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Ⅰ．概要
先進 Mg 合金は、自動車等の軽量化による環境負荷低減
技術として、その開発が急務であり、原料の安定的供給国、
材料の大量使用国である東アジア諸国との連携が強く望
まれている。本研究では、熊本大学が保有する Mg 合金の
先進技術を基盤とし、東アジアにおける先端的な大学・研
究機関と相互補完的な共同研究を推進することで、先進
Mg 合金開発に対する持続的かつ戦略的な国際連携の基盤
構築を行う。これにより、我が国が主導的な立場で、東ア
ジアの産業創出に大きく貢献できる。
1.研究の目的
地球環境保全において、排ガス削減、省エネルギー、省
資源といった環境負荷低減は、２１世紀における人類共通
の課題である。その解決の効果的な方法の一つが自動車、
電車など輸送機器の軽量化である。Mg 合金の開発は、自
動車等の軽量化に大きく貢献し、アジア地域において緊急
の課題とされているエネルギー消費や排ガス問題、CO2 に

よる温暖化と環境破壊の解決に効果的な技術の一つとし
て注目されている。
このような状況の中、熊本大学では、従来の Mg 合金の
常識を覆す高性能 Mg 合金の開発を進めている。この合金
は、従来の Mg 合金に比べ強度、耐熱性が飛躍的に向上し
ているばかりでなく、対抗材料となる超々ジュラルミンの
特性をも上回っており、環境問題解決のキーテクノロジー
の一つして東アジアを中心に大きな脚光を浴びている。
このように我が国は Mg 合金開発に関しては先進的技術
を有しているが、原料の安定的供給国、材料の大量使用国
との連携なくして将来の展開は見込めない。本研究は、熊
本大学が保有する Mg 合金の先進技術を基盤とし、東アジ
アにおいて Mg 合金に関する先端的研究を行っている拠点
大学・研究機関と相互補完的な共同研究を推進することで、
先進 Mg 合金開発に対する持続的、戦略的かつ互恵的な国
際連携の基盤を構築することを目的にしている。また、本
研究が契機となり、輸送機器の高性能化・高付加価値化を
もらすことにより、資源開発やリサイクルなどを含む新た
な産業を創出し、東アジア経済圏の発展にも大きく寄与す
るものとなる。
2.ネットワーク構築の実現可能性
熊本大学では、これまで、参画大学・研究機関と「継続
的な研究交流に関する覚書（MOU）」を個々に締結し、研究
者の交流を進めてきた。また、これらの機関と、環黄海域
Mg 合金国際会議等を定期的に開催することによって、情
報交換を行ってきた。本研究の実施により、これまで培っ
てきた交流ネットワークを基盤にして、さらに東アジアの
Mg 合金拠点研究機関を包括した強固で戦略的な国際連携
の構築が可能となる。また、本研究では若手研究者の交流
も進める。これにより次世代の研究者が本事業で構築した
国際ネットワークを引き続き活用でき、永続的なネットワ
ークの構築が可能となる。したがって、本研究で目標とし
ているネットワーク構築の実現性はきわめて高い。
3.本制度により取組を支援する必要性
現在、熊本大学は、先進 Mg 合金の実用化を目指した研
究を拠点形成研究と位置づけ、支援している。次のステッ
プとして開発した合金のグローバルな展開を図るために
は、原料供給国、材料使用国の確保ならびに国際規格の取
得等が必要とされる。特に、東アジア諸国では研究開発の
主体が大学、国研であり、これらの機関とのネットワーク
構築が、我が国の将来戦略としてきわめて重要である。ま
た、高性能 Mg 合金の創製、加工、再資源化技術は開発段
階であり、産業界が主導で行う段階にない。したがって、
これらのネットワークの構築は、民間企業主体で行うこと、
一大学法人の支援だけで推進することや、既存の共同研究
事業ではきわめて困難である。そのため、本取組には、科
学技術振興調整費の支援が必要であり、その活動によって
基盤整備への貢献が大いに期待される。
4.継続性の担保（特に課題期間終了後の取組）
事業終了後には、構築したネットワークを利用して、熊
本大学内に「東アジア Mg 合金国際共同研究機構」を構築
する。この拠点内に参加各機関の海外ラボを設け、本事業
を基盤とした国際共同研究をさらに推進させる。また、東
アジア若手人材の育成・交流を通して、次世代の研究者が
本事業で構築した国際ネットワークを引き続き活用でき、

一時的ではない永続的な国際交流が可能となる。これによ
り、我が国主導のもとで、東アジアにおける Mg 産業の創
出や、将来の国際展開においてきわめて重要となる先端
Mg 合金に対する国際標準の取得も可能となる。
5.我が国を中心としたアジア・アフリカ諸国等との政府レ
ベルでの協力関係の強化・構築への発展性
高性能 Mg 合金の開発には、原料となる Mg ならびに添加
合金元素である希土類金属が必要とされ、その供給国（中
国）との連携が、我が国の元素戦略の観点からもきわめて
重要となる。また、東アジア地区は、環境問題との関連か
ら Mg 合金の一大消費地となることが予想されている。こ
のことは、今後、政府間の関係強化、構築への展開にあた
り、本研究で構築するネットワークが大きく貢献できるこ
とを強く示唆している。
6.生命倫理・安全面への配慮について
本研究は生命倫理・安全面とも特段の配慮は必要ない。
しかしながら、研究で使用する Mg は発火の危険もあるた
め、１年に１回、研究者、学生を一堂に集めて防火訓練を
実施している。

7.研究実施体制
研究体制としては、先進的な Mg 合金開発技術を有する
熊本大学が共同研究の核となり、そのリーダーシップの元
に、国内では、九州大学、産業技術総合研究所、海外では、
中国、韓国、台湾における大学・研究機関との相互補完的
な共同研究体制となっている。また、本研究における海外
参画機関は、Mg 合金開発に関しては、いずれもその国を
代表する中核的な研究機関であり、本共同研究でも、それ
ぞれの大学・研究機関の得意分野を生かした体制としてい
る。すなわち、中国は溶解・鋳造技術、プレス技術に優れ
ており、韓国は素形材である板材、棒材、パイプ材の成形、
さらに台湾は射出成形、ダイカスト技術に優れた成果を挙
げている。これらの技術は参加各国の中で相互補完的なも
のとなっており、参加各機関の要求がマッチングしたもの
となっている。したがって、効率的な研究の推進が可能な
研究実施体制となっている。なお、実質的研究にあたって
は、参加国にコーディネータを配置して、効率的な研究が
推進できるようにしている。すなわち、中国では上海交通
大学、韓国では KITECH、台湾では国立中山大学が、コー
ディネータとなり参加各国の研究の取りまとめを行う。
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8.各年度の計画と実績
a.平成 21 年度
・計画
平成 21 年度は、共同研究の初年度であるため、共同研
究準備期間と位置付け、国内外の参画各機関と本共同研究
に関する MOU を締結するとともに、熊本大学においてキッ
クオフシンポジウムを開催する。国外の参加機関としては、
中国の上海交通大学、韓国の KITECH、台湾の国立中山大
学がそれぞれの国・地域の代表機関として共同研究をコー
ディネートする体勢を整える。また、各研究機関を訪問す
ることで、上記に示した役割に基づいて、より具体的な研
究内容について検討を行う。また、人材交流・育成プログ
ラムについても検討を行う。
・実績
本年度は、上記計画に示すように共同研究の初年度であ
るため、共同研究準備期間と位置付け、国内外の参画各機
関と本共同研究に関する MOU を締結するとともに、熊本大
学において平成 21 年 11 月 11～13 日にキックオフシンポ
ジウムを開催した。キックオフシンポジウムでは、中国、
韓国、台湾から参画機関の研究者から口頭発表 14 件、ポ
スター発表 31 件の報告があった。また、同時に開催した
全体会議において、中国の上海交通大学、韓国の KITECH、
台湾の国立中山大学がそれぞれの国・地域の代表機関とし
て共同研究をコーディネートすることが了承され、これに
よって共同研究体勢を整えることができた。さらに、本研
究の基盤である合金創製・加工プロセスの研究開発の立ち
上げを行った。具体的には、「合金設計の基盤研究」とし
て、合金探査手法の確立(合金成分・組成の選定)、「破壊
挙動解明の基盤研究」として、マイクロ破壊試験手法の確
立(破壊試験の方法・条件の決定)、「加工プロセスの基盤
研究」として、プレス加工シミュレーション法の構築(最

板材、棒材の製造技術に関する研究

板材、棒材の製造技術に関する研究
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台湾研究機関の取りまとめ
射出成形技術の開発

ダイカスト技術の開発

摩擦撹拌接合技術に関する研究

適加工プロセスの選定)、
「リサイクルの基盤研究」として、
溶解抽出法を確立(方法・条件の選定)し、共同研究の基盤
整備を行った。さらに、各研究機関を訪問することで、上
記に示した役割に基づいて、研究内容について検討を行っ
た。また、本共同研究の広報活動として、平成 21 年 11 月
25 日に東京国立科学博物館で開催されたサイエンスフェ
スタで活動報告を行うとともに、平成 22 年 2 月 4 日に熊
本グランメッセで開催されたくまもとビジネスフェアに
おいて、本共同研究の活動状況と参加各機関の活動につい
て報告した。
b.平成 22 年度
・計画
平成 22 年度は、共同研究の 2 年目にあたるため、共同
研究の基盤構築期間と位置付け、国内外の参画各機関で国
際共同研究ネットワークの基盤構築へ向けた本格的な取
り組みを行う。各参画機関は、９で示す年次計画にしたが
って共同研究の基盤構築を目指す。また、平成 22 年度か
ら、さらに強固なネットワークの構築を目指し、素形材加
工に優れる韓国の延世大学、台湾の成功大学を海外参画機
関として追加する。なお、平成 22 年度も各研究機関を訪
問して、国際共同研究の基盤構築を進めるとともに、中間
報告会の開催も行う。さらに、海外参画機関から日本の参
画機関へ、日本の参画機関から海外への参画機関への若手
研究者の交流にも着手し、実質的な交流を進展させる。
c.平成 23 年度
・計画
平成 23 年度は、共同研究の最終年度であり、国際共同
研究ネットワークの実質化の段階として、平成 22 年度に
引き続き、各研究課題に基づいて、本格的な共同研究を着

実に進展させる。また、最終報告会議を開催し、3 年間の
成果を報告するとともに、次の活動へ向けた取り組みも開
始する。特に、人的交流を拡大させるとともに、熊本大学

内に海外ラボの開設準備を行うことにより、強固なネット
ワーク構築を目指した活動を展開する。

9.年次計画
研究項目
合金創製・加工プロセスの開発
（熊本大学）

１年度目

２年度目

３年度目

合金組成探査と特性評価
加工・接合技術の
立ち上げ

強化機構の解明
（九州大学）

加工・接合技術の確立

強度評価と強化機構の解明

合金特性の高機能化
（産業技術総合研究所）
大型板材プレスならびに溶解・鋳造技術
（Shanghai Jiao Tong University、Institute
of Metal Research, South China University
of Technology）

大型圧延、棒材、パイプ材加工技術
（KITECH, Hongik University, Yonsei
University）

プレス加工技術の
立ち上げ

プレス加工技術の確立

溶解・鋳造技術の
立ち上げ

溶解・鋳造技術の確立

板材製造技術の
立ち上げ

板材製造技術の確立

棒材パイプ材製造
技術の立ち上げ
射出成形、ダイカスト技術
（National Sun Yat-Sen University,
National Don Huwa University, National
Cheng-Kung University）

板材製造技術の
立ち上げ

棒材パイプ材製造技術の確立

板材製造技術の確立

