解析・評価分野

（分野長：片山英樹）

Analysis and Evaluation Field (Field Director: Hideki KATAYAMA)
構造材料の劣化原因となるクリープや疲労、破壊、腐食などの特性評価技術の開発や現象解
明に関する研究を行い、安全で安心な社会の構築に貢献します。ナノスケールでの組織や特
性の解析技術の開発、ナノ解析からマクロ特性を予測するシミュレーション技術の高度化を推
進します。
We will contribute to realization of safe and secure society through methods to
evaluate characteristics such as creep, fatigue, destruction and corrosion of structural materials, and researches to elucidate these phenomena. In addition, we promote development of a nano-scale analysis technology for structure and characteristic, and advancement of simulation technique to predict macro-scale properties.
材料強度基準グループ（澤田浩太 GL）

疲労特性グループ（古谷佳之 GL）

Materials Strength Standard and Technology Group
クリープ特性や極低温・水素環境下における疲労や破壊特性など、構造材料の強
度特性に関する最新の研究成果を規格・基準に反映することにより、安全で安心
できる快適な社会構築に貢献します。
・Improvement of material speciﬁcation based on long-term
materials properties and materials evaluation under extreme
environments to apply them to
the code and standards.
・ H e a t- t o - h e a t v a r i a t i o n o f
lo n g- te rm cre e p st re n g t h of
heat resistant steels.
・Eﬀec t s of ex treme environ m e nt s (cr yo ge ni c te m p. /
100,000h クリープ強度 極低温疲労特性評価
hydrogen) on mechanical propと成分元素・組織の関係 と破壊機構解明
erties.

Fatigue Property Group

低サイクルからギガサイクルまでの疲労寿命評価技術と、微小き裂を含む疲労き
裂進展評価技術を用いて、材料信頼性に関する種々の研究を展開します。
・Development of new evaluation methods for fatigue properties in
low- and giga-cycles.
・Application of original observation methods for micro cracks or
micro-structures.

各種の疲労試験技術

環境疲労特性グループ（早川正夫 GL）

腐食特性グループ（片山英樹 GL）

Environmental Fatigue Property Group

自動車・航空機・ロケットエンジン・発電プラント材料など各種環境中における
疲労特性・劣化メカニズムを評価します｡力学特性に及ぼす環境効果を解明し、
苛酷環境中における材料の使いこなしを図ります。
We investigate the fatigue properties of advanced materials under
severe environments such as high-temperature, and improve the
reliability of the materials for automobile, aircraft, rocket engine and
A-USC.

Corrosion Property Group

多くの腐食課題解決のために種々の環境下における金属材料の腐食劣化挙動につ
いて調査するとともに、それらの機構解明を通して金属材料の信頼性や耐久性の
向上に貢献することを目指します。
We investigate the corrosion deterioration behavior of metal materials
under various environments to solve many corrosion issues, and
contribute to the improvement of reliability and durability of metallic
materials.
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高低温可能な微小
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腐食層～35 m

KFMによるS45C鋼の
耐食性評価

鉄鋼材料グループ（柴田曉伸 GL）
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局部腐食の起点となる介在物の
分析と腐食試験結果との対応

高強度材料グループ（大村孝仁 GL）

Steel Research Group

鉄鋼材料を主な研究対象とし、相変態に
よるミクロ組織 形成や変形・破壊挙動と
ミクロ組織の相関に関する基礎的研究を
行います。そして、得られた知見に基づき、
高強度・高靭性を実現した鉄鋼材料を開
発するための合金設計・ミクロ組織設計
指針を理論的な背景から提案することを
目指します。
ECCI や 3DAP によるミクロ組織解析
Through microstructural and crystallographic characterizations, we will
investigate phase transformation
and deformation / fracture behaviors of steel s. Based on such the
fundamental research, we are trying
to propose novel alloy design and
microstructure design concepts for 疲労破壊に強い
水素脆性破壊と
developing advanced steel s from
ミクロ組織構造
ミクロ組織の相関
theoretical background.

～15 m

High Strength Materials Group

ナノスケールの局所力学挙動解析や連続体力学シミュレーションによって金属材
料の格子欠陥が力学特性に及ぼす影響、組織と強度特性の関係を明らかにし、
マクロ強度設計の新しい指導原理確立を目指します。
Microstructural and mechanical characterization combined with continuum me chanic s simul atio n are utilize d fo r un derstan ding a
nano-mechanical behavior and relationships between microstructures
and mechanical properties in high strength materials.
Phase-Field 法で
計算した材料組織
からの特性評価

TEM その場変形

マル テン サイト の
BCC 双 晶 境 界 地
域 に 粒 径 1-2 nm
のオメガ (ω) 相

金属変形挙動
の原子論解析

構造材料組織解析技術グループ（原 徹 GL） Microstructure Analysis Technology Group
SrTiO
Ti
構造材料の諸特性と微細組織との関係を明確化し、新たな性能・特性を持つ構造材料の開発に資するため、
Probe
特に電子顕微鏡による観察・計測手法の開発と応用を行っています。
corr.
・We develop new microstructure characterization tools based on various electron microscopy
O
Image Sr
corr.
techniques.
・Our purpose is to clarify the relationship between properties and microstructure accurately
and precisely.
方位・歪解析、元素分布解析のためのS/TEM
3

3次元観察FIB-SEM

