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早大材料工学科卒、同専攻修了1996博士（工学） 広島大学工学部機械系（文
部教官）1996-2003.９.30 2003.10.１ 早大理工学部准教授（物質開発工
学科）
2007.４.1 同教授（総合機械工学科） 日本金属学会論文賞２回、日本鋳造
工学会論文賞、軽金属学会論文賞 経済産業省等・産学官連携国家プロジェ
クト多数 産学連携研究開発多数・国内外成立特許・申請多数

研究教育方針
　従来、機械工学出身の設計者は材料と加工法に必ずしも親しみがなく既存
の材料、既存の工法の枠を越えがたい傾向にあった。材料工学出身者は材料
の使われ方、機械設計に疎い傾向があった。斬新なものづくりのためには両
者の素養の融合が不可欠である。その一方で設計・組立をする企業と部品サ
プライヤの分業が加速する中で、より良い設計のための材料・加工のセンス
は深化しているであろうか。当該研究室では設計と材料・加工に最初から壁
が無い学生を輩出することを一つの目標としている。機械工学（材力・熱力・
流力・機械設計）の素養を有する学生に対し、機械材料学のボーダーレスな
教科書 W. F. Smith 著Foundations of Materials Sci. and Eng.および一部、
M. Ashby著Materials engineering, science, processing and designを使用し
ている。これらの教科書は、設計と材料工学の素養を有する人材を育成する
ことを前提に内容が練られている。学部３年以上で3D-CAD, 鋳造CAEおよ
び炭酸ガス硬化中子付きの生砂型鋳造実習も行う。一部弊研究室保有の砂型
3Dprinterも使用する。さらに学部４年で弾塑性力学の基礎を導入する。これ
らをベースに大学院では企業・関連学協会と共同して下記に示すような実践的
テーマに取り組む。ドイツ大学との研究連携・学生交流も進めている。実験と
計算機シミュレーションを両輪とする方針を採っている。自ら設計・製作した
装置で実験を行い自然現象を数値化する。一方で Abaqus 等のシミュレータ
を用いて自然現象を再現、予測するための課題解決にあたる。テーマの独自性
と新規性を担保するため早大が保有するSci. Finder 等複数の強力な文献検索
エンジンを使用し系統的な探索・レビュー作成も行う。このような過程を経て、
一部の学生はインパクトファクター２前後の海外一流誌に論文投稿・掲載でき
るレベルに達する。もはや学会発表レベルは研究室の実績としてカウントして
いない。企業には知財確保を先行して行って頂く。このようなプロセスを経て
基礎力・実務力・コミュニケーション能力に優れる人材を産業界に輩 出する
と同時に、工学の発展・産業界への貢献をめざしている。

最近の主なテーマ
◎  FEM 熱応力解析を用いたアルミニウム合金・鋳鉄の残留応力および変
形予測。常温から融点近傍までの鋳造合金の粘弾塑性構成方程式の構築。
砂型の常温から高温までの構成方程式の構築。

◎  FEM 流動凝固・熱応力解析を用いたアルミニウム合金・銅合金の凝固割
れ予測。固液共存状態の力学特性の取得と構成方程式の構築。

◎パワーデバイスの熱応力解析と生産技術開発
◎ 3Dプリンタによる鋳型製造技術・金属積層技術
◎High Pressure Die Casting 用合金開発・破断チル層制御技術開発
◎低サイクル疲労の進行過程および寿命支配因子解析
◎次世代低圧鋳造法・重力鋳造法の開発
◎超音波による凝固組織改質

Dept. Mechanical Engineering, Waseda Univ. Prof. Dr. (Eng.), Age 
47(2015.10.01)

　A Center of Casting Technology in Japan. The YOSHIDA Lab. Many 
national projects and Univ./industrial collaboration projects have been carried 
out with motor companies, foundries and D.C. casters.
◎  FEM thermal stress analysis for predicting the residual stress and distortion 
of GCI and Al alloy castings. Development of EVP constitutional equation 
of GCI, Al alloys and sand molds from high temperature to R.T.

◎  FEM filling-solidification-thermal-stress analysis for predicting solidification 
cracking (hot tear) of Cu alloys and Al alloys. Development of EVP 
constitutional equation of solid/liquid co-existence alloys. Examination of 
mechanical properties of solid/liquid co-existence alloys by using originally 
developed tensile testing device.

◎ Thermal-stress analysis of power device for automobile.
◎ Development of CNT, CF/metal composites for power device.
◎ 3D printing sand mold production technology.
◎ 3D printing metal parts production technology.
◎  Development of Al alloy for high pressure die casting and control process 
for cold flakes.

◎ Examination of low cycle fatigue process.
◎ Next generation low pressure and gravity die casting technology.
◎ Development of ultrasonic vibration process for grain refining.

■代表論文および著書
2015年10月現在査読付き学術雑誌論文数約160報（若干のプロシーディング・
解説記事を含む）主たる投稿先：
Journal of Materials Processing Technology (IF1.95) 
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A (IF1.63)
Materials Science and Engineering A (IF2.11) 
日本金属学会誌・軽金属・鋳造工学等

■Representative publications
Already published around 160 papers including reviews regarding to casting 
technology (2015.10.01)
Main Journals:
Journal of Materials Processing Technology (IF1.95) METALLURGICAL AND 
MATERIALS TRANSACTIONS A (IF1.63)
Materials Science and Engineering A (IF2.11)
J. J. Inst. Metals, J. Inst. Light Metals, J. J. Foundry Eng. Soc. Awards
Journal of Japan Inst. of Metals. Best paper award (1995) and (1999). Journal 
of the Japan Inst. of Light Metals. Best paper award (2010). Journal of Japan 
Foundry Engineering Society. Annual paper award (2009). Journal of Japan 
Inst. of Metals. metal photograph award.
Patents
Japan, US, EU, Canada patents relating to casting process.


