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序 

 
 日本鋳造工学会東海支部の鋳鉄鋳物に関する研究部会の歴史は、昭和 26(1951)年

に発足した「鋳物砂研究会」、昭和 29(1954)年に発足した「溶解研究会」および昭和

33(1958)年発足の「CO２プロセス研究会」に遡ることができる。ただし、これらの部会

は本部「鋳物砂部会」に発展・改組されたり、その役割を終えて解散したりした。 

 昭和 41(1966)年に再び支部研究会設置の気運が高まり、同年 9 月に西成基先生を

委員長とする「鋳鉄研究会」(昭和 46 年「鋳鉄研究部会」に改称)が発足した。鋳鉄研

究部会は、平成 15(2003)年 3 月までに 151 回の部会を開催した。この間、平成 7年 3

月発行の「現場技術改善事例集」まで、合計 6冊の部会報告書を発行してきた。 

一方、昭和 52(1977)年に太田英明先生を部会長とする「砂型研究部会」が設置され

た。ただし、昭和 55(1980)年に有機鋳型研究部会の分離独立に伴って、無機砂型研究

部会に改称された。その後、再び両研究部会が平成 2(1990)年に合同し、新たに砂型

研究部会が始動した。新砂型研究部会は、平成 2年から平成 15 年 3 月までに 51 回の

部会を開催した。昭和 52 年の発足以降、「生型砂の管理の現状(Ⅱ)」(平成 10 年 11

月発行)を含めて３冊の部会報告書を発行してきた。 

現「鋳鉄鋳物研究部会」は、これら２つの歴史ある研究部会が平成 15(2003)年 4 月

に合同し、今日に至っている。本研究部会は、青山正治研究部会長、西尾敏幸幹事、

阪口康司委員を中心に運営されており、このたび研究部会報告書として「鋳鉄鋳物の

製造と生型砂管理の現況」を刊行する運びとなった。 

本報告書は、東海地方の鋳物工場にアンケートをお願いし、鋳物工場における鋳鉄

鋳物の製造と生型砂の管理などの現況を調査したものである。また、掲載した「生型

砂試験法の手引き＊」は、我が国の生型砂に関する試験規格などを集約し、日本鋳造

工学会東海支部砂型研究部会試験法(TJFS)として定めたものである。本報告書は、鋳

鉄鋳物製造の現況を把握していただくためには貴重な調査資料集となるものと思わ

れ、鋳鉄鋳物の製造に従事する鋳造技術者や管理者の参考になれば、嬉しく思います。 

最後に、本報告書の発刊に際して、貴重な資料を快くご提供下さった関係企業の皆

様に、心よりお礼申し上げます。 

 

平成 19 年 3 月 

日本鋳造工学会東海支部 

支部長 恒川 好樹 

 

 

＊本手引きは、東海支部砂型研究部会にて平成 10 年に刊行した「生型砂の管理の現状(Ⅱ)」から一

部加筆して再掲したものである。 
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