
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 111 号  

  

■平成２８年度優秀省エネルギー機器表彰  

経済産業大臣賞 

 精度安定を実現した工作機械用電力制御システム 

 

 

■お知らせ 

 

 

日機連ではホームページを開設しておりますのでご利用下さい。 

http://www.jmf.or.jp/  （禁無断転載） 
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経済産業大臣賞 
精度安定を実現した工作機械用電力制御システム 

（ＥＣＯ ｓｕｉｔｅ） 

 
 

「ＥＣＯ ｓｕｉｔｅ」 
 

 
 開 発 物 語 

 

オークマ 株式会社 
 

（写真 1） ECO アイドルストップのプロセス 

（図 1） ECO 電力モニタ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回で３７回目を迎えた日機連｢優秀省エネルギー機器表彰制度｣。 優秀な省エネルギー機器を開

発、実用化に供することで、エネルギーの効率的利用の推進に貢献していると認められる｢者、企業、

団体｣に対し、賞を授与し表彰することで優秀な省エネルギー機器の普及を図り、省エネルギー機器の

開発を促進しよう、という制度です。 

平成２８年度は２１機器の応募があり、特に優秀と認められた９件の機器が選定されました。 

授与の内訳は、経済産業大臣賞１機器、資源エネルギー庁長官賞２機器、日機連会長賞６機器です。 

 

 

多くの周辺機器を搭載している工作機械。工作機械の精度を安定させるには加工前の準備、加工後の待

機といったアイドリングが必須で、2～3kW の電力を消費していました。 

アイドリング停止により大きな省エネ効果が見込まれることは業界では周知のことでしたが、搭載して

いる周辺機器が停止することで温度変化が生じ、工作機械の加工精度が安定しない、といった課題があり

ました。また、ユーザーにとっても加工精度安定は何よりも優先されるためアイドリングに対する省エネ

性や電力削減の意識は高くありませんでした。 

 

いわばトレードオフの関係にあった「電力削減と精度安定」の両立を実現し、更にはユーザーの省エネ

意識改革にも踏み込んだのが、今回、経済産業大臣賞を受賞したオークマ株式会社の「精度安定を実現

した工作機械用電力制御システム “ECO suite”」(写真 1、図 1 以後 “ECO suite” )です。 

1 カ月の電力消費を最大で 33%削減(横型マシニングセンタ・稼働率 80%)を達成しました。 

 

省エネ関連機能を統合した工作機械初となる省エネルギーシステム“ECO suite” は、平成 14年(2002

年)に同社が開発した熱変位を克服する画期的な制御技術「サーモフレンドリーコンセプト」を応用し

て生み出されました。 

このたび、かわら版では機器開発並びに実用化に向けて力を尽くされた方々の中から 5 名の方に、

開発にまつわるご苦労やエピソードとともに“ECO suite”誕生の背景となる「オークマのものづくり」

について伺いました。(写真 2) 

＊ 当該機器の概要は以下をクリック 

http://www.jmf.or.jp/content/files/syoene/2016nen/28ene01.pdf 

 

オークマ株式会社 
ＦＡシステム本部   ソフトウェア技術部 部長          矢 野 則 夫  さん 

ＦＡ開発部 次長              柴 田 知 宏  さん 

ソフトウェア技術部 旋盤ソフトウェア技術課 田 嶋 正 志  さん 
  技 術 本 部   研究開発部 主任技師                       神 戸 礼 士  さん 
               研究開発部 要素開発課                   曽我部英介 さん 

 

（写真 2）   後列左より 神戸さん、矢野さん、柴田さん 

前列左より 曽我部さん、田嶋さん 

http://www.jmf.or.jp/content/files/syoene/2016nen/28ene01.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 礎は「機電一体」、オークマの「オンリーワン技術」  

 

Ｑ：貴社はこれまでコア部品の自社開発や数々の「世界初」を創出された、と伺っています。その土台となって

いる「オンリーワン技術」の歩みについてお話頂けますか。 

矢野さん： 

 弊社の創業は、明治 31 年(1898 年)です。開発の始まりは、創業者・大隈榮一が製造した「製麺機」

に遡ります。お客様からの苦言を糧とした榮一。柔らかい麺を高速できれいに切る･･･そんな機械を作

るには、精度の良いロール溝を作る機械が必要でしたが、当時、榮一の意に叶う機械はありませんで

した。 

･････「世の中になければ自分で作る」･････ 

 情熱を傾けて開発したこの製麺用ロール溝を加工する機械こそが、弊社が工作機械を手がける原点

となった旋盤でした。 

 

 以後、工作機械メーカとして歩んできた弊社の開発の歴史で節目となったのが、昭和 38 年(1963 年)

に開発した絶対位置検出方式の数値制御装置(NC 装置)です。工作機械メーカでありながら NC 装置の

開発に着手したのは「お客様の利便性を考えれば絶対に譲れない」機能だったからでした。 

 この開発で、弊社は日本で唯一の工作機械と NC 装置の両方を製造する「機電一体メーカ」としての

一歩を踏み出し、今日に至るまで NC 装置をはじめ、モータ、サーボドライブユニット、検出器などの

すべてを自社開発しています。 

 

 更に、熟練の技やノウハウといったお客様サイドの加工インフラの改革にも目を向けました。「機

電一体」の技術に「知能化」を融合し世に送り出したのが、熱変形を最小限に抑える「サーモフレン

ドリーコンセプト」、機内衝突を未然に防止する「アンチクラッシュシステム」、最適な切削条件を

探索する「加工ナビ」、５軸加工の幾何誤差を自動調整する「ファイブチューニング」です。 

いずれも世界初の技術で、オークマのオンリーワン技術です。使う人最優先・加工インフラも技術

領域、という考えのもと開発に取組み、辿りつくことができた成果、だと思っています。 

 

これら技術の中のひとつ、熱変形を最小限に抑える「サーモフレンドリーコンセプト」を応用した

省エネルギーシステムが、今回受賞対象となった“ECO suite”です。「サーモフレンドリーコンセ

プト」開発なくして“ECO suite”誕生はありませんでした。 

 

■ 省エネプロジェクト誕生の経緯   

Ｑ：“ECO suite”開発のきっかけについてお伺いできますか。 

矢野さん： 

  きっかけとなったのは、東日本大震災です。地震と津波の被害で複数の発電所が停止となり、直後

の計画停電や電力使用制限など、深刻な電力不足に見舞われました。そんな時でした。 

 

社長が語ったこのひとことがきっかけでした。これまでも弊社ではオイルショックを契機に省エネ

 

 

               ＦＡシステム本部 

             ソフトウェア技術部 部長 

 

                矢 野 則 夫 さん 

「オークマとして省エネで何か新しいものができないか･･･」 

 



対策は実施してきています。一例でいえば、油圧モータ、機内照明、チップコンベアなど、それぞれ

ハード、ソフト、ユニットのあらゆる側面から節電、モニタリング、省エネ運転等の機能を開発し、

省エネ対策を推し進めて参りました。 

しかし、工作機械全体にわたるシステムや仕組みとして手がけるには至ってはいませんでした。 

 

部門の垣根を越え、省エネ技術を統合することで新しい省エネルギーシステムを作る･･･今まで手が

けたことのないような壮大なテーマへのチャレンジでした。 

「どんな省エネができるか･･･先ずは工作機械を構成する全ての要素の見直しから着手しよう！」と

いうことになりました。 

平成 24 年(2012 年)3 月、こうして技術部門を横断して省エネに取組む開発プロジェクトは旗揚げと

なりました。 

 

■ 現場には、驚きの事実と開発のタネが・・  

Ｑ：“ECO suite”に盛り込む省エネのアイデアはどのようにして決められたのですか。 

矢野さん： 

 手始めに、これまで装備した省エネ機能が現場でどのように使用されているのかを、お客様を訪問

し調査することから始めました。そのひとつが「エコモード」(省エネ運転)でした。 

 ところが、訪れた現場のオペレータの方々から、愕然とするような事実を聞きました。機能は殆ど

活用されていなかったのです！  

 「エコモード」の省エネ効果はわかっていたものの使用を躊躇う理由がありました･･･それはアラー

ム発生機能でした。 

 

工作機械を構成する主軸、送り軸、補機(周辺機器)の中には、一旦機械本体が動き出した後、次の

指令が出るまで停止(節電)できるものがあります。「エコモード」運転は必要に応じて機器類の停止・

開始の動作を自動で制御できる機能ですが、オペレータが「エコモード」運転のスイッチをオンにし

なければ作動しません。 

 

一方、工作機械本体側は、「エコモード」運転で内部に停止した機器類を感知するとアラームで知

らせる仕様でした。オペレータにとって、このアラーム発生が「エコモード」運転設定を躊躇させて

いたのです。周囲に生産ラインの異常発生と受取られることを懸念してのことでした。 

自信を持って勧められる省エネ機能だっただけに、ショックでした。しかし、それこそが「省エネ

で何か新しいもの」･･･現場から拾ったタネでもあったのです！ 

 

さらに、「エコモード」の使用を躊躇う理由として、加工精度への心配がありました。オペレータ

の方からは「エコモードは知っていているが、機械の電源を OFF すると精度が変わるから、わざとエ

コモードにはならないようにしている」との意見が聞かれました。 

 

「機械がみずからアイドリング運転停止の判断をし、機械が自動で省エネ運転をする。省エネ運転

はオペレータも気づかぬうちに始まるため、その効果を実感して頂きたい。それなら消費電力が一目

でわかるモニタも開発しよう！」幾度にもわたる会議で、目指す機械のコンセプトが段々と形成され

ていきました。 

「機械ができる省エネを一揃いで提供する」･･･“ECO suite”の“suite”(一式)には、そんな意

味がこめられています。 

部門の垣根を越えて省エネ技術を統合した成果が“ECO suite”誕生へとつながった、と思ってい

ます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 大敵の｢熱｣が友達に・・熱を制した発想の転換   

 

Ｑ：矢野さんのお話にもあった “ECO suite”に活かされている“サーモフレンドリーコンセプト”とはどのよ

うなものですか。 

神戸さん： 

工作機械に要求される加工精度はどのくらいだと思われますか。 

主なもので 100 分の 1 ㍉～2 ㍉です。更には 1,000 分の 1 ㍉のものもあります。この高精度が求め

られる工作機械に立ち塞がるのが「熱変位」なのです。 

 

工作機械の熱変位の発生源は主に 2 つ。ひとつは、稼動時の機械本体(主軸回転や周辺機器類)から

の発熱です。工作機械は、金属、主に鉄や鋳物で出来ていますが、1 ㍍の鉄は、1 度温度が上がると

100 分の 1 ㍉（0.01mm・髪の毛の太さの 10 分の 1）熱膨張します。 

もうひとつは、機械が設置されている工場等の室温変化です。一般的な工場環境では 5～10℃の室

温変化といわれています。この室温変化が、如何に工作機械の加工精度に影響を及ぼすか、おわかり

だと思います。 

 

熱変位への対策としては、主軸は冷却油を主軸の周囲に流して冷却させる方法が主流で弊社も採用

しています。一方、室温の変化はというと、温度変化を抑制する方法･･･冷暖房での管理ですが、設備・

電気代といった大きな費用負担が発生しました。ここに目をつけたのが「サーモフレンドリーコンセ

プト」です。『工作機械が熱変位しないように熱を抑制するのではなく、コントロールしやすい熱変

位となる工作機械にする』･･･温度変化を受け入れる、という独自の考え方を確立しました。 

 この考え方をもとに、機械を単純化構造にし、熱の伝わり方を均一にすることで熱変位を予測可能

にしたのです。更に捉えた熱変位を正確に制御して加工精度の安定性を実現しました。 

 

 

■ 主軸の冷却状態を監視せよ    

 

Ｑ：“サーモフレンドリーコンセプト”は、“ECO suite”の機能“ECO アイドルストップ”に、どう係ってくる

のですか。 

神戸さん： 

「サーモフレンドリーコンセプト」で開発に至ったのが温度変化に対する精度安定化技術です。先

程お話した機能のひとつ「熱変位の予測」が係ってきます。温度センサにより主軸が冷えた状態であ

るか、を判断しているのです。 

 

主軸の発熱に対しては、主軸の周囲に冷却油を流して冷却しています。この冷却装置を含めた油圧

ユニットやポンプ等の周辺機器は、加工が終了し工作機械が待機状態になっていれば、本来は必要な

く動きを止めてもよい･･･アイドリングストップが可能になるのですが、唯一、止めてしまうと加工精

度に悪影響を及ぼすのが、主軸を冷やすための冷却装置です。 

主軸が冷却される前に冷却装置を止めてしまうと熱が残り、熱変形が大きくなるからです。そのた

 

                

研究開発部 

              主 任 技 師 

 

                神 戸 礼 士 さん 



め、冷却装置だけは主軸が冷えるまでは動かすことが必要でした。 

そこで役立つのが「サーモフレンドリーコンセプト」の考え方により開発した温度変化に対する精

度安定化技術です。先ほどお話した機能のひとつ「熱変位の予測」をすることで、温度センサにより

主軸が冷えた状態にあるかどうかを判断できるのです。 

「サーモフレンドリーコンセプト」は、工作機械が待機状態になって主軸が冷えた状態にあるかど

うかを判断し、アイドリングストップのタイミングを周辺機器に伝える役割を担っています。 

 

 

■ １５年分のデータから、停止タイミングを探る  

 

Ｑ：冷却装置の停止タイミングを設定する上で、大変だったことはありますか。 

神戸さん： 

難しかったのは、冷却装置を止めるタイミングでした。というのも、精度に影響しないギリギリの

タイミングを見極め、周辺機器を停止する機能を開発するにあたって、解決すべき大きな課題が 2 つ

ありました。 

ひとつは、主軸が停止し、冷えるまでの時間が、主軸の停止直前の加工状態によることです。加工

物によって主軸の回転速度(高速、低速)や回転時間が異なるため、無数にある加工の運転状態ごとに

冷却装置停止までの時間が異なります。 

もうひとつは、主軸の種類によっても冷え方が異なることです。該当する機械の種類は 100 種類以

上。主軸の種類と組みあわせると 300 種類近くに上ります。全ての主軸に対して最適なタイミングを

予測する必要がありました。更に、新規開発される機械にも適用できるようにするため、可能な限り

共通の考え方（アルゴリズム）で、全ての冷却装置の停止タイミングを判断する必要がありました。 

 

そのため、再び「サーモフレンドリーコンセプト」の開発試験で記録してきた主軸の熱変位データ

と向き合うことになりました。旧友に巡り合えたような懐かしくも嬉しい気分に浸る一方、その旧友

が蓄積してきたデータは何と 15 年分。膨大なデータ量の分析には約半年かかりました。 

 

今回の開発では、部門の垣根を越え、個々の技術者の持っている知識を共有し、培ってきた技術を

“ECO suite”に発展できたことは大きな喜びとなりました。熱変位の技術が省エネとタッグを組む

など考えもつかないことでしたが、開発を通じて省エネに対する意識が変わっていったことを覚えて

います。 

 

 

■ 新しい開発のきっかけは、お客様の声にあり   

 

Ｑ：開発者として心がけていること、次の世代の方々へのメッセージもお願いします。  

神戸さん： 

お客様の気持ちを考え「今回入れた機械は、今までのものと見た目は変わらないのに、精度が安定

していて使いやすい！」とお客様に言ってもらえるような技術開発を日々心がけています。 

 

「サーモフレンドリーコンセプト」開発のきっかけは、私が入社して間もない頃、お客様から頂い

たお叱りの言葉でした。 

「機械の精度安定には恒温室が必要、というけれど、恒温室がつくれるところは大手のごく一部だ

けだよ」･･･お客様の言葉は、それまでの『熱変形への対策は恒温室が当たり前』という私の考えを一

変させた一言になりました。 

お客様の声は、新しい開発のきっかけを生むことにつながります。次の世代のものづくりを担う方々

には、お客様のもとに積極的に足を運んで頂きたい、と思っています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新発想の省エネ・・「ECO アイドルストップ」   

 

Ｑ：工作機械初となる「加工精度と省エネの両立」を実現した「ECO アイドルストップ」機能とは？ 

曽我部さん： 

 待機中の消費電力を「必要な時に必要な分だけ使う」ことができるよう、機械自身が補機（周辺機

器）などの運転停止を判断、制御する機能が「ECO アイドルストップ」です。 

 

周辺機器の中でも、運転を停止することで加工精度に影響を及ぼすのが冷却装置です。ここで神戸

主任技師の話にもあった、温度センサにより熱変位を推測する精度安定化技術「サーモフレンドリー

コンセプト」の機能が一役買っています。 

この機能を用いて、主軸の温度を監視し、冷却状態の完了を把握できたことが“ECO アイドルスト

ップ”の開発につながりました。 

 

周辺機器を停止する従来の省エネ技術ではなく、安定した加工精度を維持したまま冷却装置を自動

停止する、という新発想の省エネを実現しました。「ECO アイドルストップ」により、加工前の準備、

加工後の待機、昼休みといった非稼働時の電力削減に効果を発揮しています。 

 

 

■ 冷却装置を止めたら、一体何が起こるのか・・   

 

Ｑ：冷却装置の停止タイミングは、どのように見極めていったのですか？ 

曽我部さん： 

 工作機械で冷却装置を止める実験など前代未聞のことです。『･･･止めると、一体何が起こるのだろ

うか･･･』開発するに当たり一番気がかりだったことです。 

そこで、先ず着手したのが、止めることによって予想される基礎的な現象を徹底的に調査すること

でした。 

 

当社の機械は、小さなものからコンテナを並列に 2 段積み上げた大きさに匹敵する門形マシニング

センタまで、多種多様なバリエーションがあります。機械のサイズによって主軸の大きさは違います

し、主軸の熱による伸びも異なります。更に、主軸の回転数のバリエーション、主軸サイズの影響な

ど･･･調査する項目はどんどん増えていきました。それら全ての主軸 1 本ごとに実測の測定データを用

いて、最適な冷却装置の運転・停止条件を探索していきました。 

 

精度を求めるために「サーモフレンドリーコンセプト」の開発で培った熱変位測定システム、熱変

位挙動のノウハウをもとに冷却を停止することで予想される現象を想定しながら基礎実験を繰返し、

開発を進めました。 

これら大量のデータは、コンピュータで解析すれば訳もないことですが、対象とする精度は数μｍ。

しかし、コンピュータ解析に頼るだけでは、数μｍの精度を実現するには不安がありました。 

そのため、コンピュータ解析の結果を自分の目でひとつひとつ確認し、必要に応じて修正を施す方

法を取りました。時間と労力はかかろうとも、最適な冷却装置の停止タイミングを見極めるためには、
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一つとして手を抜くことはできない確認だったからです。データ取得と確認作業は 1 年に及びました。 

 

 

■ ハードとソフトは、車の両輪   

 

Ｑ：「ECO アイドルストップ」の制御ソフトを構築する上でのコンセプトは？ また、課題はありましたか？  

曽我部さん： 

 「全ての主軸に適応する冷却装置の停止タイミング」の考え方として念頭に置いたのは「シンプル

なアルゴリズム」です。システムの安定化を図るためには、アルゴリズムはシンプルが望ましいと思

ったからです。 

ポイントに据えたのは温度情報でした。熱変位現象は温度変化を正確に把握することが重要であり、

温度情報をもとに冷却装置の運転停止を判断する、という共通のアルゴリズムを採用しました。これ

が、結果的にサーモフレンドリーコンセプトの高精度な予測技術との融合につながり、独自技術に発

展しました。 

 

 一方で、課題もありました。機械によっては、複数の冷却装置が搭載されています。従来は冷却装

置の台数に関係なく一度の停止で済んだのですが、この開発では、それぞれの冷却装置を最適なタイ

ミングで停止させる必要があり、既存のハードを変更せざるを得ない事態になりました。 

ソフトは新規開発であり、個々に制御できる構成を適用したものの、一度に停止する仕様であった

ハード（電気回路）は、新たな設計が必要になったのです。アイドルストップ機能は、ハード担当部

門の惜しみない協力があったからこそ実現できた、と思っています。 

ものづくりのハードとソフトは車の両輪のようなものであることを実感した貴重な体験でした。加

えて、工作機械メーカの中でも、メカ部門と FA 部門の両方をもつ機電一体のオークマだからこそでき

た技術だと考えています。 

 

Ｑ：試作品が完成した時はどんな気持ちでしたか？  

曽我部さん： 

 アルゴリズムの基礎を設計したソフト開発は初めてでしたから、試作品が出来上がった時はドキド

キしました。 

評価試験では自分の描いたフローチャートとソフト動作を入念にチェックしながら、完璧なソフト

に仕上げる、という気持ちで望みました。全演算が問題なく動作し、評価を完了した時、ホッとする

とともに今までにない達成感を味わうことができました。 

 

 

■ 技術者のモチベーションは、お客様の喜びにあり   

 

Ｑ：“ECO suite”の開発を通じ学んだこと、ものづくりの楽しさについてお伺いできますか？  

曽我部さん： 

この開発を通じ、多くの先輩方から沢山のことを吸収し、熱変位のプロフェッショナルとして成長

させてもらえた、と思っています。 

中でも、一緒に仕事をさせて頂いた神戸主任技師からは、熱変位の概念、測定技術、解析技術とい

った専門知識のみならず、開発案をいかに明確にわかりやすく伝えるか、というプレゼン技術も教え

て頂いたことで、チームで仕事をすることの重要性を深く感じることができました。 

 

ものづくりの楽しさは、最先端の難しい技術開発に挑戦し、商品としてお客様に喜ばれることにあ

ると思います。お客様が満足してご使用された瞬間、技術開発の苦労が全て吹き飛びます。このサイ

クルが技術者にとって次の開発のモチベーションを生み、『またあの瞬間を味わいたい！』という気

持ちにさせてくれるのだ、と思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ トレードオフの壁に当たった   

 

Ｑ：油圧ユニットの開発を担当された柴田さん。 

油圧ユニットが省エネの開発対象となった時の気持ちをお伺いできますか?  

柴田さん： 

マシニングセンタの油圧ユニットは、油圧でシリンダを動かすことで工具交換や工作物の入替え等

を行う役割を担っていますが、稼働するのは交換・入替え等の時だけです。現状は、いつ指令がきて

も稼動できるようモータは、終始一定の回転速度によるアイドリング運転でスタンバイしているため、

電力消費量が大きいのです。 

 

「低速回転から瞬時に圧力を出せる油圧ユニットが必要だ」･･･実際に稼働する時まで回転速度を下

げる、という求めでした。“ECO suite”開発で求められた新油圧ユニットの概念を聞いた時､『それ

は無理だろうなぁ』というのが率直な気持ちでした。 

というのも､「省エネと制御性能」はトレードオフの関係にあります。それを同時に実施するなど前

代未聞の話でしたから。 

 車の運転に例えると、急加速でアクセルをグッと踏み込んだ時、当然燃費は悪くなります。これと

同じ原理を、油圧ユニットに当てはめると､「瞬時に圧力を出す」というのは制御性能をあげて油圧を

如何に早く供給するか、ということなのです。 

 

 

■ 論ずるより、先ずはやってみる！   

 

Ｑ：開発する油圧ユニットの目標数値が示され、直面した課題についてお伺いします。  

柴田さん 

更に、目がテンになったのは、示された数値でした。主流の油圧ユニットの駆動モータの回転速度

は、1 分間に約 1800 回転(1800min-1)。インバータ制御では数百 min-1 に低下させます。それを、更に

数 min-1まで低下させたい･･･大きな課題でした。 

 

シリンダに油を供給することで物を動かす、という仕組みが油圧です。物が動作する際、動力とな

る油をスピーディに供給するには、一定速度で油圧ポンプを回し圧力値を保持する必要があります。

大きな圧力が必要な動作でも、瞬時に物を動かすことができるのは、油圧ポンプを回し続けているか

ら可能なことなのです。 

それに対して､油圧ポンプの回転速度を低速にする、というのが“ECO ユアツ”(写真 3)開発に求め

られた仕様でした。やはり、ネックはトレードオフの関係にある「省エネと制御性能」でした。 

油圧ポンプの低速運転は、シリンダへの供給遅れ・物の動作遅れを招く恐れもありました。 

 

一方で、油圧ユニット単体というこれまでの開発ではなく、部門の垣根を越えて挑む開発だからこ

そ創造できる技術があり心強さがあります。高いハードルだったことで、チャレンジ心が湧きました。
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(写真 3) ECO ユアツ 



『できるかできないかを論ずるより先ずはやってみる！何とかなるだろう。』そんな気持ちで開発に

臨みました。 

 

■ 新ユニット“ECO ユアツ”のデビューに向けて  

Ｑ：“ECO ユアツ”はこれまでの油圧ユニットの常識をくつがえすしくみだそうですが、お伺いします。 

柴田さん： 

 『油圧供給と動作の遅れ･･･これらをサーボ制御技術でコントロールできないものか』 

開発コンセプトが決まって以来、燃費(電力削減)を念頭においた新しい油圧ユニットの構想を考え

ていた時のことです。従来のしくみとは真逆に近い考え方が、思い浮かびました。 

 

現状、油圧ユニットの動作の流れは、インバータ制御で圧力低下をセンサが感知すると滑らかに所

望の圧力に復帰するよう電流をコントロールしていますが、『圧力低下状態からモータの最大出力を

以て一気に最大出力で加速できるとすれば、何とかなりそうだ･･･できない話ではない』と思ったので

す。 

「圧力が必要であることを、いかに早くかつ正確に検出するかを考え、圧力が必要になった場合に

は、瞬時でモータを最大出力状態に持っていける制御を組み込む」というしくみです。 

サーボ制御は自社開発しているため、今まで培った技術をつぎ込めば開発できる、という自負もあ

りました。 

 

 

■ 想定外！？“ECO ユアツ”の秘めたるパワー  

Ｑ：“ECO ユアツ”開発のエピソードはありましたか。 

柴田さん： 

『何とかなるだろう』と思って臨んだ開発ではありましたが、そうは容易くできるものではありま

せんでした。サーボ制御の対象が、これまで手がけたこともないポンプであったことが開発を難しく

させていました。開発途中で何度も、『甘かったなぁ･･･』と思うこともありました。 

  

実験では、制御性を従来と同等以上にするために、なりふり構わず出力を上げた結果、加速度が出

過ぎたことも。ポンプから伸びたホースが躍り出し、重量がある油圧ユニット本体さえも動かす程の

出力となったのです！ 

“ECO ユアツ”の秘めたるパワーと頼もしさに感動する一方、油圧ユニットを固定しなくてはなら

ないことも判明した実験でした。 

 

 

■ 「価値観を共有」するために     

Ｑ：今回の開発で気付いたこと、発見したこと等はありますか。 

柴田さん： 

今回の開発から学んだことが２つあります。ひとつは、トレードオフの捉え方でした。 

ものづくりの課程では、様々なトレードオフの壁に当たります。それを克服する手段は、双方の妥

協点を探すことなのですが、一方で「トレードオフという言葉が、新たな発想の妨げとなる」ことも

事実です。妥協点を探し出すことに注視する余り、開発そのものを妥協してはならない、と改めて思

いました。 

もうひとつは、開発に携わる全ての人々と「価値観の共有」をすることです。そのためには、開発

関係者から意見や考えを聞いた上で、要望や課題を正確に伝え、協力を仰ぐ、いわば「架け橋となる

人」が必要となります。価値観を共有した者同士が同じテーブルに付くことで、アイデアや工夫が広

がり、よりよいものづくりを創出できることを実感しました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

■ 省エネ効果を実感できる電力モニタを作るぞ！   

 

Ｑ：“ECO suite”の省エネ効果を実感できるモニタの開発に参画した時の心境は？ 

田嶋さん： 

「消費電力の見える化で、省エネ意識が変わる･･･!?」これが“ECO suite”の開発を始めるまでの正

直な気持ちでした。新たに開発する電力モニタで消費電力を表示したからといって、オペレータの意

識改革につながるのだろうか･･･ちょっと懐疑的に思えたからです。 

一方で、その時に頭に浮かんだのが車の燃費計でした。「待てよ、工作機械でも同じようなことが

言えるのではないか･･･」という思いがよぎりました。 

 

そんな時、ハッとしたのが、矢野部長の話にもあった現場における省エネ機能「エコモード」の使

用実態でした。オペレータの心理により、機能そのものが使われてなかった、という事実は、使いや

すさにこだわって開発しただけにショックでした。 

「現場のオペレータに確かな省エネ効果を実感してもらえる電力モニタを手がけたい」そんな気持

ちが湧いてきました。オペレータの方々が、モニタの数値を目にすることで『こんなにも電力を使用

しているのか』と認識し、電力削減への意識を高めたい」という思いにつながっていきました。 

 

 

■ コスト削減の裏に、データベース化の苦労あり   

 

Ｑ：モニタに表示する消費電力はどのように測定していったのですか？ 

田嶋さん： 

「モニタは ECO suite の標準機能として搭載する」ことが決まった時、浮上したのが「電力の測定

方法」と「電力計の取付けコスト」の課題でした。それまで消費電力は電力計で測定するのが唯一の

手段だったからです。 

工作機械で電力消費にかかわるものは、機械を動かす主軸・送り軸のモータ、油圧ユニット、冷却

装置、潤滑装置などの様々な補機（周辺機器）があります。それら全てに電力計を付けるのは、コス

トアップにつながり何としても避けなければならない課題でした。 

そこで考えたのが、制御装置のソフトウェアで消費電力を算出する方法でした。これが可能となれ

ば、2 つの課題を一挙に解決できることになります。 

 

ところが、加工現場の作業の流れごとの消費電力を測定してみると、意外なことに主軸・送り軸の

モータよりも、周辺機器の電力消費が大きいことが判明したのです。そのため、モニタには当初考え

ていた主軸・送り軸の電力表示に加え、周辺機器の表示も含めることになりました。 

 

当社の工作機械は小型機から大型機まで非常にバリエーションが多く、多種多様にわたっています。

更に消費電力は、モータの種類、大きさ、回転数、加工作業ごとに発生する力によっても消費電力は

変わってきます。そこに、メーカが異なれば消費電力も異なる周辺機器の電力計算も加わった訳です。 

気が遠くなりそうな算出数を前に「一つずつ、愚直にやっていこう。」そう覚悟して臨みました。 
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全てのモータと周辺機器の消費電力を調査しデータベース化していく作業が延々と続きましたが、

テータベースが整ったことで、所期の目的どおり消費電力を計算で求めることができました。 

 

 

 

■ 三重丸のトラックに、消費電力が走る！   

 

Ｑ：モニタ表示による見える化。ご苦労や工夫についてお話頂けますか？ 

田嶋さん： 

「消費電力の表示はインパクトあるグラフで！」ということになり、 

カラー版の棒グラフ、デジタル感を出したブロック形状のグラフ、折れ線グラフなど様々なパター

ンのグラフを考えました。ところが、どれもこれも従来の域にとどまり、目新しさに欠ける･･･。 

 

そこで、着目したのがこれまで使用したことのない円グラフでした。三重丸のトラックに主軸・送

り軸・周辺機器が並び、消費電力を個別に表示したのです。（図 2） 

更に、開発会議でサーボ技術部門から回生電力を表示して省エネをアピールしてはどうかとの意見

がありました。当社は以前より主軸モータや送り軸モータが減速する際にモータが発電機となる電力

回生機構を採用しています。加工するだけで省エネになっていることを伝えられる、と思い回生電力

の表示も盛り込むことになりました。 

 

項目名を 6 時の位置・右側に据え、9 時の位置をゼロ。3 時に向かって消費電力、6 時に向かって回

生電力を表示することで、より回生電力が強調される表示となっています。消費電力の数字だけ見て

いても省エネ効果は実感しづらいのですが、グラフ表示で、スッと消費電力が下がり省エネ効果を実

感することができるようになりました。 

 

 現場からは「節電に対する意識向上という意味で非常にいいと思う」、「アラームも発生しないし

使い勝手が良くなった」といったお褒めの言葉を頂きました。簡単に使用できる省エネ機能を提供し

たい、という思いで開発を行ってきましたので、それが伝わったことを非常に嬉しく思いました。 

また、管理する側からも「電力を記録したい」、「CO2 排出量も欲しい」というご要望を頂き、商品

化に際しては、1 日毎・ブログラム毎の記録管理に役立てて頂けるよう対応しました。 

 

 

■ オークマの神髄“機電一体”の底力を体感   

 

Ｑ：“ECO suite”の開発を通じて感じたこと、田嶋さんにとっての「ものづくり」の醍醐味とは？ 

田嶋さん： 

“ECO suite”は、オークマの底力をひしひしと感じることができた開発となりました。 

部門を越えて何度も意見交換を行ったことで、世界初となる工作機械のアイドリングストップ機能

「ECO アイドルストップ」を始め、「ECO ユアツ」、「ECO 電力モニタ」など、多くの技術者達が、無

理難題とも思えるテーマに果敢に立ち向かい、実現できた機能だと思っています。「機電一体」メー

カの強みを活かしたオークマならではの開発に携わることができたことに感謝しています。 

 

今回の開発を通じて、改めて自分で設計したソフトウェアを初めて実際の機械で動かすときのドキ

ドキ感、それが実際に動作した時の達成感を味わうことができました。これが私にとっての「ものづ

くり」の醍醐味ではないか、と思います。 

 

 

 

(図 2) ECO 電力モニタ 



 

 

■「ものづくり」の喜びと感動を世界に   

 

Ｑ：最後に、本プロジェクトの開発リーダーである矢野さんにお伺いします。 

創業以来、｢ものづくり｣への熱意が込められた言葉が受け継がれているそうですが、貴社が目差していく 

｢ものづくり｣についてお伺いできますか。 

矢野さん： 

 弊社の創業者である大隈榮一が残した言葉に「百の賛辞より一つの批難を喜ぶ」があります。お客

様の苦言の中にこそ、次の開発につながる真のニーズが隠れている、という信念がこめられた言葉で

す。 

私たち開発に従事している者は、自らお客様の加工現場に出向いて機械の使われ方や困っているこ

とを直接お伺いします。今回開発した“ECO suite”も、お客様の現場に伺って実際の使われ方を聞

くところからスタートしました。 

これは、開発するタネは現場・現物・現実にある（「三現主義」）という考え方で、ものづくりへ

の品質向上に情熱を傾けた創業者の信念は、１世紀を超えた現代の私たちへと脈々と受け継がれてき

ている証だ、と思っています。 

 

当社が目指しているものは、お客様に『ものづくりの喜び』を提供することです。 

お客様に新たな加工価値を創造していただくための『コトづくり』として、革新的な生産手段によ

る『オンリーワン製品・技術』、さらに『ものづくりサービス』をお届けしていきたいと考えていま

す。 

このために、世界中のお客様のご要望に耳を傾け、期待以上の製品・サービスの提供に挑戦し続け

たいと思います。  

 

 

（取材 土岐、倉田） 
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●表紙写真 

 コルリ（小瑠璃）撮影場所・甲州市 

      撮影 渡邉俊文さん （前 日本精密測定機器工業会 専務理事） 

 

●ご意見募集 

  日機連では、今後の活動の参考にさせて頂くために、会員の皆様からのご意見、 

 ご要望をお待ち致しております。 

  また、「日機連・かわら版」に対するご質問、ご意見や日機連の活動に係る全般 

的なご意見、ご要望など下記までメールをお送り頂ければ幸いです。 

 メールアドレス koho@jmf.or.jp 

 

 

 お知らせ 


