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アジア研究教育拠点事業 
平成１９年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関 ： 名古屋大学大学院工学研究科 
（中国側）拠点機関： 東北大学 
（韓国側）拠点機関 浦項産業科学研究院 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：材料電磁プロセシングの世界拠点の構築                  
                   （交流分野：      材料工学    ）  
（英文）：Construction of the World Center on Electromagnetic Processing of Materials 
                   （交流分野：  materials engineering  ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
 
３．採用年度 
  平成 18年度（  2年度目） 
 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学大学院工学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院工学研究科・工学研究科長・小野木克明 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院工学研究科・准教授・岩井一彦 
 協力機関：東北大学・東京大学・首都大学東京・大阪大学・ 
   独立行政法人物質・材料研究機構・横浜国立大学 
 事務組織：名古屋大学 研究協力・国際部 国際課 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Northeastern University 

      （和文）東北大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Key Laboratory of National Education   
 Ministry for Electromagnetic Processing of Materials・President, Professor・He Jicheng 
 協力機関：（英・和文）Dalian University of Technology（大連理工大学）・Tsinghua 
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University（清華大学）・Shanghai University（上海大学） 
 経費負担区分：パターン１ 
 
（２）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Research Institute of Industrial Science and Technology 

      （和文）浦項産業科学研究院 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）New Materials Components Research 
 Center・Senior Researcher・Joonpyo PARK 
 協力機関：（英・和文）Seoul National University（ソウル大学）・Inha University（仁
荷大学校）・Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology（大邱慶北科学技術研
究院） 
 経費負担区分：パターン１ 
 
５．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
「材料電磁プロセシング」は我が国が先鞭を付けた希有な学術・技術分野である。我が国とフ

ランスが中心となってこれまで蓄積してきた学術情報を中国・韓国に普及させることにより、そ

の地の研究活動の活性化を図る。それにより、より多くの研究機関とより多くの研究者・技術者

が「材料電磁プロセシング」の分野の研究に従事することになる。新しいプロセスの開発に意欲

を示す両国において新しい技術が誕生し、引いては新しい学術の発展に繋がることが期待できる。

この期待は「新しい学術・技術は新しいプロセスから誕生する」というこれまでの材料プロセス

の発展経緯に裏打ちさせたものである。この発想は一見、我が国からの学術・技術の流出に繋が

ると捉えられる向きもあるが、永い目で見れば、我が国の研究者・技術者が直に新現象に触られ

る機会をもたらすもので、今後、プロセス開発の速度が鈍ると予測される我が国にとって資する

ところ大である。 
具体的には本分野のセミナー等を毎年、開催して学術情報の伝搬に努める一方、電場、磁場の

機能を活用した結晶配向、結晶核生成制御、合理的材料成形プロセス開発、固体組織制御等のテ

ーマを作って国を跨ぐグループの下で計画研究を進める。また、後に述べる「夏の学校」や「オ

ープンクラスター制度」を活用して、若手研究者の活性化を図り、次代を担う人材の育成に努め

る。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
６－１ 共同研究 

5.で先に述べた通り、結晶配向(R-1)、結晶核生成制御(R-2)、合理的材料成形プロセス開
発(R-3)、固体組織制御(R-4)の４テーマを主体に研究を推進する体制作りを行った。以下に
個別の研究状況を述べる。 

(1)結晶配向については、凝固、スリップキャスティング、焼結など、種々のプロセスを
対象に、磁場を利用して結晶粒のサイズや結晶方位の制御を試みるとともに、そのメカニ
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ズムの解明にむけた研究を実施した。その結果、磁場のみで結晶配向できなかったχc＜χ

a なる六方晶系結晶構造の物質を一軸結晶配向させる強磁場中試料回転法に対する配向時

間を理論的に明らかにした。また、合金の凝固過程で電磁場を適切に印加することで初晶

が結晶配向した組織の作製に成功した。 

(2)結晶核生成制御では、ミクロスケールの流動抑制による凝固組織制御と、電磁浮遊合
金の流動制御を主体に研究を進めた。ここでは、以前提案した交流電流と静磁場との重畳

印加による合金の凝固組織を微細化プロセスに対して、今回は直流電流と静磁場とを重畳

印加する凝固組織微細化プロセスを提案し、本プロセスにおいても凝固組織が微細化可能

であることを見いだした。 
(3)合理的材料成形プロセス開発では、遠心鋳造において発生するバンド状偏析の生成メ

カニズムを流体力学的立場から検討した。その結果、遠心鋳造におけるテイラー渦発生条

件は従来の実験結果を定性的に説明できることを明らかにした。バンド状偏析生成メカニ

ズムがテイラー渦であることが確定できたら、磁場を利用した抑制策について研究を推進

する。 

(4)固体組織制御については、鉄鋼材料における種々の固相/固相変態において変態温度・
変態動力学・変態組織などに及ぼす強磁場の影響について研究し、相変態における核生成・

成長のメカニズムを強磁場印加の切り口から解明の糸口を探った。今回は、炭素鋼をγ単

相領域からα／γ二相共存領域に冷却した場合の変態率を、磁化率測定を行うことにより

求めた。その結果、変態速度は高温でも低温でもなく、ある温度で最も速く変態が進行す

ることを実験的に明らかにした。すなわち、変態曲線はノーズを描くことを見いだした。 

 

６－２ セミナー 

平成１８年度には、中国で日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「材料電磁プロセシ

ング 夏の学校」を、東北大学で日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第１回材料

電磁プロセシング世界拠点セミナー」を、それぞれ開催した。そこでは若手研究者、大学

院生を対象として材料電磁プロセシングに対する興味を惹起することを主目的として、日

中韓の若手研究者、大学院生がどのような研究を行っているのかを相互に紹介し、次年度

開始予定のオープンクラスター制度の下での共同研究相手先の探索を行った。 
「材料電磁プロセシング 夏の学校」では、この分野に興味を持つ日本、中国、韓国の

若手研究者の増加、育成を図った。各国の博士課程、修士課程の学生や若手研究者が一堂

に会し（参加者１０３人）、講義を受けることで、材料電磁プロセシングの専門知識、語学

力の向上、国際的視野の函養はもとより、外国に友人ができることで、幅広い情報交換が

期待でき、今後、この分野の発展に大いに資することになった。 
「第１回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」では、本分野の重鎮である九州大学名

誉教授尾添先生の講演、および中国、韓国において第一線で活躍中の研究者の講演、加え

て、若手研究者の研究発表を行った。 
これらの講演、研究発表により、本分野の研究者間の情報交換が進むとともに、日中韓
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の関係が一層緊密になったと考える。 
一方、日本磁気科学会は本年度発足の磁場を利用した材料プロセスや磁気科学に関する学

会であり、本申請に関わる研究者が多数参加した。そこで磁気科学を研究対象とする研究

者、技術者が集う講演会を共催することで「アジア研究教育拠点事業：材料電磁プロセシ

ングの世界拠点の構築」の存在を関連研究者に知らしめることができ、共同研究や次年度

開始予定のオープンクラスター制度に基づく研究活動に対して、今後多くの研究者、技術

者の協力を得やすくなった。 
加えて、共同研究（R-1から R-4まで）の主要メンバーが顔をつきあわせて研究の進行状

況や結果の考察について意見交換、議論することで、共同研究の推進を図ることができた。 
 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成１８年度「第１回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」の開催時期にあわせて、

仙台にて第５回材料電磁プロセッシング国際シンポジウムが開催された。本シンポジウム

の参加者は 17 カ国から 175 名である。このシンポジウムに集った鋳造・凝固、組織制御、
連続鋳造、誘導加熱・マイクロ波、プラズマ・測定等を専門とする研究者に対して本事業

参加者は積極的に本事業の PRに努めるとともに、本事業研究推進のための情報収集、情報
交換を行った。これらの活動は本分野の活性化に大いに貢献した。 
 
７．平成１９年度の研究交流目標 
平成１９年度の交流目標は以下の通りである。 

 

・若手研究者への材料電磁プロセシングの普及 

今年度は、韓国で日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第２回 材料電磁プロセシ

ング 夏の学校」を開催する。そこで日本、中国、韓国の若手研究者に対して、各国のリ

ーダーたる研究者達が講義を行うことで、本学問の普及を図る。 
 

・他分野研究者の材料電磁プロセシングへの誘因 

本年度秋に広島で開催予定の「磁気科学国際会議」は、昨年度発足の日本磁気科学会を母

体として開催する国際会議であり、磁気科学の研究者が多数参加する予定である。その会

議で本事業関係者が招待講演を行うことで磁気科学の研究者に対して本研究分野の積極的

な紹介を行う。そして、本分野への研究者の誘因を行う。 
 
・オープンクラスター制度の発足 

オープンクラスター制度は、若手研究者の一人が実施したい研究テーマを定め、このテ

ーマを共同して推進する４～５名の若手研究者を世界の研究機関から勧誘し、一つのクラ

スターを作る。このクラスターに若干の研究費、交通費、通信費等を与え、研究の推進を

クラスターの構成員に一任する。自主性を重んじるこの制度は若者の活性化を促すのみな
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らず、世界の多くの機関に属する若手研究者が直接あるいは間接にこのクラスター制度を

通じて、本事業に係わることになり、広く世界から人・知の吸引が成され、本事業の知名

度を上げることに繋がる。 
今年度は、韓国で開催予定の「第２回 材料電磁プロセシング 夏の学校」にてオープ

ンクラスターの採否を決定し、秋に名古屋大学で開催予定の「第２回材料電磁プロセシン

グ世界拠点セミナー」にてオープンクラスター制度で選定された研究グループの研究紹介

を行う予定である。 
 
８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

5.で先に述べた通り、結晶配向(R-1)、結晶核生成制御(R-2)、合理的材料成形プロセス開
発(R-3)、固体組織制御(R-4)の４テーマを主体に研究を推進する。 

(1)結晶配向については、金属や合金の凝固、セラミックスのスリップキャスティング、
焼結など、種々のプロセスを対象とした研究を行う。特に、新たに静磁場と直流電流との

重畳印加プロセスを提案し、本プロセスで結晶配向可能かどうか検討する。加えて、結晶

配向現象をＸ線回折でその場観察場することにより、磁場中スリップキャスティングプロ

セスにおける配向の最適化条件について検討する。 (2)結晶核生成制御では、静磁場と交流
電流との重畳印加、あるいは静磁場と直流電流との重畳印加を行い、磁場により流動をコン

トロールしながら凝固組織の制御を試みる。(3)合理的材料成形プロセス開発では、微細介在
物の高効率分離除去技術の開発とその実用化に向けた研究を行う。(4)固体組織制御につい
ては、鉄鋼材料における種々の固相/固相変態において変態温度・変態動力学・変態組織な

どに及ぼす強磁場の影響について研究し、相変態における核生成・成長のメカニズムを強

磁場印加の切り口から解明の糸口を探る。特に、磁化率測定法（Gouy 法）を用いてベイナ

イト変態の定量化を試みる。 

加えて、本年度は若手研究者を主体とした研究グループであるオープンクラスター制度

を発足させる予定である。オープンクラスター制度は本年度７月に韓国で開催予定の日本

学術振興会 アジア研究教育拠点事業「材料電磁プロセシング 夏の学校」にて選定を行

う。その後、名古屋で開催される日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第２回材料

電磁プロセシング世界拠点セミナー」にて、研究紹介を行う予定である。 

 
８－２ セミナー 

今年度は、韓国で日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第２回 材料電磁プロセシ

ング 夏の学校」を、名古屋大学で日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第２回材

料電磁プロセシング世界拠点セミナー」を、それぞれ開催する。日本学術振興会 アジア

研究教育拠点事業「第２回 材料電磁プロセシング 夏の学校」は若手研究者、大学院生

を対象として材料電磁プロセシングに対する興味を惹起することを主目的とする。日本学

術振興会 アジア研究教育拠点事業「第２回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」は
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オープンクラスター制度で選定された研究グループの研究紹介を行うとともに、産業界で

技術者として活躍している方々にもご参加いただき、議論することで個別の研究のみなら

ず本分野全体の研究推進に資する。いずれも、規模は数十人程度を予定している。 
一方、磁気科学国際会議は、昨年度発足の日本磁気科学会を母体として開催する国際会議

であり、本申請に関わる研究者が多数参加する予定である。そこで「磁気科学国際会議」

を日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業と共催することにより、本拠点形成事業に資

する。また、本事業関係者が招待講演を行うことで磁気科学の研究者に対して本研究分野

の積極的な紹介を行う。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

該当なし 
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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日）  

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国   合計 

日本  3/12 28/112   31/124 

中国 (7/24)  (2/8)   (9/32) 

韓国 (3/12) (1/4)    (4/16) 

       

       

合計 (10/36) 3/12(1/4)
28/112 

(2/8) 
  

31/124 

(13/48) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

   45／143   （人／人日）


