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巻頭言

形状記憶合金とコロナウイルスと私
形状記憶合金協会 監事
㈱吉見製作所 代表取締役社長
坂 一宏

今の時期ですと、コロナウイルスの話題に触れないわけ
にはいかないでしょう。本年度から ASMA 理事会の監事を
拝命したものの、集まっての理事会には一度も参加できな
い状態が続いております。それまでウェブでの打ち合わせ
など考えたこともありませんでしたが、今後はこちらのほう
が主流になるのではと思います。実際にやってみると海外
にいらっしゃる方とも画面を通して簡単にお話ができますし、
時間を含めた金銭面でかなりのメリットがあると感じます。
ただ、日本人のライト化・ドライ化の流れがさらに加速してし
まったのは残念です。お酒の席が減ってしまったのも残念
です。
商売をするのが大変な世の中になりましたが、おかげさ
まで弊社は何とか頑張っております。自社商品を持つ釣具
の分野はアウトドアブームがきているようですし、試作開発
のお問い合わせも変わらずいただけているようです。自社
商品をもち、材料在庫を持つことで少量の試作品・材料販
売に対応できるという弊社の特徴・業界での立ち位置が幸
いしたのかなと思います。
コロナウイルス感染拡大防止と経済活動のバランス最適
化はとても難しいと思います。A さんは正しく思っても B さん
は間違っていると思う、人によって判断が異なる事も多いで
しょう。多様化が加速され、どんどん難しい世の中になって
いると思います。ですが、それでもその時その時に応じて、
自分が最も良いと思う事を柔軟にやっていくしかありません。
弊社も経営理念の一つに「永続」という言葉を使っています
が、人類も国家も法人も、永続するために努力します。今
はとてつもなく大きな危機に直面していると感じても、何百
年後の教科書で「ふ～ん、こんなことがあったのか」で済む
ようになるかもしれません。大きな流れの中の一瞬一瞬の
ささいな事に振り回されず、大きな気持ちでその時に合わ
せて柔軟に変化・対応していけばよいのでしょう。そう、形
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状記憶合金のように。
形状記憶合金は超弾性と形状記憶特性という、言葉だ
け聞くと全く別の２つの特性を持っているかのように聞こえ
ますが、どちらもエネルギーの出入りによって結晶の構造
が変化して現れている現象です。
力を加えられれば熱を放出し、
加熱されればヤング率をあげてと、
与えられた状況に応じて結晶構
造を変え、私にはあたかも自身が
永続するように柔軟に対応してい
るようにみえます。今回のコロナ
ショックも自身が柔軟に対応する
事で乗り越えていけるはず、そう
信じていつも前向きにいきたいと
海釣での一コマ
思います。
【2020 年 10 月】

行事報告
新型コロナウイルスの影響により‘20/6 シンポジウム(奈良市)
および‘20/10 講習会(諏訪市)は中止となりました。

＜第１回～第３回 WEB セミナー＞
シンポジウム・講習会中止を受け Zoom による WEB セミ
ナーを 1 回/月開催し、会員間の交流を図っています。現在
第 3 回まで開催し、参加者からは高い評価をいただいており
ます。
今後も１回/月のペースで開催を予定しています。
【第 1 回】2020 年 8 月 28 日（金）16:00-17:20
～参加者 43 名 ASMA 会員に限定し初開催～
【講演１】形状記憶合金の最近の材料研究について
東北大学大学院工学研究科知能ﾃﾞﾊﾞｲｽ
材料料学専攻 須藤祐司教授/ASMA 理事
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【講演内容】
形状記憶合金に関する世界の研究動向を紹介。
最近報告された Ni-Co 系単結晶形状記憶合金の超巨大
非ヒステレシス超弾性特性や、温度依存性のない Fe 系超
弾性合金、Mg-Sc 合金の生分解反応挙動や室温超弾性に
関する研究を紹介された。
【講演２】高エントロピー合金-材料開発の新潮流物質・材料研究機構 若手国際研究センター
土谷浩一センター長/ASMA 会長

【講演内容】
エナジーハーベスティング用として DC スパッタで 5μm 程
度の Ni-Co-Mn-Ga の薄膜を形成しアクチュエータの動作
を確認した。ΔM/ΔT を改善するため、常温非磁性体で高
温で強磁性となる材料（Ni-Co-Mn-In 系）を利用。より厚み
の厚い試料を粉末から強加工した薄板で作製。SMA のアク
チュエ－タとしては加熱用熱源と駆動用の磁石が必要にな
るが、ΔM/ΔT を改善することで熱源と磁石の距離を離す
ことに成功した。またアクチュエ－タのカンチレバ－自体は
SMA にする必要がないことが判明。発電素子としての利用
も検討。
またご自身の海外留学のご経験から、海外研究者との交
流や相互理解の重要性を説いていただいた。
【第３回】2020 年 10 月 28 日/15:30-17:00

土谷浩一先生 web 講演の様子

【講演内容】
加工性が良好なハイエントロピーFe-Co-Ni-Cr-Mn 合金
(各元素を等原子量%で混合)や、高温で形状記憶効果を発
現する合金系を見出したことなどを紹介された。

参加者 62 名
【講演１】変態点を決めるのは外場か形状か
-貴金属ﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ合金を例に奈良女子大学 研究院自然科学系物理学領域
松岡由貴准教授

松岡由貴先生

Zoom による第 1 回 web セミナー参加者の様子

【第２回】2020 年 9 月 25 日（金）16:00-17:00
参加者 47 名～ASMA・機械学会形状記憶材料分科会～
【講演】国際共同研究に基づく磁気形状記憶合金の基礎研
究と応用研究
東北大学 流体科学研究所 未到エネルギー研究センター
システムエネルギー保全研究分野 三木寛之准教授

【講演内容】
形 状 記 憶 合 金 の 変 態 点 To に 関 す る 研 究 を 実 施 。
AuCdAg 合金の To は試料サイズが小さいほど小さくなる傾
向。(バルクより粉末で To は小さい。)比表面積が大きくなる
ためと推定。500 ℃×10 min の熱処理後、急冷するよりも、
徐冷した方が To は小さくなる。XRD を用いて結晶構造変化
の調査したが、SQUID で調査した帯磁率から To を求めると
急冷した方が To が小さい。測定方法によって算出される
To が異なるのはなぜか。理論的裏付けが今後の課題。
【講演２】ﾁﾀﾝ合金の組織制御による制振性向上技術
鈴鹿工業高等専門学校材料工学 万谷義和准教授

万谷義和先生
三木寛之先生

【講演内容】
チタン合金の組成や組織制御により、制振材料として用
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いる研究を実施。チタン合金は軽量で加工性良好だが制
振性は低い。従来、制振材料にはゴムなどが用いられるが、
強度や耐熱性に課題。構造体である金属で制振性が得ら
れれば、簡便に振動や騒音の低減が可能。
Ti-15wt.%Nb 合金を焼入することで得られるα'マルテン
サイト相が制振性良好。制振合金である Mn-Cu 合金とほ
ぼ同等の制振性能。また、Ti-15Nb 合金を圧延することでも
制振性能が向上。結晶構造が大きくなると制振性能が向上
する。

鈴木昭弘氏

＜2020 年 ASMA 総会/賀詞交換会＞
2020 年 2 月 21 日(於：飯田橋レインボービル)
【特別講演】
パラリンピック東京大会に向けた競技用車いすの開発と
大会後を見据えたもう一つの開発
【講演者】
長岡技術科学大学 工学部情報・経営システム工学専攻
ヒューマン情報学講座塩野谷 明教授(スポーツ科学)

高荒秀男氏

＜2020 年 ASMA 賀詞交歓会＞
2020 年 2 月 21 日(於: ﾗﾘｱﾝｽ/神楽坂ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ)
総会終了後、経済産業省製造産業局金属課山本茂課長
補佐殿を主賓としてお招きし、賀詞交歓会を開催。協会関
係者など 27 名が参加し盛況のうちに幕を閉じました。

ご講演中の塩野谷先生

【講演内容】競技用車いすの開発に視点を当て、開発のプ
ロセスと具体的な開発車について紹介。特にバﾄﾞミントン用
車いすは東京パラリンピックから新種目として種目特性を
考慮し、Al-Sc 合金や Mg 合金といった軽量金属材料を用
いて開発が進んでいる。本公演では東京大会後を見据え
たさらに特別な車いす＜極秘＞についても紹介されまし
た。

【ASMA 総会】
理事改選 ～新体制発足～
元事務局長：鈴木昭弘氏（大同特殊鋼）、元理事：高荒秀
男氏（ﾄｰｷﾝ）、元理事：豊川秀英氏（ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽﾒﾃﾞｨｶﾙﾃﾞﾊﾞｲ
ｽ）が本会をもって退任されました。長年にわたり当協会の
活動並びに形状記憶合金の普及に尽力されました。心より
お礼申し上げます。なお、新体制は以下の通りです。
表. ASMA 新体制 (2020 年 2 月改選)
役職
会長
事務局長
監事
理事

副理事
事務局

氏名(敬称略)
土谷 浩一
加藤 勉
坂 一宏
須藤 祐司
石井 崇
中畑 拓治
高岡 慧
奥寺 良
末岡 伯理
佐藤 英之
大山 峻
望月 京美

所属
物質・材料研究機構
パイオラックス
吉見製作所
東北大学
相互発條
日本製鉄
古河ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ
トーキン
大同特殊鋼
SAES Getters S.p.A
ﾊﾟｲｵﾗｯｸｽﾒﾃﾞｨｶﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ
堤義久税理士事務所

備考
再任
新任
新任
再任

山本茂課長補佐殿 冒頭ご挨拶

行事予定
当協会としましては、新型コロナウイルス拡大防止の観
点から、当面は WEB を活用したリモートでの会員交流を中
心に今後も活動を継続していく方針です。
皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

＜第４回ＷＥＢセミナー＞
日時：2020 年 11 月 25 日(水)15:30～17:00
定員：100 名 E-MAIL にて申し込み＜先着順＞
お申し込み： jimukyoku@asma-jp.com
web 参照：http://www.asma-jp.com
【講演１】大阪工業大学ロボティクス&デザイン工学部
ロボット工 学 科 フレキレシブルロボティクス研究室
谷口浩成准教授
演題：形状記憶合金ｱｸﾁｭｴｰﾀを用いたｿﾌﾄﾛﾎﾞｯﾄおよび
医療福祉機器の開発
【講演２】岡山大学工学部自然科学研究科

竹元嘉利准教授

新任

演題：Ti-10Mo-7Al 合金の特異なﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ変態挙動

新任
新任
再任
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ニュース

＜2021年度総会/講演会＞
日時：2021年3月12日(金)ＷＥＢにて開催予定
定時総会：ASMA会員のみ
特別講演：九州大学総合理工学研究院 物質科学部門
固体材料物性工学講座結晶物性工学研究分野
西田稔教授(演題未定)
学生ポスター発表会（10名を予定）
講演会、学生ポスター発表会は会員だけでなく、一般の
方もご参加になれます。ふるってご参加下さい。
参加費： 会員及び学生
…無料
一般（学生を除く）…3,000円
※詳細は第4回ＷＥＢセミナーにて告知する予定です。

新理事紹介
㈱トーキン ＭＳＡ事業本部 材料製品技術部 金属Ｇ
奥寺 良
今年度より ASMA の理事を拝
命致しました㈱トーキンの奥寺と
申します。今回ニュースレターへ
の寄稿を要請されましたので、
大変恐縮ではございますが、こ
の場をお借りして自己紹介させ
ていただきます。
奥寺 良 氏

私は 1996 年 4 月に入社し、2018 年までの 23 年間は主
に磁性材料の特性を利用した電子デバイスの設計に従事
しておりました。直近の 10 年間は携帯電話やスマートフォ
ン、ゲーム機に搭載する NFC アンテナという無線通信デバ
イスの設計に携わっておりました。縁あって 2018 年 11 月に
現在の部署に異動となり、入社以来初めて材料系の部門
に配属されました。
大学時代は機械工学を専攻し、授業で材料工学や機械
加工の勉強はしていたものの、Ti-Ni 合金は大変ニッチでク
セの強い材料のため、学生時代に少々勉強した程度の知
識では到底通用するはずもなく、異動後現在に至るまで
日々悪戦苦闘している状況です。
元々当社は良く言えば学生時代の専攻に関わらずチャ
レンジさせてもらえる社風で（悪く言えば専攻など関係なく
仕事を振られる？）私自身も実戦叩き上げの野武士系エン
ジニアの自負があり、これまで色々な製品、市場にチャレン
ジして参りました。今回の ASMA の活動も新しいチャレンジ
と捉えております。
この業界での経験値も、形状記憶合金に対する理解も
全然不足しておりますが、自社のみならず業界の発展に貢
献して参りたいと考えております。今後ともよろしくお願い申
し上げます。
【2020 年 11 月】

東北大学 須藤 祐司教授 / ASMA 理事
日本鉄鋼協会卓越論文賞受賞(2020 年 3 月)
今年度の（一社）日本鉄鋼協会卓越論文賞に須藤祐司
東北大学教授/当協会理事が選出された。
テ ー マ は 「 High-strength Fe-20Mn-Al-C-based Alloys
with Low Density」で低密度鋼(密度 7.0g/cm3 未満)として開
発されてきた Fe-20mass%Mn-Al-C4 元合金系、さらに耐食
性・耐酸化性を考慮して Cr を添加した 5 元合金系につい
て、構成相の比率や組織形態、硬さ、冷間加工性、室温引
張特性に及ぼす合金成分と熱処条件の影響を系統的に調
査した。その結果、焼鈍温度と焼鈍後の冷却速度を制御す
るという単純な熱処理のみで、優れた高比強度-延性バラ
ンスを有する低比重鋼の開発に成功した。本知見は高強
度低比重鋼の開発に大きく寄与しており、当分野における
先駆的な研究の一つとして高く評価されている。
【日本鉄鋼協会誌より一部抜粋】)

物質・材料研究機構 土谷 浩一先生 / ASMA 会長
日本金属学会村上記念賞受賞(2020 年 10 月)
今年度の(公益社団法人)日本金属学会村上記念賞に土
谷浩一会長が選出された。本賞は金属工学において顕著
な功績を挙げた研究者に与えられ今年が 17 回目にあた
る。
受賞テーマは「相変態と強加工による金属系構造・機能
材料の特性制御」で、相変態や強加工による特性制御に
関し独創・先進的な研究が評価された。Zr 系金属ガラスを
強加工することで強度やヤング率が大きく低下する現象を
世界に先駆けて見出し、その原因が構造若返りであること
を明らかにした。また Ti-Ni 系形状記憶合金においては、強
加工による非晶質化およびナノ結晶化により相変態挙動や
生体適合性が大きく変化する事を明らかにした。その他に
もβ型チタン合金における偏析を活用した強度-延性のバ
ランス向上などの業績が評価された。

訃報
大阪大学工学研究科准教授・福田隆先生が 2020 年 4 月
27 日逝去されました。ASMA では 2004 年、2010 年の講習
会で２回に亘りご講演いただき、本年６月のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでも
ご講演いただく予定でした。謹んでご冥福をお祈り申し上げ
ます。

FacebookTM
当協会 Facebook へのアクセスは下記 URL からどうぞ！
https://www.facebook.com/ 形 状 記 憶 合 金 協 会
-ASMA-147293769341075/

編集後記
本稿から広報担当として編集を担当させていただきます。
形状記憶合金の普及と発展のため、微力ながらお役に立
てれば幸いと考えます。
ASMA 広報担当/大同特殊鋼㈱ 末岡 伯理
【2020 年 11 月吉日】

ホームページ

http://www.asma-jp.com

お問合せ先

jimukyoku@asma-jp.com
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