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　金属の溶融・凝固プロセスの研究開発は、数千年の長い歴史を持つがゆえに未解決の課題も多く、今
日においても日々急速に発展しています。いつの時代でも、金属の溶融・凝固プロセスは、社会的課題
解決のキーテクノロジーとしての責任を担っているといえます。
　最近の話題として、金属用3Dプリンターが挙げられます。また、生産現場では、IoT、AI、数値シミュレー
ション等の技術を駆使して、人間の経験・勘、実験に頼らず数値データにより最適製造条件を導き、適
切な制御により安定した製造を行っていることも着目すべき点です。いずれも従来の概念を大きく変え
る可能性を秘めており、金属の溶融・凝固プロセスの研究は、新たな展開の時期に来ているといえます。
一方で、実験技術、分析技術開発もめざましく、少し前まで不可能であった高度な観察も実現できるよ
うになりました。これにより、従来の生産プロセスがさらに科学的に解明されています。一方で、エネ
ルギー、輸送機器分野での環境負荷低減、省エネルギー化、および安全性の向上を実現する新規の合金
も次々に開発されています。新たな合金が開発されると、それに応じた生産プロセスの開発も必要にな
ります。単なる合金成分の調合だけでなく、溶解条件、凝固条件を最適化してミクロ組織を作りこんで
いく必要があります。本記事では、溶解・凝固プロセスに関わる動向の例と、他機関との共同研究によ
り進めている我々の研究室の取り組みを紹介します。
　最近、一般の人でもインターネットで図面を加工業者に送付すれば、金属用3Dプリンターで造形され
たものを入手できるサービスが普及しました。数年前には想像していなかったような3Dプリンターが、
一気に身近な道具になりました。金属用3Dプリンターの代表的な方法として、Selective Laser 
Melting （SLM）や Electron Beam Melting（EBM）が挙げられます。レーザーや電子ビームで金属
の粉末床に２D図形を描き溶融凝固後、その上に新たな粉末床を敷設し、次の２D図形を積層させていき、
最後に粉末を除去して造形体を取り出す方法です。技術が日々進歩し、複雑で精緻に形状の製品まで造
形できるようになってきましたが、機械を導入すれば誰でも造形できるというものではありません。金
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属を短時間の間に高温に加熱して溶解凝固させるため、膨張・収縮や、熱制御が造形品の質に大きく影
響します。しかしながら、実際にどのように溶解・凝固し、その後、どのように再加熱されるか、その
結果どのような結晶、残留応力状態になるかは、系統的に明らかにされていなく、これまでは実験、経
験に基づき検討されてきました。
　本研究室では、今後、さらに造形を高度化し、材質を向上させるために必要な溶融・凝固時の挙動の
解明と理論構築に取り組んでいます。まず、SLM における，粉末床の温度変化と溶融挙動、組織の関
係を調べています。今後、凝固条件や粉末の特性と、凝固組織の関係を明らかにしていきます。
　また、このような溶解・凝固挙動の検討、シミュレーション技術の向上には、液体状態での精確な物
性値データ・理論値、凝固のその場観察が必要です。しかしながら、液体金属の物性は、固体と比較し
未解明の点を多く残しています。これは、雰囲気・容器との反応、対流・沈降、内部の直接観察が困難
など実験の困難さによるものと、原子の運動が複雑になるための理論構築の困難さに起因しています。
近年、国際宇宙ステーション（ISS）利用実験や、放射光を利用したその場観察が可能になりました。
本研究室は、ISS などの微小重力環境を利用して、対流抑制下で輸送現象に関わる物性値測定（拡散係数、
ソーレ係数）を行っており、今後理論的検証を進めていきます。
　凝固のその場観察方法として、最近では、透過X線が利用されています。本研究グループでは、発泡ア
ルミニウムを作製する際の発泡挙動をその場で観察しています。発泡アルミニウムは、スポンジのような
構造をもつ金属で多機能軽量材料としての応用が期待されています。本研究グループでは、発泡剤 TiH2
の粉末が混ざったアルミニウム合金を半溶融温度まで加熱し、TiH2の分解により発生する H2ガスを取り
込ませたシャーベット状（固液共存）のアルミニウム合金をその場観察しました。初晶粒子が存在する半
溶融状態では、シャーベット状の膜が安定化し、微細な気孔を保つことができると明らかにしました。
　金属材料やその溶解・凝固プロセスの研究開発は、長い歴史の中で強固に確立された基礎的な技術と
理論を基に、情報技術、先端的実験技術を取り入れて、大きく飛躍しようとしています。今後、様々な
分野の叡智を結集させ、溶解・凝固プロセス発展させることにより、多くの社会的課題を克服すること
ができると考えています。
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「誰もわからないからやる」の研究者魂がもたらした
ブレイクスルー

Kuroda Kazuyuki
黒田一幸 ──学生時代はどんな研究をされていたのですか。

　無機と有機の両方をやりたくて、学部4年のときに「無機有機複合材
料の研究」をテーマとする加藤忠蔵先生の研究室に入りました。加藤先
生ご自身が、層状結晶である粘土鉱物の化学的処理を研究しておられ、
先生から「水ガラスと有機分子を使って、無機と有機の交互共重合体を
合成する」ことを卒業論文テーマとして頂きました。高分子の鎖の中に
無機と有機が交互に入っているものをつくるという、当時としては画期
的というか今でも十分テーマになる挑戦的なテーマでした。無機物質と
して水ガラスを使うように指示されたのですが、これがケイ酸塩との出
合いとなりました。
──無機と有機で高分子を合成することやケイ酸塩の面白さをもう少し
………。
　有機化学は炭素中心の化学で、炭素の周りは水素、酸素、窒素、硫黄
などですね。ところが、無機というのは周期表中のそれぞれの元素に個
性があって反応性も様々です。有機合成化学は大きく進展し、多くの反
応や方法論が知られており、非常に精緻な学問として発展を続けていま
す。無機の場合、錯体化学や固体化学など分野によって大きく異なりま
す。典型元素からなるケイ酸塩の話でよければ、高校でも習いますが水
ガラスと酸を混ぜると白濁して沈殿ができる。これを洗浄、乾燥させた
ものがシリカゲルです。結晶成長なども大事なプロセスですが、有機合
成の華麗な世界に比べると、地味ですね。ただケイ酸塩の化学は少し有
機合成に似ているところもあるように昔から思っていました。[SiO4]四
面体をメタン[CH4]のように基本構成単位に見立てて、それを結合させ
ていくという無機合成化学が創れるのではとずっと思い、実際にそのよ
うな考えでこの分野の発展に貢献できたと自負しています。

こうしてメソポーラス材料は生まれた

──黒田先生とい
えばメソポーラス
材料の先駆的発見者として世界的に有名ですが、どういった経緯で発見
に至ったのでしょうか。
　卒論のテーマが実際に実現できたのは修士、博士を経た1978～79年頃
でした。その後助手に採用して頂き、研究室全体のお世話もするようにな
りました。加藤先生のやってこられた層状結晶もやってみると奥が深く面
白い。層状粘土鉱物の層間にいろんなものを入れたり、層状物質そのもの
をリン酸ジルコニウムや層状複水酸化物など、他の物質でやってみたり、
層間に有機物を入れた積層型のハイブリッドをつくったりとか……。
　こうしていろいろとやり始めて１年半後、ブリティシュカウンシルの
奨学金の面接試験を通過して、アバディーン大学に留学できるようにな
りました。加藤先生は当時学部長になられたところで、超多忙になられ
ることが目にみえていました。私が一生懸命研究室をお支えしなければ
いけないところでしたが、結局は英国留学を認めてくださり、背中を押
して下さいました。こうして1980～81年、英国に留学しました。加藤
先生には本当に感謝しています。
　帰国して取り組んだテーマの一つが層状のシリカです。[SiO4]四面体
が連なった結晶性層状物質である層状ケイ酸塩です。これを出発物質と
して色々な機能物質を合成しようと様々な反応を繰り返していくうち
に、長鎖アルキル第四級アンモニウム塩との反応生成物が三次元構造を
持ち、焼成して有機分を除去すると、焼成物がメソ孔領域の規則的細孔
（細孔径2～ 4 nm）を有することを世界で初めて見出しました。それが
1988年（日本化学会春季年会）のことです。論文発表は紆余曲折があ
って1990年でした。当時、周りの反響はあまりなかったですね（現在
は被引用数が1300件を超えている）。唯一、面白いと言ってくれたのが
豊田中央研究所の福嶋喜章さんでした。その後同研究所の稲垣伸二さん

も加わり、共同で進めていって、
1992年にメソポーラスシリカ
FMS-16の合成を国際会議で発表
しています（論文は1993年）。一方、
米国モービル社でも開発が進めら
れ、分子鋳型法（テンプレート法）
によるメソポーラスシリカの合成が
1992年に発表されました。こちら
はNatureに掲載され世界的な話題
となり、その論文にわれわれの論

文も引用されていて、我々の業績も有名になった側面もあると思います。
　メソポーラスシリカの発明は、ゼオライトの細孔径の限界を打ち破る
ブレークスルーと言われました。ゼオライトは孔の大きさが２nm未満
（ミクロ孔）ですが、メソポーラスの孔はそれよりも大きく（メソ孔＝
２～ 50nm：触媒応用における多孔質物質のIUPAC(国際純正応用化学
連合)の規定、50nm超は「マクロ孔」）、いろんな用途の可能性があります。
疎水性親水性のコントロールや均一触媒の不均一化、社会的に注目され
るところではドラッグデリバリ―があります。シリカですから生体に安
全で、がん細胞などに直接届いて薬を放出することが可能です。また近
年、野菜室に「プラチナ触媒」と称した触媒を用いた冷蔵庫が商品化さ
れましたが、これは、メソポーラスシリカに白金触媒を入れると、野菜
から出るエチレンガスを分解できる特性を利用したものです。こちらは、
北大福岡教授らによる論文発表からわずか２年ほどで実用化されまし
た。メソポーラスシリカもすでに30年近い歴史がありますから、いろい
ろなケースで実用化に向けた研究が進んでいます。
　メソポーラス材料自体も様々に展開してきています。シリカの代わり
に金属や炭素を使うとか、有機物や錯体を用いるとか、孔もハニカムで
はなくて籠状とかジャイロイド構造もあります。今、「メソポーラス」と
いうキーワードで論文検索すると年間五千報以上出てきます。

研究は真剣に。でも深刻にならない
──黒田・下嶋・和田研究室の紹介に「無機合成化学・無機固体化学を
研究し、無機と有機の協同作用により精緻に制御された無機物質を合成」
とありますが、具体的に何をやっているのでしょうか。
　テーマは多岐に亘っています。個別にテーマをあげることは控えますが、
研究室に沢山人が居ますので、幅広く無機物質に関わることをやるように
しています。ただし、基本の一つには合成化学がありまして、私も一番好

きなことです。研究室では合成のスキルと、きちんと合成できているか
を解析できるスキルは必ず身につけさせたいと思い、努力しています。
勿論、研究が首尾よく進んだ場合の出口（応用）にも目配りし、学術と
応用の両面で研究の意義を周囲の人に説明できるように、と指導してい
ます。将来にわたって興味を持ち続けられるようにと願っています。
　研究者としての姿勢については、とにかく起点となる研究をしてほし
いと言っています。野依良治先生もよくおっしゃいますが、「わかって
いることを拡げる」よりも「誰もわかっていないことをやる」。つまり、
１を10にする研究よりもゼロを１にすることをやってほしいと思いま
す。一見ネガティブな結果にみえても、思いもかけない展開に繋がる可
能性もあります。
──今の学生に対して思うところがありますか。
　とにかく、みなさん優秀かつ熱心で、とても頼もしく思っています。
敢えて言えば、「果たしてこれでいいのか」という追求の気持ちを忘れ
ないでほしい。私たちの世代は、大学生は当然、高校生であっても社会
的な問題とか、生き方、働き方まで「これでいいのだろうか」という意
識を常に持っていました。私の受け止め方が表層的かもしれませんが、
今では「これだけやればいい、これだけ知っていればいい」に変わった
ような気がします。時代の流れかもしれませんが、私とすれば現状に満
足することなく、その先を考えるようにしてほしいと思います。
──ほかにアドバイスがありましたらお願いします。
　研究室ではいろんなことを言っています。たとえば「効率的に生きて
いくだけでなく、志を高く持て」「すべての事象、すべての経験には意
味がある」などなど。特に後者は、実験に失敗したとか、投稿論文が却
下されたとか、受け入れがたいネガティブなことほど受け入れて、次に
つながる活力にしてほしいという意味です。
　卒業研究で４年生が研究室に入った時に言う言葉ですが、「研究は真
剣に。でも深刻にならない」。卒論の研究テーマがなかなかうまく進ま
ずに深刻になる人がいます。特に周りが成功すれば焦ってしまいますね。
しかし、私たちスタッフからすれば、テーマが難しければ、ある意味、
できなくて当たり前。私自身、最初に述べたように卒論のときは全くお
手本の無い研究でもがき苦しみ、何をやっても成果ゼロ。修士論文も満
足のいく成果が得られず、博士課程の３年目でようやく一つ成功したく
らいですから。卒論では、真剣に取り組んでいるプロセスをわれわれは
重要視し、評価するのであって、結果だけを評価するわけではない。研
究を進めるうちに、「なぜできないのか」「こうすればいいのではないか」
といった考える力や工夫する力がついてくればとても嬉しいことす。
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層間に有機物を入れた積層型のハイブリッドをつくったりとか……。
　こうしていろいろとやり始めて１年半後、ブリティシュカウンシルの
奨学金の面接試験を通過して、アバディーン大学に留学できるようにな
りました。加藤先生は当時学部長になられたところで、超多忙になられ
ることが目にみえていました。私が一生懸命研究室をお支えしなければ
いけないところでしたが、結局は英国留学を認めてくださり、背中を押
して下さいました。こうして1980～81年、英国に留学しました。加藤
先生には本当に感謝しています。
　帰国して取り組んだテーマの一つが層状のシリカです。[SiO4]四面体
が連なった結晶性層状物質である層状ケイ酸塩です。これを出発物質と
して色々な機能物質を合成しようと様々な反応を繰り返していくうち
に、長鎖アルキル第四級アンモニウム塩との反応生成物が三次元構造を
持ち、焼成して有機分を除去すると、焼成物がメソ孔領域の規則的細孔
（細孔径2～ 4 nm）を有することを世界で初めて見出しました。それが
1988年（日本化学会春季年会）のことです。論文発表は紆余曲折があ
って1990年でした。当時、周りの反響はあまりなかったですね（現在
は被引用数が1300件を超えている）。唯一、面白いと言ってくれたのが
豊田中央研究所の福嶋喜章さんでした。その後同研究所の稲垣伸二さん

も加わり、共同で進めていって、
1992年にメソポーラスシリカ
FMS-16の合成を国際会議で発表
しています（論文は1993年）。一方、
米国モービル社でも開発が進めら
れ、分子鋳型法（テンプレート法）
によるメソポーラスシリカの合成が
1992年に発表されました。こちら
はNatureに掲載され世界的な話題
となり、その論文にわれわれの論

文も引用されていて、我々の業績も有名になった側面もあると思います。
　メソポーラスシリカの発明は、ゼオライトの細孔径の限界を打ち破る
ブレークスルーと言われました。ゼオライトは孔の大きさが２nm未満
（ミクロ孔）ですが、メソポーラスの孔はそれよりも大きく（メソ孔＝
２～ 50nm：触媒応用における多孔質物質のIUPAC(国際純正応用化学
連合)の規定、50nm超は「マクロ孔」）、いろんな用途の可能性があります。
疎水性親水性のコントロールや均一触媒の不均一化、社会的に注目され
るところではドラッグデリバリ―があります。シリカですから生体に安
全で、がん細胞などに直接届いて薬を放出することが可能です。また近
年、野菜室に「プラチナ触媒」と称した触媒を用いた冷蔵庫が商品化さ
れましたが、これは、メソポーラスシリカに白金触媒を入れると、野菜
から出るエチレンガスを分解できる特性を利用したものです。こちらは、
北大福岡教授らによる論文発表からわずか２年ほどで実用化されまし
た。メソポーラスシリカもすでに30年近い歴史がありますから、いろい
ろなケースで実用化に向けた研究が進んでいます。
　メソポーラス材料自体も様々に展開してきています。シリカの代わり
に金属や炭素を使うとか、有機物や錯体を用いるとか、孔もハニカムで
はなくて籠状とかジャイロイド構造もあります。今、「メソポーラス」と
いうキーワードで論文検索すると年間五千報以上出てきます。

研究は真剣に。でも深刻にならない
──黒田・下嶋・和田研究室の紹介に「無機合成化学・無機固体化学を
研究し、無機と有機の協同作用により精緻に制御された無機物質を合成」
とありますが、具体的に何をやっているのでしょうか。
　テーマは多岐に亘っています。個別にテーマをあげることは控えますが、
研究室に沢山人が居ますので、幅広く無機物質に関わることをやるように
しています。ただし、基本の一つには合成化学がありまして、私も一番好

きなことです。研究室では合成のスキルと、きちんと合成できているか
を解析できるスキルは必ず身につけさせたいと思い、努力しています。
勿論、研究が首尾よく進んだ場合の出口（応用）にも目配りし、学術と
応用の両面で研究の意義を周囲の人に説明できるように、と指導してい
ます。将来にわたって興味を持ち続けられるようにと願っています。
　研究者としての姿勢については、とにかく起点となる研究をしてほし
いと言っています。野依良治先生もよくおっしゃいますが、「わかって
いることを拡げる」よりも「誰もわかっていないことをやる」。つまり、
１を10にする研究よりもゼロを１にすることをやってほしいと思いま
す。一見ネガティブな結果にみえても、思いもかけない展開に繋がる可
能性もあります。
──今の学生に対して思うところがありますか。
　とにかく、みなさん優秀かつ熱心で、とても頼もしく思っています。
敢えて言えば、「果たしてこれでいいのか」という追求の気持ちを忘れ
ないでほしい。私たちの世代は、大学生は当然、高校生であっても社会
的な問題とか、生き方、働き方まで「これでいいのだろうか」という意
識を常に持っていました。私の受け止め方が表層的かもしれませんが、
今では「これだけやればいい、これだけ知っていればいい」に変わった
ような気がします。時代の流れかもしれませんが、私とすれば現状に満
足することなく、その先を考えるようにしてほしいと思います。
──ほかにアドバイスがありましたらお願いします。
　研究室ではいろんなことを言っています。たとえば「効率的に生きて
いくだけでなく、志を高く持て」「すべての事象、すべての経験には意
味がある」などなど。特に後者は、実験に失敗したとか、投稿論文が却
下されたとか、受け入れがたいネガティブなことほど受け入れて、次に
つながる活力にしてほしいという意味です。
　卒業研究で４年生が研究室に入った時に言う言葉ですが、「研究は真
剣に。でも深刻にならない」。卒論の研究テーマがなかなかうまく進ま
ずに深刻になる人がいます。特に周りが成功すれば焦ってしまいますね。
しかし、私たちスタッフからすれば、テーマが難しければ、ある意味、
できなくて当たり前。私自身、最初に述べたように卒論のときは全くお
手本の無い研究でもがき苦しみ、何をやっても成果ゼロ。修士論文も満
足のいく成果が得られず、博士課程の３年目でようやく一つ成功したく
らいですから。卒論では、真剣に取り組んでいるプロセスをわれわれは
重要視し、評価するのであって、結果だけを評価するわけではない。研
究を進めるうちに、「なぜできないのか」「こうすればいいのではないか」
といった考える力や工夫する力がついてくればとても嬉しいことす。

2017年度研究室集合写真
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オープンセミナー

教育プログラム

テーマ ：「次世代 EV、HEV、モーターサイクルの軽量化と小型高効率化のための最新の材料・成形加工・実装技術」

日　時：2017年10月20日（金）10：00 ～ 17：00
会　場：早稲田大学西早稲田キャンパス 63号館04・05会議室（東京都新宿区大久保３‒４‒１）

日　時：2017年11月24日（金）10：40～ 17：30
会　場：早稲田大学各務記念材料技術研究所 講演室（東京都新宿区西早稲田2-8-26）

発行：早稲田大学各務記念材料技術研究所　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-8-26　TEL：03-3203-4782　FAX：03-5286-3771　　
　　　E-MAIL：zaikenjimu@list.waseda.jp　　URL：http://www.waseda.jp/zaiken/index.html

ZAIKEN TODAY  No.11 September 2017

参加費：無料　　
定　員：150名（定員になり次第締め切らせていただきます）
申込締切日：10月13日（金）正午　
 （10月13日正午以降に参加ご希望の方は、直接会場へお越しください）　

教育基礎講座：『塑性加工（その進化と現状）』講座

千葉晃司氏（日産自動車車両要素技術開発本部）
橘内透氏（ヤマハモーターエレクトロニクス）
高橋良和氏（富士電機　早大客員上級研究員）
神谷有弘氏（デンソー）

岡根利光氏（産業技術総合研究所）
大場好一氏（シーメット）   永井康弘氏（群栄化学工業）
小岩井修二氏（コイワイ）

神戸洋史氏（日産自動車）
浦邊　寬氏（リョービ）

お問合せ先：早稲田大学各務記念材料技術研究所　オープンセミナー係　　〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-8-26　E-mail：zaikenjimu@list.waseda.jp

申込手続き：材研ホームページの申込みフォームにてお申し込みください。
 http://www.waseda.jp/zaiken/index.html

対象とする受講生：企業・大学などの技術者、研究者を優先させていただきます。
定　員：50名（先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。）
受講料：5,000円（資料代を含む）　　申込締切日：2017年11月17日（金）正午　　

お問合せ先：早稲田大学各務記念材料技術研究所　教育プログラム係
　　　　　　〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-8-26 　　E:mail:zaikenjimu@list.waseda.jp

申込手続き：早稲田大学各務記念材料技術研究所のHPの専用の申込みフォームからご応募ください。
 http://www.waseda.jp/zaiken/index.html

EV、HEVは高い燃費効率で市場に受け入れられている。一方、電動に
必要なデバイス群を車載するため、内燃機関のみよりも重量増加と格
納空間の増加が避けられない。従って制動距離や操縦安定性の観点か
ら車両の軽量化のニーズが高く、乗員スペースをより広く確保する為
にPCU等各種モジュールのコンパクト化が極めて強く求められている。
当該セミナーでは二輪の最新の軽量化技術や鋳造用鋳型３Dプリンタ技
術、車体用大型薄肉高圧ダイカスト技術も含めて、次世代自動車のエ
ンジン・パワートレイン・車体・PCU等の小型軽量化に関する材料お
よび成形技術、実装技術について第一線のエンジニアから講演を頂く。

早稲田大学各務記念材料技術研究所（旧鋳物研究所）では、これまでに「もの造り」に関連した教育プ
ログラムを長年にわたり展開して参りました。今年はこのプログラムが発足して22回目を迎えることに
なります。この節目の時にあたる今年の教育プログラムとして「塑性加工」を取り上げてみました。大
量生産の基礎であった「塑性加工」も進化をとげつつ、その中で数値シミュレーション技術や計測手法
も大きく進歩しております。また、「塑性加工」のIoT化が急速に進んでいます。例えば、サーボプレスで、
プレスモーションを詳細に設定すると、今まで不可能であったような加工ができるようになります。金
型などに高精度センサーを取り付け、インラインで不具合を見つける、金型寿命を予測するなどの技術
も急速に進められています。 ユーザー（海外も）の機械の稼働状況を、取り付けたセンサー情報をネット
で送信して製造元が集中管理することもあります。今回のテーマは斬新かつ挑戦的な課題です。講師陣
は第一線で活躍されている方々をお招きし、現状と今後の課題に関して講義して頂く予定です。今後の
研究・開発に役立てられること期待しております。

•車体の軽量化のための材料と加工法の選択の考え方（仮） 
•軽合金材料を活用した二輪スーパースポーツの軽量化技術開発（仮） 
•小型高効率車載用次世代 SiC パワーモジュールの開発（仮） 
•HEV PCUの小型・軽量化技術と将来動向（仮） 
•純国産砂型３Dプリンタの開発と鋳造事例の紹介
　1） 経産省＆NEDO TRAFAM 概要
　2） マシンスペックとバインダ技術の海外機種に対する優位性
　3） 砂型積層鋳型を用いた鋳造事例　シリンダヘッド・ターボ機器等
•アルミニウム合金高圧ダイカスト技術・他鋳造技術の高度化による車両軽量化（仮） 
　1） 世界的動向
　2） 車載事例と技術開発

藤川真一郎氏（日産自動車㈱）
堀江喜美雄氏（㈱アマダマシンツール）　　
高村正人氏（理化学研究所）　　
桑原利彦氏（東京農工大学）
吉田一也氏（東海大学）

•塑性加工に関する話題提供（１） 
•塑性加工に関する話題提供（２） 
•塑性加工に関する話題提供（３） 
•塑性加工に関する話題提供（４） 
•塑性加工に関する最近の傾向


