
アジア研究教育拠点事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
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://www.lhweb.jp/epm/             
 
３．開始年度 
平成 18 年度（  2 年度目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月 １８日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．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 
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 協力機関：（英・和文）Dalian University of Technology（大連理工大学）・Tsinghua 
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 
 
６．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。
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

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)、オープンクラスター(R-5)の５テーマについて、以下に個別の研究状況を述べる。 
結晶配向(R-1) 

スリップキャスティング、凝固等の磁場配向プロセスに置いて、操作条件が配向に及ぼす

効果や新たな磁化率差計測手法の提案を行い、プロセスの最適化を図った。また、結晶配

向させたハイドロキシアパタイトを用いて疑似生体液内での析出相厚みに結晶異方性が存

在することをも解明した。これらの成果は、新材料の創成に大きく寄与する。 

結晶核生成制御(R-2) 

凝固過程において、静磁場と直流電流とを重畳印加することで、金属あるいは合金の組織

を微細化するプロセスを新たに提案するとともに、その微細化効果を実験で検証した。また、

本プロセスの凝固組織微細化メカニズムを推定した。加えて、従来の静磁場と交流電流とを

重畳印加するプロセスと今回提案のプロセスとで凝固組織微細化能力についての程度を比較

したところ、今回提案の手法では、同一電流条件下で磁場強度の低減が可能であることが分

かった。これらの成果は学術面のみならず、産業への応用面でも有意義である。 
合理的材料成形プロセス開発(R-3) 

液体金属自由表面の安定保持は、精錬、凝固等のプロセスで極めて重要である。高周波磁場

の液体金属自由表面安定効果については従来から知られているものの、スキンデプスと液体金

属浴深さが同一オーダーの周波数領域に置いての安定効果については未解明であった。そこで、

その周波数帯を対象として液体金属表面安定機能について実験で調査したところ、定在波振幅

の抑制効果はある臨界周波数より高周波では抑制効果を有するが、それ以下では抑制効果を示

さないこと、波動の減衰促進機能は、強磁場、高周波であるほど顕著であること、を明らかに

した。ここで得られた結果は、装置サイズが大きな液体金属表面を安定化させるのに有用な知

見である。 

固体組織制御(R-4) 

チタンは六方晶系の結晶構造を有しており、磁化率、電気抵抗のいずれも結晶異方性を

示す。従って、実験結果の解析が比較的容易と判断して、固相組織に与える電磁場の効果

について調査した。固相チタンに直流電流と静磁場とを重畳印加することで、相変態しな

いものの、結晶が特定方向に揃うことが明らかとなった。すなわち、磁気エネルギーを低

減させる向きではなくジュール損を減らす向きの結晶が成長した。この知見は、新たな固

相の組織制御であり、多くの金属材料への展開が期待できる。 

オープンクラスター(R-5)   

オープンクラスター研究を今年度より開始した。総計 8 グループであるが、研究対象は、

電磁流体力学、ゲル、微少重力、磁気分離等、磁場応用の研究が広範囲になりつつあるこ

とが窺える。各クラスターの研究活動について、「第 2 回材料電磁プロセシング世界拠点セ

ミナー」で紹介を行い、今後の研究予定などについて議論を深めるとともに、磁場をキー

ワードとして異分野の研究者の連携を構築することが出来た。今年度はオープンクラスタ
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ー制度開始初年度であり、今後が期待される。 

 

７－２ セミナー 

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」 

本セミナーは、世界的に著名な研究者による本分野についての講義を行い、日本、中国、

韓国の若い研究者や大学院生に「材料電磁プロセシング」の面白さを伝え、本分野への興

味を惹起することで、東アジアがこの分野の研究活動において今後とも世界の中心たらん

とするものである。平成 19 年度は 7 月 9 日～12 日に韓国で本セミナーを開催し、若手研

究者の育成を図った。具体的には、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、講義を受けることで、材料電磁プロセシングの専門知識、語学力を向上させると

もに、国際的視野を函養した。加えて、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」 

本セミナーは 9 月 18 日に名古屋で開催した。日中韓の本分野の専門家に講義を行ってい

ただくとともに本年度発足のオープンクラスター研究の紹介を行った。そして、若手研究

者の育成を図るとともに、本研究拠点事業を世の中に知らしめた。オープンクラスター制

度については、若手研究者が同年代、同分野の研究者と知り合うことで、相互に啓発され、

研究に対して切磋琢磨する良い機会となった。また、研究に関する情報交換を行うことや、

他分野の研究者から助言を受けることで、個々の研究について、その位置づけや進め方に

ついて新たな視点を得ることが出来た。 
 

「磁気科学国際会議」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の世界拠点の構築－ 
世界中の研究者、技術者に「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」へ興味を持ってもらい、本分野へ研究者を積極的に誘引することを目的として磁

気科学を研究対象とする研究者、技術者が集う国際会議を共催した。今回は本事業に関連

する日本、中国、韓国の 4 名が行った招待講演を通して、世界各国からの参加者に対して、

「材料電磁プロセシング」分野に興味を抱かせるとともに、研究概要をアナウンスした。

加えて、共同研究の主要メンバーが研究の進行状況や結果の考察について意見交換、議論

を行い、共同研究の推進を図った。 
 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 19 年 10 月 19 日に政策研究大学院大学(東京都港区)で開催された名古屋大学東京フ

ォーラム「アジアに繋ぐ知の架け橋」において、パネル展示を行い、本フォーラム参加者

に本事業の意義、目的などを PR した。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

 

○ 「磁気科学国際会議」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

の世界拠点の構築－を広島にて共同開催した。そこには中国、韓国のみならず、欧米の

諸外国から 37 名、全体で 150 名以上の研究者・技術者が参加した。そこでは、本事業

の主要メンバー（日本：岩井(名古屋大学)、中国：Zhongming REN(Shanghai University)、
韓国：Joonpyo Park(RIST)）が招待講演を行い、本事業を積極的に PR した。また、

本事業研究推進のための情報収集、情報交換を行った。 
○ 申請機関と協力機関の全若手研究者を対象にした日本学術振興会 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 Pohang（韓国）にて開催した。若手研

究者への材料電磁プロセシングの普及とその基礎学力の向上が図られた。 
○ 若手研究者が主体的に研究を推進するオープンクラスター制度を開始した。本制度開始

により、若手研究者の横断的な繋がりが形成された。また、名古屋で開催されたアジア

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」で、日中韓の著

名研究者から各クラスターの研究方針についてアドバイスを受けるとともに、著名研究

者に若手研究者を覚えてもらうことで、今後の交流に役立てることができた。 
 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

「磁気科学国際会議」や「第 2 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」における研

究打ち合わせ、あるいはその前後の関係大学における研究情報交換などが行われた。また、

別に関係研究機関へ研究情報交換を目的とした出張が行われた。更に、韓国から若手研究

者が日本の大学（名古屋大学、大阪大学）を訪問し、日本の若手研究者と議論を行った。

これらのことを通じて、総体的には、研究協力体制は出来つつあると思われる。 
 

８－２ 学術面の成果 

１） 銅含有鋼の粒界に偏析する銅濃度を、凝固時に磁場印加することで低減可能なこ

とを見いだした。 
２） 凝集粒子の見かけ磁化率差は印加磁場強度の関数であり、磁場強度が増加するほ

ど見かけ上の磁化率差は小さくなることを見いだした。 
３） 疑似生体溶液（SBF）内に浸漬したハイドロキシアパタイトのｃ面のほうが a 面

に比べて早くアパタイトが析出することを見いだした。 
４） 合金の凝固時に直流電流と静磁場とを重畳印加することで、組織制御が可能であ

ることを見いだした。 
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８－３ 若手研究者養成 

韓国、Pohang で開催された「材料電磁プロセシング 夏の学校」では、若手研究者、

大学院生の発表が 13 件（そのうち日本からは 11 件）あった。いずれの発表も活発な討議

が行われ、若手研究者、大学院生の本分野に関する専門知識、語学力、コミュニケーショ

ン能力の向上に繋がった。今回は若手研究者の発表能力や質問能力向上を目的として、優

秀な若手研究者４名（日本２名、中国１名、韓国１名）を表彰した。これは今回ばかりで

はなく、次回以降も若手研究者の励みになると思われる。また、本分野の著名な研究者 10
名が講義を行った。そこでは、本分野の基礎的なことから今後の動向まで様々な質疑が行

われ、参加者の強い熱意を感じることができた。これら全体を通して、主目的である「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の惹起」は達成でき

たと考える。 
また、若手研究者が主体的に研究を推進するオープンクラスター制度により、自ら積極

的に活動する研究者の育成を開始した。各クラスター間の横の繋がりを拡げて人脈形成を

手助けするばかりではなく、各クラスターには些少ではあるが交通費等を配分しており、

他機関研究者との意見交換や学会活動における情報収集活動を通して、若手研究者の育成

を側面からも支援している。 
 

８－４ 社会貢献 

鉄鋼のリサイクルでは、銅濃度の増加に伴う熱間割れが大きな問題となっている。しか

しながら、未だに有効な脱銅プロセスは見いだされておらず、鉄鋼のリサイクルで最大の

問題となっている。ここでは、磁場による銅含有鋼の粒界偏析低減効果を見いだしたこと

から、脱銅に対して新たな対策が展開可能と考える。 
凝集粒子の見かけ磁化率差は印加磁場強度の関数であることを明らかにしたことは、磁

場中スリップキャスティングによる結晶配向プロセスの最適化に有用な情報であり熱電材

料、生体材料、レーザ発振材料、抜熱材料等の結晶異方性を利用した機能材料の性能向上

に貢献する。従って、生体、エネルギー、環境等、様々な分野で本成果は活かされること

となる。 
ハイドロキシアパタイトは骨の主要成分であり、化学的異方性を有することが知られて

いるにもかかわらず、生体材料へ活用した例はみられない。疑似生体溶液に浸漬したハイ

ドロキシアパタイト結晶面の異方性に関する結果は、異方性を利用した生体材料への道を

新たに拓くものである。 
直流電流と静磁場との重畳印加による組織制御は、アルミニウム、鉄鋼やそれらの合金

など、幅広く応用されうるものと考える。 
 
８－５ 今後の課題・問題点 

本事業に参加している研究者はいずれも多忙であり、セミナー等の日程調整が困難である

ことが問題点として挙げられる。 
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８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数    101 本 
   うち、相手国参加研究者との共著   0 本 
   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  34 本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

      派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国   合計 

日本 
実施計画  3/12 28/112   31/124 

実績 3/13 25/112   28/125 

中国 
実施計画 (7/24) 

 
(2/8)   (9/32) 

実績 (2/20) (4/20)   (6/40) 

韓国 
実施計画 (3/12) (1/4) 

 
  (4/16) 

実績 (3/9)    (3/9) 

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 
(10/36) 3/12(1/4)

28/112 

(2/8) 
  

31/124 

(13/48) 

実績 (5/29) 3/13 25/112 

(4/20) 

  28/125 

(9/49) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   45／143 （人／人日）   64／182  （人／人日） 
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