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アジア研究教育拠点事業 
平成２０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（  3 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・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：名古屋大学 研究協力部 研究支援課 
 
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：（英文）Dalian University of Technology，Tsinghua University，Shanghai 

University 
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（和文）大連理工大学，清華大学，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：（英文）Seoul National University，Inha University，Daegu Gyeongbuk 

Institute of Science and Technology 
（和文）ソウル大学，仁荷大学校，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。 
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．平成２０年度研究交流目標 
平成２０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、中国で日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業「第３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。 
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・オープンクラスター制度の推進 

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数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、平成 19 年度に発足した 8 件のオープンクラスターのより一層の推進を図る。

また、その成果を名古屋で開催予定の「第 3 回 材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」

にて報告するとともに、異分野から集まったオープンクラスターメンバー間で意見交換す

ることで、多面的な視野から各オープンクラスターの研究進捗状況にメスを入れることで、

新たな展開を図る。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

「3rd International Workshop on Materials Analysis and Processing in Magnetic 
Fields, JSPS Asian Core Program, Construction of the World Center on Electromagnetic 
Processing of Materials(MAP3)」や「第 3 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、日本か

らオープンクラスター研究者が中国の大学（東北大学）を訪問し、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。 
 

７－２ 学術面の成果 

１）スリップキャスティングプロセス最適化目的として、磁気異方性を有する結晶の磁場

印加下における配向挙動を XRD で解明した。 

２）骨芽細胞をａ面露出ハイドロキシアパタイトとｃ面露出ハイドロキシアパタイトのそ

れぞれで培養し、進展した細胞の形状が結晶面によって異なることを明らかにした。 

３）軽量なので次世代輸送機器材料として有望視されているマグネシウム合金の凝固組織

微細化に成功した。 

４）無磁場通電のみで錫－鉛合金の凝固組織を微細化できることを示した。 

 
７－３ 若手研究者養成 

中国、上海で開催された「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 48 件（そのうち日本からは 8 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
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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７名（日本 3 名、中国 2 名、韓国 2 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。 

 
７－４ 社会貢献 

金属系材料に対して無磁場通電により凝固組織を微細化できることを示した。アルミ合

金のマグネからの脱却に代表される①供給不安定元素を使用せずに特性を向上させたい、

②水平リサイクル可能な合金成分で必要特性を発現させたい、という産業界のニーズに応

えるものである。加えて、本成果は磁石を用いないので巨大な設備投資が不要となり、中

小企業が多い鋳造業に適している。更に、原理的に合金に依存せず組織制御可能であり、

かつ製品寸法の制約がないので、幅広い応用が期待される。 

磁気異方性を有する結晶の磁場印加下における配向挙動を XRD で解明した。本成果は、

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。 

マグネシウム合金の凝固組織微細化技術は、軽量なので次世代輸送機器材料として有望

視されているものの、組織改善が必要とされるマグネシウム合金の実用化に寄与する。 

進展した細胞の形状がハイドロキシアパタイトの結晶面に依存することを解明した。本

成果は、骨形成メカニズムの解明に寄与するとともに、ハイドロキシアパタイトの異方性

を活用した新たな生体材料への道を拓くものである。 

 

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２０年度論文総数    106 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  6 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  66 本 
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また、平成１９年度に発表した 2 本の論文が当該分野における一流ジャーナルの優秀論文

として論文賞を受賞した。すなわち、「秋山順、浅野秀文、岩井一彦、浅井滋生：磁場中試

料回転による非磁性物質の一軸配向挙動解析、日本金属学会誌, 71 巻(2007) pp.108-112」が

日本金属学会から論文賞を、「Takuya Ono, Kensuke Sassa, Kazuhiko Iwai, Hideyuki Ohtsuka, 

Shigeo Asai :Quantification of isothermal phase transformation in solid metals based on 

measurement of magnetic susceptibility, ISIJ International, Vol.47(2007) No.4 pp.608-611」が日本

鉄鋼協会より澤村論文賞を、それぞれ授与された。 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

結晶配向(R-1) 

磁気異方性を有する結晶の磁場印加下における配向挙動を XRD で解析した。その結果、

凝集粒子の磁場中挙動は、理論的に予測される単結晶粒子の挙動とは異なり、凝集粒子の

有効磁化率差を計測する技術の必要性を明らかにした。また、結晶配向させたハイドロキ

シアパタイトの化学的性質に対して結晶面が示す異方性についても調査を行った。すなわ

ち、SBF 溶液に浸漬した状態では、ハイドロキシアパタイトの c 面では析出が早期に行われ

るのに対して、a 面では析出に時間がかかることを明らかにした。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) 

マグネシウムは軽量なので、輸送機器材料として開発が進められている。そこで、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、組織を微細化するプロセスをマグ

ネシウム合金に対して適用した。その結果、金属間化合物として析出する Mg2Si を微細化

可能であることを解明した。また、微細化のために適切な電流印加時期は温度依存性があ

り、固液共存状態である 700 度からの印加開始が望ましいことを明らかにした。本成果は

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) 

無磁場通電のみで凝固組織を微細化できることを示した。錫－鉛合金に対しては、デンド

ライト組織を等軸組織へと組織変換可能であることを明らかにした。また、組織変換のた

めには凝固初期での通電がよいこと、及び電流周波数は高周波が良いことを見いだした。

本研究結果は、合金成分を簡素化しつつ製品特性向上を図るものである。従って、アルミ

合金のマグネからの脱却に代表される①供給不安定元素を使用せずに特性を向上させたい、

②水平リサイクル可能な合金成分で必要特性を発現させたい、という産業界のニーズに応

えるものである。加えて、本成果は磁石を用いないので巨大な設備投資が不要となり、中

小企業が多い鋳造業に適している。更に、原理的に合金に依存せず組織制御可能であり、

かつ製品寸法の制約がないので、幅広い応用が期待される。 

固体組織制御(R-4) 

鋼中の銅はトランプエレメントと呼ばれ、現在の製鉄プロセスでは除去されずに残存し

てしまう。従って、リサイクルするときに生産性、内部材質、表面品質特性に悪影響を与

える。例えば、無磁場下で鉄－炭素－銅合金を凝固させると銅が粒界偏析してしまい、表

面性状の劣化を招く。そこで、銅の粒界偏析を防止するためにこの合金を強磁場印加しつ

つ凝固させたところ、粒界偏析は低減された。本成果は、粒界濃化による熱間加工性低下

を抑制するものであり、将来は粒界割れ低減に適用される可能性を秘めている。 

オープンクラスター(R-5) 

オープンクラスター研究は開始してから本年度で 2 年目である。現時点で総計 9 グループ

が活動しており、その研究対象は磁場をキーワードとするものの物理学、化学、生物学等
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をベースとして電磁流体力学、ゲル、微少重力、磁気分離等、大変多義に渡る。各クラス

ターの研究成果は、国内外の論文、口頭発表にて世間一般に開示されている。すなわち、

様々な分野で本拠点事業の成果が報告されている。また、各クラスターの研究活動につい

て、「第 3 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、異分野の研究者の連携を深めることが出来た。 

 

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 3 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 20 年度は中国東北大学学長、名古屋大学副学長等の参加の下、10

月 13 日～10 月 15 日の 3 日間に渡って中国、上海にて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。参加者 125 名のうち、大学院生の参加

人数が 38 名を数えることから、大学院生が本分野へ関心を有することが推測される。また、

優秀な発表を行った学生を表彰することで、若手間の相互啓発に努めた。 

日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「第 3 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナ

ー」 

標記セミナーを名古屋で 9 月 26 日に開催した。日中韓の本分野の専門家に講義を行っ

ていただいた。また、各オープンクラスター研究の進捗状況について報告するとともに、

個別テーマについて議論することで、幅広い視野から多面的に個別テーマを捉えることが

できた。すなわち、他分野からの参加者を交えての発表、講演はオープンクラスター研究

に進展に大きく役だった。 

「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－」 

今年度は、東京大学において 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。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本分野の研究活動が活発になったため、当初の想定を越えた研究者間の交流、特にオー

プンクラスター関連研究者の交流が行われた。これは、本分野に関心を持つ研究者が増え

たことの証左である 。
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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  24/92 2/6 26/98 

実績 14/64 1/5 15/69 

中国 
実施計画 (11/40) 

 
(2/8) (13/48) 

実績 (3/12)  (3/12) 

韓国 
実施計画 (7/28) (6/29) 

 
(13/57) 

実績 (3/12) (3/12) (6/24) 

合計 

実施計画  

(18/68) 

24/92 

(6/29) 

2/6 

(2/8) 

26/98 

(26/105) 

実績  

(6/24) 

14/64 

(3/12) 

1/5 15/69 

(9/36) 

 

 

※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 

   38／54  （人／人日）    81/181  （人／人日） 
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１０．平成２０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（相手

国予算による）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 実施計画  1/3  1/3 

実績    

中国 実施計画 (2/8)   (2/8) 

実績    

韓国 実施計画 (1/4)   (1/4) 

実績    

合計 
実施計画 (3/12) 1/3  1/3(3/12)

実績     

② 国内での交流       18 人／37 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

磁気異方性を有する結晶の磁場印加下における配向挙動を XRD で解析

した。本結果はスリップキャスティングプロセス最適化のための指針と

なる。また、結晶配向させたハイドロキシアパタイトの化学的性質に対

して結晶面が示す異方性についても調査を行った。これらの成果は、新

材料の創成に大きく寄与する。 

日本側参加者数  

21 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

13 名 （１４－２（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

3 名 （１４－３（ 韓国 ）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（相手

国予算による）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 実施計画  1/3  1/3 

実績    

中国 実施計画 (2/4)   (2/4) 

実績    

韓国 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (2/4) 1/3  1/3(2/4) 

実績     

② 国内での交流       6 人／12 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

マグネシウムは軽量なので、輸送機器材料として開発が進められてい

る。そこで、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、組織を微細化するプロセスをマグネシウム合金に対して適用した。

その結果、金属間化合物として析出する Mg2Si を微細化可能であること

を解明した。本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。 

日本側参加者数  

23 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

19 名 （１４－２（中国）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

0 名 （１４－３（韓国）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（相手

国予算による）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 実施計画   1/3 1/3 

実績 1/4  1/4 

中国 実施計画 (1/4)  (1/4) (2/8) 

実績    

韓国 実施計画 (1/4)   (1/4) 

実績    

合計 
実施計画 (2/8)   1/3(3/12)

実績  1/4  1/4 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

無磁場通電のみで凝固組織を微細化できることを示した。本研究結果

は、合金成分を簡素化しつつ製品特性向上を図るものである。従って、

アルミ合金のマグネからの脱却に代表される①供給不安定元素を使用

せずに特性を向上させたい、②水平リサイクル可能な合金成分で必要特

性を発現させたい、という産業界のニーズに応えるものである。加えて、

本成果は磁石を用いないので巨大な設備投資が不要となり、中小企業が

多い鋳造業に適している。更に、原理的に合金に依存せず組織制御可能

であり、かつ製品寸法の制約がないので、幅広い応用が期待される。 

日本側参加者数  

12 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

18 名 （１４－２（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

10 名 （１４－３（ 韓国 ）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・主幹研究員 

（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（相手

国予算による）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 実施計画  1/3  1/3 

実績  1/5 1/5 

中国 実施計画 (1/4)   (1/4) 

実績    

韓国 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 (1/4) 1/3  1/3(1/4) 

実績   1/5 1/5 

② 国内での交流       5 人／8人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

鋼中の銅はトランプエレメントと呼ばれ、現在の製鉄プロセスでは除

去されずに残存してしまう。従って、生産性、内部材質、表面品質特性

に悪影響を与える。ここでは、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、粒界濃化による熱間加

工性低下を抑制するものであり、将来は粒界割れ低減に適用される可能

性を秘めている。 

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 ）側参加者数 

8 名 （１４－２（ 中国 ）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

0 名 （１４－３（ 韓国 ）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 19 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・名古屋大学大学院工学研究科・准教授 

（英文）Kazuhiko Iwai, Graduate School of Engineering,Associate 
Profesor 

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（相手

国予算による）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 実施計画  1/3 1/3 2/6 

実績    

中国 実施計画 (1/4)  (1/4) (2/8) 

実績    

韓国 実施計画 (1/4) (1/4)  (2/8) 

実績    

合計 
実施計画 (2/8) 1/3(1/4) 1/3(1/4) 2/6(4/16)

実績     

② 国内での交流       30 人／82 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

オープンクラスター研究は開始してから 2 年目である。現時点で総計

9 グループが活動しており、その研究対象は磁場をキーワードとするも

のの電磁流体力学、ゲル、微少重力、磁気分離等、大変幅広い。各クラ

スターの研究活動について、「第 3 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、異分野の研究者の連携を深めることが出来た。 

日本側参加者数  

19 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

7 名 （１４－２（中国）側参加研究者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

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

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）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－
（英文）3rd International Workshop on Materials Analysis and 
Processing in Magnetic Fields, JSPS Asian Core Program, 
Construction of the World Center on Electromagnetic 
Processing of Materials 

開催時期 平成 20 年 5 月 14 日 ～ 平成 20 年 5 月  16 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京、東京大学 
（英文）Japan, Tokyo, University of Tokyo 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学大学院工学研究科・准教授 
和田仁・東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授 
（英文）Kazuhiko Iwai, Nagoya University, Graduate School of 
Engineering, Associate Professor 
Hitoshi Wada, University of Tokyo, Graduate School of 
Frontier Sciences, 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 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     7/18   （1/4）人/人日 7/18

（1/4） 

 人/人日

（中国）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（韓国）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              85 人 

88 人

（中国）側参加者              1 人 

（韓国）側参加者              2 人 

①と②の合計人数        95 人 

セミナー開催の目的 磁場に関する広範な分野をカバーする本ワークショップを共催す

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世界的に知らしめる機会とす

る。そして、多くの研究者、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。 
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セミナーの成果 本セミナーには、日本、中国、韓国以外にもオランダ、フランス、

アメリカ、イギリス等の欧米諸国から多くの研究者が集った。それ

らの参加者に対して「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」へ興味を持っていただいた。加えて、共同

研究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った。

セミナーの運営組織 日本側：岩井一彦（名古屋大学）、和田仁（東京大学） 
中国側：He Jicheng（東北大学） 
韓国側：Joonpyo PARK（実行委員長・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、参加費  金額 299,280 円 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容 国外旅費、滞在費、参加費   金額 200,000 円 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容 国外旅費、滞在費、参加費  金額 300,000 円 
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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 3 回 材料電磁プロセシング 夏の学校」 
（英文）JSPS Asian Core Program, Second Summer School on 
Electromagnetic Processing of Materials 

開催時期 平成 20 年 10 月 13 日 ～ 平成 20 年 10 月 15 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、上海、Baosteel 研究所 
（英文）Shanghai, Research center, Baosteel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学大学院工学研究科・准教授 
（英文）Kazuhiko Iwai, Graduate School of Engineering, 
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) 

He Jicheng, Northeastern University, President・Professor 

参加者数 ①アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     11/54   （0/0）人/人日 11/54 

（ 0/0）

 人/人日

（中国）側参加者          /     （ / ）人/人日 

（韓国）側参加者          /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              10 人 

114 人

（中国）側参加者              94 人 

（韓国）側参加者              10 人 

①と②の合計人数        125 人

セミナー開催の目的 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。 
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セミナーの成果 本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。具体的には、各国の大学院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、国際的視野を養った。加えて、若手同士が国境

を越えて友人になったことで、情報交換等を通じて今後の本分野の

発展に大いに資することになる。更に、優秀な発表を行った学生を

表彰することで、若手間の相互啓発に努めた。 

セミナーの運営組織 日本側：岩井一彦（名古屋大学）、浅井滋生（名古屋大学・名誉教

授） 
中国側：He Jicheng（東北大学） 
韓国側：Joonpyo PARK（実行委員長・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、滞在費、参加費 金額 2,084,141 円 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容 国内旅費、滞在費、参加費 金額 2,000,000 円 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容 外国旅費、滞在費、参加費 金額 1,300,000 円 

 
 



 18

 

整理番号 S－3 
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 3 回材料電磁プロセシング世界拠点セミナー」 
（英文）JSPS Asian Core Program, Second International Seminar 
on Construction of the World Center on Electromagnetic 
Processing of Materials 

開催時期 平成 20 年 9 月 26 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、名古屋、名古屋大学 
（英文）Japan, Nagoya, Nagoya University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岩井一彦・名古屋大学大学院工学研究科・准教授 
（英文）Kazuhiko Iwai, Graduate School of Engineering, 
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 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    8/10  （ 0/0 ）人/人日 8/10

（0/0） 

 人/人日

（中国）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（韓国）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              12 人 

14 人

（中国）側参加者              1 人 

（韓国）側参加者              1 人 

①と②の合計人数       22 人 

セミナー開催の目的 本セミナーには本分野のみならず周辺分野の研究者、技術者に対

して参加を呼びかけ、本分野の研究者と研究ニーズや研究シーズに

対する意見交換することで、研究進展の方向付けを行う。また、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、研究の進

展を促すとともに、本研究拠点事業を世の中に知らしめる。 
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セミナーの成果 日中韓の本分野の専門家に講義を行っていただいた。また、オー

プンクラスター研究の進捗状況について各グループが報告すると

ともに、個別テーマについて議論することで、幅広い視野から多面

的に個別テーマを捉えることができた。すなわち、他分野からの参

加者を交えての発表、講演はオープンクラスター研究に進展に大き

く役だった。また、オープンクラスター参加者間での交流が深まっ

た。 

セミナーの運営組織 日本側：岩井一彦（実行委員長・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  国内旅費、滞在費    金額 232,350 円 

相手国(地域) 
（ 中国 ） 

内容  外国旅費、滞在費    金額 150,000 円 

相手国(地域) 
（ 韓国 ） 

内容  外国旅費、滞在費    金額 150,000 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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 計 

日本 
実施計画     

実績 2/6  2/6 

中国 実施計画     

実績    

韓国 実施計画     

実績    

合計 
実施計画     

実績  2/6  2/6 

② 国内での交流       8 人／18 人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 3,142,440  

外国旅費 2,561,723  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,124,759  

その他経費 1,035,106  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

135,972  

計 9,000,000  

委託手数料 900,000  

合  計 9,900,000  

 
 
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 912,790 0/0 

第２四半期 533,908 0/0 

第３四半期 4,046,283 13/63 

第４四半期 3,507,019 2/6 

計 9,000,000 15/69 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 中国 韓国  

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

900,000 [RMB]

13,050,000 円相当

20,000,000[won]

2,180,000 円相当

 

円相当

 

※ 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を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 


