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〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根8-21

Tel: 093-471-7789 Fax: 093-472-0124

E-mail:tosei@tobata-s.com

URL: http://www.tobata-s.com 

会社概要

銅・銅合金鋳造・接合・加工メーカー
（日本国内シェアNo.1高炉用純銅部材メーカー）

商 号 株式会社戸畑製作所

代表者 取締役社長 松本和朗

創 立 1948年2月1日

資本金 3,500万円

従業員 130人

主力製品 非鉄金属鋳造・溶接・加工

高炉部材・・・銅の高い熱伝導性を生かした水冷構造

送風羽口
（純銅鋳物）

銅ステーブ
（溶接構造）

鋳造加工 溶接

雰囲気>2000℃において使用

主な取引先

海外高炉メーカー
・中国鋼鉄
・BlueScope Steel

・AHMSA

国内高炉メーカー
・新日鐵住金
・JFEスチール
・神戸製鋼所
・日新製鋼
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鋳造

高炉部品

送風羽口

転炉部品

ランスノズル

高い熱伝導性を生かし、高熱負荷部位
（>2000℃）で使用

純銅鋳物

銅合金鋳物

耐食性・摺動性を生かし、
船舶・機械部品等で使用

カップリングスリッパー
（圧延機）

プロペラキャップ
（船舶）
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加工・溶接

高炉部品

銅ステーブ

加工

高い熱伝導性を生かすため
⇒機械加工 × 高純度銅溶接による構造

製品の大型化に合わせ、
加工機械を大型化

加工寸法：2000W×4000L

加工

溶接

非鉄溶接・製缶・加工の組合わせ
→多種多様な素材・形状
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拡散接合・製缶

拡散接合

「接合面の清浄化」「高真空あるいは不活性雰囲気」「再結
晶温度以上に加熱」することにより、比較的低い圧力で原
子間の相互拡散を促進させることで接合する、接合方法

チタン製タンク

非鉄溶接・製缶・加工の組合わせ

多種多様な素材・形状

チタン製
プレハブ配管

チタン溶解用
モールド

製缶拡散接合

Steel SUS Cu Ni Ti Co Al

Steel ● ● ● ● ● ●

SUS ● ● ● ● ● ●

Cu ● ● ● ● ● ● ●

Ni ● ● ● ● ● ● ●

Ti ● ● ● ● ● ● ●

Co ● ● ● ●

Al ● ● ● ● ● ●

Cu – Al

Ti – Cu
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マグネシウムとは① 長所

① 実用構造金属材料中で最軽量 ⇒比重は1.74、Al(2.7)の2/3、Fe(7.8)の1/4程度

② 良好な放熱性 ⇒熱伝導性は150W/m・Kと優良で機器内部の熱を効率的に発散

③ 安定した電磁シールド性 ⇒30～200MHz域で90～100dBのシールド効果

④ 優れた振動吸収性 ⇒振動吸収により製品ロングライフ化、騒音低減に寄与

⑤ 豊富な埋蔵資源 ⇒クラーク数8番。地殻にも海水にも豊富に含まれる

http://www.nc-net.or.jp/knowledge/kouza/Course/370/ より抜粋

機能材料として

⑥ 電池特性 ⇒空気電池（1次電池）として、輸送機器分野、非常用電源等で期待

⑦ 生体吸収性 ⇒Ca同様に体内必須元素かつ体内吸収性良好で、ステント等で期待
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マグネシウムとは② 短所

① 塑性加工性が悪い ⇒室温域では一般的なプレス加工や絞り加工がほぼ不可能

② 耐食性が悪い ⇒水、アルコール、酸と反応（セメント等、アルカリとの反応性は低い）

③ 燃えやすい ⇒特に粉体（危険物＜2mm）、発火時に水を加えると水素爆発。

実用化が阻害されている

優れた材料特性が生かされていない・・・
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難燃性マグネシウム合金とは①

 製造（鋳造・加工）時にフラックス（産廃発生）・不活性ガス（高温暖化係数）が不要
 製品・構造物としての発火温度が上昇するため、用途拡大が見込まれる

緻密な酸化膜により
・大気からの酸素供給
・Mgの蒸発
を防ぐ（難燃性）

発火温度の上昇（200℃～300℃）

Caを添加
・表面層においてCaが優先的に酸化
・MgO(多孔質)→CaO(緻密な酸化膜)
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難燃性マグネシウム合金とは②

（独）産業技術総合研究所九州センターの開発シーズ・知財
「カルシウム含有マグネシウム合金鋳造品の製造方法」特許-3318606

他2件（特許-3030338・特願2005-075473）

共同研究・技術移転

※技術移転先は計4社、事業継続企業は当社のみ

唯一の事業化企業（※）として研究開発・実用化を推進
 公的事業含む研究開発（合金開発・製造プロセス）を多数実施
 現状は月産数トンレベルでの製造・販売
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難燃性マグネシウム合金
Non-Combustible Magnesium Alloyノコマロイ®



事例①鉄道車両 ：内装部材

N700系新幹線 外観・内装
（写真：JR東海・西日本ホームページより）

W
a

ll

荷棚受け

高速鉄道車両での適用例世界初
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事例②航空機 ：FAA燃焼試験

Oil Burner Flammability Test  for Magnesium Alloy Seat Structure

試験条件
 試験片形状：6.35×38.10×508.0【mm3】
 バーナー温度：930-940℃
 試験方法：
・バーナー予熱（2分間）
・試験片加熱（4分間）・・・最低2分間は燃えないこと
→燃焼時は3分以内の自然鎮火であればOK

アメリカ連邦航空局（FAA：Federal Aviation Administration）策定の
マグネシウム部材用燃焼試験の合格基準をクリア（※）

※「経済産業省委託 平成26年度経済産業省 高機能JIS等整備事業 高機能JIS開発
難燃性、不燃性マグネシウム合金の特性評価方法に関するJIS開発」事業成果
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鋳造を軸とした研究開発の方針

鋳造方案・シミュレーション

非破壊検査合金開発

溶解・清浄化鋳型 鋳造

設計・解析 実機試験物性値取得

15

戸畑製作所はマグネシウムの分野・業界において

「鋳造素材メーカー」であり、「鋳物メーカー」でもある



産学官連携・公的資金による開発事例

年度 事業名・テーマ

H21.10

九州経済産業局 戦略的基盤技術高度化支援事業 （～H24.03）

「耐熱・難燃性マグネシウム合金鋳造によるパワートレイン耐熱部材の開発」
（株）戸畑製作所、（株）ダイハツメタル、九州大学、（独）産業技術総合研究所、福岡県工業技術センター

H23.07

北九州市中小企業技術開発振興助成金事業（~H24.03）

「難燃性マグネシウム合金の金型鋳造による高速鉄道車両用部材の開発」
（株）戸畑製作所

H25.04

NEDO イノベーション実用化ベンチャー支援事業（~H26.03）

「耐熱・難燃性マグネシウム合金の製造プロセス・品質評価技術開発」
（株）戸畑製作所、九州大学、（独）産業技術総合研究所、福岡県工業技術センター

H25.09

九州経済産業局 戦略的基盤技術高度化支援事業 （～H28.03）

「非常用電源としてのマグネシウム空気電池を実現する難燃性マグネシウム合金鋳造薄板に
よる革新的電極素材の開発」
（株）戸畑製作所、古河電池（株）、不二ライメタル（株）、（独）産業技術総合研究所

H25.11

経済産業省（H26年度よりNEDO） 革新的新構造材料等技術開発
「高強度マグネシウム材（押出材）の開発」（再委託）

「高強度難燃性マグネシウム合金ビレット製造技術開発」
不二ライトメタル（株）、（独）産業技術総合研究所、（株）戸畑製作所

H26.04

中小企業庁 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業（～H27.03）

「セミソリッド鋳造による易加工性・難燃性マグネシウム合金素材の開発」
（株）戸畑製作所、九州大学、（独）産業技術総合研究所

H26.06

（公財）北九州産業学術推進機構 中小企業産学官連携研究開発事業 （～H28.03）

「3Dプリンタを用いた革新的砂型造型工程による難燃性マグネシウム合金鋳造製品の開発」
（株）戸畑製作所、九州大学、福岡県工業技術センター
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H21-23サポイン事業「自動車エンジン部材」

鋳造方案・シミュレーション

非破壊検査合金開発

溶解・清浄化鋳型 鋳造

設計・解析 実機試験物性値取得

1.耐熱合金の開発

2.欠陥制御方法の確立 4.リサイクル技術の確立

低コスト

○合金開発
・高温強度特性の向上
⇒AC8A相当の物性値

○リターン材利用率の最大化
・溶湯清浄化技術

各テーマが相互に関連する

〇欠陥の発生
・引け巣発生臨界条件

〇検査方法
・X線CTの有効性

強度特性

振動・騒音低減耐摩擦摩耗

○分析技術の確立
・酸素量・不純物量管理基準

〇欠陥寸法
・しきい値の算出〇鋳造シミュレーション

・成形性（湯流れ）
・引け巣発生位置

耐焼付き
軽量化

3.形状最適設計

酸素・水素分析装置
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H25NEDO「製造プロセス・品質評価技術」

サポイン事業3年間の成果（開発合金鋳造材）

 製造プロセス技術の確立（実用化レベル、500kg溶解・鋳造炉での実証）
 品質評価技術の確立（非破壊検査による欠陥評価）

事業化に向けた課題：量産体制の構築・・・NEDO事業で実施

鋳造方案・シミュレーション

非破壊検査合金開発

溶解・清浄化鋳型 鋳造

設計・解析 実機試験物性値取得

非破壊検査棟新マグネシウム工場

金型鋳造機

500kg溶解炉・保持炉

X線CT装置（450kv）

フィルムスキャナ

フェイズドアレイ探傷機（超音波）
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安価な鋳造による薄板製造技術
の確立

マグネシウム空気電池負極材に
最適化した合金設計

H25-27サポイン事業「マグネシウム空気電池」

先行して実用化 http://www.furukawadenchi.co.jp/mgbox/index.htm

鋳造方案・シミュレーション

非破壊検査合金開発

溶解・清浄化鋳型 鋳造

設計・解析 実機試験物性値取得
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H26FAIS「3Dプリンタを用いた試作・評価」

鋳造方案・シミュレーション

非破壊検査合金開発

溶解・清浄化鋳型 鋳造

設計・解析 実機試験物性値取得

木型を作製 木型から
砂型を作製

砂型から
木型を取り出す

砂型完成

1~2週間 1日

1~2日 1日

1～2日②砂型の直接造型

木型＋砂型

①樹脂型＋砂型
株式会社ExOne

砂型用3Dプリンタ「S-Max」

http://www.exone.com/ja/materialization/systems/S-Max
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まとめ 弊社が提供出来る「モノ」「コト」

①難燃性マグネシウム合金

・鋳造素材（押出、鍛造、ダイカスト、射出成型、等）

・鋳造製品（金型・砂型鋳造）

②試作品・デジタルエンジニアリング

・解析（構造、熱、流体、力学、鋳造、等）

・試作（鋳造、溶接・接合、加工、等）

・非破壊検査（X線CT、UT、3次元測定機、等）

・その他
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