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アジア研究教育拠点事業 
平成２２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://www.lhweb.jp/epm/             
 
３．採用年度 
 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） 
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 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．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。 
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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 

磁場を利用した結晶配向と粒径制御(R-1)、静磁場による流動、凝固組織制御(R-2)、合理的

材料成形プロセス開発(R-3)、強磁場中相変態による鉄鋼材料の組織制御(R-4)、オープンク

ラスター研究(R-5)の 5 テーマについて、以下に個別の目標達成状況を述べる。 
磁場を利用した結晶配向と粒径制御(R-1)では、種々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を明らかにすることで、従来では不可能だった凝集粒子の磁化率差

の推定を可能とした。その結果、凝集粒子の磁化率差は磁場強度によって変化することが

明らかとなった。すなわち、粒子の凝集状態を制御することで良好な結晶配向を得られる

可能性を見いだした。更に、結晶配向させたハイドロキシアパタイト材料を用いて、その

化学的特性や機械的特性が結晶面毎に異なることを解明した。これらの成果は、生体材料、

熱電材料、構造材料等、新材料の創成に大きく寄与する。 

静磁場による流動、凝固組織制御(R-2)では、凝固組織微細化が可能な新規電磁場印加プロ

セスの提案をすると共に、その微細化効果を実験で検証した。また、各種電磁場印加プロセ

スの特長と差異を明らかにした。更に、微細化メカニズムを推定した。加えて、工業的に重

要なアルミニウム合金やマグネシウム合金の微細化が可能であることを実験で検証した。更

に、電磁場は周波数が高いほど微細化効果が優れているなど、操作変数の影響も明らかにし

つつある。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)では、スキンデプスと液体金属浴深さが同一オーダーの

周波数領域における交流磁場の液体金属表面安定効果について実験で調査した。その結果、定

在波振幅の減少効果はある臨界周波数より低周波では顕在化しないことを見いだした。また、

波動の減衰促進機能は、周波数が高く、磁場強度が大きいほど大きいこと、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

り、装置設計の指針を与えるものである。また、廃液処理の安定化を目指して熱力学的に準安

定相であるシュベルトマナイトを合成した。そのリン吸着性能を評価したところ、

190mgP/1g(Schwertmannite)であった。 

強磁場中相変態による鉄鋼材料の組織制御(R-4)では、実験結果の解析が容易であるチタ

ンを用いて、固体組織に与える電磁場の効果について実験を行った。その結果、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、結晶を配向可能であることを見いだした。

これは、電流印加に伴うジュール損を減らす向きの結晶が成長したと考えられる。この知

見は、新たな固相の組織制御技術として利用可能であり、鉄鋼を初めとする金属材料、更

には半導体材料などへの広範な展開が期待できる。また、銅含有鋼に磁場を印加しつつ凝

固させることで、銅の粒界偏析を低減させた。本成果は、現在の製鉄プロセスでは除去さ

れずに残存してしまい、生産性、内部材質、表面品質特性に悪影響を与える銅除去に対す

る新たな可能性を見いだしたものであり、将来は粒界割れ低減に適用される可能性を秘め

ている。更に銅－鉄合金の凝固中に磁場印加することによって液相から抄出する初晶鉄リ
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ッチ相の結晶を特定方向に配向させるとともに分布状態を制御可能であることを見いだし

た。 

オープンクラスター研究(R-5)は平成 19 年度に開始した。現時点で総計 9 グループが活

動しているが、その研究対象は幅広く、電磁流体力学、ゲル、微少重力、磁気分離、等と

なっている。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」、「第 3 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」及び「第 4 回材料電磁プロセ

シング世界拠点セミナー」で研究進捗状況について報告を行い、相互に意見交換すること

で、磁場をキーワードとする異分野の研究者の連携を深めるとともに、研究の推進を図っ

た。 
 

６－２ セミナー 

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」 

平成 18 年度は、9 月に中国の瀋陽で開催した（参加者 103 名）。平成 19 年度は、7 月に

韓国の Pohang で開催した（参加者 95 名）。平成 20 年度は 10 月に中国の上海で開催した（参

加者 127 名）。平成 21 年度は 11 月に信州大学で開催した（参加者 89 名）。そこでは、日本、

中国、韓国から 100 名程度の研究者や博士課程の学生が集い、著名な研究者による講義を行

うとともに、若手研究者によって研究発表が行われた。これらのセミナーにより、若手研

究者の本分野に対する造詣を深めるとともに、語学力の向上、国際的視野の函養を図った。

加えて、参加者にとって国内外に幅広い人脈が形成できたことは、今後のこの分野の発展

に大きく資することとなった。 
 
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世界拠点セミナー」 

平成 18 年 9 月は東北大学にて、「第 1 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」を開

催した。「第 2 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」は平成 19 年 9 月に名古屋で開

催された。「第 3 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」は名古屋にて平成 20 年 9 月

に開催した。「第 4 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」は名古屋にて平成 21 年 9

月に開催した。 

第 1 回のセミナーでは、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。第 2 回、第 3 回、第 4 回のセミナーでは、日本、中国、韓国において本分野の第一線

で活躍されている研究者のご講演いただくとともに、各オープンクラスターの研究紹介を

行った。そして、本研究拠点事業を世の中に知らしめるとともに、今後活躍する若手研究

者の横の繋がりを構築した。加えて、研究に関する情報交換や他分野の研究者からの助言

により、オープンクラスター研究の推進方法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
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世界拠点の構築－ 

広島で平成 19 年 11 月に開催され、日本、中国、韓国を含め、ヨーロッパを含む 14 カ国

から総計 154 名が参加した。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

を通じて「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

関連研究者に世界的に知らしめる絶好の機会であった。また、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。 
 

第三回磁場を利用した材料解析及びプロセスに関する国際ワークショップ、－材料電磁

プロセシングの世界拠点の構築－ 

東京において平成 20 年 5 月 14 日から 5 月 16 日の 3 日間標記国際ワークショップを開催

した。日本、中国、韓国ばかりではなくオランダ、フランス、アメリカ、イギリス等から

合計 92 名の参加者が本分野に関する様々な研究について議論を行った。また、本事業の PR

をするとともに、研究に関する情報交換を行い、本分野の研究推進を図った。 

 

以上のセミナーでは、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る

機会が多く、その場で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、

共同研究の更なる推進を図ることも可能である。 
上述のセミナーのうち、平成 20 年度は中国で夏の学校をアジア EPM 国際会議と共催し

た。また、22 年度は韓国で夏の学校をアジア EPM 国際会議と共催する。アジア EPM 国

際会議は従来日本で開催されており、中国、韓国で開催されるのはこれらが初めてである。

すなわち、中国、韓国においても「材料電磁プロセシング」に興味を持つ研究者が増え、

活動が活発化すると共に国際会議を担える人材が育ちつつある証左である。 
 
７．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

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
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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。 
 

８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

5.で先に述べた通り、磁場を利用した結晶配向と粒径制御(R-1)、静磁場による流動、凝固

組織制御(R-2)、合理的材料成形プロセス開発(R-3)、強磁場中相変態による鉄鋼材料の組織

制御(R-4)、オープンクラスター研究(R-5)の 5 テーマを主体に研究を推進する。 
磁場を利用した結晶配向と粒径制御(R-1)では、生体材料、熱電材料、構造材料、光学材

料等、様々な材料の高機能化が可能な磁場中スリップキャスティングを対象として、液相

内に浮遊している磁気異方性結晶の配向挙動を解明する。そして、磁場による結晶配向挙

動を解明するとともに、磁場配向プロセス最適化の指針を得る。本研究により結晶異方性

に起因する化学特性、物理特性の制御が可能となり、上述の様々な材料の高機能化が可能

となる。 

鉄鋼業は、日本、中国、韓国のそれぞれを支える主要産業である。そこで結晶核生成制

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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御(R-2)では、電磁場による凝固組織微細化を鉄鋼に適用する。ここでは、凝固組織に与え

る交流電磁場と直流電磁場との差異等、操作変数の影響について解明を行い、鉄鋼の凝固

組織微細化プロセス最適化のための指針を得る。工業化へむけた基礎的な情報を提供する

ことで、実用化プロセスへの発展が見込まれる。 
鋼の連続鋳造では、流動制御のために磁場印加を行っている。一方、アルミナを代表と

する介在物は凝固時に除去しなければ欠陥となる。そこで、磁場印加下での溶鋼中第 2 相

挙動解明は工業的に極めて重要な課題である。そこで、合理的材料成形プロセス開発(R-3)

では、その挙動解明を行う。そして、連続鋳造プロセス最適化のための指針を得る。工業

化へむけた基礎的な情報を提供することで、実用化プロセスへの発展が見込まれる。 
固体組織制御(R-4)では、磁場が秘める組織制御機能を解明する予定である。具体的には

非磁性合金（アルミニウム－銅系合金等）を対象として熱処理を行い、その組織観察を行

う。そして、磁場が組織に与える影響について調査する。 
オープンクラスター研究(R-5)については、その成果を世の中に広く知らしめるために、

各クラスターの研究進捗状況について報告する「第 5 回材料電磁プロセシング世界拠点セ

ミナー」を第 5 回日本磁気科学会年次大会と共催として、幅広い観点から討議を行うとと

もに、その成果を世の中に広く知らしめる。研究結果は学会発表、論文発表を行うととも

に、特許取得などを通して、得られた成果を社会へ還元する。 

 

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 5 回 材料電磁プロセシン

グ 夏の学校」を開催予定である。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とともに、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、育成を図る。また、今年度は第 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

を深めることが可能となる。 
また、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」を福岡で開催予定である。本セミナーでは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。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成22年度もオープンクラスターや協力研究者相互で積極的に研究者交流を行い、情報

交換を行う。 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    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> 
 5/20 15/70 20/90 

中国 

<人／人日> 
(12/42)  (12/56) (24/98) 

韓国 

<人／人日> 
(3/12)   (3/12) 

合計 

<人／人日> 
(15/54) 5/20 

15/70 

(12/56) 

20/90 

(27/110) 

 

※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 国内での交流計画 

38/114  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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> 
 1/4 1/4 2/8 

中国 

<人／人日> 
(3/9)   (3/9) 

韓国 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
(3/9) 1/4 1/4 

2/8 

(3/9) 

② 国内での交流       4 人／12 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

生体材料、熱電材料、構造材料、光学材料等、様々な材料の高機能化

が可能な磁場中スリップキャスティングを対象として、研究交流活動を

推進する。 

期待される研究

交流活動成果 

凝集粒子の磁気異方性は物性値ではなく、粒子の凝集状態や磁場強度

に依存する。その凝集粒子の結晶配向挙動解明を通じて、磁場による結

晶配向プロセス最適化の指針を得る。  

日本側参加者数  

16 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

26 名 （１３－２ （中国）国（地域）側参加者リストを参照）

（韓国）国（地域）側参加者数 

3 名 （１３－３ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照）
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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 

交流予定人数 

（※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> 
 1/4 1/4 2/8 

中国 

<人／人日> 
(2/8)    (2/8) 

韓国 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
(2/8) 1/4 1/4 

2/8 

(2/8) 

② 国内での交流       3 人／9 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

日本、中国、韓国のそれぞれを支える主要産業である鉄鋼の凝固組織

微細化に関する研究を対象として研究交流活動を推進する。 

期待される研究

交流活動成果 

鉄鋼の凝固組織微細化プロセス最適化のための指針を得る。工業化へ

むけた基礎的な情報を提供することで、実用化プロセスへの発展が見込

まれる。 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

17 名 （１３－２（中国）国（地域）側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

0 名 （１３－３ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照）
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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 

交流予定人数 

（※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> 
  1/4 1/4 

中国 

<人／人日> 
(1/3)  (2/6) (3/9) 

韓国 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
(1/3)  

1/4 

(2/6) 

1/4 

(3/9) 

② 国内での交流       4 人／12 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

日本、中国、韓国のそれぞれを支える主要産業である鉄鋼の連続鋳造

最適化に関する研究を対象として研究交流活動を推進する。  

期待される研究

交流活動成果 

鋼の連続鋳造プロセス最適化のための指針を得る。工業化へむけた基

礎的な情報を提供することで、実用化プロセスへの発展が見込まれる。

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

24 名 （１３－２ （中国）国（地域）側参加者リストを参照）

（韓国）国（地域）側参加者数 

2 名 （１３－３ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照）
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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 

交流予定人数 

（※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> 

 
1/4 

 
1/4 

中国 

<人／人日> 
(1/4) 

  
(1/4) 

韓国 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
(1/4) 1/4  

1/4 

(1/4) 

② 国内での交流       3 人／9 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

磁場が秘める組織制御機能解明のための、研究交流活動を推進する。 

期待される研究

交流活動成果 

非磁性合金（アルミニウム－銅系合金等）を対象として熱処理を行い、

その組織観察を行う。そして、磁場が組織に与える影響について解明す

る。 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

11 名 （１３－２ （中国）国（地域）側参加者リストを参照）

（韓国）国（地域）側参加者数 

3 名 （１３－３ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照）
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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 

交流予定人数 

（※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> 
 1/4 1/4 2/8 

中国 

<人／人日> 
(2/6)   (2/6) 

韓国 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
(2/6) 1/4 1/4 

2/8 

(2/6) 

② 国内での交流       5 人／15 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

「第 5 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」にて各クラスターの

研究進捗状況について報告する。 

期待される研究

交流活動成果 

研究結果は学会発表、論文発表を行うとともに、特許取得などを通して、

得られた成果を社会へ還元する。 

日本側参加者数  

35 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

10 名 （１３－２ （中国）国（地域）側参加者リストを参照）

（韓国）国（地域）側参加者数 

2 名 （１３－３ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照）
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１０－２ セミナー 
―実施する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 
(※日本以外での開催の場合) 

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. 10/50
B. 0/0
C. 0/0

中国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 10/50

韓国 

<人／人日> 

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

合計 
<人／人日> 

A. 10/50
B. 0/0
C. 22/110

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。 

期待される成果 韓国に於けるアジア EPM 国際会議開催は初めてのことであり、

日本、中国のみならず韓国研究者の育成効果が高い。平成２０年

度の中国に於ける EPM 国際会議開催も含めて、中国や韓国で本分

野の研究者が育成されることで、日本、中国、韓国が水平パート

ナーとして今後この分野を牽引していく効果が期待される。これ

により、日本、中国、韓国における主要産業である鉄鋼や今後対

策が必要な環境問題への本分野の研究成果波及効果が期待され

る。それにより、純粋に学術的な共同研究ばかりではなく、産業

界を交えた共同研究も推進されることになり、今後の拠点維持に

繋がる。 

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

と概算額 

日本側 内容 
外国旅費、国内旅費、滞在費、参加費 

 金額 2,000,000 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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―実施する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 」-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 

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・九州大学大学・准教授 
（英文）Kazuhiko Iwai, Nagoya University, Associate Professor 
Yonemura Hiroaki, Kyushu University, Associate Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
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. 15/45
B. 10/30
C. 1/3

中国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 3/12

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 3/12

合計 
<人／人日> 

A. 15/45
B. 10/30
C. 7/27

 
A.セミナー経費から負担 
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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。） 
 
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。 
 

期待される成果 日本磁気科学会には化学、物理、生物など様々な分野で活躍し

ている磁場応用研究者が集う。従って、そこで研究成果を発表す

ることは、従来とは異なった視点で考察がなされるとともに、新

たな切り口での研究推進が期待できる。また、異分野から参加し

た研究者同士が顔なじみになることで、今後の共同研究や学術・

教育交流の促進効果が期待できる。以上のことから、本分野の研

究者が育成される。 
 

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

と概算額 

日本側 内容 
国内旅費、滞在費、会議開催費、参加費 

 金額 1,500,000 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> 

日本 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
1/4 1/4 2/8 

中国 

<人／人日> 

 
   

韓国 

<人／人日> 

 
   

合計 

<人／人日> 

 
1/4 1/4 2/8 

②  国内での交流       4 人／12 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 

韓国・浦項・

RIST 

平成 22 年 

12 月 

研究打ち合わせ 

名古屋大学・准

教授・岩井一彦 

中国・瀋陽・

中国東北大学 

平成 22 年 

12 月 

研究打ち合わせ 

首都大学・准教

授・山登正文 

日本・仙台・

東北大学 

平成 22 年 

10 月 

研究打ち合わせ 

首都大学・准教

授・山登正文 

日本・仙台・

東北大学 

平成 22 年 

11 月 

研究打ち合わせ 

横 浜 国 立 大

学・名誉教授・

山口益弘 

日本・京都・

京都大学 

平成 22 年 

12 月 

研究打ち合わせ 

京都大学・教

授・木村恒久 

日本・仙台・

東北大学 

平成 22 年 

10 月 

研究打ち合わせ 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 2,350,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 3,300,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

1,207,500  

その他経費 929,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

165,000  

計 7,951,500 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 795,150
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 8,746,650  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 500,000 3/9 

第２四半期 1,000,000 5/20 

第３四半期 5,000,000 43/150 

第４四半期 1,451,500 7/25 

合計 7,951,500 58/204 

 


