摘事項対応シート 

① PR資料

② 

③ 
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提出日 平成 26年 7月 18日 府省庁名 文部科学省 

（更新日） （平成 27年 4月 7日） 部局課室名 

研究振興局参事官 

（ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・物質・材料担当）

付 

第 2章 

第 1節 

重点的課題 
新規技術によるエネルギー利用効率の

向上と消費の削減（消費） 

重点的取組 
（５） 革新的構造材料の開発による

効率的エネルギー利用 

第 2章 

第 2節 

分野横断技術 ナノテクノロジー 

コア技術 構造材料 

H27AP施策番号 ナ・文 03 H26施策番号 エ・文 14 

H27AP提案施策名 

（H26AP施策名） 

効率的エネルギー利用に向けた革新的構造材料の開発 

（H26AP施策名：同上） 

AP施策の新規・継続 新規・継続 
各省施策 

実施期間 

H24年度～H33年度（元素戦略プ

ロジェクト＜研究拠点形成型＞） 

H26年度～ （独）物質・材料研

究機構 構造材料研究拠点 

研究開発課題の 

公募の有無 
あり・なし 実施主体 

京都大学 

物質・材料研究機構 

各省施策実施期間中の 

総事業費（概算） 

※予算の単位は 

すべて百万円 

－ 

H27年度 

概算要求

時予算 

2,902百万円の

内数（元素戦略

プロジェクト＜

研究拠点形成型

＞） 

NIMS運営費交付

金 

14,934百万円の

内数（物質・材

料研究機構 構

造材料研究拠

点） 

うち、 

特別会計 

うち、 

独法予算 

NIMS運

営費交

付金 

14,934

百万円

の内数

（物

質・材

料研究

機構 

構造材

料研究

拠点） 

H27年度 

政府予算

案 

2,050百万円の

内数（元素戦略

プロジェクト＜

研究拠点形成型

＞） 

NIMS運営費交付

金 

11,918百万円の

内数（物質・材

料研究機構 構

造材料研究拠

点） 

うち、 

特別会計 

うち、 

独法予算 

NIMS運

営費交

付金 

11,918

百万円

の内数

（物

質・材

料研究

機構 

構造材

料研究

拠点） 

H26年度 

施策予算 

2,019百万円の

内数（元素戦略

プロジェクト＜

研究拠点形成型

＞） 

NIMS運営費交付

金 12,329百万

円の内数（物

質・材料研究機

構 構造材料研

究拠点） 

うち、 

特別会計 

うち、 

独法予算 

NIMS運営

費交付金

12,329百

万円の内

数 

１．AP 施策内の個別施策（府省連携等複数の施策から構成される場合） 

個別施策名 
概要及び最終的な 

到達目標・時期 

担当府省/ 

実施主体 
実施期間 

H27予算 

（H26予算） 
総事業費 

H26行政
事業レビ

平成 27 年度科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ） 個別施策記入様式 
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ュー事業
番号 

1 

元素戦略プロ

ジェクト 

＜研究拠点形

成型＞ 

我が国の資源制約を

克服し産業競争力を強

化するため、革新的な希

少元素代替材料の創製

を行う。 

文部科学省/ 

京都大学 
H24-H33 

2,050百万円

の内数 

（2,019百万

円の内数） 

約 20億円

の内数 

×10年 

0259 

2 
構造材料研究

拠点の構築 

産業競争力強化に向け、

オールジャパンの構造

材料研究拠点を構築し、

構造材料研究を総合的

に推進 

（独）物質・材料

研究機構 
H26- 

運営費交付金 

11,918百万

円の内数 

（運営費交付

金 12,329百

万円の内数） 

- 0257 

２．AP 連携施策等、提案施策に関連する他の施策・事業 

施策番号 関連施策・事業名 担当府省 実施期間 
H27予

算 

ナ・経 02 革新的新構造材料等技術開発 経済産業省 H25-H34 4,260 

３．科学技術イノベーション総合戦略 2014 との関係 

第 2章及び工程表に

おける記述 

①本文第２章 第２節 ５２ページ

（５）新たな機能を実現する材料の開発 [工程表 分野横断（５）] 

①コア技術

政策課題解決における産業競争力強化策を実現するためのコア技術として、高強度・軽量・耐

熱といった過酷な要求を満たす金属・樹脂・複合材料・炭素系材料等の「構造材料」、シェール

ガス革命や環境・エネルギー問題を解決する「革新的触媒」等の新たな機能を実現する材料の

開発を推進する。 

②政策課題解決における産業競争力強化策（2030 年までの成果目標）

・航空機・発電機器産業等の強化に資する革新的構造材料の実現 

【エネルギー、次世代インフラへの貢献】 

・軽量高強度構造材料等による次世代高速・低消費電力輸送機器の実現 

【エネルギー、次世代インフラへの貢献】 

・希少元素の代替やリサイクル等に関する技術の普及による資源制約からの解放 

【エネルギーへの貢献】 

 本文第２章 第１節 １７ページ 

（５）革新的構造材料の開発による効率的エネルギー利用 

①取組の内容

この取組では、炭素繊維等炭素系材料、マグネシウム、チタン等金属系材料、革新鋼板等の新

材料開発、部材特性に適した設計及び接合技術等を研究開発する。これら高機能材料を、エネ

ルギー消費の大きな輸送機器等に適用し、機器の軽量化や長寿命化による省エネルギー効果の

向上を図る。 

②工程表 １０９ページ

新部素材開発（金属・炭素系・有機系等）

SIP施策との関係 

【SIP革新的構造材料】 

 SIPで推進する産業技術向上に直結する研究テーマに加えて、本施策において基礎原理を科学

的に深掘りすることにより、次世代の新材料開発を実施し、産業界の強いニーズに合致させて推

進できるような相補的な関係を構築する。より具体的には、 

○元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成

型＞：電子論に遡り材料中の格子欠陥の基礎物性を正確に把握することで、革新的な技術シーズ

を継続的に創出。また、内閣府 SIPや経産省未来開拓研究プロジェクトからの基礎研究への要望

について経産省とのガバニングボード等において議論した結果も踏まえつつ、中性子・放射光施

設等を活用した研究を軸にした連携も進めていく予定。 

○NIMS 構造材料研究拠点 ： 産業競争力強化に向け、オールジャパンの構造材料研究拠点を構

築し、構造材料研究を総合的に推進。特に、先端的な新材料開発やその基礎となる特性発現機構

の解明、信頼性の実証に不可欠なクリープ現象等の基礎データの積み重ね等、長期的かつ基礎的

な研究開発を重点的に推進する。 

ここで推進する基礎的・基盤的な研究開発成果は、SIP で構築するモジュールやシステムを生
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かした材料開発と連携していくことで、SIP マテリアルズインテグレーションの拡充に大きく寄

与できる。SIPとの連携にあたっては、エフォート・プライオリティの明確化に留意する。 

 

第 2章第 2節（分野

横断技術）への提案

の場合、貢献する政

策課題（第 2章第 1

節） 

エネルギー（５）： 革新的構造材料の開発による効率的エネルギー利用 

 

本文第２章 第１節 １７ページ【再掲】 

（５）革新的構造材料の開発による効率的エネルギー利用 

①取組の内容 

この取組では、炭素繊維等炭素系材料、マグネシウム、チタン等金属系材料、革新鋼板等の新

材料開発、部材特性に適した設計及び接合技術等を研究開発する。これら高機能材料を、エネ

ルギー消費の大きな輸送機器等に適用し、機器の軽量化や長寿命化による省エネルギー効果の

向上を図る。 

 

第 2章第 3節との関

係 
 

第 3章の反映 

（施策推進における

工夫点） 

イノベーションシステムを駆動する 

①組織の「強み」や地域の特性を生かしたイノベーションハブの形成 

・国際競争が激しいナノテクノロジー等の分野において、研究開発法人を中核として、行政機

関の縦割りや産学官相互の垣根を越えた連携体制を構築し、世界に伍する国際的な産学官共同

研究拠点及びネットワーク型の拠点の形成を進めることとし、総合科学技術・イノベーション

会議もこれを支援する。特に、大学、公的研究機関、民間企業が集積している地域において、

イノベーションハブの形成を加速することで、我が国のイノベーションシステムを変革するエ

ンジンとする。 

 

本施策は、構造材料分野における”All Japan”体制の研究拠点を形成し、行政機関の縦割りや

産学官相互の垣根を越えた連携体制を構築するものである。 
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４．提案施策の実施内容（バックキャストによるありたい社会の姿までの取組）【本項目は１ページ以内に収
めること】 

ありたい社会の姿 

（背景、アウトカム、

課題） 

 

資源枯渇対応・温暖化対策のため、二酸化炭素排出量削減や、化石燃料消費量削減は、持続可

能な社会形成に不可欠な世界的な課題である。化石燃料を大量に消費する航空機・自動車などの

輸送機器の軽量化やエンジン燃焼温度向上などの高効率化、火力発電等高温燃焼機器の効率向上

に資する構造材料の開発は、これらの課題解決のために必要不可欠な技術的課題である。また、

構造材料には種々の希少金属が使用されているが（レアメタル消費量の約９割が構造材料）、希

少金属の輸出入は、政治的・国際的な問題となりつつある。したがって、希少元素を代替する材

料を用いた軽量高強度構造材料や超耐熱合金等の開発は、我が国が抱える資源制約を解消するた

めの大きな技術的課題の一つである。 

また、輸送機器や発電プラントの高効率化を支える構造材料技術は、世界的にも日本が強みを

持つ分野である。様々な分野における日本の産業の強みにも波及する構造材料の研究開発で、引

き続き次世代型構造材料開発等を先導し、日本の国際的な優位性を維持・増強していく必要もあ

る。そのため、リソースの有効活用の観点から、NIMSのような中核的な機関を中心に産学官の英

知を結集した基礎から応用までの一気通貫の取り組みが必要であり、産業界からも以下の通り提

言がなされている。 

（【平成 26 年 3 月 26 日 産業競争力懇談会（COCN）】「イノベーションによる新産業・新市場

の創出２０１４～再生と成長のための課題と提言～」【提言１】 素材の強化（新材料の開発）：

テーマごとに複数の研究機関・大学の専門家や企業から構成する国家レベルのチームを組成し、

基礎から応用まで目的志向の世界的な拠点化をめざす。） 

（【平成 26年 4月 10日 経済同友会】「エネルギー自立社会と低炭素社会の構築」政府の研究

開発投資の戦略的配分の強化（省庁縦割りの排除、産学連携によるオープン・イノベーションの

推進、など）） 

施策の概要 

長期的かつ基礎的な研究開発を重点的に推進することで、SIP との相補関係を構築し、効果的

な構造材料分野の研究開発力を強化し、日本の産業競争力の維持・増強に貢献する。 

○元素戦略プロジェクト〈研究拠点形成型〉：我が国の資源制約を克服し産業競争力を強化する

ため、革新的な希少元素代替材料の創製を行う。特に構造材料については、材料の「強度」や「靱

性」といった相反する性質を基礎科学の段階から解明することで、希少元素を抜本的に削減した

代替材料の開発を目指す。 

○NIMS 構造材料研究拠点：産業競争力強化に向け、オールジャパンの構造材料研究拠点を構築

し、構造材料研究を総合的に推進。特に、先端的な新材料開発（各種合金や複合材料等）やその

基礎となる特性発現機構の解明、信頼性の実証に不可欠なクリープ現象等の基礎データの積み重

ね、部材化に欠かせない加工プロセス技術開発や異種材料の接合技術等、長期的かつ基礎的な研

究開発を重点的に推進する。これらの基礎基盤的研究を実施し、SIP 等の関連事業とも連携し、

次世代のイノベーションを誘発しうるシーズとなる材料研究成果を絶えず生み出していく。 

最終目標 

（アウトプット） 

軽量で高耐久な新材料や、希少元素を用いない全く新しい材料等の革新的な構造材料を設計・

開発する。 

元素戦略プロジェクトにおいては、 

１）プラストン（変形子）という新規概念に基づく、変形・破壊のメカニズムの解釈を構築 

①変形素過程のダイナミクスのモデル化と定量化、材料設計指針の提供 

②変形素過程のダイナミクスの可視化とマクロ力学特性との相関解析 

③変形素過程の概念に基づく、材料創出とスタンダードリファレンスの構築 

などの取組を一体的に推進することにより、「強度」と「靱性」を同時に具備する構造材料の開発

を目指す。 

２）１）で得られた基礎的な知見に基づき、ISMA・SIP からの要請に応える材料の設計・開発指

針を提案する。 

NIMSの構造材料研究拠点においては、具体的には、 

１）航空機エンジンなど輸送機器の高効率化に貢献する新規合金材料の開発：元素レベルの組成・

組織と特性発現機構の解明に基づき、 

①新しい強化機構を利用した新規チタン合金材料 

②新しい強化機構を利用した新規ニッケル基超合金材料 
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③新しい強化機構を利用した軽合金や炭素繊維強化プラスチック材料等の新規軽量・高比強度材

料 

④新規接着・接合技術 

２）高温で大きな形状記憶効果を発現するための指導原理導出と、新規形状記憶材料の開発 

３）新規自己修復メカニズムの解明による新規自己修復材料の研究開発 

４）発電プラント等の高効率化に資する耐熱・耐酸化性に優れた合金および表面改質技術を総合

的に開発（新材料開発に必要な材料設計の指導原理の確立） 

①新しい強化機構により耐熱性を 100K以上向上させた新規鉄基合金・超合金 

②疲労寿命 10倍の新規耐疲労オーステナイト鋼の開発 

③高温での耐環境性（遮熱、酸化、摩耗、腐食等）と力学特性を両立した表面改質技術 

ありたい社会の姿に

向け 

取組むべき事項 

次の世代を見据えた基礎基盤的な研究を実施し、絶えずシーズとなる研究を生み出すとともに、

経済産業省等と連携し、基礎から実用化まで一気通貫の取り組みを実施する。 

国費投入の必要性、 

事業推進の工夫（効率

性・有効性） 

高強度・軽量・耐熱といった過酷な要求を満たす構造材料の開発は、産業競争力強化を支えう

る技術である。また、希少元素の供給を輸入に頼る我が国は、世界的な需要の急増や資源国の輸

出管理政策により、深刻な供給不足に直面する可能性を有しており、国として対応すべき事項で

ある。 

出口を見据えた研究では、研究期間の中で必要とされる材料・性能が変わっていくこともあり

得る。NIMS構造材料拠点での異分野融合・産学官による強固な連携体制のもと、常に産業界のニ

ーズを取り入れ、このようなパラダイムシフトにも迅速に柔軟に対応できる推進体制とする。 

実施体制 

○元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞では、卓越した物質観を持った代表研究者の強力な

リーダーシップの下、物質の機能を支配する元素の役割の理論的な解明から新材料の創製、特性

評価までを、拠点を中核として形成する共同研究組織の密接な連携・協働によって一体的に推進

する。また、事業全体の運営を監督するため、各材料領域に関連する学会及び産業界を代表する

有識者から構成される元素戦略運営統括会議を設置する。 

○NIMSにおいては、平成２６年度より構造材料研究拠点を構築し、産業界・大学等の研究機関と

共同し、オールジャパンの協業体制により産業競争力強化等に向けた課題解決に挑戦する。 

○SIP との連携については、双方向の情報循環や人材交流等により、効率的な連携関係を構築し

ながら、効果的な運営を行っていくことが可能となる体制を構築していく。 

府省連携等 

経済産業省との連携：両省の下にガバニングボードを設置し、文部科学省「元素戦略プロジェク

ト<研究拠点形成型>」と経済産業省「未来開拓技術実現プロジェクト」相互のプロジェクト間で、

産業界の課題に対する科学的深掘り、及び知的財産・研究設備の活用促進等の協力を行いながら、

研究成果を速やかに実用化に繋げる体制を構築している。またそれらを踏まえ、文部科学省は、

基礎学理に遡って、材料中の希少元素の役割を解明し、経済産業省は、我が国の産業に大きく影

響する具体的な鉱種等を対象に、実用化に向けた技術開発を実施している。 

内閣府（SIP）との連携：産業界が重点的に取組むべきと判断した研究開発課題について、大学等

研究機関が企業と連携したチームを構成して、SIP との相補的な連携を行うための体制の構築を

図る。 

H26AP助言内容及び対

応 

（対象施策のみ） 

 

５．過去２年間の検証可能な達成目標、取組及び成果 

時期 

目標 

（検証可能で定量的な目

標） 

成果と要因分析 

H25年度末 

（H25対象施策） 

電子論に立脚した変形の、計

算機実験の実施 

【達成・未達成】電子論、解析・評価、材料作製の３グループのうち、

まずは電子論に力点を置き、強力に推進した。 
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 【達成・未達成】 

 【達成・未達成】 

H26年度末 

（H26対象施策） 

変形素過程概念の確立 
【達成・未達成】電子論に立脚し、変形素過程について原子レベルで

の挙動の可視化を実施。 

オールジャパンの構造材料

研究拠点の運営組織を立ち

上げ、インフラと構造材料の

２つの分野で、オープンな産

学官融合型の研究場（つくば

オープンプラザ、TOP）を構築

する 

【達成・未達成】 平成 26年 10月に、NIMSの内部機関として構造材

料研究拠点を正式に立ち上げるとともに、産官学連携研究の場とし

て拠点内に構造材料つくばオープンプラザ（TOPAS）を設立。 

 

 【達成・未達成】 

６．今後３年間の検証可能な達成目標及び取組予定 

時期 
目標 

（検証可能で定量的な目

標） 
達成に向けた取組予定 

H27年度末 

1 

電子論、解析・評価、材

料創製グループによる

研究開発 

構造材料に関する理論研究、解析評価研究、材料創製研究における

高い水準の基礎的研究から、学問の進化、産業応用への貢献、わが国

の持続的発展への貢献を図るため、 

①電子論・計算機材料科学、微視構造・欠陥観察解析、材料創製・特

性評価などの基礎研究で高い将来性を持つ人材と構造材料研究専

門家を連携させる研究拠点を京都大学に形成し、 

②拠点を中心とする電子論グループ、解析評価グループ、材料創製グ

ループの３グループから成る拠点設置機関と全連携機関が横断的

に連携する共同研究組織により格子欠陥の理論研究を推進。 

上記拠点及び連携機関により、電子論グループが提唱する格子欠陥

の解析を実施。 

2 
産学官・異分野融合型共

同研究の推進 

１）輸送機器の高効率化に貢献する新規耐熱合金材料の開発 

①新規チタン合金材料：H27年度は、NIMS開発合金のクリープ特性、

熱疲労特性、耐酸化特性を評価する。 

②新規ニッケル基超合金材料：H27年度は新しい強化機構合金設計を

試みる。 

③新しい強化機構を利用した軽合金や炭素繊維強化プラスチック材

料等の新規軽量・高比強度材料：H27年度は界面制御による優れた

損傷許容性を有するハイブリッド機構の探索 

④新規接着・接合技術：新しい接着・接合機構の提案と、特性発現機

構の解明 

２）高温で大きな形状記憶効果を発現するための指導原理導出と、新

規形状記憶材料の開発：H27年度は、析出物による形状回復向上を目

指す。 

３）新規自己修復メカニズムの探索による新規自己修復材料の研究

開発：H27年度は自己治癒メカニズムのナノ解析および自己治癒過程

モデリング。治癒による強度回復のモデル化。 

４）発電プラント等の高効率化に資する耐熱・耐酸化性に優れた合金

および表面改質技術を総合的に開発（新材料開発に必要な材料設計

の指導原理の確立） 

①新しい強化機構により耐熱性を 100K以上向上させた新規鉄基合金 

②新規耐疲労オーステナイト鋼の開発： H27 年度は熱力学計算、第

一原理計算による最適成分範囲予測 

③高温での耐環境性と力学特性を両立した表面改質技術：H27年度は

鉄基合金のクリープ特性、疲労特性、耐酸化特性を評価し、特性最

適化のための合金設計を行う。 

3   

H28年度末 1 
電子論、解析・評価、材

料創製グループによる

格子欠陥の研究を更に進め、格子欠陥理論により希少元素の役割を

解明し、革新材料の創製につなげる。 
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研究開発 

2 

産学官・異分野融合型共

同研究の推進 

 

１）輸送機器の高効率化に貢献する新規合金材料の開発 

①新規チタン合金材料：H28年度は、クリープ特性・熱疲労特性に及

ぼす母相/析出物界面や組織の効果を明確化する。適したコーティ

ング材の探索を行う。 

②新規ニッケル基超合金材料：H27年度に微細構造設計した合金につ

いて、クリープ特性、強度、疲労特性について評価を行う。 

③新しい強化機構を利用した軽合金や炭素繊維強化プラスチック材

料等の新規軽量・高比強度材料：H28年度は、H27で探索した複合

材料についてプロセス確立と力学特性評価を行う。 

④新規接着・接合技術：新しい接着・接合方式における特性発現機構

の解明と実証 

２）高温で大きな形状記憶効果を発現するための指導原理導出と、新

規形状記憶材料の開発：H28年度は、加工熱処理による組織制御が形

状回復に及ぼす効果について検討する。 

３）新規自己修復メカニズムの探索による新規自己修復材料の研究

開発： H28年度は H27で構築したモデルおよび元素設計に基づき、

緻密骨を模擬した反応期・修復期・改変期を通した自己治癒の発現に

よる自己治癒の高速化・低温化を目指す。 

４）発電プラント等の高効率化に資する耐熱・耐酸化性に優れた合金

および表面改質技術を総合的に開発（新材料開発に必要な材料設計

の指導原理の確立） 

①新しい強化機構により耐熱性を 100K以上向上させた新規鉄基合金 

②新規耐疲労オーステナイト鋼の開発： H28年度は構造・組織・力

学パラメータ評価による設計指針精密化 

③高温での耐環境性と力学特性を両立した表面改質技術：H28年度は

開発した鉄基合金の特性評価、耐熱・耐疲労特性と接合性に与える

組成・微視組織の影響解明。設計指針精密化。被覆部材の界面結合

状態の解明および環境による劣化メカニズム解明。 

3   

H29年度末 

1 

電子論、解析・評価、材

料創製グループによる

研究開発 

格子欠陥の研究を更に進め、格子欠陥理論により希少元素の役割を

解明し、革新材料の創製につなげる。 

2 

産学官・異分野融合型共

同研究の推進 

 

１）輸送機器の高効率化に貢献する新規合金材料の開発 

①新規チタン合金材料：H29年度は H28年度に得られた知見を元に、

組織制御することにより、高温で優れた特性（クリープ、熱疲労、

耐酸化）を有する合金を設計、開発する。 

②新規ニッケル基超合金材料：H29 年度は H28 で得られた知見を元

に、高温力学特性、室温加工性のバランスが取れた合金設計・開発

を行う。 

③新しい強化機構を利用した軽合金や炭素繊維強化プラスチック材

料等の新規軽量・高比強度材料：：H29年度は、H28に得られた知

見を元に損傷劣化メカニズム解明と組織最適化を行う。 

④新規接着・接合技術：新しい接着・接合方式の試作と特性評価によ

る実用性の実証 

２）高温で大きな形状記憶効果を発現するための指導原理導出と、新

規形状記憶材料の開発：H29年度は、H27,28の知見を元に、高温で大

きな形状記憶効果を発現するための指導原理を導出する。 

３）新規自己修復メカニズムの探索による新規自己修復材料の研究

開発： H29年度は元素設計およびミクロ組織設計の双方により、新

規自己修復材料の強度、破壊靭性、治癒機能の両立またそれを可能と

する指針の構築を目指す。 

４）発電プラント等の高効率化に資する耐熱・耐酸化性に優れた合金

および表面改質技術を総合的に開発（新材料開発に必要な材料設計

の指導原理の確立） 

①新しい強化機構により耐熱性を 100K以上向上させた新規鉄基合金 

②新規耐疲労オーステナイト鋼の開発： H29年度は火力発電プラン

ト用新規耐疲労オーステナイト鋼で疲労寿命 10倍を達成 

③高温での耐環境性と力学特性を両立した表面改質技術：H29年度は

開発鋼と接合、耐環境表面技術を組み合わせた部材の総合的な評
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価を行い、接合部材、被覆部材の組織と特性の長期安定性を確保す

るための指導原理を導出。 

3   

【参考】関係する計画、通知等 【参考】添付資料 

  

①  

②  

③ 
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提出日 平成 26年 7月 14日 府省庁名 文科省 

（更新日） （平成 27年 4月 7日） 部局課室名 研究開発局宇宙開発利用課 

第 2章 

第 1節 

重点的課題 
新規技術によるエネルギー利用効率の

向上と消費の削減（消費） 
  

重点的取組 
（５）革新的構造材料の開発による効

率的エネルギー利用 
  

第 2章 

第 2節 

分野横断技術 ナノテクノロジー   

コア技術 構造材料（２）   

H27AP施策番号 ナ・文 01 H26施策番号 エ・文１０ 

H27AP提案施策名 

（H26AP施策名） 

低燃費・低環境負荷に係る高効率航空機の技術開発 

（H26AP施策名：同上） 

AP施策の新規・継続 継続 
各省施策 

実施期間 

H16年度～H29年度（検討
中） 

研究開発課題の 

公募の有無 
なし 実施主体 

独立行政法人宇宙航空研究開発

機構（JAXA） 

各省施策実施期間中の 

総事業費（概算） 

 

※予算の単位は 

すべて百万円 

調整中 

H27年度 

概算要求時予算 

5,199百万円

（運営費交付

金中の推計

額）の内数 

うち、 

特別会計 
 

うち、 

独法予算 

5,199百万円

（運営費交付

金中の推計

額）の内数 

H27年度 

政府予算案 

3,260百万円

（運営費交付

金中の推計

額）の内数 

うち、 

特別会計 
 

うち、 

独法予算 

3,260百万円

（運営費交付

金中の推計

額）の内数 

H26年度 

施策予算 
1,800百万円 

うち、 

特別会計 
 

うち、 

独法予算 
1,800百万円 

１．AP 施策内の個別施策（府省連携等複数の施策から構成される場合）  

個別施策名 
概要及び最終的な 

到達目標・時期 

担当府省/ 

実施主体 
実施期間 

H27予算 

（H26予算） 
総事業費 

H26行政
事業レビ
ュー事業

番号 

1        

2        

3        

２．AP 連携施策等、提案施策に関連する他の施策・事業 

施策番号 関連施策・事業名 担当府省 実施期間 
H27予

算 

   HXX-HXX  

３．科学技術イノベーション総合戦略 2014 との関係 

第 2章及び工程表に

おける記述 

①本文 第２章 第１節 17ページ 36行目「構造材料の飛躍的な軽量化・長寿命化により、輸送

機器（自動車・航空機等）等のエネルギー利用効率向上に貢献」 

②工程表 19ページ 「革新的燃焼技術の開発 システム化・実用化技術開発」 

SIP施策との関係 

【革新的構造材料】本施策においては、既に研究を進めてきた耐熱高分子基複合材料（耐熱 PMC）

を航空エンジンの特定部位へ適用する軽量化技術をサブスケールモデルで実証することにより、

エンジン国際共同開発に向けた実用化技術の獲得を目指している。一方、SIP 施策では航空機用

高生産性革新 PMCの製造・品質保証技術の開発の一環として、各種耐熱 PMC材料の基礎評価を行

うとともに、エンジン各部位に適した材料の選定・開発等を通じ、材料技術、積層板成形技術、

評価技術等の幅広な基盤獲得と拠点構築を目指し提案中。両施策は、いずれも JAXA 及び国内エ

ンジンメーカが中核となって進める別事業であるが、メーカによる実用化段階では両成果が反映

される見込みであるため、SIP施策内の関連グループと JAXA関連部門が連携し、相互に進捗状況

を共有する。情報共有に当たっては、SIP 成果の認証取得への展開を念頭に施策間の協調を意識

する。また SIP 施策の PD が各研究者のエフォートの確保や課題間でのプライオリティの明確化

できるよう情報の共有を図る。 

第 2章第 2節（分野

横断技術）への提案

の場合、貢献する政

策課題（第 2章第 1

節） 

エネルギー（５）革新的構造材料の開発による効率的エネルギー利用 

平成 27 年度科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ） 個別施策記入様式 
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第 2章第 3節との関

係 
－ 

第 3章の反映 

（施策推進における

工夫点） 

「イノベーションの芽を育む ②研究力・人材力の強化に向けた大学・研究開発法人の機能の強

化」として、実施主体となる JAXAの航空分野における研究開発や技術実証等の取組を強化する。

「イノベーションシステムを駆動する ①組織「強み」や地域の特性を生かしたイノベーション

ハブの形成」として、JAXAを中核としたオールジャパンの次世代航空イノベーションハブを形成

する。 

４．提案施策の実施内容（バックキャストによるありたい社会の姿までの取組）【本項目は１ページ以内に収めること】 

ありたい社会の姿 

（背景、アウトカム、

課題） 

我が国は、運輸部門においても、エネルギー消費量削減に関する技術力を源泉とした高い競争

力を持っているが、原油価格が過去 10 年で 5 倍上昇をしており、旅客機運航経費の中で燃料費

が最大支出（50％以上）を占め、新型旅客機は燃費が最大のセールスポイントとなっていること

から、今後国際競争に打ち勝ち成長するためには、エネルギー消費量削減に関する環境技術を更

に進化させる必要がある。また今後の航空輸送量の増大や世界的な環境問題に対する取り組みの

高まりから、環境規制は一層強化される傾向にあり、ICAO(国際民間航空機関)にて定められた世

界的目標として 2035年に約 40%減の目標が掲げられており、高い環境技術が国際競争力を強化す

るために必要となっている。 

このような状況において、我が国が 2040年頃に航空機の低燃費・低環境負荷に関して、燃費半

減等の世界トップレベルの革新技術を獲得することを視野におき、2020年頃までに先進的な優位

技術を開発し、さらに 2030 年頃までに我が国が保有していないハイインパクトな技術を創出す

ることで、国際的に主導的な地位を確立し、我が国の航空機産業を将来に渡り持続的に発展させ

ることを目指す｡ありたい社会の姿の実現には、特に将来航空機に要求される環境性能（低燃費・

低環境負荷）の獲得と技術実証が必要である。 

施策の概要 

骨太方針「経済財政運営と改革の基本方針 2014について」において、航空産業の振興の必要性

が求められているところである。本施策は、第４期科学技術基本計画「Ⅱ.3．グリーンイノベー

ションの推進 (2)重要課題達成のための施策の推進 ii)エネルギー利用の高効率化及びスマ

ート化」の「高効率輸送機器（次世代自動車、鉄道、船舶、航空機）やモーダルシフト等の物流

を効率化するための手法に関する研究開発、導入を推進する。」に位置付けられる。 

具体的には、革新的構造材料の適用等により、燃費低減や環境負荷低減（排ガス低減、騒音低

減）に向けたエンジンと機体に関する以下の研究開発に取り組む。 

・複合材によるファン・タービンの高効率軽量化やコアエンジン小型高出力化により、航空機エ

ンジンの効率改善・環境負荷改善を図る。 

・複合材の特性を生かした主翼の高度化や、形状設計・表面処理等による翼の抵抗低減化、非定

常流れ抑制による機体の低騒音化により、航空機機体の空力抵抗低減・構造重量削減等を図る。 

これらの技術は、国産エンジンを用いたエンジン実証設備によるシステム実証や、実験用航空

機や国産旅客機による飛行実証を実施し、実証後には産業界での事業化を目指す。 

最終目標 

（アウトプット） 

2040 年頃に燃費半減等の革新技術の確立を視野に、2020 年代前半までに現行機体（A320 等）

に比べて燃費 30%減を目指すため、本施策では 2017年までに高効率・軽量ファンタービンに関し

て、ファン空力効率の向上、ファンの軽量化、低圧タービンの軽量化の要素技術の実証を行い、

その取得データに基づきエンジンシステム解析による評価を行うことで、現行エンジンに対して

燃費 16％減のエンジンの成立性を確認する。さらにその後エンジンシステム実証により技術を確

立をする。なお、世界動向として、カナダ・ボンバルディア社の新型小型旅客機（2013年初飛行

完了）が 20%程度の燃費改善を謳っており、2020年代前半までの燃費向上目標は、こうした諸外

国の性能向上トレンドを鑑みて、国際競争力を確保すべく設定したもの。 

ありたい社会の姿に

向け取組むべき事項 

成果を日本の航空産業界に技術移転すると共に、技術基準策定に向け、ICAOの環境ＷＧへの参

画や、基準に対する適合性確認のための評価方法の調査等の国土交通省の技術調査へ協力する。 

国費投入の必要性、 

事業推進の工夫（効率

性・有効性） 

第４期科学技術基本計画（Ⅱ.3．(2)ii)の「エネルギー利用の高効率化及びスマート化」に資

する施策であり、エネルギー消費量削減を可能とする輸送機の技術開発を行う本事業は、優先度

が高く、国が責任を持って実施する必要性がある。研究開発の遂行にあたっては、フェーズに応

じて、実施機関内での審査会等により、必要資金やリソースについて精査し適切に配分するとと

もに、ＰＤＣＡサイクルを構築し適切に管理を行っている。本技術課題は、高度かつ幅広い科学

技術が必要で莫大な費用と期間を要するため民間企業のみで実施困難である。また諸外国では、

安全保障にも直結し、今後確実な成長が期待される航空機産業を国家戦略産業として位置づけ、

多大な支援により産業振興を図っている。我が国の航空宇宙産業の生産額は自動車産業の 40 分

の 1に留まっている状態であるが、諸外国同様、戦略的に成長させることが重要な分野であり、

さらに航空機は部品点数の多さから他産業に比べ波及効果が高く裾野が広いため、中小企業も含

む我が国全体の産業競争力強化という国民の期待にも応える分野である。 

実施体制 
実用化を出口に据えた課題については、JAXAと企業が一体となった体制で推進する。また SIP

施策内の関連グループと連携体制を構築する。さらに技術移転促進による成果の最大化を図る。 
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府省連携等 

【責任省庁：文部科学省】文部科学省では、経済産業省・国土交通省・防衛省・エアライン・メ

ーカー・大学の参加のもと、2013年 6月に「航空科学技術に関する研究開発の推進のためのロー

ドマップ」を制定、航空分野の研究開発課題・役割分担等を策定した。 

・経済産業省：（NEDO による「省エネルギー革新技術開発事業」にて、高効率軽量ファン・ター

ビン技術開発に必要な複合材タービン部品製造技術開発について連携） 

H26AP助言内容及び対

応（対象施策のみ） 

(助言：航空宇宙用材料の基礎研究の具体的説明が必要) 対応：ファンへの CFRP適用による軽量

化やタービンへの CMC 適用によるエンジンの高温化対応を図り、エンジン燃料消費率を 15%低減

する小型高出力エンジンを目指すこととしている。 

(助言：軽量材料と耐熱材料の計画が混在している。両者は構造材料としての機能、視点は全く異

なる。) 対応：御指摘の通り、CFRPは軽量化、CMCは高温化対応を目的としており機能が異なる

ため、それぞれ別の計画で進めている。 

５．過去２年間の検証可能な達成目標、取組及び成果 

時期 

目標 

（検証可能で定量的な目

標） 

成果と要因分析 

H25年度末 

□エンジン技術 

複合材適用により航空機の

エネルギー消費につながる

下記技術研究を確実に進め

る。 

①高バイパス化による燃費

向上に向けた次世代複合

材ファンブレード、軽量デ

ィスク、軽量吸音ライナー

等の複合材ファンの要素

技術 

②耐熱複合材を適用した超

軽量低圧タービンの設計

評価技術 

③小型高出力コアエンジン

実現に向けた要素技術 

④エンジンの低騒音化技術 

【達成】 

□エンジン技術 

①複合材ファンの各要素の技術的実現性を確認するとともに、燃費

低減および重量削減の個別目標と実証試験を含む計画案を策定。従

来よりも軽量化が可能な中空複合材(CFRP)ブレードの強度検討を踏

まえ初期モデル試作に成功。 

②超軽量低圧タービンの設計評価に関する技術目標を策定。 

③コアエンジン技術に関する研究開発計画を明確化し、要素技術の

研究に着手。 

④実エンジンによる低騒音化実証に向け研究に着手。 

□機体技術 

複合材適用による構造重量

低減や、機体低騒音化に資す

る下記技術開発を実施。 

①翼の高性能化のための複

合材適用拡大による構造

重量低減 

②モーフィング技術の適用

による構造重量低減 

③機体低騒音化技術 

【達成】 

□機体技術 

①複合材適用拡大に向けた製造技術の技術目標を策定。 

②空力・構造連携設計の技術目標を策定。 

③実験用航空機「飛翔」を用いた飛行試験により、騒音計測の基盤技

術を確立。高揚力装置や降着装置の目標騒音低減量の実現性を確認。 

H26年度末 

複合材適用によるエンジン

の高効率化、機体の低抵抗

化・軽量化・低騒音化に向け、

検証試験、予備解析により、

技術実証の見通しを得る 

【達成】 

□エンジン技術 

・燃費低減技術に関する実証試験を目指した研究開発計画に基づい

て、モデル試作・試験・解析により高効率軽量ファン及び軽量ター

ビンに関する基礎データを取得。 

・小型高出力コアエンジンの概念設計を実施し、圧縮機、低エミッシ

ョン燃焼器、タービンの空力性能等を解析し、目標性能を実現でき

る設計仕様を設定。 

・エンジンシステムレベルの技術実証を行うことを念頭におき、国産

ジェットエンジンの導入に向けて、運転設備の改修検討及び関係

機関との調整に着手。 

 

□翼機体の高性能化に資する技術 

・複合材の構造予測精度向上による高ひずみ軽量複合材構造設計技

術については、構造軽量化のための解析方法を構築。 

・層流域拡大、乱流抵抗低減、揚力分布最適化による空力・構造連携

機体抵抗低減技術については、飛行実証に向けた低コスト加工方

法として独自リブレット（流れ方向に掘られた微細な溝）に適用可

能な設計ツールを構築。 

・機体の低騒音化については、騒音計測精度を改善するとともに、飛

行実証に向け低騒音化設計を完了。 
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・実験用航空機や国産旅客機による飛行実証に向け、機体検討に着

手。 

６．今後３年間の検証可能な達成目標及び取組予定 

時期 
目標 

（検証可能で定量的な目

標） 
達成に向けた取組予定 

H27年度末 1 

複合材適用による航空

機エンジンの高効率化、

機体の低抵抗化・軽量

化・低騒音化に向けた性

能解析を実施し、技術実

証に着手。 

□エンジンの高効率化に資する技術 

・各要素研究についは、要素レベルでの技術実証を進める。 

・エンジンシステムレベルの技術実証にむけ、国産ジェットエンジン

の導入に向けた設備整備に着手する。 

□機体の高性能化に資する技術 

・各要素研究についは、要素レベルでの技術実証を進める。 

・機体システムレベルの技術実証に向け実証用機体の選定に着手す

る。 

 

H28年度末 1 

複合材適用による航空

機エンジンの高効率化、

機体の低抵抗化・軽量

化・低騒音化の技術実

証。 

□エンジンの高効率化に資する技術 

・各要素研究については、要素レベルでの技術実証を進める。 

・エンジンシステムレベルの技術実証にむけ、要素実証の成果を踏ま

え、国産ジェットエンジンの導入を進める。 

□機体の高性能化に資する技術 

・各要素研究については、要素レベルでの技術実証を進める。 

・機体システムレベルの技術実証に向け、要素レベルでの技術実証の

結果を踏まえ、実証用機体での飛行実験に向けた改修に着手。 

 

H29年度末 1 

複合材適用による航空

機エンジンの高効率化、

機体の低抵抗化・軽量

化・低騒音化の技術実

証。 

□エンジンの高効率化に資する技術 

・各要素研究については、要素レベルでの技術実証を進める。 

・エンジンシステムレベルの技術実証にむけ、要素実証の成果を踏ま

え、国産ジェットエンジンの導入に向けた設備整備を完了する。 

□機体の高性能化に資する技術 

・各要素研究については、要素レベルでの技術実証を進める。 

・機体システムレベルの技術実証に向け、要素レベルでの技術実証の

結果を踏まえ、実証用機体での飛行実験に向けた改修を進める。 

 

【参考】関係する計画、通知等 【参考】添付資料 

 「経済財政運営と改革の基本方針 2014について」（平成 26

年 6月 24日閣議決定） 

第 4期科学技術基本計画 

戦略的次世代航空機研究開発ビジョン（文部科学省） 

航空科学技術に関する研究開発の推進のためのロードマッ

プ(平成 24年 8月、同 25年 6月 文部科学省 科学技術・学

術審議会 研究計画・評価分科会 航空科学技術委員会) 

なし 
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提出日 平成 26年 7月 18日 府省庁名 経済産業省 

（更新日） （平成 27年 4月 3日） 部局課室名 産業技術環境局研究開発課 

第 2章 

第 1節 

重点的課題 
新規技術によるエネルギー利用効率の

向上と消費の削減（消費） 
  

重点的取組 
革新的構造材料の開発による効率的エ

ネルギー利用 
  

第 2章 

第 2節 

分野横断技術 ナノテクノロジー   

コア技術 ナノカーボン材料   

H27AP施策番号 ナ・経 01 H26施策番号 エ・経 14 

H27AP提案施策名 

（H26AP施策名） 

ナノ炭素材料実用化プロジェクト 

（H26AP施策名：同上） 

AP施策の新規・継続 継続 
各省施策 

実施期間 
H26年度～H28年度 

研究開発課題の 

公募の有無 
あり 実施主体 

新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO） 

各省施策実施期間中の 

総事業費（概算） 

 

※予算の単位は 

すべて百万円 

数十億円  

H27年度 

概算要求時予算 
1,700  

うち、 

特別会計 
1,700 

うち、 

独法予算 
1,700  

H27年度 

政府予算案 
1,610 

うち、 

特別会計 
1,610 

うち、 

独法予算 
1,610 

H26年度 

施策予算 
1,543  

うち、 

特別会計 
1,543  

うち、 

独法予算 
1,543 

１．AP 施策内の個別施策（府省連携等複数の施策から構成される場合）  

個別施策名 
概要及び最終的な 

到達目標・時期 

担当府省/ 

実施主体 
実施期間 

H27予算 

（H26予算） 
総事業費 

H26行政
事業レビ
ュー事業

番号 

1       
0017、新

26-0040 

2        

3        

２．AP 連携施策等、提案施策に関連する他の施策・事業 

施策番号 関連施策・事業名 担当府省 実施期間 
H27予

算 

     

３．科学技術イノベーション総合戦略 2014 との関係 

第 2章及び工程表に

おける記述 

①本文 第２章 第１節 17ページ 21行目 炭素系材料 

 本文 第２章 第２節 52ページ 22行目 ナノカーボン材料 

②工程表 18、109ページ 新部素材開発（炭素） 

SIP施策との関係 

【革新的構造材料】 

（本プロジェクトでは、ナノ炭素材料による樹脂強化、長寿命化手法や軽量導電性材料等を開発

実施中であり、将来、SIP革新的構造材料につながり得る研究成果を、適宜、SIPの PD(プログラ

ムディレクター)や内閣府に報告する。連携に発展する場合、研究者のエフォートの確保・課題の

プライオリティーの明確化を行いながら進める。） 

第 2章第 2節（分野

横断技術）への提案

の場合、貢献する政

策課題（第 2章第 1

節） 

①エネルギー（５） エネルギー消費量を飛躍的に削減 
②次世代インフラ（５） インフラの耐熱性、耐腐食性の向上 

第 2章第 3節との関

係 
 

第 3章の反映 

（施策推進における

工夫点） 

 

本事業は、重点課題「イノベーションを結実させる」において、「①新規事業に取り組む企業の活

性化」に合致する事業である。 

プロジェクトの応募時に、異なる規模や異業種の民間企業との連携等を提案の要件とするなど、

市場に存在する技術の活用を促進し、ナノ炭素材料の産業化を図る 

平成 27 年度科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ） 個別施策記入様式 
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４．提案施策の実施内容（バックキャストによるありたい社会の姿までの取組）【本項目は１ページ以内に収
めること】 

ありたい社会の姿 

（背景、アウトカム、

課題） 

 世界の人口が増え、発展途上国でも開発が進み、これまで以上に省エネルギー社会を進めて

いかなければならないところ、その実現のためには、運輸部門、産業部門、民生部門等様々な分

野でエネルギー効率の向上を図る必要がある。その一つとして、非常に軽く、耐熱性、耐圧性ま

たは高強度を有する材料の利活用が考えられる。これにより 2020 年には、一部の部材が軽量の

新部材に置き換わり、2030年には、多くの部材で新部材に置き換わることによって、飛躍的にエ

ネルギー効率が良くなり、約 180万 t/年の CO2排出量削減が期待できる。 

施策の概要 

カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンなどのナノカーボン材料は、超軽量・高強度で、熱の伝

導性が極めて高く、導体、半導体、絶縁体となる等、多くの優れた特性を持つ。様々な分野の既

存の素材と融合・組み合わせることにより、軽量・耐熱性・耐圧性を有する新規材料や、従来に

ない機能や特徴を持つ新機能材料となることが期待できる。 

 本プロジェクトでは、ナノカーボン材料の大量・大面積合成技術の開発、複合(融合)材料の開

発に必要な形状、物性の制御、分離精製技術などの基盤技術の開発を行う。また、新材料普及の

上で必要なナノ材料の簡易自主安全管理等に関する技術の開発を併せて行う。これらの融合基盤

技術の成果と、研究開発動向等を踏まえて、新材料の実用化に向けた応用開発を行う。 

最終目標 

（アウトプット） 

助成事業として、ナノ炭素複合材料を用いた、軽量高熱伝導放熱材料、耐磨耗耐腐食性塗料、

極限環境シール材などの構造材料開発や、透明導電性複合フィルム、電池用電極材料、電磁シー

ルド材料などの機能性材料開発などを行い、これら製品の市場形成を目標とする。また、基盤技

術開発として、ナノ炭素材料の安全性に関する評価技術開発、ナノ炭素材料の分散体評価技術開

発、用途を広げる革新応用材料開発等を実施し、前記製品の市場形成拡大を加速する。これらの

技術開発・実用化による部素材の軽量化に伴う燃費向上、電子デバイス排熱の高効率化等によっ

て、CO2排出量を▲57万 t/年(2020年)、▲179万 t/年(2030年)削減することが期待できる。 

ありたい社会の姿に

向け 

取組むべき事項 

 ナノ材料の安全性は、労働者保護の観点だけでなく、ナノ材料を含む製品を使用する消費者

等の関心も高く、安全に安心してナノ材料製品を使える必要がある。このため、応用基盤技術開

発として、ナノ炭素材料応用製品の安全性に係わる技術の確立強化を行い、安全性評価法・ガイ

ドラインを作成し、ナノ炭素材料の実用化を促進する。経済協力開発機構(OECD)工業ナノ材料作

業部会(WPMN)では、経済産業省だけでなく、厚生労働省、環境省、内閣府等と連携しながら、国

際的にも貢献している。 

国費投入の必要性、 

事業推進の工夫（効率

性・有効性） 

 現在、ナノ炭素材料含有複合材料の市場は無く、ナノ炭素材料の安全性に関する知見も少ない

状況であり、企業単独ではリスクが大きく、研究開発は非常に困難である。このため、国費を投

入して複数の機関が産学官一体となって研究開発することで、ナノ炭素材料を世界へ広げ、新た

な市場と雇用を切り開く。共通基盤となる技術の開発については委託事業、応用製品の開発につ

いては助成事業で実施する。委託事業開始時及び助成事業開始時に公募を行い、真に国費投入が

必要な事業であるかどうかを見極め、実施者を選定する。助成事業途中でも、事業の見直し等を

実施する。これまでの開発で高品質カーボンナノチューブの量産が実用化フェーズに入ってきて

おり、その施設や成果も使用して、アプリケーションを開発できるため、本事業は有効である。

また、ナノ材料の安全性に関わる成果は、公開されており、十分活用されている。 

実施体制 

経済産業省→(交付金)→新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)→(委託/助成)→民間企業

等 

NEDOは豊富なプロジェクト実施経験とマネジメント知見の蓄積があり、プロジェクト実行組織

として適切に機能している。 

プロジェクトの管理はプロジェクトリーダーが実施。プロジェクトリーダーは技術的側面から見

た予算の配分、研究開発項目毎のサブリーダーの指名を行う。 

府省連携等 

【責任省庁：経済産業省】 
つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)を積極的に利用することなどによって、物質・材料研
究機構、筑波大学と産業技術総合研究所が連携を行うことにより、文科省におけるプロジェクト
等との相補的な協力関係を構築し、シナジー効果を創出する。 
文科省との合同検討会を年数回実施し、革新技術等の特定を行い、特定された技術の研究開発推
進における両省の役割を検討している。 
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H26AP助言内容及び対

応 

（対象施策のみ） 

H26AP助言内容：実用化では、材料から部材までの工程を一気通貫で検討することが重要 

対応：ご指摘の点を踏まえて、実用化も見据え、メーカー・ユーザー間の意見を取り入れながら、

材料から部材・デバイスまで俯瞰した必要技術の整理に取り組んでいく。 

５．過去２年間の検証可能な達成目標、取組及び成果 

時期 

目標 

（検証可能で定量的な目

標） 

成果と要因分析 

H25年度末 

（H25対象施策） 

ＣＮＴ分散法･分散液評価

法･リスク評価書などの共通

基盤技術をまとめ、技術移転

する 

【達成】単層 CNTの優位性のある用途開発を継続するとともに、助成

事業などの用途開発企業に、分散･分散液評価技術などの技術移転を

開始し、用途開発を加速した。 

高品質グラフェン作製技術

の開発と透明導電フィルム、

放熱材への応用検討 

【達成】高品質グラフェンの作製の課題に対する技術開発を進め、小

サイズのサンプル作製と評価を実施し目標達成の目処をつけた。 

 【達成・未達成】 

H26年度末 

（H26対象施策） 

スーパーグロース法 CNT の

商業化 

【達成】助成事業を支える基盤技術、社会基盤（リスク評価、国際標

準化）を行った。また、実用化にブレークスルーをもたらす次世代技

術に関して重点的に技術開発を進めた。 

高品質グラフェン作製技術

の開発と透明導電フィルム、

放熱材の試作 透明性フィ

ルムの透過率 88% シート抵

抗 150Ω/sq 

【達成】単結晶グラフェン相当の特性を有する高品質グラフェン作

成技術を確立し試作を行った。 

 【達成・未達成】 

６．今後３年間の検証可能な達成目標及び取組予定 

時期 
目標 

（検証可能で定量的な目

標） 
達成に向けた取組予定 

H27年度末 

1 
世界初の単層 CNT製品 

の工業的量産 

ゴムシール材、軽量導電性材料、医療・介護用センサシート等の用途

開発 

2 
グラフェンの大面積生

産技術の確立 
応用に資する大面積グラフェンフィルムの作製 

3   

H28年度末 

1 

単層ＣＮＴ商業プラン

ト（生産量 10ｔ/年、10

万円/kg) 

さらなる量産・低コストを目指し、三次元合成法を検討 

2 
グラフェンフィルムの

量産化技術の確立 

ロール toロール成膜および転写技術を開発し、大面積のフレキシブ

ルグラフェンフィルムの量産技術を確立する。 

 

3   

H29年度末 

1 
ＣＮＴを用いた極限環

境･高耐久樹脂の商業化 

樹脂系の実用化課題を抽出し、軽量・耐熱性材料の新しい共通基盤技

術を確立する。 

2 
グラフェンフィルムの

用途開発 
ウェアラブルデバイス、ヒータなどの用途開発。 

3   

【参考】関係する計画、通知等 【参考】添付資料 

  

①  PR資料 

②  

③ 
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提出日 平成 26年 7月 18日 府省庁名 文部科学省 

（更新日） （平成 27年 4月 7日） 部局課室名 

研究振興局参事官 

（ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・物質・材料担当）

付 

第 2章 

第 1節 

重点的課題 
Ⅰ クリーンで経済的なエネルギー

システムの実現 
  

重点的取組 

（４）革新的デバイス開発により効

率的エネルギー利用  

（５）革新的構造材料の開発による

効率的エネルギー利用  

（８）革新的エネルギー変換・貯

蔵・輸送技術の高度化 等 

  

第 2章 

第 2節 

分野横断技術 ナノテクノロジー    

コア技術 
（５）新たな機能を実現する材料の

開発 
  

H27AP施策番号 ナ・文 02 H26施策番号  

H27AP提案施策名 

（H26AP施策名） 
マテリアルズ・インフォマティクスの推進 

AP施策の新規・継続 新規・継続 
各省施策 

実施期間 
H27年度～ 

研究開発課題の 

公募の有無 
あり・なし 実施主体 文部科学省 等 

各省施策実施期間中の 

総事業費（概算） 

 

※予算の単位は 

すべて百万円 

－ 

H27年度 

概算要求時予算 

NIMS運営

費交付金 

14,934百

万円の内

数 

うち、 

特別会計 
 

うち、 

独法予算 

NIMS運

営費交

付金 

14,934

百万円

の内数 

H27年度 

政府予算案 

NIMS運営

費交付金 

11,918百

万円の内

数 

うち、 

特別会計 
 

うち、 

独法予算 

NIMS運

営費交

付金 

11,918

百万円

の内数 

H26年度 

施策予算 
 

うち、 

特別会計 
 

うち、 

独法予算 
 

１．AP 施策内の個別施策（府省連携等複数の施策から構成される場合）  

個別施策名 
概要及び最終的な 

到達目標・時期 

担当府省/ 

実施主体 
実施期間 

H27予算 

（H26予算） 
総事業費 

H26行政
事業レビ
ュー事業

番号 

1 

マテリアル

ズ・インフォ

マティクスの

推進 

研究者が利用しやすい

データベース基盤を整

備し、データ駆動型材料

研究の実行的な利活用

にむけた研究プログラ

ム等を実施。データ駆動

型研究を確立・広く普

及。 

文部科学省 等 H27- 

NIMS運営費

交付金 

11,918百万

円の内数 

－ 0257 

２．AP 連携施策等、提案施策に関連する他の施策・事業 

施策番号 関連施策・事業名 担当府省 実施期間 
H27予

算 

     

３．科学技術イノベーション総合戦略 2014 との関係 

平成 27 年度科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ） 個別施策記入様式 
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第 2章及び工程表に

おける記述 

①本文第２章 第２節  

４６ページ 

〈ナノテクノロジー〉 

政策課題解決をする「新たな機能を実現する材料の開発」の視点である。この視点では、

希少元素を代替する材料の開発や、強く・軽く・熱に耐える革新的材料の開発など新たな機

能を創製することが重要である。さらに生産へと展開するための欠陥制御・高信頼化等の技

術開発や、ナノシミュレーションやデータベース、計測、解析、評価、加工技術、マテリア

ルズ・インフォマティクス等の基盤的な技術を、材料開発と一体で強化することが重要とな

る。 

 

５２ページ  

（５）新たな機能を実現する材料の開発 

①コア技術 

 また、材料の開発に必要な要素技術の深化の取組や、開発材料を生産に展開するための実用

化に向けた技術開発の強化として「ナノカーボン材料」、そして、ナノシミュレーションやデー

タベース、計測、解析、評価、加工技術、マテリアルズ・インフォマティクスなどナノテクノ

ロジーを支える「基盤技術」を推進する。 

 

②工程表 １１３ページ 

 

SIP施策との関係 

【SIP革新的構造材料】 

材料の特性を統合し、欲しい部素材性能を実現するマテリアルズインテグレーションを掲げる

SIP 革新的構造材料と、欲しい材料特性からバックキャストした新材料設計・創製プロセスを実

現するマテリアルズ・インフォマティクスが連携すれば、真に物質・材料・部素材をつなぐ革新

的なイノベーション創出ツールとなる。 

SIP では、耐熱合金とマテリアルズインテグレーションの２課題で（独）物質・材料研究機構

（以下、NIMS）が拠点（ハブ機能）を担う提案が採択されており SIP革新的構造材料との DB連携

も含めた一体的な戦略立案・運営を目指す予定。SIP との連携にあたっては、エフォート、プラ

イオリティの明確化に留意する。 

第 2章第 2節（分野

横断技術）への提案

の場合、貢献する政

策課題（第 2章第 1

節） 

【エネルギー、次世代インフラへの貢献】 
＜ナノ基盤技術が汎⽤化し、材料特性の発現機構解明に基づく新機能材料創製技術が確⽴(2030

年)＞ 

第 2章第 3節との関

係 
 

第 3章の反映 

（施策推進における

工夫点） 
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４．提案施策の実施内容（バックキャストによるありたい社会の姿までの取組）【本項目は１ページ以内に収
めること】 

ありたい社会の姿 

（背景、アウトカム、

課題） 

○Liイオン電池は日本の企業が始めて実用化、モバイル機器の電源として小型・長時間稼動を可

能とし、モバイル化というイノベーションを誘発したように、新たなイノベーション創出のため

には、革新的な機能を有する材料開発が鍵であり、熾烈な競争下にある競争に勝ち抜くには製品

を作る上でのコア技術である新材料の開発競争に勝つ必要がある。 

現在、従来型の実験を主体にした材料開発だけではなく、過去の蓄積データを情報科学的に解

析し、新材料の設計指導原理を見出すデータ駆動型の材料研究（マテリアルズ・インフォマティ

クス）が世界的に注目され米国等も既に国として支援を始めている状況。 

そのため、データ駆動型材料研究を効果的・効率的に推進するための豊富で質の高い材料デー

タベースを構築し、あらゆる分野の次世代材料開発で日本が国際的な優位性を維持・増強できる

状況を構築することを目指す。 

○国際競争の決定打となる材料開発期間短縮と未知の革新的機能を有する新材料の創製を実現

するための課題： 

・民間企業、大学等の研究者のニーズを踏まえたデータ駆動型材料研究に適した形式で、高品質

で豊富なデータベース構築が必要（NIMS データベース「MatNavi」の拡充と国内データベース

の統合化）。 

・材料科学と情報科学を融合させた新しいデータ駆動型材料研究の手法確立と普及。 

・上記の２点（データ駆動型材料研究推進と材料データベース拡充）の相乗スパイラル効果を生

み出すような、一体的で効率的な研究開発を推進し、電池、磁性、触媒等の主要分野で、革新的

な機能を有する材料を短期間で開発し、日本の部素材産業の突出した強みを確保し、市場占有率

拡大に貢献。エネルギーの効率的な利用や CO2 排出量の削減等地球規模の課題にも大きく貢献す

る。 

施策の概要 

世界に誇る NIMS の研究ポテンシャルを最大限活用し、産学官が結集する情報科学と材料科学の

融合研究拠点を構築。材料データベースの機能強化と材料データ群の徹底した計算機解析による

データ駆動型の新たな材料設計手法（「マテリアルズ・インフォマティクス」）を確立する。より

具体的には、以下を実施。 

○研究基盤となる知的情報基盤の整備と新しい情報科学と融合した材料研究開発の推進 

（A）研究者が利用しやすいデータベース基盤整備・拡充による、インフォマティクス技術基盤の

確立（他機関、他事業（SIP構造材料等）との連携含む） 

（B）データ駆動型材料研究の実行的な利活用にむけた研究プログラム等の実施：機能性材料等

の主要分野で、インフォマティクスの確立及びそれを利用した材料開発を実施し、革新的な機能

を有する材料を短期間で発見することを目指す 

最終目標 

（アウトプット） 

物質・材料データ群を活用した材料設計・創製手法を確立し、材料開発期間の短縮を図るとと

もに、拡充したデータベースの中に潜む新たな指導原理の発掘を行うことで、相乗スパイラル効

果を生み出し、あらゆる分野の新材料開発競争で日本が勝ち続ける状況を確保する。5～7年後に

は、以下を達成する： 

＊ユーザフレンドリで総合的な機能を有するデータベースを構築 

＊データ駆動型材料研究という全く新しい研究手法を確立 

＊高品質で豊富なデータベースを活用したデータ駆動型材料研究を各分野で推進し、他国に先

駆けた革新的機能を有する材料を開発する 

上記の研究開発活動を通じ、さらにクロスアポイントメントの積極活用や若手人材の登用・育

成、情報科学研究者との交流等の新しい視点を導入することで、異業種・産学官連携を材料分野

で総合的に推進できる実効性のある研究ハブ組織へ発展させる。（SIP革新的構造材料でのマテリ

アルズインテグレーションとの連携も進め、例題として取り上げる分野以外の材料分野への波及

効果・拡張も目指す） 

 
144



 

  

ありたい社会の姿に

向け取組むべき事項 

米国等の関係各国との連携を模索するとともに、国内外の研究機関の利用を想定し、ＤＢ利活用

に関する利用ポリシーを策定する。 

国費投入の必要性、 

事業推進の工夫（効率

性・有効性） 

 これまで各機関に分散していた材料・物質等のデータを、日本の産業界の事業戦略に合致した

重点分野において、大学・民間企業等の研究者の利用ニーズを踏まえ、使いやすい形で共有財産

化していく正にオールジャパンの知的研究基盤の整備事業を公正かつ透明性を担保して推進で

きるのは、国（国立研究開発法人）以外には無い。材料科学分野で世界最大級のデータベース構

築・運用実績のある、我が国の物質・材料研究の中核的機関である NIMSを中核としてデータ駆動

型研究に適した材料データの収集・整理・提供することが妥当かつ効果的である。 

しかも、NIMSはハブ拠点としての事業経験も豊富にあり、拠点形成・運営のノウハウも有して

いる。NIMSが拠点事業として推進中（または推進開始を予定している）の次世代二次電池・構造

材料・機能性材料等のオールジャパンの研究拠点とも連携していくことで、すべての材料分野に

おける日本の強みの強化にも結びつけることができる。 

オープンデータに加え、企業の持つデータや大学が持つ周辺データ等を効率的・効果的に利活

用するため、ネットワーク化を視野に入れてデータベースを構築する。データの公開範囲に関し

ては、産学官の有識者の意見を踏まえつつ、国家戦略の観点から運営方針を定める。 

実施体制 

 文部科学省における戦略策定の下、NIMSが中核機関となり、データベース構築及びデータ駆動

型の先導研究プログラムを実施。他機関とも連携し、技術の国際動向・知財調査、データのオー

プン／クローズポリシー、知財戦略等の立案・推進をする。また、NIMSが推進している連携大学

院等の若手人材育成プログラムとも連動させるとともに、先導研究プログラム等では主要な研究

者をクロスアポイントメント制度を活用して NIMS でも雇用することで、チーム間の触発の機会

を数多く設定し、参画研究者の連携関係の強化も進める。 

  NIMSが推進（または推進予定）している様々な材料分野のオールジャパン研究拠点活動とも

連携し、双方向の情報循環・人材交流等も一元的に推進していく。 

府省連携等 

マテリアルズ・インフォマティクスの戦略的推進のために設置する予定の MI 戦略委員会の方

針を踏まえ、マテリアルズ・インフォマティクスの重要性を発信している産業競争力懇談会

（COCN）を通じた産業界との連携や、すでにマテリアルズ・インフォマティクスの推進に向けた

取組を始めている米国から日本への連携の打診を受けた協力など、戦略的な連携関係の構築を図

る。また、（独）産業技術総合研究所や産業界とのデータベースとも連携を図りつつ、構築された

データベースは関係省庁の研究機関等にも利用可能とする。さらに、（独）情報通信研究機構（総

務省）とは、データ駆動型研究に必須となる情報科学分野の研究者との交流を図るなど、幅広い

連携を想定している。 

NIMSで構築する拠点は、産業界が共通的に抱える基礎課題の解決を協業で推進するオープンな

研究の場であり、異業種や産学官の関係者が情報や人材を交流・循環させる場として制度設計し

ている。（NIMSのこれまでの産学連携の企画・運営の経験をフルに生かす） 

H26AP助言内容及び対

応 

（対象施策のみ） 
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５．過去２年間の検証可能な達成目標、取組及び成果 

時期 

目標 

（検証可能で定量的な目

標） 

成果と要因分析 

H25年度末 

（H25対象施策） 

－ 【達成・未達成】 

－ 【達成・未達成】 

－ 【達成・未達成】 

H26年度末 

（H26対象施策） 

 【達成・未達成】 

 【達成・未達成】 

 【達成・未達成】 

６．今後３年間の検証可能な達成目標及び取組予定 

時期 
目標 

（検証可能で定量的な目

標） 
達成に向けた取組予定 

H27年度末 

1 
ハブ拠点の体制・方針決

定、及び組織化 

文部科学省の示す基本方針の下、他機関とも連携し、日本のマテリア

ルズ・インフォマティクスの戦略を立案。戦略実現に向けた新規の研

究プログラムを検討すると共に、オールジャパン体制で推進するた

めの拠点組織の構築を進める。クロスアポイントメント制度の導入

による外部研究者の NIMSでの雇用を進める。 

2 
データの収集・連携・整

理方策の確立 

研究者の有するデータを効率的に収集し、また他機関が保有するデ

ータベースとの連携や、利用しやすいフォーマットへの統一化、多様

なデータを利用可能なインターフェース開発の方針・方策を策定し、

データの構造化、ハイスループットなデータの創製による共有デー

タベースの整備に着手する。 

3 研究体制の構築 

NIMS を中心に、情報科学的な手法を材料分野へ適用するアルゴリズ

ムに特化した研究を立ち上げる。 

また、情報科学者と材料科学者の協働による研究推進方策（新規公募

事業）の検討を進め、電池、磁性等の主要各分野で大学や民間企業等

の力を活用した研究チームを立ち上げる。 

H28年度末 

1 
ハブ拠点の体制・方針決

定、及び組織化 

クロスアポイントメント制度の導入による外部研究者の NIMSでの雇

用や、若手研究者の雇用の拡充を進め、事業推進によるハブ拠点の組

織化・充実を更に進めつつ、体制・方針等の戦略の見直しも進める。 

2 データベースの構築 
サーバの充実、インターフェース開発等、方針・方策に則ったデータ

ベースの構築（拡充と利用しやすさの向上）を進める。 

3 
既存データを用いた先

導研究 

情報科学的な手法を材料分野へ適用するアルゴリズムに特化した研

究を推進。 

既存のデータを用いたデータ駆動型材料研究の試行を、電池、磁性、

触媒、等のチーム構成で推進する。 

H29年度末 

1 
ハブ拠点の体制・方針決

定、及び組織化 

クロスアポイントメント制度の導入による外部研究者の NIMSでの雇

用や、若手研究者の雇用の拡充を進め、事業推進によるハブ拠点の組

織化・充実を更に進めつつ、体制・方針等の戦略の見直しも進める。 

2 データの連携 
データ構造とサーバ階層の標準化、通信環境整備等、構築したデータ

ベースのユーザフレンドリ化を推進する。 

3 
データベースを活用し

た先導研究 

情報科学的な手法を材料分野へ適用するアルゴリズムに特化した研

究と、主要各分野の先導研究プログラムの融合を図るとともに、デー

タベースを用いたデータ駆動型研究の推進から得られた新たなデー

タのデータベースへの格納により、データベースの質量を更に充実

させる。 
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