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（研究協力者海外派遣事業） 

別紙１ （滞在中の日程） 

Seinor 派遣 No.00004 派遣研究員氏名 橋本 健紀 

 

2001 年 4 月～2002 年 3 月（研究環境の整備、および研究開始期間） 

計画：初年度、TiAl 相と（AlMn）3Ti 相の相平衡を拡散対実験により調べ、（AlMn）3Ti

相を被覆した時に TiAl との 2相界面近傍における濃度分布、異相形成の有無、および、皮

膜材の熱安定性の検討を行う。成果：両相は２相平衡関係を示すことが確認された。さら

に、（AlMn）3Ti 相に V を添加した（AlMn）3Ti(V)を被覆したときの方が、被被覆材の TiAl

との接合強度が常温において強いことが明らかになった。この成果は日本金属学会春季大

会に発表した。データの集約から発表段階までの過程を博士課程の院生に示すことができ、

本派遣制度の一つである海外研究者の養成に関する役割、また、中国における学会に参加・

発表することにより、科学技術交流の一端が果たせた。 

 

2002 年 4 月～2003 年 3 月（中間年度） 

  計画：本年度は、（AlMn）3Ti(V)相の高温腐食性および耐酸化性を調べるとともに、（AlMn）

3Ti(V)相の粉末試料を作成し、初期研究課題に関する CVD 法による TiAl 合金に被覆過程を

検討する。環境：本研究者が仕事を進める学部実験室には切断機、グラインダー及び研磨

機が無く、各種分析や実験試料の準備の際に材料特性の重要な変化が発現する場合が多く、

依頼外注によりその重要な情報を失っている。本年度は、少なくとも切断機、グラインダ

ーおよび研磨器は実験室に設置する。成果：７月中旬に始まった利用実験棟の大幅改築が

10 月中旬完了した。この間、同棟に於ける初期研究課題に関する実験は全て停滞した。し

かし、塩浴中腐食実験棟において、皮膜材の（AlMn）3Ti および被被覆材の TiAl に対して

高温耐食性が検討出来た。日本金属学会への発表、Corrosion Sci.誌、ACTA Metal. Sinica

誌投稿などを行った。改修工事により、初期研究課題に関する進捗はほぼ半年遅れとなっ

た。CVD 被覆試験片の被覆状態分析は、皮膜と母材の密着性が悪いことを明らかになった。

課題：この対策として、CVD 開始までの所要時間の短縮・真空度向上のため装置の小型化が

必要であると判断された。小型に必要な装置を発注した。その他：北京は砂塵が多く、機

器類は研究室内でも老朽化が早い。次年度に老朽化装置の更新を行う予定。 

 

2003 年 4 月～2004 年 3 月（最終年度） 

  計画：健全な被覆の形成条件と優れた皮膜と母材の密着性の確立を目指し、最終的に

特許申請を行う。院生の博士号取得と卒業を確定する。成果：４月中旬に始まった SARS に

よる突然の大学閉鎖により研究計画は大幅に遅れたものの、本年度の目標は全て達成され

た。残務：日本国内特許の申請、および受理未確定の投稿論文３編の取り扱いを残してお

り、継続処理中である。 

 

 

 

 



（研究協力者海外派遣事業） 

別紙２（所期の目的の遂行状況及び成果「研究指導，研究協力，講演，調査等実施の状況

とその成果」）  

初期の研究課題は「表面に化合物 Al3Ti を被覆した金属間化合物 TiAl の熱的安定性お

よびその機械的性質」であり、初期の研究目的は達成できた。その成果は中国における特

許申請として総集積された。現在、本研究の日本側共同研究者を含め、日本における特許

申請も計画している。 

赴任前に「授業を受け持った場合、その時間は他の教授の一部の受け持ち時間を割く

事になる、また授業の準備に時間が取られ、自分の研究の進捗は大幅に制限される」こと

を先輩の派遣研究員より聞き知っていた。従って、赴任初期に、共同研究者である教授よ

り「何の授業を受け持つか」の問いに対して「研究に専念したい」旨を伝え了承を得た。

しかし、博士課程の大学院生の指導を依頼された。私の研究課題は開発研究に属し、機構

追求型研究を必要とする博士論文に適合しない部分が多く、日本から持参した金属間化合

物 TiAl および Al3Ti など Ti-Al 系の化合物に関する文献を大学院生と私で検討した結果、

金属間化合物 TiAl および Al3Ti の高温腐食に関する研究を大学院生が受け持つことになっ

た。その大学院生は 2004 年３月中旬に最後の公聴会を終え、博士号の授与が決定した。彼

の就職先は韓国に決定した。 

研究協力としては、鉄鋼総院において TiAl 系化合物の研究を行っている教授と互いの

研究内容を討論するとともに、同総院の設備の利用が計画された。しかし、実施時点にお

いて、利用予定の装置の性能制限から利用は出来なかった。ただし、同総院の L教授には

利用する装置の製造業者との折衝や装置の部品の作成などに関連して、また同総院の A技

師、B技師らの協力を得た。同総院は材料関係の名門研究所ではあるが、装置・設備は日本

の相当する研究所に比べ旧式の感は否めない状況にあった。 

  赴任初期に、私の研究課題および日本における材料研究の状況に関する紹介講演を行

った。出席者は材料関係の教授・研究者・大学院生総勢 30 名ほどであった。日本で研究し

たいがどのような制度・研究機関の窓口があるかなどの質問が主であり、私の研究に関す

る質疑は少なかった。また、赴任初年度の秋、共同研究者である教授の要請により、彼が

主催する中国腐食防食学会講演会において、私が以前研究していた材料に関する報告を行

った。一方、共に研究を進めた大学院生に私が旅費を賄うので、日本金属学会大会に研究

発表を促した。この機会は２度ほど巡ってきたのであるが、いずれも私が発表する結果と

なった。学生の海外発表は申請その他の理由でそれほど自由ではないようであった。  

 

 



（研究協力者海外派遣事業） 

別紙３（先国の関係学会，学術研究機関，調査研究費等の概要） 
  赴任年度（平成 13 年）中国腐食防食学会において講演をした。しかし、同学会加入登

録のための申請はしなかった。なお、中国有色研究学会と中国金属学会の学会誌には大学

院生を通じて論文４報が掲載されるなどの関連を持った。 
  学術研究機関としては、中国鉄鋼研究総院の粉末冶金研究所や新材料研究所との交流

が行われ、本研究課題の遂行過程において有益な情報が得られた。 
  調査研究費としては、首都である北京市以外の地方における材料関連の研究状況を探

ることを目的として、長沙の江南大学に JST の研究費を利用して一度訪問した。この大学

を選定した理由は、同大学には知人が在職しており、情報の収集が容易であると考えられ

たことにあった。人智力はあるが設備はやはり北京近郊の大学に比べ、より旧式であった。 
  学会発表や調査研究費に関して、全て私の単独参加であった。大学院生・共同研究者

などの同行費用の支出が容認されると、参加による情報収集はより豊富になったと考えて

いる。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（研究協力者海外派遣事業） 

別紙４（受入研究機関における待遇及び印象「附与された身分、施設利用の便宜等」） 
専門家。赴任初期の私の希望により講義を受け持たないことになり、名実共に客員研

究員であり、研究課題に沿う仕事に専念出来た。また、１年ほど経過した時点で、新たな

プロジェクトを立ち上げるために参加を要望された。しかし、２－３年前に購入された

EPMA や X 線解説装置の一部が故障したまま利用されている現状や、試料作成装置などが

完備されていない等を考えると、新たなプロジェクトに参加することは無責任な行動とな

ると考え、参加を断った。このように、束縛を受けずに初期の研究課題に取り組むことが

出来た。ただし、大学院生と連携する研究では、研究計画の立案のための勉強会から始ま

り、実験指導や論文の纏め方まで、新人研究者育成の過程を履行せざるを得なかった。こ

の役割は私の連日の仕事においてかなりの比重を占めた。 
研究室は名前が客座教授室であるが、４席が向かい合って低い仕切り板が付いている

簡素な机が設置されていた。通常は大学院生と私の 2 人が主に利用していた。時折他の大

学院生が訪れて、彼らが進める研究内容に対する意見を求められた。同時に、私が買い整

えた実験用器具・消耗品などの使用要求も了承させられた。1-2 月間滞在する研究者が空い

ている机を時折利用していた。PC やスキャナーの修理などでこれらこの部屋に立ち入る人

との意見交換も出来るなど、開放的な部屋であった。なお、客座教授室らしく、幅２ｍ奥

行き３ｍ程の広さでソファーおよびテーブル付隣部屋が付属していた。我々はここにも実

験装置の一部を設置し、利用した。 
最初に利用した実験室の広さは幅３ｍ、奥行き 5m 程であり、隙間風が良く通り、低い

い天井に蛍光灯が１灯付いた部屋であった。一年程経過した後、増改築を行った後、もう

少し広い部屋に移動した。しかし、幅、奥行きともに 60cm ほどの実験台一つ、ロックが壊

れたロッカー、10-1Pa に到達しない拡散ポンプ付排気装置一台、誤動作を示す温度調節機

を付帯し、加熱中唸りを上げる電気炉一式が設置されていた。これら装置は JST または

JSPS の研究費を用いて全て更新した。勿論、私だけが利用する実験室ではなく、他の大学

院生などと共同利用する部屋であった。 
分析試料準備室には試料切断機はもとより、グラインダー、研磨装置など備えておら

ず、小さな試料の調整にも機械加工工場に依頼するなど実験過程に余分な時間が費やされ

た。研究効率を上げるために、これらも JST または JSPS からの研究費を用いて設置した。

我々ばかりでなく他の大学院生がこれらの装置を利用しており、設置した甲斐があった。 
EPMA、SEM、X 線回折装置などの分析装置ばかりでなく、試料の簡単な加工、表面

分析に必要な蒸着装置の利用まで全て作業依頼形式であり、その都度依頼し、後にこれを

取りに行く過程を経た。物質・材料の研究においてアウト・ソーシングが一流研究所の様

式と評価されていると聞くが、机上実験が可能な研究から真に独創的成果が得られるのか

決着していない現在、研究過程そのものを教育する大学では全く馴染まない方式であろう。

とにかく物質・材料の研究にそぐわない環境にあるとの感想は否めなかった。 
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別紙５（本事業に対する意見・要望等） 
 暑い夏には興味本位に研究室に顔を覗かせ私の実験をただ眺めていた若い研究者が、冬

の寒い期間においてまともな暖房もなく隙間風が吹く研究室で夜遅くまで実験に取り組む

初老の研究者に対して、好意的に自ら手を貸す若い研究者の対応を経験した。また滞在期

間がある程度過ぎ、スーパーなどで買い物をしていると親しげに声を掛けてきて、これが

美味しいと教えてくれる女子大学生、奥さんも一緒に買い物するのと話しかける院生など

にもしばしば出合った。 
顔見知りになった銀行員から日本語と中国語の交換教師をしないかと誘われることなど

もあった。実験用の部材を購入するためにしばしば訪れた金物店などでは、前回の領収書

を渡していないが、今回の領収書に前回の分を記入しておいたと言われた経験もした。 
昼食・夕食を大学院生数人としばしば一緒にすることがあったので、暫くすると彼らは

日本人が好む食材をマスターし、私好みのメニューが彼らから出されるようになった。 
最終年度４月に中国政府により発表された SARS の確認情報により、日本人留学生は滞

在中の各学校から、日本大使館から、さらには自宅から帰国を促されやむなく多くの留学

生は帰国した。私の場合、勤務先の大学の外部に居住していたために、４月の中ごろから

40 日ほど大学内部に入れず、アパートを研究室にする非常時勤務体制となり、北京に留ま

って研究を行った。この間の状況については研究生活報告に記した。北京市中に SARS 報

道があふれるにも関わらず、日本人の私が北京に滞在・生活していることに対して、院生

を初めとする多くの知人やタクシーの運転手などは好意を示した。 
これらの事実は、紙面の都合上、経験した事柄のほんの一部を述べたものである。その

場所に日本人が存在するだけで、日本人の特徴を伝え、それがその地域の人々の対日感情

に変化、または、確信を与える例になったと考えている。 
一方、北京においても、経済の著しい伸びを反映するかのように、道路事情、町並みの

著しい変化が認められ、近代化を急ぐ中国のインフラ改革が良く観察できる昨今である。

しかし、実質的社会生活の変化はそれほど急激ではないことが分かる。例えば、大学を始

めとする研究機関の実質的整備などは、外見的変化に比べ大変遅れており、図書館、実験

室、実験装置の整備状況などは昭和 30 年代を思い出す状況にあった。この感想は、最近中

国を視察された方々の意見とは少し異なるようである。私も予備調査訪問の時点では、研

究に適した段階に達しているとの感触を得たものであった。  
 以上、滞在経験を長々と述べた理由は、本海外派遣制度のシニア研究員として得た成果

の最も大きい内容は、「３年間の滞在中、関連を持った多くの人々に、テレビやマスコミな

どでは伝えられない生身の日本人に関する情報を発信し続けたことにある」と考えるから

である。また、このような成果はその先がある若手研究者では得難い内容であるとも考え

ている。本制度を終了させ経費削減を図るメリットが貴重な広告媒体を失う損失を上回る

ことが出来るのか、疑問である。ぜひ継続を図って欲しいものである。最後に、この機会

を与えた NIMS、JST、JSPS、並びに中国 USTB の関係諸氏に感謝を申し上げたい。 
 


