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アジア研究教育拠点事業 
平成２２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（  5 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・研究科長・鈴置保雄 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：エコトピア科学研究所・准教授・岩井一彦 
 協力機関：東北大学・東京大学・京都大学・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：研究協力部研究支援課、工学部社会連携室 
 
相手国側実施組織（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 
University（清華大学）・Shanghai University（上海大学） 
 経費負担区分：パターン１ 
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（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．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。加えて、中

国では、鉄鋼を初めとする種々の産業へ「材料電磁プロセッシング」の適用が試みられて

いるとともに、韓国では二酸化炭素削減のための次世代構造材料として注目されているマ

グネシウム合金製造への「材料電磁プロセッシング」の適用が試みられている。従って、

これらの素材を様々な工業分野で使用する我が国にとっても本分野の研究者、技術者育成

は重要である。 
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。更に、本事業終了後もアジア EPM 国際会議を定期的に開催

し、アジア地区における本分野の交流拡大、維持を行ってゆく。 

 
６．平成２２年度研究交流目標 
平成 22 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 5 回材料電磁プロセシン

グ夏の学校」を開催する。そこに集う日本、中国、韓国の若手研究者に対して種々の講演
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を行うことで、本学問の普及を図る。また、第 4 回アジア EPM 国際会議と共同開催する

ことで、若手研究者、中堅研究者著名研究者など幅広い層の研究者が集まり、議論を深め

つつ、新たな研究の種が芽生え共同研究に発展することが期待される。 

 
・ オープンクラスター制度の推進 

日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第 5 回材料電磁プロセシング世界拠点セミ

ナー」を福岡で開催する。そこでオープンクラスター研究の紹介を行い、議論をすること

で、各オープンクラスターの研究進展を促す。特に、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契機となることが期待

できる。加えて、第 5 回日本磁気科学会年次大会と共催することで、周辺分野の研究者、

技術者との議論する機会を提供する。すなわち、種々の角度から研究結果の考察を行うこ

とが可能となり、研究進展に大きく役立つ。 
 

・ 本拠点の継続、発展のための今後の目標 

本拠点の継続、発展のために上述の活動、及び共同研究、セミナー等を通じて、以下の

事項を進展させる。セミナーや、共同研究を通じて各国の著名研究者ばかりではなく、若

手研究者もお互いに顔なじみになりつつあり、東アジアに拠点が出来つつある。（その成果

として、日本、フランス、ドイツ以外で開催されたことのない本分野の国際会議が次回は

中国で開催されることとなった。）この状態を維持・発展させて、本事業終了後も共同研究

や情報交換等の協力ができる状態を築く。また、教育活動が継続するシステムを構築する。

すなわち、学術団体である日本鉄鋼協会でノーベルプロセッシング入門セミナーを毎年開

催することで、材料電磁プロセッシングに関する教育活動を継続させる。学術的には、電

磁場は単なる特定対象物の制御

ツールではなく、エネルギー、

運動や物質などの輸送が複雑に

絡み合った相互作用がある場の

制御ツールとなりうることを示

しつつある。すなわち、材料電

磁プロセッシングの新たな段階

を迎えつつあるので、これを推

進する。 
 

７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

アジア研究教育拠点事業「第 5 回材料電磁プロセシング夏の学校」、アジア研究教育拠点

事業「第 5 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」やオープンクラスター制度、ある

いは共同研究を通じて、各研究者レベルでの網の目状のネットワークが構築された。例え

ば、名古屋大学と大連理工大学、名古屋大学と中国東北大学、名古屋大学と Research 

相互作用なし
電磁場

電磁場

運動 濃度

エネルギー

相互作用あり

複雑現象の制御ツール単純現象の制御ツール

対象物

材料電磁プロセシングの学術的進展

従来段階 新たな段階
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Institute of Industrial Science and Technology (RIST)(韓国)のそれぞれの間では、本プロ

グラム終了後も共同研究を継続すること、相互に出張講義を行い若手研究者の育成に努め

ること、が約束された。更に、大阪大学と中国東北大学との間でも共同研究が推進されて

いる。その他にも、中国側協力機関に入っていない重慶大学と東北大学との間で、あるい

は上海交通大学と東京大学、名古屋大学、大阪大学と間で情報交換が行われている。これ

らの一環として、本拠点事業の日本側代表者は大連理工大学の海天学者(招聘教授)に任命さ

れ、大連理工大学にて最初の出張講義を行った。また、大連理工大学の李教授、上海交通

大学の王教授のそれぞれが「中国における本分野の現状」について日本で講演を行ってい

る。以上より、研究協力体制は十分構築されているといえる。 
また、この研究協力体制を強固にし、かつ東アジアにおける本分野の研究ポテンシャル

を向上させるために、国際会議の誘致を図ってきた。具体的には、アジア EPM 国際会議を

2010 年に初めて韓国で開催した。また、第１回は横浜、第 2 回は広島、第 3 回はオランダ

で開催された国際会議(International Organizing Committee of International Conference 
on Magneto-Science)の次期開催地を中国とした。同じく、日本とヨーロッパの間で交互に

開催されてきた国際会議(7th International Conference on Electromagnetic Processing of 
Materials (EPM2012)）の次期開催地を中国とした。これらの国際会議の韓国、中国での開

催は初めてであり、研究ポテンシャルの向上が世界的に認められた証である。 
今後は本事業により築き上げてきた研究者間のネットワークの維持、高い研究ポテンシ

ャルの維持に努める。 
 
７－２ 学術面の成果 

R-1：磁場中スリップキャスティングでは、原料粒子の結晶磁気異方性に起因する駆動力

が周囲流体の粘性抵抗に打ち勝つことで回転運動が起きる。また、周囲流体と原料粒子と

の密度差及び周囲流体と原料粒子との磁化率差に起因する平行運動が生じる。ここでは、

原料粒子へ作用する様々な力が粒子形状に大きく依存することに着目して、磁場中 XRD 照

射によるその場計測技術を用いて、「凝集原料粒子の配向しやすさ」についての評価方法を

確立した。 

R-2：静磁場と交流電流とを金属の相変態時に重畳印加することで組織制御を行う電磁振

動を鉄鋼に適用した。その結果、炭素鋼に電磁振動を印加することで組織制御可能なこと、

得られる組織は電流周波数や磁場強度に依存することを明らかにした。 

 R-3：磁場印加された導電性流体中の非導電性第 2 相の固体壁近傍での挙動解析を行った。

その結果、第 2 相の挙動は固体壁の影響を受ける場合もあるが、影響を受けない場合もあ

り、それは壁の電気伝導度や磁場の向きに依存することを見いだした。更に、その物理的

解釈を行った。これは、混相の電磁流体力学の発展に資するものである。 

 R-4：磁性合金の相変態温度に磁場が影響を及ぼすことは熱力学的に明らかとなっている

が、非磁性合金におけるその効果は通常無視される。ここでは非磁性材料を対象として、

磁場が相変態の反応速度に及ぼす効果について検討を行った。具体的には Al-Cu 合金を対

象として等温熱処理を行い、磁場が相変態に及ぼす効果について調査した。その結果、本
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合金系では磁場による相変態速度の変化が見いだされた。今後はその原因を解明すべく、

拡散の観点からの研究を行う予定である。 

 R-5：高分子の結晶配向、磁気分離、磁場によるゲルの配向、重力制御下での機能性材料

作製、電磁流体の特性評価、等の様々な分野で成果を上げてきている。例えば、結晶配向

により高分子のネットワーク構造が著しく変化することで力学的、物理的特性を制御でき

ること、同様の現象はゲルでも観察されること、微小重力下で配向性複合材料の作製に成

功したこと、等が挙げられる。 

本拠点事業を推進してきた 5 年間では、粉体を結晶配向させて機能性材料を作製する磁

場中スリップキャスティングプロセスの最適化と、本プロセスで作られた擬単結晶の結晶

面による生体特性の差異の解明、電磁場が凝固現象に及ぼす影響の解明とその現象を利用

したプロセス開発、更には鉄鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金等への適用、磁場

印加された導電性流体中の非導電性第 2 相挙動解明や導電性液体波動の交流磁場による抑

制効果等の鉄鋼の連鋳プロセスに代表されるローレンツ力利用技術とその周辺分野に関す

る研究結果、非磁性合金に及ぼす磁場効果等、多くの知見を得た。 

 

７－３ 若手研究者養成 

本研究教育拠点事業では若手研究者育成のためにオープンクラスター制度（R-5）を採用

し、若手研究者の旅費に重点的に予算配分してきた。本年度は、それを更に深化させて「選

択と集中」の理念の下に、オープンクラスターの数を減らした。そして、限られた予算を

有効に使用することで若手研究者の育成を図ると共に、日中韓相互の連携を一段と強くし

た。その一例として、物質材料研究機構と中国東北大学との間で共同研究の継続や研究者

派遣、受け入れが明文化される等、若手研究者同士の強固な連携の形成という成果を得た

ことが挙げられる。 
また、福岡で開催した日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第 5 回材料電磁プロ

セシング世界拠点セミナー」において、オープンクラスターの研究紹介、及びディスカッ

ションによって、本分野の今後を担う若手研究者の育成を図った。 
更に、若手研究者への材料電磁プロセシングの普及活動として、「第 5 回材料電磁プロセ

シング夏の学校」（日本、中国、韓国から総計 114 名が参加）を開催した。そこでは、若手

研究者、大学院生の発表が 40 件（そのうち日本からは 16 件）を数え、いずれも活発な討

議が行われた。会議中の発表、質疑、講演聴講などを通じて、専門知識の向上のみならず、

語学力、コミュニケーション能力の向上が図られた。また、優秀な研究発表を行った若手

研究者の表彰制度を引き続き継続することで、表彰された研究者の今後の励みになると共

に、惜しくも選に漏れた研究者に対する一層の奮起を期待した。 

加えて、オープンクラスターの研究に携わった大学院生が応用物理学会の講演奨励賞を

受賞したことは、優秀な若手研究者が育成されていることの証である。これらのことから、

本分野において若手研究者の養成は十分行われていると考える。 
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７－４ 社会貢献 

全般：大連理工大学の李教授による「中国の材料電磁プロセシングの現状」に関する講

義、上海交通大学の Jun Wang 教授による「材料電磁プロセシングのアルミ産業への適用」

に関する講義が日本で開催されたことは、伸長著しい中国における材料電磁プロセシング

の現状について若手研究者や技術者を含む一般の方が理解するのに良い機会であったとい

える。 

R-1：結晶配向は、材料を高機能化する手法の一つである。ここでは、磁場中スリップキ

ャスティングで用いられる原料粒子の配向挙動を表す新たな指標（配向係数）を導入する

ことで、原料の配向しやすさを評価可能とした。ここで導入した新たな指標により、磁場

配向の観点から実用化プロセスに用いられる粉体原料の善し悪しが判断可能となる。すな

わち、生体材料、熱電材料、工学材料などの様々な材料の高機能化に寄与可能である。 

R-2：交流電流と 0.3T の静磁場との重畳印加により鋼の凝固組織制御が可能であることを

見いだした。ここで採用された磁場強度は、鋼の連続鋳造で利用されている磁場強度と同

一強度であり、装置産業である鉄鋼業において、新たな大規模装置の導入をせずに実操業

へ適用できる可能性があることを物語っている。 

R-3：鋼の連続鋳造では、溶鋼流動制御を目的として電磁ブレーキが使用されている。一

方、溶鋼中に含有される気泡や介在物は品質に影響を及ぼすので、その挙動解明が望まれ

ている。しかしながら、従来の水モデル実験ではローレンツ力の再現ができなかった。そ

こで、新たに導電性水溶液を用いたモデル実験系を用いて溶鋼中の気泡や介在物の挙動解

析を行った。その結果、電磁ブレーキ作用下において連鋳の長辺側と短辺側とで気泡、介

在物の挙動が異なることを示唆する結果を得た。これは、鋼の連続鋳造の高度化に大きく

寄与する。 

R-4：Al-Cu 合金は JIS に規格化されており、アルミ系の代表的な実用合金の一種である。

時効硬化するので鋳造後に熱処理が行われるが、機械的性質が優れ、切削性も良いので、

自動車産業や航空機産業などで使用されている。従って、本拠点事業で得られた、「磁場印

加により Al-Cu 合金の相変態速度が加速される」という結果は、磁場が変態制御ツールと

しての可能性、言い換えれば熱処理工程が必要とされる合金系の処理に利用できる可能性

を秘めている。 

R-5：オープンクラスターで得られた成果のうちの一部が、テレビや新聞で取り上げられ

た（NHK：「クローズアップ現代」 12 月 13 日（月）19 時半、日刊工業新聞：平成 23 年 3

月 7 日）。これは、本拠点事業に対する社会的関心の高さを示すものである。また、本事業

を世間に知っていただく良い機会であった。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

大きな課題・問題点はない。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   133 本 
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   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  73 本 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

磁場を利用した結晶配向と粒径制御(R-1) 

磁場による高機能材料作製プロセスの最適化について、日本、中国、韓国で検討を行っ

た。具体的には、生体材料、熱電材料、工学材料、構造材料等、機能材料の高度化が可能

な磁場中スリップキャスティングにおいて、従来採用されてきた「原料粒子は球形単結晶

である」との仮定に基づかず、実際の粒子配向挙動の解明を行った。そこでは、結晶配向

の駆動力である磁化率差、粘性抵抗が粒子毎に異なるので、配向しやすさの指標として新

たに「配向係数」を導入した。そして、凝集粒子に対してその分布を計測する技術を提案

した。これにより、結晶面に依存する物理特性、化学特性等の高度な制御が可能となった。

更に、今後は本成果を機能性材料へ応用することで合意を得ている。 
 
静磁場による流動、凝固組織制御(R-2) 

凝固組織の電磁場による高度化に関する打ち合わせを、日本、中国、韓国の相互で行っ

た。具体的には、電磁振動が有する凝固組織微細化機能や偏析低減機能の鉄鋼製造プロセ

スの適用について検討した。その結果、鉄鋼の凝固時に利用されている 0.3T の磁場と交流

電流との重畳印加により、デンドライト組織の等軸化が可能であることを見いだした。ま

た、操作変数が凝固組織に与える影響についても明らかにした。これは、高品質材料作製

ばかりではなく、第 3 元素の使用量低減、品質のばらつき低減に繋がるものである。今後

は実用化プロセスへの適用検討を行う予定である。 

 
合理的材料成形プロセス開発(R-3) 

鉄鋼製造プロセスへの電磁場の適用について、日本、中国、韓国で討論した。具体的に

は、溶鋼内に存在するアルゴン気泡や介在物などの挙動について検討を行った。その結果、

鋼の連続鋳造スラブ連鋳において、短辺近傍と長辺近傍ではアルゴン気泡の挙動が異なる

ことを見いだした。今後は検討対象を拡げて情報交換を継続していくことで意見の一致を

見ている。 

 

固体組織制御(R-4) 

磁場が相変態に及ぼす影響については、Fe-C 系鉄鋼材料、Fe-Sn 合金等の磁性を有する

材料を対象として多くの研究が行われてきた。しかしながら、非磁性材料に対する報告は

ほとんどない。そこで、磁性合金ばかりではなく非磁性合金にも対象を拡げて検討を行っ

た。その結果、非磁性材料であっても磁場印加により相変態が促進されるとの結果が得ら

れたが、平衡熱力学の観点からは説明が困難である。そこで、実験結果を合理的に説明す

るために今後も共同研究を継続することで意見の一致を見ている。 
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オープンクラスター(R-5) 

オープンクラスター研究の対象は磁場をキーワードとしつつ、各オープンクラスターに

より異なる。具体的には、高分子の結晶配向、磁気分離、磁場によるゲルの配向、重力制

御下での機能性材料作製、電磁流体力学等であり、幅広い分野の若手研究者により構成さ

れている。今年度も各オープンクラスターのメンバー間の打ち合わせ、研究成果報告等が

活発に行われた。また、物質材料研究機構と中国東北大学との間で締結された共同研究契

約に基づいて中国側から若手研究者が日本で 3 ヶ月にわたって滞在したことは、オープン

クラスターシステムにより本分野の将来を担う若手研究者の育成が図られ、かつネットワ

ークが構築されたことの証左である。また、各オープンクラスターの活動については、「第

5 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」で研究報告を行った。 

 

旅費使用の指針について 

旅費については、若手研究者に優先的に使用してもらうために、一部の共同研究者には

打ち合わせ旅費を自費としていただいた。その代わり、アジア研究教育拠点事業「第 5 回

材料電磁プロセシング夏の学校」、アジア研究教育拠点事業「第 5 回材料電磁プロセシング

世界拠点セミナー」等の機会を捉えて海外研究者との打ち合わせを行っていただいた。 

 

８－２ セミナー 

日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 「第 5回 材料電磁プロセシング 夏の学校」 

平成 22 年 10 月 3 日から 6 日までの 4 日間、韓国、チェジュ島で本セミナーを開催した。

参加人数は総勢 114 名に達し、そのうち日本からの参加者は 29 名であった。ドイツからお

招きしたForschungszentrum Dresden-RossendorfのGerbeth教授、Eckert教授の講演をはじめ、

日本、中国、韓国の専門家により本分野の最先端研究についての講義が行われた。また、

若手研究者の発表に対して、研究内容や指針などについて様々な視点から指摘がなされた

ことは、今後の本分野を支える研究者育成について大きな成果を得たといえる。 

更に、「材料電磁プロセシング 夏の学校」は毎年開催しているので、複数回参加してき

た若手研究者は他国の研究者と友人関係を築いており、今後の国際共同研究が期待される。 

 

日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 「第 5 回材料電磁プロセシング世界拠点セミ

ナー」 

九州大学にて本セミナーを開催した。そこでは、オープンクラスター研究の紹介を行い、

議論することで、各オープンクラスターの研究進展を促進した。また、オープンクラスタ

ー参加研究者等の若手研究者同士は既に顔なじみとなり、気軽にメイルなどで情報交換で

きる環境が整った。また、多くの研究者、技術者との議論する機会を提供するために、第 5

回日本磁気科学会年次大会と共催した。すなわち、研究結果に対する多面的な議論が行わ

れたことで、研究進展に大きく寄与した。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

今年度も、オープンクラスターを発展させるための共同研究や、協力研究者同士での新

規共同研究に関する打ち合わせなどが行われた。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5/20 15/70 20/90 

実績 3/16 10/50 

(15/75) 

13/66 

(15/75) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (12/42)  (12/56) (24/98) 

実績 (8/140) (12/60) (20/200) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (3/12)   (3/12) 

実績 (2/12) (4/19) (6/31) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 
(15/54) 5/20 

15/70 

(12/56) 

20/90 

(27/110) 

実績 (10/152) 3/16 

(4/19) 

10/50 

(27/135) 

13/66 

(41/306) 

 

※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交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  38/114   <人／人日>    60／185  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）磁場を利用した結晶配向と粒径制御 

（英文）Crystal Alignment and Size Control Using Magnetic Field 
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学・准教授 

（英文）IWAI Kazuhiko, Nagoya University, Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

He Jicheng, Northeastern University, President・Professor 
Joonpyo PARK, Research Institute of Industrial Science and 
Technology, Senior Researcher 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績  1/5 1/5 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (3/9)   (3/9) 

実績 (1/5)  (1/5) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績 (1/7)  (1/7) (2/14) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (3/9) 1/4 1/4 2/8(3/9) 

実績 (2/12) (1/7) 1/5 1/5(3/19) 

② 国内での交流    9 人／23 人日 

２２年度の研

究交流活動 

磁場による高機能材料作製プロセスの最適化について検討を行った。 

研究交流活動

成果 

磁場印加された凝集粒子の配向挙動を解明した。これにより、結晶面に

依存する物理特性、化学特性等の高度な制御が可能となった。更に、機能

性材料への応用を今後行うことで合意を得ている。 
日本側参加者数  

16 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

32 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

5 名 （１４－３（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）静磁場による流動、凝固組織制御 

（英文）Control of Melt Flow and Solidified Structure Using a Static Magnetic 
Field 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）安田秀幸・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Hideyuki Yasuda, Osaka University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

He Jicheng, Northeastern University, President・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績  1/4 1/4 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (2/8)   (2/8) 

実績 (2/10)  (2/10) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績  (1/7) (1/7) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/8) 1/4 1/4 2/8(2/8) 

実績 (2/10) (1/7) 1/4 1/4(3/17) 

② 国内での交流       3 人／6人日 

２２年度の研

究交流活動 

凝固組織の電磁場による高度化に関する打ち合わせを行った。具体的に

は、鉄鋼の凝固組織微細化や偏析低減について検討した。 

研究交流活動

成果 

鉄鋼の凝固時に利用されている 0.3T の磁場と交流電流との重畳印加に

より、デンドライト組織の等軸化が可能であることを見いだした。今後は

実用化プロセスへの適用検討を今後行う予定である。 
日本側参加者数  

15 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

23 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

3 名 （１４－３（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）合理的材料成形プロセス開発 

（英文）Advanced Application of Electromagnetic Force to Higher 
Clarification of Base Metals 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）谷口尚司・東北大学大学院環境科学研究科・教授 

（英文）Shoji Taniguchi, Tohoku University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Joonpyo PARK, Research Institute of Industrial Science and 
Technology, Senior Researcher 
He Jicheng, Northeastern University, President・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画   1/4 1/4 

実績 1/9 2/9 3/18 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (1/3)  (2/6) (3/9) 

実績 (2/10)  (2/10) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績  (1/3) (1/3) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (1/3)  1/4 
(2/6) 1/4(3/9) 

実績 (2/10) 1/9(1/3) 2/9 3/18(3/13)

② 国内での交流       1 人／2人日 

２２年度の研

究交流活動 

鉄鋼製造プロセスへの電磁場の適用について討議した。具体的には、ア

ルゴン気泡や介在物などの挙動について検討を行った。 

研究交流活動

成果 

鋼の連続鋳造スラブ連鋳において、短辺近傍と長辺近傍ではアルゴン気

泡挙動が異なることを見いだした。今後は検討対象を拡げて情報交換を継

続していくことで意見の一致を見ている。 

日本側参加者数  

17 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

32 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

17 名 （１４－３（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）強磁場中相変態による鉄鋼材料の組織制御 

（英文）Structural Control of Steels Through Transformations in 
Magnetic Field 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）大塚秀幸・独立行政法人物質・材料研究機構・主席研究員 

（英文）Hideyuki Ohtsuka, NIMS, Senior Researcher 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

He Jicheng, Northeastern University, President・Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/4  1/4 

実績 1/3  1/3 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (1/4)   (1/4) 

実績 (1/20)  (1/20) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績  (1/2) (1/2) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (1/4) 1/4  1/4(1/4) 

実績 (1/20) 1/3(1/2)  1/3(2/22) 

② 国内での交流       5 人／15 人日 

２２年度の研

究交流活動 

磁場が相変態に及ぼす影響について、非磁性合金を対象として検討を行

った。 

研究交流活動

成果 

磁場印加により相変態が促進されるとの結果が得られたが、その理論的

な説明ができていないので今後も共同研究を継続することで意見の一致を

見ている。 

日本側参加者数  

4 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

15 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

7 名 （１４－３（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）オープンクラスター研究 

（英文）Open Cluster Research 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学・准教授 

（英文）Kazuhiko Iwai, Nagoya University, Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

He Jicheng, Northeastern University, President・Professor 
Joonpyo PARK, Research Institute of Industrial Science and 
Technology, Senior Researcher 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績 1/4 2/12 3/16 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (2/6)   (2/6) 

実績 (1/90)  (1/90) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/6) 1/4 1/4 2/8(2/6) 

実績 (1/90) 1/4 2/12 3/16(1/90)

② 国内での交流       17 人／59 人日 

２２年度の研

究交流活動 

各オープンクラスターの活動について「第 5 回材料電磁プロセシング世

界拠点セミナー」等、様々な機会を通じて研究報告した。 

研究交流活動

成果 

オープンクラスターシステムにより本分野の将来を担う若手研究者の育

成が図られ、かつネットワークが構築された。 

日本側参加者数  

36 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

23 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

11 名 （１４－３（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 

「第 5 回 材料電磁プロセシング 夏の学校」 
（英文）JSPS Asian Core Program, Fifth Summer School on 
Electromagnetic Processing of Materials 

開催時期 平成 22 年 10 月 3 日 ～ 平成 22 年 10 月 6 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国、チェジュ、ラマダプラザ済州ホテル 
（英文）Korea, Jeju, Ramada Plaza Jeju Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学・准教授 
（英文）Kazuhiko Iwai, Nagoya University, Associate Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Joonpyo PARK, Research Institute of Industrial Science and 
Technology, Senior Researcher 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  韓国  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 4/20
B. 5/26
C. 15/75

中国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 12/60

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 4/20

 
合計 

<人／人日> 

A. 4/20
B. 5/26
C. 31/155

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーは、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」の最先端研究に触れる機会を作るためにアジ

ア EPM 国際会議と共催する。そして、若手研究者の本分野に対す

る興味を惹起する。また、参加研究者同士の直接対話による情報交

換は、今後の共同研究や学術・教育交流の促進効果をもたらす。 

セミナーの成果 日中韓にドイツを加えた著名研究者の講演は、本分野の最先端技

術に関するものであり、参加者各自が本分野の将来展望を思い描く

ことができるものであった。 
従って、若手研究者はその思いをふくらませて新たな研究テーマ

を胸に秘めて帰国したと推察される。 
また、中国における強磁場施設の現状が紹介され、水平パートナ

ーとしての地位を築きつつあることが確認できた。加えて、日本、

中国、韓国のいずれもが、鉄鋼分野において世界をリードする立場

にあるので、鉄鋼や環境分野における「材料電磁プロセシング」の

利用について、議論を行い知識を深めることができた。従って、個

別の共同研究が水面下で進むものと思われる。 
更に、優秀な研究発表を行った若手研究者について表彰を行うこ

とで、彼らの研究活動のアクティビティーを高めることができた。

セミナーの運営組織 日本側：岩井一彦（名古屋大学） 
中国側：He Jicheng（東北大学） 
韓国側：Joonpyo PARK（浦項産業科学研究院） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費、国内旅費、滞在費、参加費 
金額 1,112,785 円

（中国）国

（地域）側 
内容 
外国旅費、滞在費、参加費 

金額 1,800,000 円

（韓国）国

（地域）側 
内容 
国内旅費、滞在費、参加費、会議開催費 

金額 1,080,000 円
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「第５回材料電磁

プロセシング世界拠点セミナー」-日本磁気科学会年次大会- 
（英文）JSPS Asian Core Program, Fifth Summer School on 
Electromagnetic Processing of Materials, Annual meeting of The 
Magneto-Science Society of Japan 

開催時期 平成 22 年 10 月 22 日 ～ 平成 22 年 10 月 23 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、福岡、九州大学 
（英文）Japan, Fukuoka, Kyushu University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学・准教授、米村弘明・九州大学・准
教授 
（英文）Kazuhiko Iwai, Nagoya University, Associate Professor
Hiroaki Yonemura, Kyushu University, Associate Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 20/63
B. 10/28
C. 17/51

中国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 1/5

韓国 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 1/5

 
合計 

<人／人日> 

A. 20/63
B. 10/28
C. 19/61

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーは、日本磁気科学会と共同開催する。そして、若手研

究者等に成果報告をしてもらうとともに、著名研究者による講演を

予定している。すなわち、本分野の若手研究者育成、および日中韓

の情報交換の良い機会である。 

セミナーの成果 中国、韓国の著名研究者の講演に加えて、北澤先生（科学技術振興

機構理事長）にもご講演いただいた。内容は「日本の将来像や科学

研究費の現状、若手研究者がどうあるべきか」が中心であり、大変

好評であった。また、若手研究者表彰制度を円滑に運用することで、

彼らの「やる気」を発揮させることができた。 

セミナーの運営組織 日本側：岩井一彦（名古屋大学）、米村弘明(九州大学) 
中国側：He Jicheng（東北大学） 
韓国側：Joonpyo PARK（浦項産業科学研究院） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費、滞在費、会議開催費、参加費 
              金額 1,920,640 円 

（中国）国

（地域）側 
内容 
外国旅費、滞在費       金額 450,000 円 

（韓国）国

（地域）側 
内容 
外国旅費、滞在費       金額 360,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績  0/0 0/0 0/0 

②  国内での交流       5 人／17 人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

名古屋大学・准

教授・岩井一彦 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 9

月 18 日 

研究打ち合わせ 

物質材料研究機

構・研究員・和

田仁 

日本・鹿児

島・鹿児島大

学 

日本・福岡・

九州大学 

平成 22年 11

月 30 日～平

成 22 年 12

月 4 日 

研究打ち合わせ 

信州大学・准教

授・勝木明夫 

日本・広島・

広島大学 

平成 22年 12

月 23 日～平

成 22 年 12

月 29 日 

研究打ち合わせ 

物質材料研究機

構・研究員・廣

田憲之 

日本・高知・

高知工科大

学 

平成 23 年 2

月 28 日～平

成 23 日 3 月

1 日 

研究打ち合わせ 

東京大学・研究

員・安藤努 

日本・高知・

高知工科大

学 

平成 23 年 2

月 28 日～平

成 23 日 3 月

1 日 

研究打ち合わせ 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 3,324,860  

外国旅費 1,643,170  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,888,183  

その他経費 956,490  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

74,537  

計 7,887,240  

委託手数料 788,724 

合  計 8,675,964 

 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 0 4/13 

第２四半期 823,922 14/42 

第３四半期 4,013,874 43/152 

第４四半期 3,049,444 12/44 

計 7,887,240 73/251 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 12,000,000 円相当 900,000 [RMB] 

韓国 1,600,000 円相当 20,000,000 [Won] 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


