
 1

平成２０年度「アルミニウム研究助成」課題選考結果について 

 
                                                        （社）日本アルミニウム協会 
 
 平成２０年度「アルミニウム研究助成」の実施に当たり研究課題について公募を行っていましたが、全国 
４２校の大学並びに工業高等専門学校、研究所等から５２件のアルミニウム研究課題の応募があり、産学懇談

会投票・選考委員会において研究課題を１）組織・材料物性、２）新材料開発、３）材料強度及び性能、４）

材料加工、５）表面科学・界面科学、６）その他の６分野に分類し、投票による第一次選考並びに第二次審査

を行った結果、下記１５件の研究課題が選考されました。また、平成１９年度からの継続研究課題１４件並び

に１８年度の１件を併せ全体で３０件の助成となります。 
 
 Ａ．２年間の研究補助  助成金額 ５０万円 
  分  野    研  究  課  題  研 究 者 年齢    所   属 

１ 組織・材料

物性 

Al合金摩擦攪拌部の組織形成と熱的安定性 真崎 邦崇 ２５ 東北大学大学院工学研究科 

材料システム工学 博士課程

後期2年 

２ 組織・材料

物性 

水素マイクロプリント法による水素貯蔵用

アルミニウム合金中の水素集積の可視化 

山田 浩之 ２５ 大阪大学大学院基礎工学 

研究科 博士後期課程2年 

３ 組織・材料

物性 

二段時効の正の効果を発現するAl-Mg- 

Si系合金の設計とプロセス最適化 

芹澤 愛 ２８ 東京工業大学理工学研究科有

機・高分子物質専攻特任助教

４ 組織・材料

物性 

超音波印加による自動車ボディーパネル用

アルミニウム合金の品質低下軽減とナノク

ラスタ制御 

廣澤 渉一 ３８ 横浜国立大学大学院工学研究

院・機能の創生部門 准教授

５ 材料の強度

及び性能 

放射光μCT を使用した内在鋳造欠陥からの

疲労き裂の発生および進展挙動の調査 

政木 清孝 ３５ 沖縄工業高等専門学校・機械

システム工学科 准教授 

６ 材料の強度

及び性能 

アルミニウムと鋼のトライポロジーに関す

る基礎的研究 
寺井 雅和 ３９ 福山大学工学部  

建築・建設学科 講師 

７ 材料加工 アルミニウム合金と鋼材のレーザ溶接強度

向上に向けた2ビーム重畳法の提案 
松坂 荘太 ３６ 千葉大学大学院工学研究科 

助教 

８ 材料加工 回転引き曲げ加工におけるAl合金チャンネ

ル材の高精度曲げに関する研究 
吉原正一郎 ３８ 山梨学院大学医学工学総合研

究所 准教授 

９ 材料加工 アルミニウム薄板と各種金属薄板の電磁シ

ーム圧接 

宮﨑 忠 

 

３３ 旭川工業高等専門学校 機械

システム工学科 准教授 

10 材料加工 ねじり圧延法を利用した易成形性アルミニ

ウム合金板材の開発 
千野 靖正 ３６ 産業技術総合研究所 ｻｽﾃﾅﾌﾞ

ﾙﾏﾃﾘｱﾙ研究部門 研究員 

11 表面科学・

界面科学 

ナノフォトリソグラフィを用いた大規模表

面修飾によるアルミニウム合金界面強度評

価 

松崎 亮介 ２７ 東京工業大学 

機械物理工学専攻 助教 

12 表面科学・

界面科学 

ナノダイヤモンド膜を被覆した高温用アル

ミ製ヒートシンクの作製と性能評価 
堤井 君元

 

３９ 九州大学 大学院 

総合理工学研究院 准教授 

13 その他 電磁力を用いたアルミニウム中介在物除去

プロセスの開発 

嶋崎 真一 ３４ 東北大学大学院 

環境科学研究科 助教 

14 その他 高性能熱交換器開発のためのミニチャネル

内相変化二相流の熱伝達特性の解明 
宮田 一司 ２４ 九州大学 大学院工学府  

機械科学専攻 博士課程2年

15 その他 太陽光励起レーザーを用いた金属酸化物の

還元 
佐藤 雄二 ３１ 東京工業大学・イノベーショ

ン研究推進体 助教 
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 B．平成１９年度からの継続研究補助 助成金額 ３０万円 
  分  野    研  究  課  題  研 究 者 年齢    所   属 

１ 組織・材料

物性 

アルミ合金の再結晶組織予測数値モデル

の構築 
高木 知弘 ３５ 京都工芸繊維大学大学院 

工芸科学研究科 准教授 

２ 組織・材料

物性 

放射光を利用したアルミニウム合金の結

晶方位分布三次元可視化 

小林 正和

 

３５ 豊橋技術科学大学生産シス

テム工学系 講師 

３ 組織・材料

物性 

高強度鋳造用アルミニウム合金の組織微

細化と鍛造性の向上 
久米 裕二 ２８ 名古屋大学 助教 

４ 新材料の開

発 

耐衝撃・環境特性に優れるアルミニウム

合金の開発 
堀川敬太郎 ３８ 大阪大学大学院基礎工学研

究科 准教授 

５ 新材料の開

発 

ナノ析出組織制御による Al-Mg-Si 系合

金異周速圧延材の高曲げ加工性化 

小椋 智 ３０ 大阪大学大学院工学研究科

助教 

６ 新材料の開

発 

粒間化合物の結晶方位関係制御による高

耐熱Al合金の開発 
山崎 倫昭

 

３６ 熊本大学衝撃・極限環境研究

センター 助教 

７ 新材料の開

発 

陽極酸化アルミナノホールを用いた新規

ナノ細線の合成 
久保 敬 ２８ 大阪府立大学大学院工学研

究科 博士後期課程2年 

８ 材料の強度

及び性能 

自動車軽量化用アルミニウム合金の疲労

亀裂発生と伝播に対するレーザースペッ

ク解析 

五味 健二 ３９ 東京電機大学工学部機械工

学科 准教授 

９ 材料の強度

及び性能 

アルミ合金を用いた建築構造用部材の最

適な断面形状に関する研究 

薩川 恵一

 

３９ 愛知産業大学造形学部建築

学科 講師 

10 材料の強度

及び性能 

過剰Si型AlMgSi合金薄板材の粒界破壊

に対するひずみ速度の影響 

木下 勝之 ３８ 山口大学大学院理工学研究

科 講師 

11 材料加工 アルミニウム合金と工具との凝着性に関

する研究 
佐々木朋裕 ３１ 横浜国立大学大学院工学研

究院 特別研究教員 

12 材料加工 摩擦攪拌点接合(FSSW)によるアルミニウ

ム合金の異種材接合技術に関する研究 
山本 元道 ３７ 広島大学大学院工学研究科 

助教 

13 材料加工 押出し加工による穴付きリブを有する管

 
諸井 努 ２４ 電気通信大学大学院電気通

信学研究科博士後期課程1年

14 表面科学・

界面科学 

ヒートポンプシステム熱交換器における

アルミニウムフィンへの着霜現象特性並

びに着霜防止と除霜に関する研究 

吉田 憲司

 

３６ 大阪大学大学院工学研究科 

特任准教授 

 
 C．平成１８年度からの継続研究補助 助成金額 ３０万円  
  分  野    研  究  課  題  研 究 者 年齢    所   属 

１ 組織・材料

物性 

6000系アルミニウム合金の二段時効挙

動への組成と予備時効の影響 
中村 貴彦

 

２６ 関西大学大学院工学研究科

総合工学専攻 博士課程後

期２年 
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○研究助成内容 
 
（１）目的 
  本事業は、アルミニウムの技術研究を行う若手研究者の育成をめざすと共に、アルミニウムの可能性を 
さらに広げるため、長期的な視野に立ち、若手研究者の優れた技術研究を助成し、研究意欲を高めること

を目的とします。 
（２）助成期間  
  １技術研究課題当たり２年間とし、期間は会計年度とします。但し、博士課程在籍者については必要に 
応じ１年度のみの助成並びに３年度の延長を認めます。 

（３）助成金額 
  １技術研究課題当たり、第１年度は５０万円、第２年度は３０万円とします。延長の第３年度は、第２年 
  度と同額とします。 
（４）成果の発表 
  研究成果は、研究助成期間終了後１年以内に（社）軽金属学会の春・秋いずれかの研究  
  発表講演会において必ず発表することとします。 

 


