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 総合的評価  

 

評  価 

 Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

 Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

 Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

 Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

本事業は、我が国が先鞭をつけた「材料電磁プロセシング」という学術分野の情報を中

国、韓国に普及させることにより、その地におけるこの分野の研究活動の活性化を図るこ

とを目的に実施された。 

 

日本側拠点機関である名古屋大学の強いリーダーシップのもとに、各国の拠点機関、協

力機関との相互協力可能な体制が充分に構築され、本プログラムの総括、中国及び韓国と

の連携によるオープンクラスターの選定・推進、セミナーの計画・実施及び共同研究・研

究者交流の推進が適切に実施されたと判断する。 

 

共同研究に関係する延べ派遣人数 234 人、「材料電磁プロセシング夏の学校」及び「材

料電磁プロセシング世界拠点セミナー」等の開催 13 回、延べ派遣人数 165 人、延べ受入

れ研究者数 26 人で、研究交流目標に向けて適切に計画・実施され、若手研究者の養成及

び研究者交流の推進は充分達成されたと判断する。また、「交流を通じて得られた学術的

成果」として、磁場による(1)結晶配向、(2)結晶核生成制御、(3)合理的材料成形プロセ

ス開発、(4)固体組織制御を主な 4 研究分野とし、さらにオープンクラスター制度を活用

した若手の自由研究を加え、結晶異方性を利用した機能性材料の評価・解析手法の確立と

性能向上、金属系構造材料の結晶粒微細化、析出等の組織制御への展開、鋼の連続鋳造プ

ロセスの高度化と高品質化等の、様々な分野に応用展開に貢献する大きな成果をあげてい

る。 

 

若手研究者の養成に関しては、「オープンクラスター制度」を設け、若手研究者自らの

積極的な研究活動を促進するとともに、クラスター間の繋がりによる人脈形成、他機関研

究者との意見交換や情報収集活動を促すことによる研究遂行能力の向上と独創性の深

化・拡大が図られた。「オープンクラスター制度」における若手研究者の濃密な交流によ

り、研究に対する意識や生活意識等の異なる文化に触れ、貴重な体験をできたことは、今

後ものづくりの拠点となる東アジアでリーダーシップを発揮する上で、大変重要であり、

国際感覚の養成が予想以上に達成されたと判断する。若手研究者は、東アジアにおける将

来の研究教育拠点のリーダー的存在になるものと期待され、彼らの存在により、継続的な

研究交流活動の実施、東アジアにおけるこの研究分野がさらに拡大することが期待でき

る。将来的には「オープンクラスター制度」のような類似のシステムを構築し、次の世代

の研究者を養成することが望まれる。 

「材料電磁プロセシング夏の学校」及び「材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」で

は国内外の著名研究者による講義・講演及び研究発表が行われ、異分野融合による幅広い

視野から多面的に捉えることを可能とする専門性の深化・拡大、お互いの切磋琢磨による

国際感覚の養成、プレゼンテーション能力の向上が達成され、若手研究者の養成は充分に

達成されたと判断する。 



 

研究教育拠点の構築という観点では、各研究者レベルでの強固なネットワークが形成さ

れ、今後も各国大学間での研究者交流、出張講義、共同研究が継続され、若手研究者向け

のセミナーも毎年開催されるシステムも整備されたことから、材料電磁プロセシングの研

究教育拠点は構築されたと判断する。また、今後初めて日本以外で国際会議・国際シンポ

ジウムが開催されることとなったことから、国際的な拠点が形成されたものと判断する。 

日本-中国-韓国の間で緊密、かつ強固な研究ネットワーク、すなわち 3 カ国の研究者間

で意見交流が可能な緊密な人間関係を構築できた。 

 

磁場による結晶配向、結晶核生成制御、合理的材料成形プロセス開発、固体組織制御の

4 つの研究分野について、80 報の学術雑誌、56 回の国際会議発表、92 回の国内学会・シ

ンポジウム発表、1000 名を超える参加者のあった 13 回にわたるセミナーにて公表され、

研究業績は充分であり、関係各国への学術情報伝達の使命は果たされたものと判断する。

その一部はテレビ（NHK クローズアップ現代）、新聞（日刊工業新聞）等でも取り上げら

れていることからも、社会への還元も充分達成された。また国内の参加者からは、世界的

に認知されている雑誌に掲載論文が数多く投稿されており、本事業が我が国における世界

水準の研究の支援に有効であったことを示すものと考えられる。 

 

研究経費の執行は、研究に必要な物品費等が約 1/3、派遣旅費及び国内旅費が 2/3 と、

研究教育拠点の形成を目指した適正な経費の執行と判断する。相手国の経費負担は、中国

が日本の約 140％程度、韓国が 20％程度と、その合計は日本側負担を大きく上回るマッチ

ングファンドが確保されている。このことから、研究交流活動は充分に達成されたと判断

する。 

 

本事業の効果が実際に現れるには、今後数年を要すると考えられ、現時点で明確な評価

を下すのは難しい面があるが、我国と中国、韓国の拠点機関が協力して材料電磁プロセス

に関する世界的な水準の研究を持続的に推進していく上で必要と考えられる、学術情報の

伝達、研究者間の協力関係の構築、次世代の中核を担う若手研究者の養成、国内拠点の整

備等について、真摯な取組みが行なわれ、これらの目標は達成されたものと思われる。 

 

今後は欧米における研究動向を注視しながら、この事業により形成された東アジアにお

ける研究交流の場を、ヨーロッパ諸国へも広げていく戦略を展開することが必要になると

思われる。主催者と共同研究者の継続的な努力を期待したい。 

 



１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

学術的側面からの成果として、磁場による(1)結晶配向、(2)結晶核生成制御、(3)合

理的材料成形プロセス開発、(4)固体組織制御を主な４研究分野とし、さらにオープン

クラスター制度を活用した若手の自由研究を加え、(1)粉体を磁場中で配向させて機能

性材料を作製する磁場中スリップキャスティング法の最適化、(2)静磁場と交流電流を

重畳印加する電磁振動の手法による凝固組織の微細化、(3)非磁性合金である Al-Cu 合

金に対する磁場印加による相変態速度の変化の観察等の成果があがっており、結晶異方

性を利用した熱電材料、生体材料、レーザ材料、抜熱材料等の機能性材料の評価・解析

手法の確立と性能向上、アルミニウム、マグネシウム、鉄鋼等の金属系構造材料の結晶

粒微細化、析出等の組織制御への展開、鋼の連続鋳造プロセスの高度化と高品質化等、

様々な分野での応用展開に貢献する大きな成果をあげている。 

しかし、評価資料の作成時点は本事業終了直後であり、実際の成果についてはこれか

ら注意深く観察することが必要であろう。 

 

 若手研究者の養成に関しては、若手の自主性を尊重する「オープンクラスター制度」

を設け、若手研究者自らの積極的な研究活動を促進するとともに、クラスター間の繋が

りによる人脈形成、他機関研究者との意見交換や情報収集活動を促すことによる研究遂

行能力の向上と独創性の深化・拡大が図られている。これにより、専門知識の学習のみ

ならず、多くの研究業績を生み出すとともに、積極性や自主性の養成、人脈の形成につ

ながっている。 

さらに「材料電磁プロセシング夏の学校」及び「材料電磁プロセシング世界拠点セミ

ナー」では、国内外の著名研究者による講義・講演及び研究発表、異分野融合による幅

広い視野から多面的に捉えることを可能とする専門性の深化・拡大、お互いの切磋琢磨

による国際感覚の養成、プレゼンテーション能力の向上等の若手研究者の養成のための

周到な工夫がなされており、また、親密な人間関係の構築が達成され、若手研究者の養

成は充分に達成されたと判断する。 

 特に、「オープンクラスター制度」における濃密な交流により、留学経験のない若手

研究者において、研究に対する意識や生活意識等の異なる文化に触れ、各国で異なるこ

とが実感される等の今後のリーダー形成における重要な認識が共有されたことは、今後

ものづくりの拠点となる東アジアでリーダーシップを発揮する上で、大変重要かつ貴重

な体験であり、国際感覚の養成が予想以上に達成されたと判断する。 



 

このようなフォーラムや研究は、研究者間の緊密な協力があってはじめて効果的に遂

行されるものであり、この過程での交流を通じて緊密な研究者間のネットワークが形成

されている。前記のオープンクラスター制度を媒介にして各研究者レベルでのネットワ

ークも構築されており、たとえば大阪大学と中国東北大学、東京大学と中国東北大学等

との共同研究が行われる等、各研究者レベルでの強固なネットワークが形成された。今

後も各国大学間での研究者交流、出張講義、共同研究が継続され、若手研究者向けのセ

ミナーも毎年開催されるシステムも整備されたことから、材料電磁プロセシングの国際

的な研究教育拠点は構築されたと判断する。 

国内的には鉄鋼協会において、当該分野の研究討議のためのグループが形成され、ま

た中国、韓国からの講演発表の場も準備された。 

中国、韓国の拠点機関も国際シンポジウムを相次いで主催することになっており、こ

れらが本拠点ネットワークの維持に貢献すると考えられる。若手研究者の養成も図られ

ており、世界的水準の研究教育を推進するための持続的な協力関係は構築されたと考え

られる。 

 

 学術雑誌等 80 報、国際会議発表 56 回、国内学会・シンポジウム発表 92 回と、国際

的に認められている雑誌に多数の論文(一部重複記載有り）が掲載されていることから、

適切に外部に発表しており、研究業績は充分であると判断する。 

 

 学術的側面からの成果として述べた成果は出口を見据えた研究内容で、アルミニウム

合金やマグネシウム合金、鉄鋼材料の凝固組織が本手法により制御可能であることを示

す等、一定の成果があがっている。それらは学術雑誌への投稿、国内外で 13 回にわた

り開催されたセミナー・会議で発表され、セミナーでは当初想定した事業参加者を大幅

に越える研究者の出席を得ており、中国・韓国における広範な研究者に学術情報を提供

している。また、その一部はテレビ（NHK クローズアップ現代）、新聞（日刊工業新聞）

等でも取り上げられていること、当初の予定には無いが、当該分野の英文教科書の執筆

もなされており、本分野の知識の普及に大いに貢献するものと期待される。また、本事

業での研究成果は、非鉄、鉄鋼、生体材料、複合材料など広範な材料の高機能化、高品

質化またプロセスの高能率化など様々な点で工業的貢献が期待されることから、社会へ

の還元は充分達成されたと判断する。 

加えて、若手人材の養成、及びアジアの国々の研究者との親密な人間関係の構築は、

アジアシフトが進むわが国の製造業の将来にとって、非常に有益な人材供給になると期

待される。 

 

以上の観点から判断するに、本拠点事業により行われた三か国交流はおおむね成果が

あがったものと考えらえる。 

 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

■ 概ね効果的に実施されている。  

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

 

本事業の支援は、共同研究とセミナーが主体であり、共同研究に関係する延べ派遣人

数 234 人、セミナーの開催 13 回、延べ派遣人数 165 人、延べ受入れ研究者数 26 人で、

研究交流目標に向けて適切に計画・実施され、若手研究者の養成及び研究者交流の推進

は充分達成されたと判断する。 

セミナーとしては、「材料電磁プロセシング夏の学校」、「材料電磁プロセシング世界

拠点セミナー」等を中心に合計 13 回ほど開催されている。専門知識の伝達に加えて、

若手の養成と人脈形成のための明確な目的意識を持って周到に準備された上で実施さ

れた。これらのセミナーには、本事業から経費を支出していない参加者や参加者リスト

に加えられていない参加者もあり、実際の参加者は書面に記載されている実数よりもさ

らに多い可能性があり、また、セミナー等の開催は国際会議と共催していることから、

記載されている数値以上の効果があったと判断される。 

研究者交流については、やや少ないが、これは旅費等参加に必要な経費を参加者の自

己負担としたことが原因であると考えられる。セミナーや共同研究の効果的な遂行のた

めには、研究者間の協力及び意思疎通が不可欠であり、実質上、研究者個人の工夫と自

助努力によって緊密な交流が行なわれたようである。その結果、共同研究や出張講義を

継続的に行なうことが約束され、相手側拠点機関によって複数の研究員が招聘教授等に

任命されている。 

なお、共同研究については、結晶配向、結晶核生成制御、合理的材料成形プロセス開

発、固体別組織制御の各テーマに対して、積極的に遂行されているが、報告書に記述が

少なく、実施体制、件数等が不明のため評価しがたい。共同研究による成果の発表件数

は、支援額から考えて必ずしも少ないわけではないが、最終年度の 2010 年が国内会議

での口頭発表１件のみというのは淋しい気がする。また共同研究の相手側が一国に偏っ

ているように思われる。オープンクラスター制度により多数の優れた研究成果が得られ

たとのことであるが、報告書では識別できない。これらについては今後の成果の公表を

期待したい。 

 

 国内の各協力機関との協力体制について十分な説明が行われていないので判断が難

しいが、日本側拠点機関である名古屋大学の強いリーダーシップのもとに、各国の拠点



機関、協力機関とは相互協力可能な体制が充分に構築され、本プログラムの総括、中国

及び韓国との連携によるオープンクラスターの選定・推進、セミナーの計画・実施及び

共同研究・研究者交流の推進が適切に実施されたと判断する。 

 

 経費については、詳細は不明であるが、共同研究、セミナーに主に充当されており、

研究に必要な物品費等が約 1/3、派遣旅費及び国内旅費が 2/3 と、本事業の支援活動の

意図するところから考えて研究教育拠点の形成を目指した適正かつ効果的な経費の執

行と判断する。 

なお、セミナー参加者への支援をもう少し手厚くすることが必要であったのではない

か。 

 

中国は日本の約 140％程度、韓国は 20％程度と、合計では日本側負担を大きく上回る

マッチングファンドが確保されており、韓国が少ないようであるが、事業参加者の数か

ら考えて妥当なものと思われる。このことから、研究交流活動は充分に達成されたと判

断する。 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

■ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

 

国内では、日本鉄鋼協会内において本事業の当該分野の研究グループが発足し、相手

側の研究者が講演する機会を提供する国際セッションが設立され、またセミナーが定期

的に開催される等、継続的な研究交流活動の実施のための条件は整備されたと考えられ

る。 

 

相手側の拠点機関についても、昨年(2010 年)以降、相次いで当該分野の国際会議を開

催あるいはその予定をしている。これらの国際会議は、これまで日本以外では東アジア

で開催されたことは無く、本事業の支援によって相手側の拠点機関が着実に力をつけて

きたことを窺わせるものである。 

 

本事業により、日本-中国-韓国の間で緊密、かつ強固な研究ネットワーク、すなわち

意識的に交流活動を活発化させるシステムがなくても、3 カ国の研究者間で意見交流が

可能な人間関係を構築できた。「材料電磁プロセシング夏の学校」や「材料電磁プロセ

シング世界拠点セミナー」等を通して、学術交流や若手研究者の養成が行われ、また各

研究者レベルでのネットワークが構築される等、一定の研究交流の成果があがったと評

価される。 

 

大阪大学と中国東北大学、東京大学と中国東北大学の間で共同研究の継続が約束さ

れ、事業終了後も継続的な研究交流の実施がある程度期待できると考えられる。特に若

手研究者は「オープンクラスター制度」により東アジアにおける将来の研究教育拠点の

リーダー的存在になるものと期待され、本事業で構築された幅広くかつ緊密な協力関

係・人脈、また本事業で養成された若手研究者――優れた国際感覚とコミュニケーショ

ン能力を持ちかつ積極性に富んだ――が今後の継続的な研究交流活動の推進に大いに

役立つと期待される。 

ただしこのような国際交流では、時間の経過とともに形式的な形態に陥る危険性があ

るので、主催者側の強いリーダーシップとともに、今後の研究の展開を見据えた新しい

共同研究のシーズを常に意識して発掘していくことが大切であると思われる。また、将

来的には「オープンクラスター制度」のような類似のシステムを構築し、次の世代の研

究者を養成することが望まれる。 

 

 


