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戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工

業の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。ま

た、その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械

工業における技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、

近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、

わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢い

を失いつつあり、将釆に対する懸念が台頭しております。  
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社

会対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。こ

れらの課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は

高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機

械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも

多大な実績をあげるまでになってきております。  
これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくに

はこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必

要が高まっております。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発

にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発によ

り、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。  
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事

業のテーマの一つとして株式会社ブイ・アール・テクノセンターに「ＩＴ技

術を活用した中小“ものづくり”生産技術の高度化」を調査委託いたしまし

た。本報告書は、この研究成果であり関係各位のご参考に寄与すれば幸甚で

あります。  
 
平成 16 年 3 月  

                   社団法人 日本機械工業連合会  
                   会  長  相 川 賢 太 郎  
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は じ め に 

 

 今日では、経済の国際化が進み、実に賃金が日本の 20 分の 1 と言われる中国や、その他

東南アジアの諸国に製造を移転する企業が数多く出てまいりました。たとえば、テレビや

オーディオなどの各種電化製品、衣料などの生活必需品、カメラや複写機などのかつて日

本が得意とした精密機器などは、多くのものが海外で生産されております。また、半導体

やパソコンなど日本が優位を保っていた分野でも、海外企業の攻勢に圧倒されています。

このように日本のものづくりを取り巻く環境はまことに厳しい状況であります。 

 このような状況の中、今回社団法人機械工業連合会の受託を受けて、中部地区で、有力

中小企業 14 社を選び、その“ものづくり”生産技術を調査することにいたしました。つまり、

「今日の環境下で、なぜ優れた業績を上げることができたか」という疑問に答えを出そう

としました。 

また一方、今日の IT 化の進展に伴い「“ものづくり”生産技術」は大きく変わってまいり

ました。たとえば、3D-CAD・CAM・CAE の発達に伴い、シミュレーション技術が向上し、

企画デザイン段階で強度や安定性などの品質評価ができるようになりました。このため、

従来のように試作品を作って実際に試験をする必要がなくなったことであります。またロ

ボットや人間の作業の組付け性などの作業性の評価も、コンピュータ上で行うようになり、

実際に試作ラインを作り、検討することが必要なくなりました。このように IT を基にした

技術革新が起こっております。 

ご存知のように、中部地区は自動車、工作機械、製鉄、電気機械、繊維、金型など金属

加工業等々が集中する日本のものづくりの中心地域であります。今回の調査で、上述のよ

うに“ものづくり”を通じて、なぜこのような優れた成果を上げることができたか、そしてそ

の中に IT 化はどのように織り込まれているかなどを解析し、優れた“ものづくり”企業にな

るための本質を明らかにし、中部地区はもとより、日本中の企業のものづくりの発展のた

めに役立てたいと考えています。 

さらに、中小企業の課題を中部経済産業局などの国家機関や、我々のような支援事業団

体である株式会社ブイ・アール・テクノセンターや、財団法人ソフトピア・ジャパンが、

それに大学が、どのように一般企業と連携して、“ものづくり”の再興・進展のために、どの

ように関与していくべきかについても、今後の方向を見出せるのではないかと考えました。 

 最後となりましたが、本調査に関し企画から調査・報告に関して、中心的な役割を果た

していただきました朝日大学教授 國澤英雄氏を始め、ご協力を頂きました委員の方々、

調査にご協力を頂きました企業関係の方々に心から感謝いたします。 

 

平成 16 年 3 月 

                      株式会社ブイ・アール・テクノセンター 

                      代表取締役専務  福 田 充 二 郎
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事 業 運 営 組 織  
 
本調査の目的を達成するために、大学、ＩＴ関連支援公的機関、及び、機械系もの

づくり企業等の学識者で構成する委員会を設置して事業を運営した。以下に事業運

営組織を示す。  
 
平成１５年度「ＩＴ技術を活用した中小“ものづくり”生産技術の高度化」委員会  
 

委 員 名 簿  
 
（委員長）國澤 英雄  朝日大学経営学部                   教 授 

（委 員）浅井 紀子  中京大学経営学部                   助教授 

     冨田 成輝  岐阜県農林商工部情報産業室              室 長 

     橋本  晃  岐阜県生産情報技術研究所               所 長 

     佐竹 一良  社団法人 岐阜県工業会               専務理事 

     国枝 信男  財団法人ソフトピアジャパン研究開発グループ グループリ－ダー 

     新木 廣海  株式会社トヨタケーラム            代表取締役社長 

     水谷 常夫  みづほ興業株式会社              代表取締役社長 

     徳田 泰昭  徳田工業株式会社               代表取締役社長 

     青野  豊  株式会社ユタカ電子製作所           代表取締役社長 

     浅野 千幸  幸栄精機株式会社               代表取締役社長 

（オブザーバ） 

     青木 太久美 中部経済産業局総務企画部企画課 

     森下 優彰  中部経済産業局総務企画部企画課 

（事 務 局）        

     栗山 正道  （株）ブイ・アール・テクノセンター企画開発営業部   部 長 

     林  一元  （株）ブイ・アール・テクノセンター管理部       部 長 

     森本 幸代  （株）ブイ・アール・テクノセンター管理部管理課   課長代理 

     野村 貴久  （株）ブイ・アール・テクノセンター管理部管理課    主 事 

     國澤 英雄  （株）ブイ・アール・テクノセンター        客員研究員 

     稲吉  啓  （株）ブイ・アール・テクノセンター        客員研究員 

     横山 考弘  （株）ブイ・アール・テクノセンター企画開発営業部課長 研究員 
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Ⅰ.総論   

 

１．目的 

 これまでに、中部地域の中小ものづくり企業実態調査が２回行われた。ひとつは、１２

００社近くにアンケート調査を行い、中小ものづくり企業の IT 化を促進するための方策を

提言した「情報ネットワーク化社会で求められる中部地域のものづくり活性化方策に関す

る調査報告書」（中部経済産業局 2001 年 10 月）であり、もう一つは、経済指標をもとに

市場分析を行い、中部地域経済産業の飛躍のための将来展望と政策課題を提案した「中部

地域経済産業の将来展望の取りまとめ」（中部産業経済局 2002 年 7 月）であり、中部地域

の中小ものづくり企業実態調査から、ものづくり技術向上への提案などを行ってきた。 

今回の調査の目的は、中部地区の“ものづくり”の技術の高度化を図るために、中小企

業を中心に IT を活用した“ものつくり”の現状を調査するとともに、今後の“ものづく

り”の高度化に必要な IT や、その開発普及の方策等について検討することが目的である。 

 本調査は、過去の 2 回の調査とは別に、中部地域のさまざま分野の有力中小ものづくり

企業を訪問調査し、その結果を基にして新たな提案を行なおうとするものである。 

具体的には、以下を本調査の目的とする。 

（１）優良“ものづくり”企業を訪問調査し、優良企業に至った原因をまとめ、発表す

ることにより、 

  ・これらの優良企業の一層の活性化を促すとともに、さらに発展するための参考資

料としてもらう。 

  ・多くの中小企業が優良企業になるための、アイディア・ヒントを提供する。 

  （特に「顧客獲得」、「顧客との情報のやり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・技能」、

「品質管理・他」などの視点から） 

（２）上記調査とともに、中小“ものづくり”企業の発展に貢献するとの立場から、中

部経済産業局などの国家機関、岐阜県などの地方機関、㈱ブイ・アール・テクノセ

ンターや（財）ソフトピア・ジャパンなどの支援事業団体が行っているさまざまな

援助施策を紹介する。 

当報告書は、中小ものづくり企業はもちろんのこと、国・県・その他関連機関・大

学等に見ていただき、ものづくり生産技術の高度化について、理解・啓蒙・普及を図

り、以下のような意義のあるものにしたい。 

①同業他社、異業種の企業がどのようにして、優良企業に至ったのか、情報を得る

ことができ、自社の発展のために新たな知見を得ることができる。 

②調査対象企業は、優良企業として取り上げられるため、企業としての知名度・評

判が上がる。 

③調査対象企業は、自社の課題・問題点を提起し、本報告書を通じて、国家機関や

公的研究機関などからのさらなる協力が期待できる。 
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④国、県の研究機関およびブイ・アール・テクノセンターやソフトピア・ジャパン

などの支援事業団体の、より中小企業に密着した取り組みが期待できる。 

⑤従来、企業と一定の距離を保ち、専門化した特殊な分野の研究を行ってきた大学

に、中小“ものづくり”の実態の理解を深め、企業と連携し中小企業の発展に貢献

できる価値ある研究が期待できる。 

 

２．調査方法概要 

 訪問各社への質問は、図Ⅰ-1 に示す「ものづくり生産技術概念図」を示しながら、以下

の内容で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

などである。質問は上記の①～⑤を行ったが、全ての項目について解答を得たわけではな

く、ほとんどの企業が、自社の特徴を示す部分を中心に説明を行っている。従って本報告

はそのような形態となっている。 

 

３．調査会社 

 調査会社を表Ⅰ-1 に示す。調査会社は、「ＩＴ技術を活用した中小“ものづくり”生産技

術の高度化」委員会で推薦を受けた企業の中から、訪問調査の受諾をいただいた 14 社であ

る。 

① デザイン・設計～設備設計／製作

で、どのような IT が使われている

か、その特徴・独自性の調査。 
② 生産でどのような「効率的な生産」

（トヨタ生産方式など）がおこな

われているのか。 
③ 品質保証のための「品質管理」体

制は、どのように行われているか。

④ その他各社独自の固有技術、ノウ

ハウなど技術力の高さについて。 
⑤ 中部経済産業局などの国家機関、

公的研究機関、大学など知の構築

を目的とした研究機関などへの要

望について。 

図Ⅰ-１ ものづくり生産技術概念図 
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               表Ⅰ-1  調 査 会 社 

会 社 名 住   所 業   種 

株式会社ナベヤ 岐阜県岐阜市若杉町２５ 
金属製品 

鋳物加工 

大垣精工株式会社 岐阜県大垣市浅西３－９２－１
切削・プレス品等製造 木型、

金型設計製作 

株式会社小森精機 
岐阜県各務原市上戸町７－１－

１ 

切削・プレス品等製造 木型、

金型設計製作 

株式会社ダイニチ 岐阜県可児市姫ヶ丘１－３３ 切削・プレス品等製造 

株式会社ナガセインテグレ

ックス 

岐阜県武儀郡武芸川町跡部１３

３３－１ 
機械製造 

鍋屋バイテック株式会社 岐阜県関市倉知向山４９０９ 
金属製品・鋳物加工 機械部品

製造 切削・プレス品等製造

日晃オートメ株式会社 
岐阜県各務原市上戸町７－１－

２２ 
電気電子計測制御 

株式会社丸順 岐阜県大垣市浅西３－２２ 
切削・プレス品等製造 木型、

金型設計製作 

丸三工業株式会社 滋賀県彦根市西葛篭町４２２ 
金属製品 

鋳物加工 

ダイセン株式会社 岐阜県中津川市駒場町２－２５ 機械製造 木型、金型設計製作

徳田工業株式会社 岐阜県各務原市金属団地２０９
切削・プレス品等製造 木型、

金型設計製作 

幸栄精機株式会社 岐阜県羽島市堀津町２７６ 
機械部品製造 木型、金型設計

製作 

みづほ興業株式会社 
愛知県尾西市起字三ヶ巻５２－

１ 
繊維工業 

株式会社ユタカ電子製作所 
岐阜県羽島市舟橋町出須賀２－

７５ 
電気電子計測制御 

 

 

４．結果 

“ものづくり”技術を構成する要素として、「オンリーワン技術」を支える「CAE」、「設

備」、「技術・技能」、「品質管理他」と、「オンリーワン技術」を顧客に繋げるための「顧客
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獲得」、「顧客との情報のやり取り」、があり、図Ⅰ-2 に示す関係になる。このように図示す

れば、「オンリーワン技術」つまりその企業のアウト・プット（＝製品）を構成するものと

して「CAE」、「設備」、「技術･技能」、「品質管理、他」があり、「顧客獲得」などの販売する

方法の手段として「顧客との情報のやり取り」などが、うまく重なり合って商品の売れ行

きが決まってくる。つまり、優れた「オンリーワン技術」を育てるとともに、それらをい

かに売るかも含めた IT 化が企業には求められているのである。 

今回調査した企業は、全ての企業が「オンリーワン技術」を持ち、また全ての企業が「設

備」、「技術・技能」を重点として特徴を持っていることがわかった。つまり、中部地域の

「中小ものづくり生産技術」は「設備」、「技術・技能」に支えられた「オンリーワン技術」

を持っていることに特徴がある。 

 

 

 

 
 

 
  

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 オンリーワン技術は一朝一夕にできるものでない。優秀な人材と研究開発のための資金、

そして貴重な時間をかけて初めて達成される。国・県・関連研究機関では、中小企業に向

けての、多くの支援策を実施しており、これらの方策を有効に利用して、ＩＴ化を進める

と共に、オンリーワン技術を持つ新たな企業の出現を期待したい。 

図Ⅰ-2 ものづくり構成要素の前後の関係 

顧客獲得  
オンリーﾜﾝ 

  技術  

CAE 設備 技術・技能  品質管理、他  

顧客との

情 報 の

やり取り 
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Ⅱ．各論 

 第 1 章 中小ものづくり企業の経営課題と IT 化の意義 

 中部地域経済の基盤となっている「ものづくり企業」の強みは、長年の知恵や経験を蓄

積し独自の固有技術に拠ることが大きいであろう。そして近年の IT 化の進展に伴い、その

ような IT技術と各企業の固有技術は融合し、新たな技術分野を築きつつある。そこで過去、

中部経済産業局は、このような中部地域のものづくりの実態を調査し、IT 化を促進し、更

なる技術力の向上を提案してきた。 

たとえば、2001 年には、経済産業省中部経済産業局は「情報ネットワーク社会で求めら

れる中部地区ものづくり活性化方策に関する調査委員会」を設置し、中部地区の中小 1191

社にアンケート調査を行い、「中小ものづくり企業の IT を促進するための方策」を提案し

た。2002 年には、「中部地域経済産業の将来に関する検討委員会」を設置し、「中部地域介

在産業の将来展望（中間取りまとめ）」を行い、経済指標を基にした市場分析により、「中

部地域経済産業の飛躍のための将来展望と政策課題」をまとめた。 

今回の調査は、これらの結果を踏まえながら、社団法人日本機械工業連合会の委託を受

け、株式会社ブイ・アール・テクノセンターが、「IT 技術を活用した中小“ものづくり”生

産技術の高度化」委員会（委員長：朝日大学経営学部教授 國澤英雄氏）を設置し、中部

地区の中小ものづくり優良企業を訪問調査し、ものづくり企業の活性化策を検討したもの

である。今回の調査では、企業を訪問して実態を調査し、その結果を基にして報告や提案

を行うことにより、企業の実態をより正確に把握し、従来と違った観点から、説得性・納

得性のある提案ができるのではないかと考えたのである。 

 

それでは以下に、2001 年・2002 年の調査結果の概要・提案内容の概要を、第 1 章 1.1 節・

1.2 節で示し、それらの経過を踏まえ、今回はどのような調査を行うのか、目的などを第 1

章 1.3 節で示す。 

 

1.1 「情報ネットワーク化社会で求められる中部地域のものづくり活性化方策に関する調

査報告書」（中部経済産業局 2001 年 10 月）の報告結果と提案の概要 

 

 中部経済産業局は、2003 年に「情報ネットワーク化社会で求められる中部地域のものづ

くり活性化方策に関する調査委員会」（委員長：三重大学人文学部 教授 渡辺明氏）を設

け、中小ものづくり企業へのアンケートおよび、実際に一部の企業に出かけ裏づけ調査を

行い、ものづくりの実態調査を行った。その結果を「情報ネットワーク化社会で求められ

る中部地域のものづくり活性化方策に関する調査報告書」としてまとめた。報告では、中

部地域の機械・金属系中小ものづくり企業おける、IT 技術導入への取り組み状況を把握し、

その状況を企業並びに支援機関等に公表し、IT 化を更に促す目的で行われたものである。

調査結果は以下の通りである。 
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1.1-1 調査のやり方 

 民間の調査機関データべース収録企業から、以下の条件で抽出された約 2,900 社 

① 東海 3 県（愛知・岐阜・三重）に所在 

② 資本金 3 億円以下または従業員 300 以下の「中小企業」 

③ 日本標準作業分類（中分類）で 

28．金属製品製造業、29．一般機械機器製造業、30．電気機械機器製造業、 

31．輸送用機械機器製造業の 4 業種のいずれかを主要業種とする 

     ④ 最新決算期において黒字を計上 

  

 上記のアンケートについては、2001年1月12日に発送し、2月9日までに返送された1,119

件（37.1％）の集計を行った。 

 

1.1-2 報告結果の概要 

 

 以下に「情報ネットワーク化社会で求められる中部地域のものづくり活性化方策に関す

る調査報告書」（中部経済産業局 2001 年 10 月）の報告結果の概要を示す。 

 

第I章 中小ものづくり企業の経営課題と IT 化の意義 

  

１． ものづくりと IT 革命 

 

（1）情報技術の高度化と情報ネットワークの普及による企業活動ツールとしての拡大 

 会計処理や帳票管理といった定型業務・管理業務の効率化のツールから 

利用分野の拡大・普及→ネットワークによる管理・協働作業のツール 

            情報受発信のためのコミュニケーション・ツール 

            企業間、対消費者のネットビジネス・ツール 

（2）情報ネットワーク化社会における企業活動の革命と IT の有効性 

 ・企業間(B to B)、対消費者(B to C)の直接取引増大 

・ものづくり企業の経営戦略や生産プロセス等の枠組みの変革 

→制約要因ではなく大きなチャンス（e.g. 市場の拡大、経営の効率化） 

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況（アンケート調査結果）＞ 

□ 「IT 対応が必要」9 割…IT 対応への高い認識 

□ 「社外ネットワーク利用」8 割…社外ネットワーク技術として浸透 

□ 「受発注での IT 導入を取引先から条件化」従業員数 100 名超企業の 3 割 

→今後、企業規模・取引形態を問わず重要なツールに 

（3）経営戦略の中での IT の位置づけ 
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 ・取引のオープン化に伴い、中小企業は大企業のサポーターからパートナーに 

・コア・コンピタンス（核となる強み）の追求等による経営革新 

 IT の貢献：インターネット活用した企業・ビジネスネットワーク 

      社内の共通プラットフォームによる各層間の情報共用 

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況＞ 

□ 「事務処理文章作成」といった従来からの目的に加え、 

「市場対応力強化」「新規事業・新分野進出」といった「市場開拓」も半数超で 

（4）ものづくり企業における IT 活用の多様な創意・工夫 

 競争力の更なる向上、高度化する顧客ニーズへの対応のために IT を活用 

 内容：生産の効率化、新商品・技術の向上 

    取引先の受発注業務の効率化 

    労務管理・設計・生産管理の省力化、生産のリードタイム短縮 

    現場従業員の技能・ノウハウのマニュアル化、教育ツール 

    経営情報の共用化による従業員の経営参画意識の高揚 

    社内手続きのスピードアップによる意思決定構造のフラット化、迅速化 

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況＞ 

□ 効率大「管理・受発注業務や生産の効率化、研究開発・設計力の向上等」 

□ 効率小「新規顧客開拓、海外取引拡大等のマーケット開拓面」 

     →取引情報不足、取引慣行の問題や代金回収の不安も  

（5）ものづくり現場における IT 利用の先進的なモデル 

 今後、バーチャル・エンジニアリングやコンカレント・エンジニアリングが進展 

・帳票・図面はパソコン上で作成され、ネットワーク上で伝達・修正 

・3 次元設計や試作レス 

効果：品質向上、コスト低減、開発期間の短縮等 

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況＞ 

□ 「NC 工作機械、2 次元 CAD／CAM 導入」6 割 

□ 「3 次元 CAD／CAM 導入」3 割、「CAE 導入」1 割 

     →しかしながら、未利用企業の半数近くが導入を考慮  

（6）IT への期待の高まりと課題 

・活用が進展し期待が高まる中、「IT そのものがわからない」「導入効果がない」 

←過大な期待や漫然とした導入、業務見直しや標準化等の準備不足にも起因 

・経営者自身の IT に関する認識・理解度が成否を左右 

→公的機関による IT 活用ための制度・枠組みの整備、助言指導が必要 

 

２． ものづくりの IT 導入における留意事項 

・IT は道具と認識し目的と対象を明確化←限られた経営資源の有効活用のため 
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・業務システムの見直しこそ IT による経営革新 

→目的、対象業務の標準化されているかという観点が重要 

 ・システム選定にあたっては国内・国際的な標準システムとの互換性を確保 

 

第II章 先進事例からみた中小ものづくり企業における IT 導入のポイント 

 

経営者等の IT 対応への認識不足と抵抗感を解消し、導入を進めることが必要 

先進導入企業の事例を基に、導入のポイントを提示 

 

１． 企業戦略からみた IT 導入 

・中小企業においては、経営者の目的意識とリーダーシップが重要 

・業務革新によるコストダウン、マーケティングなどのツールとしての位置づけ 

→生産管理の省力化、教育費・出張費消減（e.g.パソコン 150 台＝人件費 40 名） 

・企業規模・目的に見合った IT 利用の見通し、先の流れを読んだ投資計画が重要 

 

２． 社内の IT 化 

ポイント：自社業務と IT の両面を把握した人材育成と業務分析・標準化 

     電子データの標準化の遅れや障害となる商慣行に注意 

     不必要・過大な IT 投資に注意 

     IT はツールであり、創造性の根元はあくまでも人と認識 

（1）受発注業務 

・保存性・再現性、即時性の活用（従来の書面、電話、FAX の代替、高度化） 

・迅速な見積、大量発注データの迅速処理（多品種少量生産対応）、オンライン発注 

・顧客との直接コミュニケーション、ユーザーと直接対話 

（2）IT への期待の高まりと課題 

 ・CAD を中心に、ものづくり技術（MT）と情報技術（IT）が融合 

・ひとり一人の責任が大きい小規模企業こそ IT 活用が必要・有効 

→神様の技をデジタル技術で保存し次世代に続承、金型職人の不在を IT で克服 

・商品開発期間の短縮化の道具としての CAD／CAM、CAE、DA（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｾﾝﾌﾞﾘ） 

  e.g.自動車の開発期間が CAE、DA によって 30 ヶ月から 14 ヶ月以下に 

  →中小企業においてもデジタルデータの提供が求められる状況 

 ・3 次元 CAD はものづくりの新しい世界 

 「試作レス」「コンカレント・エンジニアリング」 

 →2 次元か 3 次元かが事業内容に影響し、特に金型では 3 次元対応で企業の選別 

 ・多品種少量生産の効率化のための加工データ等の管理、作業マニュアルの電子化 

 ・海外法人の生産をネットワークで管理（e.g.CAD データ、工場の映像データ） 
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（3）経営管理 

 ・グループウェアによる知恵の結集 

  →役員、社員の情報共有と意識高揚、意思決定迅速化、ナレッジ・マネジメント 

・分散する事務所をネットワーク技術で統括→データ共有や業務指示の効率化 

 

３． 社外とのネットワーク 

 

ポイント：取引先も含めた、常時接続環境とセキュリティの確保 

     自社の『売り』を明確に情報発信する 

     フェイス・トゥー・フェイスの交流の核となる人物の存在 

（1）営業業務 

 ・顧客情報・ノウハウの蓄積を活用した迅速な顧客サービスによる他社との差別化 

・インターネットを活用した効率的な営業活動 

・広告媒体・営業手段としてホームページを有効活用 

   →アウトソーシングの有効活用についても検討すべき（展示会とコスト比較） 

（2）アフターサービス業務 

 ・情報ネットワークを活用した顧客生産設備のオンラインサポート 

  →コスト削減とユーザーの高い信頼、さらには新規事業への展開へ 

（3）企業間ネットワーク 

 ・経営資源の限られた中小企業ものづくり企業では、他社との協働、水平連携が有効 

・インターネットを活用したコミュニケーション 

・IT 対応力を活用し周辺企業をコーディネート→ネットによる共同発注 

 

４． 新規事業展開 

 

・IT を製品に組み込むことによる新商品開発 

 e.g.遠隔操作技術の製品へ応用 

・情報分野のノウハウを蓄積し商品化 

  e.g.情報通信専門会社の設立、情報発信サービスの事業化、ソフトウェアの開発 

 

第III章 中小ものづくり企業の IT を促進するための方策 

 

１．中小ものづくり企業間の IT 導入格差の是正 

 

情報の価値を高めるには多くのネットワーク形成が必要 

 →IT 導入の裾野を広げることが、我が国製造業の競争力を維持・向上 
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 自社自体に加え、協力会社の導入の遅れを指摘 

  「外注先に如何に IT を教え込むかが今後の課題」 

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況＞ 

□ IT 導入・活用の障害： 

社内：経営者の理解不足、管理者層の疎外感、知識・人材不足 

社会：インターネット接続環境の未整備、セキュリティレベルの低さ 

（1）IT 導入の必要性の啓蒙と助言 

 ・事業の継続には最低限の IT 導入が必要となりつつある現状の啓蒙 

 ・投資効果や機種選定等導入時のアドバイス 

 ・成功事例・失敗事例の提示 

（2）IT 機器導入に対する支援 

 ・中小企業にとっては担保、保証がネック→技術・技能に対する融資制度 

 ・情報機器の法定耐用年数の引き下げ 

 

２．IT の可能性を最大限に引き出すための取引環境の整備 

 

経済社会全体の効率を高めるため、IT 時代に即した取引慣行への改善が必要 

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況＞ 

□ 商慣行上の障害：書類主義、印鑑が信用の証 

          親企業の上意下達による情報化 

          行政の対応遅れ 

（1）電子商取引の促進 

 ・最新の技術水準の周知と心理的な抵抗感の緩和→電子署名の活用・普及 

 ・電子申請・商取引の促進←行政の率先導入、税法等の法制度の見直し 

（2）取引環境の透明性、公平化の一層推進 

 ・大企業の独立システムの押しつけ←インターネット、業界 EDI による共通化 

・仕様・発注データが曖昧 

・ノウハウ等を正当に評価しない    大企業、発注者側の意識改革 

 ・データ著作権の帰属が不明確 

 

３．誰も簡単に使えるような IT インフラの整備 

 

（1）ソフトウェアの機能、互換性、信頼性を高めることが必要 

 ・大手メーカーにおいても国際競争力向上のために互換性を向上 

 ・セキュリティの確保や基礎的な分野についての国の支援が必要 



 13

＜東海 3 県の中小ものづくり企業の状況＞ 

□ 技術面での障害：CAD 等ソフトウェアの機能の低さ、導入・維持コスト負担  

          OS、電子メール、CAD、EDI プロトコルの互換性の低さ 

          技術情報伝達のためのセキュリティ機能の低さ 

          電子商取引における代金回収上の不安 

（2）安価で大容量な情報、通信基盤の早期整備 

 ・情報通信インフラの高速化・低料金化、未だ不十分 

  →e-Japan 戦略に掲げられたインターネット網の整備が極めて重要 

5 年以内に超高速アクセス（目安として 30~100Mbps）が可能な世界最高水準 

のインターネット網の整備を促進し、必要とするすべての国民が低廉な料金 

で利用できるようにする。 

 ・常時接続の普及により、今後、安全性への配慮がより一層重要に 

４．IT だけではなく、ものづくりの技術力の向上 

IT 以前に中小ものづくり企業の活力の源泉である技術力の向上を図ることが必要 

＜ヒアリング調査における意見＞ 

  「IT の前に技能者育成支援」   「技術開発に国は力を注ぐべき」 

  「技術伝承難しい」       「国の補助金は使いにくい」 

 

５．IT を活用した中小ものづくり企業の連携の促進 

 

 中小ものづくり企業のグローバルな市場への対応のため、 

 IT を活用した、柔軟な連携による経営資源の相互補完が必要 

 行政は、意欲のある企業の発堀と新しい出会いの機会を創造 

 

 

1.2 「中部地域経済産業の将来展望の取りまとめ」（中部産業経済局 2002 年 7 月）の調

査内容と提案 

 

 2004 年には、「中部地域経済産業の将来展望に関する検討委員会」の「企画部会」（部会

長：奥野信宏氏＝名古屋大学総長特別補佐）は、近年の各種の経済産業のデータをもとに

して、「中部地域経済産業の将来展望の取りまとめ」（中部産業経済局 2004 年 7 月）を行

った。その内容の概要は以下の通りである。 
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中部地域経済産業の展望の必要性 

 

１． 我が国経済を支える中部地域のものづくり産業 

■ 我が国の他の大都市圏を常に上回る高い工業出荷額の伸びを維持している成長地

域 

■ 我が国の外貨獲得の基幹的役割 

 

２． 中部のものづくりを取り巻く経済社会潮流の変化 

■ 構造改革を前提として 2～3％程度の成長 

■ 東アジア諸国の急速なキャッチアップ 

 

３． 中部地域経済産業の将来展望に関するビジョン作成の目的 

■ 我が国経済に果たす中部地域の重要な役割の再認識 

■ 新たな社会潮流・国際経済環境の急激な変化に対応した産業基盤の再構築 

■ 地域の各主体の連携促進 

 

第Ｉ章 中部地域経済産業の概観・位置づけ 

 

１．地域の産業構造の変遷 

■ 昭和初期までに産業・技術集積の礎を確立し、戦後、産業構造の転換をともないつつ

一貫して我が国のものづくり産業を牽引 

２．中部地域経済の概観・特徴 

■ 面積、人口、総生産は対全国比 10％圏 製造業は対全国比 15％超 

■ 自動車、工作機械から繊維、陶磁器も幅広い分野での産業集積 

■ 情報サービス業の集積は低位も総じて人口、総生産等に見合ったサービス産業の集積 

■ 「地域ものづくり産業」は昨今の景気低迷下においても高いパフォーマンスを維持 

■ 地域地場産業は急速に産地規模を縮小も依然高い全国シェアを保持 

３．地域のものづくり産業の「強さ」の要因 

■ リーディング企業が牽引するピラミッド型産業集積 

■ メカニカル技術を軸とした高度な機械産業の集積 

■ 地域中堅・中小企業の高度なものづくり技術・技能の蓄積（多様なニッチトップ企業

の集積・素形材分野での高度なものづくりノウハウの蓄積） 

■ 技術・技能人材の育成への多様な取り組み 

■ 特色ある企業経営（無借金、高い自己資本比率） 

■ 周到かつ大胆な自己改革 

■ 環境問題への先駆的な対応 
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４．中部地域経済産業が内包する構造上の懸念材料 

■ 自動車産業への長期高依存の産業構造 

■ 地域ものづくり産業の生産性からみた構造上の弱さの顕在化の懸念 

■ 開業率低下 

■ 若者のものづくり離れと技能者人材の高齢化による技能継承の困難化 

■ 情報・サービス産業の創出・育成 

 

第Ⅱ章 中部地域産業の国際競争力及び空洞化の現状 

 

１．国際分業を巡る状況 

 ■東アジア地域との国際分業の進展と加速度的な技術キャッチアップの進展 

２．地域産業における技術の比較優位性（主として東アジア諸国との比較） 

■ 技術要素別ポテンシャル評価 

○ 技能・ノウハウ 

・ 素形材－海外での日本人技術者の技術指導等により急速に優位性が縮小 

・ 金型－優位を維持するもキャッチアップにより汎用品で競合 

・ 自動車、工作機械等機械部品－優位性を維持 

○ 生産技術・生産管理技術（電気、金属工作機械等、自動車・部品） 

・ 作業・工程管理能力－5 年以内に同等となる 

・ コスト競争力－自動車・部品を除くと既に同等以上 

・ リードタイム－現在は優位も、5 年以内に同等となる 

３．人材・経営資源等からみた競争力基盤 

■ 人材・経営資源等 

・若者だけではなく企業経営者のものづくり離れも顕在化 

■ 競争力基盤としての IT の活用 

・ ものづくり企業においては、高度な IT 技術が内在 

４．グローバリゼーションの影響による産業空洞化と産業集積メカニズムの変化 

■ 機械産業の中国の進出の急速な拡大が予想 

■ 地域産業の海外展開による産業空洞化の影響 

（年間約 2000 億円相当、約 1700 人の雇用が海外移転（推計）） 

・ 自動車産業－裾野産業からの空洞化の恐れ 

・ 工作機械－関連部品企業等の「選択と集中」 

■ 地域産地集積への影響 

・ 金属・機械系（金属加工・鋳造）－空洞化進展懸念 

・ 繊維－空洞化が進展 

・ 陶磁器－輸入品との競合により生産大きく減少 



 16

第Ⅲ章 中部地域の経済基盤の現状 

 

１．中部地域の都市機能及び産業基盤整備の現状 

■ 都市機能整備 

・ 産業活動は都市の活力に直結しており、グローバルな視点からの戦略的都市

づくりが必要 

・ 魅力ある雇用機会の創出の視点からも、都市型サービス産業の育成が必要 

・ 恵まれた自然、歴史・文化的資源や住環境の活用と、24 時間型の国際ビジネ

ス機能や海外人にも魅力ある定住環境整備が必要 

■ 産業基盤整備 

・ 研究学園都市など地域の特徴を活かした広域的な視点からの戦略的な知的

基盤の設備と積極的な活用が必要 

・ 大学への産学連携や即戦力人材育成等の機能強化への期待の高まり 

・ 中長期的な視点に立った特色ある国内外からの企業誘致施策が必要 

２．地域の国際交流基盤の現状と課題 

■ 人・ビジネス等の国際交流基盤整備 

・ 国際会議、国際見本市等、国際交流の着実な進展も、東京、大阪との格差は

依然大きく、今後、開催・誘致推進や施設の一層の拡充整備施策が必要 

■ 物流・人流基盤整備 

・ 空港の人・物流機能は脆弱で、特に物流機能の強化は、ものづくり産業の国

際化戦略にとって重要 

・ 我が国屈指の港湾物流機能も、コスト、利便性の面から機能強化が必要 

・ 陸上貨物物流の東海北陸の結びつきは小さいが、高速自動車網の整備に合わ

せた中長期的に視点からの戦略的な機能整備が重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 重要課題 
・地域ものづくり基盤の再構築 
・創造的価値の獲得整備 
・地域の将来を担う新産業創出 
・地域の国際的な求心力の向上 
◆基本的視点 
・地域の各主体の自主性の発揮 
・先駆的な取り組み 
・広域的な視点からのネットワーク 
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第Ⅳ章 中部地域経済産業の将来展望と課題 

  

１．我が国経済産業の将来見通しの基本フレーム 

■ 我が国の持続的発展のためには、今後 2％程度の経済成長が必要 

■ 我が国の今後の経済発展の牽引役としての製造業への期待は大 

２．経済社会潮流の変化と地域経済産業への影響 

 経済社会の潮流変化に対応した地域関係機関の主体的な取組みの推進 

■ 国内トレンド：少子高齢化・価値観の多様化、多参画型社会、高度情報等 

■ 国際トレンド：東アジア地域の経済発展、地球環境問題、国際的な地域間競争 

３．中部地域経済産業の飛躍のための将来展望と政策課題 

（１） 地域ものづくり産業 

■ ものづくり人材及び経営基盤の強化 

・ 「ものづくり」の経済社会的な重要性や魅力ある自己実現機会としての理解

増進など、地域全体で技能・ノウハウの継承、高度化のための総合的な仕組

みづくりが急務 

［企業：魅力あるものづくり環境整備／大学：人材育成／国、自治体等：ものづく

り基盤整備］ 

■ 技術革新によるイノベーションへの対応 

・ 個々の企業における主体的な技術開発の推進と併せて、大学などにおける基

礎的学術的分野での研究の着実な推進を前提とした産学連携の促進が不可

欠 

   ［企業：主体的な研究開発の促進、大学等の活用／大学等、国、自治体等：産学官

連携体制の整備］ 

■ 感性価値創造によるイノベーションへの対応 

・ 企業における顧客ニーズに対応した感性価値創造活動への支援強化ととも

に、感性評価技術・基準の整備や模倣防止対策等の基盤整備が重要 

   ［企業：取引のグローバルスタンダード化／国、自治体等：感性価値創造基盤整備］ 

（２） 新規産業創出 

■ 即存産業の成熟化や産業の空洞化に対応した次世代を担う新産業創出の重要性の高

まり 

今後、市場拡大や成長が期待される戦略的な産業分野で、戦略的な新規業創出が必要 

 ＜中部地域で成長が期待される分野：医療・福祉・バイオテクノロジー、IT、 

                  環境・エネルギー、新素材、液晶＞ 

・ 企業・個人市場から資本調達や金融機関の経営・技術評価能力の向上が急務 

・ 地域の多様な産業集積とのマッチングなど産学官の広域的なネットワーク形成 

・ 起業家と大学、ベンチャー支援機等とを連携・調整する「仲介人材」の育成・確保 
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・ 研究開発基盤の整備と地域研究機関間のネットワーク化による技術・人材情報のワ

ンストップ提供機能整備 

（３） 情報・サービス産業 

■ 高度情報化会社に対応した情報・サービス産業の創出・育成の重要性 

・ 市場との近接性を活かした戦略的な情報・サービス産業創出に向けた仕組づくり 

･ 情報・サービス産業の知的活動を支えるための都市基盤整備 

･ 大学発ベンチャーの創出・育成や産学官の多様なネットワークづくり 

（４） 地域づくり 

■ 地域の都市機能整備 

 ・2005 年日本国際博覧会や中部国際空港等の国際プロジェクトを中部地域の飛躍に繋

げていくため、各都市・地域の主体的かつ広域的な視点からの都市・産業機能整備 

 ［環境調和型都市機能整備、経済社会基盤のセキュリティシステムの確立、都市アミ

ューズメンド機能整備、広域産業観光ネットワークの整備、新エネルギー技術の開

発・導入等］ 

■ 産業基盤整備 

 ・人的、ソフト面の体制整備の遅れによる機能の未活用に対応した広域的な視点から

活用や再編・統合を含め、中部地域として効率的・実効ある産業基盤整備の促進 

   ［研究学園都市の機能整備促進、規制改革特区の活用、国際研究交流基盤整備等］ 

■ 内外からの企業・人材誘致 

 ・従来の枠に囚われない先駆的な企業立地促進施策の導入や海外への積極的な PR 等の

推進による海外から企業や人材の誘致の促進  

 ［特色ある企業立地施策の先駆的な導入、規制改革特区の活用、外国人受け入れ体制

整備等］ 

■ 国際交流機能強化 

・東海における環太平洋、北陸における環日本海交流の拡大と東海北陸地域の一体化に

よる東西に比肩する国際交流づくり 

・母都市名古屋市を中心とした国際的水準の質の高いサービス機能や国際的な人材にと

っても魅力ある生活・ビジネス等の高次で特色ある都市機能整備 

  ［国際ビジネス支援機能整備、外国人向けの教育・生活環境整備、24 時間都市機能整

備等］ 

■ 広域連携の促進 

 ・高速交通体系の整備の進展に対応した広域連携の重要性の高まり 

 ・各都市におけるコア・コンピタンスへ資源の集中投入と、広域連携により相互機能

補完による地域として高次で特色のある都市機能整備        

   ［広域産業観光ネットワークの形成、広域的な産業・技術ネットワークの形成、地

域基盤施設の広域的な相互活用推進] 
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1.3 「IT 技術を活用した中小“ものづくり”生産技術の高度化」（本報告）の目的と意義 

 

 以上述べてきたように、従来の「情報ネットワーク化社会で求められる中部地域のもの

づくり活性化方策に関する調査報告書」（中部経済産業局 2001 年 10 月）や、「中部地域経

済産業の将来展望の取りまとめ」（中部産業経済局 2002 年 7 月）では、ものづくり企業へ

のアンケート調査や、さまざまな経済指標を使って中部地域の中小ものづくり企業実態調

査を行い、ものづくり技術向上への提案などを行ってきた。 

今回の調査の目的は、中部地区の“ものづくり”の技術の高度化を図るために、中小企

業を中心に IT 技術を活かした“ものづくり”の現状を調査するとともに、今後“ものづく

り”の高度化に必要な IT 技術や、その開発普及の方策等について検討することが目的であ

ることには、過去 2 回の調査と同じである。 

 本調査は、過去の 2 回の調査とは別に、中部地域のさまざま分野の有力中小ものづくり

企業を訪問調査し、その結果を基にして新たな提案を行おうとするものである。つまり具

体的な、本調査の目的としては、 

 

①優良“ものづくり”企業を訪問調査し、優良企業に至った原因をまとめ、発表するこ

とより、 

   ・これらの優良企業の一層の活性化を促すとともに、さらに発展するための参考資

料としてもらう 

   ・多くの中小企業が優良企業になるための、アイディア・ヒントを提供する 

   （特に「顧客獲得」、「顧客との情報のやり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・技能」、「品

質管理・他」などの視点から） 

②上記調査とともに、中小“ものづくり”企業の発展に貢献するとの立場から、中部経

済産業局などの国家機関、岐阜県などの地方機関、㈱ブイ・アール・テクノセンター

や（財）ソフトピア・ジャパンなどの支援事業団体が行っているさまざまな援助施策

を紹介する 

③本報告書を、中小企業、中部経済産業局、岐阜県、大学、その他の関係機関・組織に

配布するとともに、今回調査を主催した㈱ブイ・アール・テクノセンターのホームペ

ージにも載せ、広く社会の“ものづくり“生産技術の高度化について、理解・啓蒙・

普及を図りたい 

 

などである（表 1.3-1 参照）。 
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表 1.3-1 過去の調査結果と今回の調査の比較 
＜過去の調査＞
時期

1. 地域ものづくり産業
(1) ものづくり人材・経営基盤の強化

(1) IT導入の必要性の啓蒙と助言 (2) 技術革新イノベーションへの対応
(2) IT機器導入に対する支援 (3)

２． 新規産業創出

(1) 電子商取引の促進
(2) （医療・福祉・バイオ・IT・環境・

　エネルギー・新素材・液晶）
３． 情報・サービス産業

(1)

(2) ４. 地域づくり
(1) 地域の都市機能整備
(2) 産業基盤整備

(3) 国際交流機能強化
(4) 広域連携の促進

＜今回の調査＞

「IT技術を活用した中小“ものづくり”生産技術の高度化」の方策を研究する
つまり
➀優良“ものづくり”企業を訪問調査し、優良企業に至った要因や理由をまと
　め発表する。これより
　・これらの優良企業の一層の活性化を促すとともに、さらに発展するための
　　参考資料としてもらう
　・多くの中小企業が優良企業になるための、アイディア・ヒントを提供する
　（特に「顧客獲得」、「顧客との情報のやり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・
　　技能」、「品質管理・他」などの視点から）
②上記調査とともに、中小“ものづくり”企業の発展を援助するとの立場から、
　中部経済産業局などの国家機関、岐阜県などの地方機関、㈱ブイ・アー
　ル・テクノセンターや（財）ソフトピア・ジャパンなどの支援事業団体が行っ
　ているさまざまな援助施策についても紹介する
③上記報告書を、中小企業、中部経済産業局などの国家機関、岐阜県など
　の地方機関、大学、その他、関係団体・組織に配布するとともに、今回の
　調査を主催した㈱ブイ・アール・テクノセンターのホームページに載せ、広
　く社会に“ものづくり”生産技術の高度化の方法について理解・啓蒙・普及
　に役立てたい

人的・ソフト面の体制整備の遅れに
よる機能の未活用に対応した広域
的な視点からの活用

提
案
さ
れ
た
方
策

中部地区中小1191社のアンケート調査
結果など

課題

調査
方法

ITを活用した中小ものづくり企業の
連携の促進

５．

４．

IT以前に中小ものづくり企業の活力
の源泉である技術力の向上を図る
ことが必要

情報の価値を高めるため多くのネッ
トワークの形成

ITだけではなく、ものづくりの技術力
の向上

誰もが簡単に使えるようなITインフラ
の整備

２．
ITの可能性を最大限に引き出すた
めの取引環境の整備
社会全体の効率を高めるため、IT
地代に即した取引慣行への改善

取引環境の透明性、公平性の一層
の促進

ソフトウェアの機能・互換性・信頼性
を高めることが必要

技能・ノウハウの伝承、高度化のた
めの総合的な仕組み作りが急務

感性価値創造によるイノベーション
への対応

中小ものづくり企業間のIT導入格差
の是正

安価で大容量な情報、通信基盤の
早期整備

目的

中小ものづくり企業のITを促進するため
の方策

01年度10月 02年度6月

経済指標をもとにした市場分析

中部地域経済産業の飛躍のための将来
展望と政策課題

１．

既存産業の成熟や産業の空洞化に
対応した次世代を担う新産業創出
の重要性の高まり

高度情報化社会に対応した情報・
サービス産業の総移出・育成の重
要性

３．

03年７～9月
中部中小優良“ものづくり”企業の訪問調査

時期
調査方法

 

創出・育成の重要 
性 

時
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次に、この調査報告の意義について以下に示した。 

 

①同業他社、異業種の企業がどのようにして、優良企業に至ったのか、情報を得ること

ができ、自社の発展のために新たな知見を得ることができる。 

②調査対象企業は、優良企業として取り上げられるため、企業としての知名度・評判が

上がる。 

③調査対象企業は、自社の課題・問題点を提起し、本報告書を通じて、国家機関や公的

研究機関などからのさらなる協力が期待できる。 

④ブイ・アール・テクノセンターやソフトピア・ジャパンなどの支援事業団体の、より

中小企業に密着した取り組みが期待できる。 

⑤従来、企業と一定の距離を保ち、専門化した特殊な分野の研究を行ってきた大学に、

中小“ものづくり”の実態の理解を深め、企業と連携し中小の発展に貢献する価値あ

る研究が期待できる。 

 

などであろう。 
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第 2 章 IT を活用した“ものづくり”生産技術 

 

 第 2 章では、耐久消費財として、我々の社会生活の中で大きな地位をしめ、日本経済・

世界経済を見ても、単一業種として最大の産業であり、しかも 100 年以上の歴史を経て、

しかも今なお最先端の“ものづくり”技術をもつ、自動車の“ものづくり”を例として取

り上げ、今日における“ものづくり”生産技術について報告し、第 3 章以降で述べる各社

の“ものづくり”生産技術の参考にすることにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動車の“ものづくり”は、図 2-1 に示すように、「デザイン」段階では、たとえばデザ

イナーのスケッチしたものを、スキャナーで取り込み 2D-CAD を作成し 3D 化する。また、

意匠デザイン

構造設計 

評  価 

生  産 

開 
 

発 

生
産
準
備 

工程計画 

2DCAD 3DCAD クレイ 

3DCAD 

CAE／DMU／DA／DF 

スケッチ／アイデア／意匠 

型設計／製作 設備設計／製作

CAD

CAE 

DMU／DA／DF 

CAM 

生 産 

２D 
３D 

クレイ切削 

構造・機構設計 

強度・振動・ 
衝突…CAE 
DMU・DA・DF 

金型・設備設計 

板金：プレス成形性解析
樹脂：流動解析… 
設備：強度・剛性解析…

型、設備の DMU・
DA・DF 

 
型、設備製作 

図 2-1 ものづくり生産技術概念図（自動車） 

品質管理 

DA ：デジタル・アセンブリ 
DF ：デジタル・ファクトリー 
DMU：デジタル・モックアップ 
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自分のアイデアを 3D-CAD で具体像を作成したり、車を特徴付ける意匠を 3D-CAD に織り込

む方法などが行われている。そして「デザイン」段階では、このようなコンピュータ上の

画面で終わりとするのではなく、一度クレイ（粘土）モデルを製作し、仕上がりを確認す

る必要があるため、CAM 化し NC データを作ることになる。 

 

「構造設計」、「評価」段階では、デザインで作られた CAD をもとに、「CAE（強度・振動・

衝突・・・）や DA（デジタル・アセンブリ）、DMU（デジタル・モックアップ」の評価を行

い、その結果を設計（３次元 CAD データ）に反映させる。この「構造設計」段階で、「設計」、

「評価」をコンピュータ上で繰り返すことにより、設計段階で品質問題の少ない車ができ

るようになった。つまり、CAE の信頼性が向上し、CAE の評価をもとに設計を行っても、実

車評価とほぼ同じ結果が得られるようになったのである。 

次に、「型設計／製作」段階では、上記「設計」段階 CAD データをもとに、金型を構造設

計し、その金型の CAD をもとに、コンピュータ上でプレス成形性解析（CAE）を行い、シワ

やワレなどの問題が出ないと思われる金型を設計する。同様に、「設計」段階の CAD データ

をもとに、樹脂成形の型（樹脂型）を設計し、樹脂の流動解析・ヒケやソリの CAE 解析を

行い、これらの問題が出ないと思われる樹脂型を設計する。これらの設計が終われば、CAM

を行い、金型・樹脂型を製作するわけである。 

「型設計／製作」段階で行う DA、DMU は、コンピュータ上での作業性／組付性の評価で

ある。もし、問題があれば、「設計」段階の CAD に戻り問題を修正し、再び各段階の評価を

行うことになる。 

「工程編成」、「設備設計／製作」段階では、DF（デジタル・ファクトリー）により、並

行的にロボットの作動状況をコンピュータでシミュレーションし、ラインが問題なく稼動

するのか検討を行う。当然問題があれば、問題点を修正し、問題なく稼動できるようにな

るまで直すことになる。このように、生産準備の段階でも、プレス成形性解析、樹脂の流

動性解析、DA（デジタル・アセンブリ）、DMU（デジタル・モックアップ）、DF（デジタル・

ファクトリー）などの IT 化で、生産準備工数の大幅な合理化と開発期間の低減などの成果

があったのである。 

その他、「生産」段階では、効率的な生産や品質保証のために、トヨタ生産方式による改

善や品質管理活動などが行われることになる。 

 

 以上述べたような IT 技術、特に３次元 CAD や CAE の進展があったことに起因して、自動

車業界における“ものづくり技術”は、開発の進め方を大きく変えることになった。たと

えば 1990 年代中頃までは、「デザイン」が終了すると、その結果を「ボデー設計」に送り、

ボデー設計を行う。「ボデー設計」が終了すれば、それに基づき、試作車を作り、試験・評

価を行う。次いで「プレス型設計」を行い、「プレス型製作」を行う進め方であった。協力

メーカーは、このような自動車会社の「デザイン」、「ボデー設計」、「プレス型設計」など
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の進捗を待ち、各々担当する部品や金型などを設計・製造する方法であった。 

このため、一度「ボデー設計」段階で作り上げた３D データも、「試作・評価」した時に

合格とならなかった場合や、「プレス型設計」、「プレス型製作」段階で設計問題が出た場合、

協力メーカーの製品に問題が出た場合などには、３Dデータの作り直し（設計変更＝設変）

が必要であった。開発が進むにつれて数多くの設計変更が出て、それに起因して開発の遅

れを生んだ。それを取り戻すための工数と人員ばかりが増加した上に、長期間に及ぶ開発

で、品質問題を生産開始の直前まで持ち越すことを常としていた。 

 しかし 1990 年代後半以降に、上記のような「IT 化」を発端に、開発の進め方が大きく変

わった。コンピュータ上で強度・振動・安全など「試験・評価（CAE）」や、3D データ上で

DA、DMU を行い、部品間の干渉チェックなどが、高精度で可能となったことに加え、「プレ

ス型設計」した結果を、コンピュータ上で評価（CAE）可能とした。これにより開発の極初

期の段階、即ち新しく開発する車の「デザイン・構造設計」段階で、強度・振動・安全な

ど車の主要な特性をコンピュータ上で「試験・評価」し、またプレス成形性などの生産技

術の主要な特性をコンピュータで評価し、更に過去に設計・生産技術・製造で発生した種々

な問題を踏まえて、「デザイン・構造設計」段階の車に織り込み、開発するようになった。

同時に協力メーカーも含めた全関係者が、この「デザイン・構造設計」段階で情報を共業

（コラボレート）、同期化（サイマルテニアス）を行うことで、問題を可能な限り上流段階

において前倒しで解決することを可能とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2-2 IT 化による“ものづくり”の変化（自動車） 
（出所：新木廣海 製品開発プロセス変革のための協調作業環境に関する研究より）



 25

従来、一度設計したものを「試験・評価」や生産技術の問題から、再度設計し再度試験評

価することで発生した無駄な工数や費用（ロスコスト）を大幅に低減させるとともに、新

型車の開発期間を大幅に短縮したのである（図 2-3）。たとえば、新型車の開発期間が 36 ヶ

月（3年間）であったものが、14 ヶ月以下と 2分の 1以下に大幅に減少した。「デザイン・

構造設計」の 3D-CAD 段階で、試験評価や生産技術問題などの有無を判断できるため、デ 

ザインの幅を拡げつつ、上流段階で品質の作り込みを行うことで、コストダウンと品質向

上とを両立させたのである。 

以上、車の開発における「IT 化・CAD、CAM、CAE 化」、つまり、コンピュータ上で強度・

振動・安全など「試験」、「評価」する CAE、プレス成形性解析・樹脂流動性解析の CAE、車

両や金型、設備の DA（デジタル・アセンブリ）、DMU（デジタル・モックアップ）、DF（デジ

タル・ファクトリー）などを含めた、コンピュータ上でのシミュレート技術の向上は、開

発工数削減・開発期間の短縮・デザインの許容性の拡大、品質向上などの、革命ともいえ

る多大な進歩をもたらしたのである。 

 

出図
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題
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設計 試作 生産試作
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以下、実際に各開発段階での IT 化の実際を具体的に説明する。 

 

2.1 開発（「デザイン」、「設計」、「評価」）段階 

 

（1）デザイン 

 デザインの開発の手順を図 2.1-1 に示す。ここで示すように、デザインの上流段階から、

photoshop などの 2 次元の画像処理ソフトを用いて CAD でデザインする[1]。デザイナーの

手書き図面があれば、それらをスキャナーで取り込んで 2D-CAD 化し、更に 3D 化できる。

図 2.1-2 は、100mm 角のデザイナー用の基準線（格子）が走っているものである。これは、

車の高さや車の長さ、幅などの当たりを付けたり、社内の位置などを示すときの基準にす

る線である。この photoshop のような 2D-CAD から、3D-CAD が作られ、デザイン段階のコン

図 2-3 IT 化による“ものづくり”の変化 
（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（1999），11，79） 
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セプトが決められていくわけである。 

 3D-CAD は、図 2.1-3 に示すように、線図の状態で形状をデザインし、図 2.1-4 に示すよ

うに面張りを行い、形状を確認することができる。また、デザイン段階の CAD は、従来の 1

／100ｍｍの精度から、1／1000ｍｍの精度まで向上したため、図 2.1-5 に示すように、車

のハイライト（意匠）チェックも、CAD を利用して十分行うことができるようになった。 

 また、図 2.1-6 は、都会的な背景で、車の塗色をさまざまに変えた、塗色を選定してい

る画面である。図 2.1-7 は、競合他社の車種（ベンツ）や町並みの背景と構成した画面を

作り、競合他社製品とを比較している画面である。このように車の開発の初期段階のデザ

インが、完成車と同様なシーンを表示させて比較検討することができ、自部門のみならず、

営業部門へのプレゼンテーションなどに活用することができるため、顧客満足の高い車づ

くりが可能となった。 

 以上、「デザイン」段階の IT 化も、CAD 自体の進歩によってデザインを取り巻く環境は飛

躍的に向上した。 

CAS（Computer Aided Styling)

Photoshop, AutoStdioなど

CAD（Computer Aided Design)

スタイルCAD、カラーCAD、ICEM、SURFなど

CAM（Computer Aided Manufacturing）
)
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図 2.1-1 デザインの手順 

図 2.1-2  photoshop で作成した例（アルテッツ） 
（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999），「NIKKEI COMPUTER GRAPHICS」，

3.1999，148） 

（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999），「NIKKEI COMPUTER 

GRAPHICS」，3.1999，148） 
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図 2.1-3  3D-CAD CAD 線図 
（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999），「NIKKEI 

COMPUTER GRAPHICS」，3.1999，149） 

図 2.1-4  3D-CAD CAD 面張り図 
（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999），「NIKKEI 

COMPUTER GRAPHICS」，3.1999，149） 

図 2.1-5  ハイライトチェック CAD 
（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999）「NIKKEICOMPUTER GRAPHICS」，3.1999，149） 

図 2.1-6  車の色を変え適合性を評価 
（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999）「NIKKEICOMPUTER GRAPHICS」，3.1999，148） 
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（2）「設計」・「評価」 

 図 2.1-8 は、2000 年 8 月に発売されたカローラの 3D-CAD である。これは、3D データを

使って検討した部品を、コンピュータ上で組み立て、さらにコンピュータ上で判断できな

い質感については、RP（高速試作）装置を使い、短時間で部分的に試作品を用いて検討し、

作り上げたものである[2]。 

図 2.1-8 の（a）は、フロント周りの見栄えを検討するために利用した、VisLab（形状に

着目して、見栄えを評価するツール：Engineering Animation 社）の仮想試作 3次元モデル

である。（b）は、仮想試作したモデルの、ヘッドランプ上部を拡大したものである。ここ

では、画面上の奥行き方向の位置関係を把握できるようにするため、断面線を表示してい

る。（c）は、質感を確認するために製作した試作モデルである。この場合、ラジエターグ

リルの間と、ヘッドランプとバンパーが向かい合う部分のみを試作している。 

3 次元モデルでは、どうしても平面的に見えるケースがあるため、必要に応じて図 2.1-8

の（b）のように、断面線を表示させることで、奥行き方向の微妙な位置関係を把握できる

ように工夫している。このように、従来行っていた 1 台全体を試作するのではなく、コン

ピュータ上で微妙な見栄えの品質などを大まかに評価し、その中の一部をコンピュータで

評価する方法で、短時間・低開発工数でかつ高品質を実現しているのである。 

 

また、CG モデル（Alias:Alias Wavefront 社）を使って見栄えを検討したのがヘッドラ

ンプ（図 2.1-9（a））とリアコンビランプである。新型カローラのヘッドランプは、従来モ

デルと比して形状寸法の変化が大きく、レンズ部分に透明感を持たせたものを採用してい

た。問題はヘッドランプの大型化は、コスト増加の要因であること、そしてレンズ部分に

図 2.1-7 背景を合成した画面 
（出所：安保秀雄・武藤一夫（1999），「NIKKEI COMPUTER GRAPHICS」，3.1999，148） 



 29

透明感を持たせると、ランプ内部が見えるようになることであった。つまり、コスト増加

を防ぎつつ、ランプ内部をきれいに見せる工夫が求められた。 

この課題を解決するために、同社が考え出した策は、ランプ内部の構造変更である。図

2.1-9（b）に示すように、リフレクタ（反射板）の端面の動きを隠すために、エクステン

ションという部品を用いた。そのエクステンションとリフレクタを一体化させることで、

この課題を達成した。しかもリフレクタの部分を伸ばしたことで、リフレクタの端面がレ

ンズから見えにくくなるというメリットがあった。 

しかし、このような構造にすると、本当にリフレクタの端面の動きが見えにくくなるか

ということがあった。そこで、その確認に利用したのが、図 2.1-9（a）に示す CG モデルで

ある。ここに示すようにリアルにヘッドランプを表現することで、実際に近い状態で、ラ

ンプの内部の見え方を確認することが可能となった。 

このように、コンピュータの画像技術の向上により、デザイン意匠を確保しつつ、原価

低減を図ることが可能になったのである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

図 2.1-8 フロント周りの検討 
（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（2000），12，83） 

（a）VisLab を使った仮想試作モデル （b）仮想試作モデルの拡大 
（位置関係が把握できるように 

断面製を表示） 

フード 

ヘッドランプ 
バンパー 

ラジエターグリル 

（c）質感を確認するために 
作った試作モデル 
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 図 2.1-10 は、自動車のフロントの片側をバリヤーに衝突させる、ODB 前突（64 ㎞／h）

の衝突実験の結果である。この規格では、上記条件での衝突で、ドライバーなど乗員の安

全が確保されなければいけない。 

図 2.1-10（a）は、有限要素法の理論に基づき CAE 計算で求めた衝突の結果である。また

図 2.1-10（b）では、実際に車をバリヤーに衝突させた実験の結果である。いずれの結果も、

ドライバー席まで変形が及ばず、乗員の安全は確保されていることがわかる。CAE による結

果の図 2.1-10（a）と、実際に車を衝突させた（b）を比較すると、車の変形・損傷の具合

は、酷似しており、ODB 前突（64 ㎞／h）の衝突実験 CAE の信頼性の高さが分かる。 

このように、現在の自動車開発における強度・振動・衝突等の CAE 評価技術は、近年著

しい進歩を遂げ、新車の開発に多大な貢献をした。従来は実際に車を設計に基づき実際に

試作し、衝突試験をした上で、車が規格に合格しているかを把握するという順序に変わっ

て、CAD を作成した設計段階で、その妥当性が判定でき、飛躍的な進歩を遂げた。これは車

体を構成する鉄板の厚さ、余分なバンパーなどの構造部材を極限まで削減できるため、コ

ストも大幅に下げたのである。 

また、設計して試作する膨大な試作工数を削減することで開発期間を短縮するとともに、

高精度な CAE により、完成品の品質も向上した。 

図 2.1-9 ヘッドランプ周りの検討 

（a）ヘッドランプのＣＧモデル 

（b）ヘッドランプの内部構造の変更 

（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（2000），12，84） 
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2.2 生産準備（「型設計／製造」、「工程編成」、「設備設計／製造」段階） 

 

（1）型設計／製造 

 「型設計／製造」に関する技術は、鉄板など金属板をプレス成形する金型と、樹脂の射

出成形などに使われる樹脂成形の金型に関しての CAE 技術が活用されている。たとえば、

金属板をプレス成形する金型では、金型の 3D-CAD をもとに、プレス成形性解析（CAE）を

行い、シワやワレなどの問題があるかを解析する。その例として、図 2.2-1（a）に示す CAE

は、このプレス金型でプレス成形を行えば、部分的に伸びが不足する（色が違った部分）

ことを示している[3]。そして図 2.2-1（b）は、金型の設計変更を行い、伸びがほぼ均一化

した状態で、プレス成形が可能となったことを示す CAE である。 

図 2.2-2 は、メッシュで示したプレス成形後の CAE である。もともとプレス成形する前

は、均一な大きさのメッシュに区切られたものが、プレス成形した後は、大きく拡大され

たメッシュと、あまり拡大されないメッシュが出現する。当然大きく拡大されたメッシュ

は板厚が薄くなり、ワレが出たり強度が不足する部分である。逆にメッシュが寄せ集めら

れ過密状態になっている部分は、逆にシワの心配がある。良いプレス成形は、メッシュが

均一に拡大された製品である。図 2.2-2（a）は、プレス成形後のメッシュが不ぞろいで、

品質不良が予想されるもの。図 2.2-2（b）、設計変更を行った後で、プレス成形後のメッシ

ュが均一で、シワやワレなどの問題が少ないことを示す CAE である。 

以上述べたように、「型設計／製造」においては、CAE を活用することにより、CAD など

で型を設計した段階で、この金型のプレス成形品質をほぼ正確に予測できるようになった

のである。 

（a）CAE 結果 （b）実車による衝突実験結果 

図 2.1-10 衝突に関しての CAE 結果と実験の比較 
（出所：トヨタ車体㈱会社案内書） 
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図 2.2-1 型設計の CAE 
（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（2000），12，41） 

（a）CAE 評価 
（上方左が伸び不足） 

（b）設計変更後 CAE 評価 
（伸び不足は解消） 

（a）CAE 評価 
（メッシュが不ぞろい） 

（b）設計変更後の CAE 評価 
（メッシュを均一化） 

図 2.2-2 メッシュ表示の CAE 
（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（2000），12，41） 
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（2）工程編成 

 トヨタ自動車では、3 次元データを利用して、設計時に問題を抽出する仕組みを 1996 年

年から行っている[4]。図 2.2-3（a）はプリウスのエンジンルームの 3 次元モデルである。

ひとつひとつの部品を、実際のライン同様にコンピュータ上で組み立てることで、生産時

の問題を、製品設計段階で抽出可能となった。 

 つまり、設計者は製品の成立性、つまり所定のスペースに各部品が収まるか否かの判定

を行う。だが各部品を、実際に組み立て可能か否か、現存設備で組み立て可能か否か、或

いは作業者への負担がどの程度かなどは、事前に考慮しきれないのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような生産要件を、初期の設計時に織り込むため V－Comm（Visual and Virtual 

Communication）が使われている。上記の図 2.2-3（a）に示す例は、V－Comm の 1 つの適用

図 2.2-3 コンピュータによる組付性・作業性の検討 
（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（1999），11，78⁻81）

（a）プリウスのエンジンルーム３D モデル （b）エンジン搭載工程のシミュレーション 

（c）ブレーキブースターの取付け性検討 （d）ワイヤーハーネスの作業性の検討 
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例である。図 2.2-3（b）はエンジンルームにエンジンを搭載する工程を示している。画面

上で各部品、ユニットを組み立て、その途中で干渉がある場合は、システムが自動で警告

を発する。図 2.2-3（c）は（b）図と同様に、ブレーキ用のブースターの取り付け性を検討

している画面である。 

図 2.2-3（d）は、ダッシュパネルに開けられた穴に、ワイヤーハーネスを通す作業をシ

ミュレートしている画面である。このような画面を出すことにより、作業者の腰にどのよ

うな負担がかかり、疲労が蓄積されるかが推定できる。また、ドアロックの作業穴から、

手を使ってドアロックを挿入する作業が可能か否かの評価を、コンピュータ上で行い、こ

の結果によって、作業穴の大きさ変更することになる。 

 

 新型カローラでは、バンパーとフェンダーの隙間や、センタクラスタとコンソールの隙

間をほぼゼロに設定した［5］。隙間や段差を小さく抑えることで、外装や内装のかたまり感

を引き出し、見栄えを向上させている。ここで課題となったのが、組み付け時の周囲部品

との干渉である。隙間や段差を小さくした分だけ、周囲の部品との干渉する恐れが高くな

る。そこで、コンピュータ上で組付性の検討を行い、組み付けは可能か、また周囲の部品

を傷付けないかなどを検討した。 

図 2.2-4 はコンソールの組付性を画面上で検討しているところ。図 2.2-4（a）は組み付

け開始時、（b）は組み付け終了時である。このような検討を行い、最終的には作業は問題

なく組み付けが行われることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

（a）組み付け開始時の様子 

図 2.2-4 コンソール組付性の検討 

（b）組み付け終了時の様子 

（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（2000），12，85） 
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（3）設備設計／製造 

  

 

  

 

 

図 2.2-5 は、工程情報のビジュアル化の例である。つまり、生産ラインなどに蓄積され

ている、過去の不具合情報などを即時に収集できる仕組みを構築し、初段階での計画の完

成度を上げるというものである。 

 

2.3 生産段階（効率的な生産、品質管理） 

 

 ここでは、効率的な生産を保ちつつ、いかに品質問題を低減してきたか、その品質管理

活動の展開の様子を以下に示す。 

まず図 2.3-1 に示すように、品質管理の活動は、一部門のみが行う活動ではなく、全社

一体となり協力して行う活動である。たとえば、2000 年では、「雪印乳業や三菱自動車の事

件」を、他山の石とせず、そうした社会的に注目を浴びた問題も真摯にとらえて社内の参

考とするのみならず、「品質評価結果」を基にして「ルール遵守社内総点検」（特にスポッ

ト溶接、締付に関して指示系統の整合性、工程管理のルールがきちんと守られているかど

図 2.2-5 工程情報のビジュアル化 
（出所：NIKKEI DIGITAL ENGINEERING（2002），8，32） 
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うか）、主要仕入先 32 社の「品質総点検」などを行い同種な問題の発生を防止する。 

「投資」関係では、「QA（Quality Assurance）ネット」関係の新たなリソーセス（設備

投資）など、「組立工程保証度向上のための投資」を行っている。また、「工程完成度と維

持管理度向上」のため「塗装設備改善投資」も 2000 年の重点として取り上げている。そし

て「経営トップ自ら」が、月 1 回の「経営会議」、3 ヶ月に 1 回の「工場品質連絡会」、「重

要品質問題は即日報告」させるようにして、「品質状況を把握」するようにしている。 

 2001 年は、2000 年の「品質評価結果」をもとに「組織変更」を行い、「工場各部の強化

（1月～）等による新製品・号口活動の充実」を行っている。また 2001 年の後半には、2001

年度の「品質評価結果」や「品質ランキング結果」を参考に、「A 工場体制の見直し」、「B

工場 Y車（新製品）の支援体制」を強化している。また「リソーセス」関係では、「品質向

上（流出防止）のための要員を、52 人／直」体制としている。。 

 以下、2002 年、2003 年の活動内容は、図 2.3-1 に示す通りであるが、このように経営ト

ップが率先しながら、全職場を巻き込んだ品質管理活動を行っている。 

 

 次に実際の活動について、溶接品質の向上活動を例に説明する。まず、図 2.3-2 に示す

ように、「工程診断」を行い、「品質不良が出る可能性のある工程（人・物・設備・部品・

仕組み）」を事前に点検し、不良品が出る工程を修正することによって、不良発生を未然防

止するといった先取り活動を行っている。これが「100％安心できる工程作りと標準化」活

動で、換言すれば、「誰でも良品が確保できる最適条件と、安心度が常に保証される維持活

動の標準化」づくりである。次に「標準状態が見える」、即ち「標準を守ってない事が目に

見える（＝管理できる）現場づくり」である。このような「生産活動」の中で、適宜工程

診断を行い、継続的改善活動により「工程保証度向上活動」を推進している。 

図 2.3-3 に、「重要品質項目と外観品質項目」を示した。今回取り上げる「溶接」品質は、

もし溶接不良など不十分な品質であれば、ユーザーの生死にかかわる重大事故を引き起こ

しかねないものであり、特に重点的な品質保証がなされている。 

図 2.3-4 は、「新車開発時の品質管理活動」である。つまり、「図面」、「試作」、「号口試

作」、「品質確認」、「立ち上がり」と「号口生産」までの各ステップにおいて、「（ⅰ）保証

特性別に対象となる部位を、全点リストアップし、マップ化・番地化」し、「（ⅱ）各特性

別に保証項目と水準を明確にする」、「（ⅲ）保証度診断の方法を設定」する。そして「（ⅳ）

各ステップに保証度確認（製品）、設備、工具、工程、姿勢等」を行い、製品の「立ち上り

までに、このような開発段階で検証した保証項目・水準を、号口後に定期的に点検・フォ

ローし維持・管理する」ことにしている。 
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品質総点検 仕入先32社

ルール遵守社内総点検 ｽﾎﾟｯﾄ
締付

・・・指示系統の整合

工程管理遵守

☆組織変更

・工場各部の強化（１月～）等による
　新製品・号口活動の充実

・F工場体制見直し

製造品質向上：Ｋ重役
市場×出荷の整合：Ｍ常務

・Ｂ工場Ｙ車支援体制
（設計、生技、品保）

品質管理大会

☆組織変更
・役員分担のフラット化による
　スピーディな展開
・マネージャの管理スパンの適正化

品質管理大会

☆組織変更

意識風土改善W／G

意識風土改善W／Gの設置

・仕事のやらせ方：Ｔ常務
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの向上：Ｎ常務
・行動規範の作成：W/G

・工場の主体的運営の強化
・組班長管理スパンの適正化

・Ｂ工場アクションプランの作成

・品質改善アクションプランの作成
　（～03年／5に成果を出す）

トップ重品改善検討会（しくみ上の課題）

変化点管理、
修正車両取り回し等

品質総点検

具体的な戦略
設定・展開

・組織・体制

・リソーセス

アクションプラン

◎臨時経営会議

　　アクションプランの確認

組立工程保証度向上投資（QAネット他）

塗装設備改善投資（工程完成度＋維持管理度向
上）

塗面品質向上（流出防止）５２人／直

緊急流出防止活動
　（105人／直の要員投入）

塗装とんでもない不具合流出防止

特別投資・要因割当
　（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ対応）

経営トップ自
らの確認 ・品質状況の把握（経営会議）１／月　・工場品質連への参画１／月

・重要品質問題即日報告
社長単独で工場確認と
生の声のヒヤリング（１／M）

００年 ０１年 ０２年 ０３年

品質結果
雪印・三菱事件

品質評価結果 品質評価結果

品質ランキング 品質達成率
○○％

品質問題散発

品質評価結果

Ｂ工場定期監査 品質改善要望書

・重要品質　・クレーム
・定期監査（Ｂ工場）の改善

経営ビジョン
の明確化

☆株主総会

世界№１のメーカーを
目指して
・品質第１の徹底

◎01年度会社方針

世界№１のメーカーを目
指して
・全グループで品質確保

◎02年度会社方針

トップレベルの品質確保
・○○円/台のクレーム

◎中期経営計画

品質課題の位置づけＵＰ
（安全・品質を最重要課題
　に設定)

◎03年度会社方針

全員への徹底
（伝達）

◎ボーナス
　授与式

◎ボーナス
　授与式

◎ボーナス
　授与式

◎方針
　公示式

◎ボーナス
　授与式

◎方針
　公示式

◎ボーナス
　授与式

◎方針
　公示式

◎ボーナス
　授与式

◎ボーナス
　授与式

◎社内報

（社長メッセージ）機会毎に「品質第１」をコメント （社長メッセージ）「品質危機」の訴え

図 2.3-1 品質管理の全社活動 
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工程診断

品質不良の出る恐れのある工程
の摘出とその対策

100％安心できる工程造りと標準化

標準状態の見える現場作り

生産活動

誰でも良品が確保できる最適条件
下と、安心度が常に保証される維持
管理の標準化

標準を守ってないことが目に見え
る（＝管理できる）現場作り

 

 

 

特性 特性 保証する部位・性能
（1）締付 ①最重要部位、重要部位 （1）塗装 ①ブツ

②重点部位 ②補正不良
③一般部位 ③タレ・スケ

（2）液注入 ①駆動等（E/G、T/F、T/M、D/F） ④ツヤ・肌
②ブレーキ （2）塗面キズ ①塗面全体のキズ
③ ②部品組立によるキズ

（3）溶接 ①最重要部位 （3）部品キズ・汚れ
②一般部位 衝突 組付け ①部品本体のキズ・汚れ

強度 （4）部品建付け ①部品（ｻﾝﾙｰﾌ」」を含む）
NV ・スキ、段置、ヘンサ
機能 ・クリップ入り不

（4）配線 ①インパネ・カウル （5）走行異音 ①部品からの異音
②E/Gルーム ②ボデーからの異音
③E/G補機 （ボデーフランジ、SP）
④ドア 作動音 ①ドア

（5）配管 ①燃料系（フェーエル） ②サンルーフ
②駆動系（P/D、ブレーキ） ③アウターミラー
③一般部（A/C） ④シート

（6）仕様、 ①法規仕様 ⑤補機（レジスター）
　　　誤品 ②一般使用 （6）風切音 ①アウターミラー
（7）雨モレ ①カウル・ダッシュ部（シール部） ②サイドバイザー

②Fr、RrW/D 接着 ③サンルーフ　他
ｶﾞｽｹｯﾄ （7）ボデー建 ①フタ物

③サイドW/D 接着 ・スキ、段置、ヘンサ
ｶﾞｽｹｯﾄ （8）ボデー ①ボデー×外装品色合い
ｽｳｨﾝｸﾞ 部品の ﾊﾞﾝﾊﾟｰ、ﾏｯﾄｶﾞｰﾄﾞ、ﾐﾗｰ

④ドアW/D 色合い グリル、G/N
②内装（インパネ）

重要品質特性
保証する部位・性能

外観・官能特性

①重要品質特性 ②外観品質特性

 

 

図 2.3-2 工程の保証度向上活動 

図 2.3-3 重要品質項目・外観品質項目 
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図面 試作 号試 品確 立上り 号口

（ⅰ）保証特性別に対象となる部位を
　　　全点リストアップし、マップ化、番地

（ⅱ）各特性別にステップ毎に保証項目
　　　と水準を明確にする

（ⅲ）保証度診断の方法を設定する

（ⅳ）各ステップ毎に保証度確認をする
　　　（製品、設備・工具、工程、姿勢等）

・立上りまでに
　検証した保証
　項目、水準を、
　号口後に定期
　点検、フォロー
　し維持・管理
　する

 

 

 

 

 図 2.3-5 に、「部品でのマップ化・番地化」のイメージ図を示した。つまり、衝突・強度・

ＮＶ（ノイズ・振動）機能に関係する溶接部位に対して、マップ化・番地化を行い、その

箇所が確実に溶接されたかどうかをチェックするやり方である。 

 品質保証の活動は、このような地道な活動を積み重ね、さまざまな品質管理活動の結果、

図 2.3-6 に示すように、新車の立ち上がり品質は飛躍的に向上した。 

 

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

 

 

 

図 2.3-5 部品でのマップ化・番地化（イメージ図） 

小サブ単位にマッ

プ化、番地化し、

設計指示に基づ

き、設備条件をチ

ェックし、ステッ

プ毎にＮ・Ｐ、栓

抜け（断面）によ

る品質確認で検証

（各部署、仕入先）

図 2.3-4 新車開発での品質管理活動 
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Ｕ車 Ｖ車 Ｗ車 Ｙ車

（件）

 

 

 

2.4 IT を活用した“ものづくり”生産技術まとめ 

 

 以上、自動車製造を例に挙げ、ものづくり生産技術を述べてきたが、この「IT を活用し

た“ものづくり”生産技術」をまとめると、「CAD 自体の技術進歩」、「CAE 技術の向上」、「CAE

技術の向上の伴う開発の進め方の改善」、それと「生産段階の品質管理・効率的な生産への

地道な、泥臭い活動」である。 

 

 「CAD 自体の技術進歩」とは、デザイン段階で、意匠まで織り込むことができる精緻な画

像作成技術の進歩や、またさまざまな背景で、車の塗色を変え、競合他社の車と同じ画面

で比較するような CG 技術の進歩である。このようなことより、デザインの検討をよりやり

やすくしたことである。 

第 2の「CAE 技術の向上」は、試作車を作ることなしに、デザイン CAD をもとに作られた

構造設計 CAD で、「強度・振動・衝突・・・」の評価をコンピュータ上で行い、信頼性高い

結果をもたらすようになった。また、金型設計では、その金型の CAD をもとに、コンピュ

ータ上でプレス成形性解析（CAE）を行い、シワやワレなどの問題が出ないと思われる金型

を設計できるようになったのである。また、個々の部品を設計した段階で、DA（デジタル・

アセンブリ）の技術を使って、コンピュータ上で作業性／組付性の評価ができるようにな

った。さらに、DF（デジタル・ファクトリー）の技術を使って、「工程編成」、「設備設計」

を行うことができるようになったのである。 

このような、CAE を利用したシミュレーション技術の向上は、開発期間・開発工数を短縮

し、デザインバリエーションを増やし、大きな原価低減に結びつき、かつ高品質を実現し

たのである。 

図 2.3-6 新車立上り品質（重要品質問題） 

指

数

市場回収 
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第 3の「CAE 技術の向上を伴う開発の進め方の改善」は、従来の「デザイン」が終われば

「ボデー設計」をして、次に「プレス型設計」・・・という新車開発の進め方を、同期化し、

情報を共業するプロセスに変えたことである。これにより、開発の上流段階で CAE を使っ

てコンピュータ上で、問題を可能な限り解決して開発を行えるようになった。こうした飛

躍は、上述の開発期間・開発工数を短縮、デザインバリエーションの増加、原価低減の一

層の増大、更なる高品質を実現したのである。 

第４の「生産段階の品質管理・効率化への地道な、泥臭い活動」は、状況に応じて仕組

みを作り、人手をかけて行うしかないということが現状である。 

以上、自動車の“ものづくり”においては、1990 年代後半からの「CAD・CAE の進歩（特

に CAE の進歩）が、ものづくり生産技術の大きな革新をもたらした」ということができる。 

一方で、このような IT 化が進展する中で、図 2.4-1 に示すように、中小企業の観点から

は、取引先の大企業の数が多ければ、使用するソフト（CAD）の種類も増加し、数多くの「大

企業の指定するソフトに対応」する必要が出てくる。この場合、それらのソフトに対して

「高いソフト使用料」を支払う必要がある。更に中小企業では、このような「さまざまな

ソフトを使いこなす技術者がいない」という問題を抱えている場合が多いのである。この

状況下で、安い労働賃金を武器にした「中国企業との競争」という現実が押寄せており、

IT 化の近辺には多くの潜在的・顕在的な問題を抱えている。 

   

大企業

大企業

大企業

中小企業

ソフト１

ソフト2

ソフト3

ソフト4

中
国
企
業
と
の
競
争

・大企業違う
　ソフトへの対応
・高いソフト
　使用料
・さまざまなソフト
　を使いこなす
　技術者がいない

 

 

 

このような問題を解決するためには、「ネットで、安いコストで中小が使用できるように

する」、「ネットでソフト使用方法を指導する」、「県が何本か買い、それを開放する」など

の方法が考えられる。いずれにしろこのような現実問題に対しては、官民協力による対応

が不可欠である。 

図 2.4-1 大企業の IT 化と中小企業の対応上の問題点 
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第 3 章 中部地域ＩＴを活用した中小“ものづくり”生産技術の調査 

 

3.1 中小企業 14 社の調査 

 

 調査した企業は以下の 14 社である。 

 

 （A）（株）ナベヤ ････････････････････････････････････････････････････････  47 

 （B）大垣精工（株） ･････････････････････････････････････････････････････  56 

 （C）（株）小森精機 ･･････････････････････････････････････････････････････  65 

 （D）（株）ダイニチ ･･････････････････････････････････････････････････････  75 

 （E）（株）ナガセインテグレックス ････････････････････････････････････････  87 

 （F）鍋屋バイテック（株） ･･･････････････････････････････････････････････ 102 

 （G）日晃オートメ（株） ･････････････････････････････････････････････････ 112 

 （H）（株）丸順 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 126 

 （I）丸三工業（株） ･････････････････････････････････････････････････････ 141 

 （J）ダイセン（株） ･････････････････････････････････････････････････････ 156 

 （K）徳田工業（株） ･････････････････････････････････････････････････････ 171 

 （L）幸栄精機（株） ･････････････････････････････････････････････････････ 179 

 （M）みづほ興業（株） ･･･････････････････････････････････････････････････ 193 

 （N）（株）ユタカ電子製作所 ･･････････････････････････････････････････････ 204 
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3.1-1 調査方法概要 

 

（１） 質問項目 

 

 訪問各社への質問は、図 3.1-1 に示す「ものづくり生産技術概念図」を示しながら、以

下の内容で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 調査時期・調査会社 

 調査時期および調査会社を表 3.1-1 に示す。調査会社は、「IT 技術を活用した中小“もの

づくり”生産技術の高度化」委員会で推薦を受けた企業の中から、訪問調査の受諾をいた

だいた 14 社であった。 

 

 
①デザイン・設計～設備設計／製作で、

どのような IT が使われているか、その

特徴・独自性の調査 
②生産でどのような「効率的な生産」

（トヨタ生産方式など）が行われてい

るのか 
③品質保証のための「品質管理」体制は

どのように行われているか 
④その他各社独自の固有技術、ノウハウ

など技術力の高さについて 
⑤中部経済産業局などの国家機関、公的

研究機関、大学など知の構築を目的と

した研究機関などへの要望について 
 
 
などである。質問は上記①～⑤を行った

が、全ての項目について解答を得たわけ

ではなく、ほとんどの企業が、自社の特

徴を示す部分を中心に説明を行ってい

る。従って本報告はそのような形態とな

っている。 

図 3.1-1 ものづくり生産技術概念図 
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2 大垣精工(株) 130 ○ ○ 8月19日

3 (株)小森精機 62 ○ ○ 8月5日

4 (株)ダイニチ 20 ○ 7月29日 下村尚之氏（代表取締役）

(株)ナガセ

インテグレックス

6 鍋屋バイテック(株) 240 ○ ○ ○ 8月18日

7 日晃オートメ(株) 70 ○ 7月31日

9 丸三工業(株) 40 ○ 8月25日

11 徳田工業(株) 150 ○ ○ 7月29日 徳田泰昭氏（代表取締役社長）

12 幸栄精機(株) 17 ○ ○ 8月7日

13 みづほ興業(株) 90 ○ 8月28日

(株)ユタカ

電子製作所

8月27日 長瀬幸泰氏（代表取締役社長）

○ 9月8日 青野　豊氏（代表取締役）

5 100 ○

14 8

10 ダイセン(株) ○ 9月11日130

宮本誠二氏（常務取締役）

水谷常夫氏（代表取締役社長）

丸　直樹氏（代表取締役社長）

林　達男氏（代表取締役）

浅野千幸氏（代表取締役）

幸脇盛治氏（副社長）　他３名

尾上健一氏（経営企画室部長）

上田勝弘氏（代表取締役社長）

花田　伸氏（代表取締役）

服部哲夫氏（代表取締役社長）

No
切削・プレス
品等製造

木型、金型
設計製作

従業
員数

電気電子
計測制御

訪問日 対応者

堀江尚男氏（常務取締役）
8月20日

金属製品
鋳物加工

機械製造
機械部品

製造
繊維工業

○

8 (株)丸順 551 ○ ○ 8月21日

1 (株)ナベヤ 160人 ○
酒井正男氏（取締役）

会社名
業種

岡本太一氏（代表取締役）
佐藤雅秀氏（常務取締役）

表 3.1⁻1 調査会社一覧表 
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図 3.1-2 調査会社の業種 
      （重複あり） 

図 3.1-3 調査会社の地域 

調査会社の業種は、「木型・金型設

計製作」が最も多く 6 社、ついで

「切削・プレス品等製作」4 社の

順である 

調査会社の地域は、地元の岐阜県

が最も多く 12 社で、愛知・滋賀

が各 1 社である 

図 3.1-4 調査会社の従業員数 
 

図 3.1-5 調査時の対応者 
      （重複あり） 
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 調査会社は、従業員数 199 名以下

の中小企業がほとんどである 
 ほとんどの企業で、代表取締役が

我々の調査に協力し、自ら説明者と

なってくれた 
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3.1-（A） 株式会社 ナベヤ 

 

１． （株）ナベヤの発展の歴史 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社概要 

社     名 株式会社ナベヤ 
所  在  地 岐阜市若杉町２５ 
創     業 1560 年（永禄 3 年） 
会 社 設 立 昭和 22 年 2 月 
代表取締役会長 岡本 太右衛門 
代表取締役社長 岡本 知彦 
資  本  金 ９８００万円 
従 業 員 数 1４５名 

会社沿革 

1947 年 2 月 ㈱岡本鋳造より独立し、社名を㈱鍋屋鋳造所と称し会社設立。 
       軽合金、銅合金鋳物を製造 
1950 年 2 月 丸同型バイスの製造開始、日本工業規格表示工場となる 
1959 年 2 月 認定事業内職業訓練所(鋳造、機械科)開設 
1960 年 7 月 防衛庁工具銘柄指定工場となる 
1964 年 6 月 バイス生産量 1,000,000 台達成、機械加工専門工場新設 
1970 年 12 月 全自動高速高圧造型プラント(DISAMATIC)完成 
1972 年 6 月 社名㈱ナベヤに改称、本社ビル新築、 
1974 年 4 月 4.5ton／Hr キューポラ溶解プラント完成 
1977 年 1 月 バイスの生産量 4,000,000 台達成 
   10 月 NC 付ドリリングセンター2 台導入 

1979 年 1 月 マシニングセンター導入 
1980 年 1 月 コンピュータシステムオンライン化開始 
    3 月 6ton 低周波誘導溝形炉導入、シャルピー衝撃試験機導入 
    10 月 バイス生産量 5,200,000 台達成 
1981 年 2 月 滴注式全自動熱処理プラント導入 
    8 月 中物自動熱処理プラント導入 
1982 年 1 月 O・N－TQC 運動全社的に展開 
1983 年 1 月 岐南町に全自動塗装ライン完成 
1984 年 1 月 本社塗装工場全自動塗装ライン完成 
     8 月 精密マシンバイス FMS ライン設置 
    9 月 羽島工場完成 
    10 月 テーブル形横中ぐり盤を設置 
    12 月 ダブルコラム形治具ボーラを設置、三次元測定システムを設置 
1985 年 1 月 ブロックビルドシステム用治具センターを開設 
1988 年 6 月 各務原工場完成 
   12 月 カールツアイス NC 付三次元測定システム設置 
1989 年 8 月 AMF 全自動製造型ライン完成 
1990 年 5 月 BMD 全自動連続式ショットブラスト完成 
1992 年 4 月 糸貫工場完成 
1995 年 1 月 TPM21 を全社的運動として展開 
1997 年 2 月 高周波電気誘導炉(１ton2 基)を導入 
 

生産品目 

精密治具、治具材料、治具部品、精密マシンバイス、 
精密検査用定盤、横バイス各種、ブレスナイト、 
鋳造部品、梵鐘、半鐘 

㈱ナベヤ（以下ナベヤ）の創業注）は 1560
年であり、それ以降現在に至る 5 世紀にわ

たって、常に新しい技術で、「鋳物づくり」

を探求し続けてきた。近年の著しい工業の

発展に伴い、ナベヤは幅広い鋳物づくりに

努め、治具・バイス・定盤・各種作業工具・

加工付き精密鋳物等を生産している。 
現在のナベヤは、1947 年に（株）岡本

鋳造所より分離独立したが、戦時中は軍部

より指示のあった手留弾などを作ってい

た。戦後は、小物の量産ラインを活かし、

鋳物を素材とした商品ということで、バイ

ス（万力）を作り始めた。この商品は北米

市場で受け入れられ、多いときには 10 万

個／月程度を輸出し、アメリカのシェアの

多くをナベヤが占めていた。その後の円高

を期に輸出から国内需要へと転換を図っ

ていった。 
 ナベヤは、早くより CAD・CAM を導入

し、万力から、精密マシンバイス、精密治

具へと商品展開を行ってきた。そして、ど

のような治具を使えば、その部品の加工に

最適か、選定のシステムを作り、自社の治

具の拡販を図ろうとした。そのシステム作

りのため、当初は人工知能の利用を試み

た。 

注）今回の調査対象会社「鍋屋バイテッ

ク（株）」と同じ、1560 年に岐阜市金

屋町にて鋳造業を始めた「鍋屋」がル

ーツである。 
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しかし、その後方向転換し、3D-CAD をベースとした「ジグ構築システム」の開発を行い、

短時間で治具を構築する方法を確立した。現在は治具の売り上げが、ナベヤ全体の 50％近

くを占めており、このような業績拡大に至った背景には、ナベヤの他社の追従を許さない

固有技術として、「ジグ構築システム」を基礎とした設計（CAD・CAM、CAE）・製造・販売シ

ステムがある。本報告は、ナベヤの基幹技術であるこの「ジグ構築システム」を中心にし

た、“ものづくり”技術に関する報告である。 

この「ジグ構築システム」の利点は、以下の内容[1]とされている。 

① 年間の治具費を 30～65％ダウンすることが可能 

② 組立式治具により 30 分～4 時間で完成 

③ 約 1 万点の豊富なエレメントを有し、あらゆるワークに対応できる 

④ ほとんどのエレメントは、0.01mm 以内の高精度 

 この「ジグ構築システム」のため、ナベヤの治具パーツ数千点すべては、データベース

化されており、CD-ROM での配布とともに、インターネット経由でダウンロードすることが

できる。 

これは「ジグ構築システム」を使って、ユーザーが対象ワークの 3D モデルデータを準備

すれば、最適治具を容易に組立てることができるというものである。そして、この「ジグ

構築システム」を使って最適の治具の構築が完成したら、インターネットを通じて、この

治具を構成するパーツ（エレメント）の購入を申し込むことができるわけである。 

 それでは、このナベヤの“ものづくり”技術「ジグ構築システム」を以下に説明する。 

 

２． ナベヤの“ものづくり”技術「ジグシステム」 

 

2.1 IT（CAD・CAM、CAE）を使った「ジグ構築システム」と 

「デジタルノウハウデータベースシステム」  

  

（1）IT（CAD・CAM、CAE）を使った「ジグ構築システム」 

図 1 に IT 技術（CAD・CAM、CAE）を利用した「ジグ構築システム」を示した。これは、

まず顧客のワークの「CAD 図面」を NJAS（ナベヤ・ジグ・アセンブリ・システム）に入力

すると、「コンピュータ上でワークに治具（最適の治具エレメントで構成）を組み付けた」

「3D-CAD」モデルが得られる。また、コンピュータ上でワークを治具に組み付けた「3D モ

デル」をもとに、このように治具が組み付けられた場合に、ワークが問題なく加工できる

か「コンピュータ上で加工干渉チェック」（CAE1）が行われる。それと同様に、「コンピュ

ータ上で剛性のチェック」（CAE2）が行われる。このように、ナベヤ「ジグ構築システム」

とは、顧客の要求する治具を、コンピュータ上で設計・検証する IT である。 

このようにして、顧客のワークの 3D モデルがあれば、このワークに対して、コンピュー

タ上で治具の組立（最適の治具エレメントの選定）が行われ、加工性のチェック、剛性の
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チェックができるのである。以上のような操作ができるため、上記の「ジグ構築システム」

の利点として述べた、従来の治具に比べ「①年間の治具費を 30～65％ダウンすることが可

能」であり、またコンピュータで設計、検証できるため「②組立式治具が 30 分～4 時間で

完成」などの効果が得られるのである。従来治具の設計のために、膨大な工数と時間をか

け、結果としてコスト的・重量的に最適なものが選ばれたかわからない状況にあったこと

を考えれば、画期的な進歩をもたらしたということができるのではないか。 

 

 図 1（CAE1）に示したように、治具に取り付けられたワークを加工する場合、切削工具が、

治具と干渉して加工に問題がある場合は、その部分だけ色が変わる。また同様に、加工に

よる応力により、各部位の変位量が、図 1（CAE2）に示すように段階的に色が変わり示され

る。図 1（CAE2）赤の部分は、応力による変位量が大きく弱い部分、黄色はやや変位量が大

きい部分、色の濃い青い部分は十分に剛性があり、変位の少ない部分というように段階的

に色が変わっている。このような結果をもとに、最適の治具を作りこむことになる。なお、

この剛性計算は、図 1（CAE2）に示すように、メッシュ状に切った形をもとにした、線形マ

トリクスを利用した有限要素法により求めたものである。このように、ナベヤ「ジグ構築

システム」は、顧客のワークの 3D モデルをもとに、加工しやすさ、剛性をコンピュータ上

で計算し求め、最適の治具を提案するというシステムである。 

 

 なお、この「コンピュータ上で部品を治具に組み付けた」3D モデルは、図 1 に示すよう

に、「ジグ組立モデル DB」をもとに、どのような治具を使えばよいか、これらのデータが活

用できるようになっており、このような過去「構築ノウハウデータベース」をもとに、治

具が選ばれる。 

それと同時に上でも述べたように、「パラメトリックモデル DB（データベース）」、「治具

エレメント DB」、「JIS 部品 DB」をもとにした「治具エレメント探索ナビゲーション」を利

用し、コンピュータによる「ジグ探索ナビゲーション」が行われ、「3D-CAD 治具構築」がさ

れる。当然この過程を通じて、治具の「エレメントリスト作成」がされるわけである。な

お、この「ジグ構築システム」の基礎となる「パラメトリックモデル DB」、「治具エレメン

ト DB」、「JIS 部品 DB」、「ジグ組立モデル DB」は定期的にメンテナンスされるのである。 

 

（2）ナベヤの「デジタルノウハウデータベースシステム」  

 次に、「ジグ構築システム」の「デジタルノウハウデータベースシステム」について述べ

る。「デジタルノウハウデータベースシステム」とは、「ベテラン・熟練者が有する知識・

ノウハウを、IT を使ってデータベース化し、必要なときに利用できるようにしたシステム」

である。つまり、図 1に示した、「パラメトリックモデル DB」、「治具エレメント DB」、「JIS

部品 DB」、「ジグ組立モデル DB」などはハードウエアのデータベースであり、「デジタルノ

ウハウデータベースシステム」で、治具を構築する際のソフトウェアに対応したものとい
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うことができる。そして、このようなハードとソフトのデータベースは、新たなエレメン

トやノウハウ、ルールが追加されるために、定期的にメンテナンスされている。 

 

2.2 「ジグ構築システム」に関しての情報の活用 

 

 上記 2.1 章で、「IT（CAD・CAM、CAE）を使ったジグ構築システム」、「デジタルノウハウ

データベースシステム」を示した。その他、最適の治具を設定するためには、過去の経験

より得られた各種情報などの活用による補強が不可欠である。 

図 2 に「ジグシステムに関しての情報の活用」について示した。図 2 に示すように、「3

Ｄ治具設計」に当っては、「構築ノウハウ」、「構築実績」、「不具合実績」をうまく引用して

検討する。「抽出パレット」（表 1）は、熟練者がどのような治具を設計したのか、抽出する

ために用いられるシートである。つまり表 1 に示すように治具がどのような工程で使われ

るのか「工程確認」を行い、どのような「ジグ仕様」にするのか、「工具仕様」、「加工機仕

様」はどのようなものかなどを細かく記録する。その内容を少し見てみると、表 2には「締

付けエレメントの選択」が示してある。つまり、「締付けエレメントの選択」では、表 1に

示す「抽出パレット」で基本仕様が決まった治具に対し、「締付け性」の評価が行われてい

ることがわかる。その記入方法は、表 2に示すように、「前提条件」として「エレメント配

置空間」が「十分」or「不十分」のどちらかを、さらに「締付けのポイント」として、「締

付け面形状」が「平面」or「R 面」、「頂面」と選択する。このように、治具の締付けの項目

を治具構築内容と照らし合わせ順次チェックしていき、治具の各エレメントの情報を記載

する。 

 このようにして蓄えられた「ノウハウＤＢ（データベース）」は、過去の実績を元にした、

治具エレメントの選択や配置のルールを決定するために用いられるデータベースとなる。 

 図 3 に示す「マイニングツール（手順・ルール）」は、治具のエレメントを選択するに当

り、どれを選択するのかを支援するルールを、生成するためのものである。つまり各ワー

クに対して順次治具のエレメントを決めて行くが、図 3に示すように、1つのエレメントを

決定するに当って、対応するルールと技術情報やノウハウを含んだ「背景情報」を関連付

けすることも可能にしている。このようにして、各ワークに対して、ルールと必要な段階

での「背景情報」を、簡単に引用できるようにして、理論的に納得できる、妥当な治具エ

レメントや配置を、決定していくやり方である。  

 図 2 の「③シミュレーション評価」は、1つは治具にワークを組付けた時に、加工機によ

ってうまく加工できるかのシミュレーションである。他の 1 つは、ある荷重がかかったと

きに、それに耐えられるだけの剛性があるかのシミュレーションである。これらは、図 1

の CAE1（コンピュータ上での干渉度のチェック）、CAE2（コンピュータ上での剛性のチェッ

ク）に示したと同じ意味である。信頼度が高いものとなっている。 

 図 2 の「治具エレメント DB（データベース）」は、図 1の中に示した「治具組立てモデル
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DB（データベース）」を含んでいる。つまり、過去ナベヤが手がけた治具の「実績データ」

が、データベースとして蓄積されている。また、治具はすべてデータベース化されており、

このデータをもとに、「3D 治具」が、ナベヤ独自の「ジグ構築システム」によってコンピュ

ータ上で設計されるわけである。当然この「ジグ構築システム」により治具の「設計」が

行われ、「パーツリスト」（エレメントリスト）が提示され、「重量」、「コスト」も即座に明

らかになるわけである。 

  

 以上、「抽出パレット」（表 1）、「ノウハウ DB」（表 2）、「マイニングツール」（図 3･4）を

中心に述べてきた。以上述べてきたように、このような情報は、コンピュータにたくさん

溜めるだけでは効率や品質の向上には寄与できず、それをいかに容易に、有効に使えるツ

ールと併用し、補強することが望ましい。 

 また、「ジグ構築システム」は、顧客のワークが 3D モデル化されていることをベースに、

治具を設計するシステムであるが、顧客のワークが 3D モデル化されてない場合でも、ノウ

ハウデータベースを元にした構築ルールや技術情報などの背景情報を用い、治具の設計を

することが可能である。 

 

３． ナベヤ“ものづくり”技術のまとめ 

 

 ナベヤの“ものづくり”技術は、1560 年に創業以来培ってきた「鋳物作りの」技術に、

近年取り組んだ治具メーカーとして、最先端の IT 技術で構成される「ジグ構築システム」

が組み合わされて結実したものである。 

 この「ジグ構築システム」は、顧客のワークの 3D モデルデータ-が有れば、コンピュー

タ上で治具の 3D 構築を行い、最適の治具（治具エレメントの構成）を求めることができる。

しかも加工機の干渉・治具の剛性など、顧客が必要とする検証を、CAE を使って、短時間で

行うことができるというものである。 

 このよう方法は、従来数千点あるようなジグエレメントを組み合わせる、治具の設計に

膨大な工数と時間をかけ、結果としてコスト的・重量的に最適なものが構築されたかわか

らない、しかも加工機の干渉チェック、剛性なども実際に試行しなければわからない現実

に比べ、画期的な進歩をもたらしたものである。 

 このような、ナベヤの 3D-CAD をベースとした「ジグ構築システム」は、過去の膨大なデ

ータの蓄積を基礎に、最新の IT 技術を活用してでき上がったものであり、ナベヤは膨大な

開発工数・費用をかけて行ったものと考えられる。そのような苦労をした分、現在この「ジ

グ構築システム」のようなものは、ナベヤしか持っておらず、その意味でナベヤを、治具

メーカーとして決定的に優先付ける価値ある技術ということができよう。 

 

[1]（株）ナベヤ H.P.：http://www.nabeya.co.jp/index.html 
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構築ノウハウ
データベース

ジグ構築支援

治具エレメント検索ナビゲーション

部品リスト作成

3D-CAD
治具構築

ジグ検索ナビ
ゲーション

パラメトリック
モデルDB

治具エレメント
DB JIS部品

DB

ジグ組立
モデルDB

ジグデータベースメンテナンス

加工干渉チェック 剛性確認CAE1

CAD

CAE2

３D-CAD
NJAS

＜コンピュータ上で部品を
　　治具に組み付ける＞

NCデータ作成

＜部品の図面＞

＜コンピュータ上で
　加工干渉度をチェック＞

＜コンピュータ上で治具
　　の剛性をチェック＞

図１．IT（CAD・CAM、CAE）を利用した「ジグシステム」 
             出所：ナベヤ社内資料による 
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３D治具設計

構築ノウハウ

構築実績

不具合実績

抽出パレット

ノウハウDB

マイニングツール

シミュレーション評価

治具製作

治具エレメントDB

エレメント探索ナビゲーション

実績データ パーツデータ

設計
パーツリスト

重量
コスト

（表1）

（表2）

（図3・4）

３D-CAD治具

設計支援

 
図 2．「ジグシステム」に関しての情報の活用 

出所：ナベヤ社内資料による 
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表１．抽出パレット 
出所：ナベヤ社内資料による 

 

表２．ノウハウ DB 
     出所：ナベヤ社内資料による 
 

８
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図 4． マイニングツール（技術情報） 
         出所：ナベヤ社内資料による 

10 

 図 3．マイニングツール（手順・ルール） 
         出所：ナベヤ社内資料による 
 



 56

3.1-（Ｂ）大垣精工株式会社 

 

１． 大垣精工（株）発展の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大垣精工（株）（以下大垣精工）は、現社長

が大垣市内の有力金型部品メーカーに勤め、

労働組合の活動をしていたため、社長と対立、

1968 年にその会社を退職し、同時に辞めた６

人と共に設立した会社である。 
独立当時は、機械設備などは借用し、前の

会社からの関係で地元の会社の金型などの製

作を行っていた。転機が訪れたのは、京セラ

の精密金型の受注に成功してからである。当

時、京セラはカラーテレビに使う、セラミッ

ク基板や絶縁体その他の精密部品を作ってい

た。その中で同社は、1 回の手直しもなく、1
発でセラミック用精密金型に合格。京セラの

担当者を驚かせた。その後はむしろ京セラの

難しい部品の金型は、同社に回ってくるよう

になり、京セラの発展とともに、金型事業は

拡大していった。 
上記のように、創設時より金型専業であっ

たが、1984 年に(株)セイコーハイテックを設

立し、自社で作った精密金型を使い部品も製

造するようにした。大垣精工は、小型で精密

なプレス金型の製作を主業務とし、(株)セイコ

ーハイテックでは、その精密金型で剃刀、パ

ソコン用ハードディスク（HDD）関係の部品、

自動車の電気機能部品など、精密金型を使っ

た部品を製造するようにした。 
この中で、日本のパソコンメーカーは、ハ

ードディスク（HDD）のデータ読み取り部品

を、従来香港で切削加工させ輸入していた。

しかし、品質も悪くコストも高いため、プレ

スでできないかとのメーカーより話があり、

精密金型を作り上げ実現させた。これにより、

 
 
 
 
 
 
 

 
会社名 大垣精工株式会社

代表者 代表取締役　上田勝弘

社員数 130名　（平均年齢35歳）

創立 1968年10月1日

資本金 5,000万円

工場規模 土地　7,263㎡　建物　3,390㎡

産学提携先 国立ソウル産業大学

会社名 株式会社　セイコーハイテック

代表者 上田勝弘

創立 1984年11月15日

資本金 4,500万円

工場規模 土地　3,551㎡　建物　1,604㎡

ハードディスク用精密プレス部品
自動車用精密プレス部品
電気電子機器用超精密プレス部品

事業内容

中城電器（青島）有限公司
（CHAINA）
TEL　532-608-9001

所在名
岐阜県大垣市浅西3丁目22の15
TEL　0584-89-5885　（代）
FAX　0584-89-7765　（代）

合弁及び
技術提携会

社

株式会社新韓技術センター
（KOREA）
大韓民国京幾道富川市遠美洞4-13
TEL032-666-8070

株式会社韓国城山（KOREA）
大韓民国慶北達城郡工面里洞103-
31　　　　　　　（論工工業団地内）
TEL053-615-1161

新大垣工業株式会社（KOREA）
大韓民国京幾道始興市正往洞
1254-3　　TEL　0345-498-9306
FAX　0345-498-9007

所在名

各種電気・電子機器用精密順送金
型・超硬順送型・医療用機器・F.B金
型・ニューセラミックス金型の設計製
作販売及び輸出
精密治具・超精密金型機械部品・
排気ガス用ハニカム

事業内容

岐阜県大垣市浅西3丁目22の15
TEL　0584-89-5811　（代）
FAX　0584-89-5545　（代）

＜会社概要＞[1] 
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製品価格を、従来コストの 1／15 に低減させた（この件は、別途 2.3 節で説明）。 

現在、このパソコン用ハードディスク（HDD）のデータ読み取り部品を、プレス加工して

いるメーカーは、世界に 4社（日本 2社。アメリカ 2社）のみである。この部品の精度は、

ジャンボジェット機の大きさのものを、地表 30cm のスペースに保つと同じ精度と言われて

おり、同社はこのような部品を連続生産する能力を持っているのである。 

このような、精密金型技術を構築することができたのは、1つは高精度の設備を同社が保

有していることによる。たとえば 25 年前、同社では他の中小企業に先駆け、1 台は当時高

価格の光学的倣研削盤（プロファイル・グラインダー）を、もう 1 台は国内でも生産が始

まったばかりのワイヤーカットマシンの購入などである。光学的倣研削盤は加工する部分

を光で投影機に映し拡大し加工する機械であり、ワイヤーカットマシンは細い穴に真鍮製

のワイヤを通し、その放電現象を利用して鉄を切っていくもの。一般に熟練した人間が加

工するより正確に切断加工ができると言われている。 

このような優秀な機械設備を取り揃える他に、優秀な精密金型加工の能力を持った人材

を育成してきたことが、もう 1 つの理由である。同社では製品は、最終的には人の腕や目

や感で仕上げることを、今でも大前提としており、いかに科学技術が発達しようとも、基

本的にその主役はいつの時代でも「人」そのものであり、金型産業における超精密な金型

や機械部品なども、最後には個性と感情豊かな「人」の手を通して生まれてくるとの考え

で、スキル技能を向上させてきた。この優れた技能と、上記の高い精度を保障する工作機

械群が、大垣精工(株)の“ものづくり”技術を支えるものである。 

 このように同社[1]では、最新鋭の機械を積極的に導入するとともに、世界的視野を持っ

たエンジニアを魅力ある職場から生み出すことを経営哲学として、思わず働きたくなるよ

うな職場環境を作ることに努力している。たとえば、“YES  I  CAN”運動では、「毎日の

生活の中に“ゆとりとはりあい”を、“職場の中に家庭のうるおい”」をキャッチフレー

ズに、単調になりがちな社会生活に“変化”をもたせることが、明日への ViVid な活力と

豊かな創造性につながると考え、まず、「カレンダー制服」と名付けたファッション性に富

ん制服を、毎月変える制度（写真 1）をおこなっている。また、社員食堂は人間が光と色に

筋肉反応を示した場合、最も安定した数値といわれる木質感を、壁、テーブル、椅子など

に使い、充足感が得られるようにしている。 

 

 

 

 

 

 
写真 1．カレンダー制服（毎月変わる 

ファッション性に富んだ制服）[1] 

当社全国初オリジナルカレンダーユニフォーム 
 
テレビニュース（NHK,CBC,中京テレビ） 
各社ラジオニュース 
ズームイン朝（日本テレビ系） 
トークシャワー（フジテレビ系） 
クイズところ変われば（テレビ東京系） 
 
各種全国紙、地方紙、雑誌等で報道される 
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２． 大垣精工の“ものづくり”技術 

 

2.1 金型業界を取り巻く環境と大垣精工の経営戦略 

（同社の上田社長が日本金型工業会の会長である関係から、金型業界の現状について

説明があったので、以下にそのことに少し触れながら説明をする） 

 

世界の金型の生産高は、約 40％を日本が占めている。つまり日本の金型は、世界の中で

圧倒的なシェアを握る技術分野である。 

また図 1 に示すように、日本の金型の規模は約 4,300 億円で、その中で大垣精工が属す

る金属金型約 1,700 億円、ガラス（セラミック）金型は約 80 億円である。大垣精工はこれ

らの分野の中でも、精密金型を得意とする企業である。 

 

 

 

0
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プレス型

 

 

 

わが国の金型は技術の優位性や品質の確かさなどの面では秀でている。例えば、化粧品

や薬の容器のような、容器と容器を重ね合わせるような精度を要する製品の金型は、日本

の金型を使っているといわれる。つまり、世界のどの企業でも行うことができる CAD・CAM

データを使った切削では、このような精度が出ない。このような精度を要する製品の金型

は、高度な技能を持った日本の職人による仕上げが必要なのである。このように日本の金

型は優位性を保っているが、それらの業界は、初期費用、初期投資、技術開発費や機械設

備の購入費・据えつけ費など，製品開発から製造開始までの当初にかかるイニシャルコス

トが高いことが問題となっている。また人件費や諸経費が、中国など諸外国に比べ高いた

め、納入先よりの価格要求を厳しく求められ、利益が出ないなどの苦境に立たされている

企業が多い。 

図 1．日本の金型製造高の推移[2] 
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この中で、大垣精工は、設立当初より精密金型（複雑金型、新素材の金型）などの特殊

な技術に特化するなどで、以上のような内外の企業が及ばない金型の技術領域を築き上げ

てきた。また上記のように、セイコーハイテックを立ち上げ、大垣精工の精密金型を使っ

た部品製造を行い、上述のパソコン用ハードディスク（HDD）のデータ読み取り部品のよう

な、競争力のある製品作りを行ってきた。このように、世界に通用する技術を有する大垣

精工(株)は、その金型やプレス品が韓国をはじめ、アメリカ、中国、香港、台湾、シンガ

ポール、タイ、インドネシアなどさまざまな国に輸出されている。また業界に先駆けて、

合弁・技術提供、外国大学との産学提携なども行っている。 

種々の金型製造の設計から製造に至る工程の機械化は、ハイテク製品の技術進歩に伴っ

て、ますます高度なものとなっている。自動車関連、電子機器、医療機器、カメラ、航空

機関連など、いずれも高い精度を求められるものばかりであり、同社は、長年蓄積された

超精密金型職人技術とハイテクノロジーへの飽くなき挑戦で、多様化するニーズに応えて

いる。以下に、大垣精工の“ものづくり”技術を紹介する。 

 

2.2 大垣精工の精密金型製造の工程 

 

大垣精工の“ものづくり”技術の基本は、上でも述べてきたように、製品を「精密金型」

にしぼり「高性能の工作機械」と「作業者の高い固有技術」の組合せた、他社のまねので

きない製品を作ることにある。 

まず設計段階では、2D-CAD・CAM または 3D-CAD・CAM で作り、すべての型図・部品図を

分業制で効率よく作成し、複雑な形状物も 3 次元 CAD で設計する（写真 2）。ユーザーから

の図面またはデータに基づき、構造及び型加工図を CAD・CAM で作成。完成した設計データ

はインターネットで送信し、急な変更にもスピーディな対応を行っている。 

フライス工程では、NC 加工ではできない部分、また製品粗取りからポケットの合わせ部

などを、熟練された職人技術が、高精度の加工を行っている。同様に、NC／MC 加工を行う

前の荒削りや原型の製作、ワイヤ加工･放電加工ではできない微妙な細部の仕上げも、手作

業で作業者が行っている。 

CAD・CAM、マシニング、高速機などで構成され、柔軟な感性ですべてに渡って直彫り、

モデル承認の電極を作っている。社内ネットワークにより設計からのデータを受け取り加

工データに変換。複合 R で合成された形状も自在に操り、研ぎ澄まされた原型を生成して

いる。 

ワイヤ放電加工は、経験を生かした巧みな加工方法を駆使し、面粗度より磨きまで行う。

この工程は NC／MC で削った原型の精度をさらに高めるもので、最新技術を駆使した放電加

工機とワイヤーカット加工機により、金型のエッジを立たせるなど細部の仕上げをおこな

う。同社が誇る「超精密ワイヤ放電加工機」、「サブミクロン加工対応超精密ワイヤ放電加

工機」を、写真 3・4 に示す。 
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仕上げ工程は、そして熟練された職人技術でユーザーの要求する原型を造り上げている

（写真 5）。結局、最後は高度技術を持った人の手仕上げになる。この仕上げ工程は、大垣

精工(株)が長期にわたって蓄積した熟練技術である。CAD・CAM で作り上げたもので、切削

したものは、おおよその精度は出るが最終的には、人間が仕上げる。その仕上げで、要求

する精度が得られるのである。このことに関して、上田社長は、「CAD・CAM で 90％まで精

度は出るが、最後の 10％は人間の仕上げ」と述べ、この 10％が他社に差をつけるものとし

ている。写真 6 は順送精密金型、写真 7 は順送精密金型で成形途中の輸出用「剃刀」の半

製品である。写真 7 に示すように、製品を仕上げるために、どのように順送金型を作り、

組み合わせていくかも、同社独自のノウハウである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2．CAD データ作成 

     （出所：大垣精工での撮影） 

写真 3．超精密ワイヤ放電加工機 

    (Ap450)SODICK 製 

    （出所：大垣精工会社案内より引用）

 

写真 4．サブミクロン加工対応超精密 

ワイヤ放電加工機(EXC1000)SODICK 製 

（出所：大垣精工会社案内より引用） 

 

写真 5．金型仕上げ工程 

   （出所：大垣精工での撮影） 
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大垣精工では、徹底した製品の品質管理を行っている。写真 8に示すのは、CNC 画像測定

システム（光学測定技術とコンピュータによる画像処理技術を用いて、高精度に自動測定

する装置）である。この装置の測定精度は 1μｍ以下である。また、写真 9に示すのは、「パ

ソコン用ハードディスク（HDD）のデータ読み取り部品」を全数検査している状況である。

このように、プレス部品検査において、最終的に機械だけに頼るのではなく、人間の目に

よる、全数検査もおこない、万全の検査・品質管理体制を敷いている。 

 

 

 

 

 

 

2.3 製品事例（パソコン用ハードディスク（HDD）の読み取り部品）およびその他製品 

 

同社がオンリーワン企業といわれる製品の一つに、パソコンなどに使われる「ハードデ

ィスク（HDD）の読み取り装置の部品」製造がある。これは同社が試作開発から量産に成功

したもので、国内有力パソコンメーカーからの依頼で行われた。当時、日本のパソコンメ

ーカーは、香港などで安い施盤を使い 1 個づつ削って作られたものを使っていたが、それ

写真 6．順送精密金型郡[1] 
写真７．プレス成形過程の製品（輸出用剃刀） 

        （出所：大垣精工での撮影） 
 

写真 8．CNC 画像測定システム 
（NEXIV）[1] 

写真 9．HDD 製品の全数検査 
（出所：大垣精工会社案内より引用） 
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では不良品が多く、大量に生産できない問題点があった。そこで同社が、プレス金型を使

い量産することを考え成功した。その開発に着手したときは、すでにアメリカで 2 社、国

内では 1 社の世界で 3 社がプレス成型を行っていたが、大垣精工（株）は精密金型を武器

に、高い品質のものを大量に作ることに成功した。よって先発 3 社に比べ、当然製品の合

格率がよく、結果的に低コスト高品質でユーザーの信頼を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                               

 

 

 写真 12・13 は、京セラでのセラミック受注依頼以来培ってきたハニカム用と、ニューセ

ラミックス用の金型である。また表 1には、同社の保有する主要設備一覧を示した。（ただ

し、(株)セイコーハイテックの設備は除く） 

 

 

 

 

写真 10．HDD 部品・HDD PARTS[1] 写真 11．HDD 部品製造３次元精密加工機[1] 

写真 12．ハニカム用金型[1] 写真 13．ニューセラミックス用金型 [1]
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名称 ﾒｰｶｰ 台数
NC治具グラインダー 三井精機、和井田他 8台
NCマシニングセンター マキノ他 6台
治具グラインダー ハウザー他 4台
ワイヤーカット放電加工機 13台
加工用プレス　（17t,160t） 28台
フライス盤 マキノ他 10台
成形研削盤 15台
NCフライス盤 3台
NC成型研削盤 3台
成形研削盤 15台
円筒研削盤 2台
放電加工機 10台
CNC画像測定ｼｽﾃﾑ（NEXIV） 3台
300、700大型投影機 1台
工具顕微鏡 23台
硬度測定器 2台
万能測定器 3台
ハイトマスター 2台
電気マイクロメーター 20台
面粗度（形状）測定器 1台
真円度測定器 1台

測
定
設
備

生
産
設
備

 

 

３． 大垣精工“ものづくり”技術まとめ 

 

 大垣精工の“ものづくり”技術は、まず第 1に「精密金型」に特化した経営戦略にある。

そして、その技術の高さは、同社のオンリーワン技術「パソコン用ハードディスク（HDD）

の読み取り部品」の生産などにより証明された。この「精密金型」を支える技術は、「超精

密ワイヤ放電加工機」、「サブミクロン加工対応超精密放電加工機」など、常に最新鋭の精

密工作機械を保有することと、数十年にわたって磨き上げた熟練した作業者の腕前である。 

また大垣精工は、同社の「精密金型」を使ってプレス製品を製造するセイコーハイテッ

クを設立し、経営の多角化・安定化を図っている。つまり、セイコーハイテックから作ら

れる製品は、製品精度が高く、付加価値が高く十分な競争力を有するものであり、同社の

大きな発展をもたらした。 

このようなことが、大垣精工“ものづくり”技術である。 

 

＜参考資料：上田社長（日本金型工業会の会長）の「日本の金型産業の現状と展望」につ

いてのお話し[4]＞ 

 

日本の金型生産額及び輸出額は世界 1位のシェアを占めているが、韓国、台湾、中国

を始めとする東南アジア諸国の技術、価格の面での追い上げは年々激しくなってきてい

る。日本の金型産業の主たる顧客である自動車産業や家庭用電気産業は、戦略的に海外

表 1．大垣精工保有主要設備[3] 
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への展開を図り、1997 年を境に急速に製造拠点が海外へ移転し現地調達が進み、更に、

国内の顧客が海外の安い金型を輸入している点もある。金型製作のための工作機、CAD・

CAM システム、素材、工具などは年々改良され、金型業界の生産性の向上に役立ってい

るはずであるが、経済や技術がボーダレス化している現在では、国際競争は当然のこと

であり、日本からの金型技術の指導・供与、技術開発などは諸外国の競争力を高め、現

状のままでは日本国内の金型産業は危機的状態ある。しかしこのような中でも特殊な技

術に特化するなど、業績が伸ばしている金型企業も全体の約 20％程度あり、超精密、

超複雑、超大型、新素材の金型をはじめデザイン力・設計力により合理化した金型など

非常に付加価値の高い技術開発を積極的に行っている。 

一方、人による熟練技術・技能という点で、特に熟練技能者の老齢化、リストラなど

により金型製作技能の消失、若者のものづくり離れによる金型製作の技術・技能の低下

が危ぶまれている。金型はすべてを機械やコンピュータだけで製作することはできず、

工程全体の 10 から 15％、最後の仕上げ部分は日本人独特ともいえる伝統的な美的感覚

が必要とされ、「超精密」はこういうところから可能になっている。熟練技術者のノウ

ハウは人間の中にあり、この技術・技能を若者へと継承していくには、雇用問題、知的

所有権問題も含め国をあげ政治を含めてどう対処するか、考えなければならない。また、

技術･技能の継承は大学などにおける教育とともに、技能・技術に関する知識のデジタ

ル化、データベース化を図り、エキスパートシステムなどによる若い世代や非熟練者に

対する支援体制と技術・技能の伝承も必要だと考えられる。 

 以上のような多くの問題を抱えているが、技術的にも量的にもトップを走る日本の金

型産業は、先端的技術を常に開発し、その技術を諸外国に示しながら更にトップを維持

しなければならない。 

 

 以上のように上田社長は、「諸外国の発展への貢献と、日本の熟練者の育成・固有技

術の向上」を強調されている。 

 

 

[1]大垣精工(株)H.P.：http://www.ogakiseiko.co.jp/ 

[2]三菱メカトロニクスニュース,“金型の製造業の「原点」IT のフル活用で、積極的

な営業強化を支援”,Vol82,（2001.12） 

[3]大垣精工(株)：http://www.c-5.ne.jp/~otk/member/0046/index_0046.htm 

[4]金型情報 factory H.P.：http://www.mold-if.com/index.shtml  
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3.1-（Ｃ）株式会社小森精機 

 

1．（株）小森精機発展の経過 

 

 

 
（株）小森精機は、1972 年 5 月、岐

阜市織田塚町で個人にて創業し、1979
年には株式会社に組織変更して、株式会

社小森精機（以下小森精機）とした。 
受注型企業を目指していたが、創業当

時は十分な資金も無く、また設備や工場

も持っていなかったため、人が嫌がるも

の、難しいものという発想から、木工用

刃物・特殊刃物をまず手がけた。 
その後、それらを基盤に「他ではでき

ないもの」、「精度のあるもの」をやろう

と考え、設備も日本国内にない特殊な機

械をスイス・イギリス・ドイツ・アメリ

カから先行投資の形で積極的に導入し

た。その結果、上述の特殊機械を保有し

ていることが、次第に大手メーカーに知

られるようになり、上記特殊機械購入後

3 年後くらいから受注が拡大してきた。

また、1982 年には岐阜県下中小企業

で最初の完全週休 2 日制を実施した。こ

れは、社会的労働環境の先取りと、常に

80％の力で事業を運営し余力を残して

新しいビジネスチャンスにタイミング

を合わせることが必要と考えたためで

ある。また同時に、社員のゆとりや定着

率向上と、優秀な人材確保につなげよう

とのねらいもあった。 
1998 年には岐阜県がバーチャルリア

リティの研究拠点として整備したVRテ

クノプラザに研究室を開設、3 次元加工

への取り組みを本格的に開始し、1999
年には研究室で加工した 3 次元データ

を生産に直結させる仕組みを構築した。

 

 

会社概要 

社     名 株式会社小森精機 

所  在  地  岐阜県各務原市上戸町７－1－11  
創     業 1972 年 5 月    

会 社 設 立 1979 年 5 月   

代表取締役会長 小森 弘 

代表取締役社長 服部 哲夫 

資  本  金 60 百万円  

従 業 員 数 62 名  

売     上 870 百万円  

 

 

会社沿革 

1972 年／小森精機創業、岐阜市織田塚町にて 
1979 年／株式会社に組織変更 
1982 年／県下で最初に完全週休２日制を実施 
1985 年／各務原市上戸町に本社を新築移転し営業を開始 
1994 年／ＮＣ･文字彫刻システムソフト開発 
1996 年／「国内下請け企業活き活き会社 100 社」に選出 
1998 年／ISO.9002 を認証取得。ＶＲ研究室開設 
1999 年／第五・第六工場増設工事完成 
2001 年／業務拡大に向け、工業用地（2000 坪）を取得 

生産品目 
 
機械部品 工作機械用・電子部品装着機用・錠剤

包装機用・ＩＴ関連用 
金型部品 ワイヤーハーネス圧着用・プレス金型

用・プラスチック金型用 
冶具・ゲージ設計製作 
     組立用・機械工作用・部品検査用・各

種ゲージ 
工場用刃物 
     ワイヤーハーネス用カッター・各種包

装機械用刃物・木工用刃物・切削工具・

特殊刃物 
組立   電子部品装着機用・ノズル・カートリ

ッジホルダー 
 
 
主な取引先 
 
富士機械製造株式会社 
住友電装株式会社 
ソニーEMCS 株式会社美濃加茂テック 
兼房株式会社 
大豊工業株式会社 
株式会社型システム 
株式会社テクノワシノ 
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1985 年には現在の各務原市上戸の工業団地に新築移転し、新たな企業活動を開始した。

1991 年には、岐阜県の技術向上奨励補助金の対象企業となり、「ＮＣボード盤」を開発し、

1994 年には岐阜県工業技術センターと共同開発して「ＮＣ文字彫刻システム」のソフト開

発を行った。また同年には、全社上げてのＶＥ活動に取り組み、生産性の向上や新しいア

イデアの創出など経営環境の改善・経営資源の充実に努めた。 

また、同年には品質・管理の国際規格である ISO9002 を取得し、品質システムの確立と

社内体質改善に努め、世界に通じる技術と信用をスローガンにより高次元へのステップア

ップとなった。優秀な人材育成・高度な技術の醸成の一貫として資格取得にも力をいれ、1

級旋盤、1級平面研削盤、1級マシニングセンター、2級普通旋盤、2級フライス、2級円筒

研削盤、2級平面研削盤の技術士、2種情報処理技術者、職業訓練指導員などの資格保持者

が 16 名おり、総資格保持数は 32 資格に至っている。 

 

2．（株）小森精機の“ものづくり”技術 
 

同社は、「事業の繁栄は絶えまざる技術革新と顧客の創造によってもたらされる。利益は

それらの達成度の示す尺度であり、社会から与えられた評価である」との経営理念から、

新たな技術の開発に挑戦し、既存概念にとらわれない自由な発想で、ミクロン単位の誤差

をクリアし、永年培ってきた加工技術の蓄積により、超精密加工技術を事業の柱にしてい

る。 

 

超精密機械部品
●電子部品装着機用
●工作機械用
●レンズ組立用
●特殊産業機械用

超精密組立
●電子部品装着機用
　　ノズル・カートリッジ

各種工業用刃物
●包装機用
●食品用
●ワイヤーハーネス用
●木工用

超精密金型部品
●プレス金型用
●プラスチック金型用

 治具設計製造
 ●組立用
 ●機械工作用
 ●部品検査測定用
 ●各種ゲージ、模範

その他の取扱品目
●プレス金型設計製作
●製品開発

住宅産業食品産業

自動車産業

医療産業

家電産業

情報産業

航空宇宙産業

小森精機

超精密加工

 

                    

          

図 1 に小森精機の製品の全体像を示す。ここに示すように、「情報産業」、「自動車産業」

図 1．小森精機の製品の全体像（出所：小森社内資料） 
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「住宅産業」、「医療産業」、「航空宇宙産業」、「食品産業」、「家電産業」と製造に関する業

種としては、ほぼ全ての製造業種を対象としているが、製品としては「超精密金型部品」、

「超精密機械部品」、「超精密組立」、「各種工業用刃物」、「治具設計製造」など超精密加工

技術を基本としたものが主体である。300×300×300 以内の物であれば、どんな形・材質の

物でも超精密で高品質の金属加工が可能としている。 

 

 

 

                   

                 

 

   

 

写真 1．超精密機械部品         写真 2．情報機組立用冶具 

 

 

           
 

    写真 3．情報機組立用金型部品（出所：小森会社案内より引用） 

 

 

2.1 小森精機の主な加工技術 

 

以下順に、小森精機が得意とする、「精密円筒研削盤」、「平面研削盤」、「マシニングセン

ター」、「ラップ加工」、「測定・検査」技術の内容について説明をする。 

（出所：小森会社案内より引用） （出所：小森会社案内より引用） 
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（1）精密円筒研削盤                         

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）平面研削盤 

 

 

 

 

写真4. ケレンベルガー  CNC 万能研削盤 

 （KELCO 90 UR-M 175/1000） 

 

 代表的な精密円筒研削盤として、ケレ

ンベルガー社製精密円筒研削盤は 

UR175/1000 KELCO 90 …… 1 台  

UR175/1000 KELCO 70 …… 1 台  

600U(パイ 350×600)………… 2 台  

等を有している。 

これらの設備は外形・内径・端面の同

時研磨により、同軸度 1 ミクロン以内の加

工が可能である。また、心円度 0.4 ミクロ

ンの精度を保持できる［1］としている。 

なお、写真４は、ケレンベルガー社

製密円筒研削盤（KELCO 90  UR-M 

175/1000）である。 

写真5.  ユング平面研削盤 （ＪＦ ４1５） 

 

 代表的な平面研削盤として、ド

イツ・カールユング社製平面研磨

機ＪF４1５、ワシノエンジニアリング

社製 WINSTAR であり、プロファイ

ル・ドレスによる多彩な形状の精密

研削加工を得意とし、±1 ミクロン

の精度で加工を可能［1］としてい

る。 

 写真５に、ユング平面研削盤

（ＪＦ ４1５）を示す。 

（出所：小森社内資料） 

（出所：小森社内資料） 
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（3）マシニングセンター 

  

 

 

これらは、ドリル、エンドミル、リーマー、ボーリング等の高精度な加工が可能で､ 位

置決め加工精度は 0.002mm で、繰り返し精度は 0.001mm 以内を保証するものである。また、

高精度加工の一例としてはパイ 0.05 mm 穴の加工が可能で、穴精度は±0.0025 mm、位置精

度±0.0025 mm［1］としている。 また、高精度な機械のため、特に日常の保守点検・整備

を怠らず、常に精度保持に心掛け、設置環境は空調された工場で同一温度を保つように配

慮している。 

 

（4）ラップ加工 

鏡面加工は熟練した作業者の鋭い目により平面度は 1 ミクロン、面相度は Rmax0.05S～

0.06S［1］という鏡面になるまで手作業で徹底的に磨きこまれ、鏡面に微細な傷が付かない

よう室温等の作業環境にも気を配り、細心の注意をはらいながら厳しく加工、確認、検査

を行っている。また作業の能率を上げ、品質の高い鏡面加工製品を製作するために様々な

専用治具を考案、製作している。 

 

写真6. 安田工業ＣＮＣ ジグボ－ラー（YBM ９５０Ｖ）[1]

 代表的なマシニングセンター

として、安田工業製 
CNC 治具ボーラー YBM 950V

900×500×350 ……………1 台

CNC 治具ボーラー YBM 850V
800×500×450 ……………2 台

CNC 治具ボーラー YBM 640V
600×400×350 ……………2 台

横型マシニングセンターH40(8
パレット)650×560×560…1 台

を有している。 
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（5）検査・測定 

 

                       

 

 これら、小森精機の生産設備の一覧を表 1 に示す。 

写真７. カール ツァイス三次元座標測定機[1]

 

年中、昼夜問わず温度 20℃、湿度

55±５％で管理された恒温室で、Ｃ

ＮＣ三次元座標測定機や万能工具顕

微鏡など数多くの測定機器を設備し

ており、正確な測定が可能である。

数ミクロンの公差の部品でも不良品

は社外へ出さないことに心掛けてい

る。 
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種類 品番 仕様 ﾒｰｶｰ 台数
（マシニングセンター）
CNCｼﾞｸﾞﾎﾞｰﾗｰ YBM850V 800×500×450 安田工業 2
CNCｼﾞｸﾞﾎﾞｰﾗｰ YBM640V 600×400×350 安田工業 1
CNCｼﾞｸﾞﾎﾞｰﾗｰ YBM640V-PC（2ﾊﾟｯｸ) 600×400×350 安田工業 1
CNCｼﾞｸﾞﾎﾞｰﾗｰ YBM950V 900×500×350 安田工業 1
立形MC MC-5VA 1050×510×560 オークマ 1
立形MC MC-45VA 762×450×450 オークマ 2
横形MC H40(8パレット） 650×560×560 安田工業 1
（旋盤）
NC複合旋盤 LRｰ15Mｰ2SC φ240×600 オークマ 1
NC精密旋盤 LP-15C φ260×500 オークマ 1
普通旋盤 LS450、MS850 φ430,φ450×800オークマ、森精機 2
CNC精密自動旋盤 BS26C φ26×210 ツガミ 1
（フライス）
立形フライス盤 KSJP、VHR-A、2MW-A マキノ、静岡、日立 4
NC彫刻機　 IES-65 80×300×480 飯田製作所 1
（平面研削盤）
CNC成型研削盤 WINSTAR 500×270 ワシノ 1
CNC成型研削盤 WINGACE-F2P 400×200 ワシノ 2
CNC成型研削盤 STARLINE 400×200 Z&B 1
CNC成型研削盤 BS824 400×200 B&S 2
CNC成型研削盤 BS818A,A-1,CS 400×200 B&S 3
CNC平面研削盤 SE-63N2 600×300 ワシノ 1
CNCﾛｰﾀﾘｰ研削盤 SS-501N φ500 三正 1
平面研削盤 JUNG 1
平面研削盤 SE-52N1 500×200 ワシノ 1
平面研削盤 FSG-1640 1000×400 FALCON 2
平面研削盤 J&S 2
平面研削盤 アマダ 1
（放電加工盤）
ワイヤカット 100D 200×300×256 AGIE 1
ワイヤカット EC-3040 300×400×120 マキノ 1
細穴放電加工機 KICS ソディック 1
（円筒研削盤）
CNC万能研削盤 UR175/1000 KELCO90 KELLENBERGER 1
CNC万能研削盤 UR175/1000 KELCO70 KELLENBERGER 1
CNC円筒研削盤 GL4A-50 φ300×500 豊田工業 1
万能研削盤 600U φ350×600 KELLENBERGER 2
円筒研削盤 GOP-30、CGD150 豊田工機、ツガミ 2
CNC内面研削盤 IGN15、IGN16 長岡技研 2
万能工具研削盤 C40 マキノ 2
（倣い研削盤）
光学式倣研削盤 GLS80A、GLS125A φ240×600 ワシノ 4
（刻印機）
レーザーマーカ FAL50L 富士電機 1
刻印機 VXMP ｸﾗﾎﾞ 1  

表 1．小森精機設備一覧 

（出所：小森会社案内より引用） 
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2．2 小森精機製品例 

   

（1）エアーベアリング（自動車用振れ検査用冶具）の製作 

 

80

8φ 10φ

 

 

 

 他の 2 社は、手作業によるラップ加工で精度を出そうとしたが、小森精機はケレンベル

ガー社製「精密円筒研削盤」を使って、研削により精度を出すことにした。結果的には、

小森精機は内径・外形円筒度 1 ミクロン以下、心円度 0.4 ミクロンの精度を達成し、他社

を圧倒した結果となった。手作業を中心としたラップ加工では、棒状の方向にうねりがで

き、精度が十分に出ない。それに比べ、ケレンベルガー社製の研削機、緻密な測定技術、

それに（株）小森精機の社員の高い技能が組み合わさって、このような高い顧客要求にも

応えることができたのである。 

 なお、この製作の中で、作業場の室温が製品精度に、大きな影響を及ぼすことがわかっ

たため、作業場を常に 20℃程度に保つように空調を行うこと、作業場の上に、空気を撹拌

するための扇風機を取り付けることが有効であるなどの、新たな知見も得られた。 

 

（2）ワイヤーハーネスのステップカッターの製作  

 

 

 

 

 これは、ワイヤーハーネス・ステップカッターのワイヤーハーネスの製造工程で、部分

的に芯材をむき出し結線するための装置の部品である。この装置の心臓部となる、ワイヤ

 まず最初の事例は、「エアーベアリング（自動車

用振れ検査用冶具）」で、ある自動車メーカーの要

望に対応して作り上げたものである。顧客の要求

は、外形 10φ、内径８φ、長さ 80ｍｍの仕様に対

して、できるだけ精度を上げて納入するようにとの

ことであった。これに対し、小森精機を含め 3 社が

この呼びかけに応じ、結果的に小森精機が最高の

成績を上げ受注した。 

図２．エアーベアリング 

（自動車用振れ検査用冶具） 

写真 8．ワイヤーハーネス・ステップカッター 図 3．自動車用ホイール偏心実験用治具 
（出所：実物を撮影） （出所：小森社内資料） 
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ーカット部の写真を写真 1 に、その図面を図 3 に示す。 

 この製品は、CNC 成型研削盤で製作されたが、20 度傾斜して加工するため、1～2μ の精

度を必要とする。その精度を確保するため、ダイヤモンドの磨耗まで管理する必要があっ

た。新しい装置には、それらの経験が生かされ、ダイヤモンドを 4 本並べ、柔らかいダイ

ヤモンドから、順に硬いダイヤモンドに切り替え成形を行ったものである。また、この作

業は 1 級技能士程度の高い技能と、刃物製作技術が生かされているのである。 

 

（3）その他 

ここでは、製品の事例ではないが、製品の進捗管理に優れた方法を活用しているので以

下に紹介をしたい。 

 小森精機では、受注した製品を、納期に間に合わせるために、パソコンを利用した社内

インターネットを使って、以下のように進捗管理を行っている（表 2）。進捗管理の目的は、

顧客の希望する納期に、顧客に要求する品質の製品を、必要な数だけ納入することである。 

表 2 に示すように、小森精機の「受注製品進捗状況管理表」では、現在どのような受注

があるか、各受注品の納期はいつか、それらは今どのような状態にあるのか（どの加工が

終わり、どの加工が残っているか）、どこの工程で作業待ちがあるのか、受注本数は計画通

りに製作されているのかが、顧客の希望通りに納入できそうか、などが一目でわかるよう

になっている。またこれらの管理表は、工場内に掲示されているとともに、社内インター

ネットを通じて、社員誰でも検索できるようになっており、情報の共有が図られ、進捗管

理の徹底が図られている。 

 

 
　　：製品完成 ：作業完了

製品番号 受注日 品番 受注数量 工程名 工程名 工程名 工程名 工程名
枝番号 希望納期 品名 製作数量 実績数量 実績数量 実績数量 実績数量 実績数量
指示No. 目標/回答 担当 在庫数量 日付 日付 日付 日付 日付

A001-003 2003/8/4 ABC-0023-0035 フライス 焼入焼戻 ﾜｲﾔｰｶｯﾄ 平面研削 倣い研削 検査
001 2003/8/20 情報関係部品A 10 10 10 10 10 10
1 2003/8/20 鈴木 0 2003/8/8 2003/8/11 2003/8/15 2003/8/19 2003/8/19

A001-003 2003/8/6 ABC-0023-0036 旋盤 フライス 表面処理 検査
001 2003/8/20 情報関係部品B 3 3 3 3
2 2003/8/20 鈴木 0 2003/8/13 2003/8/15 2003/8/18

A001-003 2003/8/8 ABC-0023-0037 朝日鉄工 焼入焼戻 平面研削 外内研削 ﾜｲﾔｰｶｯﾄ 検査
001 2003/8/29 情報関係部品C 6 10 10
3 2003/8/29 鈴木 2003/8/12 2003/8/15 2003/8/19

H001-015 2003/8/11 ABC-0041-0012 NC旋盤 焼入焼戻 平面研削 外内研削 NC旋盤 検査
001 2003/9/1 情報関係部品C 12 10
1 2003/9/1 伊藤 2003/8/16 2003/8/18

H001-015 2003/8/18 ABC-0041-0013 旋盤 ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 外内研削 フライス 表面処理 検査
001 2003/9/1 情報関係部品C
2 2003/9/1 伊藤

表２．受注製品進捗状況管理表 

（出所：小森精機社内資料） 
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3．小森精機の“ものづくり”技術まとめ 

 

（株）小森精機の“ものづくり”技術は、以下のように要約できる。 

・世界中の一流の工作機械を所有し、それに使いこなす高い技能をもった社員を育て、他

社の追従を許さない高精度・高品質の製品を作り上げ技術を持っていることである 

・それらの技術は、創業当時から培ってきた刃物の技術、その後に育てた精密部品切削加

工技術・治具設計製造技術が融合したものであり、ほぼすべての分野に顧客は広がる 

・次にそれら、高精度・高品質の製品を保証する正確な測定技術（高精度測定器、測定者）

を有し、それらの品質を支える体制ができている 

・ ISO9002 の認証を得たためか、管理体制が充実している。上述のような「受注製品進捗

状況管理表」のような、製品の納期管理・工程管理がうまく行われている。 

 

４． 小森精機より官学への要望 

 

 最後に小森精機の服部社長に、官学への希望をお聞きした。その内容は以下の通りであ

る。 

「当社では 3次元 CAD・CAM システムの導入を計画しているものの、現実的な問題として

（得意先によって使用ソフトが異なる）（各メーカーのソフトが相互補完できない）（すべ

てのユーザーに対応するには費用が高い）などがあり、中小企業にとっては大きなネック

になっている。できれば、官の働きで安価に利用できるようにすることはできないか」と

いうものであった。 

 

 

[1]小森精機 H.P.：http://www.hitaku-gifu.or.jp/komori/ 
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3.1-（Ｄ）株式会社ダイ二チ 

 

1．（株）ダイニチ発展の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （株）ダイニチは、1948 年に個人にて

旋盤加工業を開業したことに始まる。そし

て、1951 年には株式会社として、（株）大

日鉄工所を設立した。1987 年には岐阜県

金属工業団地（各務原市）から現在地に本

社を移転、1990 年には社名を株式会社ダ

イニチ（以下ダイニチ）と変更した。1991
年には、家業を引き継ぐ形で現在の社長、

下村尚之氏に交代し、資本金を 1550 万円

に増資し、従来と違った積極的な経営を行

うことにした。 
 つまり、従来は 3 社の親会社に製品を納

入する、親会社の意向に沿った完全な下請

け企業であったが、このような親会社の景

気動向に左右される、受注形態の不安定な

状態を克服するために、「精密小型部品」

に特化して、自社の独自商品を持った安定

経営を目指すことにした［1］。 
そこでまず 4,300 万円で複合加工機を

購入した。これは、従来 5～6 台の機械を

使って加工しなければいけなかった作業

を、1 台で可能にするという画期的なもの

であった。しかし、このような高価な複合

機を購入したにもかかわらず、2 年間はほ

とんど受注がない状態が続いた。そのよう

な時、「設計者が図面に書いても、あまり

にも小さい直径で、しかも深い穴のために

加工できずに困っている」という話を聞

き、このニーズに対応して、深穴加工用の

ロングドリルが使えるガンドリルマシン

を導入。これが事業を好転させるきっかけ

となった。 

会社概要 

社     名 株式会社ダイニチ 
所  在  地 可児市姫ヶ丘一丁目 33 番地 
創     業 1948 年 1 月 1 日 
会 社 設 立 
代表取締役会長 下村 尚之 
代表取締役社長 
資  本  金 1，５５０万円 
従 業 員 数 ２０名 
売     上 
 
会社沿革 

1948年 個人にて旋盤加工業を開業 
1951 年 株式会社大日鉄工所を設立 
1987年 岐阜県金属工業団地（各務原市）から 

現在地に本社を移転 
1990年  社名を株式会社ダイニチに変更する 
1991 年 資本金 1，５５０万円とする 
1991 年 独自技術力を全国にＰＲ開始する 
1996年 テレビ番組「ビジネス・ズームアップ」で 

全国３1 局ネットに放映される 
「下請企業活き活き事例 1００選」にえ 
らばれる 

1999 年 クラウンホーニング技術の確立 
2000 年 微細多数穴加工技術の確立 
2001年 ０．０２ｍｍの穴加工をドリルで成功 
 
主な事業内容 

スモール部品高付加価値生産、穴加工技術の深化・ 
NC 複合加工技術、小穴・深穴・ホーニング 
 
加工技術 

小径深穴加工技術：ドリルによ髪の毛より細い穴の 
加工から、φ32 までの加工 

小径ホー人グ加工技術：φ2 からφ20 までの小径の 
加工を得意とする 

NC 複合加工技術：極めて複雑な部品を短時間で製品 
化する 

 
取引 

取引内容：機械部品の加工 
取引技術：小径深穴加工・小径ホーニング加工・ 

NC 複合加工 
取引条件：図面にて見積もり 
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 その後、小径微細加工を目指して、さらに細かい穴をあけられるマシンを導入し、付加

価値の高い部門にシフトすることで、高収益の企業体質を確立した。 

 

2．ダイニチの“ものづくり”技術 

 

 深穴加工を手がけているうちに,精密部品加工の仕事も増え、相乗効果で複合加工機の需

要が増した。取引先は医療機器、航空機、原子力、バイオ関連、ロボット、情報産業と分

野が広がり、今では 660 社となった。このような顧客の拡大は、ダイニチ自身の積極的な

営業活動と同時に、最近ではホームページを見ての依頼や顧客の口コミが中心になってき

ている。 

 下村社長は「機械が営業マン」と考え、不況下でも積極的な設備投資を行ってきた。機

械加工の専門家を宣言し、「どんな小さな注文」にも応じられるようにした。同社の究極の

技術は、細い穴づくり。直径 0.02ｍｍの超細穴から、32 ミリまで、部品外側の加工も含め

て、1台の機械で複合加工をする技術である。そして複合加工機により、1台で加工するた

めに、短納期・低コストを実現している。つまり、（株）ダイニチの“ものづくり”技術は、

ここに集約されるものである。 

このように、材料費があまりかからない小物に仕事を絞っているため、受注量が少なく

ても多めに製造しておき、顧客の急な需要にも応じられる。「仕事は多いほどよい」のでは

なく、「少ないからよい」と考えた。このようにニッチな受注を獲得する中で、価格競争と

は無縁に顧客を確保し続けることができる。 

 また小さな部品の加工をするようになってから、会社規模を大きくするだけが目的では

ないと考えるようになった。立てた目標が「小さくても良い会社」。つまり、加工する部品

が小さくなればなるほど、工場は広く使える。部品を加工する機械も小さくて済むので、

工場には余裕が生まれ、受注量を増やしても工場は拡張しなくてもよいということである。 

 

 

 

 

 
写真 1．会社玄関の「暖簾」 

 
また、カンパニー・マインドを醸成する

ため、社員に物づくりへの挑戦と、「夢」を

持ちつづけるようにとのいう願いを込め

て、会社の正面玄関に「夢」の一文字を書

いた。また玄関には、「楽しむために働く」

という暖簾も掲げられている（写真 1）。そ

して、工場の北面外観には「CHALLENGE
AND DREAM」と書かれてある。 
会社組織もユニークで、目標をもって仕

事をしてもらうために部署名は「夢」「理想」

「挑戦」「希望」と名づけた。会社案内にも

工夫を凝らした。「どうしたら若い人材に来
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てもらえるか」と思い悩み、箱に入れて送った。これが学校の就職担当の先生の目に留ま

り、会社案内をよく見てくれるようになったという。 

 

 同社では新しい事務所づくりにも取り組んでいる。加工機を事務所内に設置し、今まで

にない「人とマシンとの融合」と快適なオフィス空間の創造を目指している。 

 また海外からインターンも積極的に受け入れている。今後、国際化社会に対応して英語

版ホームページも作成し、世界からの注文に対応できるようにしている。このように、同

社の微小径の穴加工への追求への挑戦はこれからも続くのである。 

 

2.1 ダイニチの深穴加工技術［2］ 

 

（１） 微細深穴加工技術 

穴加工は、現代の先端産業を支える共通基礎技術として、ますます重要となってきてい

る。小径で深穴加工は特に難しく、設計者も加工不能と考え図面化されない状態である。

穴加工は部品を加工する工程の中で最も多い工程であり、全加工の 3 分の 1 ほどを占める

と言われている。とくに最近では難削材の増加や、製品の精密化、軽薄短小化による微小

径穴加工の増加といった問題も出てきており、ダイニチの深穴加工部品は、航空機、医療

機器、バイオ、産業ロボット、繊維機械、原子力発電、精密金型、工作機械、塗装等各種

の流体用特殊ノズル、光通信分野等あらゆる産業に利用されている。 

微細加工として、直径 0.02 ミリの超細穴から、太いものは直径約 32 ミリまで、 部品外

側の加工も含めて、一台の機械で複合加工が可能。従って、何台もの機械を使う方法に比

べ、低コストで、短納期を実現している。 

 

 

    

 

 写真２．0.05mm の穴あけ 

 

写真３．0.5mm の穴あけ 
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径 長さ 

φ0.02mm～φ0.1mm 

φ0.1mm～φ0.3mm 

φ0.3mm～φ1.2mm 

φ1.0mm～φ4.0mm 

工具（ドリル）があれば、

径の 150 倍まで深穴加工が

可能 

φ1.5mm～φ4.0mm φ1.5：100×2=200mm 

φ4.0mm～φ32mm φ32：1,000×2=2,000mm 

 

 

（2）複合加工技術 

これまで不可能とされてきた様々な加工技術を可能にすることで、複雑で小さな 部品や、

特殊な構造の完成品をつくり出した。それらは、全く新しい機械を誕生させ、脳外科とい

う私たちの思いもかけなかった分野で貢献している。 繊細なテクノロジーによって、多様

化する時代のニーズに応える新たなものづくりが、ダイニチの技術により実現した。 

写真４．0.05mm のドリル 
 

写真５．高精度高速小径微細加工機 

写真６．深穴加工機

深穴加工技術として、直径が 0.1 ミリなら

深さ約 2.5 ミリまで、直径が 32 ミリなら最大

２メートルの深穴をあけることができる。こ

れは、ＮＣガンドリルと呼ぶ高性能マシンと、

それを使いこなす職人の手技が、深穴を短時

間で、しかも低コストでの製品化を実現させ

た。 

表 1．加工可能な“穴径と穴長さ”の関係 

ダイニチの“ものづくり”

技術を集約した、加工可能な

“穴径と穴長さ”の関係は表

1 に示す通りである。 
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（3）多様な素材に対応 

 

 

   

チタン ステンレス アルミ 銅 黄銅 鉄 

 

  

 

  

素材は、硬くて加工が極めて難しいとされるチタン、ステンレスをはじめ、鉄、銅、黄

銅、鋳物など、加工する金属の材質を問わない。TTG（手業グループ）の協力工場により、

板金、溶接、表面処理、熱処理から一部組み立てまで、 どのように難しいオーダーにも、

確実に応える、 しっかりした体制を形成している。  

写真７．複合加工製品 

今まで複数の機械でやっていた加工を、

棒材から完成品まで一台で対応できるの

が特徴。背面加工能力を要し高精度加工が

可能。(従来困難であった長くて細いシャ

フトを得意とする) 

写真８．a 複合加工機（部分） 
 

写真８．b 複合加工機（全体）

１. 短納期対応 
２. 少量から多量生

産まで対応 
３. 精密部品に適合 
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（4）生産設備 

主要生産設備を表 2 に示す。このように、微細深穴加工技術、精密加工の複合技術に関

する設備と、精密測定器が中心である。 

下村社長によれば、「不況時にも積極的に設備投資を行うともに、日本に 1～2 台程度の

装置でも、付属設備を購入し、自社しか製作できないような技術の導入を心がけている」

とのお話であった。 

現在、工場内は複合工作機械が並び、操作しているのは熟練の職人ではなく最高齢でも

35 歳の若手社員で行われている。「あえて既成概念の無い若い社員を採用することで難しい

加工技術にも挑戦でき、そこから新たな技術が生まれている」と下村社長は述べている。 

 

 

   

設備名 台数 型番など
高精度真円度測定機 1 ロンコム60H
マシニングセンター横 1 60Hオークマ
マシニングセンター立（3軸NC用ケーブル付 2 5VEオークマ
シェーピングセンター 1 M-V50C-F三菱
NC旋盤 1 LB-15オークマ
高精度高速小径微細加工機 1 MEGA
小型精密NC複合旋盤E32 4 φ32まで
小型精密NC複合旋盤M20 1 φ20まで
ＮＣガンドリルマシン 4 φ2～φ32
特殊小径深穴加工機 8 φ0.02～φ4
ガンドリルマシン 1 φ3～φ20
旋盤４尺 1 4ｼｬｸ　ｲﾄｳ
旋盤６尺 1 6ｼｬｸ　ﾜｼﾉ
卓上旋盤 2
直立ボール盤 2 KRD-510ｷﾗ
ラジアルボール盤 2 TRD-950Fトーア
卓上ボール盤（ベンチドリル） 5 KDS-250　他
横中ぐり盤（テーブル型・プレーナー型） 1 80Pﾉﾑﾗ
横フライス盤＃2～3未満 1 ＃2　ｴﾝｼｭｳ
立フライト盤（タレット型・生産フライス） 3 ＃2,＃３　ｶﾝｻｲ
平面研削盤 1 ｾｲﾐﾂPSGS63A
ホーニングマシン 9 φ2～φ20
帯のこ盤（バンドソー） 1 高速　アマダ
カットオフマシン（メタルソー） 1 高速　
全自動切断機 1 ＶＧ100A
ガス溶接機 1  

 

表 2．主要設備一覧 
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2.2 ダイニチの“ものづくり”技術を使った製品例 

 

以上述べてきたように、少量生産でも高付加価値商品を生み出せば良いと考えるもので、

『人のやらないことをやる会社』になれば必ず受注は来ると信じて更なる挑戦が始まり、

深穴加工用のロングドリルが使えるガンドリルマシンの導入などを行うことで他社にはで

きない独創・独自技術を開発し複合加工と微細深穴加工へと特化していった。 

そののち、取引先の相乗効果で微細加工や複合加工とは無縁と思われていた分野からの

依頼も多くなり、複合加工機が活躍できる精密部品の複合加工へと広がっていった。医療

機器分野では、脳外科手術や耳鼻科手術に使われる超音波手術機、自動車関連では、自動

車の燃料性能向上につながる無段変速機（CVT）の基軸部品である金属製ベルトの連結部分

の破損実験に 0.02mm 穴あけ技術が使われた。また、コピー機やファックスのローラーゴム

を作るための金型に使用するパイプで、パイプ内の穴を円筒状にすることにより紙の偏り

を防ぐことができ、微細な歪みや傷で不具合が起きるため高い精度が要求されるが、深穴

加工の高度化も行っている。 

ここでは、以下に示す「超音波手術器“ソルテック-Ⅳ”」と 5本指自在の“人間型ロボ

ットハンド”について説明する。 

 

（１） 超音波手術器“ソルテック-Ⅳ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真９．超音波手術器“ソルテック‐Ⅳ”（全体） 

写真 10．ハンドルピースを手にもった状態 

図 1．“ソルテック‐Ⅳ”のハンドルピース断面構造 
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写真 9 は、超音波手術器“ソルテック-Ⅳ”である。この装置は、超音波振動子が、1 秒

間に 25,000 回または、34,000 回という高速な伸縮運動をハンドスピード先端のチップに伝

達し、その振動エネルギーにより、脆弱な組織は破砕・吸引される。一方、弾性に富む血

管や神経などは、共振を起こすので、破壊されずに選択的に保存されるというもの。この

製品の重要な部品となるハンドピースに、ダイニチの切削加工品が使われている。 

 

（２） 5 本指自在の“人間型ロボットハンド” 

 

 

 

 ギフハンドⅢの全長は手のひらから指先まで 270 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ。重さは 1.4 ｷﾛｸﾞﾗﾑ。手のひら

には分布型圧力センサーシートを、指先には 6 軸力覚センサーを装着し、触覚を与えた。

指と手のひらのセンサーを除く機械部分と出力アンプが 1 ｾｯﾄで価格は 490 万円。 

 指は親指が 4 関節 4 自由度、残りの 4 本の指は 4 関節 3 自由度を有する。指を曲げたり

横に動かしたりなど、人間の指とほぼ同じ動きが可能。指先でものを押す力は 270 ｸﾞﾗﾑ重、

指は 1 秒間に 6 回以上動かすことができる。指の内部に小型のサーボモーターを内蔵、さ

らに微細ながら高出力が出せるギアを開発し、実用に耐えうるレベルにした。指単位でユ

ニット化されているため、メンテナンスも簡単としている。 

 用途としては遠隔操作システムの研究などを想定している。2足歩行のロボットの開発が

各社で進んでいるが、指先が動くような手の部分の技術開発は遅れている。ロボットハン

ドは大手機械メーカーなどが商品化しているが 4本指のものが大半で、川崎教授によると 5

本指のものは世界的に見ても珍しいという。 

 

3．ダイニチ“ものづくり”まとめ 

 

 以上述べてきたように、数社の親企業の下請けを行う企業から、他社の追従を許さない、

微細深穴加工技術・複合加工技術を活用して、自ら顧客を開拓し、付加価値の高い製品を

作り出すことで、景気に左右されない安定した企業作りができた。受注量が増えても工場

を拡張する必要が無いなど、小さなものづくりの利点を最大限に活かし、価格決定におい

ても技術に見合った値決めが必要だと考え、発注者の言い値ではなく同社の技術・技能力

で取引を行い、その高付加価値な技術力を強みに価格競争に巻き込まれない高収益体質を

写真 11．5 本指自在の“人間型ロボットハンド” 

川崎晴久岐阜大学工学部教授らと共同で、５

本指を自在に動かすことができる人間型ロボッ

トハンド「ギフハンドⅢ」を開発した。人間の

手に近い運動特性を示し、指でものを押し、紙

コップなど柔らかいものをつぶさずに握ること

が可能。ロボットシステムの研究をしている大

学や研究機関向けに販売している。 
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確立した。2002 年 12 月期の売上高は、20 名の従業員で 3.2 億円の売上となっている。 

 このような、成功の基には、社長自らが需要があると考えた、微細深穴加工技術・複合

加工技術への特化、関連設備の積極的な購入、人材の育成、日本最高水準の技術の育成、

価値ある商品の生産・販売、ホームページその他での積極的な自己技術のアピールなどが

ある。 

  

4．ダイニチ下村社長より、官学への希望 

 

 最後に下村社長に、官学への希望をお聞きした。下村社長は「外国との取引において、

外国の情報入手・受注交渉・取引の契約・その他、我々中小企業独力では限界がある。そ

れら外国での取引拡大のための積極的な援助をお願いしたい」とのことであった。 

 

5．その他 

 

 ダイニチを今日まで発展させた、下村社長のお考えについて、いくつかの雑誌に掲載さ

れている。今回、ダイニチをより理解するために以下の 2 つを取り上げて載せた。  

 

〔1〕「俺んところへ来い」と、社員が息子に言える会社を目指したい[3] 

 

高価な「複合加工機」を購入し苦境に立つ 

 

 同社の前身「大日鉄工所」は、昭和 23 年創業の、織物機械などの専用機の設計から製作

までを行う会社でした。 

 今から 15 年前、創業者の父親から事業を引き継いだ下村尚之社長は当時 41 歳。それま

では大手電気会社で化学関係の研究員を務めるサラリーマンでした。 

 経営を任された下村社長が最初に考えたのは、事業の受注形態の不安定さを解消するこ

とでした。専用機の製造は、受注時期のばらつきや、資金の回収まで時間がかかり過ぎる

など、経営の安定性に欠ける面が多かったといいます。 

 そのため、新分野進出への模索が始まりました。 

 方向が定まらず悶々とすごす下村社長の目に、産業の中心の重厚長大から軽簿短小へ移

りつつある時代が移っていました。そこで、「とにかく精密な小物部品にシフトしようと決

めました」その時出会ったのが 1 台の複合加工機でした。自動車や家電メーカーなど大手

企業は導入していたものの、相当高価な機械に違いありません。それを下村社長は「仕事

の当てもないまま（笑）」ポンと 1台購入してしまいました。いくつもの工程を 1台の機械

で行える複合機は、中小企業の小ロットの仕事にも対応できるはず、と考えたのです。 

 ところが、必死の営業にもかかわらず、2 年間ほとんど受注のない日々が続きました。 
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 そんな中で出会ったのが『小径の深穴加工』という技術でした。しかもヒントは、購入

した複合機の設計図にありました。 

「設計者が図面を描いても、小径の深穴のため加工ができず困っていると書いてあったん

です」 

 下村社長は直ちに行動を開始しました。東京に深穴加工機の専門メーカーがあることを

知ると、「人がやらないことをやってみたい、という夢や思いの丈を話に出かけていきまし

た」そうして早速、深穴加工機を導入。これが事業を好転させるきっかけとなりました。 

 

「機械が営業マン」と積極的に設備投資 

 

 深穴加工機は、『ガンドリルマシン』と呼ばれ、元来銃身の穴あけ加工用に開発された機

械です。 

 これを発展させた、もっと小径の深穴加工技術が、実は産業界のさまざまな分野に潜在

需要のあることが「仕事をしてみてはじめてわかってきた」のです。以来 12 年、同社では

試行錯誤を繰り返しながら、この分野で独自のノウハウを蓄積してきました。その間、さ

らに小径深穴の研磨加工が、同社のオリジナル技術として新しく加わりました。 

 こうした特殊な技術が核になることで、精密部品の複合加工の受注仕事も増え、眠って

いた複合加工機が活躍出来るようになりました。 

 実際に同社の取引先は、工作機械のほか、医療機器、航空機、原子力、バイオ関連、ロ

ボットなどあらゆる分野に広がっています。それも毎月 3～5 社のペースで増加しており、

現在は 400 社以上になっているといいます。 

 この経験から、下村社長は「機械が営業マン」と、不況の中でも毎年積極的な設備投資

を行ってきました。その結果、機械の加工の“便利や”“なんでも屋”として、さらに仕

事が集まってくるという好循環が起こっているそうです。 

 ただし、ここには下村社長独自の経営戦略があることも指摘しておかなければなりませ

ん。 

「大企業の協力会社（下請け）が、『やりたくない』と音を上げるような難しい仕事こそが

我が社の領分と思っています。大手は試作品など複雑で少量の加工品は効率が悪いので外

注してきます。機械を導入することで受注でき、しかも難しい技術的なノウハウがその都

度財産として蓄積されるのです」 

 さらに、仕事を小物に絞り込むことで材料費があまりかからないため、受注量が少なく

ても多めに製造しておき、顧客の急な必要にも応じられることです。これは、「仕事は多い

ほど良い」という常識から「少ないから良い」という逆転の発想につながります。こうし

てニッチな受注を獲得する中で、価格競争とは無縁に顧客を確保し続けることができるの

です。 

 ただし、小物、少量ということは、けっして軽微なことを意味しません。現実にマッチ
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箱にも満たない小さな部品が故障したために、生産ラインがストップしてしまい、同社に

駆け込んできた大工場もあったそうです。 

 

企業の「基礎体力」はトップの健康にある 

 

 本社工場駐車場の真ん中に 1 本の欅の若木が枝を広げています。敷地の有効利用を考え

ればじゃまになりそうですが、これは昨年下村社長が自ら植えました。「工場をむやみに広

げないという日頃の私の方針を表したものです。小さな部品の加工に着目した頃から、会

社は規模を大きくすることだけが目的ではない、と考えるようになりました」 

 そこで立てた目標が「小さくても良い会社」。さらにそれは、「『俺んところへ来い』と、

社員が息子や後輩にいえる会社を目指したい」ということになります。 

 新卒者の採用にも積極的に取り組み、昨年は社員数 22 人の平均年齢が 20 歳代に突入し

ました。「若い柔軟な発想が新しい何かを切り開いてくれる」と、職場では若い社員にあえ

て難しい微細加工技術に挑戦させています。 

 こうした同社のチャレンジ精神は、長年自らトライアスロンという過酷なレースに参加

してきた下村社長の“活力”に支えられていることは間違いありません。 

「トライアスロンは、体が万全で無ければ出場できません。仕事も体を壊してしまえば後

回しになる。健康作りは何よりも大切です」と、夜は水泳、朝はジョギングの毎日を欠か

したことがありません。 

 社長を引き継いだこの 15 年間は、文字通りバブル経済の膨張と崩壊との闘いでした。「ま

だまだトンネルの先のわずかな光を目指して進んでいる最中」という下村社長ですが、ダ

イニチの奮闘ぶりは、中小企業の基礎体力が、何よりもトップの健康と活力にあることを

教えています。 

 

〔2〕［髪の毛より細い穴」をあける機械加工の便利屋として［4］ 

 

 その昔、当社は売り込むものや取り柄といったもののない専用工作機械メーカーでした。

私は欲しい価格は作る側が決めるのが本当ではないか？という思いが強く、これまでのよ

うに特定の親会社のもとで経営を続けることに危機感を感じていました。トップの役目は

先のことを決めることです。当社が最も得意とすることは何か？どんな内容の仕事をした

らよいか？を考えました。 

 私はものを小さくするものづくりをやってみたいと、人に会う度話していました。そう

やって一生懸命に行動していると、必ずビジネスチャンスが生まれるものです。 

 1980 年代後半、コンピュータなどの普及に伴い機会の軽簿短小化が進む中、小型形状の

機械部品の試作・開発依頼が増えてきました。小型かつ複雑な部品加工が必要で、納期を

守るのも容易ではなく、同業者が二の足を踏む中で、当社は「誰も手掛けない分野ならオ
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ンリーワン企業になりやすく、グローバル競争で勝ち残れる」と発想を転換。「小型複雑形

状―深穴―ホーニング加工」という 3 つの工程が絡み合う高付加価値のモノづくりを実践

する決意を固めました。 

 “髪の毛より細い直径 0.02mm の穴加工”“直径 32mm で最大 2m の深穴加工”“チタン・

ステンレスなど材質を問わない加工”など、高度な技術で他社のできない仕事を引き受け

る こ と で 、 ダ イ ニ チ の 名 は 広 ま っ て き ま し た 。 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.kk-dainichi.co.jp/）とは別に公開しているホームページ「アナ（穴）物語」

（http://www.ana.ne.jp/）では、自社の保有する技術・技能を分かりやすく情報発信し続

けています。 

 「応用範囲を見抜いた上で、他者の導入できない工作機械を先行導入しお客様の技術的

課題を他社に先行して解決する」というのが、ダイニチのものづくり哲学です。 

 

 

［1］“「不況になったらいい」小ロットサイクルニッチ市場での技を発揮”，Executive 

Matter，Apr．2003，P34～39 

［2］ダイニチ HP：http://www.kk-dainichi.co.jp/ 

［3］KSD 広報誌“沙羅双樹”，1998．4．vol313 

［4］“［髪の毛より細い穴」をあける機械加工の便利屋として”，素形材，2003．10，Ｐ

28 
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3.1－（E） 株式会社ナガセインテグレックス 

 

1.（株）ナガセインテグレックス発展の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ナガセインテグレックス（以下

ナガセ）は、1950 年に岐阜市菊池町にて、

現顧問 長瀬登氏により個人創業され、

1958 年には、株式会社長瀬鉄工所に発展

した。 

創業当時は、旋盤による部品加工業から

のスタートであった。工作機械を最初に手

がけたのは 1985 年。縦・横両用の鋸盤で

あった。その後、おもに金型の製造に必要

なコンタマシン、セーバーなどを作ってい

た。その後、日本の高度成長に従って、金

型メーカーが次々に独立していったが、あ

る商社から安価な研削盤を作ってみない

かとの提案があった。つまり、セーバーや

フライス盤には、金型メーカーが金を出す

が、２次～３次の加工に当たる研削盤には

安価なものを欲しがる。よって、価格が安

い研削盤を作り、売ろうというわけであ

る。そのような経過で、廉価タイプの研削

盤を作った。発売当初はよく売れ、ある機

種などは 4000 台程も売れたほどである。

しかし、いつまでたってもナガセの声は

聞こえてこない。また、工作機械を使う金

型屋は、資金が無い時や 1～2 台目の最初

は「ありがたい」と思って、ナガセの製品

を買うが、いつかは、ヨーロッパの機械と

思っているため、資金ができたら、性能の

良い高価な欧州メーカーの工作機械へと

乗り換える。このようなことでは、ナガセ

はいずれなくなる、消えてしまう、という

危機感を持った。 
 
 
 

 

会社概要 

 

社     名 株式会社ナガセインテグレックス 
所  在  地 岐阜県武儀郡武芸川町跡部 1３３３－1 
創     業 1９５０年 
会 社 設 立 1９５８年 
代表取締役会長 長瀬 俊泰 
代表取締役社長 長瀬 幸泰 
資  本  金 ３，５００万円 
従 業 員 数  
売     上 
 

会社沿革 

 
1９５０年 岐阜県菊池町にて現顧問創業 
1９５８年 ㈱長瀬鉄工所設立 
1９５９年 岐阜市神楽町へ本社および工場移転 
1９６８年 武芸川工場設立、移動 
1９７４年 武芸川に本社移転 
1９７８年 第 1 次ＦＭＳ工場へ計画開始 
1９８０年 超精密及び超微細加工対応技術の開発開始 
1９８２年 第 1 次ＦＭＳ化完了、プレス工場増設 
1９８３年 恒温室、クリーンルーム増設、第２次ＦＭＳ化完了 
      超精密及び超微細加工対応技術の開発開始 
1９８４年 平面研削盤のタクト生産システム完了・平面研削盤搬

送ローラーコンベアーシステム完了、 
1９８５年 第３次ＦＭＳ化完了 
1９８６年 静圧研削盤ＰＲＯＴＯ５２を開発 
      業界で初めて低振動モーターの開発に成功 
1９８８年 高速レシプロテーブル開発 
      全軸静圧サドルタイプ超精密研削盤 SGU－52 開発 
      業界初の 1 軸ドレスサイクル研削盤を開発 
1９９０年 全軸静圧コラムタイプ超精密研削盤 SGC－６３０S４

N２を開発 
1９９1 年 社名を㈱ナガセインテグレックスに変更 
1９９２年 自動ドレス自動汎用研削盤 SGM－５２E２及び対話式

NC 研削盤 SGM－52HP２を開発 
1９９３年 第４次ＦＭＳ化完了 
1９９４年 ハイレシプロテーブルによるコンタリング成形研削の

提案と実演 HSP－80 
1９９６年 1μｍ／ｍ以下の真直度研削可能な SGC－1０４SXE

２を開発 
1９９８年 レーザー干渉粗サ計及び非接触形状測定器設置 
      歯科研削盤 SUG－２００CNC を開発 
1９９９年 超精密レザー干渉平面度測定器を導入し委託測定業務

開始 
２０００年 0.01μmの加工分解能をもつナノセンター超 2精密研

削盤 N2C－53US4N4 を開発 
 

 

 
事業内容 

 
工作機械製造販売 
鍛圧機械製造販売 
電子測定機器製造 
産業機械製造販売 
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そこで、約 25 年前ナガセは今迄の方針を 180 度転換し、「世界一の精度の良い機械を作

ろう、生き残る機械を作ろう」と考えた。そして、ドイツなどのヨーロッパに社員を派遣

し、調査させたが、ドイツやヨーロッパの優秀な機械をそのまままねするだけでは、いく

らがんばっても欧州のメーカーの水準に並ぶだけであることに気づいた。そこで、基本的

な考え方から独自の方法を取ることにした。 

このようにして開発されたのが、「高性能案内運動機構」、「極低振動モーター」、「フルオ

ートバランシングシステム」の 3つの技術などである。「高性能案内運動機構」とは、研削

加工機の主軸、上下、前後、左右、インデックス（割り出し）、回転軸の全軸を非接触で油

静圧案内とする構造であり、その方式により「送り」スピードなどの条件が変ったとして

も、その運動特性を一定に保つ機構である。この機構により、加工精度を飛躍的に上げる

ことができた。 

第 2 番目の開発技術の「極低振動モーター」は、15Hz 以上の周波数帯に於いて回転に伴

う振動を 0.1 ミクロン以下にする低振動モーターの開発である。つまりナガセの使う工作

機械のモーターは、この極低振動の自社製モーターが使われている。当然振動が少なけれ

ば、加工精度は良くなるわけである。 

第 3番目の開発技術、「フルオートバランシングシステム」は、砥石装着における回転バ

ランスの修正をおこなう振動測定修正機構である。これは、回転する砥石は動的なアンバ

ランス振動を発生させ、これが精密な加工に悪影響を及ぼす。このアンバランス振動を、

マシンの回転系をも含めた、バランス修正をすることにより、砥石と加工物間のたたき現

象を低減させ、加工能力の向上、加工精度・品位の向上を可能にした。低振動モーターの

開発・製作にもこの技術が活かされている。 

 

ナガセの精密工作機械の開発は、1980 年より開始し、1986 年には当時市販されていた標

準機種として、世界で始めて全ての摺動面に、多面拘束非接触油静圧摺動面を採用した

0.1μｍの分解能（従来は最大 2μm）を持つ研削盤を作った。しかし、その時には特に注目

を浴びず、わずかに大手電機メーカーの生産技術研究所で、セラミックを鏡面加工に仕上

げるテーマを持っていた会社、自動車メーカーのメタルコンタクトによるシール（パッキ

ン等を用いないシール方法）の検討用や、コンピューターメーカーの超精密金型工場での

超精密加工などとして売れた程度であった。そんな中、1990 年にバブルが崩壊して、日本

経済全体の規模が縮小したため、金型メーカーや精密部品加工メーカーなど、工作機械を

使うユーザー間での競争が始まり、高い精度を持った金型メーカーや部品加工メーカーの

ものしか売れなくなった。このような状況に至り、ナガセの高精度機械の需要が一気に高

まり現在に至っている。 

3 年ほど前からは、マシンの最小分解能は、0.1μｍから、10nｍ（0.01μｍ）さらには

1nｍ（0.001μｍ）に高精密化が図られている。その加工対象物の大きさも、大きなものは

4×2ｍにも及ぶ。このような大物にも対応できるナノ加工機のメーカーは、世界で 1 社と
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言っても過言ではない。 

 

以上同社は、金属材料のみではなくセラミックス等の脆性材料に至るまでの加工に対し

て、単に加工機械のレベルだけの問題として捉えず、砥石を工具として認識し、さらに加

工ノウハウに至るまでの、有形無形の様々な問題を総合的に解決し、新たな分野を切り開

いてきた。また手動操作の汎用機械から、全自動超精密研削加工機まで幅広いユーザーニ

ーズに対応できるように、先を見据えた革新的な技術力と開発力で、次世代に対応した幅

広い加工を可能とする機械作りを行っている。 

上記のような、従来技術に満足することなく、独自技術を基に企業の基盤をづくりを行

っている。そして開発した商品は、“顧客満足”指向であることを社是として明記してい

る。その「ナガセの社是（ナガセ・ウェイ）」[1]を以下に示す。 

 

 

  

NAGASE　WAY
－お客様の御満足こそが私たちの進むべき唯一の道です。－

ナガセインテグレックスは

叡智を集積し智慧を生み出します。

知恵は実行の可能な解決策です。

智を集積する原動力は問題意識であり、常に良いものを創ろうとする善良な欲です。

ナガセインテグレックスは

オプチマム　バリュー　クリエーターとして

お客様にとって有益な価値の創造と提供を目指します。  

 

以上のような社是のもと、またナガセは、従業員数を 100 人程度と限定し、高度な技術

を持った少数精鋭集団が、一致団結の“ものづくり”を行ってきた。このような特質を持

ったナガセが、圧倒的な競争力を持った製品を作り出す 3 つの“ものづくり”技術につい

て、以下に紹介する。 

 

2．ナガセの“ものづくり”技術 

 

2.1 ナガセの 3 つの“ものづくり”技術 

 

(1) 高精度案内運動機構 

同社が独自開発した「研削加工機の案内運動機構」［2］には、大きく 3 つの方式がある。

案内運動機構の上下、前後、左右、インデックス（割り出し）、回転軸を、非接触（超精密

多面拘束油静圧）・動圧（高精度キサゲ加工）・転がり（高精度直動システムおよび転がり

回転システム）の特性を最大限に引き出した、「非接触油圧案内方式」、「動圧すべり摺動案

内方式」、「転がり案内方式」である。これは、ナガセ自身の長年にわたって蓄積してきた

＜(株)ナガセインテグレックス社是＞ 



 90

ノウハウを基に、多くの研究機関・大学などの協力得て、確立した技術である。 

 以下で同社独自の 3 案内方式を順に紹介していく。 

 

＜多面拘束非接触油静圧案内方式＞ 

多面拘束非接触油静圧案内方式は、相互に運動する構造体（例えばベットとテーブルの

関係）の案内面が非接触であり、そのスキマには加圧された油が常に流れている状態の案

内構造である。しかも、加工による力や駆動に伴う力が働く各方向に対して複数の面から

その力に抗する力が非接触で働く構造になっている。低速域から高速域まで幅広く運動す

る運動体のスピードの変化による幾何学的運動精度（例えば真直運動性度）の変化が極め

て小さい。又、摩擦による、運動精度への影響が極小であるため 1nm レベルの微少切り込

みにも有効である。2軸以上の同期精度にも優れているため、非球面形状の超精密ミラーや

レンズ等の加工にもその威力を発揮する。運動特性だけでなく、剛性にも優れている。 

さらに同社独自の「多面拘束非接触油圧案内方式」は、図 1 に示すように、加圧した油

膜による遊びや無駄な隙間のない高剛性案内方式で、余分な運動モードによるピッチン

グ・ヨーイングが発生しにくい構造となっている。さらに、駆動系の外乱要素除去機構の

独自開発により、1ｎｍの送り分解能に対応することが可能である。 

このような方式であるため、上下・前後方向の切り込み送りでは、研削加工点の微細位

置決め精度と繰り返し位置決めなどの再現精度（リピータビリティ）が、「油静圧案内方式」

で優れ、サブミクロンの超精密研削加工を実現している。また、左右テーブル案内面は、

運動速度に影響されない高精度な真直運動特性と再現性が達成でき、反転時の精度変化も

極小とする構造になっている。総合的な加工精度として、サブミクロンの平面度・ナノメ

ーターの面粗さの実現を可能にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜動圧すべり摺動案内方式＞ 

同社の動圧すべり摺動は、摺り合わせ前の機械加工のすべてを一貫して自社内で行い、

キサギ加工も 1/10℃以下の変化に保たれた恒温室で、熟練者が 3 面摺り合わせの原理に基

づく入念な両面（ヘッドとテーブル）仕上げを施し、他社に類を見ない高精度摺動面を実

図 1. 多面拘束非接触油静圧案内方式 

多面より潤滑油を案内機構に 

供給し非接触を実現している 

以上の案内機構には、同社独自の「高精度

油温制御システム」により支えられている。

つまり 1/100℃の単位で温度管理された潤滑

油を案内機構に供給し、長時間の連続運動状

態でも精度変化は極めて少なく保持されてい

る。非接触案内構造のため、案内部の磨耗・

摩擦が皆無であり、高精度、超精密研削加工

を達成し、しかも機械精度は半永久的に維持

できるように設計されている。 
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現している。また、高速案内運動とテーブル上面の温度変化要因に対して、影響を受けに

くい熱変形対策構造となっている。さらに上述の「高精度油温制御システム」の油温度コ

ントロール装置により、作業基準が変化しにくい制御方法を採用している。 

 

＜直動ベアリング案内方式＞ 

直動ベアリング案内方式とは、高精度、高剛性、無限循環型の特殊ローラー軸受を厳選

し、入念なキサギ加工を施した運動基準に直動システムを組みつけている。また上下・前

後案内運動は、直動ベアリングを用いていることで、摩擦抵抗の少ない高精度な位置決め

を可能にしている。テーブル案内運動は、強制給油方式により、高寿命で高信頼性な運動

機構となっている。 

 

（2）極低振動モーター 

従来は、精密な加工機に用いられる回転用モーターはＶ3仕様という規格のモーターが殆

どであり、モーター単体でのアンバランス振動が 3ミクロンまでは許されるものであった。 

さらに、モーターを機械に据え付けた場合の振動が若干大きくなることがあり、その原

因は相手機械を含めた回転体自身のアンバランスによる振動や機械系のもつ固有振動数に

よる共振などが考えられる。また、特に一定速で使用していた機械を可変速運転する場合

は振動が大きくなる。そこでナガセの開発した極低振動モーターは、同社では、15Hz 以上

の周波数帯において回転に伴う振動を 0.1μm 以下にする低振動モーターを開発し、それに

伴い、高精度な動バランス計測システムも開発している。 

つまり、モーターのローターは、電機メーカーに製作を委託しているが、軸のスピンド

ル、ボールベアリング部の製作はナガセで行い、高精度の部品を作ることにより、上記極

低振動モーターの開発に結びつけた。 

 

（3）バランス計測・フルオートバランシングシステム 

「フルオートバランシングシステム」は、バランスベクターの検出した砥石のバランス

状態に応じて、回転中に自動的に重心を移動させ、いかなる時でも砥石のバランスを良好

な状態に保つシステムである（図 2）。砥石フランジ前面に付設された複数のポケットにバ

ランスドクターからの指示により砥石の回転中にインジェクターから液体（水）を打ち込

み、自動的にバランス調整をおこなうものである（図 2）。この「フルオートバランシング

システム」により、0.01μm のアンバランス振動の偏心まで修正をおこなうことができる。 

バランスを良好に維持することは、一定条件での研削を可能にすることであり、図 3 に

示すように、バランスベクターにより、研削盤のスピンドリルを含めた回転する砥石の小

さな変化も常時測定・常時監視、瞬時に測定し修正する。また、回転ユニットを構成する

部品単体での測定や回転ユニットとして完成した状態での回転体のダイナミックバランス

も測定可能で、加工、組立、最終調整など必要な場面で測定し修正している。この「フル
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オートバランシングシステム」の基本原理を図 3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

フォト
センサー

バランスベ
クターへ

　　　加速度ピックアップ

バランス
ベクターへ

砥石

砥石

 

 

 

2.2 “ものづくり”技術実施例（製品例） 

 

 ナガセの製品の基本的な仕様は、「平面加工機」、「成形加工機」、「溝加工機」、「ネジ・ギ

アなどの割り出し要素のある加工機」に大別できる。それに、これらの工作機械を使った

微細加工（導光板金型のプレーナー加工、非球面創成加工＝f-8 レンズ加工）なども手がけ

ている。それでは以下に、ナガセの切削加工機の一部を示し説明をしていく。 

 

図２．「フルオートバランシングシステム」の働き 
             （出所：ナガセ社内資料） 

図３．「フルオートバランシングシステム」の測定原理（出所：ナガセ社内資料） 
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（1）平面加工機 

・精密成形平面研削盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・超精密成形平面研削盤 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主軸：油静圧軸受、上下軸・前後軸：直動

ベアリング摺動面、左右軸：油静圧摺動面、

職割出盤：油静圧摺動面を採用した大物ワー

ク対応型（写真 3 はテーブル作業面責 3000
×250mm）。 

コラムの移動に耐えるように前後方向に

一体となったベースを採用。また、左右テ

ーブルの運動による、移動荷重でのオーバ

ーハングの影響を少なくするための、一体

型テーブル案内構造となっている。 
写真 4 は、加工方法：真直だし切削加工、

ワーク材料：ジルコニアで 0.5μｍ/1450mm
の真直度を得た加工品。 

主軸、上下・前後・左右軸の全軸に独自の

「多面拘束非接触油静圧摺動面」を採用し、

左右軸及び前後軸には微少送りと普通研削

送りを両立させる「2 重静圧案内機構（特

許）」を採用。 
 3軸0.01µmの分解能を達成し超精密補間

制御追従性で、自由曲面の成形加工が可能。

また、固定バイトによるアルミ、銅等の超

精密切削加工が可能。プレシジョンタイプ 
は最小分解能 1nm（0.001µm） 
写真 2 は導光板金属のプレーナー加工を

行ったもの。形状精度 77ｎm（0.077μm）、

深さ 5nm の溝。加工は、天然ダイヤモンド

による。インデックステーブル上での 3 方

向の溝入れ加工。ワーク材料は純銅。写真 2
に示すように、三角形の交点が正確に交わ

っていることが確認できる。 

 写真３．SGC-324SL2S-N[1] 

 写真４．真直だし切削加工結果[1] 

 写真 1．N2C-53US4-N4 プレシジョンタイプ[1] 

  

  

 写真２．N2C-53US4-N4 プレシジョンタイプ[1] 
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 (2) 成形加工機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 溝加工機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小物ワークの高速コンタリング成形加工

や微細溝加工のために開発された加工機。

高速反転テーブルを搭載し、精密高周波モ

ータを内蔵した高速回転精密スピンドルを

採用。スピンドルヘッドは上下方向に±5°可
傾することができる。 

ロータリードレッサーを搭載し、11μ
m10 回切り込み、送り速度 5mm/mⅰm で、

砥石形状精度0.04mmRに対し1μｍの成形

精度（写真６）を得た。 

主軸：ベアリング軸受け、上下軸・前後軸・

左右軸：直動ベアリングの深溝ワンパスフル

カットが可能な高剛性スライサー。光学ガラ

ス、セラミック、水晶、薄膜ヘッド等を高能

率、高精度に切断、溝加工するのに最適な機

械（写真７）。 
写真 8 は、加工方法：溝入れ加工、加工時

間 6 時間ワーク材質：SUS440 使用工具：

CBN800、加工ピッチ：1.1mm×46 本の加工

である。 

 

 写真 7．SPG-150[1] 

 
 

成形後砥石形状（×400 倍）  写真 6．切削加工品[1] 

 
 写真 5．高性能スライサーSHS-80[1] 
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(4) ネジ・ギアなどの割り出し要素のある加工機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．ナガセの“ものづくり”技術まとめ 

 

 ナガセが今日の地位を築くことができた大きな要因は、 

①「案内運動機構」、「極低振動モーター」、「フルオートバランシングシステム」のなどの

独自技術を開発し、保有していることである。 

②この 3 つの独自技術をもとに、世界最高水準の精度を持つ研削盤などを開発したことで

ある。 

③そして、第 3 に顧客指向で、顧客の満足する製品を作り、売り上げを伸ばし業績を向上

させたことである。 

 以上のように、ナガセは他社の追従を許さない独自技術をもとに、競争力のある、しか

上下、前後、左右、旋回テーブル、ノ

ンバックラッシュインデックスの 5 軸

制御により、±45°までのヘリカルギヤー

などの精密歯形研削が可能。また、精密

割出を必要とする成形研削も可能。 

 

 

 

写真 10 は、加工精度：JISO 級（歯形

総合誤差 2μｍ、歯筋総合誤差 2μｍ、

単一ピッチ 1μm）、加工方法：総型成

型によるヘリカルギアー研削、加工時

間：8 時間（無垢から加工）、ワーク材

質 ： S45C(HRC45) 、 使 用 工 具 ：

5A220JOT16VW2AX である。 

 

 

 

 

 写真 9．精密歯形研削盤ＳＵＧ－２００
[1]

 写真８．溝入れ加工品[1] 

 写真 10．歯形研削品[1] 
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も顧客満足の商品を作り出すことは、企業の理想とするところであり、まさにそのような

水準にある企業ということができよう。 

 

4．ナガセより官学等への希望 

 

 ナガセより官学への希望事項は以下の内容であった。 

「現在以上のような高精度の切削盤などを作っているが、その製品の精度を測定するナノ

メーター単位の測定器が世の中にはない。そのような開発について、資金的・技術的援助

を頂きたい」というものであった。 

 

5．その他 

 

 ナガセをより理解するため、創業者が創業当時から、いかに努力してこのような今日の

発展の基礎を築いたかを記述した記事[2]が有ったので以下に示した。 

 

①スタートは施盤工 

 「出会いを尊び、今日を生きる。」―。ナガセインテグレックスの歴史は創業者、長瀬登

オーナーの生き方そのものの反映でもあります。 

 昭和 20 年 10 月 28 日、戦火で一面焼け野原と化した国鉄岐阜駅前の凱旋道路に呆然と佇

む長瀬オーナーが、あたかも運命の糸に引き寄せられるように果たした知人との再会から

ナガセインテグレックス半世紀の歴史の 1 ページは始まります。再会したのは長瀬オーナ

ーの最初の“奉公先”である伊藤製作所の番頭格だった人の父親。戦後の再興を期する同

製作所の求めに応じる格好で、長瀬オーナーの再就職話がまとまりました。 

 長瀬オーナーはもともと、昭和 13 年 4 月から 16 年 1 月まで同製作所に勤務。旋盤工と

してエンジニア人生をスタートさせました。しかし、日に日に戦時色の濃くなる当時の情

勢を見て同年 2月、名古屋陸軍造兵廠千種製造所に経験工として入所。配属先の工場では、

幾つもの実用新案をものにする一方、一段と腕に磨きをかけました。 

 昭和 20 年 5 月、広島の大竹海兵団に入り、すぐ近くの安浦海兵団に転属となりました。

信号兵として入団したものの、戦況の悪化に伴い、大峰山という高地に八九式野戦高射砲

の砲台を築く仕事を拝命。7月に行われた広島転進希望募集から外れたおかげで、原爆に合

わずに済みました。技術者は必要だから残るようにと引き止めた少尉の判断が功を奏した

のでした。 

 そして、復員。岐阜駅前での運命的な出会いを契機に、昭和 21 年 1 月 15 日付けでエン

ジニアとしての再出発と再就職を果たすことになるのです。 

 

②昔取ったキネヅカ再び 
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 再就職した伊藤製作所を諸般の事情で退いた長瀬オーナーは幾つかの会社に関わるもの

の、社会の不安定さが影を落とし、いずれも短期間の縁にとどまりました。結局、夫人の

実家が営む青果商を拠点として事業化のネタを蓄え、時期の到来を待つことを余儀なくさ

れます。戦後間もない頃の日本は、総じて食うや食わずの状態。そうした状況に変化をも

たらせたのは昭和 25 年に始まる朝鮮動乱に伴う特需ブームでした。疲弊した戦後日本の多

くの産業がこのブームを復活の足がかりにしようと必死でした。 

 そんな折り、日本織機というメーカーから織機の部品試作の依頼が長瀬オーナーに持ち

込まれました。昔取った杵柄を振るえる好機です。旧知の鉄工所に部品を委ねる一方、自

宅で組み立てるという方式で、またたく間に 6 台を納品。単なる請負仕事ではなく、随所

に工夫を凝らしてこれまでの同種製品とは一線を画す織機をこしらえました。今日のナガ

セインテグレックスの基本理念の 1 つである「お客様本位の製品開発」がすでに実践され

ていたわけです。 

 この仕事を契機として、鉄工所経営に目鼻がついたと判断した長瀬オーナーは岐阜市菊

地町に長瀬鉄工所を個人創業。本格的な事業展開の第 1歩を記します。時に昭和 25 年 5 月

1 日。この年の秋には旋盤を 1 台購入し、特需で舞い込む仕事を 1 人でこなしていました。

そのうちに、協力を申し出る友人たちを採用要するかたわら、設備機械を増強。翌年春に

は、社員数 4 人と小規模ながらも鉄工所の体裁を整えるに至りました。 

 

③念願の法人化へ 

 特需ブームに後押しされた格好で動き出した景気回復の波は産業界総体の復調を促し、

国民生活の安定を目的とする国策と相俟って、大量消費と大量生産による急速な経済発展

に弾みを付けました。そうした時代の変化を映すように、岐阜地区では、空前の鉄工所ブ

ームが到来。その後の高度成長に備えるかのように、そこかしこに製造業の礎が築かれて

いきました。 

 顧客思考の実践として「頼まれれば、何でも手がける」ことを揚げていた長瀬鉄工所は

方々からの依頼を引き受け、その実績と実力を着実に固めていきました。その一方で、長

瀬オーナーらしい創意工夫を盛り込んだオリジナル商品の開発にも着手。こうして、創業

から 1年後の昭和 26 年、当時の岐阜の鉄工所の営業を一手に引き受けていた岐阜機械商事

と共同で竪型鋸盤 GN-360 を開発。主要機構に特許技術を凝らした同機は創業期の長瀬鉄工

所を象徴する機械でもあります。 

 戦後 10 年が経ち、復興の足並みが早まると、生産物資の国産化が強く求められるように

なりました。当時、金属などの切断加工は往復運動型の鋸盤が主流で、横型の帯状鋸盤を

用いる鋸盤も輸入物が多く、いわゆる竪型鋸盤（コンターマシン）は開発途上。このため、

国内金型の必要性の高まりから、安価で対応力の広いコンターマシンの出現が何より求め

られていたのです。そこで、長瀬オーナーは操作が簡単で安全性の高い鋸刃振れ止め装置

の開発に昭和 31 年に着手。3 年がかりで完成させました。そのさなかの昭和 33 年 12 月、
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長瀬鉄工所を株式会社に改組。近代化に本腰を入れます。 

 

④高度経済成長の波に 

 法人化を果たしたのを機に、昭和 34 年春、岐阜市神楽町に本社と工場を移しました。5

年後に迫った東京オリンピック開催や東海道新幹線開通、名神高速道路の開業など、昭和

30 年代半ばの高度経済成長を誘引する幾つかの出来事の影響は多かれ少なかれ、地方にも

及び、若き鉄工所経営者の事業意欲を刺激したのかも知れません。 

 新築した工場は採光のために鋸型の屋根を用いた鉄骨スレート造りの本格的なもので、

主として、コンターマシンの生産を目的としました。ところが、この工場は 9 月下旬に当

地を襲った伊勢湾台風の被害で屋根を飛ばされ、使用不能に。この教訓から、翌年、鉄筋

コンクリート造りの丈夫な工場を新設。武芸川工場を新築（昭和 43 年）するまで、主力工

場として数多くの開発製品を生み出す製造拠点として機能しました。 

 この年には、第 1 回中部産業機械展に竪型フライス盤を出品し、これまでの技術的成果

を世に問うことになりました。昭和 36 年には初期のヒット製品となった形削り盤 NS-700

や油圧平面研削盤 SGH-400 などの開発・製造を推進。岐阜機械商事の販売力にも助けられ、

おかげさまで順調な売れ行きを示しました。これらの機種はいずれも、今日の製品群に連

なるルーツといえるものです。SGH-400 はその後、昭和 39 年発売の SGH-600 に発展。一連

の汎用機のほか、前年には自動水栓加工のための専用機を開発するなど、この時期の我が

国の経済的発展に歩調を合わせるように矢継ぎ早の製品開発に努めました。 

 

⑤武芸川に腰据える 

 岐阜市神楽町に新工場を建設してから 10 年の昭和 43 年、岐阜県武儀郡武芸川町に工場

を新設いたしました。岐阜県の清流・長良川の上流、武儀川沿いに用地を確保することが

出来たのです。当時、長瀬オーナーが参加していた経営セミナーや米国視察旅行などで日

本にも遠からずモータリゼーションという言葉が現実のものになると予測。郊外に広大な

敷地を有する工場を展開することが得策との判断によるものでした。 

 当地は、東名、名神、東海・北陸の各高速道路のインターチェンジに近いという地の利

ばかりでなく、自然環境にも恵まれております。春には工場入り口から武儀川に沿って数

十本の桜が一斉に花を咲かせ、夏には山々が緑に萌え、秋には、紅葉が全山を彩り、冬に

は行きが華やかに舞う。澄んだ空気と水は信頼できる精度を持った製品の誕生に不可欠の

要素です。人にも製造現場にも絶好の環境は、高精度・高品質製品を育むためのゆりかご

です。昭和 49 年には、同地に本社を移転。後に増設されることになるさまざまな施設や装

備と合わせ、名実ともに長瀬鉄工所の一大生産拠点として武儀川に腰を据えることになり

ました。 

 この間、昭和 44 年には大型油圧平面研削盤に関する技術提携を碌々産業と結ぶなど、顧

客思考の製品開発を積極的に推進。その後に続く個別使用の製品戦略の萌芽となりました。
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昭和 46 年には発泡コンクリート壁材のプラント工事を受注。各種装置や機械単体ばかりで

なく、プラントの設計、製作を新たに事業領域に加えました。この経験を通じて得た収穫

は計り知れません。 

 

⑥苦境を好機に転ず 

 高度成長の波に乗り、“右肩上がり”で躍進してきた日本経済が大阪万博を 1 つの頂点

として長らく停滞期に入るのは歴史の必然でありました。加えて、ドルショック、オイル

ショックと続く経済的試練は中小の事業者をも容赦なく襲いました。一般に金属加工機械

産業は設備投資動向の影響をまともに受けるため、景気後退の兆しが現れると真っ先に受

注減をきたし、回復期の恩恵は最も遅い分野と言われています。 

 戦後初の、一連の経済的逆風は生産財分野にも吹きすさび、多くの同業者が厳しい局面

に立たされることとなりました。長瀬鉄工所とて例外ではありません。しかし、ピンチは

チャンスと背中合わせ、の例えもあります。苦境は乗り切り次第で好機に転嫁させること

ができます。創業以来初めて受注した壁材プラントはその打開策の 1 つでありました。 

 高度経済成長期から一転、苦境に直面することとなるこの時期を、長瀬鉄工所は本業以

外の分野に軸足を置くことで乗り切りました。創業以来の不文律として社員が肝に銘じて

いる「顧客思考」「創意工夫」「独創技術」による製品化が何よりの支えとなりました。そ

のほとんどが、これまでの世の中に存在せず、従って、試行錯誤の積み重ねによってしか

形にできないものばかりでした。しかし、この時の経験の多くはその後の製品開発に生か

され、知的財産としても貴重な蓄積を残すことができました。そんなさなかの昭和 53 年に

は、工場の FMS 化に着手。新たな時代の生産現場構築を模索し始めました。 

 

⑦バランスベクター誕生 

 精度の測定技術は、あらゆる産業分野のマザーテクノロジーとしての製品の高品質化と

標準化の基盤を下支えしてきました。工業界、産業界では、様々な機械に“回転体”と呼

ばれる装置がアンバランスな状態で組み込まれています。この状態は有害な以上振動を発

生させ、加工精度に甚大な弊害を及ぼします。従って、有害振動を生む回転体の動バラン

ス測定と制御の方法は精密加工分野で急務とされていました。 

 そうした状況で昭和 58 年に開発されたのが精密ダイナミックバランス測定器、商標《バ

ランスベクター》です。これまでのバランス測定装置は、砥石を機械から取り外して天秤

や転がりを応用した静バランス測定しかできません。あるいは、部品単体の状態で特別な

装置に装着しないと測定ができない。従って、研削加工機などの砥石の機上アンバランス

測定は不可能でした。 

 これに対して、バランスベクターは回転体が回転している状態で、どこがどの程度アン

バランスであるかということを一目で表示する測定器です。部品単体の状態はもちろん、

回転体として完成した状態での高精度計測も可能。各種研削加工機（平面、円筒、センタ
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ーレス、内面など）の砥石の機上アンバランス測定装置として普及させることにより、研

削加工の高能率、高品位化に貢献することとなりました。この技術は砥石のバランス修正

を行うフルオートバランサ―。商標《バランスドクター》の開発を促し、現在では砥石の

ダイナミックバランスを機上修正することが常識であるとの意識革命をもたらしました。 

 

⑧金型磨きで技術練成 

 昭和 50 年代、工作機械をはじめとする金属加工機械業界は NC（数値制御）を取り入れた

合理化機、省力化機の開発に著しい進歩を見せました。CAD／CAM の導入による金型設計や

機械加工の効率化が大きく前進したのもこの頃です。しかし、金型製作の要所である仕上

げ工程だけは熟練技術者の手作業に頼らざるを得ない状況でした。仕上げ後の検査方法も

作業者の鋭い目と経験豊かな手に委ねられる場合がほとんど。単調そうに見えるが大変に

難しく、根気のいる作業は重労働でもあります。 

 一方で、金型は製品の美観や製品価値を高めるために、面粗度や面形状の精度を高度に

要求されます。ユーザーニーズは多様化、個性化するばかりではなく、短納期・低価格化・

高品質化・高性能化など止まるところを知りません。こうした背景から、磨き作業の機械

化、自動化機の開発は急務でした。長瀬オーナーは昭和 58 年から開発に着手し、60 年に完

成、発売した全自動金型磨き機 FP2010 で、この問題を解決しました。 

 これまで機械化を阻んでいたのは主として、切削が点による定量的加工法だったのに対

し、磨き面による定圧的加工法だったことです。長瀬オーナーは 4軸制御の NC 装置と倣い

方式を組み合わせ、プログラミング不要の簡単なティーチングで機械化を実現。同機は欧

米各国や東南アジアにも輸出され、国際的な評価を得ています。この開発は財団法人機械

振興協会の「第 19 回中小企業向け自動化機械開発賞」（平成元年）を受賞いたしました。 

 

⑨お客様と共に…… 

 被削材に超硬合金やファインセラミックス、ニューガラスといった硬脆材料が用いられ、

砥石もダイヤモンド、CBN ホイールが増加するに及んで寸法精度はサブミクロン、面性状は

ナノメーターのオーダーに高精度化する時代を迎えました。 

 このような背景から長瀬鉄工所は昭和 59 年、硬脆材料の効率化・高品位加工に狙いを定

めた超精密研削盤を開発しました。従来機の構造を検討し直して、すべての摺動面に非接

触流体摺動方式を採用した横軸角型テーブル研削盤です。この加工機により、これまでの

10 分の 1 の面粗度と寸法精度を実現。加工機本体とは別に設置する油圧源から供給する油

により一定の圧力を持った油膜で支持するという静圧方式の原理を利用したものです。移

動体はこの油膜で上下方向、前後方向とも強制的に非接触の状態で堅固に拘束され、ほと

んどゼロに近い摩擦抵抗を実現しました。1μｍ以下の微細量による位置決めも可能です。 

 長瀬鉄工所のモノづくりの基本は「顧客満足の実現」にあります。そうして実現した製

品群の 1つが SGC シリーズです。自動研削中に適宜、砥石の自動ドレッシングを行いたい。
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そんなお客様の声から生まれた SGC シリーズは砥石を常に最良の状態に保ち、多台持ちの

できる加工機として好評をいただいております。 

 また、いかに優れた加工機でも刃物が良くなければ満足できる加工精度を得られないと

の認識から、トータルグラインディングシステム、ナノバックを展開。砥石、デバイス、

測定器など関連製品の開発にも力を入れております。 

 

⑩次なる半世紀へ 

 織機の部品試作が端緒となり、産声を上げた長瀬鉄工所は長瀬オーナーが温めてきたア

イデアを製品化することから事業の第一歩をスタート。あらゆるユーザーニーズを具現化

することを基本方針とし、これまでに百数十種類余の加工機械を開発してきました。 

 武芸川に本社、工場を移転してからは開発体制を増強。数次にわたる FMS 化で工場内の

生産体制を整備する一方で恒温室、クリーンルーム、インテリジェントセンター、テクニ

カルセンター、電子機器開発室、プレシジョン・アセンブリールーム、精密大型アセンブ

リールームの新設などを毎年のように手がけてきました。健全な子供は健全な胎内からう

まれるという“母性原理”を継承するための環境整備でもあります。そうした取り組みか

ら誕生したのが、専業メーカーのご協力をいただいて完成させた回転振動 0.03μ という極

低振動モーター。この低振動化技術は超精密研削加工機に生かされています。 

 創業 40 周年を迎えた平成 3 年、長瀬鉄工所は社名をナガセインテグレックスに変更し、

次世代に照準を合わせた第 2 の草創期として飛躍する姿勢を訴えました。実際、生産工場

の増強に始まるこの 10 年間は、より高精度化する要求に応える形で“超々級”の研削盤や

各種専用機を開発。製品バリエーションも格段に広がりました。 

 そして、創業 50 周年。この節目は次なる半世紀への通過点に過ぎません。「創意工夫」

という原点の重みを認識すると共にユーザー本位を銘記して次代への新たな一歩を記した

いと思います。 

 

[1](株)ナガセインテグレックスＨ.Ｐ.：http://www.nagase-i.co.jp/ 

[2]㈱ナガセインテグレックス社内資料 
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3.1-（Ｆ）鍋屋バイテック株式会社 

 

1. 鍋屋バイテック㈱発展の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  鍋屋バイテック株式会社注）は、

1560 年（永禄 3 年）、現在の岐阜

市金屋町にて鋳造業を始めた「鍋

屋」に起源を発する。「鍋屋」は、

当時のハイテクであった鋳物づく

りを身に付け、鍋・釜・灯篭・鐘な

ど、鋳物製品の製造を家業としてい

た。朝廷からは「御鋳物師」の免状

をもらうほどの実力を持っていた。

  4 世紀経った 1940 年、伝動機器

メーカーとして鍋屋工業株式会社

を設立。2001 年には社名を「鍋屋

バイテック株式会社（以下鍋屋バイ

テック）」に変更した。創業以来の

伝統である鋳造技術と、現代のハイ

テク技術・精密技術との両方を併せ

持ち（バイ・テクノロジー）、時代

が求める新製品を作り出していく

会社、との意味合いを込めての社名

変更である。 

  同社は、1947 年、日本で初めて

V プーリーをメーカー標準として

シリーズ化して以来、日本の産業の

高度化に対応しながら、シャフトカ

ップリング（軸継手）、ブッシング

（軸締結部品）、オペレーショナル･

エレメンツ、特殊ねじなどの分野で

製品構成を拡大。現在、取り扱い製

品は約 30,000 種類に及ぶ。 顧客

志向、を基本に、広範な分野にわた

っての新製品開発を進めている。 

 
 
 
 

会社概要 

社     名 鍋屋バイテック株式会社（通称：鍋屋バイテック会社） 
所  在  地 岐阜県関市倉知向山４９０９番地５５ 
創     業 1５６０年（永禄３年） 
会 社 設 立 1９４０年（昭和 1５年） 
代表取締役社長 岡本太一 
資  本  金 1６1 百万円（ＮＢＫグループ４社） 
従 業 員 数 ２４０名（ＮＢＫグループ４社） 
売     上 ５，５００百万円（ＮＢＫグループ４社） 
 

会社沿革 

1560（永禄 3 年）：創業。岐阜市金屋町 1 丁目にて鋳造業を始める 

1749：御鋳物師の免状を授かる 

1940：鍋屋工業株式会社を設立 

1947：鋳鉄製平プーリーの製造･販売を開始 

1948：鋳鉄製割プーリーの製造･販売を開始 

1950：V プーリーを国内初の標準品としてシリーズ化、製造・販売を開始 

196７：JIS V プーリー(JIS B 1854)の製造・販売を開始 

1971：ウェッジRプーリー(JIS B 1855)の製造･販売を開始 

1974：関工園第 1 期工事完成 

1982：イソメックRブッシング、イソメックRSP プーリーの製造･販売を開始 

1987：カプリコンRミニ、クランプロックRの製造･販売を開始 

    各務原工場第 1 期全面更新工事完成 

1988：〈MST〉が通商産業省グッドデザイン商品に選定 

1991：〈MST〉がハノーヴァ･メッセ"iF-優秀工業デザイン賞"を受賞 

     〈MOL〉が通商産業省グッドデザイン商品に選定 

1992：関工園事務棟･ホール棟が完成 

1993：〈MOL〉〈MHW〉〈MHS〉がハノーヴァ･メッセ"iF-優秀工業デザイン賞

"を受賞。関工園事務棟・ホール棟が日経ニューオフィス推進賞<通

商産業大臣賞>および"中部建築賞"を受賞 

1994：関工園が通商産業省グッドデザイン施設（第 1 回）に選定 

1997：関工園に自社機械の開発・製作を行う工場が完成 

     機工部事務棟"MEME Center"および"元気亭"が完成 

1998："MEME Center"および"元気亭"が"中部建築賞"を受賞 

2000：ISO9001・ISO14001 全社統合同時認証取得 

2001：鍋屋バイテック株式会社(通称：鍋屋バイテック会社)に社名を変更

2002：〈MSMA〉がグッドデザイン商品に選定 

 

 事業内容 

プーリー、シャフトカップリング、ハンド
ル･レバー、特殊ねじ、など各種機械要素
の製造・販売および関連ソフトウェアの開
発・販売 
 
主な取引先 
キヤノン、ソニー、ファナック、マザック、日本電気、

トヨタ自動車、三菱重工業、三菱電機、日立製作所、

東芝、松下電器産業 
 

注）今回の調査対象会社「（株）ナベヤ」と同じ、

1560 年に岐阜市金屋町にて鋳造業を始めた「鍋

屋」がルーツである。 
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  同社が開発した製品は、そのいくつかが、国内ではグッドデザイン商品（Gマーク商品）

に選定され、海外でもドイツのハノーヴァ･メッセで「iF 賞」の最優秀賞を受賞するなど、

注目を集めている。 

  また同社は、多品種少量の時代と呼ばれる以前から進めてきた数多くの製品の標準化、

品質保証の徹底、即納体制の強化、セールスエンジニアの育成など、“ものづくり”の原

点を大切にし、「業界でのトップシェア」、「No.1 の品揃え」、「信頼のブランド NBK」をキャ

ッチフレーズに、独創的な製品づくり、品質保証・サービス体制の強化に努めてきた。 

 

2．鍋屋バイテックの“ものづくり”技術 

 

  鍋屋バイテックの今日の基礎を築いたのは、各種一般産業機械・自動車・電機などに使

われるプーリーの製造である。このプーリーには、「鍋屋」伝統の鋳造技術が生かされ、圧

倒的な高品質、かつコスト競争力のある製品を市場に出した。その結果、現在では、日本

国内で 70～80%の圧倒的なシェアを有し、顧客信頼度 No.1 を獲得している。現在、プーリ

ー・シャフトカップリングなどの鋳物製品は、売上げの約 40%を占める。 

  同社は、プーリーのほか、ミニチュアシャフトカップリング（小型精密軸継手）・ハンド

ル・レバー・特殊ねじなどの商品を開発し、その用途は半導体製造装置・液晶製造装置・

医療機器・光学機器・食品機器などと多方面にわたり、その製品レベルの高さにより、確

かな信頼を獲得し、好調な販売成績をあげている。 

  さらに、「多品種少量生産」、「即納体制」、「製品の品質保証の徹底」、「自前の機械づくり

による安い製品原価の実現」など、卓越したものづくり技術、顧客満足の商品づくりと、

従業員満足・地域社会との共生を目指した「工園（＝工場公園）づくり」など、優れた経

営理念を基に、継続的な変革により、安定した経営と独創的な企業文化を築いた[1]。 

 

  鍋屋バイテックの経営の原点は顧客満足にある。多様なユーザーの多種多様な要求に応

える製品を、いかに素早く顧客に提供できるか、を常に追求する。部品 1 個でも、翌日に

は顧客の手元に届ける。在庫がない、特殊な製品でも、短時日で納入する。経営の視点を、

こうした顧客満足に置き、その実現のために、機械はどうあるべきか、ラインはどうある

べきか、ロジスティックスはどうあるべきか，を徹底して考えるのである。 

  鍋屋バイテックのものづくりを支える重要なポイントは、自社のものづくりに最適の機

械を自前でつくることにある。鍋屋バイテックでは、設備のほとんど全てを自社で開発・

設計・製作している。それは同時に設備投資額の低減になる。たとえば、中古の旋盤を購

入し、その架台に自社で開発・製作した NC 制御機構を取付けるのである。これで NC 旋盤

ができあがる。しかも，この NC 旋盤は、自社の製品とその生産にもっとも適した、必要で

十分な機能・性能・スピードを備えている。製作費用は、新規に購入した場合に比べて、

約 1/10 程度という。 
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  このようにして設備投資コストを最低水準に抑えることができることは、製品のコスト

競争力を増し、経営の安定化に大きく貢献する。同時に、生産設備と生産技術の高度化・

効率化を進めることで、他社の追従を許さない優れた品質の商品群および強い価格競争力

を同時に生み出している。 

  こうした鍋屋バイテックの“ものづくり”技術や生産システム・在庫管理などを以下で

順次紹介していく。 

 

2.1 「多品種少量生産」の製品 

 

＜プーリー＞ 

  プーリーは、鍋屋バイテック[1]が会社設立後の比較的早い段階（1947 年）から手がけた、

基幹となる製品である。そして、日本のプーリーの歴史は同社がつくってきた、といって

良い。 

  現在、プーリーは、空調機・送風機・ポンプ・食品機械・化学機械・包装機械・繊維機

械・印刷機械・紙工機械・製本機械・窯業機械など、「原子力から天津甘栗まで」さまざま

な用途に幅広く使用されている。 

 

  プーリーは、同社が生産を始めた 1947 年以降、高度経済成長時代には少品種大量生産で

あったが、市場の広がり・需要の多様化とともに次第に多品種少量生産へ移行してきた。

そこで、同社は 1,000 個以上の注文は断り、同社主導で製品価格を決めることのできる 1

～100 個程度の注文に積極的に応じることとし、多種・多様な要求に応えることで、他社が

マネのできない技術を蓄積するとともに、顧客主導（顧客プル）の製品提供へと、企業体

質を変えた。現在では、プーリーは、直径（15mm～1,250ｍｍ）・溝形状・溝本数などの異

なった膨大な組合せとなっている。 

 

  そして少量かつ多種多様な仕様に対して、顧客満足度を上げるために即納体制を作り上

げた。つまり、販売実績を参考に、ある程度（製品によって差があるが、20～30 個程度）

の在庫を常に持つ。そして、一定在庫を割ったときに順次補充する。つまり顧客要求があ

った分だけ作るという、顧客主導のプル方式、つまり「トヨタ生産方式」を採用している

のである。 

このように、一定在庫を確保するやり方であるが、一方、プーリーの製造は、上述のよ

うに、注文に応じて 2～3日で納入できるようにした。このため、もし在庫以上のオーダー

があったときにでも、短時間で顧客に納入することができるわけである。 

 

  写真 1は「プーリーのアンバランス検査」を撮ったもの。また、写真 2は自社で NC 制御

に改造した旋盤である。 
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  写真 1. プーリーのアンバランス検査    写真 2. プーリーの加工（NC 旋盤） 

 

＜プランジャ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  鍋屋バイテックでは、プランジャをすべて専用自動ラインで製造している。機械は、材

料のステンレス材の加工から、部品の組付け、完成品の性能の測定・検査といった後処理

まで、全工程を自動化したコンピュータ管理の自動機であり、同社が独自に開発・製作し

たものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ミニボールプランジャは、位置ぎめや割

出しに利用される製品であり、精度と耐久

性が求められる。 
  たとえば半導体製造装置の部品として過

酷な条件で使用されるため、5×106 回（常

温）程度の長期使用を保証している。また、

1 個ずつ、全自動で、最小荷重・最大荷重お

よびストロークの確認を行い、性能を保証

している。 写真 3. 製品（ミニボールプランジャ）[1] 

 

写真 5. プランジャ製造自動機が並ぶ 写真 4. プランジャ製造自動機 

（鍋屋バイテック社内で撮影） （鍋屋バイテック社内で撮影） 

（鍋屋バイテック社内で撮影） （鍋屋バイテック社内で撮影） 
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2.2 自社機械開発について 

 

  プーリー・シャフトカップリング（軸継手）・特殊ねじなどを製造する同社は、古くなっ

た加工機や、中古の工作機械などを購入し、自社内で NC 化などの改造を行うことで、設備

投資の低減を図っている。たとえば NC 制御旋盤は、新規購入なら 2,000 万円～3,000 万円

はするが、中古の旋盤に FANUC 製の制御装置（100 万円程度）を取付けて改造すれば、新規

購入と同じものを約 1/10 の価格で手に入れることができる。 

  製造業の場合は、一般には、最新鋭の NC 工作機械を導入して、作業時間の短縮や作業者

の削減を図り、価格競争力を付けようとするのであるが、この場合、長期にわたって多額

の減価償却負担がかかり、経営を圧迫する要因になる。鍋屋バイテックの場合は、製品の

製造に不可欠な設備・装置を、低額の設備投資でまかなうことができるため、収益を圧迫

することはなく、また、製造原価の低減を図ることができる。 

 

  自社で機械を開発・設計・製作することで、画期的な生産工程の改革も実現可能となる。

複数の加工工程を 1 台の機械に一元化することで、省人化と加工工数の大幅な低減が可能

となる。品質管理の点でも、1個 1個が均一でしかも品質の安定した製品を作ることができ

るようになる。たとえば、従来は 6台の機械・6人の作業者で行っていた加工を、「NC 制御

プーリー自動加工機」では、1 人が 1 台の機械ですべてを行うことができるようになった。 

 

同社にとって、このような自機（自社機械）開発は、ミニマム設備投資・ミニマム作業

者を実現するためにも、また、多様なニーズと少量注文への即時対応、顧客満足の極大化

のためにも、重要な意味合いを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 6. 中古機械を NC 化する 写真 7. 中古機械を改造した NC 旋盤 
（鍋屋バイテック社内で撮影） （鍋屋バイテック社内で撮影） 
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写真 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

2.3 生産システム（在庫管理） 

 

  鍋屋バイテックの生産・在庫管理システムは、あらゆるユーザーのニーズに即時対応す

るところからきている。どんな製品でも、たとえ 1個でも製造するという多品種少量生産、

そして注文が 14 時までなら当日出荷・翌日顧客の手元に届くという超短期納入を基本とし

ている。 

  「製造および在庫」管理の仕組みを図 1に示す。 「製造」では、「鋳造」→「加工」→・・

と各工程別に、計画通りに製品ができ上がっているかの「日程管理」、規定の数量ができ

上がっているかの「数量管理」、外観検査・可動検査などの「品質管理」を同一帳票で行

っている。「日程管理」「数量管理」「品質管理」の入力には、バーコードが利用されて

おり、省力化と誤入力の防止が図られている。 

 

 
写真 8. 定期オーバーホール 

写真 9. 自機開発部の状況（1） 写真 10. 自機開発部の状況（2） 

（鍋屋バイテック社内で撮影） 

（鍋屋バイテック社内で撮影） （鍋屋バイテック社内で撮影） 
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鋳造 加工 塗装 追加加工 在庫管理

コンピュータ コンピュータ

日程管理・数量管理・品質管理

＜製造＞ ＜在庫＞

 

 

 

  在庫管理は、コンピュータによる入出庫管理が基本であるが、人間の目による現物確認

が重要な役割を果たしている（写真 11）。 

  生産現場に対する製造指示・組立指示は、加工指示書・組立指示書により前日の出荷分・

在庫不足分を補充することを基本としており、即日製造・即日出荷以外は、一定量の在庫

から減少した分を補充するかたちで生産している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 環境 

 

  55,000 坪、175,000 ㎡の豊かな自然に恵まれた関工園。一面の緑の中に建ち、働く人の

気持ちにゆとりを与える美しい環境。生産の場としての機能と公園のもつ快適さを融合し

たガーデン･ファクトリ=工場公園であり、ここを関工園と名付けた。 

  工場・配送センター・事務棟・ホール棟・プール、すべてが緑のなかに存在し、まわり

の自然と融和することをコンセプトとしている。ホールではミニコンサートや絵画展を催

すなど、社員の発想力や創造力を刺戟する。環境が良いからこそ良い製品が生まれる、と

の発想からである。事務棟・ホール棟は、1993 年度の「日経ニューオフィス推進賞〈通商

産業大臣賞〉」を受賞している。 

  こうした取組みは、「人の感性を磨くためには、美しいもの・楽しいことが大切」との岡

本社長の独自の経営哲学からきている。 

 

写真 11 は、在庫保管箱である。 
即時出荷を行うために一定量の在庫

維持が必要。空箱になっているのは在庫

不足であり、今現在、製造に取り掛かっ

ていることを意味する。目で見る在庫管

理である。 

図 1.「製造」および「在庫」管理 

写真 11. 目で見る在庫管理 
（鍋屋バイテック社内で撮影） 
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    写真 12. 事務棟・ホール棟[1]       写真 13. カスケードとプール[1] 

 

  さらに、「働く所は、楽しい所」との考え方から、関工園の中にある「MEME CENTER＋元

気亭」では、アスレティックジム・サウナ・ジャグジー・シャワー・マージャンなどの設

備を備え、楽しく従業員が働けるように配慮されている。 

  夏には写真 13 に示すプールサイドで、付近の市民も合わせ、400～500 人が参加する盛大

なパーティが行われる。バーベキュー・寿司・そば・あゆ雑炊，それにビールとワイン。

花火も打ちあがって，みんなが歓談する。岡本社長は、「共に働く社員には、生活を楽しん

でもらいたい。給与もできるだけ高くすべきである」と述べている。 

 

 

 

 
写真 14．「MEME CENTER＋元気亭」[1] 
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2．5 ISO9001 および ISO14001 の全社統合同時認証取得 

 

  2000 年 12 月、品質管理の国際規格 ISO9001-1994（品質システム）および環境管理の国

際規格 ISO14001-1996（環境マネジメントシステム）の認証を、すべての事業場で（全社統

合）同時に認証を取得している。認証範囲は同社のすべての事業活動・すべての製品であ

る。ISO9001 および ISO14001 の全社統合同時認証取得は、鋳物工場をもつ企業としては日

本で初めてであり、2002 年 1 月 25 日には ISO9001 の 2000 年度版への移行認証も取得して

いる。 

  また、現在は更に先をいく OHSAS18001（労働安全衛生マネジメントシステム）の取得に

も取組んでいる。社内の労働安全衛生レベルを継続的に改善し、安全を確保することは勿

論、全従業員の福利厚生、組織の効率、社会的な信頼性を向上させる目的がある。 

 事業活動を取巻くあらゆる環境・条件を継続して改善していく積極的な取組みが、社員

のモチベーションの向上に大きな成果をあげていることは疑いない。 

 

2.6 マイスター制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  社員のスキルアップのために、会社がさま

ざまな支援を行っている。 
  たとえば、TOEIC・英検・ビジネス検定・

各種資格試験などの通信教育受講料は会社が

全額補助する。社員のヤル気を会社がサポー

トする制度である。 
  また、取得した資格に応じて資格手当てを

毎月の給与に上乗せする。昇進面でも配慮し、

全社あげての「学ぶ職場づくり」を積極的に

進めている。 

写真 14．「元気亭」のアスレティックジム 
（鍋屋バイテック社内で撮影） 

 
写真 14．「マイスター制度」の管理表 

（鍋屋バイテック社内で撮影） 
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3． 鍋屋バイテックの“ものづくり”のまとめ 

 

 鍋屋バイテックの“ものづくり”は、まず商品とサービスのきめ細かな提供・迅速な納

入を中心とした顧客満足の生産システムを確立した経営である。約 30,000 種に及ぶ製品を、

午後 2 時までの注文であれば、当日に発送することができるという仕組みを作り上げ、他

社に対する圧倒的な優位性を確保している。 

  また少品種多量生産を排し、多品種少量生産を極限まで推進することにより、鍋屋バイ

テック会社が価格形成の主体となり、利益の点でも優位性が確保できた。さらに、このよ

うな進め方は、他社にない独自技術とノウハウを蓄積していくという点で有利である。 

 

  第 2 に、自社機械の開発・設計・製作の積極的な推進による、生産効率のマキシマム化

と作業者のミニマム化・設備投資のミニマム化である。たとえば、従来は 6工程・6台の機

械で 6人の作業者で行っていた作業を、1台の機械・1人の作業者にするという具合に改善

することである。そして、投資額は、新品機械を購入した場合の 1/10 程度で済む。キャッ

シュフローの余裕、減価償却の負担軽減、製造原価の低減・・・等々にまで効果は及ぶ。 

  それらの基礎として、「美しい工場づくり・楽しい職場づくり」を通じて、従業員や地

域の人々と共に発展していこうとする経営姿勢がある。「日経ニューオフィス推進賞〈通商

産業大臣賞〉」を受賞したほどの関工園づくり。「ISO9001 および ISO14001 の全社統合同時

認証取得」などの経営体質向上の施策、「マイスター制度」をはじめとする〈学ぶ職場づく

り〉などが、渾然一体となって、優れた企業づくりを支えている、と考えて良いのではな

いか。 

 

 

[1]鍋屋バイテック H.P.：http://www.nbk1560.com/ 
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3.1-（Ｇ）日晃オートメ株式会社 

 

1．日晃オートメ（株）発展の経過 

 

日晃オートメ株式会社（以下日

晃オートメ）は、各務原市那加前

洞町で、花田電機工業所として個

人創業。1970 年には、現在の社名、

日晃オートメ株式会社とし、1982
年にコンピュータ事業部を開設、

翌年に産業用コンピュータを開

発、1985 年には 16bit 産業用コン

ピュータシミュレーションを開発

し、国の新製品開発奨励金を受け

るなど注目を集めた。 
1987 年に養鶏管理システムを

開発して以降、農業･食品用システ

ム開発も手がけるようになり、

1995 年には機械事業部を開設し、

従来からの自動制御装置・NC 装

置電装･製造ライン電装･コンピュ

ータによる生産管理などのシステ

ム開発だけではなく、自動化設備･

産業機械の設計製作まで行い、自

動制御装置･FA システムをトータ

ルで製造するようになった。 
また、海外向けの自動車製造ラ

インの電装設計製作も行ってお

り、中国ではフォルクス･ワーゲン

の生産ライン、インド･上海･北米

では GM、GM ブラジルなどへ納

入の実績がある。1988 年には養鶏

業者の依頼で養鶏管理システムの

開発を手がけその後も開発を続け

た結果、1994 年以降、水位検知セ

ンサー、除糞ベルト自動停止装置

 

会社概要 

社     名 日晃オートメ株式会社  

所  在  地 岐阜県各務原市上戸町７丁目 1 番２２  

創     業 昭和 39 年 1 月 

会 社 設 立 昭和 45 年 6 月  

代表取締役社長 花田 伸  

資  本  金 24 百万円  

従 業 員 数 70 名  

売     上 1000 百万円  

 

会社沿革 

1964 年 1 月／花田伸（現社長）により花田電機工業所創立 

1970 年 6 月／日晃オートメ株式会社に改組 

1982 年 6 月／資本金 1,200 万円に増資 

1982 年 9 月／コンピュータ事業部開設 

1983 年 7 月／産業用オリジナルコンピュータを開発 

1985 年 4 月／16 ﾋﾞｯﾄ産業用コンピュータシミュレーション開発国の 

新製品開発奨励金を受ける 

1987 年 7 月／各務原市工業団地に本社工場移転 

1987 年 9 月／養鶏管理システム「ファームコンピュータ」開発 

1988 年 1 月／資本金 2,400 万円に増資 

1989 年 5 月／冷暖房完備独身社員寮完成 

1991 年 9 月／本社工場増築 

1994 年 8 月／養鶏関連の水位センサー「検知君」開発 

1995 年 6 月／養鶏関連の除糞ベルト自動停止装置開発 

1996 年 5 月／養鶏関連のエッグセンサー「武蔵」開発 

1999 年 11 月／オンラインサポートシステム開発 

1995 年 6 月／養鶏関連の除糞ベルト自動停止装置開発 

1996 年 5 月／養鶏関連のエッグセンサー「武蔵」開発 

1999 年 11 月／オンラインサポートシステム開発 

2001 年 6 月／エッグカウンターエッグフロー機能付開発 

2002 年 12 月／ワンワイヤーシステム開発 

2003 年 2 月／エッグセンサー「武蔵 2」開発 

2003 年 9 月／ヒューマノイド・ロボット（ギフハンドⅢ） 

実用化技術賞受賞 

事業内容 
専用機関係 
NC 加工機、組付機 
 検査機関係 
自動漏れ検査装置、静圧破壊試験機 
生産ライン関係 
自動車のボデー等の組付けライン、トランサーマシン 
生産管理関係 
バーコード管理、入出庫管理、生産指示・検査、稼働

状況モニター、養鶏管理 
 
主な取引先 
カバヤ工業㈱、ヤマザキマザック㈱、㈱デンソー、㈱

ホクエツ、㈱ナガセインテグレックス、㈱フジミイン

コーポレーテッド、スズキ㈱、㈱スギヤマメカレトロ、

ソニーイーエムシーエス、㈱美濃加茂テック、㈱東精

エンジニアリング、三機商事㈱、サンコー商事、㈱城

南製作所、㈱柏原機械、岩田工機㈱、㈱クレスト、フ

ァナック㈱、中部富士電機株、大和電業㈱、松岡電機

産業㈱、早稲田大学、丹羽商㈱、興国電気産業㈱、ダ

イドー㈱、㈱名神電業社、岐阜大学 
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エッグセンサーなどの独自商品を開発した。また、このエッグセンサーを利用して、“も

やし”の製造システムを開発するなど、食品や農業での自動化･省力化にも積極的に取り組

んでいる。 

 

2．日晃オートメの“ものづくり”技術 

 

 同社は、以上のように自動制御装置、自動化設備、産業機械、各種 FA コンピュータシス

テム等の設計・製作を主業務として自動化、省力化に関するあらゆることを手掛けている。

NC 工作機械、自動車生産ライン、各種プラントの電装の設計製作（ハード・ソフト）、養鶏

場における水、餌、集卵、温度等の管理を容易にする養鶏管理システム、生産工場での工

程、在庫、納期、原価等の各管理を行う生産管理システム、ビデオの貸出を無人で行う無

人レンタルシステムなどのシステム設計は、日晃オートメが得意としている分野であり、

多くのユーザーから信頼を得ている。  

労働人口の減少、コストダウン等に起因して自動化、省力化がますます重要になってく

ることを見越し、さらに技術をみがきユーザーのさまざまな要望に対応できる体制を心掛

けている。FA を手がける会社として、電子･ソフト･制御・機械の 4つの技術を持っており、

社員全員がハード･ソフト両方の技術を習得するようにし、このような需要に全社一体とな

り応えることができる体制を確立している。また、製品の完成度を高めるだけではなく、

現場での対応能力を高めることに取組み、独自の携帯電話を使った管理システムの開発な

どに成功している。表 1 に、日晃オートメ(株)が持つ技術の一覧を示す。 

 

晃    オ 
大分類 中分類 製品名 用途・特徴

NC加工機 NC加工、制御、加工、プログラム
組付機 ロボット＆サーボにて部品の組立をする
搬送ローダー 搬送用ロボットによる部品の入替及び箱詰め等
自動測定機 自動漏れ検出装置・・・エアーを用いて容器などの不良を検査する装
自動測定機 静圧破壊試験機・・・水を用いて容器などの強度を検査する（繰返し)

データ管理
鶏舎システム

ファームコンピュー
タ（自動管理）

鶏・豚・牛等の家畜、養魚等のエサ・水の量・体重など、育成のため
の全ての条件（環境）を含めてデータ収集と自動コントロール

自動車ライン 自動車のボディー等の組付けライン
トランサーマシン 工作機械の切削加工の生産ライン
バーコード管理 製造ライン等においての、バーコードによる生産管理
全ての生産管理

プラント プラント電装 全てのプラント等の監視盤・制御盤等
コンピュータ ハード・ソフト 制御・検知等のコンピュータハード・ソフト
データ収集
器

データ収集
システム

稼働率モニター 多数の加工機をモニターにて稼働状況をひと目で管理できる

温度コント
ロール

入気量調整機
入気量・入気口
自動開閉調整機

室内の温度を自動的に前後まで平均化する装置

水の検知 検知君
水の有無を検出する装置。狭い場所・曲がった所・パイプの中等で
の水の確認に最適（安価である）

検知器 武蔵 ストレートに、又はランダムに流れる卵などの数量を検知する

温度センサー
３本の線で（３芯１本）複数のセンサーを取付けて、温度のそれぞれ
をキャッチする

センサー

専用機

生産ライン

生産管理

検査機

FAシステム

 

 

表 1．日晃オートメが持つ技術一覧[1] 
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 以下に日晃システムの“ものづくり”技術について説明をする。 

 

2.1 FA 制御生産システム 

 

日晃オートメは、基本的には顧客の依頼に応じて、コンピュータ制御の FA 生産システム

の設計・製作・施工を行うが、その設計の 1 つの形式を表すなら、図 1 のようなものにな

る。それらをまず説明し、その後でこの FA 制御生産システムを使った具体例を示す。 

 
①入出庫管理

加工機

加工機 加工機

④オンラインサポート
日晃オートメ 公衆回線

遠隔地での管理

事務所

モデム ②生産指示・検査システム
③稼動状況モニター

入
荷

ＲＳ２３２Ｃ

出
荷

加工管理パソコン

加工管理パソコン

加工管理パソコン

生産管理パソコン

ＣＡＤパソコ

 

 

 

 

 日晃オートメの FA 制御生産システムは、入荷した素材およびでき上がった製品の管理シ

ステム（①入出庫管理システム）、生産の指示をして、生産量・製品の品質データなどを管

理し、異常があった場合にそのことを知らせる管理システム（②生産指示・検査システム）、

設備の稼働管理状況をモニターし、稼働率を示す管理システム（③稼働状況モニターシス

テム）、遠隔地からデータの読み込みを行い、必要な端末の管理パソコンのメンテナンスを

行う管理システム（④オンラインサポートシステム）の 4つの FA 管理システムから構成さ

れる。以下それらの内容を示す。 

 

① 入出庫管理システム 

入出庫管理システムは、以下の内容である。 

図１．FA 制御生産システムの全体構成 
（日晃オートメ社内資料） 
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• 生産指示装置から後工程の生産計画を取得し出庫計画を作成する。  

• 立体ストッカー制御装置に、出庫棚番号を指示する。  

• 入出庫管理パソコンにて出庫計画の編集を行う。  

• 入出庫管理パソコンにて棚情報の管理・編集を行う。  

• 入出庫管理パソコンにて各装置の異常を監視し、異常発生時に画面に表示する。  

 

 

 

②生産指示・検査システム 

 生産指示・検査システムは以下の内容である 

＜生産指示システム＞  

・ 生産指示要求に対して、生産計画に基づき設備に生産品番を指示する 

・ 各設備の稼動状況などをモニターし、画面に生産状況を表示する 

・ 各設備の生産規格データを一元管理し、編集する 

・ 各設備の異常を監視し、異常発生時に画面に表示する  

＜検査システム＞  

・ 検査する品番に対する規格を指示する 

・ 検査後の測定データを記憶し、データベース管理する 

図２．入出庫管理システム 
（日晃オートメ社内資料） 
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・ 検査結果を測定データも含め、プリンタで印刷する 

・ データベース管理している過去の測定データから、条件検索しグラフを作成する 

 

 

 

 

 

 

③稼働状況モニターシステム 

 稼動状況モニターシステムは以下の内容である。 

＜稼動状況管理システム＞ 

・ 遠距離の設備の状況を、電話回線を通して管理する 

・ 接続先を切換える事で、複数の個所の状況を管理する 

・ 稼動状況を色分けのグラフ表示をする（秒単位） 

・ 稼動状況を集計し稼働率を計算して一覧表示する（表計算形式） 

＜稼動状況表示・保存システム＞  

・ 設備の稼動状況を、リアルタイムに、色分けのグラフ表示をする（秒単位） 

 

図３．生産指示・検査システム 
（日晃オートメ社内資料） 
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・ 過去の稼動状況を保存する（データベース） 

・ 各設備の異常を監視し、異常発生時に画面表示する 

・ 稼動状況を集計し稼働率を計算して一覧表示する（表計算形式） 

 

 

 

 

 

④オンラインサポートシステム 

 離れた所にあるコンピュータで稼動しているアプリケーションを、手元のコンピュータ

で操作することを実現するシステム。つまり、図 5 に示すように、接続先のコンピュータ

の画面を、そのまま手元のコンピュータに移し、そして手元のキーボードとマウスで接続

のコンピュータを操作することによって、遠隔地のコンピュータおよびそれにつながるシ

ステムのメンテナンスを行う方法。 

（日晃オートメ社内資料） 
図４．稼動状況モニターシステム 
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2.2 FA 制御生産システムの実施例＝養鶏ＦＡシステム 

 

ここでは、日晃オートメが得意とする、FA 制御生産システムの実施例として、養鶏 FA シ

ステムについて述べる。この FA システムでは、作業者によるデータ収集作業の必要性がな

い。つまり、コンピュータが 24 時間データを記録しつづけ、鶏舎まで行かなくても、水漏

れ･給餌搬送減･給水量減･鶏舎内の温度変動などの管理項目を自動管理し、そして鶏の産ん

だ卵数などの結果の数値情報を事務所で連絡する。そして、常に最適条件で運転できるよ

うに設定することができる。しかも、過去の状況と比較しながらグラフで推移を確認する

ことができるため、解析が容易である。このように従来多大な工数をかけながら、十分管

理を行うことができなかった、過去の困難な問題点が改善されたシステムであり、作業者

の負担を大幅に低減し、業務の効率化を行い、生産原価の安い利益率の良い養鶏事業を促

進する優れたシステムである。 

 

（１） 鶏舎一括管理について 

（①入出庫管理、②生産指示・検査、③稼動状況モニター各システムの総合化したもの） 

従来は、養鶏場の設備において多種多様な制御盤や操作盤が設置されている場合が多く

見受けられたが、これらを一括して管理するようにした。 

 （実施例）   盤 A：ファン、バッフル、集卵、電灯、各異状、他 

卵数、水位、他 

         盤 B：搬送、給餌、除糞、各異状、他 

            給餌量、給水量、他 

たとえば、バッフルとファンを自動コントロールすることにより、舎内の温度を均等に

保つとともに、少ないファンで効率よく温度を調整する。また、パソコンを接続すること

により、各鶏舎の現在の動作状況、過去 24 時間の温度変化（センサー別）に確認すること

ができる。 

図５．オンラインサポートシステム 

オンラインサポートシステムとは、日晃オ

ートメ（株）の顧客に、何らかの設備上のト

ラブルが発生した場合、日晃オートメ（株）

の技術者は、日晃オートメ（株）側のパソコ

ンに指示を出し、遠隔地から電話（携帯電話）

を通じて、現地にあるコンピュータに指示を

受け取らせ、現地でのトラブルを即刻修復さ

せるサービスを行うシステムである。 

 

現地 

日晃 
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図６．養鶏場向け情報管理システムの全体図 （日晃オートメ社内資料） 
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（2）換気コントロール 

 バッフルとファンを自動コントロールすることにより、鶏舎内の温度が最適となるよう

に、均一でしかも一定になるように、しかも少ないファンで効率よく温度を調整する「換

気コントロール」が行われている。また、パソコンと接続することにより、各鶏舎の現在

の動作状況、過去 24 時間の温度変化を確認することができる。 

 

 

 

 

 

（3）エッグセンサー“武蔵”（生産指示・検査システム） 

エッグセンサー"武蔵"は、ベルト上の卵の流れを乱すことなくセンサー前部で左右に振

り分けセンサー部分を通過させ、センサー部分は卵に軽く接触するため損傷などがない。

またシンプルな構造のため、センサーの交換がワンタッチで行うことができ、また卵の大

小に関係無く検出することが可能なため、位置調整が不要である。なお、このエッグセン

サー“武蔵”は日晃オートメのオリジナル商品である（写真 2）。 

 

写真 1．FABF（ﾌｧﾝ・ﾊﾞｯﾌﾙ）コントローラ 

25.8

25.8 25.8 25.8

コントロール方法の選択
　　冬側：バッフルコントロール換気
　　夏側：トンネル換気（バッフルコントロール無効）

現在温度の表示
　　舎内・・・前側、中側、後側
　　舎外・・・基本的に全鶏舎で１個所設置

（日晃オートメ社内資料） 
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（4）除糞ベルト自動停止装置（生産指示・検査システム） 

指定した場所で除糞ベルトを自動的に停止することにより、鶏が糞をつついて心配され

るコシクジュム、サルモネラ等の病原菌を防ぐ 

 

（5）水位センサー“検地君” （生産指示・検査システム） 

 

 

 

 

写真２．エッグセンサー“武蔵” 

写真３．水位検出センサー“検地君” 

 

鶏の給水が端末まで正常に給水さ

れているかを確認するシステム。従

来は、給水の水位を確認するために

は、玉を入れその位置を目で確認す

る。その場合、高い位置や埃等で見

難い場合があり、水位の低下を見逃

してしまう。そこで、この水位検出

センサー“検地君”を使用すること

により、簡単に水位の推移の状態を

確認することができる。なお、水位

センサー“検地君”も日晃オートメ

（株）のオリジナル商品である（写

真３）。 
 

ベルト上を卵の流れを乱すことなく、セ

ンサー前後で左右（2 列）に振り分け、

センサー部分を通過させる。 

（日晃オートメ社内資料） 

（日晃オートメ社内資料） 
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（6）オンラインサポートシステム 

A・B・Cなど各農場では、自農場のＬＡＮを使って、自農場の「鶏舎管理」・「収卵管理」

など「全体管理」を行う。一方「本社」では、公衆回線を使って、「①各農場の現在情報を

モニター」と「②各農場の集計情報」を得る。また各農場では、公衆回線を使って互いに

他農場の状況をリアルタイムで知ることができる。また、携帯電話とパソコンがあれば、

関係者は各農場の現状・実績など必要な情報を入手することができる。そして、日晃オー

トメ（株）のメンテナンスサービスを、遠隔地より行うことができるシステムである（図 7）。 

当然のことながら、携帯電話とパソコンがあれば、日晃オートメのメンテナンスサービ

スは、いかなる場所からでも、各農地のメンテナンスサービスを行うことができるわけで

ある。 

 

3．日晃オートメの“ものづくり”まとめ 

 

 日晃オートメは、自動制御とコンピュータ装置の総合メーカーであり、その主な業務内

容は自動化と省力化を中心に、マイコン等による制御システム 

プラント・工作機械・汎用機械専用機などの制御装置、NC 装置、計測システム、管理シ

ステムなど独自のノウハウでおこなっている。たとえば、鶏など農場設計においては、養

鶏に関する固有技術をもとに、養鶏 FA システムを作り上げた。それらは、 

・養鶏場向けの情報管理システムに見られるように、完成された「トータルシステムを

作り出す技術力」（たとえば図 6） 

・“武蔵”や“検地君”などに見られるように、状況に応じ日晃オートメ（株）の「オ

リジナル商品を作り出す柔軟でしかも高い技術」（写真 1・2・3） 

・公衆回線を使った利便性の高いオンラインサポートシステムの設計など、「情報ネット

ワークの構築する技術力」（たとえば図 7） 

などが表れた優れた事例である。 

このように、現代という時代を常にマークし、その流れを敏感に掴み、あらゆるニーズ

に対応できる高度技術を実現化している。また、ユーザーのニーズにすばやく対応できる

新製品開発にも積極的である。自動制御のメーカーのみにとどまることなく、自動化と省

力化を柱に企業の合理化の要となる自動化コンサルタント会社として、高度な技術を武器

に安定的で高成長を遂げている。 
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図７．オンラインサポートシステム 

 
（日晃オートメ社内資料） 
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4．日晃オートメ 花田社長より、官学への要望 

 

 最後に花田社長に、官学への希望をお聞きした。花田社長は「助成金の申請において、

申し込み開始から締切りまでの期間が非常に短く、調査期間が十分取れないなど、1週間程

度の申し込み期間では早過ぎる。またその後の提出書類の多さや会計処理についても負担

が大きく、検討してもらいたい」ということであった。 

 

5．その他 

 

 花田社長には特にお願いして、日晃オートメを今日まで発展させた、ご自身の体験談お

聞かせいただいたので、以下に添付して置く。  

 

＜花田社長のお話し＞ 

 

 さて弊社での苦労話や、技術開発での困窮した点についてでありますが、私は経営者で

あるので、どんなことであっても、それは当たり前であり、先生のお言葉をお借りするな

らば、言うほどのことはない、ということでありますが、自分ではなんでもないと思って

いても他の人達から見れば、それが苦労に見られていたかもしれません。 

 少し思い出して、記述します。 

 

 当社を立ち上げた時点は、昼間は営業とハード的な仕事、夜は設計などソフト的な仕事

で、朝の 8 時～翌朝 2 時までの仕事が何年続き、又、少人数の社員もついてきてくれまし

た。まっ、家内工業のようなものです。 

 

 しかし、順風満帆ではありませんでした。 

 1975 年のオイルショックはもろにかぶり、吹けば飛ぶような企業には仕事がなく、もう

駄目かと、倒産寸前な時も幾度とありました。 

 水道メーターの組付け作業をしたりして、何とか維持しておりました。暇なときがチャ

ンスと思い、NC の勉強をしましたが、初めて NC 装置の設計製作を注文した時、知らないこ

とが多く、NC メーカーに問い合わせをしたら厳しく、知らないことは実行すべきでないと、

ぼろくそに叱られました。 

 そこでなお奮起して、A4-30mm の厚さの結合説明書を 3日間食事を摂るのも忘れ、3回読

み、何とか可能にしました。 

 以降、社員に教えましたがなかなかうまくいかず、優秀な社員が辞表を持ってきました。

この時は参りました。 

 会社のビジョンを話し、説明をしたことがありました。 
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 NC が軌道にのってきた頃、これからはコンピュータ部門に取り組みました。これが、又

知らない世界に入るので、全て書籍を読んだり、試験場に通ったりしました。又、担当チ

ームは社内での利益が出ず、他の社員社員とのギクシャクなどがあって大変でした。書類

の作成はワープロも無い時なので、何度も書き直した記憶があります。 

 16bit 産業用コンピュータシステムを開発した折など、25 人足らずの社員の血気が上が

り、結果は良かったと思います。 

 深夜に及ぶ残業のときは、現専務をしている妻が、夜食におにぎりや豚汁を作って運ん

でもらったことや、社員の奥様が出産の為、上の子供さんを預かり一緒に寝たことなど、

アットホームな雰囲気でしたが、家業から企業への脱皮を図ろうとして、人材育成に努力

してきました。小さな企業でも職務文章を作り、権限委譲が会社を発展させると思ってお

りました。その思いは裏目に出て、幹部の服務規程違反など、数々の問題を引き起こして

しまったことなど苦労しました。 

 バブル期に入ってきた折、当社も売上が倍になりましたが、決して 1 社 10％以上の受注

は避けてきました。二つ以上の泉を持つことを理念に掲げておりますので、バブル崩壊後

も 50％ぐらいに売上が減少しましたが、何とか乗り切っております。 

 

 私の心がけている 15 条を記します。 

１．小さなことであっても、1 つ 1 つよく考えて意思決定をする。 

２．支払いは全て目を通しております。 

３．社員に対してやはり好き嫌いはありますが、これは絶対的に表さない。 

４．学ぶ姿勢はいつも持っているつもり。温心、満心をするな。 

５．1 人の人間の判断は、一番危険。 

６．自分の気持ちを素直に話す。 

７．常に会社、お客様に貢献する。 

８．仲良しの家庭を作る。 

９．決算書は読めること。 

10・安心しない。 

11．社員を褒める。 

12．全てにおいて無理をしない。 

13．いつも会社に対して、誰よりも一番情熱を持っている。 

14．好況のときは、いつも不調不況になればの対処を考えておく。 

15．健康管理（！？） 

 

引用文献他 

［1］ 日晃オートメ（株）HP：http://www.nikko-fa.co.jp/
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3.1-（Ｈ）株式会社丸順 

 

1．（株）丸順発展の経過 

 
丸順株式会社（以下丸順）は、

1952 年７月、岐阜県大垣市林町に

て自動車用プレス金型の設計・製

作の丸順精器工業として個人創業

し、1960 年１月、同市南頬町に移

転、丸順精器工業株式会社を設立

した。1963 年４月には本田技研工

業株式会社と自動車部品用プレス

金型の取引を開始することで、独

自の技術とノウハウを駆使し、自

動車産業の発展とともに成長し、

事業範囲、取引ともに拡大してい

った。 

また、近年では今までの蓄積さ

れた固有技術を活かし、新規事業

として FRP 成形事業への進出や新

商品開発にも積極的に取り組んで

いる。 

現在、自動車業界は、個人消費

が振るわず、前年度並みの販売に

とどまる一方、米国を中心に輸出

が伸び、国内生産は増加している。

しかし、自動車部品メーカーにお

いては、現地生産化や自動車の低

価格小型化が一層進み、海外の新

市場への生産対応や、原価低減と

製品の高付加価値化への取組み

が、ますます大きな課題となって

いる。また、金型生産については、

需要は平年並みながら海外調達化

と現地生産化により利益確保が一

段と厳しい状況になっている。 
 

会社概要 

 

社     名 株式会社 丸順  

所  在  地 岐阜県大垣市浅西 3-22-22  

創     業 1952 年 7 月 

会 社 設 立 1961 年 1 月  

代表取締役社長 今川 喜章  

資  本  金 532 百万円  

従 業 員 数 527 名（03 年 3 月期）  

売     上 17,195 百万円 (03 年 3 月期） 

経 常 利 益  551 百万円（03 年 3 月期） 

 

会社沿革 

 

1952 年 07 月 岐阜県大垣市林町に今川順夫により丸順精器工業を創業。  
1960 年 1 月 岐阜県大垣市南頬町に金型の製作、販売を行う丸順精器工業

（株） 
を設立。  

1963 年 4 月 本田技研工業（株）と金型の取引を開始。以降車体プレス部品

の取引を開始する。  
1988 年 2 月 岐阜県養老郡上石津町に技術開発、研究開発、生産の各部門を

集約した養老工場（現：養老開発センター）を新設。  
1994 年 7 月 タイ王国アユタヤ県のタイ・マルジュン社（現：子会社）の設

立に資本参加し、東南アジアにおける車体プレス部品と金型の

製造・販売に進出する。  
1996年 5月 岐阜県養老郡上石津町に住宅設備用FRP製品の生産を行う上石

津 FRP 工場（現：上石津工場）を新設。  
1997 年 5 月 創業 45 周年を記念し、（株）丸順に商号変更する。上石津 FRP

工場の隣接地に上石津金型工場（現：上石津工場）を増設し金

型工場を拡大、移転。  
2001 年 1 月 研究・開発機能強化、本田技研工業（株）との共同開発強化の

ため、栃木開発センターを拡大、移転。  
       3 月 全工場にて ISO9000 シリーズの認証取得を完了。  
      11 月 中国広東省広州市に車体プレス部品と金型の製造・販売を目的

とする 100％子会社広州丸順汽車配件を設立。  
2002 年 12 月 広州丸順汽車配件の稼動を開始する。 
事業内容 
 
自動車用車体プレス部品の製造 
自動車用精密プレス部品の製造 
大型金型等、各種金型の設計・製作 
自動車用ロール成形品の製造 
ＦＲＰ樹脂成形部品の製造 
治具・検査具の設計・製作 
航空機部品の製作 
 
主な取引先 
 
本田技研工業、本田技術研究所、ホンダエンジニアリング 
ホンダトレーディング、トヨタ車体、豊田自動織機製作所  
アイシン精機、ダイハツ工業、関東自動車工業、スズキ 
八千代工業、三菱自動車工業、エフ・シー・シー、富士テクニカ 
ヒロテックトステム 
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 このような環境の中で、同社は徹底した原価低減活動を進める一方、2002 年 9 月、製品

開発や新たな性能試験・評価システムの開発のため、他社に先駆け衝突試験設備を導入し

たほか、2003 年 9 月には 3,000 トン大型トランスファープレスの導入を予定するなど、業

界における競争力をさらに高めている。また、2001 年 11 月に設立した中国広東省の 100％

子会社広州丸順汽車配件有限公司は、2002 年 12 月に稼動を開始し、タイの子会社タイ・マ

ルジュン社と並び、アジアの生産拠点として重要な役割を果たしている。今後も自動車部

品・金型・住宅機器メーカーとして総合力を高め、「けたちがい品質」、「高効率生産」、「独

創技術」、「世界との共創」を基本方針に、新しい時代に飛躍するグローバル企業としてさ

らなる飛躍を目指している。 

2．丸順の“ものづくり”技術 

丸順の“ものづくり”技術は、自動車メーカーとの共同開発などを通じて、①金型製作、

②ロール成形技術、③プレス成形技術、④精密プレス技術、⑤溶接技術、⑥塗装技術等が

上げられる。CAD・CAM、CAE の IT はこれらの技術を支えるものである。 

この中で、「金型製作」の技術の特徴は、金型としては最も大型の、自動車のサイドパネ

ルアウター（2×5m）のような、大物の金型を製作する技術である（写真 1）。このような大

物の金型を製作する技術は、世界の中でも、（株）オギハラ、（株）富士テクニカ、（株）宮

津製作所等のトップメーカーを擁する日本優位の分野である。このような金型メーカーは、

GM やフォードなど世界中の自動車メーカーから、金型を受注し製作している。 

 

  

写真１．自動車サイドパネルアウターの金型[3]
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 「ロール成形」技術は、自動車のバンパービームのような、従来一品一品をプレス加工

していたものを、「ロール成形」で連続して仕上げる技術である。この技術は、従来「プレ

ス成形」をしていたものを、「ロール成形」に変更することにより、低コスト化（VE）が実

現できるというメリットがある。 

「精密プレス技術」は、従来切削加工を行っていた、自動車のエンジンやクラッチなど

の部品を、プレス加工を用いて加工する技術である。これらの部品は、高精度を要し、し

かも複雑形状であるためプレス加工では難しいとされていた。（株）丸順はこの分野での冷

間鍛造→プレス成形の独自加工技術を確立した。このプレス技術より、これらの部品は切

削を行っている同様品に比べ、圧倒的なコスト競争力を有することになった。 

以下に、上記 3 つの丸順の”ものづくり”技術を中心に、説明を加えていく。 

 

2.1 「金型製作」の技術 

 

従来の金型製作のやり方は、金型の設計図面をもとに、NC データを作り、金型を切削し、

仕上げ作業の後、プレスの試し打ちを行い、精度が出てない部分を修正する。このような

作業を繰り返すというものであった。 

しかし、近年 CAE の解析能力が飛躍的に向上し、成形時のワレ・シワなどを CAE で精度

良くシミュレートできるようになった。このため、CAD・CAM の図面ができた段階で、成形

時のワレ・シワを CAE で判断し、問題があれば図面を変更する進め方をすればよいことに

なる。このような進め方は、コンピュータ上で、プレスの試し打ちを行うと同様な作業を

行うことになるため、この工程は非常に時間が短縮され、全体の開発期間（開発コスト）

の大幅な低減をもたらした。しかも CAE の精度が飛躍的に向上したため、製品品質の向上

もできるという更に大きな効果もあった。このような現代の最新鋭の技術を（株）丸順は

持っているのである。 

CAD・CAM→CAE 評価の一連の流れは、最先端技術であるが、自動車およびその関連メーカ

ーでは一般的になりつつある技術であり（株）丸順独自の技術ではない。しかし、従来よ

り培ってきた、職人的な仕上げる固有技術と、CAD・CAM→CAE 評価を融合することにより、

同社の独自技術となり、ここに他社のまねができない優位性を持った技術がある。 

写真 2は、3次元 CAD であるソリッド（実物イメージ）で金型を設計したものである。写

真 3は、製品データより NC 加工データを作成し、金型を自動切削する CAD データの干渉確

認の画面である。写真 4は、ダイフェース面がモデリングされた、CAD データをもとに、プ

レス加工時の成形過程をコンピュータで解析（CAE）した結果を示す画面である。このよう

にした、プレス成形後の製品の肉厚、ワレ・シワなどの結果予想を、図面段階で行うこと

ができる。つまり、写真 4 において色が赤い部分は、板厚が薄くワレが予想される問題の

個所である。 

写真 5 は、丸順が製作した、高精度で複雑形状をしたリヤーフロアーパネルのドロー型
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である。写真 6は同じく丸順の製作したルーフサイドインナーの大型順送型である。写真 7

は、1997 年 8 月に導入した 1500 トンメカトライプレスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２．ソリッド設計画面[1] 写真３．CAD データ画面[1] 

写真４．成形シミュレーション（CAE）[3] 写真５．リヤーフロアーパネル[1] 

写真６．ルーフリヤーサイドインナー順送型[1] 写真７．1500 トン メカトライプレス[1] 



2.2 「ロール成形」の技術 

 

上でも述べたように、自動車のバンパービームを丸順ではロール成形し、低コスト化を

図っている。このような、自動車の構造部材を製作するためには、自動車全体を設計・製

作する本田技研工業（株）との情報の共有が不可欠である。つまり、丸順の栃木技術研究

所では、本田技研工業（株）と、企画段階から情報を共有して開発を行う SE（サイマルテ

ニアス・エンジニアリング）を積極的に行い、自動車の高性能化、安全性を確保しつつ、

難易度の高い様々な製品要件を最適な仕様になるように開発を行っている。しかも同時に、

低コスト化・開発短期間化を実現しているのである。 

つまり、CAD データをもとに、写真 8 に示すように、バンパービームの衝突シミュレー

ション（CAE）を行い、どのように変形するかを求める。そしてさらに写真 9 に示すよう

に、そのバンパービームを使ったときの車体上での、衝突シミュレーションを同時に行う。

さらに、写真 10・11 に示すように、生産工程を考え、今設計する部品形状で、ロボットを

使って生産する場合の問題点を洗い出すのである。つまり、部品の運搬、取り付け、スポ

ット溶接などがスムーズに行われるかなどの検討（CAE）をコンピュータ上で行うのであ

る。 

このように企画・設計段階で、衝突などの安全から生産の成り立ちに至るまでの問題を、

求めることができるため、難易度の高い様々な製品要件をこなすことができ、かつ板厚や

形状などコスト低減（VE）も含め最適な方法を、自動車開発の早い段階から求めることが

できるのである。このように、図面段階で生産技術上の問題も解決することができるため、

従来に比べ開発期間は短くなり、しかも低開発工数開発（低コスト開発）を行うことがで

きることになる。 

写真 12 は、バンパービームを生産している、ロール成形の生産ラインである。ロール成

形は、鉄板を各種形状の写真 13 に示すロール（コマ）の間を通し、徐々に目的とする形に

変える成形方法である。写真 12 に示すラインは、スライド切り替え材料供給方式で、ロー

ル成形工程の異なるクローズ断面形状の 2 種類を、シングル段取りで切り替え可能とした 2

ライン構成とし、穴あけ・切断のパイリングまでオール自動の一環加工を行うことができ

るラインとなっている。 
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写真９．自動車衝突 

シミュレーション（CAE）[1] 
写真８．バンパービームの衝突 

シミュレーション（CAE）[3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 10．生産シミュレーション１（CAE）[1] 写真 11．生産シミュレーション２（CAE）[3] 
 

 

  

 

 

 
写真 12．ロール成形生産ライン[2] 
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写真 13．ロール成形のロール（コマ）[3] 



写真 14 は、ホンダ「フィット」での、「プレス成形」による丸順の主な製品を示したも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
写真 14．ホンダ フィットでの（株）丸順の製品[2] 

 

 

2.3 「精密プレス」の技術 

 

 同社では、自動車の心臓部ともいえるエンジンやミッションなど精密部品の製造に独自

の精密プレス加工技術を駆使し、高精度な生産をおこなっている。精密プレス部品は、切

削加工からプレス加工への製法転換であり、コストダウンと高付加価値化が可能な分野で

もあるため、今後益々需要が拡大するものと予想され、さらなる新製品開発を強化してい

る。図 1 にエンジン周りで使われている「精密プレス」部品を示す。 

自動車用の精密プレスは、冷間鍛造を行い、切削、精密プレスの順に行われる。同社の

冷間鍛造加工技術により生み出され、開発に成功した厚板段付きクラッチプレートの製造

ラインを写真 15 に示す。このラインは、コイル材料よりプレスにて打抜かれたブランク材

を各設備に通し、その後段付き加工（冷間鍛造）・歯付け加工を施し仕上げ完成までおこな

う一貫生産用自動化ラインである。 

また、写真 16 のタイミングベルトプーリー無人 Assy ラインは、鍛造切削加工より板金

プレス加工への変換を行い、軽量・低コスト化に成功した部品の製造ラインである。これ
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は，同社独自のノウハウを随所に活かし作られたラインで、無人化されたラインからは高

品質のタイミングベルトプーリーが生み出されている。写真 17 は、「精密プレスライン」

の、550ｔトランスファープレスである。 

 

 

 

クラッチの回転伝導機能部位の重

要構成部品。寸法や硬さなどの精

度保証を行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイミングベルトプーリー 

クラッチドラム 

エンジンのクランクシャフトの回

転をカムシャフト側に伝導するタ

イミングベルトプーリーは、外径

に歯型形状を持つプーリーであ

り、（株）丸順のパテント製品 

クラッチ構成部品で中央に歯型形

状、外径にフランジを有する高精度

複雑形状部品をプレス加工技術に

て製作している。 

バッキングプレート 

 
図１．エンジン・ミッション関係の「精密プレス」部品[1] 
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写真 15．クラッチ部品自動化ライン[1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表１．丸順主要設備

  
設備名 型式 能

1 CAD/CAMシステム CATIA,CADEUS他
2 5軸高速形状加工機 RB‐200F 2000×4000×
3 5面高速形状加工機 RB‐5v他 2500×5000×
4 高速形状加工機 RB‐4NS他 2000×4000×
5 M/C RB-4V他 2000×4000×
6 倣いフライス盤 FSP-120V 1200×2500×
7 フライス盤 VM-5A他 700×1300×
8 トライプレス 1500tメカプレス他 2700×4500×
9 ３次元測定機 LAYMATIC‐2015J 2000×3000×

10 研削盤 Sg‐105他 330×1450×
11 コンターマシン ＡZ‐510g型他 H250×L495
12 測定機 TS‐2Aプリンター 500×500×5
13 ラジアルボール盤 HOR‐2000D 2000×1780他
14 プレス 3000t他 2200×5200×
15 ロール成形機 速度MAX20m/min 巾150～300m
16 FRP油圧プレス 3000T 3000×4300他
17 定置スポット機 - 35／50／80K
18 溶接ロボット - 30kg～120kg
19 フォークリフト 7FGL15他　 1.5～4.0T
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写真 16．タイミングベルトプーリー 

無人 Assy ライン[1] 
写真 17．精密プレスライン[1] 

一覧[1] 
力 ﾒｰｶｰ 台数

日本ユニシス他 40台
1450他 新日本工機 １台
1400他 新日本工機 4台
1500他 新日本工機他 2台
1400他 新日本工機他 6台
1000 新日本工機 1台

650他 倉敷機械他 5台
1600他 福井機械他 8台
1950 東京貿易テクノシステム 1台

490他 ワシノEG他 5台
他 LUXSO他 3台
00 共立精機他 2台

小川鉄工他 5台
1400他 福井機械他 26台
m 中田製作所 2台

連結機械 3台
AV 木村電容機 82台
可搬 安川電機 65台

トヨタ 25台  



その他、丸順の主要設備一覧を表 1 に示す。最新の設備投資としては、2003 年 9 月に 3000

トンの大型トランスファープレスを導入済みであり、これにより超抗張力鋼板化する自動

車用プレス部品の、プレス成形が可能となる。 

 

3．丸順“ものづくり”技術まとめ 

 

 以上述べていたように、（株）丸順“ものづくり”技術は、大物金型の製作も可能な「金

型製作」技術、自動車用バンパービームなどの「ロール成形」技術、自動車エンジン・ミ

ッション関係の「精密プレス」技術である。これらの技術は、現在の最先端の CAD・CAM、

CAE の技術と、（株）丸順が保有する職人的な固有技術を融合させた技術であり、他社への

優位性を持つ独特の技術である。 

自動車のサイドパネルアウターの「金型製作」は、世界的にも限られたメーカーしか対

応できない、他社の追従を許さない技術である。従来プレス成形しかできないと考えられ

てきた、部品の「ロール成形」によるバンパービーム製造や、従来切削加工で行ってきた、

自動車エンジン・ミッション部品関係の「精密プレス」による製造は、圧倒的なコスト競

争力をもたらす技術である。このように、（株）丸順は他社を圧倒する、3 つの“ものづくり

技術”などによって、現在の地位を築いたのである。 

 

4．行政への要望 

 

今回の調査で、我々に対応いただいた（株）丸順の方々は、常務取締役経営企画室長 宮

本誠二氏、経営企画室経営企画部 主幹 尾上健一氏である。お二人に、行政への要望を

お聞きしたところ、「さまざまな中小企業への援助施策について、広く一般への PR をして

欲しい」というご意見を頂いた。 

 

４． その他 

 

以上述べてきたように、現在の丸順は卓越した技術を有す優良企業であるが、この基礎

を築いた創設時の状況について、丸順名誉会長 今川順夫氏の一代記［4］に載せられてい

るので、参考のため以下に記す。ここに記述されれいるように、現在の丸順を作り上げる

ため、先人たちの血のにじむような努力が、現在の興隆を導いたのである。 

 

① タイミングベルトプーリー、焼結合金製から板金製に着目 

《新しい技術の開発》これは私の昔からの願いでした。同時に、わが社の存在を確固た

るものにする、そう信じています。オイルショックで、石油の価格は予想外に跳ね上がり、

石油を節約するために、軽簿短小ということが盛んに言われ始めたのです。わが社が扱っ
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ている鉄板の部品が、どんどん軽いプラスチックやダイキャストに替わっていくのです。 

 私はこれをじっと指をくわえて見ていることができなかったのです。なんとか、わが社

の製品で、これを逆手に取って替われるものは無いかと思ったのです。 

 昭和五十年のある日、私はホンダ車のエンジンをばらして、わが社で何か仕事に役立つ

ものはないかと探してみたのです。工場長や何人かの技術者も同席してくれました。そこ

で目についたのが、焼結合金製のタイミングベルトプーリーでした。これは、重くてコス

トも高い。（これを板金製に軽量化し、量産化によるコストダウンはできないものだろうか）

と、私はそう思ったのです。 

 タイミングベルトプーリーは、自動車エンジンの機械部品ですが、素材の焼結合金を鉄

板に代えてプレス加工すれば、安くなると考えたのです。私は名和工場長にその話しをし

てみました。 

 工場長は難しい顔をしています。「そうですね。なかなか立派な着想です。が、かなり厳

しいことですね」そう言って私の顔を見ました。私の表情には「何が何でも」といった、

緊迫したものがあったのだと思います。「社長がそう言われるのなら、ともかくやってみま

しょう」と、名和工場長はそう答えざるを得なかったのです。 

 

② タイミングベルトプーリー、問題が多発し失敗の連続 

早春の陽が、ようやく暮れかけ、工場の屋根が赤く染まっていました。私は 6 人のプロ

ジェクトチームを組み、その責任者を金型製造部長の渡辺君に担当してもらいました。彼

は『攻めだるま』の異名があるくらい、チャレンジ精神旺盛な男でした。彼なら、必ず名

和工場長を助け、この仕事を成し遂げるのではないか、そんな予感がしたのです。 

 新技術の開発には、なんといっても豊かな技術経験が必要です。したがって、選んだ 6

人は、比較的年かさの技術者です。いよいよ開発はスタートしましたが、初めて試みるこ

とですから、問題が多発しました。プーリーは、いわゆる丸もん（丸もの）です。金型に

とって、丸もんは一番難しいのです。こちらを抑えればあちらが膨らむといった状態です。

つまり、逃がして調整するところがないのです。 

 金型は、丸ではなく形状が複雑なものほど、逃がすところがあってそれなりに造りやす

いのです。まず、この厄介な丸もんであることに苦労しました。いろいろやってみたので

すが、初めて取り組むことですので、その頃は失敗の連続でした。問題がいろいろでてき

て、根気良く、そのひとつずつを解決していかなければならないのです。 

 私は社長室にじっと座っていることができず、つい立ち上がっては、研究を続ける技術

陣の後で、腕組みして立っていました。気が気でなかったのです。その頃、本田技研工業

様には、「こんな商品を開発しています」とすでに売り込んであったのです。本田技研工業

様側では、非常に喜んで、「それは素晴らしい商品開発だ、是非うちの車で使用したいので、

3 年以内にやってほしい」ということで、試作品納入の時期があらかた決まっていたのです。

（技術的には非常に難しいことだが、理論的には可能です）これが私の気持ちの救いでし
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た。（本田さんに対する丸順精機のメンツもある、なんとしてもやり遂げなければならない）

シベリアで培った不屈の精神は、ここでも頭をもたげてきました。その頃、1 番問題だった

のは、製品を金型で絞り込んでいくときに発生する熱でした。その熱をどう処理するかで

した。一度プレスでドーンと打つと、製品は 210 度くらいまで上がるのです。この熱をど

のようにして下げるかが問題でした。 

 

③ 熱を下げるのに水を使う、全周に歯型、試作品進展せず 

私はそのとき、ふと、プラスチックの金型で熱を下げるのに水を使っていることを思い

出したのです。（プラスチックの金型で使うのなら、鉄の金型にだって水を使えばよいので

はないか、幸い大垣は常温十四、五度の地下水に恵まれたところである、 これだ！） 

 早速、技術陣に進言しました。開発研究に夢中になりますと、きわめて素朴なことが分

からなくなってしまうのです。これが貴重なヒントになりました。そこで、歯形の形状に

沿って、裏側に溝を掘り、水を通して実験をしてみました。あまり温度を下げすぎても金

型が割れてしまうのです。一ヶ月かかって、ゆっくり苦心の研究の末、やっと安定した温

度を見つけることが出来ました。それに、プレス加工する上で技術的に難しかったのは、

プーリーの全周に歯形をつけることでした。しかし、幸いなことに、この技術は、2 年程前

に、大阪万博で使うアルミ製のアイスクリームストッカーの製作で同じような技術をこな

したことがあったのです。これは、外資系の企業からひと型だけ受注したものですが、そ

の時の技術が大いに役に立ったのです。 

 歯形をつける技術は非常に難しく、昔のような技術ではとてもできないのです。新しく、

ワイヤーカット放電加工機といって、コンピュータで作動する機械があって、初めて可能

になったのです。千分の一の誤差も許されず、従来の手造りではとてもできないのです。 

 商品開発は徐々に進みましたが、本田技研工業様に試作品を納入するまでには、なかな

か至りませんでした。またたく間に 2 年が過ぎました。私は進行中の V 計画も気になるの

ですが、プーリーの開発は、わが社技術陣の名誉を賭けたものです。金型からスタートし

て、いわば川下りともいうべきプレス加工を手がけて来たわが社の技術が、その真価を問

われるものだと思っていたのです。 

 

④ 自家製品の願い『迫り来る納期』に超重労働、異に異常来す 

下請企業の経営者として、単に下請けに甘んじているのではなく、立派な自家商品を作

りたい。そして、社会に貢献するとともに、社業の安定を図りたい。私が常に持ち続けた

気持ちなのです。しかし、本田技研工業様への試作品の納期が迫ると、いろんなことを言

っておられません。ただ 1 日も早く、使える商品開発に成功し、試作品を作り上げること

です。 

 そのころ、プロジェクトメンバーたちは、朝八時に出勤し、深夜 2 時まで作業に従事し

ました。そして翌朝、また 8 時に出勤するのです。私も何度かそれに付き合いましたが、
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言語に絶する超重労働です。それも肉体的疲労というより、『迫り来る納期』に対して作業

はなかなかうまく進まず、ストレスの蓄積です。神経で胃をやられ、6 人のメンバーのうち

1 人倒れ、2 人倒れ、遂に元のメンバーは半数に減ったほどです。私が皆の後ろに立ちます

と、余計気を使うだろうと思って行かないようにしたのです。だが、すぐ、椅子から立ち

上がろうとして、また思い直し椅子にもたれかかるのです。 

 ある日、私は渡辺君と相談し、メンバーの全員を中日球場に連れ出し、野球観戦に出掛

けました。気分転換を図るためです。しかし、疲れきっている皆は野球どころではありま

せん。何かおいしいものでもと食堂に誘ったのですが、全く食欲がないのです。そばを食

べてもすぐゲエゲエとやっているのです。 

 その時、私は、この開発がいかに従業員を酷使しているかを、目のあたりに見せられた

思いで、心の中で手を合わせていました。お詫びと感謝の気持ちで一杯だったのです。今

になって思えば、渡辺君はじめ、みんなが、良くついて来てくれたものだと思うのです。 

 

⑤ 製作品第 1 号、重量半分以下の 44％、結果として一億円の研究費 

失敗と大きな苦しみの中から、やっと試作品第 1 号が出来上がりました。昭和 57 年 7 月、

まだ梅雨が上がらず、細かい雨が降りしきる日でした。気温も低く、私はジャンパーをひ

っかけて、飽きずにその試作品を眺めていました。難産の子供ほど、親はかわいいと言い

ます。3年間に開発費用約 1億円以上かけやっと生まれた子供です。当時のわが社にとって、

1 億円といえば莫大な金額です。それも、計画的に 1 億円使ったのでなく、結果として使っ

た 1 億円でした。 

 試作品の重量を測ってみますと、従来の焼結合金に比べ、半分以下の 44％でした。それ

に、プレス加工ですから量産もできます。いきおいコストも大幅にダウンできる訳です。

これは自動車業界の目指している軽量化にもつながり、時代の要請に大きく応えることの

できるものです。 

 

⑥新タイミングベルトプーリー、厳しいテストに合格し、美酒に良い感無量 

 私は宝物を抱くように、試作品第 1 号を持って、埼玉県狭山市にある本田技研工業様の

本田技術研究所を訪ねました。いろいろ厳しいテストがありました。1、2 箇所新改良を加

えたほうがよいという指摘がありましたが、それは、今までの苦労から考えますと、技術

的に非常に簡単なことです。「まぁ、ええでしょう」本田技術研究所さんの技術陣は手短に

そう言いました。 

 しかし、「これは素晴らしいものだ」そう言っていることが、なみいる皆の目の色で、は

っきり読み取れました。大垣に帰ってこの報告をしますと、プロジェクトの全員は手を取

り合い、肩をたたきあって喜びました。祝杯をあげ、少しアルコールの回った私も感無量

でした。考えてみれば、（社業安定のため、下請企業であっても、何か確たる自家商品を持

ちたい）これは私の大きな願いでもあったのです。 
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⑦正式に採用され量産化が実現、通産省の技術開発補助金の交付 

 今回のプーリー開発は、オートハンガー、吸引式ロボットを開発した技術や精神が、そ

のベースにあったことは言うまでもありません。本田技研工業様では、早速、正式に採用

してもらえることになり、タイミングベルトプーリーの量産化が実現したのです。昭和 55

年には、省資源、省エネルギーという観点から、通産省の技術研究開発の補助金も交付さ

れました。そして、技術を一般に公開したのです。この技術開発は、単に本田技研工業様

に限らず、他の自動車メーカー、さらに、国際化の進展を考えた場合、世界の自動車メー

カーに採用される可能性も十分期待できます。これによってわが社は、今までの発展の方

向とは、また違った可能性をもたらす、新しい芽が大きく膨らんでいました。 

 

⑧科学技術庁官賞及び発明大賞を受賞、東大教授より賞賛の言葉 

 創業 30 年を迎えた昭和 57 年 2 月 2 日、このタイミングベルトプーリーが、科学技術庁

官賞および発明大賞を受賞するという朗報がもたらされました。審査を担当された東京大

学の教授が、「理論的には可能なことだが、技術的には非常に難しいことだ。これを完成さ

せたことは、素晴らしい」そう言って、わが社の技術を褒めてくださったということです。 

 自家商品を持ちたいという願いのほか、私は、わが社の技術が高いレベルのものである

と評価されたことが、何よりも嬉しかったのです。それ以降、世間の当社を見る目も違っ

たものになったと思います。＜あの会社には技術がある＞これは、私にとっても、会社に

とっても、何より大きい勲章でした。 

 

⑨タイミングベルトプーリーの専門工場建設 

 タイミングベルトプーリーの専門工場として、浅西工場の隣接地に浅西南工場を建設し

たのです。同工場は、1 階をタイミングベルトプーリーを専門に生産し、2 階には、溶接ラ

インなど 30 台のロボットを導入しました。2 階建て延べ 1300 平方㍍のこの工場は、徹底し

て省力化をはかった近代的工場といえるものです。 

 この新工場の完成で、タイミングベルトプーリーは、これまでの年間 5 万個から四倍の

20 万個に引き上げられました。これが売上げにプラスしたことは、言うまでもありません。

目を見はる売上げ増もさることながら、この量産化は、今、丸順 45 年の歴史を振り返って

みて、《単なる下請企業》からの脱皮という点で、大きな意義があったと思います。 

《どんな苦しいときでも夢を持ち、そのことによって、苦しみを楽しみに変え、限りな

く前進して行く、耐えて勝つ》これは、私の固い信念でした。いつも、そう信じて疑った

ことはありません。今回の開発も予想以上に難産でした。しかし、開発を断念しようと思

ったことは、1 度もありません。私には大きな夢がありました。それがこの画期的な発明に

つながったのだと思います。 
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[1]丸順 H.P.：http://www.marujun.co.jp/ 

[2]丸順会社案内 

[3]丸順社内資料 

[4]今川順夫（1997），「夢を追い明日を拓く ～健智働功一歩踏み込み一歩前進～」， 

到知出版社 
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3.1-（Ｉ）丸三工業株式会社 

 

１．丸三工業（株）発展の経過 

事業内容 

 
鋳造事業 

青銅バルブ及びコルク類 
その他機械部品鋳造製造 
各種鋳造技術に関する研究開発 
アプリケーション開発と販売 

 
PC 事業 

マイコン応用機器の設計、製作、販売 
機器制御用ソフトウェア開発、販売 
一般ソフトウェア開発、販売 

 
 
工場施設の概要（大丸工業） 

敷地        ４，２００㎡ 

建物        １，６２０㎡ 

鋳造設備 造型機  AMS－０６型  自動造型機   １基 

              F１モールディングマシン     ２基 

砂処理  KF－６６５    自動砂処理装置 

溶解炉  中周波誘導炉３５０ｋｗ炉体   ３基 

注湯機  傾動式多点自動注湯機     １基 

              モノレール式ホイスト       ３台 

仕上げ  ショットブラストマシン       ３基 

              カットグラインダー         ４台 

              鋳ばり取りグラインダー     １２台 

                     プレス         ３台 

加工機  普通旋盤              ４台 

              自動ネジ切り盤           ３台 

運搬機  フォークリフト            ３台 

月産能力     １２０ｔ 

 

会社概要 

 

社     名 丸三工業株式会社  

所  在  地 滋賀県彦根市大藪町 2478-2 

創     業 1951 年 11 月 12 日 

会 社 設 立 昭和 48 年 6 月  

代表取締役社長 丸 直樹 

資  本  金 10 百万円  

従 業 員 数 約 40 名 

 

会社沿革 

 

1935 年 05 月 東京都大田区にて丸鋳物工場として発足 

1951 年 11 月 社名を丸鋳物工場から丸三工業株式会社に組織変更 

1973 年 06 月 株式会社大和バルブと丸三工業株式会社との 共同出資 

による大丸工業株式会社を設立・彦根工場を新設 

1995 年 01 月 3 次元鋳造シュミレーションシステムを導入 

1997 年 11 月 日本初の多点式自動注湯設備を開発、彦根工場に設置 

2000 年 05 月 本社を現住所地に移転 

2000 年 09 月 PC 事業開始 

 

 

 丸三工業株式会社は、1935 年に東京都

大田区にて丸鋳物工業として創業。1951
年には、丸三工業株式会社（以下丸三工業）

に組織変更した。1973 年には、株式会社

大和バルブと共同出資で大丸工業株式会

社を設立、そして鋳物バルブを地場産業と

している滋賀県彦根市に、彦根工場を新設

した。彦根工場では、操業時から、金属を

鋳型に入れる注湯作業だけ手作業で行い、

それ以外はすべて自動化とした、業界では

トップレベルの最新鋭工場であった。 
当時の鋳物業界は、従業員 10 人以下の

零細な企業が、95％を占めるいわゆる家

内工業が中心であった。そのような鋳物業

界では、完全な手作業で製品を作る、カン

と経験の職人の世界を形成し、彼らは自分

の技術を決して紙に書き残さず、独自の技

術に固執したのである。このような中で、

丸三工業は、技術を紙に書かせ標準化し、

全てではないが、上述のような注湯作業を

除いた工程の自動化ラインを作ったので

ある。 
現社長の丸直樹氏は、10 年間大手電機

メーカーの SE（システム・エンジニア）

を勤め、その後大丸工業の取締役として入

社し、家業を引き継ぐことになった。そし

て、1995 年には「3 次元鋳造シミュレー

ションシステム」を導入し、1997 年には

日本初の、製品によって溶融した金属の湯

口を、自動的に選別する「多点式自動注湯

設備を完成」し彦根工場に設置した。 
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 この「多点式自動注湯設備」より、「砂型の作成」から「製品の取出し」までの、製造ラ

インの完全自動化が完成したのである。また、「3 次元鋳造シミュレーションシステム」は

湯口位置や、製品の配置等をコンピュータに計算させ、最適方案を決めるものであり今日

話題の CAE 技術を活用した技術である。 

その他、コンピュータを使った必要なものを必要なだけ、自動的に生産する製品管理シ

ステム「自動製造ライン管理システム」を開発し、コンピュータ制御の先端的な工場を作

り上げた。 

このように、丸三工業の独自技術は、長期にわたって蓄積された鋳造技術をもとにコン

ピュータに計算させるシミュレーターを利用した、CAE 技術と、コンピュータ制御で自動

的に生産する製品管理システム（自動製造ライン管理技術）にある。 

 

他の 1 つの独自技術は、水道水質基準が改定され、水道水中の鉛濃度が 2003 年から 0.01

ｍg／㍑以下になるため、それに先だって、1999 年より鉛レスの青銅の開発を始め、2002

年 9 月には完成した、「鉛レスの青銅」である。その開発が成功したため、現在多くの製品

は、鉛レスに変更されている。 

 

2．丸三工業の“ものづくり”技術 

 

以上のように、丸三工業（株）の“ものづくり”技術は、3 つが主要なものであるが、「多

点式自動注湯技術」開発のため、1993 年にまず製品のデータベース化に取り組んだ。 

同時に「自動製造ライン管理システム」の構築にも着手した。異なるメーカーの FA シス

テム製品を、ネットワーク化するのは困難とされていたが、丸社長の SE 経験を生かしシス

テム開発に取り組んだのである。 

その生産ラインモニタリングシステムは、従業員にとって操作しやすいものであったた

め、違和感無く浸透し、その結果、省力化、少人化、業務改善、品質向上などの多大な成

果が得られた。現場の人間が日ごろ使っている言葉を、インターフェイスにも盛り込み、

小回りの効くシステムを自社開発したことが、10 年間にわたる業務改善の成功要因といえ

る。 

 以上のように、同社の業務・作業改善には、既存データを蓄積するための、ソフト開発

を行い「多点式自動注湯技術」の開発→多点式自動注湯設備を動かす「自動製造ライン管

理システム」という開発の流れと、水道水質基準が改定に基づく、独自の「鉛レスの青銅

の開発」が、丸三工業が他社と大きく引き離す“ものづくり技術”と考えられる。 

 

2.1 「多点式自動注湯技術」の開発（特許出願中） 
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（1）鋳物の作り方と問題点 

 

  鋳物の基本的な作り方を以下に示す[1]。 

 

 

 

 

 
製品の形 ①砂型の完成  

 

 

 

 

 

 

 ④湯液（金属材料）の流し

 

 
図１． 鋳物 

 
鋳物の作り方を図 1 に示した。ここに示すよ

（模型）を砂の中に埋めて、砂型を作る。この

まうため、中空部分と同じ型「②中子の挿入」

る」。この注ぎ口のことを「湯口」という。こ

製品は形ができ上がる。材料が冷えて固まった

い、湯口部分を切り離し、表面をきれいにして

鋳物は、鋳型に溶融した金属を流し込むため

への充填に時間がかかり、うっかりすると途中

度係数を示す。この表より、溶融金属の粘性係

ため、動粘度（ν）の値はきわめて低くなり、砂

ことがわかる。 

上でも述べたように、鋳造の業界は、熟練技

技術力を形式化または表出化、蓄積化すること

他人に伝えることなく、ひたすら自分の技術に

従来は砂型から製品を何個とりにするのか、

のノウハウを基にして作った。そのために、従
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②中子の挿入 ③湯液（金属材料）注ぎ口を作る 
込み 

の作り方[1]

うに、まず

ままでは、

を行う。そ

の「湯口」

ら、砂型を

製品ができ

、その粘性

で凝固して

数（η）が

型の中に回

術者の経験

ができてお

固執した状

湯口をどこ

来の鋳型は
⑤製品の取り出し 

 

「①製品とそっくりに作った型

中身の詰まった円筒になってし

して「③金属材料の注ぎ口を作

より「④金属材料を流し込み」、

壊し、「⑤製品の取り出し」を行

上がる。 

係数（η）が大きくなれば、鋳型

しまう。表 1 に各種液体の動粘

小さい上に、密度（ρ）が大きい

り込みやすい性質を持っている

と感覚に依存し、その内在した

らず、自分の持っている技術を

態であった。 

に作るのか、それらは全て職人

湯口の位置が違っており、湯口



の位置を同じに変え、自動化することは、ほとんどの型の設計をやり直すことになり、不

可能であった。また、逆にロボットで注液口を動かし、砂型の湯口まで湯液を持っていく

ことは、非常に多くの型数があるため、実質的には不可能な状況であった。 

 
表１．各種材料の動粘度と密度[1]  

液体の種類 動粘度ν10－２×㎝2/s 密度ρ　ｇ/㎝3 温度　℃
水 1 1
エチルアルコー

20
ル 1.5 0.8 20

鋼 0.5 7.1 1550
鋳　鉄 0.7 6.9 1400
銅 0.4 7.8 1200
アルミニウム 0.2 2.5 800
錫 0.13 7.3 400
亜鉛 0.17 7.0 600
鉛 0.13 11.4 500
水銀 0.11 13.5 20  

 
液体の粘性は、物理学的には粘性係数（η）で表されるが、液体を流動す

る場合の粘性抵抗には、粘性係数の他に密度（ρ）が影響し、η を ρ で割

った動粘度（ν）が粘性抵抗を支配する要因となる。 

 

 

 

 

（2）「多点式自動注湯技術」の開発 

 従来より自動注湯といえば、定点注湯が常識となっており、設備メーカーも当然それを

前提として設計していた。しかし、定点注湯ということになれば、ほとんどの型を設計し

直す必要があるため、当社のように数千種類の型を持つ場合、膨大な費用が掛かり事実上

不可能であった。また、当社の場合は、工場全体で 1 ライン生産のため、場合によっては

手注ぎ注湯も併用しなければいけないという事情もあり、定点注湯は難しいという事情が

あった。 

 また丸三は、多種少量生産であるため、5 型造形して型変更というようなことが頻繁に行

われる。作る製品が変われば、注湯量など鋳込みデータを変えなければならず、その度に

ラインを止めていては、効率が悪く何のために自動化を行ったのかわからなくなる。 

そこで、同社で生産する鋳物の品種約 3000 種類の中から、頻繁に受注する約 1300 種類

を選び、その製品の湯口の位置を変えた場合、どのように製品ができ上がるのかをコンピ

ュータを使ってシミュレートした。図 2 は 1993 年から 2000 年に至るデータベース開発の

経過を示している。ここに示すように、「材質」、「鋳造種類」、「鋳込重量」など多数の要因

を順次解析し、湯口の位置と製品の出来上がりについて、データを蓄積しデータベース開

発を行っていった。 
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1993 年     1993 年     1997 年     2000 年     2000 年 

業務データ  生産データ  注湯データ  技術データ  解析結果 

CODE  CODE  CODE  CODE  CODE 
商品名  材質  湯口位置  技術メモ  湯流れ解析

社名  鋳造種類  鋳造速度  鋳造履歴  凝固解析 

単重  + 鋳込重量  + 鋳込速度 + 不具合情報 + 欠陥評価 

単価  取り数  鋳込角度  図面  ・ 

価格  鋳込温度  鋳込角度  写真  ・ 

・  ・  ・  ・  ・ 

・  ・  ・  ・  ・ 

  
図２．「多点式自動注湯技術」開発の経過 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

写真１．3 次元鋳造シミュレーション 
      （出所：丸三工業社内資料） 
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 実際の運用を開始するまでには、膨大な数の注湯パラメータを設計した。鋳物は型（方

案）ごとに、全ての鋳込み条件が変化する。このため型の数だけ、注湯パラメータが必要

になる。当時、1 つの型につき、速度パラメータが 8 個、温度・重量・位置などのパラメー

タが 3 個で、合計 11 個のパラメータが必要であった。これを 1000 個以上作るわけで、さら

にこれらの基本データを作った後は、実際に注湯しながら、微調整をするわけで、この作

業に約 6 ヶ月程かけ仕上げたのである。 

 

写真 1 には、同社が開発した「3 次元鋳造シミュレーション」を示してある。図 2 に示す

ように、1995 年には 3 次元計算により鋳造シミュレーションを、コンピュータを使って行

って予測することができるようになった。つまり、鋳物の湯流れの状況を、湯液を注入し

始めて時間の経過とともにどのように変化するかを明らかにし、「凝固予測」をすることが

できるようになったのである。 

そして写真 1 に示すように、時間とともにどのように湯液が回るかを示してある。この

写真の青い部分は、温度が最も低い部分であり、「湯回り不良」が発生しやすい部分である。

このように、湯口の位置・形状、湯液の経路形状などと、製品の仕上がり、つまり「引け

巣」、「湯回り不良」などの品質不良が発生するかを、机上（コンピュータ上）で予測し、

このような不具合が出ないようにするためには、どのような、湯口や湯口経路、製品の配

置にすればよいかなどが解析できるようになったのである。 

 

またこのような検討結果から、同社 1300 種の製品は、湯口の位置は 6 点（図 3）とすれ

ば、引け巣など製品不良の無いものが得られるとの結果を得た。また、1 つの製品も注湯を

数箇所に分けて行えば、湯周り性が向上し、不良率の低減、肉厚の薄膜化、材料費の低減

など、多くの改善が可能であることがわかった。そして自動化に関しては、製品により湯

口の位置を 6 箇所設定できるロボットを開発すれば、湯液投入工程も自動化できることが

明らかになったのである。 

 
従来の 1 点注入方式 開発した６点注入方式  

湯口

 

砂型 砂型 

    
図３．「6 点注入方式」の開発
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もう 1 つの問題は、鋳込み温度の管理である。通常の鋳物づくりは、鋳込み温度が製品

によって全て違っている。手注ぎの場合は、取り鍋ごとに温度の調整をすることが可能で

あるが、自動注湯の場合は、1 チャージ内の溶湯温度は、基本的に一定と考えなければいけ

ない。丸三の設備は、1 チャージ 900Kg であり、この間は鋳込み温度が変えられないことに

なる。そこで、以下の 2.2 節に説明する「自動製造ライン管理システム」に従った、コンピ

ュータの指示通りに段取り変えを行うことで、1 チャージごとに、鋳込み温度の異なる製品

を流す工程を作り、この問題を解決した。 

この「多点式自動注湯技術」の開発とともに、「小取鍋傾斜方式」を導入した。これは、

大きく重量のある保温炉を、湯口まで精度よく動かし、決められた量を入れることが難し

いため、精度良く位置決めと秤量ができる、「小取鍋」を挿入することにしたものである。

図 4・写真 2 に示すように、「まず保持炉から 1 型分の溶湯を小取鍋に取り、湯液の量はロ

ードセルで重量を測る」。次に「次に小取鍋が鋳型の湯口の場所まで前進し、持っている湯

液を注ぎ込む」やり方である。この方法により、注入する湯液の量を正確に計測し、過不

足なく湯液を注入できるようになった。これにより、原料となる湯液のムダ使いを低減す

るとともに、湯液不足による湯回り不良の低減にも役立った。 

 

 

保持炉 

小取鍋 

鋳型 
ロードセルで測定 

 

 

①まず保持路から 1 型分の湯液を

子取鍋に取り、湯液の量はロー

ドセルで測る  

 ②次に子取鍋が鋳型の湯口の場所

まで前進し、持っている湯液を

注ぎ込む 
 

 

 
図 4．「小取鍋傾斜方式」の開発 

 
 

 

 

 

 

 147



保持炉 

小取鍋 

 
 

（図４の①に対応） （図４の②に対応） 
 

 写真２．「小取傾斜鍋方式」の開発 
（丸三工業社内で撮影）  

 

2.2 「自動製造ライン管理システム」の開発 

 

 「自動製造ライン管理システム」を開発するに当たっては、開発当初から大きな問題が

あった。それは、異なるメーカーの制御装置を使っていたということであった。当時の設

備では、造型ラインはＡ社、注油設備はＢ社のＰＬＣ（プログラマブルコントローラ）と

いうように、個別の設備ごとに異なるメーカーのＰＬＣが使われていた。生産ライン全て

を一括で施工可能な大企業と違い、丸三工業のような中小企業ではよく有ることである。

しかし、これは生産ラインを一元的に管理しようとすると、これが大きな問題点となる。 

開発の当初、設備業者に制御プログラムを発注したが、業者は全ての制御機器をＡ社、

またはＢ社に統一しなければ開発へ不可能と断ってきた。色々な業者に依頼したが、結局

どこも引き受けてもらえず、結局自社開発を行った。各メーカーの制御装置の仕様書を取

り寄せ、異なる通信プロトコルを実装した制御プラグラムを開発するために丸三は多くの

労力を割き、苦労の上に作り上げた。 

このような経過で作られた丸三工業の「自動製造ライン管理システム」について以下に

説明を行う。 

  

（1）丸三工業の鋳物製造工程 

図 5 に、丸三工業（株）の鋳物製造工程全体を示した。ここに示すように「①自動砂型

の製作」を行い、「②中子を挿入」する。そして、砂型のみのものと「中子」の入った砂型

を、合わせて製品用砂型が完成する（1 枠 2 型造型）。図 5 では、砂型のみと「中子」の入

った砂型が交互に流れている状況がわかる。その後、この合わさった製品用の砂型は、コ

ンベヤにより搬送される。この丸三工業の工程は、「砂型完成」から「③湯液の注入」に至 
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①自動砂型の製作 ②中子の挿入

③湯液の注入

④製品の取り出し
砂
型
の
搬
送

(

ス
ト
レ
ー

ジ

）

製
品
の
冷
却

注湯口のあと 

湯口 

⑤製品の仕上げ 

製品 

図 5．鋳物製造工程全体 （丸三工業社内で撮影） 
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るまでのストレージになっており、型に入れられた砂型は一度プールされ、「湯液の注入」

の順番が来るまで待機する方式である。「③湯液の注入」は、2.1 節で述べたように、「多点

式自動注湯」が行われる。「③湯液の注入」が行われた後、搬送される過程で、製品の冷却

が行われる。（図 5 では「自動注湯＝変色した部分」が行われていたことがわかる） 

「④製品の取り出し」は、「振動ふるい」に砂型をかけられ、砂が下に落下し製品のみが

「ふるい」上に残ることにより行われる。取り出した製品には、湯口付近から製品に湯液

を導入した通路に、凝固した金属があるため、これらを製品と分離する必要がある。この

分離は、各種の多数の形状があるため、ロボットで自動化というわけにはいかず、現在は

全数手作業である。また同社の砂型は 2 つの砂型を合わせる方式であるため、金型と金型

を合わせたところにバリなどが出る。このため、手作業による「⑤製品の仕上げ」は不可

欠である。 

 

(2)「自動製造ライン管理システム」[2][3] 

以上のような生産ラインにおける丸三工業の「自動製造ライン管理システム」は、以上

述べてきた、「多点式自動注湯技術」の開発をきっかけに、生産ラインモニタリングシステ

ムを構築し、各生産ラインを管理するパソコンのデータを、従来よりある社内 LAN に乗せ

ることにより パソコンの置いてある場所ならどこからでもリアルタイムにラインの情報

を参照出来るようにしたシステムである。 

実際には管理職の社員のデスク上に、LAN に接続された最低 1 台のパソコンが置いてあ

り、各管理者はいつでも現在の生産ラインの状況をリアルタイムに把握することができる

（図 6）。たとえば、現在造型中の製品名、現在鋳込み中の製品名、鋳型の状況、本日の生

産重量、ラインの稼働率等々工場の工程管理には欠かせない情報を得ることができる。 

このシステムの最大のポイントは、実際の生産設備を制御している各シーケンサから直

にデータを読み出している点であり、これによりリアルタイムに、データの入力ミス等の

間違いのない、真のデータが把握できることになる。また、現場の作業者が日ごろ使って

いる言葉をインターフェイスに折り込み、だれでもわかる、馴染みやすいシステムを自社

開発した。 

写真 3 は、同社の開発したデータベースソフトの表示である。写真 4 は、実際のライン

モニタに表示されるデータ画面であり、現在鋳造中の製品データや鋳造の状況、本日の生

産状況、ラインの稼働率など、生産ライン状況がリアルタイムに表示されている。 

 

写真 5 は、鋳型の状況画面である。白い小さな四角は鋳型であり、同社では上でも述べ

たように 1 枠 2 型造型のため、1 つの枠に 2 つの製品が造型される。四角の下の数字は鋳型

の番号であり、注湯位置を「0」として、造型機の場所にある鋳型は注湯位置から見て 39

番目であることを示している。39 から 0 の方向に型は搬送される。赤い四角は、この場所

より製品が変わっている（型が変わる）事を示し、黄色の四角は、この型は不良であるこ
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とを示している。 

不良型には、湯液を注入すると使った湯液がムダとなるため、このような不良型をあら

かじめ抽出し、湯液を注入しないように管理し、湯液の効率化を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、

使い、写

も一目で

 そして

うに、従

はなく、必

真 4・5・

 

 

図 6．社内 LAN を利用した「自動製造ライン管理システム」（丸三工業社内資料）

 

写真 6 に示すように、「現場が日ごろから使っている言葉」をインターフェイスに

真 4 に示すように、「重要なデータは大きく表示」し、写真 5 に示すように、誰で

わかるように「なるべく絵で表現」することに心がけた。 

、日頃からあまりコンピュータを使用しない社員でも、必要な情報が得られるよ

来のエクセル画面のように多くの表示の中から選択して、必要な情報を得る形で

要な情報しか選択できないような画面に改め、誰でも操作できるようにした（写

6）。 
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写真 3．全体の生産計画と現状の表示（丸三工業社内資料）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 5．鋳型の製作状況の表示 
         （丸三工業社内資料）                   

写真 4．現在の生産状況の表示 
         （丸三工業社内資料） 
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以上のようにして、

ェイスを活用した「自

少人化、品質向上、原

作業環境の悪い鋳物工

注湯技術」、「自動製造

れている。 

 

2.3 「鉛レスの青銅」の

 

この「鉛レスの青銅

水道水中の鉛濃度が 2

り鉛レスの青銅の開発

である。この「鉛レス

先生の研究生として、

国の水道水質基準の

ー各社から種々の提案

鋳造性、強度・延性な

替元素として、有望視

銅合金材料の開発に取

ARA-2BD（Bi 添加量

 

 

写真 6．「現場で使っている言葉」を活用 
              （丸三工業社内資料） 

 

工場内の自動化を

動製造ライン管理

価低減、高温での

場内の自動化など

ライン管理システ

開発 

」の開発は、前に

003 年から 0.01ｍg

を始め、2002 年 9

の青銅」の開発は

梅田先生の指導を

改定に伴い、鉛含

がされて、試料も提

どの材料特性で満

されている Bi（ビ

り組み、欠陥発生

約 0.5％）を開発し
完成させた「多点式自動注湯技術」→インターフ

システム」を作り上げたが、これにより省力化・

作業はロボットで行うなどの工場内の安全確保、

多大な成果が得られた。なお、この「多点式自動

ム」は、2000 年 9 月より、丸三工業より売り出さ

も述べたように、国の水道水質基準が改定され、

／㍑以下になるため、それに先だって、1999 年よ

月には完成した、独自の「鉛レスの青銅の技術」

、同社の丸社長が、東京大学名誉教授の梅田高照

受けながら完成させたものである。 

有の従来品 CAC406 の代替用として、材料メーカ

供さてきた。しかし、引け巣などの欠陥発生率、

足するものがなかった。そこで、同社では鉛の代

スマス）添加をベースとした、新たな鉛フリーの

率、鋳造性、強度・延性などの材料特性の優れた

た。 
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表２．「鉛レスの青銅」の化学成分  

記号（旧記号） Cu Sn Zn Bi Sd Si Pd Fe Ni P Al
ARA－2BD 86．0～88．0 5．0～6．0 5．5～6．5 0．49以下 0．25以下 0．2以下 0．2以下 0．8以下 0．02以下 0．001以下

CAC401（BC1） 79．0～83．0 2．0～4．0 8．0～12．0 － 0.2 － 3．0～7．0 0.35 1．0 0.05 0.001
CAC402（BC2） 86．0～90．0 7．0～9．0 3．0～5．0 － 0.2 － － 0.2 1．0 0.05 0.001
CAC403（BC3） 86．5～89．5 9．0～11．0 1．0～3．0 － 0.2 － － 0.2 1．0 0.05 0.001
CAC406（BC6） 83．0～87．0 4．0～6．0 4．0～6．0 － 0.2 － 4．0～6．0 0.3 1．0 0.05 0.001
CAC407（BC7） 86．0～90．0 5．0～7．0 3．0～5．0 － 0.2 － 1．0～3．0 0.2 1．0 0.05 0.5
CAC801（SzBC1）84．0～88．0 － 9．0～11．0 － － 3．5～4．5 － － － － 0.3
CAC802（SzBC2）78．5～82．5 － 14．0～16．0 － － 4．0～5．0 － － － － 0.3
CAC803（SzBC3）80．0～84．0 － 13．0～15．0 － － 3．2～4．2 － 0.3 － － 0.3  

（丸三工業社内資料）  
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図 7．Bi 添加量と材料特性 
（丸三工業社内資料） 

 

 

３． 丸三工業“ものづくり”技術まとめ 

 

以上何回も述べてきたように、丸三工業の特徴とする“ものづくり”技術は、「鋳造シ

ミュレーター」「多点式自動注湯技術」、「自動製造ライン管理システム」、「鉛レス青銅技

術」である。「多点式自動注湯技術」により自動化が進み、省力化・少人化、品質向上、原

価低減、工場内の安全確保、働く環境の改善等多大な成果を得た。 

「多点式自動注湯技術」とともに「自動製造ライン管理システム」が開発されたが、こ

の管理システムは、製造管理の簡素化・能率向上、社員の情報の共有、仕事への意識の高

揚に大いに役立ったと思われる。このよう優れた企業活動を調査するに当り、他社におい

ても丸三工業（株）のように CAD・CAM、CAE までの取り組みを積極的に行い、省力化・

少人化、品質向上、原価低減などの成果を上げて欲しいものである。 

また、我々調査側の官学としても、このように CAD・CAM、CAE 化によって成果が上が

るとすれば、中小の CAD・CAM、CAE 化ついて、積極的に援助を行わなくてはいけないこ

とが再認識できるのである。 

「鉛レス青銅技術」については、国の法規制に対応した技術開発であるが、大学に有す

る技術を使いながらうまく成果を上げた事例である。このように、大学にある技術をうま

く使い、対応することも、今後の中小の有力な方法と考えられる。 
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４． 丸三工業丸社長より官学への希望 

 

最後に丸社長に、官学へのご希望をお聞きした。丸社長は以下の 2 点をおっしゃった。 

まず、「鉛レスの規制」についてであるが、「このような規制値を設ければ、当然材料費が

上がり、経営を圧迫する。また製品に、この材料費アップ分を転化できずに価格は据え置

きとなっている。このような企業にかかる負担についてもっと、厚生労働省は配慮してほ

しい」ということであった。 

 第 2 のご希望は、「素形材の開発に国はもっと力を入れて欲しい」というものであった。

「素形材は、従来より国の基幹となる産業として発展してきた。そして、いまだに重要な

産業の基盤である。現在、新たな素形材を開発し勉強する場所がない。東京大学の梅田先

生（丸社長に鉛レス青銅の開発の指導をした先生）は現在タイで教鞭をとられており、ド

イツ・スイスの大学の素形材の研究室は、日本で最大といわれる早稲田大学の 3 倍の規模。

そして、これらの国ではしっかり人を育てている」というお話であった。 

 

 

[1]大丸工業Ｈ.Ｐ.：http://www.na.rim.or.jp/~naoki/ 

[2]丸直樹・梅田高照・初台正（2000），“鋳造管理データベースの構築”，日本鋳造学会第

137 回全国講演大会講演概要集，9，73 

[3]IT セレクト（2003），“機械化と情報化を推進しデフレに勝つ企業体質を”，中央公論社，

4，26－27 
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3.1-（Ｊ）ダイセン株式会社 

 
会社概要 

 
社     名 ダイセン株式会社 
所  在  地 岐阜県中津川市駒場２番２５号 
会 社 設 立 1951 年８月 
代表取締役社長 林 達男 
資  本  金 48 百万円 
従 業 員 数 130 名 
売     上 2700 百万円 
 

 

会社沿革 

 
1951 年：林達男（現社長）により中部スチロール創立 

1963 年：EPS 成形機の開発着手 

EPS 金型と関連機器の開発に着手 

1965 年：EPS 成形テストプラント完成 

1967 年：EPS 成形機の販売開始 

1970 年：（株）ダイセン工業創立。成形機および自動付帯機器など

設計施工、金型設計製作を分離独立させる 

成形技術サービス金型設計製作を開始 

1973 年：ブロック成形機シリーズの生産開始 

1975 年：LF 成形機シリーズ生産開始。EPS 高比重の機能部品の成形、

    高密度特殊成形の生産が可能となる 

1979 年：トランスファー成形機生産開始 

1980 年：自動送粒システムの設計開始 

1981 年：世界初の真空加熱／真空乾燥プロセス搭載のＶＳ成形機の

生産開始 

1982 年：EPS 成形機の生産開始 

1983 年：バッチ式予備発泡機シリーズの生産を開始 

1984 年：集中真空設備の設計製作を開始する 

1986 年：電子回路装置の設計製作を開始 

1989 年：DAC（ダック）自動送粒システムの販売を開始 

1990 年：取出機・スタキング・無人搬送システムの販売を開始 

1991 年：社名をダイセン株式会社に改称 

1992 年：DACES システム（発泡・送粒管理の自動化）販売を開始

労働基準監督所の優良企業賞を受賞 

1993 年：DACMP（成形条件の進捗管理の自動化）の販売を開始 

EPS 成形 MP システムのプラント完成 

現在 5000 台のダイセン成形機は作動中 

1995 年：人にやさしい機能のＱＭＣ成形機の生産開始 

 

 
事業内容 

 
発泡樹脂自動成形機の設計・製造 
発泡樹脂成形用金型の設計・製造 
発泡樹脂成形工場のプラント設計及び施行 
発泡樹脂成形品 

 

 
主な取引先 

 
三菱電機（株）、その他多数 

1. ダイセン（株）発展の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ダイセン株式会社は、1951 年に岐阜県

中津川市にて、現社長 林達男氏が中部ス

チロール株式会社として設立し、1991 年

には、社名をダイセン株式会社（以下ダイ

セン）に改称し現在に至っている。 

設立当初は主に発砲スチロール製品の

製造を行なっていたが、経営の多角化を目

指すため 1963 年から EPS（発泡ポリスチ

レン樹脂）成形機の開発に着手し、同時に

EPS 金型と関連機器部品の開発も行なう

ようになった。 
1965 年には発砲成形機の技術開発と実

用化のため、独自の EPS 成形テストプラ

ントを完成させ、1967 年にはダイセン初

の EPS 成形機の販売に成功した。高度経

済成長の時代を背景に EPS の需要は益々

拡大し、ダイセンにおいても更なる飛躍を

目指すため、1970 年に関連会社としてダ

イセン工業を設立し、EPS 成形機及び、

自動付帯機器などの総合生産設備の設計

施工、金型設計製作の分野を分離独立させ

た。その後、各種成形機をシリーズとして

生産販売し、それと平行する形で発泡・送

粒自動システムや自動化設備の開発を開

始し、現在主力製品となっている全自動発

泡成形機や全自動部品成形機の基盤作り

が着々と行った。 
ダイセンが発泡プラスチック成形機総

合メーカーとして注目を集めたのが、

1981 年に開発した EPS 成形機であり、世

界で初めての真空加熱／真空乾燥プロセ

ス搭載の VS（真空）成形機であった。 
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それまでの発泡成形では、加熱→冷却→乾燥という製造工程で、加熱時は工場内が非常

に高熱になり、また冷却時は工場内が水浸しの状態なることで、劣悪な作業環境に耐えな

ければならなかった。しかし、真空成形機の開発により、このような作業環境が改善され

るとともに、真空加熱／真空乾燥により均一加熱が行われるようになり、製品の品質向上

につながった。 

 

界

と

企

け

に
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製

造
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「

の

施

の

界

設

 

（出所：ダイセン社内で撮影） 
写真１．ダイセンの発泡樹脂成形品の製造工程

す

 

2．

2.

 

性

材

の

泡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような経過を経て、現在のダイセ

の事業は、「発泡樹脂成形品の製造（写

１）」、「発泡樹脂自動成形機の設計・

造」、「発泡樹脂成形用金型の設計・製

」、「発泡樹脂成形工場のプラント設計

び施行」、の 4 つである。このように、

発泡樹脂の成形機設計・製造」、「金型

設計・製造」、「工場のプラント設計・

工」、「発泡樹脂成形品の製造」の 4 つ

事業を並行して行っている企業は、世

中でダイセン１社のみである。 

また、「発泡樹脂成形工場のプラント
 

中でも数社のみ、「発泡樹脂自動成形機の設計・製造」は、日本に 4 社である。当然のこ

であるが「発泡樹脂成形用金型の設計・製造」、「発泡樹脂成形品の製造」を行っている

業は数多くある。ただし、ダイセンの「発泡樹脂成形品の製造」は、三菱電機（株）向

等限定した顧客のみとしている。その中で、「発泡樹脂自動成形機の設計・製造」の日本

おけるマーケットシェアは、45％を占める日本のトップ企業である。 

計及び施行」を行っている企業は、世

以上述べたように、ダイセンは発泡樹脂成形の分野では、技術面で世界の業界をリード

る立場にある有力企業である。それでは以下にダイセンの“ものづくり技術”を述べていく。 

ダイセンの“ものづくり”技術 

 

1 発泡樹脂成形品の製造技術 

一般的に発泡プラスチックと呼ばれる発泡ポリスチレンは，衝撃吸収性，断熱性、耐水

，吸音性などの優れた特性を持ち，さまざまな形状に成形されて梱包材や食品容器，建

などに広く使用されている。発泡ポリスチレンはポリスチレンにブタン・ペンタンなど

低級炭化水素を発泡剤として、吸収させた発泡性ビーズを成形用原料（写真 2）として発

成形し、主に家電用緩衝材，水産用魚箱等の包装資材として利用される。 

157



 

原料ビーズを加熱する

（１．５～１００倍） 

原料ビーズ 発泡ビーズ 

 

 

 

 

 

 
 

写真 2．スチレンの発泡（出所：ダイセン社内資料） 

 

発
泡

熟
成

排気

スチーム

エアー

原料

充填ピストン

吸引

離型ビン

ドレン

水

排気・排水

①充填 ②発泡・成形 ③水冷却 ④気化冷却 ⑤離型

 
図 1.  ｘｓ成形機での発泡成形工程（出所：ダイセン社内資料） 
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図 2. 金型内での気圧の変化（出所：ダイセン社内資料） 

 

発泡ポリスチレン（EPS）の製造方法は、図 1 に示すように、まずサイロで原料のビーズ
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を発泡させる。そして熟成サイロに送られ原料ビーズを安定化させる。ブタン・ペンタン

などの低級炭化水素の発泡剤は、あらかじめ材料メーカーの工程の中で、原料の中に吸収

させており、ダイセンのような加工メーカーが処理する必要はない。 

熟成された原料ビーズは成形金型に輸送され、金型の中で原料ビーズが「①充填」され

る。この時、金型間に 2mm 程度の隙間が作られ、空気が押し出される（クラッキング充填）。

そして、この金型間の隙間が無くなった後（金型が閉められた後）は、バルブを通り空気

が排出される形で、原料ビーズが充填される（ノークラッキング充填）。 

次に、成形金型にスチームが送られ、金型が加熱される。これにより、原料ビーズは、

さらに「②発泡・成形」し、原料ビーズの粒子間の空気が押し出される形で、隙間が埋め

られるとともに、ビーズは互いに溶着し成形品として製品ができあがる。この場合、注入

されたスチームにより加熱され、気圧も 0.5～1.0 気圧程度に上げられる（図 2）。 

次に、金型に水が流し込まれ、金型は「③水冷却」される。このスプレーされた冷却水

は、ドレンより排出される。その後で、圧縮空気が吹き込まれ、冷却水がブローする形で

除かれる。次に、真空ポンプにより金型内の空気は吸引され、気圧も－0.6 気圧程度に減圧

され（図 2）、この操作によって金型は「④気化冷却」される。その後、製品は離型ピンに

より押し出され（⑤離型）、成形機での発泡成形工程が完成する。 

この順序をまとめると、発泡スチロール成形工程は、金型への原料ビーズ輸送、原料ビ

ーズの「①充填」→スチーム加熱により「②発泡・成形」→水のスプレーによる金型の「③

水冷却」→真空ポンプによる金型の「④気化冷却」→製品取出つまり「⑤離型」というサ

イクルである。 

以上が発泡プラスチックの製造方法であるが、この中で技術ノウハウとしては、原料ビ

ーズの発泡サイロでの発泡・熟成サイロでの熟成に関する事項、原料ビーズが金型に送ら

れてからのスチーム加熱条件、金型上にどのようにして原料ビーズを均一に送り込むかな

どの送粒方法などである。製品は、発泡率や金型が各々異なっており、全て顧客の要求す

る製品の品質に合わせる必要がある。また複雑な形状の金型でも均一に発泡した製品を要

求されるわけで、このようなさまざまな製品品質を作り出す技術ノウハウを、ダイセンは

保持しているわけである。 

 

2.2 発泡樹脂成形工場のプラント設計 

 

ここでは、図 3 に示すダイセンが設計した「発泡樹脂成形工場のプラント」のシステム

をもとに、「発泡樹脂成形工場のプラント設計」の技術を明らかにする。 

ダイセンの「発泡樹脂成形工場のプラント」は、独自の現場の進捗状況の把握、生産計

画の変更、工程の組み直しなどのシステムで構成されており、現場作業の合理化、生産効

率を向上させるものである。図 3 に示すように、①生産計画システム、②成形機管理シス

テム、③送粒管理システム、④用役監視システムの 4 つのシステムから構成され、それら
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をトータル的に管理するのが「ダイセンの成形工場生産管理システム」である。 

 

（1） 生産計画システム 

 

図 4 に「生産計画システム」を示した。このシステムは成形機の端末ユニットから情報

を得て、現場事務所にて生産の情報を把握し、生産指示・稼動状況をリアルタイムで指示

するものである。つまり図 4 に示す例では、成形機 43 台を CC リングテーブルで接続し、

各成形機に異なった圧力・時間などを指示し、目的とする製品を作っていくシステムであ

る。それらの入力は、タッチパネルで行う。また、それらの生産情報は、事務所にも送ら

れるというものである。 

 

 

 
 

図 3．「発泡樹脂成形工場のプラント」システムの構成（出所：ダイセン社内資料） 
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図 4.生産計画システム（出所：ダイセン社内資料） 

 

 

 
 

図５．生産計画システム タッチパネル（出所：ダイセン社内資料） 
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   図６．各成形機の生産状況の表示パネル（出所：ダイセン社内資料） 

 

図 5 は、現場事務所に設置されるタッチパネルの画面である。ここに示すように、「現場

事務所で、「A：生産設定」、「B：生産状況」など選択を行うことにより、必要な生産指示や、

必要な生産状況の情報を得ることができるわけである。図 6 は「生産状況」を表示する画

面である。ここでは、No.1 の成形機は、予定数が 9999 個であり、累積生産台数が 626 個、

残り 9373 個というように、運転中の成形機全てについて、現場事務所で、生産状況を把握

でき、必要な生産指示を行うわけである。 

 

（2） 送粒監視システム 

 

送粒監視システムの全体を図 7 に示す。まず「原料・発泡機」では、原料ドラムに入れ

られた原料は、「原料バンカー」に入れられ、発泡機に送られる。ここで「原粒バンカーの

自動切換え」装置が働き発泡機に送られる。発泡機では「発泡条件の自動切換え」が行わ

れ、スチロールは適切に発泡される。このような、原料投入→発泡機での発泡は、「原料投

入自動設定」システムにより自動的に行われる。 

また、「ES(発泡スチロール)送粒」では、発泡スチロールは「発泡機から熟成サイロまで

の自動送粒」され熟成された後に、「熟成サイロから成形機までの自動送粒」される。また、

発泡・熟成条件の同じスチロールを、いくつかの成形機を選び送る「同グレードの自動ラ

イン選択」、「熟成サイロ自動予約」システムは、自動的に熟成した発泡スチロールを、成

形機を送るシステムである。そしてこのような「送粒ラインはモニター」され、このよう

なライン状況を「日報プリンタ」で打出すというものである。 
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図７．送粒監視システム  

（出所：ダイセン社内資料）  
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  図８．送粒指示盤 
（出所：ダイセン社内資料） 

図９．運転状況表示盤 
（出所：ダイセン社内資料）

 

 

図 8 は、「送粒監視システム」の「送粒指示盤」である。この「送粒指示盤」で、どの「熟

成サイロ」から、どの「成形機」に送るかなどを指示する。その結果が、図 8 に示す「運

転状況表示盤」に示される。たとえば図 9 の 1 番目の「成形機」の原料条件は、原料コー

ド 1 の種類のものを使い、50 倍の発泡を行わせ、予約サイロ 19 番目、熟成時間 33 時間経

過ということを示している。そして図 9 の上部には、サイロの状態が示されており、色の

違いにより発泡ビーズの充填状況を示している。 
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(3) 成形機管理システム・ 用役監視システム 

「成形機管理システム」は、成形機の運転状況から成形条件を管理するシステムであり、

これも現場事務所で指示や管理を行う。また「用役監視システム」は、ボイラー、コンプ

レッサー、真空ポンプなど、各用役変動を監視するシステムであり、設備機器データのリ

アルモニター化、計測・集計自動化を可能にするものである。これも現場事務所で監視を

行うことができるようになっている。これらの詳細は割愛した。 

 

2.3 発泡樹脂成形用金型の設計・製造 

 

発泡スチロールは、前にも述べたように衝撃吸収性，断熱性、耐水性，吸音性などの優

れた特性を持ち、さまざまな形状に成形されて梱包材や食器機器，建材などに広く使用さ

れている。近年では、自動車バンパー・家電機能部品などにも使用されるようになり、需

要も拡大し、成形用金型の重要性も高まっている。その金型製造は CAD・CAM などの先端

技術を駆使して、高品質、高効率な金型を作り出している。 

 金型設計は、ユーザーから通信回線を通じて送られてくるソリッドデータを元に、

3D-CAD・CAM の設計を行う。また CAM データをもとに NC データを作成し金型の切削加

工を行う。この金型設計に当たっては、過去の実績をもとに、送粒ビーズの流動解析・型

構造・加工方法などあらゆる角度から検討を加え最適設計を行っている。また、ダイセン

は成形機と金型製作の総合メーカーであることより、これらの技術を融合し、自動車、家

電、住宅資材業界などの多様なニーズに応えている（写真 3・4 は自動車用バンパーの金型・

成形機の製造風景）。検査においては、徹底した品質管理のもと自動化された各生産ライン

からの製品を社内テスト成形、成形品の肉厚検査、量産同様の作動テスト、外観検査など

の検査体制を行い、優れた成形性、精度を保証する金型を製作している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3．自動車バンパー用金型       写真 4．自動車バンパー成形機 
（出所：ダイセン社内で撮影） （出所：ダイセン社内で撮影） 
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2.4 「発泡樹脂自動成形機の設計・製造」 

 

 
 図 10．VS（真空）成形用金型の全体構成図（出所：ダイセン社内資料） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真５．VS（真空）成形機のマスターフレーム      写真６．冷却配管 
           （出所：ダイセン社内資料）           （出所：ダイセン社内資料） 
 
「発泡樹脂自動成形機の設計・製造」については、前に世界で初めての真空加熱／真空乾

燥プロセス搭載の VS（真空）成形機を開発し、業界をリードしてきたことを述べた。その

他、ダイセンは成形機のみならず「マスターフレーム」、「冷却配管」、「VS アダプター」、「イ

ンジェクター」、「エジェクトピン」など成形機の主要な専用部品を自社で作っており、成

形機製造に関し、自社に集約された技術力の高さを誇っている。図 10 に VS（真空）成形

機のに使用されている金型の全体構成図、写真 5 に金型などが入れられる「マスターフレ

ーム」、写真 6 に「冷却配管」を示した。このように、部品単体も個別に販売しているので

  

 166



ある。 

次にダイセンの代表的な「発泡樹脂自動成形機」を表示[1]する。つまり、このような製

品群の販売で、国内市場では 45％の圧倒的なシェアを得ているのである。 

 

(1) MC 成形機シリーズ 

MC＝マルチファンクション＆コンパクトデザイン 

真空システムによるショートサイクル成形及び各用 

役のハイパワーバルブ化を実現している。簡単操作 

のタッチパネルにより、モード・プロセスの画面選 

択及びトラブル内容が画面に表示される。その他多 
写真７．MC 成形機 くの機能を搭載している。 

 

写真８．QMC 成形機 

(2) QMC 成形機シリーズ 

QMC＝クイックモールドチェンジ 

ＭＣ機の機能プラス金型交換を容易にしたシリーズ。 

金型交換時の「登る」「もぐる」等の危険な作業を無 

くし、環境に良い機能を搭載したＥＰＳ成形機である。 

 

(3) MC ブロック成形機シリーズ 

写真９．MC ブロック成形機 

真空加熱による均一加熱と、加熱任意設定によるショ 

ートサイクル成形を実現している。原料のエアー充填、 

真空充填の混合プロセスの選択可能により製品収縮防 

止を実現し、伸縮管の採用によりホースレスとなり用 

役の流れがスムーズである。 

 

 

2.5 その他 

 

 ダイセンは 1999 年に ISO9001 を取得し、自社の品質保証体制を確立した。「お客様に満

足と喜びを与えよう」との基本理念をもとに、「品質」、「コスト」、「納期」の継続的な改善

をすることにより顧客満足の向上を図るとの品質方針を立てている。そして、品質方針補

足事項として、「品質方針を達成するため、年度品質目標を設定し、各部門で方針管理を行

う。方針管理では目標値を明確に設定して実行し、達成実績を評価する」、「顧客要求事項

実現のため、品質マネジメントシステムの継続的な改善を実施する」などの掲げ、製品の

品質保証を積極に行っている。 

 表 1 に、ダイセンの品質保証体系図を示した。 
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見

営業

引合検討

受理
付帯サー

ビス

出所：ダイセン社内資料） 

 

表１．ダイセン品質保証体系図  （
  

 
システム
技術課

部品課 製造課

〔インプット〕
品質マニュアル 基本理念
品質方針管理規定 顧客ニーズ、規制要求

〔アウトプット〕
品質目標・達成計画

〔インプット〕
○ ○ ○ 営業管理規定 製品に対する要求仕様

注文書
○ ○ ○ 営業管理規定 〔アウトプット〕

引合報告書、受注書
顧客要求仕様書

○ ○ ○ 営業管理規定 引合検討会議議事録
見積書

○ ○ ○ 営業管理規定

○ ○ ○ 設計管理規定
工程管理規定

〔インプット〕
設計計画書 ○ ○ ○ 設計管理規定 引合報告書、受注書

顧客要求仕様書
引合検討会議議事録

基本設計 ○ 設計管理規定 〔アウトプット〕
設計計画書

○ 設計管理規定 顧客要求仕様書
設計審査・検証の記録

本設計 ○ ○ ○ 設計管理規定

設計検証 ○ ○ ○ 設計管理規定

〔インプット〕
○ ○ ○ 工程管理規定 顧客要求仕様書

引合検討会議議事録
○ ○ ○ 工程管理規定 〔アウトプット〕

ＱＣ工程図
検査・作業手順書
〔インプット〕

○ ○ ○ 購買管理規定 図面、部品構成表
特殊工程管理規定 顧客要求仕様書

〔アウトプット〕
材料・部品 ○ ○ ○ 購買管理規定 部品手配書

注文書
○ ○ ○ 検査・試験管理規定 図面

購買管理規定 購買品
〔インプット〕
図面

加工 ○ ○ ○ 工程管理規定 顧客要求仕様書
ＱＣ工程図

中間検査 ○ ○ ○ 検査・試験管理規定 検査・作業要領書
購買品

組立 ○ ○ ○ 工程管理規定 素材
〔アウトプット〕

中間検査 ○ ○ ○ 検査・試験管理規定 検査記録
設計妥当性確認の記録

○ ○ ○ 工程管理規定 トレーサビリティー記録
妥当性確認 ○ ○ ○ 設計管理規定 最終製品

○ ○ ○ 検査・試験管理規定

出荷 ○ ○ ○ 工程管理規定

〔インプット〕
受注書

○ ○ ○ 付帯サービス管理規定 顧客の立会要求
次 営業管理規定 〔アウトプット〕
の 試運転完了確認書
ぺ 作業報告書ー

製品
ジ
よ
り

主要なインプット／アウトプットＣ 主要規定類管理責
任者

標「主要プロセスのＤＩ活動計画」

ＢＡ供給者

求仕様書

引合検討会議（工程能力等確認）

積書

品質保証
Ｇ

技術部 製造技術部

会議（生産計画に関連したコミュニケーション）

設計審査

ＱＣ工程図

製造設備、計測器、
作業、検査手順決定

供給先決定

発注

受け入れ検査

最終検査

不適合品
次のページ

出荷判定

付帯サー
ビス
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品
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善
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内部品質監

品質改

マネジメントレビュ
品質マネジメントシステム

教育・訓練プロ

 

3．ダイセン“ものづくり”技術

 

 以上述べたように、ダイ

脂自動成形機の設計・製造

プラント設計及び施行」の

脂成形品の製造」を基にし

機の設計・製造」技術であ

件、熟成サイロでの熟成条

型上にどのようにして原料

センが積み上げてきたさま

泡樹脂成形用金型の設計・

務の広がりを見せた。 

 このような点から、ダイ

造」のメーカーから、成形

術を長年にわたり蓄積して

ができる。このように、業

存続に結びついた成功企業

 

 なお、ダイセンを訪問時

記載した。 

 

表１．ダイセン品質保証体系図（続き） 
品課 製造課

〔インプット〕
不適合品発生処置報告書
クレーム発生処置報告書

合品処置/報告 ○ ○ ○ 不適合品管理規定 〔アウトプット〕
是正処置報告書

○ ○ ○ データ分析管理規定 予防処置報告書

○ ○ ○ 是正処置・予防処置
管理規定

〔インプット〕
○ ○ ○ 内部品質監査規定 内部品質監査実施計画通知書

内部品質監査チェックリスト
〔アウトプット〕
内部品質監査報告書
是正処置要求・回答書
〔インプット〕

○ ○ ○ マネジメントレビュー管理規定 是正処置報告書
予防処置報告書
内部品質監査報告書
是正処置要求・回答書
〔アウトプット〕
品質改善会議議事録
〔インプット〕

○ ○ ○ マネジメントレビュー管理規定 品質改善会議議事録
顧客のニーズ
〔アウトプット〕
マネジメントレビュー会議議事録
マネジメントレビュー改善指示・報告書
〔インプット〕

○ ○ ○ 教育訓練管理規定 年間教育訓練計画書
スキルアップ計画書
〔アウトプット〕
教育訓練報告書

品質保証
Ｇ

管理責任
者

主要なインプット／アウトプットＣ 主要規定類ＢＡ供給者

是正・予
防処置実
施判断

前ページより

処置・予防処置

査

善会議

ー会議
の継続的改善

セス

 

製造技術部 

まとめ 

セン“ものづくり”技術は、「発泡樹脂成形品の製造」、「発泡樹

」、「発泡樹脂成形用金型の設計・製造」、「発泡樹脂成形工場の

4 つの分野に分けられる。しかし、中心となる技術は、「発泡樹

て開発し、現在国内で 45％のシェアを誇る「発泡樹脂自動成形

ろう。この技術の中には、原料ビーズの発泡サイロでの発泡条

件、原料ビーズが金型に送られてからのスチーム加熱条件、金

ビーズを均一に送り込む送粒方法のノウハウなどの、長年ダイ

ざまな技術が集積されているのである。この技術をもとに「発

製造」や「発泡樹脂成形工場のプラント設計及び施行」へと業

センが創業間もない早い時点で、単なる「発泡樹脂成形品の製

機メーカーへと経営の方向を修正し、他社の追従を許さない技

きた企業努力が、今日のダイセンの地位を築いたと考えること

界におけるオンリーワン技術を蓄積することが、企業の発展と

の事例である。 

に、メッセージを載せて欲しいとに要望があったので、以下に
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4．ダイセンからのメッセージ 

 

 日本の発泡樹脂業界は、当社とほぼ同じ 40 数年程度です。梱包の緩衝材で始まり、その

市場は家庭用電気製品生産の中国移転と共に、市場は縮小し、第一期は終了しました。 

 しかしながら、発泡樹脂の特徴として、軽量・断熱・遮音（防音）・緩衝・廉価・等があ

り、この機能を生かした新しい分野で、黎明期を迎えています。建設材料分野では、道路

の土盛りの替わりに、発泡樹脂を敷き基礎作り、ユニットバスの一体成形（結露防止）、空

調機器では結露と断熱のための機能部品、自動車バンパー等など各分野で新しい使い方が

広がってきています。 

 この業界は、限りない可能性を秘めた商品で、新しい分野の開拓に努力しています。こ

の分野に興味をもたれた皆様からの連絡をお待ちしています。 

 

                     ダイセン株式会社 

                     〒508-0014 中津川市駒場町 2 番地 25 号 

                     TEL 0573-66-0555 

                     FAX 0573-66-3276 

                     E-mail:post@daisen-inc.co.jp 

 

[1]ハイテク匠の会 H.P.： 

http://www.industry-gifu.or.jp/takumi/30com/30dais/dais_te/dais_te.htm 
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3.1-（Ｋ）徳田工業株式会社 

 

１．徳田工業（株）発展の経過 

 
徳田工業株式会社（以下徳田工

業）は、岐阜市加納愛宕町で、徳

田木型製作所として個人創業。1
９5５年には、航空機用木型（マス

ターモデル）の製作を手がけ、航

空機などの木型メーカーとして発

展した。 
1966 年には、自動車用内装品の

ウレタン発砲型、バキューム型の

製作を手がけ、自動車工業関係に

も業務を拡大した。 
このように、元々工業用モデル

などの試作業者だった同社が IT
化・3 次元化に踏み切ったのは、

IT 化が進み従来型の試作業務が

なくなるという危機感からであ

る。実際同社は、航空機・自動車

メーカーや自動車部品メーカーな

ど向けに工業用モデルを供給して

きたが、需要は次第になくなり、

RP（ラピッド・プロトタイピング）

に置き換わってきた。ディスプレ

イ上で仮想試作を行うことによ

り、実物を使った試作をなくすケ

ースまで出てきことから、同社は

「試作メーカーとしてもバーチャ

ルな世界を追求しないと生き残れ

ない」と考え、同社の顧客である

航空機・自動車メーカーの 3 次元

CAD のデータを受け取れるシス

テムを構築したのである。 
社内運用体制として、1999 年６

月に VR テクノプラザ内にデジタ 

 

会社概要 

社     名 徳田工業株式会社  

所  在  地 岐阜県各務原市金属団地 209  

創     業 昭和 23 年 6 月 1 日  

会 社 設 立 昭和 44 年 6 月 1 日  

代表取締役会長 徳田 周作  

代表取締役社長 徳田 泰昭  

資  本  金 30 百万円  

従 業 員 数 150 名  

売     上 120 百万円 

  

会社沿革 

1948 年 岐阜市加納愛宕町にて徳田木型製作所として個人創業  

1955 年 川崎重工・マスターモデル（ＦＲＰ）の制作をてがける  

1956 年 木型-石膏型-樹脂型と一貫した型制作を確立  

1964 年 岐阜県金属工業団地に工場を移転  

1966 年 自動車内装品のウレタン発泡型、バキューム型の制作を手掛ける 

1969 年 株式会社に改組。社名を徳田木型工業株式会社とする  

1978 年 岐阜県可児工業団地に可児工場設立  

1985 年 本社第２、翌年可児第２工場を設立  

1990 年  本社新社屋完成。社名を徳田工業株式会社と変更 

1995 年 航空機５軸プロファイラによる部品加工開始 

1996 年 全社ネットワークの構築完了 

1998 年 創業５０周年記念式典開催 

1999 年 ＶＲテクノジャパン内にデジタルエンジニアリング研究所 
生産品目 
航空機関係 
実大模型、風洞試験用模型 
マスターモデル、各種治工具、部品 
自動車関係 
マスターモデル 
石膏型・樹脂型・金型及び各種治工具設計製作 
ラピッドプロトタイピング・システムによる 
試作品・モデル製作 
CAD モデリング・ＮＣデータ作成 
バーチャルリアリティデータ作成 
デジタルデータによる立体地形模型 
その他鋳造用諸機械木型及び 
各種精密木製品 
 
主な取引先 
池田物産株式会社  
株式会社イノアックコーポレーション  
川崎重工業株式会社  
新明和工業株式会社  
太平洋工業株式会社  
東海化成工業株式会社  
トヨタ自動車株式会社  
日本飛飛行機株式会社  
扶桑精工業株式会社  
フタバ産業株式会社  
三井屋工業株式会社  
三菱重工業株式会社  
三菱自動車工業株式会社  
三ツ星ベルト株式会社 
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ルエンジニアリング研究所「ロッジ（LODGE）」をオープンさせ、デジタルモデリングとそ

の応用技術の研究開発も進め、本社、可児、ロッジ、各工場間のネットワークを構築した。 

また本社で生産計画・工程計画・工数配分を一括して行い、NC データとして作業工程を

バーコード化した作業指示書の作成・全社ベースのスケジューリング、ネットワークプリ

ンターなどによる遠隔生産技術機能を活用し、各職場で効率よく作業が行われるようにし

た。さらに、VR テクノプラザ、ソフトピア・ジャパン内にある岐阜県の研究機関の高度な

CAD/CAM/CAE/VR 関連施設を活用し、顧客の多彩なニーズに対応できるサービス活動に積

極的に取り組んでいる。徳田工業の情報ネットワークを、図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．徳田工業（株）情報ネットワーク （出所：同社のヒアリング 
を基に作成） 

　３Ｄ－ＣＡＤ（徳田工業用データに変換）
　生産計画、工程計画、工数配分、予算計画

　３Ｄ－ＣＡＤの作成

高速回線

生産技術 　ＣＡＭ－ＮＣデータ作成

製造 素材

徳 切削－加工

田
工
業 測定

仕上げ－検査

製品－納入

可児工場ソフトピアジャパン

ＶＲテクノ

航空機メーカー

本社

ロッジ

高速回線
Web-EDIシステム

オーダー
（作業指示書）

VRテクノセンター

バーコード管理

 

ジャパンプラザ 

 

2．徳田工業の“ものづくり”技術［1］ 

  

 同社は、航空機、自動車関連等の分野において、マスターモデル、RP モデル、風洞試験

用模型、航空機実大模型、立体地形模型、成形型、C/F 治工具等の設計から加工までを幅広

く手がけている。同社の製品は、創業以来確かに受け継がれてきた職人の技と、高速形状

加工機・高速横型 5 軸プロファイラなどのハイテク機器による新技術を利用し、安定的で
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高品質な製品を作り出している。 

近年の三次元形状データを利用した物づくり技術が急速に発展した環境の変化に対応す

るため、上述のように VR テクノジャパン内のデジタルエンジニアリング研究所「LODGE」

で、デジタルモデリングとその応用技術の研究開発を進めている。さらに、VR テクノジャ

パン、ソフトピア・ジャパン内にある岐阜県の研究機関の高度な CAD/CAM/CAE/VR 関連

施設を活用し、顧客の多彩なニーズに対応できるサービス活動に積極的に取り組んでいる。 

つまり、設計製作の各工程で 3 次元 CAD/CAM/CAE、RP（ラピッドプロトタイピング）、

非接触ディジタイジング、ディジタルモックアップ、ディジタルデザイン、ヴァーチャル

リアリティを使った型技術の開発を行い、すべて 3 次元化し，そのデータを使って NC 切削

加工を行っている。 

 

2.1 IT 導入 

 

（1） システム導入の経緯 

 これまで、航空機関連の受発注業務は紙の帳票によって行われてきた。そのため、

以下のような問題が存在していた。 

1） 発注情報のやり取りを行うまでに期間が長くかかる。 

2） 受領した帳票の情報を社内システムに入力する手間と入力ミスが発生する。

3） 発注先会社毎に帳票を作成するシステムが必要となりコストが増加する。 

 そこで、航空機業界全体としての効率化、コストダウン、期間短縮、およびＩＴマ

インドの向上等を図るために開発された業界標準 EDI システムを 2001 年 5 月より導

入した。 

（2） システム導入の目的 

上記の問題に対する改善及び、以下の目的を実現するために、現在のシステムを導入

した。 

1） ペーパーレス化による受発注業務の効率化

2） 受発注情報交換の即時化 

3） インターネットの利用による低コスト化 

 また、EDI 担当者がインターネットを利用できる環境にすることによって、今後、

業務のさらなるＩＴ化に対応できる人材を育成していくということもシステム導入

の目的のひとつである。 

 

導入した EDI システムは、航空機業界における EDI の標準システムとして開発提供さ

れているものである。業界内での普及を想定して導入を決定したが以下のような問題
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点が発生した。 

（1） 社内システムとの連携 

 導入した EDI システムは、社外の企業と受発注データ交換を行うためのシステム

であり、既存の社内システムと連携する機能がないので、EDI システムと社内システ

ム間のインターフェイスをとるシステムの開発が必要であった。 

（2） システム教育 

 システム導入後、システム管理者および利用者を対象としたシステム教育を実施し

たが、ソフトの設定、利用方法等の内容把握に時間がかかった。 

 

2.2 徳田工業の IT 

 

 徳田工業の IT は以下のような特徴がある。 

（1） EDI システムにおける情報交換方式 

 EDI システムでは、インターネットを使用して航空機業界で標準化された受発注情

報を相互に交換する。発注側企業は、発注情報を自社の EDI サーバにアップロード

することによって受注側企業に情報を公開し、受注側企業はデータをダウンロードし

て入手する。また、受注側企業は、回答情報を発注側企業の EDI サーバにアップロ

ードすることにより、発注側企業は回答情報を取得する。受注側企業が受発注情報を

交換する方法としては、一括送受信方式、Ｗｅｂ－EDI 方式があり、受注側企業のニ

ーズや状況に応じて選択できるようになっている。 

（2） 航空機業界標準 EDI 規約の設定、適用 

 航空機業界標準 EDI 規約内で標準化されたデータ項目としては、275 種類の標準デ

ータ項目、13 種類の標準メッセージ、および 52 種類の共通コードが定義されている。

取引先企業と交換する受発注情報を事前に取り決め、上記のデータ項目の中から必要

なデータ項目を選択しデータ交換を実施する。 

（3） ＸＭＬ技術の採用 

 発注側企業と交換する受発注情報の交換データ形式として、新規技術であるＸＭＬ

が採用されている。EDI 参加企業は、自社の固有ファイル（受発注データ）を、EDI

データの構文で規定するＣＩＩシンタックスルールに従ってＸＭＬ形式に変換する

ことによって、社内システムに依存せずにインターネットを利用した受発注情報の授

受を互いに行うことができる。 

（4） セキュリティ対策 

 インターネットを利用した発注側企業との受発注情報のデータ交換では、ＳＳＬを

利用して暗号化されたデータを送受信することによって、通信している EDI データ
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の盗聴を防止している。また、発注側企業の EDI サーバが発行するサーバ証明書、

および EDI サーバの認証機能が受注側企業毎に発行するクライアント認証キーを、

クライアントソフトにインストールすることによって、相手方を確認し、なりすまし

改ざんの防止を行っている。 

（5） 低コスト EDI 

 インターネットとＸＭＬ技術を利用することにより、従来の専用回線を利用した

EDI 方式と比べて低コストで汎用性の高いシステムになっている。また、平成 13 年

4 月に設立された EDI センターにて業界として共通のシステムを維持、管理していく

ことにより、システム維持費用を低く抑えることができる。今回のシステム導入への

投資金額はシステム全体で約 300 万円となった。 

 

2.3 工場設備と生産技術 
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 徳田工業の生産設備を右に示す。

このように、社内で作成した CAD
／CAM データを基に、NC 用データ

を作成し、自社で航空機用の翼リブ

などを作成している。写真１はブラ

ジルで製造予定の 90 人乗り旅客機

ERJ の翼リブである。その他、ボー

イング 737 の構造部材の切削加工な

どを受注生産している。 
現在の航空機の製造は、従来のよ

うにリベットを打ち、組み立てる方

法ではなく、素材から切削加工し作

り上げる方法に代わっってきた。徳

田工業では、そのような需要に対応

するために、高速横型 5 軸プロファ

イラ（写真２）や、高速横型 5 軸プロ

ファイラ（写真３）、３次元測定器兼

スキャニングマシン（写真４）などの最

新鋭の設備を有し、これらの需要に対

応している。 
 このように、航空機各社の認証を受

け、高信頼性が要求される航空機の翼

リブなどの委託生産を行う企業へと変

身を遂げた。 

 

                          

        
表１．工場設備概要  

（出所：徳田工業社内資料による）
 

工場設備概要

3次元ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＴシステム 14 端末 
2 組 
2 台 
2 台 
1 台 
1 台 
1 台 
1 台 
1 式 
1 台 
1 台 
1 台 
1 台 
1 台 
2 台 
26 台 
9 台 
11 台 
1 台 
2 台 
3 台 
8 台 

 

 高速ＤＮＣシステム

５軸モデル加工マシニングセンタ(1.8ｍ×2.5ｍ)

Ｎ／Ｃルータ（1.5ｍ×2.5ｍ）

高速、高密度形状加工機（1.5ｍ×3.3ｍ）

倣い付きＮ／Ｃ型彫盤（1.5ｍ×3ｍ）

高精度マシニングセンタ

3次元測定機兼3次元ディジタイザ（2ｍ×3ｍ）

非接触式3次元ディジタイザ（1.8ｍ×3ｍ）

2次元ディジタイザ(1.2ｍ×2ｍ)

大型ワイヤーカット放電加工機(0.8ｍ×1.2ｍ)

金型みがき機(1.2ｍ×2.4ｍ)

光造型機(0.8ｍ×0.6ｍ)

樹脂加工エプラノミラー(1.5ｍ×3.0ｍ)

木工スライス

自動鉋他木工機一式

汎用工作機一式

溶接機、溶断機等一式

高速放電細穴加工機(3ＫＶＡ)

ダイスポッティングプレス(1.8ｍ×2.8ｍ)

熱風乾燥炉( Ｍａ×300度)

ペイント及びサンディングブース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

写真 1. 製品(航空機翼リブの切削加工) 
          （出所：徳田工業社内資料） 

 

 

 
 写真２．高速高精度横型 5 軸 M/C   

（出所：徳田工業社内資料）  
 

 

 
 
写真３．高速横型 5 軸プロファイラ     写真４．３次元測定器兼スキャニングマシン

（出所：徳田工業社内資料）             （出所：徳田工業社内資料） 
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2.4 IT 活用の成果 

 

IT 活用の成果を以下にまとめる。 

（1） 受発注情報交換時間の大幅短縮 

 従来の紙の帳票による受発注情報交換に比べて約 50％の時間短縮となった。また、

発注側企業の EDI サーバが立ち上がっていれば、いつでも受発注情報を交換するこ

とが可能となり、作業計画を早期に立案できるようになった。 

（2） 受発注業務のコスト削減 

 帳票のペーパーレス化等により従来の受発注業務と比べて約 50％のコスト削減と

なった。 

（3） 受発注業務の効率化 

 従来の紙の帳票による受発注情報交換を行っていた際に発生していたデータ入力

作業等を削減することによって受発注業務の効率化が実現できた。 

（4） ＩＴ活用能力の向上 

 インターネットを利用した今回のシステムを活用することにより、仕事の中でＩＴ

技術を当たり前に活用するというマインド、並びに情報リテラシーの向上が担当部門

内で広まっている。 

 

３．徳田工業の“ものづくり”まとめ 

 

 徳田工業は、従来木型・試作モデルなどの製作を主業務にしていたが、取り巻く環境の

IT 化の進展により、試作業務がなくなるとの危機感を抱き、VR テクノジャパン内に、デジ

タルエンジニアリング研究所「ロッジ」を開設し、メーカーとの Web－EDI システムを使っ

た情報交換や、そのデータをもとに、社内データ変換し CAD／CAM データを基に、NC 用

データを作成する社内の IT 化・3 次元化推し進めた。しかも、そのデータを実際の“ものづ

くり”を行う、高速高精度横型 5 軸 M/C、高速横型 5 軸プロファイラ、3 次元測定器兼スキ

ャニングマシンなどのハイテク機器を導入し、信頼性の高い優れた製品づくりができる企

業に変身させた。このような努力により、他社の追従を許さない安定的で高成長の企業に

生まれ変わったのである。 

 

４．徳田工業より、官学への希望 

 

 徳田工業よりの官学への希望は以下の 2 点である。 

① 中小企業の場合、使っているソフトやシステムが最適かどうかを審査して、最適なもの

への提案・変更をしてくれる人材がいない。このようなことへの援助を頂が欲しい 
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② VR テクノジャパンとロッジ、可児工場間では、高速ネットワークができ上がっている

が、これを工場と本社、ロッジと本社などについても拡大して欲しい。もっと、高速情

報ネットワークの拡大への援助をして欲しい 

 

 

略語集 

1） VR：Virtual Reality 

2） LODGE：Laboratory Of DiGital Engineering 

3） CAD：Computer Aided Design 

4） CAM：Computer Aided Manufacturing 

5） CAE：Computer Aided Engineering 

6） EDI：Electronic Data Interchange 

7） XML：X-tensible Markup Language 

8） CII：Center for the Informatization of Industry

9） SSL：Secure Sockets Layer 

 引用文献他 

［1］徳田工業（株）H.P.：http://J-net21.jasmec.go.jp/info/it/h13/hearing/142/houkoku.htm 
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3.1-（Ｌ）幸栄精機株式会社 

 

１．幸栄精機（株）の紹介 

 

 会社概要 

 

社     名 幸栄精機株式会社 

所  在  地 岐阜県羽島市堀津町２７６番地 

会 社 設 立 1984 年 10 月 

代表取締役社長  浅野 千幸 

資  本  金 10 百万円  

従 業 員 数  17 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

幸栄精機（株）（以下幸栄精機）は、1984 年

10 月に設立された、新進企業である。幸栄精

機は、高精密部品金型・ヒドロナリューム等

の高難易度製品用金型・焼き入れ金型製造

技術などを生かした、エンジニアリングプ

ラスチック樹脂金型などの設計製作を社業

としている。 

その他に、岐阜県などの支援を受け、多数

のベンチャー企業などとの協業を行う「ワークシ

ョップ岐阜羽島」の中心的なメンバーとして参

加し、その中で「ユニバーサル工房はしま」を立

ち上げ、ネット上の協業体制を作る“コラボレー

ションシステム”を運営している。そして、さまざ

まな製品のデザインから製品設計・金型製作ま

での受注製作、高性能なCAD・CAMソフト、

特に製品の２Ｄ承認、３Ｄデータ、ＮＣデ

ータの販売を行うなどの多様な業務を行って

いる［１］。 

つまり、従業員 17 名の小企業に属す幸栄精

機は、インターネットなどで、顧客より注文を受

け、電子技術、工業デザイン、電機技術、機械

設計等の各分野のエキスパートが、ネットワー

ク上で“コラボレーション・グループ”として知恵

を結集する企業団を作り、それらを活用して、

幅広く顧客の要求に応えようとするものである。 
 

 

事業内容 

 
自動車エンジン部品  

電機関連部品（トレー）  

コンプレッサー関連部品  

自転車部品  

住宅関連部品  
 

 
得意分野 

 
高気密部品金型 
ヒドロナリューム等の高難易度製品用金型 
焼き入れ金型技術を生かしたｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂金型 
 
 
 
主な取引先 
 
八州製作株式会社  

小山鋼材株式会社  

株式会社 黒田製作所  

Ｍ＆Ｉ エンジニアリング  

岐阜富士工器株式会社  

株式会社日本金型材  

中野ハガネ株式会社 

クリエイト株式会社 

このような、インターネットを活用して、各種企業がその特質を持ち寄り、協力して“も

のづくり”企業活動は、中小の中でも規模の小さい企業にとって、特に強力な IT 時代の経営

形態であると考え、本節では従来のように単独で取り上げた企業のものづくりを調査する

のではなく、「ユニバーサル工房はしま」の活動を中心に説明することにする[1][2]。 
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2．「ユニバーサル工房はしま」について 

 

2.1 「ユニバーサル工房はしま」設立の経過 

 

�「ワークショップ岐阜羽島」の設立と活動内容 

「ユニバーサル工房はしま」は、「ワークショップ岐阜羽島」の 10 社と、地域企業との

交流グループで地域企業の活性化を促すために発足した 30 社の会であり、基本母体は「ワ

ークショップ岐阜羽島」である。「ユニバーサル工房はしま」の理解のためには、この「ワ

ークショップ岐阜羽島」の説明が不可欠なため、以下に説明を加える。 

岐阜羽島駅は新幹線の 1970 年開通と同時にでき、その南地区には岐阜市内に本社を置く

繊維産業が進出し問屋街を形成した。設立当初は、多くの繊維関連企業が地の利を活かし

て全国展開を図ろうと考えていた。しかし、東南アジア製品との競合、相次ぐ円高など逆

風にさらされ、打開策を見出せないまま撤退が続き、その結果駅南地区は空きビルばかり

になった。そしてビルを再利用しようにも、1970 年の建造物と、築 30 年以上の物件で、撤

退して時間が経過した物件は傷みが激しく、利用先はなかなか見つからないという状況で

あった。 

そんな中岐阜県は、大垣のソフトピア・ジャパン、各務原のＶＲテクノプラザなどと新

産業を支援するための様々な取組を行い、2001 年には新たに市町村等が行う空き工場、空

き事務所、空き倉庫、空き店舗などを活用したビジネスインキュベータ整備事業に、県が

半額補助するという制度（岐阜県新産業支援施設整備費補助金）を作った。羽島市は、「こ

の制度を活用して、駅南地区を活性化することができないか」と考え、空室の利用に積極

的な介入し、市が紹介者となり信用を供与し、インキュベート施設として整備することに

した。そして、貸主には地域の活性化のために必要な施設であることを十分理解してもら

い、自由に利用する許可を得た。このようにして「ワークショップ岐阜羽島」が誕生した

のである。以下に入居企業名と業種を示す。 

 
  企業名             業種  

ロボス（株）          ロボット開発 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
ネオジャパン（株）       環境機器開発販売  
スリーリンクス         ロボットコンサルタント  
K-System Network            ソフトウェア開発  
よう星（有）          食品関連企画販売  
（有）システム カノウ     ソフトウェア開発  
（株）イーエスピー企画     電子教材・電子機器開発  
（株）ユタカ電子製作所     ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ開発・福祉機器  
幸栄精機株式会社        金型・福祉機器・ロボット部品  
株式会社 大一精機       食品機器・ロボット機器 
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「ワークショップ岐阜羽島」は、毎月定例会を開き、以下に示すように活動内容の調整

を行っている。 

 

 a. 会員企業情報交換。 

 b. 行政からの連絡業務 

 c. 地域市民参加行事の企画（有志参加） 

   （電子工作、ロボット工作教室等） 

 d. 共同受注・発注情報 

 e. 地域企業との交流（ユニバーサル工房はしま） 

 

以下に「ワークショップ岐阜羽島」のＡ棟・Ｂ棟の外洋を写真 1･2 に示した。A 棟は 6

室、B 棟は 4 室の計 10 室である。部屋は大小はあるものの概ね各室 30 ㎡、家賃は入居年数

により分かれており、1～3 年までは 650 円/㎡、4～5 年までは 1,000 円/㎡、6～10 年までは

2,000 円/㎡（いずれも共益費込）と、事業開始当初は格別手厚い支援を行っている。この他

入居時には保証料 100,000 円、光熱、通信費は実費負担が必要である。入居に際しては審査

会でビジネスプラン等の審査及び面接が行われ、上記 10 社が、平成 14 年 3 月完成後に入

居した。 

 

 

写真１．「ワークショップ岐阜羽島」Ａ棟 

�「ユニバーサル工房はしま」の活動内容 

 上でも述べたように、「ユニバーサル工房はし

と、地域企業との交流グループで地域企業の活

ある。2003 年 8 月にまとめられた「ユニバーサ

す。 
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写真２．「ワークショップ岐阜羽島」Ｂ棟

ま」は、「ワークショップ岐阜羽島」10 社

性化を促すために発足した合計 30 社の会で

ル工房はしま」の活動のまとめを表 1 に示



表 1．「ユニバーサル工房はしま」の活動のまとめ  
研究会名 研究内容 研究会代表 補助金等

ユニバーサル工房はしまプロジェクト管理システ
ムのソフト開発
早稲田大学との共同開発のロボット製作でＣＡＤ
データを管理システムで運用して製作
各種プロジェクトの管理の一元化による効率化
管理システムのソフト販売（４月に１ユニット販売
契約）
在宅福祉、介護の研究を福祉の現場の人たちや
看護大学と一緒になって、現状把握を行いサポー
トシステムの研究を行う

祉機器開発の情報提供、収集につながるソフト開
発

ＷＥＢサイトを活用して企業のホームページ研究を
行い、販売や開発に役立てる
専門のプランナー指導で自社のホームページを
テーマにして作成技術を研究して経営視点を変え
岐阜県福祉政策課より福祉機器モニター商品に採
択（商品名はリムロック２００３）
障害者用にドア開閉をリモコンで行い、障害度に
会わせた制御を行う研究
ドア周辺の安全装置、鍵、防犯装置や緊急時（火
災、地震）のリンケージソフト開発
小型で２足歩行ができるロボット開発を行い、ロボッ
トコンテストに応募
周辺技術を応用して小、中、高校生等に使えるソ
フト、ハードのモジュールを開発して商品化
科学万博財団よりの補助金で小中学生向けのロ
ボット工作教室が４回開催
03年度は　小、中、高校生向けの教材として採用
予定
在宅福祉や介護がしやすいバリアフリー住宅の研
究
介護、福祉機器の選定、設置技術及びメンテナン
ス技術の研究
モニター制度を活用して実践的な研究を大学と一
緒に行

ワボットハウス用ロボット開発

横浜で行われた「ロボテクス２００３」に製作したロ
ボットを出品展示
地元の精密部品製作企業にパーツ部品を発注
03年4月に羽島市民会館で東京工業大学の吉川
教授を招いて講演会と実証実験炉の見学会を開
催し、６０余名の参加を得た
多数の引き合いがあり、事業展開ができる見通しが
できた

7.

03年度岐阜県新産
業支援事業補助金
に採択

ネオジャパン（株）
小型ガス化発電シ
ステム研究会

8.

早稲田ロボット研
究会

03年度（財）岐阜県
研究財団より文科
省の知的クラス
ター研究予算に採
択

幸栄精機（株）

バリアフリー住宅
研究会

山一建材（株）6.
岐阜県新産業創
出支援補助事業

イーエスピー企画
（株）

03年度（財）ソフト
ピアジャパンＩＴ活

用商品開発支援事
業補助金

ロボット工作研究
会

5.

（株）ユタカ電子製
作所

ユニバーサルデザ
インサポートシス
テム研究会

02年岐阜県新産業
育成事業補助金

4.
バリアフリー機器
「ドアースイン
グ」開発研究会

1.

2.

3. （株）山一建材

ネットワーク研究会

岐阜地域情報「ｇ
ｏｅｎ．ｊｐ」サ
イト活用研究会

―

―

（株）幸栄精機

03年度岐阜県プロ
ダクトデザイング
ループ育成支援
の事業費補助金

（株）幸栄精機

 
 

そして、「ユニバーサル工房はしま」の情報ネットの概念図を図 1 に示す。図 1 に示すよ

うに、“グループウェアシステム”を中心に各社が、情報を共有する形である。これは、複数

グループ(メンバー)や企業間でコラボレーション的な製品開発を進めるに当たって、そのプ

ロセスで発生するさまざまな情報 (企画書、設計書、仕様書、CAD データ、製品図等) を、

効率的に管理することができる。また従来型のグループウェアとは一線を画した、データ

を中心としたプロジェクト管理システム・コミュニケーションツールであり、開発・生産

過程で発生するあらゆる情報(データ)を一元管理するとともに、 情報(データ)を中心にした

メンバー間でのリアルタイムなコミュニケーションを可能にすることができる。 
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このような“コラボレーションシステム”の特徴を、以下にまとめ示した。 

 

�製品開発の過程で発生するさまざまな情報を一元的に管理することが可能 

“コラボレーションシステム”は、一般的なグループウェアにあるような単純な共有書庫の

機能ではなく、 データベースと連携したファイル管理システムである。ファイルの保管は、

物理的な構造(ディレクトリ・フォルダ)を意識することなく、プロジェクト別、パーツ別、

工程別等にユーザーが任意に管理が可能（表 2･3･4）。  
データベースと連携したファイル管理システムであり、データのバージョン管理はサー

バ側で 行うためユーザーは履歴の誤り、重ね書き等の履歴管理の必要が要らない。 

また、データのバージョン管理(履歴管理)はサーバ側で行うため、ユーザーは履歴管理に

気を使う必要が無く、複数ユーザー間で発生しやすい履歴の誤り、重ね書き等が発生しな

い。 

  

�FTP やメールの添付ファイルによるファイルの送受信が不要 

 “コラボレーションシステム”は、ウエブサービス型のシステムであるため、別途のアプリ

ケーションをインストールすることなく HTTP プロトコル環境のみで接続ができる。 

 

�万全なセキュリティ対策と運用管理・グループ管理（表 5） 

 高度セキュリティのために、接続認証以外に接続元の IP アドレス制限もでき、SSL を利

用した暗号化通信にも対応している。また、ログイン情報やユーザーの行った操作は全て

サーバのデータベースに記憶しており、プロジェクト管理者はリアルタイムにそれらの情

報を管理することができる。 

 

�プロジェクト管理に必要なコミュニケーション機能を完備 

ファイルの修正指示や変更内容等、ファイル単位で自由にコメントを付けることができ、

掲示板や会議室システム、伝言板システムを備えている。また、ファイル改定（新規アッ

プロード）やメール受信等、携帯電話へメール通知するプッシュ型通知機能も備えている。 

 

“コラボレーションシステム”の主要機能を表 6 に示す。 

 183



ユニバーサル工房はしま

グループウエア 
 

幸栄精機㈱ 
（金型製造他）

イーエスピー企画㈱ 
（電子教材開発他）

㈱山一建材 
（住宅設計/施工/販売） 

ネオジャパン㈱ 
（環境機器開発販売）

㈱ユタカ電子 
（ソフト開発）

ネットワーク研究会 

ユニバーサルデザイ

ンサポート研究会 

早稲田ロボット
バリアフリー機器「ドアー

スイング」開発研究会 

ロボット工作研究会 

介護支援システム バリアフリー住宅研究会 

岐阜地域情報「goen.jp」
サイト研究会 

：研究会代表 

㈲スクエアリンク 
（ネットソフト開発

販売） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

（有）マイクロエナジー中部 
（環境機器製造） イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

小型ガス化発電シス

テム研究会 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

図１．「ユニバーサル工房はしま」のインターネット“コラボレーションシステム”[2] 

（参加会社は 30 社あるが、研究会代表会社を抜粋して示した） 
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表 2．フォルダー一覧（プロジェクト別）[1] 

     
 

表３．フォルダー一覧（パーツ別）[1] 
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表４．フォルダー詳細情報[1] 
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表 5．受信状況の表示[1] 
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表 6．“コラボレーションシステム”の主要機能一覧[1] 

 
基本機能

１サーバあたりユーザ数 無制限（＊１）

ユーザ別のアクセス権限

１サーバあたりグループ数 無制限（＊１）
30グループを超える場合等は、複数システムの
導入を推奨

１サーバあたり導入可能システム
数

1～5程度
複数システムの導入によりプロジェクトの分割
管理が可能

セキュリティ機能

作成できるフォルダの数 無制限（＊１）

１フォルダに保存できるファイル
数

無制限（＊１）

ファイル単位に保存できる履歴数 100

アップロードファイルのファイル
サイズ

任意に設定可能 サーバ単位

分類 グループ、プロジェクト、フォルダ名称

付加属性
文字型項目：3項目、日付型項目：2項目、オー
ナー

その他 コメント記入、パスワードロック機能

名称
ファイル名（任意名称）,　ローカルファイル
名

検査項目
プロジェクト,　フォルダ,　承認,　オーナー,
工程,　作成アプリケーション,　登録日時

プレビュー機能 DXF,MI（＊２）,DOC,XLS,LZH,ZIP,JPG,PICT他

その他 コメント記入,　管理者による承認付与

掲示板システム（会議室） 。

メッセージングシステム（伝言
板）

。

コミュニケーション機能

ファイル管理機能

1.システム管理,　　2.プロジェクト管理者,　　　３．一般
ユーザ,　４．ゲストユーザ

１．パスワード認証,　　　　2．IPアドレスによる接続制限,
３．SSLによる暗号化（オプション）等

フォルダ属性

ファイル属性
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2.2 “コラボレーション”「ユニバーサル工房はしま」の活動事例 
      ＝リムロック／2000・2002・2003 の開発＝ 

 

この開発は、表 1・図 1 に示すように、㈱ユタカ電子製作所が中心となり、それに各社が 

“コラボレーション”「ユニバーサル工房はしま」のネット上で協業し、作り上げた製品であ

るリムロック／2000・2002・2003 の開発成果を述べる。 
 

リムロック 2000 シリーズは、脊髄損傷など車椅子を使用する人の自立補助を目的に開発

された製品である。開発が始まって、約 3 年目に商品化された。この商品は岐阜県の新産

業創出支援事業補助事業の補助を受けて開発が進められたものである。 

リムロックは障害者や高齢者が不便に感じるドアや窓の開け閉め、施錠や解錠をサポー

トする自動システムである。既設のドアや窓サッシ・引戸に取付け、リモコンで自動開閉、

施錠・解錠ができシステムである。ベットで寝たまま、リモコンで窓を開閉し風を通した

り、来客に対応したりでき、車椅子での外出時には掃出し窓から外へ出て、リモコンで施

錠、解錠することができる。また、手の届かない高窓にも便利なシステムである。 

リムロック 2000 は「窓の自動開閉、自動施錠・開錠」、2002 は「玄関・引戸の自動開閉、

自動施錠・開錠」、2003 は「スイングドアの自動開閉，自動施錠・開錠」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リムロック 2000＞ 

一般住宅の掃き出し窓、中窓、高窓、ビル

用窓など既に設置されているサッシにリモコ

ンサッシユニット「リムロック２０００」を

後付けすることにより、無線リモコンでサッ

シ（引き違い窓、引き違い戸）の開閉（この

場合外側障子を固定し、内側障子が開閉する）

及びクレセント錠の開閉を部屋の中や外より

操作する事を可能にする装置である。 
また、手の届かない高窓に設置することも

できる。標準タイプのリムロックは、「リモコ

ン」でも「手動」でも操作でき、あえてクレ

セント錠をリモコン操作のみの設定（手動不

可）にすれば、玄関引戸のピッキング、窓ガ

ラスを割って鍵を開け侵入してくる泥棒への

防犯対策や、老人の徘徊防止にも役立つもの

である。数時間の工事で簡単に取付けられる。

 

 

 

写真３．リムロックを取付けたサッシ[3]
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写真４．クレセント錠(窓鍵)[3] 

 

 

 

（基本性能） 

1・ID コードによる暗号化セキュリティー機能 

2・指詰め防止機能 

 

 

 

写真５．玄関引戸[3] 

写真６．掃出し窓（4 枚戸 2 枚両引き）[3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜リムロック 2002＞ 

マンションや集合住宅の玄関引戸、一般住

宅の玄関引戸、掃出し窓、中窓、高窓、ビル

窓などの既に設置されている引き違いサッシ

に後付けすることにより、部屋の内外からリ

モコンで玄関や窓の開閉および施錠/開錠を

遠隔操作できる自動開閉システム（リムロッ

ク 2002）である。（リムロック 2003 はスイン

グドア） 
電気錠はピン方式でクレセントが不要なた

め、クレセント錠を付けるよりも引戸の開口

部を 5～7cm 広く確保することができる。ま

た、リモコンは 1 台ごとに異なる ID コードを

持っており、セキュリティにおいても安心で

ある。 
 ブラシレスモーターと密閉減速機の採用で

静かな運転である。 
 
（基本性能） 

１・リムロックリモコンによる遠隔操作 

２・障害物検知で自動瞬時反転動作 

３・電気錠による自動施錠・開錠     

４・連装玄関引戸（3 枚、4 枚連装）にも対応 

５・停電時には手動開閉が可能 

 

（オプション） 

１・電話回線による遠隔からの窓の開閉施錠 

２・電気錠の内装 

３・停電時のバックアップバッテリー 

４・人検知センサー・安全センサー 
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写真７．玄関開き戸（スイングドア）[3]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜リムロック 2003＞ 

マンションや集合住宅、および一般

住宅の既に開設されている玄関開き

戸（スイングドア）に後付けするこ

とにより、部屋の内外からリモコン

で玄関の開閉、および施錠／開錠（ロ

ック装置）を連動で遠隔操作するこ

とができる装置である。 
 
 以上説明してきたように、リムロックは、住宅関係の窓やドア、引戸などの設計・施工

は、研究代表の㈱ユタカ電子製作所が新産業の開発補助金を受け、幸栄精機が部品製作の

ための方設計・製作、ユタカ電子製作所がコンピュータのソフト及び基板開発、を行うな

どで、各社が持ち味を出し合って協業を行い、製品に結びつけたのである。なおリムロッ

ク 2000 は、この製品の価値が認められ、2003 年度「G マーク」グッドデザイン賞を受賞し

た。このように、表 1 に示す「ユニバーサル工房はしま」の各研究会テーマは、良い製品

を輩出すべく各社の持ち味を生かした技術と知識を持ち寄り、推進されているのである。 

  

 上記の岐阜県などの援助とは、表 1 に示すように、岐阜県の産業育成のシステムの他に、

リムロック 2000・2003 などの商品は、岐阜県福祉局がモニターとして買い上げ、実験の場

を提供したこと、商品の PR に関しては、名古屋・東京の福祉展でブースを県予算で確保し

リムロックに提供するなどのさまざまな援助が有効に働いたことを付記しておく。 

 
3．コラボレーションシステムを使った「ユニバーサル工房はしま」の“ものづくり”まとめ 

 

幸栄精機の（コラボレーションシステムを核にした「ユニバーサル工房はしま」）の“もの

づくり”は、特に零細な中小が、自らの劣る分野を補完しながら、効率的にものづくりを行

うシステムとしては有効なものと考えられる。そして、事例でも述べたように、障害者や

高齢者が不便に感じるドアや窓の開け閉めに使われるリムロックの開発を行った。その他、

早稲田大学と協力してロボットの開発や、看護大学と協力して、住宅福祉や介護のサポー

トシステムなどの開発を行っている。 

幸栄精機は、以前にも述べたように、従業員 17 人の歴史の浅い小企業である。このよう

な企業が、社会の中で埋没せず、大企業と同等に業務をこなしていこうとすれば、多様な

技術と知識を持った企業と協力し、その総力で当るしかない。そのような意味で重要でパ

イオニア的な意義を感じる。さらに、その総力結集する手段として、インターネットの活

用である。このネット活用により、同じ企業内で他部署が協力しあうために打ち合わせを

持つよりは短時間に必要な情報を交換できる。そのための、ファイル管理やセキュリティ

管理も優れている。 
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現在、「ユニバーサル工房はしま」は、表 1 の研究テーマに見られるように、福祉・環境・

教育・ロボットなどの先端技術開発などに視点を集中しているように見える。そして、こ

の中から、会独自の技術・知識を結集させた、製品・商品を作り出し、有力な企業集団を

作る計画であろうが、「ユニバーサル工房はしま」が成功し存続するのかは、今後の活動を

見なければ判断できない。 

また、現在は入居企業の中にコーディネータ的役割を果たすだけの力量を持つ企業が複

数参加していることに支えられている面が大きい。ものづくりのソフト面ハード面を熟知

し、技術・人望とも厚い人材が、内部で調整役を買ってでてくれるおかげで、密度の濃い

連携が実現しているのである。 

以上のように、コラボレーション「ユニバーサル工房はしま」の“ものづくり”は、岐阜県

などの手厚い援助のもと、順調に成果を上げてきたが、今後は、このような援助に支えら

れている状態から脱皮し、一般の企業または一般人を対象に、“ものづくり”を行い、利益の

上がる体質作りができたとき、新たな段階に達したということができるのではないか。 

 

 

[1] 幸栄精機 H.P.：http://koei-seiki.com/ 

[2] ユニバーサル工房はしま H.P.：http://kobo-hashima.dyndns.org/fileman/index.php 

[3]  リムロック（株）：http://www.remlock.co.jp 
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3.1-（Ｍ）みづほ興業株式会社 

 

1. みづほ興業（株）発展の経過 

事業内容 
 
ウール、合繊、ニットなどの染色整理加工 
布、壁紙、マーキングフィルムへのデジタルプリント加工 
 
主な取引先 
 
いわなか株式会社、カワボウテキスチャード株式会社 
ササキセルム株式会社、柴田株式会社、鈴憲毛織株式会社 
瀧定大阪株式会社、瀧定名古屋株式会社、中外国島株式会社 
帝人テクロス株式会社、東海撚織株式会社 
日本エース株式会社、ファインテキスタイル株式会社 
渡六毛織株式会社、他 70 社 
 
 

会社概要 
 
社     名 みづほ興業株式会社 
所  在  地 愛知県尾西市起字与三ヶ巻 52－1 
創     業 昭和 26 年 8 月 
会 社 設 立 昭和 27 年 3 月 18 日 
代表取締役社長 水谷常夫 
資  本  金 3144 万円 
従 業 員 数 90 名 
売     上  
 
会社沿革 

 

1951 年 みづほ染色整理工場を創業 
1952 年 資本金 50 万円でみづほ興業株式会社を設立 
1953年 国際羊毛事務局より、「ネバーシュリンク加工」の 

許可番号 3708 を受ける 
1970年 中小企業庁長官より輸出振興大 19 回全国織物協議 

大会で賞状を受ける 
1973 年 資本金を 2300 万円に増資 
1985 年 立体自動車倉庫の配送センターを建設 
1988 年 資本金を 3144 万円に増資 
1996年 ジャパンテスタイルコンテスト 96 において、弊社、 

水谷英二の作品トルネード加工がグランプリを受賞 
2000年 ジャパンテスタイルコンテスト 2000 において、弊社、 

遠島博志の作品スーパーアーバンが審査員特別賞を受賞 
2000 年 JAPAN CREATION 2002 に出展、特殊加工品、 

デジタルプリント商品を展示 
2000年 山本寛斎さんによる創立 50 周年記念講演 

(テーマ「人間讃歌」)を開催 
2000年 ジャパンテスタイルコンテスト 2002 において、弊社、 

水谷英世の作品ﾍﾟｲﾝﾄｱｰﾊﾞﾝﾘﾌｧｲﾝが審査員特別賞を受賞 
2001年 JAPAN CREATION 2003 において、リファインゼブラ

加工など４点の特殊加工品が入選 
 

みづほ興業株式会社（以下みづほ興

業）は、1951 年 8 月、愛知県尾西市に

てみづほ染色整理工場として発足、翌

1952 年 3 月にみづほ興業株式会社と会

社として登録された。みずほ興業(株)が
創業される以前は、前会長と現会長が織

物業を営んでおり、製造した生地の染色

整理加工は外注に出していた。しかし現

会長が社長時代に、「染色整理も自社で

できるのではないか」と考え、染色整理

機を導入し染色整理業に参入、順次新規

設備を導入し、染色整理加工の企業とし

て形を整えていった。 
その後、染色整理加工専門の企業とし

て着実に事業展開を図ってきたが、現社

長が社長に就任するとともに、“ものま

ね商品”ではなく、自社のオリジナルな

ものづくりのさらなるステップアップ

のため、8 年前から高付加価値の商品づ

くり重点を置くようになった。 
そのような考えのもと、染色整理事業

で新たな新製品作りを行うとともに、

2001 年からデジタルプリント事業を開

始し、翌 2002 年には経営革新支援法の

承認を受けるとともに新しくデジタル

プリント事業部を立ち上げることにな

った。一方、工場の敷地内にはアンテナ

ショップを開設し、新しい事業分野へ積

極的な展開を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現社長の水谷常夫氏が、5 年前に社長に就任した時には、すでに繊維業界は厳しい時代に

突入していた。このため「今後はこれまでと同じ商品を作り続けても、海外から輸入され

る安い商品に価格競争で勝てず、発展もない」という危機感から、3 年・5 年・10 年先を見
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据え、これからこの会社がどのようにすればよいかということをまず考え、織物を通して

世界の人々の暮らしに寄与できる企業を目指し事業を進めている。 

厳しい環境の中で、1 時期社員リストラも行ったが、「社員のリストラを行うくらいなら、

この会社を閉めてしまったほうが良いと」という、社長の決意のもと、社員のリストラは

一切行わない企業づくりを推し進めるため、新たな商品開発を行い、雇用を増大し、厳し

い繊維業界の陥った不況から脱出することにした。その結果として出した結論が、従来か

ら行ってきた「染色整理事業の中で商品性の高い新商品を出すこと」と「デジタルプリン

ト事業の立ち上げ」であった。 

 

このように新商品・新規事業を積極的に推進するために、この大きな環境変化に対応で

きる優れた人材を育てる必要性が出てきた。「人材は最大の資産」という基本理念のもと、

新入社員の教育をはじめ、各種の通信教育・職場ごとの OJT・染色・コンピュータ・デザイ

ンを総合的に学べる繊維講座への派遣、また毎年 2～3 人をアジア・ヨーロッパへ送る海外

研修制度なども行うようになった。さらに最近では、社員を異業種交流会の勉強会に派遣

し、個々の能力開発を積極的に行っている。 

過去、みづほ興業では、熟練工の技術を基本として、自社内の規格のもとで素材の使い

方、機械の使用方法等、ものづくり全てにおいて、決った方法の委託加工が中心であった。

しかし、イタリアの企業から「自由にものづくりができる環境と、常に新しいものへ挑戦

する姿勢の重要性」を気付かせらたことをきっかけに、8 年前から「常に新しい“ものづく

り”への挑戦」をスローガンに掲げ、「失敗を恐れない自由なものづくり」を行い、その上で、

その商品の問題点に対し、社員一丸となって改良を加えていく開発環境を築き上げてきた。 

また、以前からオリジナリティのある商品を作っていたが、その多くが手作りであった

ため、大量生産することが難しく商品化できないものもたくさん有った。このため、確実

に商品化できる“ものづくり”を行うために、新商品を作るスタート時点から、デザイナー・

アパレル・織物業者との打合せを行い、「商品化される確率が高い商品づくり」と「デザイ

ナーのもとめる商品づくり」ができる企業へと変身させてきた。 

2． みづほ興業の“ものづくり”技術 

 

以上述べてきたように、同社を含め繊維業界は非常に厳しい環境にあり、消費指向の多

様化・個性化等に伴ない、小ロット・短サイクル・短納期の傾向が進み、生産効率の低下

に加え、燃料費の高騰等の要因も重なり、採算性の低い状況が続き、また中国繊維製品の

輸入増大等の影響を受け、受注加工量も減り、低加工賃が続いている状況にある。 

 そのような状況の中、新たな取り組みとして立ち上げた同社の「染色整理事業」と「デ

ジタルプリント事業」について以下で具体的に紹介していく。 
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2．1 染色整理事業 

  
図 1 に「羊毛」から「毛織工場」までの生産プロセスを示す。この中で、みずほ興業が

担当する工程は、「染色整理工場」である。つまり「染色整理工場」は、生産工程が長く、

数々のノウハウが蓄積されたプロセスで構成されている。 

染色整理事業では、他社とのコラボレーションや各種加工方法の組み合わせにより、他

では作れない商品作りをおこなっている。同社は現在委託加工 100％であるが、様々な地域

の生地やあるいは染色整理加工にマッチした新たな生地を、織物業者に逆に依頼して作成

してもらい、その新たな生地に同社のノウハウを用い、加工を施して新製品作りをおこな

っている。そしてそれらをデザイナーに提案することによって、新しい商品へと広げてい

くわけである。つまり、従来の、アパレル業者や取引業者などから指示に基づいて、契約

したものを従来技術で作るやり方から、自ら市場の状況を見ながら、同社独自の新たな商

品を提案し、自社技術の蓄積と、拡販と自社の発展を同時に狙う、積極的な企業に変身を

行ったのである。 

この新たな試みは、同社が以上述べてきたように自由にものづくりのできる環境をつく

り、自由な発想による商品づくりを優先させ、デザイナー・アパレル業者・取引企業など

への積極的なアプローチにより、個性的かつ確実に商品化できる商品を生み出した結果で

ある。 

代表的な新開発商品として、糸と糸の隙間を多くすることで繊維間に多くの空間をつく

り、軽くて風合いが良い「リファイン」、ムラ染めの「アーバン」、スレ感により古着感覚

を表現する「スーパーラスティック」、防縮処理と未処理との収縮差で柄を立体的に表現し

リファインの機能も合わせ持った「ラムール」、和紙や異素材を組み合わせた風合い加工な

ど、オリジナリティに富んだユニークな商品群[1]を開発している。写真 1 にそれらの一部

を示す。このような、新規に開発した商品は、主にアパレルメーカーに売り込むことが多

い。 

  

 

 

 

 

 

 

 アーバン スーパーラスティック 

写真１．みづほ興業の染色整理事業の商品（一部を抜粋） 

ラムール リファイン 
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図１．羊毛から毛織物になるまでの製造工程（みづほ興業社内資料） 
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 このような開発の結果、1996 年ジャパンテスタイルコンテスト 96 において、「トルネー

ド加工」がグランプリを受賞。2000 年ジャパンテスタイルコンテスト 2000 において、「ス

ーパーアーバン」が審査員特別賞を受賞、2002 年ジャパンテスタイルコンテスト 2002 にお

いて、「ペイントアーバンリファイン」が審査員特別賞を受賞、2003 年 JAPAN CREATION 

2003 において、リファインゼブラ加工など 4 点の特殊加工品が入選というような輝かしい

成果を上げてきた。 

実際に、日本はもとよりフランスやイタリアの著名なファッションデザイナーの生地と

して、みづほ興業の新たに開発した新製品が使われており、市場に根ざした独自の分野を

築くことができた（写真 2・3）。 

 

 

 
 写真２．デザイナーに採用された新製品１ 

 （みづほ興業社内資料）  

 

 

 

 
写真３．デザイナーに採用された新製品２ 
 （みづほ興業社内資料） 

2．2 デジタルプリント事業 

 

（1）デジタルテキスタイルプリント 

 
デジタルテキスタイルプリントとは、デジタル画像をパソコンに取り込み、さまざまな

画像処理を行って大型インクジェットプリンタにより、特殊な下処理をした天然繊維に捺

染プリントするもので、拡大、縮小、修正、色変化など自由におこなうことができ、クッ

ション、タペストリー、バッグ（写真 4）、衣料品（写真 4）などさまざまなものにプリン

トが可能である。 
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ポリエステルなど合繊素材へのインクジェットプリントについては、セーレン（株）が

有名である。しかし、毛織物や絹織物、綿織物など天然繊維へのデジタルプリントを手掛

けている会社は、みづほ興業（株）のみである。3 年前から開発し、同社が長年培ってきた

染色技術をもとに独自研究を通して、2002 年には天然繊維を素材としたインクジェットプ

リントの技術を確立することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッグ テーブルクロス 

＜デジタル捺染

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 に示すよ

んだ写真や、Ｃ

ジタル画像から

し、そのまま大

ーで捺染が可能

小、修正なども

ト工程をパソコ

ンから仕上げま

版が不要なため

きる。効率化・

急の注文など、

することができ

写真５はイン

る。 
 

 

写真４．デジタルテキスタイルプリントの商品 
 

 
（みづほ興業社内資料） 

ワンピース 

システム＞ 

うに、スキャナーで読み込

Ｄ－ＲＯＭ・ＭＯなどのデ

、デザインパターンを起こ

型インクジェットプリンタ

である。色変換や拡大・縮

自由におこなえる。プリン

ンで処理するため、デザイ

でが短納期でおこなえ、製

、小ロットの生産も早くで

迅速化を実現し、小口や至

顧客のニーズに素早く対応

る。 
クジェットプリンターであ
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図２．デジタル捺染のやり方
 

 
（みづほ興業社内資料） 



 

   

 

 

 

 

コニカ株式会社製  
Ｎａｓｓｅｎｇｅｒ ＫＳ－1600 
繊細で鮮明な高画質プリント 
１６７０万色のフルカラー 
幅１５５cm までの大型出力が可能 
 

 

 

 

 写真５．インクジェットプリンター 
（みづほ興業社内資料）  

＜主な仕様＞    

・ 従来のスクリーン捺染に必要な製版や色糊調合が不要。少量生産にも迅速かつ手軽に対

応可能。 

・ デジタル処理により、色変換はもとより、拡大・縮小やデザイン変更にも柔軟に対応。       

・ また版では不可能な微妙なグラデーションも可能。 

・ 双方向印捺方法の採用により、プリント速度が従来機種の 3 倍に向上。 

プリント幅は布地として実用的な 1600mm 幅を確保。 

・ 種類も豊富になり、安定した発色を約束する染料インク。コニカのファインケミカル技

術により優れた特性を発揮。 

 

 
表１．インクジェットプリンターの主な仕様 （みづほ興業社内資料） 

 
 

印字方式 インクジェット方式 

印字ヘッド ８ヘッド 

解像度 300X300ｄｐi 

最大プリント布幅 1,600mm(実印字幅 1,550mm) 

印捺方法 双方向 

濃淡８色仕様：６．７㎡／h 
プリント速度 

(１．５m 幅プリント時） 

再現可能色 1,670 万色、256 階調） 

サイズ 2,860（W)×728（D）×1,240（H）mm 

重量 280kg 

電源 AC100V,50／60Hz,350VA 

オプション 巻取り機  
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（2）デジタルプリント壁紙 

 
同社のプリント加工に使用される壁紙は、オリジ

ナルのプリント壁紙で、唯一防火認定（新要綱）を

クリアしている。また、データ入稿から完成まで最

短 3 日間でおこなうことができる。自作デザインや 

写真・ロゴマークの取り込み、色調・デザインの編

集もでき、オリジナリティあふれる壁紙を、必要な

ときに必要なだけ作ることができる。 

また、油性顔料インクと専用の発泡エンボス壁紙

により、優れた発光性を実現したほか、地球環境に

優しいオレフィン素材を使用している。 
 

 
＜オリジナル壁紙機「オリンパスＰＪ5400」＞ 

壁紙をプリントするオリジナルの壁紙機は、同社の技術

光学工業株式会社とリンテック株式会社により開発された

テリア」については、改定建築基準法に基づく新要綱で、

界で初めて「不燃材料」としての防火認定を取得した。ま

安全基準であるＳＶ規格に準拠している。 

 

印字速度  約 4 分／Ａ0 サイズ 

解像度   360ｄｐｉ・720ｄｐｉ 

印字幅   最大 1390mm 

インク   ブラック・シアン・マゼンタ 

イエローの 4 色 

 

 

 
写真７．オ 

（3）マーキングフィルムプリント 

 

店舗などのウィンド・フィルム（写真 8）やフロア・マー

車のラッピングフィルム、屋外のサインマーキングなどの

る。また、フイルムのプリント加工には、地球環境に優し

インクによる線画（写真 10）や、グラデーション表現をフ

した。 
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写真６．デジタルプリント壁紙施工例
 （みづほ興業社内資料）

的な提案をもとに、オリンパス 

。デジタルプリント紙「プリン 

デジタルプリント製としては業 

た、プリンテリアは国内の壁紙 

リジナル壁紙機「オリンパス PJ5400」 

（みづほ興業社内資料） 

キング・シャッターマーキング、

マーキングフィルムが作成でき

いオレフィン素材を使用し、白

イルムプリントで初めて可能に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真９．カー・マーキング 

（みづほ興業社内資料） 
写真８．ウインド・フィルム 

（みづほ興業社内資料） 
 

 

（みづほ興業社内資料） 
写真 10．ウィンド・フィルム 

ＷＩＮＣＯＳ（ウインコス） 

高機能ウインドー装飾用デジタルプリントシステム 

 

 ウインコスとは、リンテック㈱の機能性ウインド 

・フィルムとウインコス専用シートを使用し、ビジ

ュアルプリントを組み合わせた全く新しいインテリ

ア・エクステリアの製作システムである。特徴とし

て、これまで難しいとされてきた、白インクによる

線画やグラデーション表現が、初めて可能になった。 

また、紫外線カット効果・省エネ効果・ガラス飛散

防止効果を付与することも可能である。     

 

マタンスプリンターＭＳＰ36 

 Ｍａｔａｎ社製高速ワイドフォーマット熱転写 

プリンタ“ＭＳＰ36”は、高速・高品位・高耐候性 

と、高機能フル搭載のプリンタである。 

＜主な特徴＞ 

・60ｍ/時の高速プリント 

・耐水・耐候性に優れるプリント出力 

・塩ビシート・ターポリンなどへの直接プリント 

写真 11．Ｍａｔａｎ社製高速ワイドフォーマット 
熱転写プリンタ“ＭＳＰ３６” 

（みづほ興業社内資料） 

が可能 

・ラミネートなどのコーティング不要 

・400ｄｐｉの高解像度プリント 
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3．みづほ興業の“ものづくり”技術まとめ 

 

 みづほ興業（株）の“ものづくり”は、繊維業界の慢性的な不況の中、従業員の雇用を守る

ため、新たな商品開発に社運をかけ、経営資源を注力したことより得られたものである。 

 その“ものづくり”技術は、大きく「染色整理事業」と「デジタルプリント事業」の 2 つに

分けられる。「染色整理事業」では、従来の取引業者などから「言われたものを、指示通り

につくる」やり方から、デザイナー・アパレル・取引先などからの情報を得て、市場の要

求するものを掴み、その商品を織物メーカーなどと協力して作る、「独自の商品を出す」体

質に変えた。これにより、取引業者の指示によって物を作る「下請け」という体質から、

自らが市場に密着した商品を作り、その結果によっては商品の拡販→業績の向上が見込め

る「独立した企業」に変身したのである。このような活動の中で、1996 年ジャパンテスタ

イルコンテスト 96 において、「トルネード加工」がグランプリを受賞などの数々の受章、

そしてイタリアのファッションデザイナーに、みづほ興業（株）の商品が取り上げられる

などに見られるように、着実に成果をあげてきた。 

「デジタルプリント事業」は、同社の長く蓄積してきた「染色整理事業」の技術を基礎

に、市場性・発展性のある新たな分野の商品群である「デジタルテキスタイルプリント」、

「デジタルプリント壁紙」、「マーキングフィルムプリント」などをまったく新しく始めた

ものである。2001 年開始とまだ実績は少ないが、直接市場のユーザーの要求に沿ったもの・

将来爆発的に市場が増大する可能性を含んでおり、今後が期待される。 

みづほ興業（株）の“ものづくり”技術をまとめると、市場を見据えた商品開発の中で、

従来から持っている同社の固有技術に、新たな技術の蓄積を行い発展していく典型的な成

功形企業の形態ということができよう。 

 

4．その他 

 

 水谷社長には特にお願いして、みづほ興業㈱を今日まで発展させた、ご自身のお考えを

聞かせいただいたので、以下に載せて置く。  

 

＜水谷社長のお話し＞ 

 

当社発展の経過内より 

“ものまね商品”ではなく、自社のオリジナルなものづくりの更なるステップアップのため、

8 年前から高付加価値の商品に重点を置くようになった。当社は織物メーカーより委託され

加工するという立場であり、最初の頃は新しい物作りをする時は、織物メーカーより不良

反を買って、切り刻んで新しい商品作りを行っていたが、素材自体が毎年変化していくた

め、その時代にあった商品ができなかった。4～5 年前からやっと自社のために、その年に
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マッチした生地を織っていただける会社が見つかったので、現在のような時代にマッチし

た商品作りができるようになった。また、色々な高付加価値商品を作るには、加工する機

械から自社で考え、まず試作機として自社で手作りで、ベニヤ板・トタン・中古モーター

等の組合せにより、試験機を作り何度も手直しをして、高付加価値商品を作れる機械にし

てから、それにあった商品作りに励んだ。 

 

デジタルプリント（布に対してのインクジェットプリント）事業部では、事業部を立ち

上げる 2 年前から、全国他産地（桐生・米沢・北陸・栃尾・滋賀・岡山・京都・大阪・浜

松・和歌山・等）を土曜日・日曜日のたびに出かけて行き、自分の目・耳で色々な情報を

入手した結果、デジタル部門にチャレンジしてみようと思うようになった。最初から多額

の設備投資はできないので、事務機用のコンピュータとエプソンのプリンタを使用して、

ウール・麻・綿等の布を A4 サイズにカットし、下処理用の薬品を何種類か試験して、天然

繊維へのインクジェット用薬品を作り上げた。しかし、完成するまでは繊維の毛くず等が

インクの吐出部分に詰まったり、紙だとスムーズに送られていくが、布で尚且つ薬品を付

けてあると布送りがスムーズにいかなかったことや、糸屑や薬品などの影響でプリンタ機 2

台が修理不能になったが、4～5 ヶ月で布にインクがにじまなく綺麗にプリントさせること

に成功し、精機の大型インクジェットプリント機を購入できる様になった。 

 

今後も自分達の考えで、自分達の手で特殊加工する機械を作り、他では出来ない商品、

海外に本場イタリアに販売していける高付加価値商品創りに邁進して行きます。 

 

 

[1] みづほ興業（株）Ｈ．Ｐ．：http://www.mizuhokogyo.co.jp/ 
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3.1-（Ｎ）株式会社ユタカ電子製作所 

 

1．（株）ユタカ電子製作所発展の経過 

 
会社概要 

社     名 株式会社 ユタカ電子製作所 
所  在  地 羽島市舟橋町出須賀 2 丁目 75 番地 
創     業 1983 年 4 月 
会 社 設 立 1985 年 4 月 
代表取締役社長 青野 豊 
資  本  金 1000 万円 
従 業 員 数 8 名 
 
 

事業内容 

・航空機の翼に使用するチタンを曲げる制御機器 

・コンピュータシステム応用電子機器・計測機器 

・トンネル工事の際に落盤を防ぐスチール型の設計 

・メカトロニクス関連機器のソフトウエア・ハードウエアの

開発・設計・製作、汎用パソコン用アプリケーションの製

作など 

・ソフトウエア・ハードウエアの複合的なシステムの技術開

発など 

 

 

主要取引先 

 トヨタ自動車、デンソー、アイシン、川崎重工業、三菱重

工業、テイジン、他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電
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株式会社ユタカ電子製作所（以下ユタカ

子）は、社長が測定機器プリンタの社員

あった時、取り引きのあった自動車メー

ーの担当課長に独立を勧められ、198
にソフトウェアが専門の現専務と共に

社を設立した。 
ユタカ電子は、今日特に発展が著しい、

ンピュータのソフトウエア・ハードウエ

の複合的なシステム化を得意とする新

企業である。また従業員８名の小企業で

るため、ユタカ電子の経営は、量産をし

くてもよい分野、従来誰もが手を出さな

った分野・革新的な分野で、顧客の要求

あれば、要求に合わせて多面的に対応す

というものである。特に今日の「日の出

業」といわれる環境・福祉・エネルギー・

業などが将来性があると考えており、こ

ような分野への積極的な取組みを行っ

いる。 

 

具体的にユタカ電子が過去手がけてきた事業は、航空機の翼に使用する「チタンをプレ

成形する計測技術」（チタンのプレス成形時、プレス時の反力を計測しながら徐々に圧力

かけ形状変化をさせる技術）、「トンネル工事の際に落盤を防ぐスチール型の設計」、以下

事例として示す、「無人化建設機械の制御システム」・「航空機用油圧サーボ制御システム」

開発、ゲーム機「スポーツフィッシング」・福祉機器「リムロック」の開発・製作等々で

る。このようにユタカ電子の事業は多様であり、コンピュータを使った応用電子機器・

測機器・メカトロニクス関連機器のソフトウエア・ハードウエア、製品の開発・設計・

作が業務である。これらをまとめると、さまざまなソフトウエア・ハードウエアの複合

なシステム製品の開発・製作が主要業務ということができよう。 

特にユタカ電子を特徴付ける中核技術は、遠隔制御技術と計測技術であり、それらを情

技術と融合し、活かす形で製品化したのが、後に述べる「無人化建設機械の制御システ

」・「航空機用油圧サーボ制御システム」、福祉機器「リムロック」である。 
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以上のような技術を持つユタカ電子は、IT ネットワークを活用した新たな製品開発にも

力を入れている。取引先 20 社程度との間で専用回線（ コラボレーションファイル共有シ

ステム）を結び、ファイル共有システムにより同時に作業を進めたり、電話で話をしなが

ら共同作業や打ち合わせをするなどの、企業間でコラボレーション的な製品開発をおこな

っている。その代表的な製品例として、岐阜県の創造技術助成金を活用して、リモコンで

窓の開閉や施錠ができる遠隔操作福祉機器「リムロック」がある。 

「リムロック」の開発は、数年前、青野社長の友人が交通事故にあい、車椅子生活にな

ったのがきっかけで、テレビのリモコンを改造して、自動で窓の開閉ができる機械を開発

した。最初は口コミ受注で、特注品のみ製造販売していたが、福祉や住宅関連の展示会や

情報誌などに出展・発表したところ、引き合いが殺到したため、現在一般市場向けの商品

化ということで市販している。 

これらは、ユタカ電子の遠隔制御技術と計測技術を最大限に活かし、また自社内に無い

技術は IT ネットワークを活用して他社へ依頼し、企業間コラボレーションを有効に活用す

ることで、効率的で今までに無い発想の新製品の開発を実現したのである。青野社長がい

う「中小企業にとって、独創的な技術力と、多くのチャンネル・異業種との交流を持つこ

とが、今後最も必要なことだ」は、まさに「リムロック」の開発とその成功が立証してい

る。 

以上、ユタカ電子は、現在の情報化社会への変転という大きな波の中で、遠隔制御技術

と計測技術を基に、常に情報分野、福祉分野など社会的価値の創造を目指し、従来の企業

形態とは全く異質の、IT ネットワークを活用した、より高度な人間関係を求める組織作り

を行なっている。そのユタカ電子が手がけた「無人化建設機械の制御技術」・「航空機用油

圧サーボシステム」・「ゲーム機スポーツフィッシング」・「福祉機器リムロック 2003」の製

品例を説明しながら、ユタカ電子製作所“ものづくり技術”について以下に考察してみる。 

 

2. ユタカ電子の“ものづくり”技術 

 

2.1 ユタカ電子の製品例 

 

(1)無人化建設機械の制御技術 

無人化建設機械は、人間が立ち入れない危険な作業現場で遠隔操作による建設機械（ブ

ルドーザ、油圧ショベルなど）で作業を行うもので、オペレーターは、作業状況を確認す

るために、建設機械に搭載されたカメラや、建設機械のお互いの位置関係を把握するため

に配備した移動カメラの画像情報を頼りに、安全な場所から建設機械の遠隔操作を行もの

である。 

ユタカ電子の技術は、無人化建設機械が、安全且つ迅速な施工を行うための、システム

制御が中心である。つまり、人工衛星を用いた GPS により、無人化機械の位置と高さを計
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測し、あらかじめプログラムされたコンピュータの指示を無線で与え、遠隔操作により、

各油圧サーボバルブの制御を行い、適切に作業が自律的に行われるようにする、新たなタ

イプの無人化建設機械である。 

従来は、1 つの無人重機に 1 人のオペレーターを必要としていたのが、無人重機の GPS

計測を基にした自律制御によって、1 人のオペレーターが複数台の無人重機を遠隔施工管理

することができ、省人化の実現と大幅な人件費のコストダウンを行うことができるのであ

る。そして、施工場所から遠く（2Ｋｍ）離れたコントロールルームで遠隔操作を行うため、

危険地域での工事が可能になるなどの大きな効果もある（写真 1）。 

 

写真１．無人化建設機械油圧ショベル[1] 

無人化による運搬 遠隔制御情報画面 

中央管理室 無人化による積込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような新たな無人化建設機械の制御技術の特徴をまとめるなら以下のようになる[2]。 

 

�施工場所から約 2Km 離れたコントロールルームにて超遠隔操作が可能 

�安全で快適な作業環境を実現し、女性や高齢者が容易に働くことができる 

�VR 技術を駆使し、臨場感を持った遠隔操作により有人作業と同等の作業効率が得られる 

�通信中継車を中心に、半径 1Km におよぶ工事車両遠隔制御を実現する 

�遠隔計測システムによる、リアルタイムな施工管理を行い出来形・出来高管理が可能 
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�車両双方向制御システムにより、重機トラブルを防止し、安定した遠隔操作が可能 

�衛星通信を用いたグローバルマルチメディアにより、コントロールルームにおける工事集

中管理が可能 

 このような「無人化建設システム概要図」[2]を図 1 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．無人化建設システム概要図[2] 
   

 

 

 

写

(2)航空機用油圧サーボ制御システム 

  ここでは、ユタカ電子が関係した、H－

ⅡA ロケットのフェアリングの制御技術

について述べる。 
フェアリングとは、ロケット打ち上げ時

に、衛星を風圧・高熱・振動からガードす

る保護カバーであり、大気圏外に出るとフ

ェアリングは不要になるため、本体から分

離される。このときも加速中のロケットに

衝突しないように、フェアリングは先端部

から開頭し、バネとロケットの推進力で、

左右に分かれるように設計されている（写

真 2・3）。 
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真 2．H-2A ロケットの打ち上げ［3］ 



 ユタカ電子の技術は、フェアリングの内側からの圧力制御に関するもので、フェアリン

グがロケットなどに衝突することなく、うまく開かせるための制御に関する技術である（図

2）。 

 図 2 に示すように、ロケット先端のフェアリング部の上部で、内側より圧力をかけ、フ

ェアリングを開かせ、その後にロケットから切り離すわけである。このように、地上より

遠く離れた場所での、高い信頼性が要求される遠隔制御技術をユタカ電子は担ったのであ

る。 

直分離機構

曲分離機構

ヒンｼﾞ

圧力

 

写真 3．フェアリングが開いたイメージ図［4］

 図２．ロケット先端のフェアリング部 

 

(3)ゲーム機「スポーツフィッシング」 

ユタカ電子が開発し、㈱セガエンタープライゼスへ製品として販売したゲーム機につい

て説明する。この商品は釣りのリアルな手ごたえと、29 インチモニターテレビの迫力の映

像で、実際に釣りを楽しむと同様な、臨場感あふれる釣りの醍醐味を実際に体感できる、

実践派フィッシングシミュレーションゲームである。釣るポイントは船上の釣りや岩場、

渓流釣りなど 16 ヶ所、アタックする魚は鯛やブリ・鯖、鮎やイワナなど 24 種類、その他

季節・水質・水温・時間などと、それぞれを魚の生態に沿ったデータがゲーム機のコンピ

ュータの中に入れられており、プレーする場合は、これらの要因が組み合わされ、さまざ

まな条件下でゲームすることになり、現実の釣りとよく似た臨場感あふれる釣り楽しむこ

とができる。 

プレーは、どのようなランクで釣りをするのか「クラス」が選ばれゲームが開始する。

そしてまずねらったポイントへと釣り糸を降ろす。そうすると、画面が 3 次元グラフィッ

クスの水中視点に切り替わる。そしてプレーヤーは、コンピュータによりインプットされ
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た、さまざまな魚が釣れた時の、「魚信」を感覚的に確認し、プレーが始まる。そして、「無

理な竿さばき」をすれば、「バラシやブッシュ等に根がかりが発生」し、魚を逃がしてしま

う。このような、さまざまなテクニックを利用して、魚を吊り上げるまでの、魚との駆け

引きの面白さを、このゲーム機で味わうことができるもので、ユタカ電子が作ったヒット

商品である（この商品のブロック図を、図 4 に示す）。 

このゲーム機は、ユタカ電子で試作後、あるゲームセンターに持ち込み、実際にゲーム

センターに遊びに来た顧客の反響をみた。そのゲームセンターの店長が、「5 万円／日の売

上があれば、ゲームセンターに置いても良い」といわれ、試行したら約 8 万円／日の売上

があり、「即日設置が決まった」などの逸話などが有るゲーム機である。その後このゲーム

機は、大手のゲームメーカー（㈱セガエンタープライズ）より引き合いがあり、最初の 500

台を 15 万円のロイヤリティで契約した。そして、しばらく継続した後、最終的に 7500 万

円でそのゲームメーカーに権利を譲渡したということである。 

図 3 に「スポーツフィッシング機」の初期のイメージ図を、写真 4．実際の「スポーツフ

ィッシング機」の写真を示した。 
 
 

 
 

 

 

 

写真 4．実際の「スポーツフィッシング機」 図 3．「スポーツフィッシング機」 

      初期のイメージ図 
（出所：ユタカ社内資料） 
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・ビデオプリンタで合成写真
・スーパーインポーズやビデオ
　キャプチャで効果画と合成させる
・魚信はヒット映像とタイミングを合
　わせて合成
・リール裁きによってヒット信号を
　発生させる
・GAME　OVER画面で終了させ
　サウンドを切り替える

コイン投入

ゲーム開始

鯉釣り
浮き

渓流釣り
ルアー

鮎釣り
友釣り

クラス選択

アドパタイズ

３
２

１

３
２

１

３ ３３

３３３

３
２

１

魚信発生

２
１

２
１

２
１

２
１

２
１

２
１

糸切れ バラシ 障害物

鮎取り込み 渓流魚
取り込み

鯉取り込み

鮎取り込み　鵜が鮎を捕らえる瞬間
鯉取り込み
渓流　アマゴ、いわな、鱒の取り込み
釣り場の風景、いろいろ
魚の釣果
魚のバラシ
熊、鹿などが現れる映像
仕掛けを投入する瞬間映像
FM音源によるサウンド

残り時間表示

漁果発表
（釣り上がった魚）

無理な竿裁きをすれば糸切れ、バラシ、ブシュ等に掛かる根がかり等も発生させる

魚信信号はCPUから乱数で発生

サウンド開始

セリフ（釣り人のセリフ）

図４．「スポーツフィッシング」のブロック図 
（出所：ユタカ社内資料） 
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(4) 福祉機器「リムロック 2003」 

「リムロック」は、身障者用の「窓やドアの開閉」や「自動開錠・施錠」など、身障者

用の補助装置である。この「リムロック」は、ユタカ電子が開発製造し、リムロック（株）

が販売を行っている。なお、この「リムロック」の開発製造に関しては、幸栄精機（株）

など「コラボレーション“ユニバーサル工房はしま”」のメンバーも参加・協力している。こ

こでは、スイングドアに取り付ける「リムロック 2003」を取り上げ説明する。 

 

＜「リムロック 2003」の概要＞ 

リムロック 2003 

（出所：ユタカ社内での現物写真） 
写真５．リムロック 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リムロック 2003」は、冒頭でも述べた

ように、青野社長の発案により考え出され

た製品で、障害者の目線で必要な機能を考

えなければという社長の思いから開発され

た商品である。これは「車いすの人が、1 人

で楽に外出ができる」という機能と、「セキ

ュリティが万全で、外からでも遠隔操作で、

開錠・施錠（ロック）ができる」という機

能を併せ持った、玄関扉用自動開閉装置で

ある。 
「リムロック 2003」のリモコンは、赤外

線ではなく、ガラスを通過する無線リモコ

ンを採用しているため、遠隔地での扉の開

錠・施錠（ロック）が可能である。その他、

リモコンを風呂場に持っていけるなどの、

さまざまな利便性を持たせた障害者の立場

に立った設計が行われている。（写真５は、
 

この装置は、マンションや集合住宅、および一般住宅の既に開設されている玄関のスイ

ングドアに後付けする装置である。本体は、制御ボックス・電波受信ユニット・モーター

減速機・扉開閉装置等をベースフレームに装着し、カバーで覆った一体型構造になってい

る。スイングドアの開閉方向により、「押し開き」と「引き開き」、および「右勝手」と「左

勝手」があり、スイングドアとドア枠との関係で、レバースライド式とレバーリンク式が

ある。付属の操作用無線リモコンにより開け閉め、開錠・施錠（ロック）を行う。また、

オプションとして、呼気センサー（息を吹くとドアの開・閉等を行う）、音声による環境制

御機能やインターフェイス（人感センサー・タッチスイッチ・マットスイッチ）なども準

備されていて、使用者のニーズに合わせ設計が可能である。 

「リムロック 2003」を取り付けた状態）。 
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＜構造＞ 

 「リムロック 2003」の構造は、引き戸を動かすモータおよび減速機と、モータを制御す

るコントロールボックス、リモコン制御用回路基板、受信アンテナ、モータの回転運動を

往復直線運動に変えるベルト、引き戸を吊下げるあるいはリンク金具とコロ、レールから

なっており、これらが引き戸上部のエンジンボックス内に組み込まれている。 

 人や車を検地するセンサ（設けた場合）は、玄関近くに設けられ、検地センサーからの

信号で自動開閉をする。リモコンの場合は、リモコン送信機で、離れた場所から開閉操作

を行う。 

 動力および開閉信号の流れを図 5 に示す。 

マイコン制御
コントロールボックス

モータ減速機 歯付ベルト

レール、ハンガー

検知スイッチ

補助センサ
（ビームスイッチ）

受信ユニット

マイコンドア本体 ドア

送信リモコン

電源

AC100V

通行体

バッテリー

24V

 
 図５．「リムロック 2003」の動力・開閉信号の流れ 
 （出所：ユタカ社内資料） 
 

＜コントロールボックス＞ 

コントロールボックス（写真 6）は、

受電部・モーター駆動電源部制御回路部

からなり、『リムロック 2003』の運転制

御はすべてこのコントロールボックス

によって行われる。すなわち、電源ユニ

ット部により商用 AC100V 50/60Hz か

ら制御用直流電圧に変換され、扉の開

閉・施錠/解錠などは、制御部のマイコ

ンにより運転制御が行われる。また、停

電時対応用のバッテリ電源の追加も可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：ユタカ社内での現物写真） 
写真 6．リムロック内蔵のコントロールボックス  
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 図 6 は、「コントロールボックス」の正面図であり、どのスイッチで何を調整するかを示

している。ここに示すように、「ドアの閉速度スイッチ」など多くの操作条件を、身障者の

事情に合わせて変更できるようになっている。  

 

閉速度調整スイッチ

低速速度調整スイッチ

開速度調整スイッチ

ティーチングストローク選択スイッ

ブレーキ力調整スイッ
チ

モード切替スイッチ
（S1 S2）

半開スイッチ　（自動、固定、半開
幅）

トルク調整スイッチ

開放時間及び開方向切替スイッ
チ

検知スイッチ　（SS,SBによる反転時）　動作表示
灯

電源表示灯（異常時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図６．「コントロールボックス」の正面図と各機能  

（出所：ユタカ社内資料）  

＜電波受信ユニット＞ 

電波受信ユニットはリモコンより発信される電波を受信して、制御マイコンに伝達され

る。リモコンからの暗号コードを解析して『リムロック 2003』の自・他を判別し、コード

の照合を行って動作を決定する。 

 

＜ドライブユニット（モーター減速機）＞ 

ドライブユニットはブラシレス DC モーターを使用し、減速機はアルミダイキャスト製で

ある。密閉度が高く低騒音で、高い耐久性を持っている。 

 

＜扉開閉装置（回転軸・開閉機構）＞ 

扉開閉装置は減速機プーリ部には付きベルトをかみ合わせた、回転軸に固定したレバー

を、スイングドアに取り付けたガイドレール内を移動させるか、または、リンクレバーの

先端をスイングドアに取り付け、リンクの屈伸により扉を開ける装置である。扉を閉める

ときは、ドアクローザにより最適な速度に調節することができる。 
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＜施錠装置＞ 

 

 

 

 

 

ン

に

的

室

を
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に
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し

て
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施錠装置は電池（単 3×4 本）動作のカ 
ヌキ方式。ドアのリモコンの「開」操作

連動して開錠され、ドアが閉まれば自動

に施錠される。室内側では解除ボタン、

外側ではテンキーの暗証番号でロック

解除すると、ドアを手動で開閉する 

 

 

とができる。（写真７） 室内部用 カバー内部ボタン

キー 
室外部用 

写真７．施錠装置 （出所：ユタカ社内での現物写真） 

リモコン＞ 

リモコンはマウス形で持ちやすく、開/閉 2 ボタン式簡易防水構造である（写真 8）。水中

落とした場合には、浮くように設計されている（長時間は不可）。発信電波は 300MHz 帯

微弱無線電波を使用していため、電波申請の必要が無い。電波の到達距離は 15～20m 程

である。信号電波はリモコン毎に異なった ID コードを用いて、セキュリティに万全を期

ている。また、電源には電気店等で容易に手に入る 3V ボタン電池（CR-2032）を使用し

いる（写真 8）。また、手での操作が不自由な身障者のために、前にも述べた口にくわえ

く圧力によって操作する「呼気リモコン」も準備されている（写真 9）。 

 

（出所：ユタカ社内で撮影） 
写真 8．リモコン（一般型） 

（出所：ユタカ社内で撮影） 
写真 9．呼気リモコン 
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3．ユタカ電子の“ものづくり”技術まとめ 

  

 ユタカ電子の“ものづくり”技術をまとめると、以下の 3 つに集約される。 

① 顧客指向の、多面的で小回りの利く企業体質を持っていることである。つまり、「チタ

ンのプレス成形する計測技術」、「トンネル落盤防止のスチール型の設計」、「無人化建設

機械の制御システム」、「航空機用油圧サーボ制御システム（H-2A ロケット）」、ゲーム

機・「スポーツフィッシング」・福祉機器「リムロック」の開発・製作など、全く互いに

関係のない分野であっても、顧客の要求があればそれらを開発し製品化する能力を有す

る企業である 

② 高信頼性を要求される「無人化建設機械の制御システム」、「航空機用油圧サーボ制御シ

ステム（H-2A ロケット）」などに代表されるように、ユタカ電子の特徴とする「遠隔制

御技術」と「計測技術」で高度な技術を有し、顧客の要求に答えていること、信用を得

て地盤を築いていることである 

③ 「リムロック」など、社会に役立ち注目を集めしかも尊敬される、福祉機器の開発を手

がけ、今後とも積極的に取り込もうとしていることである。 

 

このようなことより、ユタカ電子より我々が学ぶことは、「徹底した顧客指向の企業」を

作ること、「専門分野で他社に負けない技術を育てる」こと、「社会に役立ち注目を集めし

かも尊敬される企業を目指さなくてはいけない」ということであろう。ユタカ電子のよう

な 8 人の従業員の企業で、このような社会的にも存在感のある企業で居るためには、この

ような優れた経営戦略と、高い技術力を持った人々の専門集団である必要があり、そのよ

うな企業であるときにのみ、存在し得るということではないか。 

 

4．ユタカ電子 青野社長より新たな企業を興す人への提言 

 

 青野社長は、「独立は、取り引きのあった自動車メーカーの担当課長に、独立を勧められ

たことがきっかけであったが、その課長よりその後 2 年にわたって、仕事をもらった。そ

の間に、市場を開拓し企業として 1 人立ちすることができたわけである。このように、仕

事の当てがなくて、いきなり企業を立ち上げること、独立することはは難しい。独立に当

たっては、路線をある程度敷いて置くことが必要ではないか」ということであった。また、

「事業をやっていると結構多くの人が助けてくれる。銀行からの情報は役に立つものが多

く有難かった」などであった。 

 また“ものづくり”について、「一般のものでは価格差があり中国に勝てない。今後、ベト

ナムも出てくるだろう。結局メガコンペティションの時代なのである。企業は特異な技術

を持つしかない。そのような企業を育てなくてはいけない」などが提言であった。 
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5．ユタカ電子、青野社長よりよりの官学への要望 

 

 同じく、青野社長より以下の 2 つの要望が出された。 

① 新たな商品を開発する場合の、国や地方自治体の援助や、資金調達情報や手順を教えて

ほしい 

② 知的所有権をどのように守るか、自社の特許侵害への対応をどのようにすればよいか援

助してほしい 

 

 

[1](株)フジタ HP：http://www2.fujita.co.jp/topic/teleearth.html 

[2]五洋建設(株)HP：http://www.penta-ocean.co.jp/news/new_description/mujinseko/image001.gif 

[3]計測に関する知識 HP：http://www.orixrentec.co.jp/tmsite/know/know_rocket61.html  

[4］宇宙開発事業団 HP：http://www.nasda.go.jp/projects/rockets/h2a/dvp/faring/index_j.html 
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3.2 中部地域「IT を活用した中小“ものづくり”生産技術」のまとめ 

 

3.2.1 “ものづくり”生産技術の集約結果 

 

各社の集約結果を、表 3.2.1-1（1／2、2／2）にまとめた。まとめは、「全体の傾向」と

「オンリーワン技術（特徴とする技術）」があるかという点と、“ものづくり”技術として

「顧客獲得」、「顧客との情報のやり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・技能」、「品質管理他」

に区分して、その特徴を解析した。また、表 3.2.1-2 には、調査した企業より、特に説明

を受けたものに○印を付け、その内容を羅列した。以下にそのまとめを示す。以前に示し

た「ものづくり生産技術概念図」と、上記区分との関係は、以下に示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾚｲ切削

板金：プレス成形性解析
樹脂：流動解析・ヒケやソリ解析

作業性/組付性解析

ロボット・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、ライン検討

デザイン

設計

評価

型設計／製作

工程編成

設備設計／製作

生産

２D－
CAD

３D－
CAD クレイ

CAD

CAE

CAE

CAD CAM

DA

DF

効果的な生産

品質管理

ｽｹｯﾁ/ｱｲﾃﾞｨｱ/意匠

面・ソリッドCAD

強度・振動・衝突・・・・

トヨタ生産方式、他

プレス金型製作、
樹脂金型製作

DA：デジタル・アセンブル
DF：デジタル・ファクトリー

開
発

生
産
化

④CAE

⑤設備

⑥技術・技能

⑦品質管理他

＜「まとめ」の区分＞

①オンリーワン技術

②顧客獲得

③顧客との情報のやり取り

図 3.2.１ものづくり構成要素の前後の関係 
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つまり、「オンリーワン技術（特徴とする技術）」、「顧客獲得」、「顧客との情報のやり取

り」はものづくりの結果またはその適用を表す指標として、「CAE」、「設備」、「技術・技能」、

「品質管理他」は、ものづくりに直接かかわるものとして区分した。そして、またこのよ

うな区分で、第２章で述べ各社のものづくりの特徴を効果的に示し、しかも内容を全て網

羅することができたのでこのような区分にしたのである。 

 

①各社の「オンリーワン技術（特徴とする技術）」について 

その結果、まず今回取り上げた、中部中小“ものづくり”優秀企業は、「全ての企業が、

どこにも負けない「オンリーワン技術」を待ち、他社との差別化を図りつつ、その技術を

育て、企業の存続を図っていることがわかった。そして、全ての企業が重点としているこ

とは、「設備」・「技術・技能」への投資であり、表 3.2-1（1／2、2／2）に示すこの 3 つの

区分には、各社より説明があった。つまり、今回調査した企業は、優れた「設備」への積

極的な投資を行い、かつ「技術・技能」を熱心に育てている。これは、“ものづくり”企

業として存続し繁栄していくためには、何らかの他社にない設備、技術・技能を持ち、そ

れを生かし育てる経営が必要であることを示している。 

たとえば、3.1 節に示した調査企業、ダイニチ、ナガセインテグレックス、日晃オートメ、

丸順、みづほ興業、各社の調査報告書の巻末に示した創業者および現在の経営者の体験談・

苦労話などからは、いかに努力して自社独自の技術を作り上げ、下請けのような経営から

脱して、安定して成長する企業作りを行ってきたかが理解できるのである。つまり、優秀

なものづくり企業であるかどうかの 1 つの判定基準は、価値ある「オンリーワン技術」が

有るかどうかである。 

 

②「顧客獲得」について 

「顧客獲得」に関しては、「多品種少量生産や、ニッチな商品の受注により、価格競争か

ら無縁の顧客獲得」の考え方で、安定経営を行っている企業（鍋屋バイテック㈱、㈱ダイ

ニチ）。景気に左右されやすく、企業としての立場の弱い「下請企業から、技術開発主導の

提案型企業への企業変革」し、デザイナーやアパレル業者、その他へ開発した商品を売り

込み発展を遂げている企業（みづほ興業）など、さまざまな工夫や努力が見られた。また、

日晃オートメのように、農業・食品などまったく新たな顧客に、独自のＦＡ化や低コスト

化を提案し成長した企業、ユタカ電子のフィッシングゲーム機や、Ｈ-ⅡＡのフェアリング

の開発など、従来無かったような製品・商品をもとに、新たな顧客を開発するたくましい

企業も見られた。またインターネットを利用し、ホームページの拡充を図るとともに、顧

客とのやり取りの中で、商品を販売する IT 化の寵児のような企業（ダイニチ、ナベヤ）も

見られた。 

ただ、「顧客獲得」に関しては、14 社中 8社は、積極的な説明があり、残り 6社について

は、こちらが特に希望しなかったこともあるが、聞くことができなかった。そのため、こ
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れら“ものづくり”優良企業全体としての「顧客獲得のための戦略」が、どのようなもの

かは判断できないが、もし従来と同じように、限られた取引先に対する営業活動を主体と

しているのであれば、上記８社で示されたような新たな「顧客獲得の戦略」を立て、活動

することが必要であろう。 

 

③「顧客との情報のやり取り」について 

 ここでは、上述の「顧客獲得」とも関係するが、本調査が「IT 技術を活用した“ものづ

くり生産技術」ということもあり、インターネットを通じて「顧客との情報のやり取り」

について特に述べる。 

上でも述べたが、まずナベヤの「インターネットを通じて顧客の 3D-CAD データに対し最

適を提案」する方法である。なお、ナベヤのシステムは、さらに「治具データを顧客はイ

ンターネットを通じてダウンロード」することができ、また「顧客は治具パーツをインタ

ーネットを通じて購入」することができるというものである。その他は、ダイニチ、鍋屋

バイテックの「HP（ホームページ）に、自社製品や技術の詳細な掲載と、顧客要求に対す

る製品の提案などである。また、徳田工業の「顧客（メーカー）との高速回線を使ったデ

ータ・図面の授受」のやり方などの報告を受けた。 

これら各社は、インターネットを通じて「顧客との情報のやり取り」により、大きな成

果を上げているものであり、今後各社とも各社独自の、顧客要求をうまく捉え、製品を提

供するための「顧客情報システムの構築」を行う必要がある。 

 

④「CAE」について 

「CAE」に関して説明を受けた企業は、㈱ナベヤ、㈱丸順、丸三工業㈱の 3 社であった。

丸順の「金型の成形性・バンパーの衝突・生産組付のシミュレーション技術」は、自動車

業界では最近の一般的な技術である。しかし、ナベヤの「治具の組み付け性、剛性の評価」

システム、丸三工業の「鋳物湯流れシミュレーション」は、独自で開発した、他社に決定

的な優位性を決定付けた、独自技術である。つまり、ナベヤの「CAE」は、顧客が治具を設

計するときに、短時間で最もよい治具を提案するツールであり、ユーザーが治具設計のた

めに、従来膨大な時間と工数をかけ、しかも最適な治具を選んだかどうかわからない状況

であったものを、解消する画期的な技術である。 

また丸三工業の「CAE」は、鋳物製造に不可欠な砂型が、適切か（品質不良を起こさない

か）をコンピュータ上で瞬時に評価するものであり、丸三工業ではこの技術を使い、約 1300

個の型の再設計を行い、溶けた青銅の湯口を数箇所に固定し自動化を行った。このことよ

り、不良率の向上などによる、コストダウンをもたらしたのみならず、高温で危険な塵埃

の多い劣悪な鋳物の作業環境内から作業者を開放することができた。このような、技術は

おそらく鋳物業界始まって以来の画期的技術であり、丸三工業の業界での優位性を決定付

けた技術であろう。 
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このように「CAE」の適用は、職場に革命的な革新をもたらすが、今回の調査では、14 社

中 3 社の説明をうけたのみである。今後“ものづくり”の一層の発展のためには、「CAE」

の有用性の理解を深めるとともに、普及のための援助活動を積極的に行う必要があると考

えられる。 

 

⑤「設備」について 

「設備」に関しては、上でも述べたように「設備」で他社に差を付け、他社でできない

製品を作り上げることで、他社製品に対す競争力を付けようとする企業が多く、設備に関

しては、積極的な投資を行っていた。 

しかし、高額な機械を購入することは、設備償却費の負担が増すわけであり、そのよう

な観点から見るならば、鍋屋バイテック㈱の、購入した中古または自社の旧設備を自社内

で改造し、自社の必要とする設備を作り出す方法が注目に値する。この方法を取れば、新

品を購入した場合に比べ、10 分の 1 程度の価格で、仕上げることが可能で、しかも自社の

製品を作り出す設備に関する技術力を高めることができるわけである。 

今回の調査では、徳田工業と航空会社間の高速回線・情報ネットワークや、幸栄精機の

企業間のインターネットを通じた企業間の情報・技術の共有、企業間で共同した商品、製

品の開発などがＩＴ化時代に出現した新たな展開であろう。少ない投資で効率的な開発、

短期間開発、自社のみではできないさまざまな製品への取り組みなどの利点も多く、この

ような試みを積極的に行っていく必要がある。 

 

⑥「技術・技能」について 

まず技能であるが、今回の調査の特徴として、大垣精工、小森精機、ダイニチ、丸順、

徳田工業など金型設計製作や金属切削・プレス品メーカーに見られるように、最新鋭の工

作機械や、他社に無い付帯装置を持つなど設備的な特質と、それに併せて社員の技能を向

上させ、他社との差別化を図るという戦略が見られた。この技能については、大垣精工の

「いくら精密な工作機械を使っても人間の技能にはかなわない。最後の 10％は人間の手で

仕上げるもの」という意見に代表される考えである。このように、多くの企業において、

“ものづくり”の社員の技能を積極的に育成し、それを他社との差別化のために使ってい

ることがわかった。 

以下は技術についてであるが、日晃オートメ、みづほ興業、ユタカ電子などの、顧客に

さまざまな商品・製品を提案しながら、自社の技術を磨き育てて行くタイプが見られた。

みづほ興業はもともと、アパレル業者や取引業者の指示に従い、ものをつくる下請けであ

ったが、繊維不況を期に、同社が培ってきた技術を基礎に、さまざまな商品を開発する技

術開発企業に変身した。 

技術の 2 番目は、製品の基礎研究を充実させ、製品に応用するタイプで、ナガセインテ

グレックスの「案内運動機構」・「極低振動モーター」・「フルオートバランシングシステム」
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を基にした超精密の工作機械、ダイセンの発泡樹脂成形技術を基にした、発泡樹脂成形機

の設計・製造、プラントの設計・製造などはこれに当たる。 

その他、ナベヤ、丸三工業の「CAE」を使った技術や、幸栄精機や徳田工業の、インター

ネットを使った企業間のコラボレイトの進め方、高速回線・情報ネットワークなどの技術

もあるが、これは上記「CAE」や「設備」の欄で述べたので省略する。 

このように、各社さまざまな技術・技能を持つが、今回取り上げた企業は、いずれかひ

とつ以上の、これはという注目すべき技術を持っていることがわかる。 

 

⑦「品質管理他」について 

 今回の調査では、従来から言われる品質管理の中からは、ISO9000・14000 シリーズを取

得し、品質管理の展開を行っている企業が 3 社見られた。その他は大垣精工、ダイニチ、

ナガセインテグレックス、鍋屋バイテックなどの従業員の意識の高揚・活性化などのため

の、社内運動であった。 

ISO9000・14000 のような、良い品質を作り出すための仕組みづくりはもちろん必要であ

る。さらに、従業員にいかにやる気を起こさせ、多くの成果を上げ、業績に反映させるこ

とができるかが企業にとって重要であるため、これらの企業はこのようなことに積極的に

取り組んでいた。 

 

その他、各社からの「官学への希望」を、その結果を表 3.2.1-1、表 3.2.1-2 の右端に示

した。このような希望があることを明記するとともに、官民連携した対応を希望する。
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（特徴とする技術）

超精密金型の製作技術

セラミック用精密金型

精密プレス品

金属以外のへの適用可

プーリー生産世界No1

ﾏｲｽﾀｰ制度、他

多種多様な顧客
要求に翌日納入

多品種少量生産
（1000個以上の大
量生産は断る）

7 日晃オートメ(株)

自動制御、NC
装置電装、製造
ライン電装、ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀによる生
産管理ｼｽﾃﾑ、
他

養鶏管理など農業・食品
分野など新たな顧客に対
し、独自のFA工場の設計・
施工をもとに、効率的・低
コスト化を提案し

6
鍋屋バイテック

(株)

プーリー、カッ
プリング、プッシ
ング、オペレー
ショナル・エレメ
ンツ、特殊ね
じ、他

助成金の申請
の申し込み受付
から、締め切り
までが短すぎる

「案内運動機構」、「極低振動モー
ター」、「ﾌﾙｵｰﾄﾊﾞﾗﾝｼﾝグｼｽﾃﾑ」など
の超精密工作機械製作のための他
社の追従を許さない独自技術

旧設備や中古設
備のＮＣ化を自社
で行い、設備投資
額を抑える

自社の自動化ライ
ンは自前で製作
新たな分野でＦＡ
工場の開発。エッ
グセンサー、給水
センサー、無線
LANなど独自の設
備を開発

自社で設備のＮＣ
化を行う技術

ISO9001、14001
の取得

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｧｸﾄﾘの考
え方（人の感性を
磨く）、他

高精度の工作
機械を作ってい
るが、切削した
製品精度を測
定する測定機
の開発への援

(株)ナガセイン
テグレックス

工作機械・鍛圧
機械製造販売、
他

超精密加工平面研削盤（3
軸で0.01μｍの分解能）な
ど、超精密加工能力を
持った工作機械製造技術

2 大垣精工(株) 超精密金型を使ったプレ
ス品（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸのﾃﾞｰﾀ読
み取り部品、他）

精密・超精密金
型、排ガス用ハ
ニカム（セラミッ
ク）金型

5

超精密機械部品・金型部
品製作技術（加工精度
0.002mm、穴加工精度
φ0.05±0.0025ｍｍ）

4

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じて、顧客の３
D-CADデータを基に、CAE計
算で求めた最適治具を提案

ジグ構築システム（最適ジ
グを選出するシステム）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ（治具な
ど必要なﾃﾞｰﾀを即時取り
出せるようにした）

自動制御、マイコ
ン、FA化、無線
LANなどの高い専
門技術

在庫管理の徹底
と即納化

ニッチな製品の受
注により、価格競
争から無縁の顧
客獲得の考え

多種多様な最新
鋭機械・NC設備
と、それを使いこ
なす熟練職人の
育成

熟練作業者の積
極的な育成（最後
の10％は人間の
手で仕上げるも
の。この10％で他
社に差を付ける）

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・特殊ねじで品
質・価格競争力を持たせる

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ上でワー
クにﾜｰｸと治具の
組付け性評価

コンピュータ上で
治具の剛性評価

デジタルﾃﾞｰﾀｼｽ
ﾃﾑ（治具・ノウハ
ウ、他をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
化し必要なときに
取り出せるようにし
た）

思わず働きたくな
るような職場作り
（YES I CAN運
動）

最新鋭工作機械
の積極的な導入

インターネットと口
コミが中心

治具ﾃﾞｰﾀは顧客がｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
を通じてﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ化可能

顧客はｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じて注
文・購入

CNC画像処理ｼｽ
ﾃﾑ（光学測定技
術とｺﾝﾋﾟｭｰﾀによ
る高精度測定機）

最新鋭工作機械
の積極的な購入。
ダイヤモンド砥石
の自社開発など
設備の独自化

治具、バイス、
鋳造部品、他

(株)ナベヤ1

3

機械部品、金型
部品、治具・
ゲージ製作設
計、工業用刃
物、その他

(株)ダイニチ

小穴・深穴･
ホーニング加
工、NC複合加
工

小穴（φ0.02mmから）・深
穴（φ0.1mmで2.5mm、
φ32mmで2mまで）･ホーニ
ング加工技術、NC複合加
工技術

(株)小森精機 　

全ての治具のﾃﾞｰ
ﾀﾍﾞｰｽ化と、最適
治具を提案する
「ジグ構築システ
ム」

旧設備や中古設備の自社
でのNC化

顧客CADデー
タの自社での
CAM化への援
助

ﾅｶﾞｾ・ｳｪｲ（顧客
指向の経営理念）

従業員100人程度
と少数精鋭の考え
方

HPで自社製
品の紹介。顧
客要求に対
す製品提
案。インター
ネットを通じ
て注文対応

ISO9002取得

No
設備 技術・技能 品質管理他

製品・商品
オンリーワン技術

顧客獲得
官学への希望顧客との情報

のやり取り

HPで自社技
術の紹介。顧
客要求に対
す製品提
案。インター
ネットを通じ
て注文対応

パソコンによる受
注製品進捗管理
表による管理

ものづくりへの
「夢」を社員に持
ち続けてほしい、
「楽しむために働
く」などの経営思
想

外国企業の情
報入手・受注交
渉・取引契約な
どへの積極的な
援助

日本に1～2台し
かない設備も付属
設備込みで購入
（他社に無い設備
を持つ）

熟練作業者の積
極的な育成（20°
傾け１μの精度の
切削技術）

ものづくりの技術

CAE会社名

項目

表 3.2.1-1 調査結果の集約（1／2） 
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（特徴とする技術）

鉛レス青銅技術

最新鋭工作機械
情報ネットﾜｰｸ
拡大への援助

国・地方の援助
の情報や申込
み手順の指導

特許侵害への
対応の指導

小取鍋傾斜方式
で湯液（溶融金
属）のムダ削減

生産状態をﾘｱﾙﾀ
ｲﾑに管理する、
製造管理システム

最適なソフト・シ
ステムなどの選
定への援助

発泡サイロで発泡→熟成サイロで熟
成→･･･の発泡樹脂自動成形技術

「生産管理ｼｽﾃﾑ」「成形機管理ｼｽﾃ
ﾑ」「送粒管理ｼｽﾃﾑ」「用役監視ｼｽﾃ
ﾑ」で構成されるプラント設計技術、他

劣悪な鋳物職場
の自動化・無人化

インターネットを通じてのファイル管
理・技術の共有、セキュリティ管理な
どの技術

他社にない特異
な技術をもとに積
極的な顧客開発

人との信頼関係・
つながり中心

遠隔制御技術や
計測技術を持つ
技術者の集団

染色整理事業自社のノウハウと織物
業者への新たな生地の依頼、デザイ
ナーやアパレル業者への提案

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、ｱﾊﾟﾚﾙ
業者や取引業者
への積極的な提
案（下請け企業か
ら、提案型企業へ
の変身）

ﾒｰｶｰに提案して作ったなど各種ﾌﾟﾘﾝ
ﾀｰによる種々の素材へのﾌﾟﾘﾝﾄ

幸栄精機などと、リムロックの開発でｺ
ﾗﾎﾞﾚｲﾄ事業

ｿﾌﾄ・ﾊｰﾄﾞの複合
的なシステム開
発、その他

ウール・合繊・ニッ
トなどへの染色整
理加工

布・壁紙・他へのﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙﾌﾟﾘﾝﾄ加工

遠隔制御技術と計測技術
の製品（無人化建設機械、
H-ⅡAのフェアリング制御
システム、リムロック、フィッ
シングゲーム機など）新た
な商品の開発提案

自社開発のオリジナル商
品の、デザイナーやアパレ
ル業者への提案

天然繊維にﾌﾟﾘﾝﾄを行うこ
とができる唯一のﾒｰｶｰ

ﾒｶﾄﾛ関連ｿﾌﾄ･ﾊｰ
ﾄﾞ開発・設計・製作

13

14

みづほ興業(株)

(株)ユタカ電子
製作所

航空機ﾒｰｶｰと徳
田工業、徳田工
業内での高速回
線・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

航空機メーカー、
自動車メーカー、
部品メーカーなど
との共同開発

金型の成形ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ、ﾊﾞﾝﾊﾟｰ
ﾋﾞｰﾑ衝突ｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝ、生産組立ｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ、他

３０００トン大型トラ
ンスファープレス
購入など自社独
自の設備への積
極投資

鋳物湯流れｼｭﾐ
ﾚｰｼｮﾝ技術（この
技術を基に、湯口
を6箇所とした「6
点注入方式」の開
発）

高速回線を
使った顧客
（メーカー）
とのデータ・
図面の授受

No

(株)丸順8

精密プレス、大型
金型設計・製作、
ロール成形品製
造、治具・検査具
の設計・製作、他

製品・商品

ダイセン(株)

幸栄精機(株)

徳田工業(株)11

12

実大模型、風洞実験用模
型、ﾏｽﾀｰﾓﾃﾞﾙ、木型な
ど、高精度の製作

機器制御用ソフト
ウエアの開発
発泡成形自動成
形機設計・製造、
同金型の製造、同
工場プラント設計・
施工、発泡樹脂成
形品製造

丸三工業(株)

実大模型、風洞実
験用模型、ﾏｽﾀｰﾓ
ﾃﾞﾙ、各種治工具、
木型、石膏型、樹
脂型、金型、CAD
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ、NCﾃﾞｰﾀ

9

鋳物工程の無人自動化ラ
インの設計・施工

鋳物湯液流れｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
技術、湯口設定技術

10

世界有数の大型金型設
計・製作メーカー

エンジン部品など従来切
削加工していたものをプレ
ス加工化、その他

ホンダ技研などと
の共同技術開発、
他

鉛の入ってない青
銅技術

大型金型設計と
CAEの融合技術

エンジン部品のプ
レス化、メンバー
などのロール成形
化などの技術

高速形状加工機・
横軸５軸ﾌﾟﾛﾌｧｲﾗ
などのﾊｲﾃｸ機器
と職人技による高
精度の製作加工
技術

鉛レス規制に関
し企業にかかる
負担への援助

素形材開発へ
の学の充実

自動車ｴﾝｼﾞﾝ部
品、電機関連部
品、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ関
連部品、自転車部
品、住宅関連部品

インターネット他を活用し
て、企業間の技術・情報の
共有し、１社で出来ない製
品を作り上げるコラボレイ
ト・システム

岐阜県の援助で
東京・大阪の福祉
展への参加

上記技術を基にしたNC
ﾃﾞｰﾀ作成技術

日本にある発泡樹脂成形
機をつくる４社の内の1社

世界中で発泡樹脂成形機
のプラント・施工を行う4社
の内の1社

青銅バルブ・コック
他の鋳造製造

オンリーワン技術
顧客獲得

ものづくりの技術
品質管理

他
官学への希望

ISO9001
取得

顧客との情報
のやり取り CAE 設備 技術・技能

中小への援助
施策について、
もっとわかるよう
にPRをしてほし
い

会社名

項目

 

表 3.2.1-1 調査結果の集約（2／2） 
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○：特に説明を受けたもの

（特徴とする技術）
1 (株)ナベヤ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 大垣精工(株) ○ ○ ○ ○
3 (株)小森精機 ○ ○ ○ ○
4 (株)ダイニチ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 (株)ﾅｶﾞｾｲﾝﾃｸﾞﾚｯｸｽ ○ ○ ○ ○
6 鍋屋バイテック(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 日晃オートメ(株) ○ ○ ○
8 (株)丸順 ○ ○ ○ ○ ○
9 丸三工業(株) ○ ○ ○ ○

10 ダイセン(株) ○ ○ ○ ○
11 徳田工業(株) ○ ○ ○ ○ ○
12 幸栄精機(株) ○ ○ ○ ○
13 みづほ興業(株) ○ ○ ○ ○
14 (株)ﾕﾀｶ電子製作所 ○ ○ ○ ○

技術・技能 品質管理他

ものづくりの技術
オンリーワン技術

顧客獲得
顧客との情
報のやり取り

CAE 設備会社名

項目

 
 

　　全ての企業が、どこにも負けないオンリーワン技術を持ち、それを育て企業の存続を図っている。

　　そのために、優れた設備への投資と、技術・技能を育てていることが特徴である

・鍋屋バイテック・ダイニチ：多品種少量生産、ニッチな商品の受注により、価格競争から無縁の

顧客獲得の考え

・みづほ興業：下請企業から、技術開発主導の提案型企業への企業変革

・ダイニチ・ナベヤ：インターネットを通じての売り込み、サービス

・ユタカ電子：顧客との信頼関係から仕事を得る

・幸栄精機・ユタカ電子：岐阜県の東京・大阪の展示会出品への援助

・ナベヤ：インターネットを通じて、顧客の３D－CADデータを基に、CAEで計算した最適治具の提案

　　　　　　顧客は、治具データをインターネットを通じダウンロード化可能

　　　　　　顧客は、インターネットを通じて、注文・購入

・ダイニチ・鍋屋バイテック：HPで自社技術の紹介。顧客要求に対す製品提案。インターネットを

　　　　　　通じて注文対応

・徳田工業：高速回線を使った顧客（メーカー）とのデータ・図面の授受

・ナベヤ：ジグシステムによる最適治具の設定

・丸三：鋳物湯液流れのシミュレーション技術と最適湯口設定ｼｽﾃﾑ

＜顧客獲得＞

＜CAE＞（他社との決定的な差別化を図る）

＜顧客獲得・顧客との情報のやり取り＞

＜顧客との情報のやり取り＞

 
 

 

 

表 3.2.1-2 調査結果のまとめ 
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　①最新鋭の設備に、熟練者を育成し他者に負けない技術を持つ

・ダイニチ：日本に数台しかない機械を、付属品を付けて買う。熟練者の設備運転・仕上げ

・大垣精工、徳田工業：最新鋭の機械を持ち、それを熟練者が運転・仕上げ

・丸順：衝突試験設備、3000トントランスファープレスなど

・丸順・徳田工業：自動車メーカー・航空機メーカーとの共同開発

　②自動制御、や無線LANなどITを使った他社との技術の差別化

・日晃オートメ：自動制御やマイコン、無線LANを使った養鶏場のFA化など

・ユタカ電子：遠隔制御技術や計測技術を使った、無人化建設機械・H-2Aのﾌｧｲﾘﾝｸﾞ制御など

・幸栄精密：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じてのﾌｧｲﾙ管理、技術の共有、ｾｷｭﾘﾃｨ管理など企業間ｺﾗﾎﾞﾚｲﾄの技術

　③設備投資を少なくするためと自社の固有技術を高めるため、NC化・自動ライン化は自社で行う

・鍋屋バイテック：設備のNC化、ラインの自動化は全て自社で行う

　①技術

・小森精機：ダイヤモンド砥石を自社開発と、熟練技能者の設備運転・仕上げ

・ﾅｶﾞｾｲﾝﾃｸﾞﾚﾚｯｸｽ：「案内運動機構」などの技術開発により、超精密加工研削盤の開発

・みづほ興業：織物業者と共同開発で、新たな生地のデザイナー・アパレル業者への提案

・丸順：大型金型設計・製作、エンジン部品など切削品のプレス化技術、他

・ダイセン：日本に４社しかない発泡樹脂成形機ﾒｰｶｰ、ﾌﾟﾗﾝﾄ設計・施工を行う世界で4社の内の1社

　②技能

・大垣精工：熟練作業者の積極的な育成（最後の10％は人間の手で仕上げるもの）

・小森精工：ワークを20°傾け１μの精度

・小森精工・鍋屋バイテック・ダイセン：ISO9000シリーズ取得

・大垣精工：思わず働きたくなる職場つくり（YES I CAN　運動）　

・ダイニチ：ものづくりへ「夢」を持ち続けてほしい。「楽しむために働くなどの思想」

・鍋屋バイテック：ｶﾞｰﾃﾞﾝファクトリーの考え方（人の感性を磨く）、他

＜設備＞

＜技術・技能＞（他社を凌駕する自社技術の開発とその技術の製品への反映）

＜品質管理他＞

 

 

3.2.2 “ものづくり”の特徴と問題点 

  

図 3.2.2-1 に「ものづくり構成要素の前後の関係」を示した。これは 3.2.1 節で示した

ように“ものづくり”技術を構成する要素として区分した、「顧客獲得」、「顧客との情報の

やり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・技能」、「品質管理他」に「オンリーワン技術」を加え、

図 3.2.2-1 に示す前後の関係を付けたものである。このように図示すれば、「オンリーワン

技術」つまりその企業のアウト・プット（＝製品）を構成するものとして「CAE」、「設備」、

「技術･技能」、「品質管理他」があり、「顧客獲得」などの販売する方法の手段として「顧
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客との情報のやり取り」などが、うまく重なり合って商品の売れ行きが決まってくる。そ

れらを示すと図 3.2.2-1 の形となる。つまり、優れた「オンリーワン技術」を育てるとと

もに、それらをいかに売るかも含めた IT 化が企業には求められているのである。 

また 3.2.1 節で述べたように、今回調査した企業は、表 3.2.1-2 で示したように、全て

の企業が「オンリーワン技術」を持ち、また全ての企業が「設備」、「技術・技能」を重点

として特徴を持っていることがわかった。つまり、中部地域の「中小ものづくり生産技術」

は「設備」、「技術・技能」に支えられた「オンリーワン技術」を持っていることに特徴が

ある。 

 

  
       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

第 2 章では、自動車の事例を示し、“ものづくり”生産技術は、1995 年以降 CAE を中心

としたやり方で、飛躍的に効率化を図られたことを示した。今回の調査では、CAE を積極的

に活用し、大きな成果を上げた企業は「ナベヤ」や「丸三工業」などしかなく、その意味

で、今回調査した企業は、IT 化という点から見れば、まだ成長の余地があるということが

いえるのではないか。 

CAE の活用は、第 2章でも述べたように、また「ナベヤ」や「丸三工業」の事例でも述べ

たように、開発期間・開発工数・開発費用などの大幅な低減をもたらし、しかも製品の品

質を向上させるなど飛躍的な改善をもたらす。しかし業種別、メーカー別のオリジナルな

CAE の開発が必要であり、時間と費用を必要とするが、他社との差別化が可能である。今後

の“ものづくり”生産技術の進展のためにも CAE の活用は大切なことと考える。 

 

また、「顧客との情報のやり取り」や「品質管理他」については、調査で報告を受けなか

った企業も数社みられた。顧客要求を積極的に集め、顧客の要求にマッチした製品を提案

図 3.2.2-1 ものづくり構成要素の前後の関係 

顧客獲得  オンリーﾜﾝ

  技術  

CAE 設備 技術・技能  品質管理、他  

顧客との

情 報 の

やり取り 
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するシステム作りは、どの企業にとっても不可欠であり、今後のこの分野での展開が重要

なものとなろう。 

 

「品質管理他」については、大垣精工、ダイニチ、鍋屋バイテックなどの従業員活性化

の活動が見られた。人間は一般的に積極的な意識を持つ場合と、そうでない場合では、結

果に大きな差が出ることが知られている[1]ため、このような従業員の活性化についても積

極的な取り組みが必要である。 

 

 

[1]進藤勝美（1978），「ホーソンリサーチ人間関係論」，産業能率短大出版部 他 
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第 4 章 中部地域「IT を活用した中小“ものづくり”生産技術」の支援について 

 

 第 3 章では,、「中部地域中小“ものづくり”生産技術の調査」結果を報告した。その中

で、今回調査した企業は、いずれも各企業とも独自の「オンリーワン技術」を持っている

ことがわかった。それは、「設備」や「技術・技能」に重点を置いたもので成り立っている

こともわかった。そしてまた、「CAE」や「品質管理他」の取り組みを、今後行うことによ

って、さらに一層“ものづくり”生産技術が向上するのではないかということもわかった。 

 また、顧客の要求を収集し、その要求に沿ったものを出すという「顧客との情報のやり

取り」などや、さまざまな方法による「顧客獲得」への取り組も、“ものづくり”生産技術

を生かすためには不可欠である。なぜなら、いくら高度な技術を開発しても、顧客にとっ

て役に立つ技術・売れる製品に活用できる技術でなければ、無駄なものになってしまうか

らである。そのような、「顧客獲得」への取り組みを行っている企業も多く見られたが、さ

らに一層の努力が必要であることもわかった。 

 以上の結果を受け、第 4 章 4.1 節で、中小ものづくり生産技術活性化のための「支援の

方向」について述べ、4.2 節では現在行われている「国・県・関連機関の主な支援」につい

て載せておく。 

 

4.1 支援の方向 

 

 図 4.1-1 の上部に示す「中小ものづくり生産技術のモデル」は、上記第 3 章に示した調

査結果をもとに作り上げたものである。そして図 4.1-1 の下部には、国・県・関連機関な

ど「支援組織」および「大学」の支援活動（案）を示した。 

 図 4.1-1 の上部に示す「中小ものづくり生産技術のモデル」は、「基本姿勢」、「顧客獲得」、

「顧客との情報のやり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・技能」、「品質管理他」の分類別に、

ものづくり企業の、理想像を書き出したものである。図 4.1-1 の下側に示した、「国・県・

関連機関、大学の支援活動（案）」は、経済産業局や岐阜県など公的支援組織、ブイ・アー

ル・テクノセンター、ソフトピア・ジャパンなどの支援事業団体と、大学がいかにして「中

小ものづくり生産技術」を支援していくかを示したものである。 

 

これからの社会は、企業、上記のような支援組織、大学などが連携しながら、いかにし

て社会としての効率的な仕組みを作り上げるかが重要な課題となろう。支援組織にしても、

企業を「お客様」と認識し、いかにして限られた資源（ヒト・モノ・カネ）で、大きな価

値のある成果を生み出せることが課題であろう。また大学にしても、社会的に大きな価値

を生み出すことができるかどうかは、支援組織と同じである。個々の企業は、さまざまな

課題を持っており、一様的な方策を出しても、それで解決できない場合も多くあるのでは

ないか。中小の企業が、顧客の要求を捉え、それに一致した製品を提供し、売り上げを伸
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ばしていくように、支援組織や大学にしても、顧客（中小ものづくり企業）にジャストフ

ィットした支援活動・人材育成を行う必要があるのではないか。 

 

図 4.1-2 に「ものづくり生産技術の向上（人材の活用）との視点からの特性要因図」を

示した。たとえば大学にしても、研究論文の数を競うことが大学の目的ではなく、社会の

中でいかに価値の大きな役割を果たすかである。たとえば授業についても、CAE や CAD・CAM、

HP 作成など企業が必要としているものを、カリキュラムに組み入れるとか、企業での実習

などを通じて、企業の必要とするソフトの開発などを手がけることや、品質管理トヨタ生

産方式の実習などを通じて、企業の必要とする、即戦力となる学生の育成を図ることが必

要ではないか。 
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支援組織；経済産業局や岐阜県などの支援組織、ブイ・アール・テクノセンター、ソフトピアジャパンなどの支援事業団体など

HP作成や、ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ技術に熟達した人
材の育成

顧客情報を捉え、自
社の製品を提案する
企業事例紹介
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した
顧客との情報交換の
方法の指導・支援
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した
顧客との情報交換の
方法の指導・協力

企業と連携した基礎
研究の推進、製品へ
の応用協力

品質管理導入指導
や活動の宣教活動
企画・支援
活性化運動の事例
紹介、宣教活動支
援・援助。企業間の
品質管理活動の指
導・協力、導入支援
など
品質管理やトヨタ生
産方式など即戦力と
なる人材の育成

CAEの活用事例紹
介、有用性の宣教活
動、支援・援助

CAE作成への技術
指導・協力

さまざまな企業の技
術戦略・事例紹介な
どの企画・支援
自社技術向上のため
の研究機関・大学な
どの紹介、支援
企業の技術開発・技
術蓄積への指導・協
力

自社技術での設備
改造・自動化などへ
の支援活動、資金援
情報ネットワーク化な
どIT化への技術援
助・指導、資金援助
情報ネットワーク化な
どIT化への技術指
導・協力

CAE作成への技術
支援・指導、資金援
助

設備設計・製作に関
する基礎学力を持っ
た人材の育成

経営戦略のアドバイ
ス・コンサルティング

支
援
組
織

大
学

CAE作成できる人材
の育成

さまざまな成功企業
の戦略・事例紹介な
どの企画・支援
企業間交流会・訪問
調査会などの企画・
支援
さまざまな成功企業
の戦略・事例紹介な
どの調査・発表

さまざまな成功企業
の顧客戦略・事例紹
介などの企画・支援

さまざまな成功企業
の顧客戦略・事例紹
介などの調査・発表

＜中小ものづくり生産技術モデル＞

①どこにも負け
　ないオンリー
　ワン技術を
　持つこと
②「設備」、「技
　術・技能」は
　他社に負け
　ないものが
　必要

①多品種少量生産、
　ニッチな商品の企
　画による価格競争
　無縁のものづくり
②下請けから、提案
　企業への変革
③新たな分野で、
　新たな商品を提案
　し顧客獲得
④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実
 　など顧客獲得の仕
　組みづくり

①ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる
 　シ ミュレーショ
　ンを使った最適
　設計

①最新鋭の設備､
 他社にない設備を
　持つ
②中古や旧設備の
　自社での改造によ
　る安価な設備作り
③情報ﾈｯﾄﾜｰｸや
　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使った
　企業間情報・技術
　の共有など

①従業員の技能の
　積極的な育成
②顧客に提案でき
　る独自技術の積
　極的な育成
③自社製品に活用
　できる基礎技術の
　育成

①品質管理の導
　入など良い製
　品を作り出すた
　めの仕組みづくり
②働く人のやる気
　を起こさせる各種
　の運動

＜国・県・関連機関、大学の支援活動（案）＞

①顧客要求をうま
　く捉える仕組み
②顧客要求に
　マッチした製品
　を提案し受注
　する仕組み

基本姿勢 品質管理、他顧客獲得 CAE 設備 技術・技能
顧客との情報の
やり取り

 
 

 図４.1-1 「中小ものづくり生産技術のモデル」と「支援組織・大学の支援活動」 
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ものづくり生産技術の向上
　（人材の活用）

労働力アップ・知識の活用 企業間の連携

情報の共有

インターネット

コラボレート開発

品質管理・トヨタ生産方式

転職者の活用

休職者の活用

大学生の活用

大学院生

学部生

退職者の活用

設備の改造・自動化

女性

支援組織・大学

大学

企業での実習

カリキュラム見直し

国家機関

支援組織

地方機関 公的研究機関

ブイ・アール・テクノセンター

ソフトピア

岐阜県

CAE

CAE CAD・CAM

HP作成

CAD・CAM
HP作成

CAE CAD・CAM
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経済産業局

他県

ソフト開発
品質管理・トヨタ生産方式

 

図４.1-2 「ものづくり生産技術の向上（人材の活用）」との視点からの特性要因図 
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4.2 ものづくりのための国・県・関連機関の支援策 

 我が国の中小企業がグローバル化した現在の厳しい経済環境の中を乗り越えるためには、

確固たる独自技術を持つことと、ＩＴ化の推進が必要である。このため、国では都道府県

や関係機関等と協力し、実用化のための技術開発やＩＴ活用による業務の効率化、販路開

拓などに取り組む中小企業のために、 

技術開発に対する支援、 

技術研修・技術相談、 

新事業創出促進法による支援 

ＩＴ革命への対応 

といった多種の支援を行っている。 

 

4.2.1 技術開発に対する支援 

   中小企業の新たな事業化を支援するため、創造的な技術開発や、大学・研究機関と

の産学官連携による実用化研究開発に対して、開発費の一部補助、委託開発の推進、

研究設備投資への低融資、及び、特許料の軽減といった支援を行っている。 

                 表 4.2-1 技術開発に対する支援 

項 目 名  称 内    容 金額・期間 

補助金・ 

委託費等 

 

創造技術研究開

発事業 

 

新製品，新技術に関して中小企業等自ら行

う研究開発に要する経費の一部を補助す

る。 

100～4,500 万円
１／２補助 
１年間 

補助金・ 

委託費等 

 

地域活性化創造

技術研究開発事

業 

都道府県が認定した研究開発等事業計画

に基づく新製品、新技術に関する研究開発

に要する経費の一部を補助する。 

100～3,000 万円
2/3 補助 
１年間 

研究調査事業 

 経済・社会ニーズに即応した技術開発課

題に対する、優れた提案に技術的可能性、

事業化可能性等の研究調査を委託する。 

500 万円 
1 年間 

補助金・ 

委託費等 

 

課題対応技術革

新促進事業 

 

研究開発事業 

 研究調査事業を実施したものを対象に

公募し、優れた提案に対して研究開発を委

託する。 

2,500 万円 
（１年間当たり）
1～2 年間 

補助金・ 

委託費等 

戦略的基盤技術

力強化事業 

我が国製造業全体の競争力強化や経済活

性化に資すると考えられる中小企業が主

たる担い手である基盤的分野について、戦

略的に支援すべき技術テーマを選定し、中

小企業とそのユーザ企業、大学等からなる

共同研究体に研究開発を委託する。 

１億円 
（１年間当たり）
２～３年間 
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項 目 名 称 内   容 金額・期間 

補助金・ 

委託費等 

地域新生コンソ

ーシアム研究開

発事業（中小企業

枠） 

 

地域において新産業・新事業を創出し、地

域経済の再生を図るため、大学等の技術シ

ーズや知見を活用して、中小企業を中心と

する産学官の共同研究体制の下で実用化

に向けた高度な研究開発を実施する。 

 
3,000 万円 
（１年間当たり）
２年間 

税制 中小企業技術基

盤強化税制 

中小企業者が試験研究を行った場合、試験

研究費の１５％相当額を減税する。 

 

融資 革新技術導入促

進資金 

中小企業が革新的な技術を備えた設備を

導入するために必要な設備資金及び長期

運転資金を低利で融資する制度。 

 

特許 研究開発型中小

企業に対する特

許料等の軽減 

前事業年度において売上高に対する試験

研究費及び開発費の合計額の比率が３％

超である中小企業を対象として特許の審

査請求手数料及び１～３年目の間の特許

料を１／２に軽減する。 

 

 

4.2.2 技術研修・技術相談 

・都道府県が行う中小企業者向け技術者研修 

   各都道府県では中小企業の第一線を担う技術者の育成のため、各技術分野の基礎か

ら応用を含めた研修、及び、生産現場に直結した技術者研修を実施している。 

  （岐阜県の場合を 4.2.5 に示す。） 

 

 ・公設試験研究機関による技術相談等 

   各都道府県等の公設試験研究機関では、中小企業が技術的な課題や問題を解決でき

るよう、その蓄積された技術力をもとに以下の支援を行っている。 

技術相談、技術支援 

    事業者が抱える工業技術に関する質問・相談を受けて解決策の助言を行う。 

解放試験室装置の解放 

 先端技術の開発等に必要な試験装置や計測機器を設置しており、利用を希望する

企業に解放する。 

その他 

    各種開発研究とその技術移転、依頼試験、分析、技術情報の提供、講習会、展示

会の開催など多種の事業を行っている。 

 

 ・産業技術人材育成インターンシップ推進支援事業（各経済産業局） 

学生が企業等の現場で実務経験を通して実践能力を身につけ、将来の産業界を支え
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る人材の育成を図りつつ、学生の起業家精神を醸成し、あわせて中小企業と大学の連

携を深める。インターンシップ事業を実施する民間団体に対して経費の１／２を補助

し、また各経済産業局において企業、大学、学生等を対象にインターンシップ制度の

普及を目的としてセミナー等を行っている。 

 

4.2.3  新事業創出促進法（中小企業技術革新制度）による支援 

  中小企業技術革新制度は技術開発力を有する中小企業を活性化し、その独創性ある

事業活動を支援するために創設されたものである。具体的には、関係省庁や特殊法人

等が中小企業者等の技術開発のための補助金・委託費等（特定補助金等）を交付し、

その事業化を一貫して支援するため、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要

な特別枠の新設等を行っている。 

 

  国や特殊法人（国等）は、中小企業者等の技術開発のための補助金・委託費等を「特

定補助金等」に指定し、中小企業者等への国等からの研究開発費の支出の機会の増大

に努めている。 

（ものづくり支援に関連する特定補助金等の概要を表４－２に示す。その他、国・県・

関連機関等の主な研究開発助成事業を表４－３に示す。） 

 

  特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の事業化を支援するため、以下の特例が

受けられる。 

・中小企業信用保険法の特例（債務保証） 

新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な

特別枠など特例措置を講じている。 

・中小企業投資育成株式会社の特例（投資） 

中小企業投資育成株式会社からの投資対象について特例措置を講じ、資本の額が

３億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要とする資金調達の場合

にも、投資対象なる。 

・中小企業金融公庫の特別貸付制度（融資） 

革新技術導入促進資金制度により、中小企業金融公庫において特定補助金等の交

付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業を対象とした貸付制度を実施し

ている。 

・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 

貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸与割合を１／２から２／３に拡

充。 
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表 4 . 2 - 2  特 定 補 助 金 等 一 覧 （ １ ／ ２ ）  

事業実施団
体

事業名称 内容 対象 支援内容 公募時期

地域新規産業創造技
術開発費補助金

企業等か行うリスクの高い実用化技術
開発に要する経費の一部を補助す
る。

民間企業、個人等。期間は２年
技術開発終了後、直ちに事業化でｒきる技
術開発テーマ

補助金額
３千万円～１億円
補助率
1/2以内（大学発ベンチャによ
る技術開発、大学等からの技
術支援を受けて実施する研究
開発の場合は2/3）

１月頃

創造技術研究開発事
業

中小企業等か行うリスクの高い実用化
技術開発に要する経費の一部を補助
する。

中小企業、個人事業主。期間は１年。

補助金額
100万円～4,500万円
補助率
1/2以内

１月頃

情報処理振
興事業協会
（ＩＰＡ）

ソフトウエア開発支援事
業

以下の事業を一括して公募する。
①重点領域情報技術開発事業
②次世代ソフトウエア開発事業
③中小ＩＴベンチャー支援事業
④オープンソフトウエア活用基盤整備
事業
⑤電子政府行政情報化事業/セキュリ
テイ対策研究開発等事業
⑥マッチングファンド型ソフトウエア開
発普及事業（戦略的ソフトウエア開発
事業）

ＩＰＡが公表した重点分野のうち
「生活・公共分野（その中でもユビキタスコ
ンピューテイング技術及びブロードバンド技
術の進展により出現してきている応用分
野）」
「セキュリテイ分野」「ソフトウエアの信頼性・
生産性向上分野」
「オープンソフトウエア分野」に関するソフト
ウエア開発

詳細は公募要領 １月頃

１月頃

経済産業省

地域新生コンソーシア
ム研究開発事業

地域における産学官の共同研究体制
を組むことにより、高度な実用化研究
開発を行う。

地域の大学・公的研究機関と民間企業等
の研究開発共同体で期間は２年。
<一般・省エネ枠>と　<中小企業枠>があ
る。　　　　　　　　　　　            　　　<一般・
省エネ枠>　産業技術戦略上の目標にあ
がっている重点分野、及び、エネルギー使
用合理化に関する技術開発。
<中小企業枠>　分野の特定はなく中小企
業による事業化が期待できる研究開発

委託金額
<一般・省エネ枠>１億円程度/
年
<中小企業枠>3,000万円程度/
年
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表 4 . 2 - 2  特 定 補 助 金 等 一 覧 （ ２ ／ ２ ）

事業実施団
体

事業名称 内容 対象 支援内容 公募時期

文部科学
省・関連機
関

独創的革新技術開発
研究（文部科学省）

次代の産業の未来を切り拓くとともに、
２１世紀の新たな発展基盤を築く革新
性の高い独創的な技術開発に関する
研究を提案公募の形式により幅広く募
り、優秀な提案に対して研究費を助成
する。

研究期間は２年または３年間
情報通信
ライフサイエンス
環境・エネルギー
材料・製造技術
その他革新技術

年間1,000万円～5,000万円 ２月頃

産業技術実用化開発
費助成金

科学技術基本計画において示された
重点化指針に対応した技術課題等に
係わる実用化開発を行う民間企業等
に対し助成する。

３年以内で企業化が可能となる具体的な計
画を有すること。
期間は２年以内

助成金額
年間１億円以内
助成期間総額２億円以内（1/2
補助）

３月頃

基盤技術研究促進事
業

民間企業において行われる優れた基
盤技術研究の提案に対し、委託事業
として支援する。

民間企業等の法人
期間は５年以内

委託金額
年間数千万円から数億円

１月頃

産業技術研究助成事
業

産業界から期待される技術課題を提
示した上で、大学・独立行政法人等の
若手研究者または若手研究者チーム
から研究開発テーマを公募し、優れた
提案に助成する。

期間は３年以内
新たな産業創出に資する産業技術分野
エネルギー・環境技術分野

直接経費：３年の場合4,000万
円　２年の場合3,000万円
間接経費：直接経費の３０％相
当

３月頃

エネルギー使用合理化
技術戦略的開発事業

産業、民生、運輸の各部門における
省エネルギーに係わる課題を克服す
るため、省エネルギー技術の基盤研
究から実用化開発、実証研究までを
戦略的に行う。

先導研究：２年または３年
実用化開発：３年以内
実証研究：３年以内

先導研究：数千万円～１億円/
年（補助率1/1）
実用化開発：数千万円～３億
円/年（補助率2/3もしくは1/2）
実証研究：数千万円～５億円/
年（補助率1/2）

４月以降

福祉用具実用化開発
費助成金

福祉用具の実用化開発を助成するこ
とにより、心身の機能が低下した高齢
者や心身障害者の自立の促進と介護
者の負担軽減を図る。

研究開発期間は３年以内
全期間で3,000万円の助成
（補助率2/3以内）

１月頃

先進技術型研究開発
助成金（通信・放送機
構（TAO））

通信・放送分野における新規事業の
創出を図ることを目的として、先進的な
技術の研究開発を行う民間のベン
チャー企業等に対して、研究開発に
必要な資金の一部を助成する

先進的な技術の研究開発を行う民間のベ
ンチャー企業等

助成金額　3,000万円　大学等
と共同で行う場合、4,000万円
（補助率　1/2）

４月頃

民間基盤技術研究促
進制度（通信・放送機
構（TAO））

情報通信分野の基盤技術に係わる研
究開発課題及びその委託先を広く民
間から公募する

研究開発期間は５年以内 数千万円～２億円/年 ３月頃

新エネル
ギー・産業技
術総合開発
機構（ＮＥＤ
Ｏ）

総務省・関
連機関
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       表 4 . 2 - 3 国 ・ 県 ・ 関 連 機 関 の 主 な 研 究 開 発 助 成 事 業 （ １ ／ ２ ）

事業実施団体 事業名称 内容 対象 支援内容 公募時期

次世代ロボット実用化
プロジェクト

ロボットに対する認識不足、心理
的抵抗感を取り除くための実用ロ
ボットの研究開発支援。博覧会で
デモを行う。

実用的なアイデアを広く提案公募により
発掘し、そのアイデアをプロトタイプで製
品化につなげる。

委託事業
詳細は公募要領

１月～３月

バイオプロセス実用化
開発プロジェクト

高付加価値製品の製造工程へ
バイオプロセスを導入する技術開
発にたいする支援

詳細は公募要領
補助金
数千万円～数億円

２月以降

中小企業総合
事業団

中小企業・ベンチャー
挑戦支援事業

実用化開発、技術評価、知的財
産取得等とともに、ビジネスプラン
の具体化・実用化に向けたコンサ
ルテイング等を一体的に実施し
支援する。

中小企業・ベンチャー企業等

助成金（上限）
<実用化研究開発>1,500万円
（2/3補助）
<事業化支援>500万円
（1/2補助）

未定

大学発事業創出実用
化研究開発事業

大学等における研究成果を活用
して、民間事業者と大学等が連
携して行う事業化可能性を探索
するための研究開発を支援す
る

技術移転を扱う組織。
事前調査事業は３ヶ月
研究開発事業は2.5年

資金提供事業者が技術移転を
扱う組織に提供する資金の２倍
以内
事前調査事業は200万円以下
研究開発事業1 000万円以上

１月頃

スピンオフベンチャー・
大学等発ベンチャー等
技術開発助成金

民間企業、大学等に存在する技
術シーズを活用して実用化開発
を行うベンチャーに対する支援。

スピンオフベンチャー、大学等発ベン
チャー等。技術開発期間は２年。３年以
内で企業化が可能となる具体的な計画
を有すること。応募区分は、省エネル
ギー開発、石油代替エネルギー開発、
産業技術開発

助成金額
年間１億円以内
助成期間総額２億円以内（2/3
補助）

３月頃～４月

（独）産業技術
総合研究所

中小企業支援型研究
開発

中小企業者を技術支援するため
の研究開発制度（共同研究型お
よび技術シーズ持込評価型）

技術シーズとなる産総研特許等を活用
する事業化計画を持つ中小企業者
産総研の技術ポテンシャルの活用によっ
て速やかな実用化や応用が期待される
技術開発シーズを持つ中小企業者

産総研研究者による支援研究が
産総研予算にて実施される

２月頃

環境省・関連
機関

環境技術開発等推進
事業

産学官などの英知を活用した研
究開発の提案を募り、優秀な提
案に対して助成を行うことにより、
環境研究・環境技術開発の推進
を図る。

（基礎研究開発）は３年
次世代型環境リスク評価技術分野
良効率環境修復技術分野
（実用化研究開発）は２年
自然共生技術開発分野
環境負荷低減技術分野
環境改善・修復分野
健全な生態系の維持・再生分野
環境監視計測・高度情報化分野

2,500万円～5,000万円 １月頃

経済産業省

新エネル
ギー・産業技
術総合開発機
構（ＮＥＤＯ）
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     表 4 . 2 - 3 国 ・ 県 ・ 関 連 機 関 の 主 な 研 究 開 発 助 成 事 業 （ ２ ／ ２ ）  

事業実施団体 事業名称 内容 対象 支援内容 公募時期

地域活性化創造技術
研究開発事業

地域における中小企業等が行う
新製品開発、新技術開発や製品
化のための試作に要する経費の
一部を補助する。

各県内の中小企業、組合等

<創造的中小企業振興枠>
補助金額：１００万円～３０００万
円（補助率２/３以内）
<ものづくり施策枠>
補助金額：１００万円～１０００万
円（補助率２/３以内）

その他の事業
各県、および、各県の支援機関
にて独自に助成事業を実施

独創的革新技術開発
研究（文部科学省）

次代の産業の未来を切り拓くとと
もに、２１世紀の新たな発展基盤
を築く革新性の高い独創的な技
術開発に関する研究を提案公募
の形式により幅広く募り、優秀な
提案に対して研究費を助成す

研究期間は２年または３年間
情報通信
ライフサイエンス
環境・エネルギー
材料・製造技術
その他革新技術

年間1,000万円～5,000万円 ２月頃

委託開発事業（科学技
術振興事業団）

国公立大学、国公立研究機関等
で生まれた優れた研究成果（新
技術）にもとづく開発を企業等に
委託する。

開発期間　大企業２～６年　　中堅中小
企業２～４年　　新規企業２年
高度先端技術
生活・社会技術
先端的基盤技術
新産業関連技術

大企業２～１０億円　　中堅中小
企業１～４億円　　新規企業１～
２億円

３月と９月

大学発ベンチャー創出
事業（科学技術振興事
業団）

大学等の研究成果を基にした起
業が実現されるために必要な研
究開発を推進する

（対象分野）
ライフサイエンス　　　　　　　　　IT
材料・ナノテクノロジー　　　　　環境
（要件）
使用可能な研究成果があること
研究開発成果を利用した起業化を行うこ
と

1,000万円～3,000万円/年 ６月頃

特定領域重点型研究開発
１．次世代ネットワーク技術
２．無線技術・宇宙通信技術
３．次世代ヒューマンインターフェース・コ
ンテンツ技術
４．情報通信新機能・デバイス技術

期間３年　3,000万円/年

研究主体育成型研究開発
１．若手先端IT研究者育成型研究開発
２．産学官連携先端技術開発
３．地域情報通信技術振興研究開発

１.３.は３年間　２..は５年間
１は1,000万円/年　２は5,000万
円/年　３は3,000万円/年

国際技術獲得型研究開発
国際標準の獲得を目的とした研究開発

３年間　5,000万円/年

県・関連機関

文部科学省・
関連機関

戦略的情報通信研究
開発推進制度（総務
省）

情報通信技術の研究開発力の
向上及び競争的な研究開発環
境の形成により、研究者のレベル
アップ及び世界をリードする知的
資産の創出を図るとともに、独創
性、新規性に富む研究開発を推
進する。

４月頃
総務省・関連
機関
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4.2.4  中小企業のＩＴ革命への対応 

   電子政府の構築が予定されており、中小企業の半数以上が、平成１５年度末までに、

インターネットを活用した電子商取引等を実施できるように多種の施策が実施されて

いる。 

 

表４.２-４ ＩＴ革命への対応 
 

項  目 内          容 

セミナー・研修の実施 

（都道府県中小企業支援

センター） 

中小企業者等に対し、ＩＴに関する啓発、普及のためのセミナーを

開催するとともに、インターネットを活用した電子商取引等の実施

方法等の実践的なＩＴ研修を実施する。 

ＩＴアドバイザー派遣事

業（中小企業総合事業団） 

 

ＩＴ化を推進する中小企業に対し、ＩＴ導入に関する専門家（ＩＴ

コーディネータ、中小企業診断士等）を派遣する。 

費用の１／３相当額の負担が必要。 

ＩＴ貸付制度 

（中小企業金融公庫等） 

中小企業がＩＴ革命に対応するため、戦略的情報化投資を行う場合

に必要な資金を低利で融資する。情報化投資に必要な設備、建物、

運転資金等に対して。 

戦略的情報化機器等整備

事業（全国中小企業情報

化促進センター） 

戦略的情報化（インターネットによる需要開拓、技術情報の発信・

入手等、企業内ネットワーク化等）を進める中小企業を支援するた

め、戦略的情報化機器等を低リース料率でリースできる。 

商工会議所、商工会、中

央会によるＩＴ化支援 

（日本商工会議所情報化

推進部） 

ＩＴ研修や、パソコン導入サポートサービスなど、中小企業のＩＴ

革命への対応を支援。 

 

ＩＴ活用型経営革新モデ

ル事業（各経済産業局情

報政策課） 

中小企業等が地域で経営革新を推進するためにモデルとなりうる

ビジネスシステムの開発・導入を行う事業に対し、事業費の１／２

を補助する。 

ｅー中小企業庁&ネット

ワーク事業 

 

 

 

中小企業庁、中小企業総合事業団及び中小企業支援機関が連携して

開設した「ｅー中小企業庁&ネットワーク」では、以下のサービス

を通じて中小企業者や創業予定者を支援する。 

ｅー中小企業ネットマガジンの配信 

全国電子相談窓口の設置 

ご意見箱の設置 

ホームページアドレス（http://www.chusho.meti.go.jp/） 

中小企業専門のポータル

サイト（Ｊ－Ｎｅｔ２１）

の運営 

 

 

中小企業に関する各種情報の統合的な管理・検索を可能にするポー

タルサイトを運営。創業や経営の問題点についての情報、用語情報、

製品・技術・取引情報、Ｑ&Ａコーナー、及び、経営上の問題点指

摘コーナー等が提供されている。 

ホームページアドレス（http://j-net21.jasmec.go.jp/） 

テクノナレッジネットワ

ークによる技術情報の提

供 

 

中小企業が抱える技術的悩みの解決、技術開発や革命への対応を促

進するため、技術相談事例等の技術情報をデータベース化し、ホー

ムページで提供している。 

ホームページアドレス（http://www.techno-qanda.net/） 
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4.2.5  岐阜県におけるものづくり支援 

岐阜県では科学技術立県をめざし科学技術基本戦略を策定した。科学技術振興施策とし

て、科学技術政策の立案機能の強化、研究開発拠点の機能強化、ネットワーク型研究体制

の推進、創造的な研究のできる人材の育成・確保、科学技術振興のための環境づくり、の

５項目を掲げるとともに、開発研究重点分野として、総合福祉関連の研究開発、環境・リ

サイクル・エネルギー関連の研究開発、及び、産業振興に関連する研究開発の三種を選択

して推進することが、活力とゆとりのある生活の実現と、地域産業の活性化、新産業の創

出と育成に繋がるものとし、その施策を実行に移した。 

岐阜県大垣市に、「高度情報基地ぎふ」づくりの戦略拠点であるソフトピアジャパンがあ

る。高度情報社会の形成を目指すため、ＩＴの基礎研究から応用開発まで産学官一体で新

たなビジネスモデルの創造を目指す研究開発機能、企業・地域における高度ＩＴプロフェ

ッショナルの養成・確保を目指す人材育成機能、新産業育成と既存産業の情報化を目指す

ＩＴによる産業高度化機能、企業集積力と先端技術力を活用した地域情報化支援機能を持

ったのがソフトピアジャパンであり、情報通信関連の支援拠点となっている。 

 

☆ソフトピアジャパン 

財団法人ソフトピアジャパンでは、地域産業の情報化、高度化、活性化を図るため、産学

管の連携による共同研究やその成果を活用して商品化するための事業に対して研究開発費、

商品開発費の一部を支援している。 

また、国等の研究開発補助事業への応募の際の技術的な支援や、事務的な支援等も行っ

ている。 

 

表４.２-５ 研究開発等に対する支援 
 

事業実施 

団体 
事業名称 内  容 対  象 支援内容 募集時期

共 同 研 究

事業    

新製品、新技術

に関して県内企

業、大学と共同

して行う研究開

発に要する経費

の一部を補助す

る。 

ネットワーク 

ヒューマンイン

ターフェース 

公共モデル 

企業…企業が負

担 す る 経

費 の ２ ／

３ 

大学…研究費全

額 

１月 

二 次 募 集

が 行 わ れ

る 場 合 も

ある。 

ソフトピア

ジャパン 

Ｉ Ｔ 活 用

商 品 開 発

支援事業  

県内企業が、共

同研究事業等の

成果を活用して

新商品を開発す

る経費の一部を

補助する。 

共同研究事業等

の成果を活用 

企業…商品化に

要 す る 経

費 の １ ／

２ 

 

１月 

二 次 募 集

が 行 わ れ

る 場 合 も

ある 
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一方、ものづくり研究開発支援の中心拠点として、特にＩＴによるものづくり拠点とし

て、平成１０年、各務原市にテクノプラザが建設された。岐阜県科学技術振興センターを

中心にして Virtual Reality 技術やロボット技術など科学技術に関する、新技術創出、起

業家・企業化支援、教育研修・ものづくり支援等の機能を集積させ、ＩＴとものづくりの

融合による産業の高度化・情報化及び新産業の創出をめざしている。 

以下に、ものづくり支援拠点であるテクノプラザの主要機関を紹介する。 

 

☆科学技術振興センター 

 県内の１２研究機関を統轄し、研究開発の総合的な企画立案、調整、実践を行い、大学・

民間企業などと密接な連携のもとに、テクノプラザを拠点とする産学官の共同研究を積極

的に推進する。 

図４.２-１ ソフトピアジャパンの研究開発支援の流れ 

ソフトピアジャパン の研究開発支援の流れ

ソフトピアジャパンは、産学官の共同研究開発を通して、県内産業の
技術力向上を図り、新産業の創出・育成や地域産業の高度化に寄与します。

＜先端情報技術事業化検討事業＞

情情
報報
提提

供供

財団法人財団法人 ソフトピアジャパンソフトピアジャパン

製品化・事業化製品化・事業化

＜ＩＴ活用商品開発支援事業＞

補補 助助 金金

商商

品品
化化

企企 業業
（１／２以内補助）

共同研究の成果を共同研究の成果を
活用した商品開発活用した商品開発

ソフトピアジャパンソフトピアジャパン

ソフトピアジャパンソフトピアジャパン

県県 内内 企企 業業大大 学学

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

成
果
成
果

（共
有
）

（共
有
）

補助金補助金
研究費研究費

三者による共同研究開発契約を原則とする三者による共同研究開発契約を原則とする
（（※※成果は共有を原則とする）成果は共有を原則とする）

＜共同研究事業＞

研研

究究

開開

発発

大学

研究紹介

県内企業

大学先端研究紹介フォーラム

情報関連
セミナー

各種
研究会

成果報告会の開催成果報告会の開催
による成果の開示による成果の開示

成果成果
・論文、学会発表・論文、学会発表
・特許、ビジネスモデル・特許、ビジネスモデル 等等

マッチングマッチング

新技術の活用新技術の活用

新産業創出新産業創出
地域産業の高度化地域産業の高度化
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 共同研究を実施するための開放研究室を５室整備し、産学官の共同研究を行っている。

また、１室はＶＲラボラトリーとして国内唯一の６面立体視システムを備え、デジタルモ

ックアップの立体視が可能であり、ものづくりのＩＴ化推進の一役を担っている。 

 

☆岐阜県研究開発財団 

 地域に創造的研究開発風土の醸成をはかることを目的として、科学技術に関する情報の

発信や、研究開発・技術開発の支援を通して、企業、研究機関、研究者間のネットワーク

づくりや研究開発のコーディネイトを行っている。テクノプラザには研究開発者のための

科学技術図書館が併設され、特許情報から最先端科学技術図書が収納されている。この図

書館の運営管理と、さらには、科学立県をめざすために、子供たちへの科学技術教育の重

要性を認識し、先端技術の紹介と科学実験のできる先端科学技術体験センターを設置し、

その運営管理を行っている。 

 

☆エンタープライズ岐阜事務局 

 新事業、ベンチャービジネスを創出、育成するための総合的な支援と相談窓口、及び、

産学官、異業種間の交流により、新技術・新商品の開発を促進し、研究開発型企業の育成

支援等を行う。県内の新事業支援機関（岐阜県産業経済振興センター等）と連携して、企

業や創業者の研究開発から商品開発、事業化までを一貫して支援している。 

 

☆（株）ブイ・アール・テクノセンター 

 頭脳立地法に基づいて、岐阜県、各務原市、土地開発公団、民間企業の出資により設立

された第三セクターの会社である。ＶＲ関連技術を中核として、製品企画開発、共同研究、

人材育成等の事業を展開している。 

 製品開発事業：バーチャルリアリテイー技術を駆使して、各種シミュレータ、景観、行

程シミュレーション製品を企画開発している。 

 人材育成・交流事業：入居ベンチャー企業への技術、経営等の相談事業と、地域関係企

業との情報交流会、展示会を開催し、情報交換、人材交流の場を提供しています。 

 研修・ＶＲ工房事業：一般のパソコン研修から、専門技術者向けの組み込みＯＳの研修

と、コンピュータグラフィックスの作成、編集をはじめ映像のデジタル編集機器をＶＲ工

房に設置し、低料金で利用できる。 
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☆岐阜県生産情報技術研究所 

アネックステクノ２内（東半分）にあり、「IT とものづくりの融合」に関わる研究開発と

県内企業の支援（技術移転、技術相談、指導等）を行っている。 

大別して①IT－ＭＴ（information Technology & Manufacturing Technology）分野と②

ＲＴ（Robot Technology）分野の研究を担当している。 

前者は IT（ＶＲ技術やシミュレーション技術等）をツールとして活用する賢い（効率的）

ものづくりで、「県内産業の効率化」を狙った生産情報技術分野で、後者は IT を製品に活

用する賢い製品（民生ロボットはその象徴）で「新産業の創出」を狙ったメカトロ技術分

野ということが出来る。 

これらの活動を通じて「県内産業の活性化」と各種の「行政課題（福祉、介護、災害対策

等）のハイテクによる解決支援」を目指している。 

 

☆（株）新産業支援テクノコア 

アネックステクノ２内（西半分）にあり、最先端の情報技術を企業の生産現場で役立て

ていただくため、県と一体となって企業技術者向けの実践的な研修を行う。産業界のデジ

タル化、３次元化に対応したＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥソフト及び，バーチャルシミュレー

ションソフトを備えると共に、ラピットプロトタイピング装置による試作品の成作、３次

元測定器によるデータ取得も可能となっている。これら最新機器を用いた研修を定期的に

実施すると共に、低料金による貸し出しも行っている。 

また、最新の情報インフラを備えたインキュベートルームを整備し、ベンチャー企業の育

成・支援を行っている。 

 

☆その他の支援機関 

 テクノプラザには、ものづくりを支援する、以下の機関が居を構えている。 

   岐阜県知的所有権センター 

  （社）発明協会岐阜県支部 

  （社）岐阜県工業会 

   岐阜技術士会 

   各務原市産業高度化支援センター 
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☆その他の支援 

・ぎふマテリアルメッセの運営 

 岐阜県ではＩＴ時代に対応して、県内の企業はもちろんのこと、全国の企業から、優れ

た素材・製品を登録いただき、企業間のコーディネイトを目的として、ホームページ「ぎ

ふマテリアルメッセ」（http://www.gmm.stp.pref.gifu.jp/）を開設している。岐阜県科学

技術振興センターが企画し、（株）ブイ・アール・テクノセンターが運営している。掲載は

無料であり、平成１５年度に６００社、２０００点の素材・商品を掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４.２-２ ホームページ「ぎふマテリアルメッセ」（http://www.gmm.stp.pref.gifu.jp/）
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この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです 
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