
2019年度熱処理大学のご案内

　　期　　日：2019年7月29日（月）～8月2日（金）
　　申込締切：2019年7月19日（金）
　　場　　所：東京工業大学西9号館ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ、南8号館他

当協会は毎年夏に“熱処理大学”を開校しております。この大学は以下の特徴をもち，そのカリキュラム
は，熱処理の基礎理論と熱処理現場が抱える諸問題を結びつけた集中的な講演と実習および
工場見学会から構成されており，受講された皆様から好評を頂いております。
1.新しい材料の知識を得ることができる。
2.講演と実習が一体となっており，熱処理の基礎を理解するのに最適です。
3.講演の内容は平易であり，理解することが容易である。
4.皆勤者には修了証書を授与する。

7月29日

（月）

　雰囲気熱処理 関東冶金工業（株）
  ― 熱処理雰囲気の原理原則を中心に ― 　　　　　神　田　輝　一

7月30日
（火）

富士電子工業（株）   　      
           中　井　靖　文

(一財)機械振興協会
　　　　　藤　塚　将　行

(地独)東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ
　　　　  中　村　　　勲

(地独)東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ
　  　　  中　村　　　勲

（株）IHI   　             　　　隠  善  厚  生

7月31日 高周波熱錬（株）  　　　 　 井 戸 原  　修
（水） 東京工業大学名誉教授 　松  尾　　　孝

丸本ストルアス（株） 　         
ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ販売（株）        
ｴﾌﾃｨｰｴｽ （株） (株)フューチュアテック

（株）マツザワ (株)ｱﾝﾄﾝﾊﾟｰﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

（株）山本科学工具研究社
　　　    山  本 　  卓

8月1日

（木）

 16：00～16：30 　修了式
見 8月2日 午前 　第一熱処理工業(株) (千葉)
学 （金） 午後 　未定

→太枠は実習です。班に分かれて行います。
・　講演会場→東京工業大学　西9号館2F理工学部・コラボレーションルーム
・　実習会場→東京工業大学　大岡山南8号館1階金属実験室、教室(別途地図参照)
・ 見学会につきましては、同業者の見学をお断りする場合がございます。御了承ください。
※雇用調整助成金制度について、受講証明書の発行や受講証明書への署名など対応いたします。

★協賛団体：日本金属熱処理工業会、(一財)素形材センター、(一社)日本金型工業会、 
　　(一社)日本塑性加工学会、(一社)日本鉄鋼協会、日本粉末冶金工業会、(一社)日本鍛造協会、
    (一社)日本工業炉協会、(一社)日本鋳鍛鋼会、(一社)表面技術協会、(一社)日本トライボロジー学会、
    (公社)日本鋳造工学会
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   熱処理品の硬さ測定実習　他

　熱処理における温度管理　

昼   食

温度測定と制御機器の取り扱い実習

　鋼材の簡易鑑別法　

　9：30～11：00 （株）チノー

鋼材の火花試験実習

 13:30～16：00
（株）チノー

昼   食

 11：10～12：40

（株）山本科学工具研究社      

　　　　  仲 摩 　   崇

2019年度　熱処理大学講演題目及び日程　
講演題目 講　　　師日　　　時

昼   食

　顕微鏡試験の実務　

15：10～16：40

東京工業大学 　  　 　 竹  山　雅  夫

(株) 新日鐵住金      山　﨑　真　吾

11：10～12：40

13：30～15：00

 9：30～12：30 　鋼の状態図と熱処理理論  

　構造用鋼の熱処理　

昼   食

     井上   幸一郎

     堀　　　　　哲

13：30～15：00

15：10～16：40 大同特殊鋼(株)

9：30～11：00

　真空熱処理

　工具鋼の熱処理　

　高周波熱処理　

　熱処理部品の硬さ測定の実務　

大同特殊鋼(株)



　　　２０１９年度熱処理大学   講演・実習の概要   

　　　　期　　日：２０１９年７月２９日(月)～８月２日(金)

　　　　場　　所：東京工業大学(西９号館２階コラボレーションルーム、南８号館金属実験室　他)

　　　　締　  切：２０１９年７月１９日(金)

７月２９日(月)

東京工業大学

                           　   　  竹山　雅夫

鉄は神様からの贈り物である。ほんの少し炭素を加えるだけで、また、ほんの少し熱処理を

工夫するだけで、その組織は様々に変化し、目的に適った特性を導き出すことができる。

その基本はFe-C系2元系状態図にある。本講演ではまずその状態図を理解し、

様々な性質を生み出す熱処理の原理について解説する。
　昼　食

(株) 新日鐵住金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山﨑　真吾

機械構造用鋼は種々の熱処理により様々な構造部品に調製されてその機能を発揮する。

最も基本的な熱処理素材である各種構造用鋼について、それぞれの用途と特徴を

紹介するとともに、代表的な熱処理作業について概説する。

大同特殊鋼(株)

                               　   井上   幸一郎

主に金型にされる工具鋼についてその種類と基本的な熱処理方法を解説する。

また，最近新しく開発されている熱処理特性が改善されたダイス鋼の特徴についても

紹介する。

７月３０日(火)

関東冶金工業（株）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 神田　輝一

熱処理の三大要素は温度、時間そして雰囲気である。雰囲気は抽象的であり直接視覚化できない。 

今回、熱処理に用いられる雰囲気の基礎を解説し、”雰囲気熱処理は酸素を制する事である”ことを

説明する。浸炭および窒化の雰囲気については概略のみに留める。

大同特殊鋼(株)

                               　   堀　　　　哲

真空熱処理を行う目的・効果および真空炉の代表的な形態・構成要素を紹介するとともに、

仕様決定時に押えておきたい注意点や真空炉を使いこなすために習得すべき知識を、

実例を交えて解説する。
　昼　食

富士電子工業（株）

　　　　　　　　　　　　　　 　　中井　靖文

高周波焼入れは、新しい加熱方法、ワークハンドリング及び、搬送装置との融合により部品の

ライン化に柔軟に対応することで進化拡大してきた。代表的な数種部品の加熱～冷却～搬送方法等、

実際の稼働状況を紹介し、またオーステナイト化から各種の急速冷却プロセスが組織、硬さに

及ぼす影響についても解説する。

(一財)機械振興協会

                                  藤塚　将行

金属材料の簡便かつ迅速な測定法である硬さ試験は、熱処理に関する評価や品質管理の有力な

手法として多用されている。本講演ではJIS に記載の硬さ試験法を中心に紹介し、

熱処理部品の硬さ測定の実務について解説を行う。

　高周波熱処理 13：30～15：00

 15：10～16：40

　鋼の状態図と熱処理理論　9：30～12：30

　雰囲気熱処理(熱処理雰囲気の原理原則を中心に）

 15：10～16：40

13：30～15：00 　構造用鋼の熱処理

　工具鋼の熱処理

 11：10～12：40 　真空熱処理 

　9：30～11：00

　熱処理部品の硬さ測定の実務



７月３１日(水)

(地独)東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ

　　 　　　　　　　　　　　　　　中村　　勲　　　 　　　 

鉄鋼材料の熱処理に伴う金属組織の基本的な部分から金属組織観察用試料の準備、

金属顕微鏡の取り扱いまでを説明する。後日の組織観察実習のための講演をとおして、

金属組織観察の必要性、利用方法、意義を解説する。
　昼　食

 12：00～16：35 　顕微鏡資料の作り方、顕微鏡の取り扱い方-実習- (地独)東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ 他

金属組織試験の実習を行う。実習では1人１個ずつのテストピースを使って、乾式研磨、琢磨、

エッチング、顕微鏡組織観察の工程を体験する。観察結果として、金属顕微鏡による組織写真を

撮影する。短時間ではあるが金属組織試験のすべての工程を体験できる実習である。

 12：00～16：35 　熱処理品の硬さ測定　-実習-   ｴﾌﾃｨｰｴｽ （株）　（株）マツザワ  他

硬さ試験機メーカー各社の硬さ試験機を用意し、実際に硬さ試験を操作体験し、 

ロックウェル硬さ、ビッカース硬さ、その他硬さ試験時に 必要な試験片準備から

試験操作及び特徴を理解する。

８月１日(木)

(株)チノー　　

　　　　　　　　　                仲摩    崇

・接触式温度計の代表である熱電対と測温抵抗体、及び非接触式温度計の代表である放射温度計

について、測定原理、種類・特徴、基本構成要素、使用上の注意点などを解説する。

・フィードバック制御の基本形である２位置動作、PID動作について簡単に説明する。

(株)山本科学工具研究社

　　　　　　　　　　　　　　　 　  山本　　卓

鋼材の種別を現場で直ちに判別できるか否かは、熱処理技術者にとって重要な技能であり、

簡単なグラインダー火花試験を行うことによって可能となる鋼種の鑑別法について、

火花の発生原理から観察方法までの概要をJISG0566「鋼の火花試験方法」に沿って解説する。
　昼　食

 13：30～16：00 　鋼材の火花試験　-実習- (株)山本科学工具研究社　　

鋼材のグラインダー火花による鑑別の、基礎レベルから中級レベル程度までを、

火花試験標準片45鋼種を用い標準火花試験ブースで実習を行い、火花試験の勘どころの

体得を目指します。

 13：30～16：00 　温度測定と制御機器の取り扱い　-実習- (株)チノー　　　　　　　　　　　　

・熱電対計測の基本であるゼーベック効果を体得し、応答性の問題について実演する。

・非接触で温度を測る放射温度計を実感し、解説する。

・簡易的な制御系で２位置動作、PID動作の比較、オートチューニングを実演する。

………太枠は実習です。班に分かれて行います。

※　実習・見学会の服装につきましては、平服(座学講演受講時と同じ)でかまいません
（必要物はこちらで揃えます）。
但し、サンダル履き・草履は不可等、安全に対し良識ある対応をお願いいたします。

  9：30～11：00

　鋼材の簡易鑑別法

　熱処理における温度管理

　顕微鏡試験の実務

 11：10～12：40

 9：30～11：00



東京工業大学(大岡山地区 MAP) 
●大岡山キャンパス 東京急行大井町線・目黒線 (大岡山駅下車徒歩 1 分) 

 

 

※ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑは、講演大会会場・ 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多目的ﾎｰﾙと同じﾌﾛｱｰです。 

★ 実習会場 

(７月３１日、８月１日) 

南８号館 

金属実験室 他 

★講演(座学)・修了式 会

場 

東京工業大学大学院 社

会理工学研究科 ｺﾗﾎﾞﾚｰ

ｼｮﾝﾙｰﾑ※ 


