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［要約］ 

１．はじめに 

 日本の工作機械産業は１９８２年に生産額が世界一となって以来、今日まで２３年に

わたってその地位を占めてきている。工作機械は機械産業のみならず、広く一般の産業

分野において基盤となる技術であり、わが国が目指している科学技術創造立国を支える

基礎であるといっても過言ではない。その意味で、今後ともわが国が工作機械技術の分

野において世界最先端の技術を維持し、生産額においても世界をリードしていく事はき

わめて重要であるといえる。 

しかるに、わが国の国力、産業力に関する将来予測は予断を許さないことを示してい

る。具体的には現在の世界人口６４億人に対して、２０５０年には９０億人と大幅な増

加が予測されている一方、わが国は既に人口減少が始まり、一昨年の１億２７８２万人

から２０５０年には１億人に減少すると予測されている。これに伴い労働人口の減少、

またよく言われる高齢化の問題（６５歳以上の人口比率は現在の２０％から２０２５年

には２９％に増加すると予測されている）は極めて深刻な問題を提起している。世界経

済フォーラムの予測によれば、世界の総生産に占めるわが国の比率は現在の８％が、２

０５０年には４％に半減すると言われている。 

こうした中にあってわが国のものづくりを支える工作機械産業は、将来に対して明確

なビジョンを持ち、選択と集中によって強固な基盤を構築していく必要がある。特に技

術が成熟して先が見通しにくくなっている、といわれる工作機械技術の将来における研

究開発のありかたを導く事を目的として、本「工作機技術ロードマップに関する調査研

究」委員会では、現実的な目標として２５年後、すなわち２０３０年における工作機械

技術の指針を得る事を掲げて調査研究を行う。 

温故知新の諺にあるように、将来を見通す一つの手段として、ここではまずこれまで

の工作機械技術の進歩に着目し、わが国の工作機械技術が歩んできた代表的な技術の進

歩過程を見極めたうえで、将来の技術予測を行うこととした。また将来予測を行うにあ

たっては、今後２５年でドラスティックな変化をもたらすと考えられるエネルギーと環

境問題を枠組みとして捉え、一層進化する情報化と高機能化、さらには社会が求めるゆ

たかさや安心、安全といったキーワードを尺度として検討を行った。また具体的なイメ

ージを描くために、対象とする産業分野として、工作機械に直接関係があると考えられ

る自動車、家電、建設・土木機械、医療・福祉機器、日配品、防衛関連を想定して、ど

のような技術が求められ、またそれらを実現するための工作機械技術はいかにあるべき

かという観点からの検討を行った。 



本年は上述の観点から調査研究の枠組みを設定し、先導的な調査を実施した。 

 

２．研究組織 

  日工会技術委員会技術開発部会に「工作機技術ロードマップに関する調査研究専門委

員会」を設け、特別委員として、弁理士及び知的財産関係の有識者を交え、日工会会員

の企業委員により調査研究を実施した。詳細は本編を参照。 

 

３．調査研究の内容 

3.1 工作機械技術開発の流れの体系的な調査 

前述のとおり、わが国の工作機械技術が歩んできた代表的な技術の進歩過程を見極

めるために、工作機械メーカ４社の過去から現在に至るまでの技術開発の流れを取り

まとめた。具体的には、中村留精密工業㈱における 1962 年の「油溝切旋盤 N-2 形」か

ら現在の多軸複合加工機「ＮＴＹ３（３タレットＹ軸搭載機）」に至るまでの流れ、三

井精機工業㈱における 1938 年の「4 型治具中ぐり盤」から現在の「同時 5 軸マシニン

グセンタ」に至るまでの流れ、オークマ㈱における 1958 年のベストセラーマシン「LS

形実用高速旋盤」から現在の「複合加工機」に至るまでの流れ、㈱ジェイテクトにお

ける 1941 年の「中ぐり盤、自動多刃旋盤等」から 1996 年の「パラレルメカニズム型

工作機械」に至るまでの経緯をまとめている。 

 

3.2 工作機械技術開発の流れの体系的な調査 

工作機械のみならず、重要な技術情報の一つとして特許情報が挙げられる。特許公

報には、特許によって保護されるべき重要な技術内容が記載されており、またそれら

は出願時においては最新技術といえるものである。 

このような貴重な情報である特許の出願状況を調査することで、技術開発の流れを

捉えることが可能である。3.2 項では、工作機械並びに切削加工技術に関する特許の出

願状況を調査し、関連技術の開発の流れを整理した。 

調査方法は、過去１０年間にわたる工作機械及び切削加工技術に関連する、日本、

米国、欧州特許を検索し、その中から特に重要と思われる特許を抽出し、技術内容ご

とに整理、分析し、技術内容として、工作機械・切削加工技術の中でも特に重要なキ

ーワードである「主軸の高速化」、「送りの高速化」、「工作機械の構造形態」、「超精密

加工」、「環境対応」の５つを挙げ、それぞれについて傾向を分析した。 

 



４．工作機械技術ロードマップ作成にあたって 

 4.1 ロードマップ作成の方針 

（１）現状分析と課題設定 

   ２０２０年における日本の工作機械のイメージを描くにあたり、まず世界市場の動

向や日本製工作機械の位置づけを調べ、ロードマップ作成に向けての課題設定を行な

った。 

   競争力のある工作機械は世界を流れて作られていくものである。これまでの歴史を

見ても、旋盤・ボール盤は英国を中心に、フライス盤・研削盤は米国を中心にそれぞ

れに開発され、NC が導入されてからは日本が中心となって製作、さらに安価なマシン

については中国が製作し始めるようになった。将来は中国が更に伸び、韓国、台湾、

他のアジアに流れが波及すると考えられる、 

   しかし、全ての工作機械がこのようになる訳ではない。その理由は、特に中国では、

利益を多く生む機械は作るものの、利益を生まない機械は作らないからである。マシニ

ングセンタ等のリアルタイムで競争力を持つ機械については、次第に中国・インドでも

生産量が増えると見込まれ、低価格化が進む一方で、歯車加工機のように市場が小さく

利益の少ない工作機械については、流れは広がらずに日本で止まり、ニッチな工作機械

になると見込まれる。 
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図１ 工作機械の将来動向 

 

   このような動向を示したのが図１である。中価格の機種は価格低下と同時に機能向

上が求められ、生産規模は縮小する方向になると考えられる。日本の将来動向として

汎用機等の低価格機種に傾倒するか、あるいはニッチな工作機械の製造に傾倒するか

の２通りの道筋が考えられる。ここでは機種による違いが現れ、多軸・複合機は現時



点では比較的ニッチなため利益が多いものの、いずれ、マシニングセンタと同様にな

ると考えられる。また、ジグボーラーなどは利益率ではマシニングセンタを上回って

いるが、中国が製作するとは考えにくい。その理由は前述の通り、市場規模が小さい

ためである。さらには、安定した利益を生むまでにかなりの時間がかかるため、簡単

には中国に生産の流れが向くとは考えにくいという見方もある。 

   課題設定として２０２０年の生産環境も視野に入れなければならない。国内での製

造に関しては、図２に示すように先進諸国のなかでも高齢人口の割合は益々高くなる

一方で、少子化に伴う生産年齢人口の減少がある。移民政策に頼らず、減少した生産

人口で国内生産のレベルを維持するとなると、製造の効率アップが今後さらに厳しく

問われることは明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 国内の生産年齢人口予測（日本経済新聞 2006.1.3 記事） 

 

（２）ロードマップ策定のための方針と作業内容 

   前述のような課題設定をうけて、次のステップとして将来の工作機械がどのような

場面でどのようなものを製造するために使われるのかを想定する必要がある。そのた

めに、過去の技術開発関連の流れを体系的に整理する方法なども参考になるが、検討

の結果、図２に示すようなマトリックスを考えることにした。縦軸は産業分野、横軸

は２０２０年を想定した技術キーワードとなっている。そして以下の手順で課題を明

確化しようとしている。 

   手順①各分野における各視点からみたキーワードを追加する。 

手順②キーワードの関連データを収集し、そのデータを基に将来の社会情勢を予測

する。必要に応じて各ユーザが持つ予測についても調査する。 



手順③予測した将来状況下で求められる各種産業製品（自動車、航空機、医療等々）

が具体的にどのようなものかを予測し、そのような将来製品を生産するため

の生産技術・工作機械を想定する。 

そして、それらを実現するために必要な技術を抽出するトップダウン的な点

と、現状の技術開発状況や製造コスト、関連技術の開発速度を考慮した上で、

２０２０年の技術を予測するボトムアップ的な点との間にギャップが存在す

るかどうか検証し、取り組むべき技術開発要素を抽出する。 

 

１．自動車

２．家電・情報（光関連）

３．建設・土木機械

４．医療・福祉機器

５．日配品

６．防衛関連

７．工作機械

省エネ（資源含）

環境（ｴﾈﾙｷﾞｰ含）

高度化（高機能化）

情報化

ゆたかさ

ユビキタス

安全・安心

2020年を想定したキーワード20202020年を想定したキーワード年を想定したキーワード

産業分野産業分野産業分野

エネルギー 資源 人口

グローバル化 バーチャル化 文化

縦軸の「産業分野」において
横軸の「2020年を想定したキーワード」から予想される
将来の技術キーワードを抽出する。
※ただし、技術キーワードは↓の制約条件を加味したものであること

低燃費、ハイブリッド化、新素材による軽量化、エコカー（燃料電池、軽量化）、無公害
自動車、完全ﾄﾞﾗｲ加工、オートドライブ、安全機能（自動ブレーキ、自動接触防止など）
発光ダイオード、エネルギー（高効率ﾓｰﾀ）、自家発電、３R対応、家庭内ネットワーク、

家庭ロボット、低騒音ジェット、大気圏外運行、宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ、宇宙旅行、骨格部品
（人工関節→ﾏﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ）、ﾚｰｻﾞｰ治療、ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰ、遠隔操作加工ｼｽﾃﾑ、変種変量生産、
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ化工作機械…etc

2020年の社会背景（制約条件）20202020年の社会背景（制約条件）年の社会背景（制約条件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ロードマップ策定のためのマトリックス 

 

 図３のマトリックスについて、委員会にて議論を進め産業分野ごとの技術キーワードを

抽出したが、将来永続する技術進歩に対する要求も踏まえ、各技術キーワードを「現在」

→「2015 年」→「2030 年」のスパンで振り分けることにより、各産業分野の技術の推移を

俯瞰することで、工作機械技術の将来予想の基礎とした。1.自動車分野、2.家電・情報（光

関連）、3. 建設・土木機械、4. 医療・福祉機器、5. 日配品、6, 防衛関連、7.工作機械の各

産業分野別に「2005 年～2030 年にかけての各産業技術分野における技術的潮流」として表

を作成した。 

 今年度は工作機械メーカ及び大学研究者のメンバーで議論を進め、各技術キーワード

を記入したが、今後は工作機械関連要素メーカ、工作機械ユーザの意見も取り入れるこ

とにしている。 



 

５．米国における工作機械関連産業動向 

５項では、米国工作機械産業の歴史的展開、産業特性、産業概況、2005 年の状況につ

いて概観した他、Smart Machine Platform Initiative (SMPI)に関する情報を収集した。 

歴史的展開 

米国工作機械産業の成立はほぼ建国当時まで遡り、あらゆる産業の中で最も古い歴史

を持っている。第一次世界大戦後、自動車産業が本格化し、これにつれ工作機械産業も

大きな成長を遂げてきた。第二次世界大戦時には軍需が大幅に伸長し、工作機械産業は

隆盛を極めていった。戦後の一時期、軍需放出品の影響を受けたものの、1980 年代初頭

までは世界のリーダーとして君臨してきている。 

 

産業特性 

米国工作機械産業の地域的集積状況は、ミシガン州、オハイオ州、ウィスコンシン州、

イリノイ州の中西部北部の諸州、マサチューセッツ州、コネチカット州のニューイングラ

ンド地方、ニューヨーク州、ペンシルベニア州の大西洋沿岸、ならびにカリフォルニア州

に集中しているが、これはこれらの地域に自動車を中心とする機械製造業と航空機産業が

立地しているためである。 

 州別従業員数についても、特に五大湖沿岸地域及び東海岸北部地域において自動車を中

心とする機械製造事業、航空機事業及び造船事業が繁栄しているため、これらの地域を含

む州に従業員が集中している。 

 中西部における工作機械メーカの最大の需要家は自動車産業であり、全米の自動車産業

の製造拠点の内、かなりの部分が中西部に展開している。自動車メーカ及び自動車部品メ

ーカの工作機械への投資動向は中西部の工作機械販売事情に大きな影響を与えている。 

 

産業概況 

米国工作機械産業は、1980 年代初頭を境に凋落傾向を辿ってきたが、1993 年を底に回

復過程に入り、1998 年まで着実な成長を遂げてきている。企業数や従業員数はピーク時

の約半分となっているものの、合理化・省力化のための設備投資が実施された結果、生

産性は大きく向上している。 

 

米国工作機械産業動向 

米国の 2005 年切削型工作機械国内受注総額は、28 億 8,690 万ドルで、前年比 7.8％増と



堅調に伸びている。地域別の動向を見ると、自動車関連の多い中西部（ウィスコンシン、イ

リノイ、インディアナ、ミシガン及びオハイオの 5 州）が 9 億 9,194 万ドルで年間国内受注

総額の34.4％を占めており、次いで石油関連産業の多い中央部が6億3,273万ドル（21.9％）、

以下、石炭・化学産業の多い南部が 4 億 5,164 万ドル（15.6％）、航空機やハイテク産業の集

まる西部が 4 億 622 万ドル（14.1％）、鉄鋼産業が集まる北東部が 4 億 437 万ドル（14.0％）

という構成になっている。 

 

米国経済及び企業動向 

2005 年の米国景気は、大形ハリケーンや原油高の影響が懸念されているものの、依然

として底堅く推移しており、7～9 月期の実質 GDP は前期比年率 4.1％の高成長を記録し

ている。企業部門においては、製造業は 2005 年春先頃まで、在庫調整や海外景気の鈍化

による輸出の減速を受け、弱い動きがみられたものの、在庫調整の進展等により、工作

機械メーカにおける生産も回復している。設備投資については、投資減税終了の反動、

在庫調整等から、年初に減速したものの、その後は底堅く推移している。 

 米国経済は、IT バブルが崩壊した 2001 年を底に拡大が続いたが、2005 年は小幅低下

し、2006 年もほぼ横ばいに止まる見込みであるものの、景気は高原状態で推移するもの

とみられる。一方、2006 年の設備投資は堅調さを持続するものとみられる。 

 企業活動については、2004 年後半から鈍化傾向が続いているものの、2005 年の春頃を

底に改善している。企業の景況感を示す ISM（米供給管理者協会）製造業指数は、5 月に

51.4 と 2003 年 6 月以来の水準まで低下したものの、その後、底入れの動きがみられる。

ハリケーン被害の影響による 9 月の一時的な落ち込みを除くと、高水準での推移が続いて

いる。 

 

参考：Smart Machine Platform Initiative (SMPI) 

 米国の製造業が製品加工に費やす経費は年間ＧＤＰの約 2％と言われている。 

2000 年に行われた The Association For Manufacturing Technology (AMT)の 調査に

よると工作機械や関連製造技術における先端技術の寄与は 1994 年～1999 年で約 1 兆ド

ルに換算できると報告されている。近年米国では自動車、航空機、消費財、重工業をは

じめとする数々の製造業が低賃金国に工場を移転し米国の先端技術、革新技術が育つ土

壌が崩れはじめようとしている。そこで、AMT や The Society of Manufacturing 

Engineers (SME)などに代表される米国製造業協会は生産性はもちろんのこと米国製造

部門に影響を与える企画・設計・生産における劇的な改善を図りコストを削減し、高品



質の製品を短納期で開発生産できる「基礎製造技術」環境の整備に乗り出した。 

  以上の背景で生まれた Smart Machine Platform Initiative (SMPI) は以下のような課

題をそれぞれ段階的に科学的手法による評価と分析により解明される。「スマートマシ

ン」構想の達成には「どのようにして正確に工作機械及び周辺機器からデータを取り込

み加工するか。」が課題でこの有益なデータをシステムに入力することでより良い部品が

早く安くできるとしている。 

①動的な性能評価 

②装置特性評価 

③次世代ＣＮＣ 

④加工条件監視と信頼性の向上 

⑤有効なインプロセス計測法の開発 

SMPIの詳細は 2004年 9月 8－15日にシカゴで開催された IMTSで展示され話題とな

った。 

 

６．まとめ 

  本年の調査研究は工作機械技術の進歩の跡を辿り、現状における関連技術の位置づけ

を概観した上で、２５年後の工作機械技術に影響を及ぼすと考えられる産業分野と社会

を取り巻く環境の変化を考慮した枠組みを設定した。また一般的な科学技術や産業構造

に関する将来予測についても調査を行った。 

 今後はより具体的な技術項目に踏み込んで、詳細な工作機械技術のロードマップを作

成して行くこととしている。本事業は世界に冠たる工作機械大国であるわが国の工作機

械業界が世界に対して果たすべき責務であり、またわが国の戦略であるとも言える。 

以上 
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