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材料講座

対 象 者
受  講  日
会　　場
申込期間

受講時間

定　　員

受  講  料

県内の機械関連企業で働く開発及び設計の技術者
2021年７月１日(木)・７月８日(木)
NICOテクノプラザ
2021年４月１日(木)から2021年４月23日(金)まで

専門Ⅰ＜開発設計＞コースの中から材料に関する講座を受講できます。
設計部門の中堅技術者向けに、開発設計において必要となる材料に関する知識の習得
を目指します。

10時間(2日)

10名

20,000 円
テキスト代、消費税含む

¥

ＣＡＥ
フォローアップ
講座

対 象 者

受  講  日

会　　場
講　　師

申込期間

受講時間

定　　員

受  講  料

県内の機械関連企業で働く方で、CAE(構造解析)を
業務で用いている方
CAEを業務で1年以上使用している方、もしくは長岡
モノづくりアカデミーCAEコースを過去に受講した方
2021年６月２日(水)・ ８月４日(水)・
　　　10月６日(水)・12月１日(水)
新潟県工業技術総合研究所　県央技術支援センター
新潟県工業技術総合研究所　県央技術支援センター
主任研究員　櫻井　貴文
2021年４月１日(木)から2021年４月23日(金)まで

CAE(構造解析)における計算設定や結果分析手法について、理論と実践的なテクニッ
クの習得を目指し、より一層活用するための勘所について解説します。

20時間(4日)

10名

20,000 円
テキスト代、消費税含む

¥

カリキュラム
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カリキュラム
講 座／講 師 日時 会場時間数

長岡技術科学大学 機械創造工学専攻 教授

なんこう

NICO
テクノプラザ

2.5

2.5

2.5

2.5

南口　誠

長岡工業高等専門学校 機械工学科 教授 
青柳　成俊

  7月  1日(木) 

  7月  8日(木) 

新潟県工業技術総合研究所 中越技術支援センター 専門研究員
斎藤　雄治

鉄鋼材料 －基礎から応用まで－

非鉄金属材料 －基礎と材料選択－

金属の表面改質 －現場から－

材料トラブル事例から学ぶ対処方法

［講師］

［講師］

長岡電子㈱ 取締役 製造本部長
細貝　和史［講師］

［講師］

9:30～12:00

13:30～16:00

9:30～12:00

13:30～16:00

01
02
03
04

講 　　座 日時 会場時間数

県央技術
支援センター

5.0

5.0

5.0

5.0

オリエンテーション

※説明に使用するソフトウェアはANSYS Workbench、LS-DYNA、SOLIDWORKS Simulation を予定しています。

※各講座の概要については、専門Ⅰ＜開発設計＞コース(９～ 11ページ)を参照

  6月  2日(水) 

  6月  2日(水) 

  8月  4日(水) 

10月  6日(水) 

12月  1日(水)

構造解析におけるモジュール選択

応力の評価方法

高効率なCAE運用方法

実際の製品に対する計算事例の紹介

  9:30～  9:50

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00
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講 師ねらい

内 容

講 師

長岡工業高等専門学校
機械工学科　教授

青柳　成俊

非鉄金属材料　－基礎と材料選択－

材料の組織と特性を理解し、機械設計に活かすための材料選択、材
料の加工や使用環境で生じる素材の問題について考えます。

本講義では、非鉄金属材料の中の軽金属に焦点をあて、金属の組織と性質、材料選択の基準とその考え方を説
明します。軽金属分野の研究事例も紹介します。

１．金属の組織と基本的性質
　　(１)結晶と金属組織
　　(２)材料特性と熱処理
　　(３)加工技術と材料選択
２．材料設計のケーススタディと演習
３．軽金属の研究事例

05

長岡電子㈱
取締役　製造本部長

細貝　和史

金属の表面改質　－現場から－

設計者は熱処理、表面改質を特殊工程と考えず、ものづくり全体の
流れのなかに位置づける発想が大事です。手段の選択で材料、加工
手順及びコストが変わることを理解し、業務に役立てます。

金属熱処理や表面改質は専業化されており、その設備や作業に接する機会が少ないせいか、新しい情報やもっ
と有利な使い方があるのに旧来の技術で設計されていることが多く見受けられます。
本講義では、金属熱処理にかかわる表面改質方法の紹介と、実際には何を基準に処理方法を選択するか実例を
挙げて解説します。金属材料は熱処理をすることで様々な特性が出ます。

１．表面改質の種類
２．実際の熱処理各種
３．表面改質の優位性と注意
４．熱処理品の検査

06

ねらい

内 容

講 師ねらい

内 容

講 師

㈱プラーナー
代表取締役社長

栗山　晃治

公差設計･解析

多くの設計方法の中でも、設計者にとって基本中の基本である｢公
差設計｣について解説し、製品仕様と製造(部品･組立)条件及びトー
タルコストを考慮したバランス感覚に基づいた｢公差｣の設定と｢解
析｣の実際について、正しい理論に基づいて習得します。

簡単な演習を交えながら、公差の考え方や公差の計算方法・評価など、公差設計･解析の基礎知識を身につけま
す。

１．公差とは
２．公差設計概要
３．公差のつけ方について
４．工程能力指数
５．公差設計演習(基礎)

03

長岡技術科学大学
機械創造工学専攻　教授

南口　誠

鉄鋼材料　－基礎から応用まで－

最も利用されている機械材料である鉄鋼材料の基礎知識を深め、機
械設計に結びつける足がかりとします。

鉄鋼材料の特性を理解して応用するため、金属材料の変形機構、状態図と合金元素の役割、熱処理の基礎を習
得します｡
鉄鋼材料は機械材料のうち最も基本的な材料であり、近年では最も利用されている材料です。現在においても
最も重要な機械材料といえるでしょう。鉄鋼材料の歴史は古いことは言うまでもありませんが、同時に、新し
い合金鋼が開発されている先端材料でもあります。また、現在では極めて多様な合金鋼が利用されています。
それらの全てを網羅することは困難ですので、変形機構･状態図･合金元素の効果･熱処理の基礎を学び、いくつ
かの実用材料でどのように設計されているかを説明します。また、最近、長岡技術科学大学で行っている古代
製鉄を紹介します。

１．原子からなる金属
２．金属の変形
３．合金を理解するための状態図
４．合金元素の効果
５．鋼の熱処理
６．事例解説

04

ねらい

内 容

なんこう
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講 師ねらい

内 容

講 師

新潟大学
自然科学系(工学部)　教授

新田　勇

トライボロジーの基礎と接触面の観察

機械の安定動作のためには、しゅう動面の摩擦低減は必要不可欠で
す。本講義では、摩擦がなぜ生じるのか、その低減方法などについ
て理解を深めます。

トライボロジーは、日本語では｢摩擦学｣と訳され、摩擦、摩耗及び潤滑をひとまとめにした学問分野です。
機械工学は、学ぶべき科目が多い学問分野と言えます。いわゆる｢４力｣である材料力学、機械力学、熱力学及
び水力学を基礎として、機械材料や機械製作方法等を勉強します。これらの知識を使って機械を設計すること
になりますが、このようにして製作された機械は必ずしも予想した性能を満足するとは限りません。それは、
摩擦や摩耗の知識が欠如しているために、しゅう動部分に対して適切な潤滑方法の決定や材料選択ができない
からです。
本講義では、"なぜ摩擦が生じるのか"などのトライボロジーの基礎を習得するとともに、トライボロジーの応
用例を概観します。また、摩擦などを解析する上で有効な接触面の観察方法について最近のトピックスを交え
て解説します。

１．トライボロジーの基礎(摩擦の原因、潤滑の原理)
２．トライボロジーの応用例
３．広視野レーザ顕微鏡を用いた接触面観察の話

09

長岡工業高等専門学校
機械工学科　准教授

金子　健正

特殊加工 －レーザービーム加工と放電加工－

もの作りにおける各種加工方法のうち、エネルギービーム加工と放
電加工について解説し、非接触加工に関する知識を深めます。

レーザービーム加工は、レーザー光を集束して得られる高エネルギー密度を利用して、金属をはじめプラス
チック、ガラス、木材、紙などの多様な材料を対象とし、切断･穴あけ･溶接･焼入れなど広範囲な用途に用い
られています。近年では紫外線域の短波長レーザー光や超短波パルスレーザー光も利用され、ミクロンオー
ダーの加工も可能です。ミクロンサイズの微細加工では熱損傷を回避して、切断･穴あけ･マーキングなどを行
う必要がありますが、超短波パルスレーザーなら熱損傷が起きる前に材料の結合を壊して原子化するため、低
温で加工を行うことが可能です。

放電加工は、電極と被加工物との間に短い周期で繰り返されるアーク放電によって被加工物表面の一部を除去
する機械加工の方法であり、主として、従来の機械加工技術では加工が難しい硬い金属に適用されます。金型
の製作や精密部品加工のために広く用いられ、特に複雑形状、微細深穴、深溝など切削・研削加工が困難な場
合に有効な加工方法です。

本講義では、これらのレーザービーム加工と放電加工について、その原理と最近の動向について説明します。

10

ねらい

内 容

講 師ねらい

内 容

講 師

新潟県工業技術総合研究所
中越技術支援センター　専門研究員

斎藤　雄治

材料トラブル事例から学ぶ対処方法

主に鉄鋼材料で作られた製品･部品の破損や腐食等のトラブルの原
因究明のための対処方法や必要な知識を学び、設計製造力等の向上
をはかります。

よくある金属材料のトラブルを紹介しながら、原因究明に必要な知識、試験機器、着目点等について解説しま
す。さらに、実際のトラブル事例を使って、実務的な視点で事例研究をします。

１．よく持ち込まれるトラブル
２．電子顕微鏡による破断面の見方
３．鉄鋼材料の金属組織の見方
４．原因究明に使用する試験機器
５．実際のトラブル事例から学ぶ

07

長岡技術科学大学
機械創造工学専攻　教授

太田　浩之

転がり軸受の設計

転がり軸受は、回転機械を支える重要な機械要素です。最近の技術
動向を交えながら転がり軸受の種類、用途、精度、寿命計算の方法
及び転がり軸受を使用した機械の設計方法などの理解を深めます。

近年、高精度化、静粛化、ロングライフ化が進んでいる｢転がり軸受｣の現状を概観するとともに、転がり軸受
を用いた機械の設計方法を習得します。
｢転がり軸受｣は、安価で使いやすく便利であるため、広く用いられています。近年、より高精度、静粛、更に
はロングライフ化された高度な転がり軸受が種々開発されています。
本講義では、以下のポイントに絞り｢転がり軸受｣の概略及び転がり軸受を使用した機械の設計方法について解
説します。
　
　１．｢転がり軸受｣の用途
　２．｢転がり軸受｣の生産量と製造プロセス
　３．｢転がり軸受｣に関する最新技術
　　　(１)セラミック軸受、DLC軸受
　　　(２)ポリマー潤滑剤を封入した転がり軸受･転がり案内
　４．｢転がり軸受｣を使用した機械の設計

08

ねらい

内 容
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