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東北大学大学院工学研究科ACSセンター（安斎研究室）の産官学新連携マップ図 

東北大学とのサポイン＆コンソ企業 
①水沢工業  ②筑波ダイカスト③岩機ダイカスト工業 
④東京理化工業所 ⑤テラダイ  ⑥タナサワ電波工業 
⑦フジミ  ⑧モリ山技研 ⑨ティミス ⑩小林合金 
⑪ナノキャスト  ⑫ ★テラダイ産学共同研究センター 
(1) ★産業技術総合研究所 
(2)東北経済産業局 (3)関東経済産業局 
(4)中部経済産業局 (5)近畿経済産業局  

   

 
 

 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

東北大学工学研究科ACSセンター（安斎研究室） 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻青葉6-6-11 10F 1007室  TEL 022-795-7348   

★金属加工技術協会   

東北大学との連携企業 

 

★東北大学ACSセンター 

平成23年10月4日， 東北大学大学院工学研究科 総合研究棟

鋳造・鍛造・加工技術の新連携 東日本大震災復興プロジェクト開所式

2006 東北コンソ（東北経済産業局）
東北大、産総研、ナノキャスト 、水沢工業、筑波ダイカスト、

フジミ、東京理化

2007中部サポイン （中部経済産業局）
東北大、産総研、ナノキャスト、モリ山技研

2009関東サポイン （関東経済産業局）
東北大、産総研、タナサワ電波工業

2009東北サポイン （東北経済産業局）
東北大、産総研、水沢工業

2010東北サポイン （東北経済産業局）
東北大、岩機ダイカスト工業

2010関東サポイン （関東経済産業局）
東北大、テラダイ

2010近畿サポイン （近畿経済産業局）
東北大、ティミス、小林合金

2011 東日本大震災復興プロジェクト
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東北大学大学院工学研究科ACSセンター（安斎研究室）の産官学新連携マップ図 

プロジェクト名 参加企業 予算 
1992年～ 

1998年 
1998年～ 2006 2007 2008 2009年 2010年 2011 2012 

鋳造 CAE 研究会 トヨタ・日産ほか 37 社  
Stefan 

研究会 

AdStefan 

商品販売 

東 北 大 学

TLO 第１号 

    
文部科学 

大臣賞 
  

半凝固鋳造技術 岩機ダイカストほか 150社       

日本鋳造工学会・ 

技術賞 

素形材産業技術賞

奨励賞  

   

東北経済産業局 

東北コンソーシアム 

PL 東北大、SL ナノキャスト、産総研、

東京理化、フジミ、水沢工業、 

筑波ダイカスト 

１億円          

中部経済産業局・ 

中部サポイン 

PL モリ山技研、SLナノキャスト、 

東北大、産総研 
１億円          

関東経済産業局・ 

関東サポイン 

PL タナサワ電波工業、SL東北大、 

産総研、旭製作所 
0.5 億円          

東北経済産業局・ 

東北サポイン 
PL 水沢工業、SL 東北大、産総研 １億円          

近畿経済産業局 

近畿サポイン 
PL ティミス、SL 小林合金、東北大 １億円          

関東経済産業局・ 

関東サポイン 
PL テラダイ、SL 東北大 １億円          

東北経済産業局・ 

東北サポイン 

PL 岩機ダイカスト工業、SL 東北大、

日本ダイカスト技術研究所 
１億円          

東日本大震災復興プロジェクト 東北大学、金属加工技術協会           

関東経済産業局 先端技

術実証・評価設備等事業 

東北大学、早稲田大学、産総研、 

コイワイ 
2.4 億円          

関東経済産業局 先端技

術実証・評価設備等事業 
東北大学、テラダイ 1.4 億円          

 

AdStefanユーザー会 210社 

東北大学工学研究科ACSセンター（安斎研究室） 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻青葉6-6-11 10F 1007室  TEL 022-795-7348   
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東北大学大学院工学研究科ACSセンター（安斎研究室）の産官学新連携マップ図 

『ADSTEFAN / CASTING ・ SOLUTIONセンター』

■設立の目的■
東北大学大学院工学研究科内に開設した「ADSTEFAN / CASTING SOLUTION センター」を通して
産学連携によるダイカスト分野でのソフトからハードまでのトータルソリューションを展開する。

東北大学大学院に共同研究室開設： 2010/4/1 ～

ＡＤＳＴＥＦＡＮは第８回産学官連携功労者表彰に
おいて文部科学大臣賞を受賞しました。

㈱日本ダイカスト技術研究所（Ｃ19ブース） との共同研究概要

（１）無孔性電動駆動式ダイカスト鋳造「まなぶ君」の開発

（２）半凝固溶湯成型の開発

①半凝固生成設備の開発（安価、操作簡単）

②生産性向上設備の開発（コストダウン）

（３）半凝固製品生産および半凝固設備開発支援

（４）鋳造射出制御の開発

①全電動サーボ駆動制御による、射出条件の研究（最適射出制御）

②全電動サーボ駆動制御と湯流れ解析ソフト融合制御開発

③金型温度制御による射出条件の研究

（５）鋳造成型機開発

・鋳/鍛造機、砂型鋳造機、湯口切断等、一連の生産ｼｽﾃﾑ全電動化開発

設 立 2010年4月1日

所在地 東北大学大学院工学研究科

〒980-8579 仙台市青葉区荒巻青葉6-6-02 A棟４F411室 TEL 022-795-3780

（仙台市青葉区荒巻青葉6-6-11 10F 1009室 安斎研究室 TEL 022-795-7348）

推進活動

の内容

茨城日立情報サービス㈱ADSTEFANセンタおよび㈱日本ダイカスト技術研究所

との共同研究を通し、ソフトからハードまでのトータルソリューションを展開する。

①ADSTEFANを通してソフト面からの鋳造技術指導をおこなう。

②革新的鋳造技術を通してハード面からの鋳造技術指導をおこなう。

③産官学連携による国プロの推進をおこない、革新的鋳造技術を確立する。

茨城日立情報サービス㈱との共同研究概要

（１）ADSTEFAN製品優位性の向上と次世代技術への展開

①ACSセンタによるADSTEFANの改良および新機能開発の研究指導

②小型ダイカストマシンとの連携推進

（２）ADSTEFAN活用技術の普及促進

①ADSTEFANの活用推進と普及活動の促進

②コンサルティング技術の向上

・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ分析力、鋳造方案改善指導力

（３）ADSTEFANトータルサポートサービスの向上

東北大学工学研究科ACSセンター（安斎研究室） 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻青葉6-6-11 10F 1007室  TEL 022-795-7348   



自動車用エンジン 

半凝固プロセスによるエンジンブロック
（水冷ジャケット中子入り）（ホンダ） 

Ｖ６エンジンブロックと組み立て砂中子（日産） （財）素形材センター発行「素形材」より 



ダイカスト業界の動向 ： 自動車の軽量化 

軽量化達成のための自動車の足回り部品を鋳鉄からアルミへ置換の条件  
       ⇒ 引張強度280MPa 伸び10% 疲労強度130MPa   
       ⇒ 現在のダイカスト年間生産量100万トンが２倍となる（自動車工業会発表記事） 

足まわりは60kgの重量削減可能。 
足回りの軽量化は、燃費に一番効果があり、 
足まわりを1kg軽量化すると ボディを15kg軽量化 
したことと同等となる。 
 
アーム＆ナックルの市場予測（セルシオのみで予測） 
アーム＆ナックル部品生産重量 ＝ ３６００トン/年 

★年間生産量 自動車部品重要部品への置換  

 １００万トンの２０％    ⇒ ２０万トン 

 ２０万トン×５０万円/トン ＝ １０００億円 



サポイン 

各種ダイカスト法の開発経過と残存ガス量の変遷 1) 
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開発品の機械的性質(自動車部品；アーム） 

 

半凝固スラリー生成システム 

100μm 

半凝固ダイカスト 

58μm 

(開発品） 

 

半溶融ダイカスト 

103μm 

金属組織比較 

搬送ロボット
給湯機

ナノキャスト
（H-NCM)

スラリ製造装置

保持炉

ｽﾗﾘ装置へ

成形機より

1

成形機

3

2

成形機へ

清掃スプレイ装置

冷却・洗浄

ｽﾌﾟﾚｲ

4

5

6

加熱

搬送ロボット
給湯機

ナノキャスト
（H-NCM)

スラリ製造装置

保持炉

ｽﾗﾘ装置へ

成形機より

1

成形機

3

成形機

3

2

成形機へ

清掃スプレイ装置

冷却・洗浄

ｽﾌﾟﾚｲ

4

5

6
4

5

6

加熱

引張強さ   305MPa 

耐力      225MPa 

伸び       15.6% 



安斎研の鋳造技術を用いた燃料電池・金属セパレータの開発
（関東経済産業局  テラダイと東北大の産学連携事業） 

安斎研の鋳造技術を用いた小型風力発電・風車筐体の開発
（中部経済産業局  モリ山技研と東北大の産学連携事業） 



 安斎研の鋳造技術を用いた風鈴の開発 
（香川ダイカストと東北大の産学連携事業） 





    
 
2006年10月17日(火)   ゲージデザイン  
 
 
ＥＬＤＩＫ ＰＲＯＴＯＴＹＰＥパター。 
 
２００３年に片山晋呉選手がカシオワールドオープンで使用し始めて感じが良かったと言ったことが火をつけた 
 
まさにＴ字パターが流行り出した先駆けとなりました。 
 
基本的には２ボールパターと同じ原理で引きやすく出しやすいオートマチックなパターです。 
 
アルミブロック１ピース削り出しでＳＳ３０３ウェイトを装着しています。 
 
アルミを採用したヘッドはナノキャスト製法によりプロトタイプ以上の深い重心深度と大きい慣性モーメントを実
現しています。 
 
心地よくまっすぐストロークでき、狙ったラインに思い通りに乗せられる安心感を提供しています。 
 
Ｔ字はピン型のオーソドックスなタイプにバックフェース側にラインに沿って引くことが出来る長方形の物が付
いています。 
 
２００３年の発売以来、ゴルフパートナーでもなかなかの人気商品です。 
 

http://www.gdoshop.com/gdoshop/ex/prdlist/do/ldp/10/mak/1043
http://www.golfdigest.co.jp/news/pro_profile/jgt/s_katayama.asp
http://www.gdoshop.com/gdoshop/ex/prdlist/do/ldp/10/mak/1030

