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序

我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。

しかしながら、世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近隣諸

国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどBRICs諸国の追い上げがめ

ざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづく

り立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。

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

を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますます技術開発に

対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力をさら

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あります。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

して社団法人日本工作機械工業会に「次世代工作機械技術動向調査」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す。
　

　　　平成 19年 3月
　

 社団法人　日本機械工業連合会

 　会　長　　 金 井　 務



序

工作機械は、あらゆる製造業を支える生産財であり、その技術の高度化は製造業の国際競争力

強化に必要不可欠です。

中国をはじめとするアジア諸国の製造業の台頭が著しい現在、わが国製造業においては製品の

高付加価値化による国際競争力強化が進み、工作機械業界においては多軸・複合工作機械や超精

密加工機等の開発が活発に行われております。

わが国工作機械産業は、特にこうした高機能・高精度工作機械技術について高い国際競争力を

有していますが、韓国・台湾等のアジア諸国の発展も目覚ましく、また欧州諸国も依然として高

い技術力基盤となる研究開発を活発に行っており、その競争環境は非常に厳しいものとなってい

ます。

このような状況の中、わが国製造業が将来も継続的に国際競争力を維持・強化していくには、

将来求められる高度な生産技術を取り入れた画期的な次世代工作機械の研究開発を推進していく

必要があります。

本調査研究では、こうした次世代工作機械の戦略的研究開発推進を目的として、わが国製造業

の国際競争力を維持強化する上で必要となる次世代の生産技術について調査分析を行い、それら

生産技術を現実のものとする工作機械のあるべき姿を明らかにすべく、工作機械メーカ、自動車

メーカ、航空機部品メーカ、建設機械メーカ、大学等の有識者による「次世代工作機械技術動向

調査専門委員会」を設置し、調査を実施したものです。

平成18年度では、自動車、家電・情報、建設・土木機械、航空・宇宙、医療・福祉機器の各分

野における将来技術について分析し、該当製品を生産するための生産技術・工作機械の将来像に

ついて取りまとめるとともに、自動車、航空、医療分野における最先端市場である米国産業の現

状と動向について調査し、これらの成果を本報告書にまとめました。

本調査の成果が、工作機械業界における戦略的研究開発推進への一助となり、もって広くわが

国産業界の高度化に寄与することに期待しております。

最後に、本調査にご協力いただきました「次世代工作機械技術動向調査専門委員会」委員長　

森脇俊道　教授（神戸大学工学部機械工学科）はじめ委員各位に御礼申し上げます。
　

　　　平成 19年 3月
　

 社団法人　日本工作機械工業会

 　会　長　　 中 村 健 一
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1.　　は　　じ　　め　　に

本調査は、将来における工作機械の技術動向を明らかにし、具体のロードマップを作成するこ

とを目的として「次世代工作機械技術動向調査専門委員会」を立ち上げ、関連の調査研究を行っ

た。

本調査を実施するに当たり、対象とする工作機械ユーザ産業分野として「自動車分野」、「家

電・情報分野」、「航空・宇宙分野」、「建設機械分野」、「医療・福祉機器分野」を重点的に取り上

げ、当該分野の専門家を委員としてお招きし、各分野の将来の技術動向について突っ込んだ議論

を行った。

詳細については第3節の各論に譲るが、たとえば自動車分野においては、よく言われるように

軽量化（アルミニウムや各種プラスティック材料の利用）と安全性の確保（モニタリングなど）、

対環境問題（クリーンエンジン、排ガス問題、燃焼効率の向上、トランスミッションの多段化・

無段変速化）、ハイブリッド化、電気自動車、部品の再利用やリサイクル、快適性の追求（遮熱、

騒音・振動の遮断など）などについて議論を行った。

建設機械分野に関しては、軽量化と剛性の問題、IT化や通信機能、快適性、オペレータの保

護・安全性などについて議論し、航空・宇宙分野では燃焼効率の問題、環境適応型コアエンジン、

耐熱合金、耐熱コーティングなど次世代の航空機エンジンに求められる技術などについて議論し

た。

他方、加工技術の観点からは、切削・研削技術のブレークスルー、ツーリングのあり方、将来

のフレキシブル生産システム、新しい歯車加工技術などについて議論を行った。

以上の議論にもとづいて、平成18年度はニーズや技術シーズを主体とした未来型工作機械のイ

メージについて検討を行った。未来型工作機械については、本年は十分な議論を行うことが出来

ていないため、今後詳細に検討する予定である。

この他、生産関連の技術予測、未来予測についての技術資料も収集し、今後の検討に資するこ

ととした。

以上、本報告書は本年度の委員会において検討した内容を取りまとめたものである。
　

　　　平成 19年 3月
　

 次世代工作機械動向調査専門委員会

 委 員 長　　 森 脇 俊 道

 　　　　　　 （ 神 戸 大 学 ）
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2.　調 査 研 究 の 概 要

 2.1 活動計画

2.1.1 テ ー マ

  次世代工作機械技術動向調査

2.1.2 組　　織

  この委員会は、日工会技術委員会技術開発部会に所属する専門委員会とし、特別委員と

して、自動車メーカ、航空機部品メーカ、建設機械メーカ及び工学系の研究者を交え、日

工会会員の企業委員数名により研究を進める。

2.1.3 調査研究期間

  この委員会の研究期間は、平成18年度から1年度とする。

2.1.4 研究の目的

  中国をはじめとするアジア諸国の製造業の台頭が著しい現在、わが国製造業においては

製品の高付加価値化による国際競争力が進み、工作機械業界においては多軸・複合工作機

械や超精密加工機等の開発が活発に行われている。

  わが国工作機械産業は特にこうした高機能・高精度工作機械技術について高い国際競争

力を有しているが、韓国・台湾等のアジア諸国の発展も目覚ましく、また欧州諸国も高い

技術力を有しており、その競争環境は非常に厳しいものとなっている。

  このような状況の中、わが国製造業が将来も継続的に国際競争力を維持・強化していく

には、将来求められる高度な生産技術を取り入れた画期的な次世代工作機械の効率的な研

究開発を推進していく必要がある。

  そこで本調査研究では、わが国製造業の国際競争力を維持強化する上で必要となる次世

代の生産技術について調査分析するとともに、それら生産技術を現実のものとする画期的

な次世代工作機械のあるべき姿を明らかにし、わが国における工作機械の効率的研究開発

の促進を図り、もって広く産業界の高度化に寄与することを目的として調査研究を行う。

 2.2 委員会構成及び委員会開催状況

  次世代工作機械技術動向調査専門委員会

  委 員 長  森 脇 俊 道 神戸大学工学部機械工学科教授

  委 員  伊 東　 誼 東京工業大学名誉教授
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  委 員  清 水 伸 二 上智大学理工学部機械工学科教授

  同   諸 貫 信 行 首都大学東京システムデザイン学部教授

  同   森 本　 毅 川崎重工業㈱ガスタービンビジネスセンター
     生産総括部参与

  同   寺 坂 裕 二 ㈱小松製作所生産技術開発センタ主任研究員

  同   近 藤 猛 男 トヨタ自動車㈱HVユニット生技部主査

  同   沢 田　 学 中村留精密工業㈱取締役技術本部長

  同   渋 川 哲 郎 ジェイテクト㈱執行役員研究開発センター
     エンジニアリング部担当

  同   横　田　悦二郎 黒田精工㈱顧問

  同   堀 越　 巌 三井精機工業㈱精機品質保証部部長

  同   家 城　 淳 オークマ㈱研究開発部部長

  事 務 局  小 林 正 彦 日本工作機械工業会技術部部長

  同   丑久保　雅　之 日本工作機械工業会技術部係長

  同   笹 川 哲 平 日本工作機械工業会技術部

  委員会開催状況

  第 1 回 平成18年 9月14日（木）  機械振興会館 出席11名

  第 2 回 平成18年12月14日（木）  機械振興会館 出席11名

  第 3 回 平成19年 3月 8日（木）  日 工 会 出席13名
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3.　各産業分野における2005～2030年にかけての技術的潮流

 3.1 自動車分野

3.1.1 省エネ、環境負荷低減（低燃費化、低排出ガス化）

  自動車分野において、環境問題は も重要なテーマである。燃費に関しては、エネルギ

ー資源消費量が少なく、多様なエネルギー源に対応した車が求められている。また、排出

ガスについても「ゼロエミッション」、さらには「走れば走るほど空気がきれいになる車」

など究極のエコカーが期待されている。

  燃費、排出ガスの両方に効果があるのが車両の軽量化である。高強度の材料を薄肉で使

用する「素材軽量化」により車両重量を軽くするために、FRP（繊維強化プラスチック）、

強化セラミックス、マグネシウム、チタン等々の材料が、今後各種自動車部品に使用され

ていくと予測される。このような難加工材料の加工技術がますます求められてくると思わ

れる。

  「ガソリンエンジンの効率向上」は、ディーゼルエンジンに比べ燃費に劣るガソリンエ

ンジンの改良として今後も開発が進むと考えられる。ガソリンエンジンの性能を良くして

いくには、燃焼の効率化に加え、低フリクションであることが重要で、面粗度、形状精度

を高める精密加工技術が今後も重要となる。気筒内に直接高圧で噴射する直噴エンジンな

どでは、噴射ノズルの微細孔を精度よく加工する必要がある。

  一方、ガソリンエンジンに比べ排出ガス量で劣るディーゼルエンジンの改良も進み、NOx

や黒煙が少ない「クリーンディーゼルエンジン」の開発が進む。また、HCCI（ホモジニア

ス・チャージド・コンプレッション・イグニッション）燃焼方式も有望といわれている。

これは、燃料と空気を混合した混合気を圧縮して高温にし自己着火させる点火方式で、デ

ィーゼルエンジンよりNOxの排出が少なく、ガソリンエンジンより燃費が良い。ただ、高

圧縮のためエンジン自体に強度が必要であり、内圧に耐える構造を考えるとエンジンが大

きくなるという点がある。いかにコンパクトにするかが課題となっている。

  忘れてはならないのは、「トランスミッションの多段化、無段変速化」であり、 適な

ギヤ比を選択することによりエンジンの燃焼効率を良くすることができ、今後も進んでい

く。動力を効率よく伝達するために、ギヤ、ベルト等機械部品の高精度加工技術も重要で

ある。特に、歯車研削、ホーニングなどの歯面仕上げ技術の進展が望まれる。

  また、ガソリンやディーゼル燃料に代わりバイオ燃料や合成燃料などの代替エネルギー

の活用も盛んになり、内燃機関以外の動力源を用いた「電気自動車」や「燃料電池車」な

どの実用化も進んでいく。図3.1.1に示すように、「走れば走るほど空気がきれいになる車」

「燃料を満タンにすれば地球を一周できる車」のような究極のエコカーを目指して、さま

ざまな技術が試され、淘汰されていくことになると思われる。
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  その中で、「ハイブリッドシステム」は、現在のガソリンエンジン＋モーターというハ

イブリッドカーのみならず、燃料電池を含めた多様なエネルギー源、動力源と2次電池を

組み合わせて自動車の多岐にわたる使用条件の中で 適な運転制御を行い、エコドライブ

を実現する基幹となる技術と考えられ、今後ますます技術開発と発展が行われる。そのた

めには、電池、インバーター、モーター、ギヤトレインの生産技術の大きな革新が必要に

なってくると思われる。

図3.1.1　究極のエコカーを目指して

  自動車が環境に与える負荷は自動車が使用される段階のみではない。図3.1.2のように、

生産段階や廃棄段階での環境負荷をミニマイズする必要がある。

  生産工程に投入した素材、エネルギーを100％使いきり、製品以外の廃棄物を一切出さ

ない自己完結型の工場が求められるようになる。また、顧客が使用し終わり廃棄される部

品についても、「自動車完全リサイクル化」されるだろう。さらには、材料を燃やしてエ

ネルギーを利用するサーマルリサイクルや材料を溶かして再利用するマテリアルリサイク

ルではなく、そのまま（修理含め）再利用する「部品の再利用やリサイクルを行う循環型

工場」へと発展していくものと思われる。

図3.1.2　ライフサイクルを考慮したものづくり
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3.1.2 高度化（高機能化）、情報化

  自動車は、人間が自ら動かし移動するためだけの機械から、目的地に向けて移動してい

る間をより安全に、快適に過ごせるようにさまざまな機能が望まれている。また、移動す

る目的（旅行、ビジネスなど）に応じ、それをサポートするサービス機能をも併せ持つ移

動体に進化していくと思われる。

  自動車を運転中に遭遇するいろいろな状況に応じて常に安全が保たれるような「安全機

能（自動ブレーキ、自動接触防止など）」の開発が進んでいる。たとえば図3.1.3のように、

衝突の危険を自動車自体が検知し運転者に知らせるとともに、ブレーキやステアリング操

作をアシストする機能がすでに実用化されている。今後さらに周囲の移動体・地形・道路

などの状況把握精度が向上すれば自動回避機能が実用化され、さらには「自動運転機能付

き自動車」に発展していくと思われる。

図3.1.3　衝突回避操舵アシストの例

  これらを可能にする技術の一つが「X・バイ・ワイヤ（ステアリング・ブレーキ・アク

セル等の電線・信号線化）」である。人間が運転をする際には、目に見える物、音等の信

号を脳内で処理し手足に信号を送って制御するが、これを電気信号で制御することで自動

ブレーキ等が可能になる。センサー、カメラ、通信など情報を取り込む機器、CPU、電動

アクチュエータが小型化され搭載が増えると考えられる。

  また、人間が経験や視覚により先の地形を予測しながら運転しているのと同様に、自動

車も「GPS・ナビ協調制御」により地形情報を把握し予防安全運転を行うことができる。

  安全と同時に、快適性や便利さの向上も求められてくる。「ITS（高度道路交通システ

ム：多機能情報端末）」は今後も進化していき、渋滞回避や渋滞予防など環境問題や安全

に役立つ機能が開発されていく。また、自動課金機能についても駐車場やファーストフー

ド店など自動車で移動中のさまざまな場所へ展開されていくと考えられる。

  移動中を快適に過ごすために種々の「映像、娯楽」機能も追加されていくことだろう。
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テレマティクスサービスにより映像をダウンロードしたり、食事、宿泊、買物やビジネス

情報など移動途中で必要になった情報を車内に居ながらにして取得し目的を達成できるよ

うになる。

3.1.3 ゆたかさ、ユビキタス

  自動車は移動のための手段だけでなく、運転そのものを楽しむことのできる道具でもあ

る。その基本性能である「意のままに走る・曲がる・止まる」は、安全面だけでなく運転

を楽しむために重要であり、シャシー、タイヤなど足回り部品の材料変更による軽量・高

剛性化が進んでいくと思われる。

  また、「遮熱、騒音・振動遮断構造」は、快適な移動に必要となってくる。各部品の精

度向上による起振力・熱発生の低減や熱・騒音・振動を遮断する構造が必要となる。

  自動車の内装を家具や衣類のように自由に

選べたら楽しい。クラシックなデザイン・モ

ダンなデザイン、色、材質などオーナーの嗜

好に合せたその人だけの自動車を「テーラー

メイド」で作り上げるフレキシブルな生産技

術が必要になってくると予想される。

  高齢者社会が進むにつれ、加齢による周囲

の認知能力、判断能力、操作能力の低下をカ

バーして、安全な運転をアシストする「高齢

者対応」が必要となってきている。

  たとえば、図3.1.4のように駐車場所がせま

く、駐車が難しい状況においても自動車自体

が駐車位置を判別しハンドル操作をアシスト

することにより、より駐車を簡単にする等が

挙げられる。

  同様に、夜間での障害物発見を助けるナイ

トビューやブレーキ踏力をアシストするなど

の装置が開発されてきており、さらに発展し

ていくと思われる。

  また、都市部では駐車場不足が深刻化して

くる。自動車の保有数を減らし、必要な人が、

必要な時に、必要な区間を使用できるような、

「乗り捨て自由の自動車管理・運用システム」

が実用化されると考えられる。 図3.1.4　駐車支援の例(1)
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3.1.4 安全・安心

  高度化のところで紹介した予防安全については、ほかにも運転者の飲酒を検知し、呼気

のアルコール濃度が一定以下でないとエンジンがかからないといった機能や、運転者をカ

メラでモニタリングしつつ、よそ見をしていると警報が鳴る等の機能は既に実現されつつ

ある。さらに、万一衝突した祭の「衝突

安全機能」が強化されていく。

  乗員を保護するパッシブセイフティー

機能（図3.1.5）や、歩行者への衝撃を緩和

するためにエンジンフード、フェンダーや

バンパー周辺部などを衝撃吸収構造（図

3.1.6）とし、さらには衝突相手車両の衝

撃を軽減するコンパティビリティーボデ

ー構造の開発が進んでいく。
図3.1.5　乗員保護ボデー構造

図3.1.6　歩行者保護ボデー構造の例(1)

3.1.5 おわりに

  以上のように、自動車は環境に優しく、安全・快適な移動体として進化し続ける必要が

ある（表3.1.1）。その実現のためには材料技術の変革や、とりわけそのキーテクノロジー

として生産技術・工作機械技術のたゆまざる進展が重要である。

参考文献

 （1） トヨタ自動車株式会社ホームページ

（トヨタ自動車㈱　近藤委員）
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 3.2 航空宇宙分野

  航空分野の役割は、人と物資をより早く、より多く、より遠くへ、より安全に運ぶことを

経済的に成り立たせることである。一方、宇宙分野の役割は、真理探究とともに、高度情報

化等の幅広い社会ニーズに応えることである。

  また、航空宇宙は重力に逆らう分野であるため、限界的な軽量化が必要なのは言うまでも

なく、他の輸送分野に比べて高いエネルギー（推進力）が求められる。そのため、推進シス

テムの高効率化が重要であり、地球環境保全にも努力することが求められている。

  さらに、航空宇宙分野は、先端技術を結集する「高付加価値産業」であり、他分野への

「高い技術波及効果」を有し、「広い裾野産業」を必要としているとともに、「国の安全保障

に密接に関係」することから、この分野の産業および技術の基盤を維持・拡大していくこと

は国家的な重要事項である。そのため、欧米の先進主要国のみならず、中国、インド等でも

国家戦略として、この分野の強化に取り組んでいる。

  以上のように、航空宇宙分野の技術的潮流を予測には、需要予測等の社会ニーズとともに、

各国の国家戦略を分析する必要がある。

茨 航空分野

  航空需要はアジアを中心に伸び、今後20年間の旅客需要は年約5％の成長が予測されて

おり、2025年には現在の約2倍になると見込まれている。（図3.2.1；JADC資料）

  そのため、将来の航空機には低コスト化と格段の安全性向上が求められ、これらに関す

る技術開発が加速されると考えられる。また、輸送量の増大に伴い、環境負荷をより低減

することが必要となり、そのための技術開発の重要性も高くなる。

図3.2.1　航空旅客需要予測（JADC）
http://www.jadc.or.jp/JADCF06.pdf
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  このような状況を鑑みて、経済産業省及びNEDOでは技術戦略マップを策定した。これ

は、わが国航空機産業が国際競争力を強化して発展していくための施策の根拠資料となる

ものであるが、航空分野の技術的潮流を表しているものでもある。

  ここでは、航空機分野の技術課題を「全機開発技術」と「要素技術」に分類し、「全機

開発技術」では機体・エンジンの全機インテグレーション技術を上げており、「要素技術」

では以下の3点を挙げている。

毅環境負荷低減技術：エンジン騒音低減・クリーン燃焼技術、超音速機の低騒音化技術　等

毅低コスト化技術：複合材成形技術、構造シンプル化技術、離着陸高揚力・低抵抗化技術　等

毅安全性向上等の技術：健全性診断技術、コックピット表示技術　等

  そして、これらの重要技術の2020年＋までの具体的展開がロードマップに示されている。

一例としてエンジン騒音低減・クリーン燃焼技術についてのロードマップを図3.2.2に示す。

芋 宇宙分野

  海外とわが国の宇宙開発計画を図3.2.3に示す。現在進めている国際宇宙ステーションに

続き、米国・欧州では月・火星の有人探査を目指す「新宇宙政策」や「オーロラ計画」を

掲げ、中国でも月探査を計画している。このように、海外では国威発揚的な側面も有する

一方、わが国の長期ビジョンは、現実的な宇宙利用と宇宙探査に重点を置いた、かなり現

実的な計画となっている。（「JAXA長期ビジョン概要」より）

  また、航空分野と同様に、経済産業省及びNEDOにおいて技術戦略マップが策定され、

衛星分野における重要技術として

毅社会的要請に応える衛星搭載機器：ハイパースペクトルセンサー、合成開口レーダ、

移動体通信技術、ユビキタス技術、電力伝送技術　等

毅国際競争力強化につながる共通基盤技術：低コスト化、高電力効率化、大容量データ

記録技術　等

  ロケット・輸送系分野における重要技術として、

毅機器統合低コスト化技術、軽量化構造技術、新推薬エンジン技術、誘導航法システム

高度化技術、システム高信頼性化技術　等

図3.2.2　航空分野の技術戦略マップ（NEDO）

http://www.nedo.go.jp/roadmap/2006/all.pdf
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が挙げられている。

  また、2020年までのロードマップが示されてるが、一例として推進系技術を図3.2.5に示

す。

図3.2.4　宇宙開発ビジョン（JAXA）

http://www.jaxa.jp/about/2025/pdf/2025_01.pdf

図3.2.3　JAXA長期ビジョン－JAXA 2025－

http://www.jaxa.jp/about/2025/pdf/2025_03.pdf
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（川崎重工業㈱　森本委員）

 3.3 建設機械分野

3.3.1 はじめに

  建設・土木機械業界は、2006年度日本での出荷金額（輸出を含む）が2兆円を超え、自

動車、電機に続く産業分野として活況を呈している。中国に端を発し、BRICsへ波及した

地域開発の流れや鉱山資源の需要増加に支えられ、建設・土木機械の需要は暫く続くもの

と考えられている。欧米や日本と開発途上国を比較すればわかるように、建設・土木機械

の使われ方やその地域のおかれている状況により、機械に対する要求に差はあるが、大ま

かな技術動向を展望した。省エネ、環境、高度化、情報化、ゆたかさ、ユビキタス、安

全・安心の7つの切り口から、技術ロードマップが作成されている（図3.3.1）。

3.3.2 技術ロードマップ

茨 省エネ（資源含）

毅燃費向上

  産油国のような特別の場合を除き、ユーザからの燃費改善の要求は高い。そのため、

エンジン自体の燃焼効率向上やエネルギー回生を狙ったハイブリッド化、車体や稼動

部の軽量化が進む。ハイブリッドは、旋回停止や作業機用油圧シリンダの伸縮時のよ

うに短時間にエネルギを回生するため、自動車と異なり、バッテリではなくキャパシ

タが使用される。軽量化は、車体や稼動部分については材料の使用量が多いため、高

価な合金材料が使用できない。構造を工夫した板厚低減が主であるため、難削材の使

用は少ないが、剛性が低い部材の加工が必要になる。エンジン部品ではアルミ合金や

チタンなどの難削材の採用が増えると考えられる。

毅ローコスト化

  機械の製造会社サイドでは、利益率向上の為、使用材料の削減（軽量化）や低級化

図3.2.5　宇宙分野の技術戦略マップ（NEDO）

http://www.nedo.go.jp/roadmap/2006/all.pdf
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を図っているが、資源削減の観点でも目指すべき方向である。

毅駆動装置の効率向上

  エンジンで取り出したエネルギーは、トルコン、減速機を経由して駆動輪に伝わる。

また、多くの建設機械では、機械的エネルギーのままでの伝達を行わず、油圧に変換

している。この場合、油圧に変換する油圧ポンプや、駆動力に戻す油圧モータが間に

介在している。また、作業を行う装置では油圧シリンダが使われる。これらの、トル

コン、減速機、油圧ポンプ、油圧モータ、油圧シリンダなどのエネルギーロスをでき

るだけ少なくすることが重要である。その為に、加工精度の向上や、軽量・高強度な

難削材の加工の要求が高まるであろう。

芋 環境（エネルギー含）

  環境に対する考え方は、現時点では国や地域によりかなり違うが、温暖化の進行状況

などから加速度的に厳しくなることは間違いない。また、排ガス規制や騒音規制、部品

のリユースやリサイクルなどの取り組みが進む。

毅低騒音化

  欧米や日本など、都市で使用される建設機械には低騒音化の要求が厳しくなってい

る。周囲騒音については、エンジンの発生騒音や、減速機や稼動部の振動・騒音を下

げなければならない。また、オペレータへの振動・騒音に対しては、吸震・吸音構造

や優れた特性を持つ材質も開発されるであろう。使用場所が制約されるが、エンジン

を使わない電気式は、振動・騒音低減には非常に有効である。燃料電池など安価で十

分な電気の供給方法の開発が待たれる。

毅油圧レス化

  油圧は、非常に優れた動力の伝達方法であるが、破損した場合の作動油による環境

汚染への考慮から、水のような環境汚染を起こさない流体を使用することや、油圧自

体に変わる方法についても開発が進むであろう。

毅排ガス清浄化（クリーンエンジン）

  現在、建機の主流であるディーゼルエンジンに対する排ガス規制は厳しくなる一方

である。2006年に第三次規制が実施されたが、2011年には第四次規制が予定されてお

り、パーティキュレートやNoxは1/10程度に制限され、大気よりクリーンになるとも

言われている。この規制達成には、燃焼の改善だけでなくフィルターなどの後処理も

不可欠で、技術を開発することは当然であるが、メーカとしては如何にコストをかけ

ずに達成するかも重要である。燃焼温度の上昇による耐熱合金の採用や、燃焼の前後

工程の開発が進められている。

毅建機構成部品のリユース、リサイクル

  軽量化やコスト低減のため、樹脂材料の積極的採用や構造の変更が検討されている

が、装置が寿命に達した後、如何にリユースあるいはリサイクルするかを無視するこ
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とはできない。

鰯 高度化（高機能化）

毅災害時の生存者探知装置

  建設機械は、地震や風水害などの災害時の復旧や人命救助に使用されることも多い。

この作業において、生存者探知機能の必要性が高まっている。

毅建機の知能化・複合化（自律制御・遠隔制御）

  オペレータの負担が大きい災害の復旧現場や、大型鉱山での作業などにおいて遠隔

操作や建機の自律的な機能が開発されつつある。

毅人間・物体探知センサ

  作業の安全のための人間・物体の探知（検出）機能が必要とされている。極端な例

であるが、アフガニスタンにおける地雷検知などがある。

毅操作の簡便化（操作レバーレス）

  走行、旋回、作業機の動作など操作パターンが複雑な油圧ショベルは、二本のレバ

ーを前後左右に操作することが必要である。レバーを使用しない、直感的で簡便な操

作方法が可能になる。

允 情報化

毅ネットワーク接続

  建機の集中管理のため、GPS機能の搭載やネットワーク接続は現在既に進行してい

る。

毅遠隔操作システム（集中制御、無人化）

  鰯高度化と同様

毅建機の使用効率化システム（稼働率コントローラ）

  単独の機械でも、効率的な作業になっているかモニタリングや制御ができるが、複

数の機械を使用している場合、効率的に連携させてシステムとして適正化することが

望まれる。

毅トータルメンテナンスシステム

  稼動状況のモニタリングにより、メンテナンス時期の予測が可能にあり、システム

全体としてトータルなメンテナンスが可能になる。

印 ゆたかさ

毅予防安全・予防保全

  安全な作業を 優先に考え、危険な作業はしないような機能が開発される。保全に

ついても、部品の寿命を考慮した予防保全が標準になる。

毅キャブ内の快適さ（低騒音、低振動）

  人材不足を背景に、オペレータに対する作業空間の質的な要求が高まる。高級自動

車並みの低振動・低騒音はあたりまえになる。
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咽 ユビキタス

毅設計の自動化・高度化（バーチャルディスプレイによる高度化）

  建築・土木作業は設計図面に基づき実施する必要がある。キャブ内のバーチャルデ

ィスプレイで図面をいつでも確認することができるようになり、作業を中断すること

なく設計通りの作業を迅速に実施できる。更に、図面を自動で認識し、適正な作業を

オペレータに指示したり、自動運転することも可能になる。

員 安全・安心

毅大地震対応の地下都市用建設機械

  地下で安全に作業できる建設機械が開発される。自動運転が可能な高度化や、環境

を汚さないクリーンな排ガスなど前述の機能が要求される。

毅予防安全・予防保全

  印ゆたかさと同様

毅オペレータ保護構造・装置

  建設機械は地理的に不安定な現場での作業も多い。状況によっては、転倒や転落の

危険性がある。機能により、そのような危険を回避することは必要であるが、万が一

のため、そのような状況でもオペレータを危険から守る保護構造が必要である。

毅盗難防止

  建機は高価であるため、海外への転売や、剛性が高く、機能も充実しているため、

ATM破壊のためなど盗難にあうことが多かった。情報化でも示したように、 近は関

連したトータルな管理が実施されるため、盗難件数は減ってきている。正当な作業状

況でない場合、エンジンを指導させないという制御や、盗難にあってしまった場合、

所在地の検出機能など高度化が図られている。

3.3.3 ま と め

  7つの切り口から、建設・土木機械の技術的潮流を予想した。省エネや環境対応の要求

が厳しく、新たな技術や大幅な改善が必要である。それを達成するための工作機械への要

求は現時点では明確ではないが、高精度化、高能率化は永遠の課題であり、新たな難削材

の出現も予想される。

（㈱小松製作所　寺坂委員）
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 3.4 家電・情報分野

3.4.1 はじめに

  ここでは、経済産業省が2005年3月に策定・公開した情報通信分野の技術戦略マップを

ベースに家電・情報分野の技術的潮流について述べる。同マップでは、設計、プロセス加

工、検査などの各製造工程に関わる技術開発などの研究開発関連、情報家電・通信に関わ

る規格に関する技術開発関連、高度部材産業と製造装置産業との垂直連携の強化などにつ

いて述べられている。ここでは、これらに対応するための工作機械のあり方を考える際の

参考とするため、これら分野における製造関連技術の動向予測について述べる。

3.4.2 技術ロードマップ

  上述の技術戦略マップは、高度情報通信社会の中で重要な役割を果たす製品に注目し、

情報通信関連技術のコア技術を以下の分野に分類している。

茨半導体、芋ストレージ・不揮発性メモリ、鰯コンピュータ、允ネットワーク、

印ユーザビリティ、咽ソフトウェア

  この中で、直接的に製造技術に関わってくるのは、茨、芋、鰯、印である。これらは、

デジタル家電も包含しているものと思われるので、これらより中枢となる部分について、

上述の技術戦略マップを抜粋的に整理することとする。

茨 半導体分野

  さまざまなセンサを備えた小形情報家電や、PCと同等の機能をもつモバイル機器など

を実現するためには、多機能性を有するシステムLSIが必要とされている。例えば、現

在のPCが持つ演算能力と動画処理能力を持ちながら、使用電力が現在の数分の一で動作

するものが期待されている。このためには、半導体の微細化とそれに伴い増大する消費

電力の抑制が重要課題となっている。

  具体的技術課題としては、デバイス技術、プロセス技術、リソグラフィ、配線、実装、

歩留まり向上技術、計測技術などが上げられている。また、材料としては、現在のシリ

コンをベースとした半導体とは異なる原理を用いたデバイスとして、カーボンナノチュ

ーブデバイスや超伝導デバイスなどの実現が期待されている。

芋 ストレージ・不揮発性メモリ分野

  インターネットは、今後もますます高速化し、大容量のビデオ映像のオンデマンド配

信が広がることが予測されており、そのコンテンツを供給および保存するためのストレ

ージが必要となる。また、デジタルカメラやオーディオが付属した携帯電話などのモバ

イル機器においては、ますます多機能化、小形化などが進むことが予測され、これらに

対応するための、ストレージ・不揮発性メモリの大容量化・低消費電力化が求められて

いる。例えば、現在の十倍の記憶容量を持つサーバ、モバイル機器、そして瞬時に起動
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し、現在の数倍の動作時間を保つ電子機器の実現が期待されている。

  ストレージの利用形態としては、ネットワークサーバ用ストレージ、ホームサーバ・PC

用ストレージ、モバイル用ストレージ、コンテンツ配布用ストレージなどが挙げられる。

鰯 コンピュータ分野

  情報通信社会の進展とともに、コンピュータはこれまでのサーバやPCのような一般的

な計算機はもとより、携帯電話や情報家電、車載機器など外見上からは計算機が用いら

れているように見えない多くの情報機器へ組み込まれ、それぞれがネットワークで接続

されるようになり、年々その応用分野が拡張・多様化している。

  技術的課題としては、スーパコンピュータ、サーバ・PCクラスタ、プロセッサ内蔵

SoC（System on a Chip）、システムソフトウェア、グリッドコンピューティング、アプリ

ケーション・ソフトウェアなどが挙げられている。サーバ・PCクラスタでは、ハイエン

ドサーバ、高密度・低消費電力サーバ（ブレードサーバ・PCクラスタ）が、プロセッサ

内蔵SoCでは、汎用プロセッサ、アプリケーションアクセラレータ、チップマルチプロ

セッサなどが技術課題として挙げられている。

允 ユーザビリティ分野

  携帯端末や情報家電のネットワーク化が進展する中で、情報家電機器が、宅外からの

アクセスや携帯電話・車載機器との相互接続により、ユーザがいつでもどこでもサービ

スやコンテンツを享受可能なユビキタス環境の実現が期待されている。また、人間と機

械のコミュニケーションの円滑化を図り、より迅速に必要とする情報を得るために、会

話や表情などを入力情報として取り扱うことが可能な新しいヒューマンインタフェース

や、可搬性や高臨場感を実現するディスプレイの需要が拡大することが見込まれている。

例えば、遠隔操作や相互連携が可能な情報家電、複数話者や非定常雑音などに対応した

音声認識製品、新聞や広告（ポスター）に利用可能な視認性に優れたフレキシブルディ

スプレイ、より高精細な大形（60インチ）ディスプレイ、3D表示ディスプレイなどが期

待されている。

  技術課題としては、ヒューマンインタフェース関連では、情報を認識する知覚インタ

フェース、情報を発信する表現インタフェースなど、セキュリティ関連では、情報の保

護、情報の認証、ソフトウェア関連では、情報検索/情報アクセス、知識発見/データマ

イニング、デバイス関連では、ディスプレイ、携帯可能な電子ペーパメディアなどの実

現が期待されている。

印 技術ロードマップ

  上述のような技術動向をロードマップに表したものが、幾つか公開されているので、

図3.4.1～図3.4.4に示す。図3.4.1と図3.4.2は、前述の経済産業省が策定した技術戦略ロ

ードマップに掲載されているものであり、図3.4.4と図3.4.5は、他の機関により策定さ

れたロードマップであり、ほぼ同じような内容となっている。



－20－

図3.4.1　情報通信分野の技術戦略ロードマップ　経済産業省（2005）
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図3.4.2　情報通信分野の技術戦略ロードマップ　経済産業省（2005）

図3.4.3　デジタル技術のロードマップ

（「情報家電ネットワーク化に関する検討会」　商務情報政策局　情報政策課

（2005年7月20日））
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3.4.3 ま と め

  以上で述べたように、家電・情報分野で共通的に必要となるコア要素としては、半導体、

各種メモリ、ディスプレイということになる。これらを製造するための製造装置を製作す

るための工作機械が必要となる。また、家電・情報分野の製品のコア部品加工用の工作機

械、その製作のための金型加工用工作機械の需要が拡大するものと思われる。

（上智大学　清水委員）

 3.5 医療・福祉機器分野

3.5.1 医療関連

茨 市場動向

  経済産業省の技術戦略マップ（2006年版）ライフサイエンス分野・低侵襲治療の部分

に内視鏡関連やインプラントに関する項目が挙げられており、将来のQOL向上のために

は欠かすことができない技術のひとつとされている。

  医療機器はディスポーザルを前提とした薄利多売製品から、高価・高機能な検査機器

（CTなど）に至るまで多岐にわたる。未知の感染症を予防するためにはディスポーザル

を前提とすることは避けられず、一方で、分析機器類は更なる高度化が想定される。こ

れらの間に位置する新たな市場として、テーラーメイド医療のためのカスタマイズ製品

が考えられる。例えば、歯科インプラントや人工関節などは個々人に合わせた調整加工

図3.4.4　情報通信：情報家電ロードマップ

www.oitda.or.jp/main/roadmap/roadmap0113.PDF
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が必要となる。

  また、内視鏡や腹腔鏡の利用も今後益々増加すると考えられ、内視鏡先端部に装備さ

れる処置具についてもカスタム化の要求が増すものと考えられる。その理由は、内視鏡

による検査だけならば標準的な仕様で支障はないと考えられるが、処置を行う場合には

部位や種々の状況に応じて頻繁に処置具を変更する必要があると考えられるからである。

芋 構成部品などの特徴

  内視鏡処置具のような医療機器の部品類に求められる要件として下記が挙げられる。

毅構造材料は金属

毅三次元形状

毅微小かつ精密な加工

毅生体適合性の向上

  材料としては延性を有する金属材料の適用が多く、化学的安定性などの観点からステ

ンレス系やチタン系などの難加工材が多用される。

  内視鏡の処置具などでは、狭い領域で動作する機構を実現するために部品は微小かつ

複雑な三次元形状になることが多い。図3.5.1は内視鏡処置具の例を示す。現状で直径2.8

以下の中にこのような機構が収められている。

図3.5.1　内視鏡処置具の例

（直径2.8mm以下、フジノン東芝ESのWebページより引用）

  前掲の技術戦略マップのロードマップでは、現状5mm程度の内視鏡直径は2015年頃ま

でに2.8mm以下になると考えられており、機構へのアクチュエータの組込みや部品の更

なる小型化が求められると考えられる。

  図3.5.2は、人工関節用の部品であり、チタン系の合金に直径100 mmの微細穴が高密

度（15穴/mm2）に加工されている。この微細穴は骨との生体適合性を向上させるため

のものであり、この例ではレーザによってこれらの加工が行われた。チタン系の難加工

材にこのような微小穴を多数あけることは、切削加工では難しいと考えられる。
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  歯科インプラントの場合も、チタン系材料のねじ部の表面に適度な粗さを設けること

で生体適合性が向上することが知られている。現在は試行錯誤的に表面処理が行われて

おり、そのピッチは数10 mm程度まで小さいものも試みられている(2)。生体適合性は、

骨、組織および血液それぞれに異なり、一般的に化学的安定性と共に表面に微細構造を

設ける場合が多く、加工プロセスに対する要求も厳しい。

  化学的な安定性と柔軟性の両方を求められる場面では、PTFE（4フッ化エチレン）な

ど樹脂材料が多用される。これらの材料には必ずしも切削性が良好ではないものもあり、

やはり切削加工だけで対応することは難しいと考えられる。

鰯 MEMS応用とシステム化対応

  医療分野におけるMEMS（Micro Electro Mechanical Systems）に対する期待は高いもの

の、シリコンの持つ脆性が問題となりやすく、小型センサ・分析機器やRFID（Radio 

Frequency IDentification）を除き、多用されることはないと考えられる。大きな構造につ

いては靭性・柔軟性の観点から金属か樹脂をベースにしたものになると考えられる。

  MEMSの 近の動向に、転写プロセスの導入によって大面積化を図ろうとするものが

ある。リソグラフィを用いずに印刷と類似の方法で形状や材料の転写を行うことができ

れば生産コストを大幅に低減することができ、さらに樹脂材料との相性も良い。よって、

ディスポーザルタイプの製品で微細構造を持つものについては転写プロセスでの製造が

考えられる。

  システム化についての検討も既に進みつつあり、MEMS技術を適用した分析機器を体

内に埋め込んだり、前述のRFIDを体内に埋め込み治療履歴などを蓄えたり、あるいはラ

ピッドプロトタイピングを応用したシミュレーションを事前に十分に行うことで、手術

をスムースに進める(3)などの研究が進められている。

  その他、携帯医療・検査などもシステム化の一環と考えられるものの、社会インフラ

整備と関連があることからここでは深い議論は避ける。手術支援ロボットについても需

要が増えると想定されるものの、加工との関連が少ないため、ここでの議論からは外した。

允 想定される加工機

  以上の想定に基づき工作機械の将来像を考えると、下記のいずれかの仕様が必須とな

る。

図3.5.2　人工関節部材の生体適合性向上させるための微細穴
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毅微細三次元加工対応（加工対象は数mm程度）

毅切削のみならずレーザ加工などとの組合せ加工ができるもの

毅大面積転写プロセスのベースとしての機械

3.5.2 福祉機器関連

茨 市場動向

  社会の高齢化に伴い福祉機器関連の需要は今後間違いなく増えるものの、現時点では

市場規模があまり大きくなく、製造業者のほとんどは中小企業である。しかし、前掲の

経済産業省技術戦略マップの人間生活技術分野で高齢化社会に向けての検討結果が示さ

れているように、市場の拡大は必然である。この中では個々人の生きがいや楽しみにつ

ながるようなロボットの開発に加え、モビリテ

ィに関する議論が興味深い。すなわち、高齢化

しても個々人が自由に社会に出て、思う場所に

行き着くためには、現在の車より更に進化した

ものが必要となるということである。人の認知

能力を補う機能を持ち、高齢者の誰もが運転で

きるような車を一人一人がもつということも考

えられる。

  福祉機器についても軽量・安価な自助具（図

3.5.3）から、身体障害者用の補装具（表3.5.1）、

さらには介護・福祉ロボットあるいは前述のよ

うなモビリティなど高度化したものまで多岐に

わたる。以降の議論でも、これらの区分に従っ

て検討を進める。 図3.5.3　自助具の例

http://www.livex.co.jp/pppc/info/self8.html

http://www.kenko.com/kaigo.html

表3.5.1　身体障害者手帳に記載されている障害を補うための補装具

義眼・眼鏡・点字器・盲人用安全杖視覚

補聴器聴覚

人工喉頭音声・言語

義手・義足・下肢装具・靴型装具・車椅子・電動車椅子・歩行

器・歩行補助杖・収尿器・頭部保護帽

肢体・体幹

芋 構成部品などの特徴

  図3.5.3は自助具の例を示し、左側はホルダー付きスプーン、右側はアルミ製4つ折伸

縮ステッキである。このステッキには京友禅の絵柄が施されてあり、QOL向上のための

配慮が窺える。人間に直接触れるこれらのものは、ほとんどの場合に自由曲面から構成

される。それと同時に、素手で触れた時の感触も重要であり、金属的な冷たい感触や汗
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ばんだ手で触れた時に滑るようなことは避けなければならない。筆者らの 近の研究に

よると、100 mm程度の微細ピッチの浅溝を設けた表面は濡れた状態での摩擦低減を抑制

できることがわかってきており、浴室の床など滑りが課題となる部分への適用が期待で

きる(4)。以上をまとめると、三次元曲面加工と表面微細加工の両方が求められ、QOL向

上のためには標準品よりはカスタマイズした製品が求められる。

  補装具では義手・義足のように軽量・高強度が求められ、材料も多様なものが用いら

れるのが特徴で、やはり個々人に対応して調整加工が求められる。寸法範囲も広く、補

聴器などでは微細な三次元加工が求められる。

  介護・福祉ロボットについては、基本的なハードウェアは工業用ロボットと類似であ

るものの、多様なセンサの組込みとともに人と接する部分については前述のように自由

曲面の加工と表面の質感が重要となる。

鰯 想定される加工機

  自由曲面の加工を容易に行うため多軸動作が必要となるものの、要求精度は厳しくな

く、重要なのは一品物の製造をいかに低コストで行うかという点となる。加工対象も木

材や樹脂を含む多様なものとなり、また、滑り防止などの観点から表面微細加工が求め

られるため、医療機器の場合と同様に切削以外のプロセスも併用できるようなハイブリ

ッド型工作機械が想定される。

  以上をまとめると、医療・福祉両分野において多種・三次元・微細加工が求められると

いうことであり、これに対応できる工作機械が求められる。
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4.　将来あるべき工作機械のイメージ

第3節の議論に基づいて、ユーザからのニーズや工作機械メーカ側のシーズを主体にした未来

型工作機械のイメージをまとめてみた。その代表的な例を以下の表に示す。これらのイメージつ

いては本委員会では十分議論する時間的な余裕が無かったため、ここでは例として提示するにと

どめることとする。詳細については、今後の検討することとしている。

茨 例　1

要求分野技術開発課題例要求される機能工作機械名（イメージ）

自動車高剛性超精密主軸ニアネットシェイプワークの鏡面加

工（低フリクション部品）

（例；仕上げ面粗さ0.1μmRy、真円
度1μm）
ワンパス仕上げ

高能率仕上げ加工機

自動車内外歯車対応

ホーニング・研削クラスの仕上げ

高能率

高精度歯車仕上げ機

自動車超高加減速対応主軸、モータ超高速

回転中のATC
1軸加工機のフレキシビリティと多
軸加工機の生産性を実現

高速ツールチェンジ（チップ・ツー・

チップ1～2秒）

フレキシブル短サイクル

タイム加工機

自動車高速高剛性主軸高強度薄肉難削材（チタン、セラミ

ック、FRP等）の高精度加工（自動
車の軽量化対応）

高速・高能率難削材加工

機

自動車超高速主軸多数の微細穴の高能率加工（深穴加

工）

直噴ノズル加工

高能率微細穴加工機

建機新しい工作機械構造の概念（ロボッ

ト型工作機械？）

小さな床面積の機械で大きな工作物

を高能率で加工

省床面積加工機

家電・情報大型液晶パネル対応バックライト金

型加工

超精密自由曲面加工（金型）

大型高能率超精密加工機

芋 例　2

要求分野技術開発課題例要求される機能工作機械名（イメージ）

切りくずの完全回収

ドライ加工対応工具

冷風加工技術

切りくずの完全回収完全ドライ加工対応工作

機械

熱変形フリー構造設計技術の確立

環境温度変化に伴う熱変形完全補正

技術の確立

熱変形フリー完全熱変形フリー工作機

械

びびり振動フリー構造設計技術の確

立

びびり振動フリー加工技術の確立

びびり振動自動回避機能の開発

びびり安定限界線図自動作成機能の

開発

びびり振動フリー完全びびり振動フリー工

作機械
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要求分野技術開発課題例要求される機能工作機械名（イメージ）

磁気軸受、低発熱油静圧軸受・油静

圧ねじ、高剛性空気静圧軸受・静圧

空気ねじ、低発熱・高出力リニアモ

ータ

無発熱機械要素の搭載完全ノンフリクション形、

メンテフリー超高速工作

機械

構成要素の寿命予知、工具欠損予知、

びびり振動自動回避、アンチクラッ

シュ（必要データの自動入力）、異

形工作物形状自動認識把持機能付き

チャック、工具・工作物アンバラン

ス自己同期補正機能

構成要素の寿命予知、工具欠損予知、

びびり振動自動回避、アンチクラッ

シュ、異形工作物形状自動認識把持

機能、工具・工作物アンバランス補

正機能

高度インテリジェント形

工作機械

鰯 例　3

要求分野技術開発課題例要求される機能工作機械名（イメージ）

自動車・航

空宇宙・医

療

高速化・高剛性化複合材料、カーボンなどの新素材や

難削材加工に対応した工作機械

高速・高能率難削材加工

機

自動車高速高精度主軸噴射ノズル（φ0.1以下）など微細
穴加工機

微細穴加工機

自動車工程集約、複合化研削クラスの加工機能の複合化高精度歯車加工機

油レス、サーボ化油の使用を極限に抑え、省エネ・省

スペースを実現する工作機械

環境対応型工作機械

自動車小型・高出力・高速主軸速く停止し、速く立ち上がる主軸高応答型工作機械

高速対応ATC、搬送装置停止せずに加工し続ける工作機械

新しいチャッキング技術、ハンドリ

ング技術、ロボット化

加工以外の時間を極力短くさせた量

産対応型工作機械

エンジン自己診断機能、磨耗検知技術、多機

能センサーの開発

機械の状態監視及び、刃具欠損予測

機能

高機能型工作機械

（神戸大学　森脇委員長）
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5.　自動車、航空、医療用具分野における米国産業の現状と動向

わが国工作機械産業においては、中国をはじめとするアジア市場が急激に成長しているが、そ

れまでの海外市場としては米国が も大きく、現状においてもかなりのウェイトを占めている。

特に、自動車、航空、医療用具等に用いられる高度な工作機械に限って言えば、未だに 大の

海外市場と言えよう。

このような米国市場は、これまでの技術の潮流及び今後の開発動向を占う上で重要となるため、

その 新産業動向をGLOBAL USA, Inc.社に委託して調査を行った。

本項では、その調査結果をまとめている。

 5.1 はじめに

  米国における自動車、航空、医療器具製造業の進歩はめまぐるしい。製造現場におけるロ

ボットの導入や、 新ソフトウェア使用のオートメーションなど新技術の発達によって、製

造業はより機械化されつつある。製造業者は新しい金型製造と金属加工生産技術を採用する

ことによって、競争力を高めようとしている。

  この現象を鑑み、今回の報告では、米国において製造業者によって導入されつつある新し

い金型製造と生産技術にスポットを当てた。従来の生産技術と金型製造技術における進歩も

同時に取上げている。

  自動車製造業については、部品メーカにおいて、成形部品は切削加工部品とほぼ同程度使

用されている。自動車業界では長い間、プラスティック部品を使用することで、製品の重量

とコストを削減してきた。加えて、大きな金属片からの切削加工より、成形加工の可能な部

品の方が有利である。 新テクノロジーとして取上げたものとしては、FF加工技術、高速送

り切削技術、ホットランナー技術（ランナーゲート部を常に溶融状態に保ち成形品だけを取

り出す技術）、およびウェルドレス成形技術（急速冷却方式を使用）などがある。自動車製

造業の製造現場においては様々な新生産工程を取上げたが、例えば、ガソリンとディーゼル

エンジン両方に使用されるコンパクトグラファイト鋳鉄（CGI）や、高速研削技術などがあ

る。

  航空産業においては、成形加工に比べ切削加工の比重が多い。これは、高精度と部品重量

の削減を目的とするためである。しかし、合成ファイバーと合成樹脂の使用が増加するにつ

れ、一体部品向けの大きなキャビティの必要性が増している。航空機向け金型製造において

先端の技術には、5軸加工技術（従来の4軸に替え5軸加工機を用い航空機製造に必要な高

精度を実現）である。ここで興味深いことは、この技術は航空機製造現場では既に一般的に

使用されていたが、 近になって金型製造にも同様に応用されつつあることである。航空産

業の製造現場における新テクノロジーとしては、時間とコストを縮減するために開発された
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チタンの新切削加工技術、ジェットエンジン製造業における電気化学的加工法等がある。

  医療用金型造業に関しては他産業とは事情が異なり、海外資本より国内メーカの方が有利

である。医療用具は殆どが一回限りの使い捨てである。つまり、精度を保ちながら金型で大

量生産できることが重要になってくる。品質の高さはもちろんである。ポリマーの価格も無

視できない。サイズが小さくなるにつれ、精度の高さの重要性も増す。ワイヤーEDM加工

（ワイヤー放電を利用した精密加工）、ホットランナー技術、マイクロ金型加工といったテ

クノロジーの進歩が一層重要性を増す。機械加工テクノロジーとしては、チタンインプラン

トを有効に加工するための新生産工程と機械の開発が進んでいる。

  また今回、製造現場における熟練工の不足といった問題も取上げている。1950年代から

1980年にかけて熟練工の高齢化という問題が起こったにも拘らず、その具体策はごく 近ま

で殆どとられていなかった。従来、金属機械工という職業はあまり高く評価されず、教育現

場においても薦められることはなかった。同様に、若い人材を機械工として教育する徒弟制

度も存在しない現状においては、人材を訓練し熟練させるのは大変な苦労である。今こそ、

産業界のリーダーと連邦および州政府とが、その問題を解決すべく行動を起こすときである。

 5.2 自動車産業

5.2.1 成形加工技術における動向

  自動車用成形メーカに現在求められているのは、新ビジネスモデルを開発すると同時に

新テクノロジーを採用し、北米自動車産業界における劇的なリストラクチャリング（企業

再編成）の波に勝ち抜くことである。

  成形に関しては生産能力が30％から50％過剰であるが、これは外国資本の台頭と国内

OEM（相手先商標製造）ビジネスの減少が原因である。この問題はとりわけミシガン州に

おいて顕著で、公的要因と民間要因が複雑に絡み合い、闘争にまで至っている。ミシガン

州のAnn Arborにある自動車研究所（The Center for Automotive Research）とミシガン大学

のKAIZEN（改善）プログラム専門家による指導のもとで対策がとられている。ミシガン

州の金型メーカでは生産効率を上げるため新手法を導入し、増加しつつある海外OEM工場

誘致のために各候補先、とりわけトヨタとホンダに働きかけている。ミシガン州の金型メ

ーカの中には、納税延期の措置を受け、その資金を設備投資に向ける会社もある。

毅共同開発：ミシガン州の金型メーカ数社では、業務提携を結び、計器パネル等のアセン

ブリ部品の一連の金型を共同製造する。

毅機能的構築：金型メーカに問題解決の許容範囲を与え、各金型部品の機能特定化を図る。

現状では、国内OEMが細かく金型の仕様を指定発注しており、その多くが

非生産的である。

毅合理化：金型工場ではそれぞれ工場内の作業工程を分析し、煩雑さと無駄をなくすため
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の方策をとる。

毅作業バランス：業務提携においては、それぞれのメーカが も熟練し 新技術を持つ分

野に役割を特化する。

毅規模の経済性：金型メーカは原料や部品を共同で購入する。同様に、販売や営業も共同

で行い、1件の発注で即座に大型プロジェクトにも対応できる能力を強

調する。

5.2.2 金型製造の新技術

  技術開発とは、もちろん、北米金型製造業全体に共通した重要な問題である。金型メー

カは常に、コストとリードタイムを縮減しつつ高品質な製品を提供することにより海外資

本との競争に勝ち抜くことを目標としている。自動車向金型製造業において広まりつつあ

る新技術、新製造工程には次のようなものがある：

茨 FF精密切削加工：

  イリノイ州セント・チャールズにあるForeman Tool社は、MakinoV33におけるFlush 

Fine（FF）切削加工によって、高い精度（S7やH13といった鋼鉄に対し0.0002インチ）

と超精密仕上げに成功した。同社はこの新しい立て形マシニングセンタによりEDM加工

と手作業工程をほぼ全廃することが可能であると話している。Flush Fineとは、Makino

社（Mason, OH）の開発した高速、高精度、低発熱切削加工法のことである。

芋 高速送り切削技術：

  もう一つ生産性向上の鍵となるのは、高速送り切削技術である。高速送り切削技術に

おいて、回転速度は従来通り高いままで、極浅い切り込み（0.02～0.04インチ）で加工

する。刃先の位置と形状によって送り速度を非常に高くすることができる。振動を避け

るために送り分力よりも配分力を大きくしている。高速送り技法により切込みを浅くす

ることで、材質にも拠るが、送り量を分速15～20インチから、分速100～300インチと

飛躍的に向上させる事が可能である。

  高速送り切削技術のもう一つの特長としては、この技法においては機械への負荷が少

ないことである。同様に工具の磨耗も同様に減少する。この技法導入に際しての必要投

資は 小限ですむというが、機械はテーブルの高速送りに対応できなくてはならない。

Seco Carboloy Tools社では数種の高速送り加工用ミリング工具を生産している。その一つ、

Minimasterでは、直径を6mmにまで縮小することに成功し、キャビティ切削における高

い切削能率を実現した。また、真の利点は、1回でキャビティ加工が終了できることで

あろう（他の工具を使ったキャビティ加工では、別の工具での仕上げ加工が必要である）。

  高速送り切削技法の導入率は、活発に再投資し生産率を向上させているトップ企業ほ

ど高い。送り速度の高さはイリノイ州ロックフォードのIngersoll Cutting Tools社の新型

Form-MasterVにおける特徴の一つであり、この工具は、とりわけ金型の輪郭および垂直
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側面の中仕上げ、仕上げ加工用に設計された。同社ではこの工具独得のデザインによっ

て送り速度を高めると同時に急激な減速も自在にすることができ、他のバックドラフト

形状工具に比べ生産性向上に役立つとしている。

鰯 EDMにおけるオートメーションセル利用：

  放電加工機（Electric Discharge Machining：EDM）の分野で自動車用金型メーカが強調

しているのは、ワイヤEDM、型彫りEDM、切削加工および三次元測定器による測定ま

でも一括して管理できるオートメーション化したセルをもっと使用することである。た

とえば、新型Charmilles Robofil 2050TW はWindows XPとTwin Wireのソフトウェア技術

を合体させると同時に、オートメーション統合を容易にするインタフェースを作りあげ

た。

允 ウェブ基盤のビジネスツール使用：

  自動車用金型メーカは生産性と効率性を促進するためのウェブ基盤のビジネスツール

にも着目している。一例として、Seco-Carboloy社の新型Seco Pointプログラムがある。

このソフトウェアではまず、製造工程の概観をしながら、プロセスおよび製品の考察を

すると同時に、プロセスと機械効率性、工作機械 大利用について分析を加えている。

改善の余地も指摘される。このプログラムの使用によって生産効率が40％向上したとの

報告がある。Supply Pro,Inc.社製の使用時分配システムと合体することもできる。この分

配システムはSeco Pointと呼ばれ、一回の入力で操作できるSmartDrawerという機能がつ

いている。ワンタッチで選択することができる。“基本構想は、購入を一括管理するこ

とです。”とSeco-Carboloy社のGoulding氏は言う。“誰かが何かを必要なとき、コードを

入力するだけで使った製品の量を管理することができ、製品は在庫ポータルを通してオ

ンラインで自動的に補給される。”

印 新型ホットランナーとその管理：

  ホットランナー技術において自動車業界をターゲットとした顕著な進歩が見られる。

それはコストとスピード面においてである。Synventive North America（Peabody, MA）

の社長であるBill Hume氏は言う、“我々はこの2年間で販売価格を30％削減することに成

功した。”2005年、Synventive社は新しい短納期プログラム（2週間）を同社のKonaXP

ホットランナーシステムに導入すると発表したが、このシステムは2004年に既に4週間

納入プログラムが導入されたものである。“成形メーカと消費者は、すぐに出来合いの

ものを手に入れるよりも、カスタマイズのシステムを求めている。”同社のHume氏は言

う。同氏はPeaboy工場に設置されたリーン生産システムにおけるコスト面と納入面での

進歩に自信を持つ。Synventive社は中型から大型成形品向けの新型バルブゲート作動器

を開発した。空気作動器は締付け天板に取り付けられ、ホースや強力な配管が必要ない

ため、設置も容易である。空気と冷却ラインは締付け天板にガンドリルによって取り付

けられている。この装置のもう一つの特長は、その自己収納性である。作動機を締付け
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天板に取り付けるのもごく簡単な作業で事足りる。締付け天板は容易に取り外せ、メン

テナンスも容易である。

  ホットランナーシステムの主要メーカには他に2社ある。Mold-Masters（Georgetown, 

Ontario）とHusky Injection Molding systems（Milton, VT）、両社ともコストとスピード面

において改善がみられる。

  Mold-MastersのMaster SPEEDプログラムは8種類の環境設定オプションと、9種のゲー

トオプションとがあり、ゲートからゲートへのピッチレンジも広い。Mold-Mastersはコ

アリングのバルブゲートを開発し、ピンによって原料を中央の穴から注入し、形状の安

定を図ると同時にニットラインをなくすことに成功した。オハイオ州シンシナティの

Plastics Molding社は近頃、コアリングのバルブゲートを組み込んだ、ABSブレーキシス

テムのコントロール部分に使用する小さな円形部品用の試作金型を製造した。樹脂は高

濃度で鉱石物質が配合されている。“これらのパーツにニットラインがあると、強度は

元の材質の50％まで減少します。”Plastics Molding社の技術部長であるRobert Langlois氏

はこう言う、“ニットラインは無いに越したことはないのです。”この新手法ではファイ

バーの優れた方向性によって形状の安定性も向上した。このプロセスでは部品の内部直

径に合わせて、極長のピンを使用する。ピンが前進すると、原料は小さい筒状内部を流

れていく。パーツ部が閉じられると、ピンは引き抜かれ、流れは止まる。通常は、ピン

がゲート内を前進すると流れが止まるので、これは通常とは逆の作業である。円形パー

ツのニットラインを防ぐにはディスク型ゲートがよく使用される。しかし、ディスク型

ゲートの場合には二次操作が必要である。

  Husky社の迅速納入システムはProntoと呼ばれるが、これも同様にオートメーション

化した環境設定可能なシステムを対象としている。Husky社はProntoシステムに使用し

たいくつかの工程をホットランナーシステム全体にも応用しようとしている。自動車市

場におけるカスタマイズ嗜好が納入時間の迅速化をより重要な課題としている。同社は

デトロイト・ターミナルセンターを基盤とした新ホットランナー開発チームを構成した。

“スピードが鍵です”、とHusky社の北米営業部門副社長のRich Sieradzki氏は言う。“そ

れ故、ホットランナーの設計者達を市場の近くに連れてきたのです。これで、顧客は早

期納入と品質向上とホットランナーメーカからのレスポンスの全般的改善という恩恵を

受けることができるのです。”

咽 ホットランナーシステム高性能温度管理ユニット：

  ホットランナーシステム高性能温度管理ユニットにも同様な動きがみられる。MSI 

Moldflow（Moorpark, CA）社のAltanium CX制御ユニットは、 新制御能力を備えた計測

モジュラーを装備しつつ、同仕様の先行モデルよりも30％も価格を抑えることに成功し

た。Gamma flux（Stering, VA）社の新型LECも広範なパレット能力を備えながら、30％

低い価格を実現した。
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  自動車部品製造においては部品が大きいため、ホットランナーシステムで厳しく温度

管理することは極めて重要である。“厳しく温度管理をすることによって、部品重量の

管理も向上し無駄を無くすことができるのです”Gammaflux社の市場開発部長Mike 

Brostedt氏は言う。ポリオレフィンの価格は昨年50％以上値上がりしたが、これはバン

パーや計器類を生産する際に使用されることから、経費削減を図る自動車メーカの注目

を引いている。Gammaflux制御装置内のMold Monitor（成形監視機）は耐監視警報を備

え、ヒーターが故障すると知らせてくれる。“ヒーターが一つ故障すると、普通はシス

テム全体を止めなくてはなりません、”Brostedt氏は言う。3000トン圧力下において一つ

の部品を交換するのには6時間かかる。Gammaflux制御器は機械作動中において電気抵抗

を15分毎に監視し、基準抵抗値と比較する。

  ホットランナー温度制御器は成形メーカ及び金型メーカにパッケージ販売され、それ

らユーザにおいて金型に内蔵される。金型メーカから制御管理器の選択に対して説明が

なく、問題が頻発する場合には、操作上の問題による温度制御の不備が原因である可能

性を考慮するべきである。自動車に関しては、そういった問題は通常、部品重量の不備

という形であらわれる。また、ニットラインやブラシマークの不安定性にも繋がる。“成

形メーカは我々の重要な顧客です、”Mold flow Manufacturing Systems社（Moorpark, CA）

の技術部長Dave Rotondo氏は言う。同社はNEMA等級のユニットを供給し、様々な自動

車市場の需要に応えている。“自動車アプリケーションにおいて も重要な課題は、よ

り多くの鉄を使って更に大きな成形品を作ることです。”同氏は言う。“その場合、より

多くの電流量が必要になります。我々の管理システムは全て15アンペアで設定していま

す。つまり、小さな金型で制御器を作動させ、それから大型の金型に移せば、問題なく

作動するということです。”

員 自動車向け金型製造業においてCAMAction使用により生産性が向上：

  CAMActionはProgressive Components（Wauconda, IL）社による、成形加工されたパー

ツからコアピンやアンダーカット等のパーツを抜き取るための、サブシステムである。

金型設計時間の短縮のため、Progressive ComponentsはCADデータをオンラインで提供し

ており、全てのモデルに対して5種類のフォーマットがあり、在庫がある場合は部品交

換に即時対応できる。標準型のCamsはで天板にも底板にも設置できる。

因 新技術Maxisが自動車向け金型製造における納入時間を短縮：

  新ビジネスプロセスのゴールの一つに、自動車向け金型の製作時間を短縮するという

ことがある。“現状、新車開発にかかる期間は29ヵ月から34ヵ月である、”2005年の自

動車業研究センターの発表である。“この時間は新技術においては、23ヵ月から26ヵ月

にまで短縮可能である。”日本の自動車業者が北米とヨーロッパのOEM業に先行してい

るが、その差は狭まりつつある。

  “我々が1988年に成形品製造を始めたときは、企画から完成までは16週から18週だっ
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た、”マサチューセッツに本社があり米国内に3箇所、中国に3箇所の部品工場を持つ射

出成形メーカNypro社のGordon Lankton氏は言う。“それがだんだん短くなり、12週から

8週、6週となって、今はうちの社員は新型特許技術を使用すれば2週間でできるとまで

言う。”このMaxisという新技術は当初、自動車に比べ圧倒的に製品寿命の短い携帯電話

業において開発された。Nypro社はこのスリムシステムと新装置によってコスト削減と

納入期間短縮を実現しようとしている。

  トップ企業とはオートメーション化と機械の更新を 高度に進め、スリム経営、 新

購入システムといった 新のビジネス実例に関心を払う企業である。また、ツーショッ

ト法やハイエンドレンズ金型といった様々な特殊部品にも関心を払い、将来性を見出す

企業とも言えよう。

姻 成形加工からウェルドラインを排除した自動車部品に 適なウェルドレス技術：

  これは、成形工程からウェルドライン、ニットライン、パーティングラインの排除を

可能にした特許申請中の新技術であり、金型加工機械の開発を専門とするMakino

（Auburn Hills, MI）社主導の合弁企業によって開発された。

  この新型ウェルドレス工程では、ニアネットシェイプ加工されたコアとキャビティを

段取り変えを無くし、形状誤差を減少させるための4軸加工技術である。リッジやリブ

に加えて、効率的な冷却水路設計によって、高品質なウェルドレス仕上げが可能になっ

た。

  旧型工程では、冷却水は型表面近くを走るため、仕上がりは常に安定しているわけで

はなかった。新型工程においては、冷却水をコアとキャビティ冷却ライン内部の樹脂注

入エリア付近を通すことで、仕上がりが向上した。

  金型における冷却水路設計の変更により実際の成形工程において加熱、冷却時の 適

温度を調整する必要が無くなった。金型製造コストも削減されたが、これは、立て形マ

シニングセンタによる多面加工が高い信頼性を持ち、段取り変え時間とそれに伴う試運

転を含めたサイクル時間の削減に成功した事によるものである。

  このプロセスはほとんどのプラスティック樹脂やガラス合成素材に利用でき、自動車

ダッシュボードや消費者製品カバー等の 終部品に対応できるよう開発されている。他

の特長としては、コーティングやアニール処理の必要が無くなったこと、表面の仕上が

りが向上し加工後の収縮が無くなったこと、サイクルタイムの短縮等がある。ウェルド

レスプロセスは家庭用品や携帯電話やラップトップコンピューターのケース、ビデオや

カメラ部品などにも理想的である。また、大型ディスプレイの外装枠や自動車外部部品

にも 適である。

引 自動車用成形部品製造におけるスリム生産：

  成形部品製造における 新のビジネスストラテジーの一つにリーン生産があるが、こ

れは顧客が欲しいときに必要なだけ生産することによって、無駄をなくそうという体系
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的アプローチである。これは、生産工程を徹底的に見直し、可能な限り単純化、効率化

することから始まる。それは、生産と原材料購入工程の改善を通して在庫品を減少させ

ることをも含む。成型メーカだけでなく他の部品サプライヤーにおいてもリーンアプロ

ーチを採用している。Synventive Molding Solution North America社においてリーン生産へ

の転換を実践しているBill Hume氏はリーン化には4つの重要な方法があるという。

毅リーダーシップ：機会があるごとにリーン化と継続的改善について話し合う。

毅コミュニケーション：ニュースレター、現場管理者チームミーティング、全社ミーテ

ィングにもトレーニングを盛り込む（Synventive社はWorcester Polytechnic Instituteに

トレーニングを委託している）。

毅多分野で機能できるチームの活用：常に顧客の立場に立ち、部門間の垣根をなくす。

毅試作プロジェクト：“我々は試作プロジェクトを通じて、社員を団結させ、徐々にスリ

ム化と無駄をなくす方向に導きました。試作プロジェクトは結果がすぐ目に見えるた

めチーム全体の高揚感を生み出します。そして、成果が本物であり、絵に描いたモチ

ではないと理解させるのである。”

5.2.3 生産工業技術

  今日では、一台の新車には約14,000から15,000ものパーツとアクセサリーが使われる。高

品質な車を生産するために、メーカは製造工程が間断なく進行するために細心の注意を払

わねばならない。さらに、メーカは新加工技術・工程を採用し、また新型機械を導入する

ことによって、常に生産工程を改善しようとしている。自動車メーカはまた、燃費を向上

させ、生産時間を短縮するため、新素材の採用にも努めている。 新自動車生産技術・工

程には次のようなものがある。

茨 金属切削―ガソリン及びディーゼルエンジン用コンパクトグラファイト鋳鉄（CGI ）

加工の新工程：

  コンパクトグラファイト鋳鉄（CGI ）には多くの特長があり、エンジンアプリケーシ

ョン向けの素材として、ダクタイル鋳鉄やねずみ鋳鉄に代わる優れた素材である。強度

と剛性がねずみ鋳鉄に比べ75％向上し、金属疲労に対する耐性が倍増し、熱特性と制動

性は、ねずみ鉄とダクタイル鋳鉄のおよそ中間である。さらに、組織層が減少したこと

によって接合力と張力がともに向上した。Audi、BMW、Ford（PSA合弁）といったヨー

ロッパ自動車メーカは、ディーゼル、ガソリン車エンジンともにCGIを使用している。

工作機械メーカであるMakino社（Mason, OH；www.makino.com）の生産工程開発技術者

David C.Woodruff氏によると、CGI採用における問題は、切削加工技術に集中していると

いう。CGIが機械的にも物理的にも多くの長所がある一方で、切削加工に関しては問題

がある。つまり、一般的な鋳鉄切削加工などに比し切削スピードが遅いということは、

サイクルタイムが3倍にものびることに繋がり、これはもちろん生産性という点で望ま
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しくないことである。CGI表面の粗加工においては比較的良好であるが、中仕上げ工程

においてはより大きな問題となる。Woodruff氏のグループは工具・ツーリングメーカ

Sandvik Coromant社（Fairlawn, NJ；www.coromant.sandvik,com/us）の技術者とCGI切削

加工における機械と工程のパラメーターについて研究した。とりわけシリンダー中ぐり

加工は、通常間断なく作業が続き、工具の寿命が短いことから、重点的に研究対象とし

た。Sandvikは、のこぎり歯状の工具、Long Edge Toolを使用し、ヘリカル中ぐり加工を

行う工程を開発した。

芋 高速成形研削工程：

  Blohm Maschinenbau GmbH（米国内においてはUnited Grinding；www.grinding.com；

Miamisburg, OH）社のProkos成形研削盤は、特別に自動車産業を対象として開発された

ものでないとしても、その機械の性能を考えると採用する価値は十分ある。それは、直

線軸と回転軸の両方にリニアドライブを使用している。リニア駆動においては、従来型

駆動に比べ生産効率を30％上げ,砥石消費率を20％以上下げることができる。

  この研削盤のとりわけ興味深い性能は,“スピードストローク”研削法と呼ばれるもの

である。この工程では砥石の切り込みは小さい。送り速度はX軸で120,000mm/min、Z

軸では50,000mm/minである。スピードストローク研削法では、チタン等の研削でも熱

の影響は小さい。Proksの加工可能ワークサイズは300×300×300mmで、砥石軸頭のス

トロークは、垂直方向に400mm、前後方向に900mmである。出力30 kWのスピンドルは、

300mmの外形研削において 高120,000min-1である。オプションの部品交換システムを

使用することによって、研削、切削、ドリル加工といった全ての工程も行うことが可能

である。

鰯 組立て－新型ハイスピードレーザー溶接工程技術の燃料電池部門における功績：

  レーザー工程技術を含む燃料電池の分野にも著しい進歩が見られる。現在、 大の課

題の一つが、燃料電池スタック製造現場にある。燃料電池スタックとは、その名の通り、

両極板とイオン交換膜が互いに重なり合っているものであり、課題は、モーターを動か

す等の仕事をする電子を発生させ、酸素と水素を正極において結合させH2Oとして排出

させる点にある。Edison Welding Institute（EWI；www.ewi.org；Columbus, OH）のレーザ

ー技術部門、燃料電池チームのリーダーStan Ream氏によると、両極板を高圧下におい

て生産する一つの方法にレーザー溶接法がある。同社とIPG Photonics（www.ipgphotonics.

 com；Oxford, MA）共同の600W基本振動ビーム数ファイバーレーザーに関する研究に

よると、秒速500mmから1,000mmまでの速度で両極板を溶接できると報告されている。

Ream氏によると、両極板溶接におけるレーザー使用は、現在では自動車燃料電池開発現

場において広く行われているとの事である。ただし、この作業は元々試作品作成のため

のものであるので、このスピードで行われるものは少ない。自動車製造業に必要なロー

コスト加工だけでなく、処理量の増加も目下の目的である。加えて、同氏の表現を借り
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れば“類稀な高品質”が必要であり、一つのスタック内には何百もの両極板が入ってい

るため、“その一つにでも漏れがあると発電装置の故障に繋がるからである。”

  レーザー両極板加工における成功の鍵の一つとして、狭い断面幅（スポット25ミクロ

ン、幅35ミクロン）と同時に、溶接加工におけるひずみを低く抑えること（低残留応力

等）があり、これは何百もの両極板が積み重なり、そこにひずみがある場合、即座にス

タックの傾きに繋がるからである。解決すべき問題点の一つとして,定着性があり、こ

れはReam氏の表現を借りれば“いつの時代も問題である”が、“著しく工程速度を上げ

ることである程度解消されるものである”。同氏によると、表面張力、プラズマ力、凝

固率や熱伝導率といった様々な要因下において、彼らの開発した高速溶接機は予想以上

に優れた公差許容力を示しているので、部品同士の定着もある程度容易になった。

允 コスト重視の柔軟な組立てライン：

  近年自動車組立てラインにおいて、コスト重視の搬送装置として広く使用されている

パレットやロボットはBosch Rexroth Corp.（www.boschrexroth-us.com；Hoffman Estates, 

IL）において開発されたものである。Bosch Rexroth ElectricDrives and Controlsの自動車

産業マネージャーのRodney M. Rusk氏と系列Linear Motion and Assembly Technologies 

Organizationの商品開発部長のGeorge Martin氏によると、製品として、変更可能なモジ

ュラー要素、ボールねじ、直動要素、サーボモーター、PCコントローラ、等によて構成

される新製品が開発中との事である。これは、プログラマブル・リフト・プラットフォ

ーム（PLP）と呼ばれている。

  基本的にPLPはX, Y, Z軸の運動で構成される。彼らの指摘によると、従来組立てライ

ンの一部は、高価なだけでなく生産の柔軟性をも限定するセミ汎用的パレットを使用し

ている。スポット溶接等ボディーや部分作業にロボットを使用しているラインもある。

これらは比較的高価であり、プログラムをするのに時間が掛かる。そこでPLPの出番で

ある。PLPは組立てラインの部分柔軟性を高める。Rusk氏とMartin氏によると、PLPの

導入により自動車ボディーと部品の重量、サイズ、重量配分に効果が期待できる。例え

ば、フルボディーではセル内に4台、リフトとロケーションのためにフェンダーに1、2

台のPLPを必要とする。これは、3軸ユニット故、プログラムもロボット使用時に比べ

はるかに簡単である。他のオートメーション方法と違い、6台のPLPユニットを1つの

Rexrothコントローラで制御できるが、これは他の方法では6台のPLC（と対応ソフトウ

ェア）が必要となる。

印 管理システムによって自動車産業のリーン化推進：

  リーン化は生産管理を更に進化させる。管理システムハードウェア、ソフトウェア、

アプリケーションの開発といった側面にも影響を与える。自動車業界でリーン化が言わ

れるのは今に始まったことではない。新しいのはその中身である。一つは労働力である。

生産ラインそのものと、その付随ラインに従事する人員は削減されつつあるが、ITサポ
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ート部門からは削減しない。そのかわり、一人の人間に管理システムとITサポートとい

う二つの仕事をさせるようになった。リーン化は生産ストラテジーにも現れている。メ

イク・トゥー・オーダー（MTO）手法が、その手段はまだ開発途上ながら、従来の過剰

生産し在庫をディーラーに押し付けるという方式に取って代わりつつある。3番目は、

データ収集であるが、これは製品不具合に対する高額な裁判やリコールのための高額な

費用を考えると合理的であろう。情報によって、追跡調査費用を節減し、自動車メーカ

は、問題の可能性のある車種をリコールすることができる。ITと管理システムに投じた

投資を、騒ぎと費用を 小限度に抑えつつ、守る必要がある。以下は、自動車業におい

てリーン化する助けとなる管理法の実例である。

苑 プログラム管理：

  Bosch Rexroth Corp.（www.boschrexroth-us.com；Hoffman Estates, IL）は近頃、全て

の必要ハードウェアとソフトウェアを内蔵するRexroth”s Indra Control L40モーション

コントローラーをベースとしたプラグ・アンド・プレイ式コントロール、Indra Motion 

for Handlingを発表した。これは、作業機能を2タイプのアプリケーション、連結ロボ

ットピック・アンド・プレイスとロール・フィードシステムの2つにあらかじめ定義

している。この効能は絶大である。作業自体のプログラム方法が標準化されているた

め、OEMは作業工程と操作や金属加工システムといった部分の統合などにのみ専念で

きる。整備やセットアップ時間も短くすむ。消費者にとっては、Indra Motionベースシ

ステムの標準プログラムとトラブルシューティング法によって、インストール、トレ

ーニング、Rexrothベースのシステムの維持にかかる時間を節約できる。

薗 制御実行の管理：

  GE Fanuc Automation, Inc.（Albany, NY；www.gefanuc.com/en/Industries/Automotive/ 

index.html）製のTier0.5/1自動車メーカ向けProficy Assemblyは基本的にリーン生産要

素他の機能を内蔵した生産実行システム（MES）である。“これは画期的なのです”

同社の個別市場開発部長であるRich Breuning氏は説明する。OEMとTier 1の生産メー

カはMES一つにつき、それが自社開発であろうと第三者からの購入であろうと、通常

数百万ドル投資している。それに対し、Proficy Assemblyの設置にかかる全費用は、1

生産ラインあたり$ 250,000ですむ。設備に必要な期間は6週間以下である。“通常、こ

ういった生産ラインはピック・トゥ・ライトシステム用基本インタフェースとエラー

対応機能をもったコンベアコントロールのためのPLCを使用しています、”同氏は続け

る。PLCは依然存在するが、同製品には山のような注文が舞い込むことになるであろ

う。同社の個別OEMソリューション部長であるJackFaett氏も言う、“近い将来、MES

がGE PACシステムサーバー内でシングルボードコンピューター（SBC）のコントロ

ーラーを動かすようになるでしょう”。
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5.2.4 熟練労働力の不足

  自動車メーカにとって大きな問題は、労働者の高齢化である。自動車業界における工員

の平均年齢は55歳であり、ベビーブーム世代が一般的定年齢の60歳に近づき、彼ら熟練

した労働力が引退してしまうと、自動車メーカには経験の浅い未熟な労働力のみ残される

ことになる。徒弟制度の少なさと、高校を卒業した若者で製造業の工員を目指す者が非常

に少ないという事実が、問題を更に悪化させている。

  自動車メーカにとって大きな問題は、自動車組み立てというビジネスが急速に変化しつ

つあり、高度な技術を必要としていることである。過去において自動車メーカが求めてい

たものは、一日8時間から10時間勤勉に働けるだけの頑強な身体を持った労働力であった。

しかし今日では、組立てラインより技術の進んだ、そして重い物を持ち上げるロボットが

導入されるようになり、人員に求めるものは体ではなく頭脳を使うことになってきた。70

年代には、自動車メーカ工員は一つの作業を慣れるまで終日繰り返していたものだが、今

日では様々な作業に従事している。この変化の裏には、GMとFordが、トヨタをはじめ柔

軟性の高い労働力を持つアジア自動車メーカに追い付こうと狙う意図がある。しかし、こ

れによって問題はさらに複雑になっており、大手メーカは工員を工場内の必要に応じて配

置替えし、様々な作業を覚えさせようとする。

  大手メーカは大学機関と提携を結び助成金を出し、高いレベルの技術者を育成している

が、車の組立てとなると、現場の工場において工員を訓練し育成するには足りず、代わり

に、必要な人員を調達するため地元の住民を頼らざるを得ない。メーカは工員を訓練する

ために多額の投資をするのは好まないが、それは効果がすぐには見えないからである。イ

ンターンシッププログラムでも十分教育効果のある者もいれば、消化できない者もいる。

まずは、若者を工場に連れてきて、自動車作りに興味を持たせなければならない。今日で

は、子供達の多くは、流行のIT企業に入りコンピューターゲームの設計をしたいと希望し、

自動車工場は汚くて汗臭い仕事だと思われている。そういったイメージを払拭することが

結局は労働力確保の 大の近道かもしれない。

  自動車メーカ経営陣の共通した意見として、工員を訓練したり新しい熟練労働者を勧誘

したりすることには莫大な経費がかかり、生産現場にその影響が出ると、残業代と顧客満

足度の急落という痛手も予期される。経営陣は社内で労働力を賄うのではなく、部門や作

業工程をまるごと外部調達しようと考えるかもしれない。

5.2.5 外部調達と専門家の協力

  自動車製造業における生産部門経営陣は、パーツメーカからエンジンメーカ、自動車メ

ーカに至るまで共通した意見を持っており、それは、生産を止めることが、1分当たり平

均$ 22,000という巨額の損失であるということだ。また、生産機械のメンテナンスを外注

することで工場の経営も改善されると、大多数の経営陣が思っている。生産機械のメンテ
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ナンスを外注すると、壊れた生産機械の修理だけでなく工場が 大限機能するための予防

的メンテナンスもしてくれる。生産部門以外の経営陣には工具倉庫管理や予備パーツ倉庫

管理などの外注を希望する者もいるだろう。メーカは熟練労働者を探し勧誘する責任がな

くなるのなら、部門や作業工程を外注することを希望するであろう。熟練労働者の不足に

より、自動車製造業全体で、1社当たり平均5,000万ドルの損失が予想されている。

5.2.6 今後の展望

  自動車産業は、コストと所要時間を縮減しつつ高品質な製品を提供するために、様々な

新工業技術・工程を開発し、 新機械を導入するといったハード面における弛みない努力

を続けると同時に、リーン生産、 新管理プログラムの採用といったソフト面での意識改

革が必要である。新工業技術・工程の採用や、 新機械の導入というハード面は、従来か

ら企業存続のために絶対必要で開発されてきた分野であり、現状、産業として機能を果た

している企業においては、その基本的手法は既に獲得されていると見てよい。つまり、ハ

ード面の開発に無関心な企業は生き残る絶対条件から既に外れているといってよいだろう。

  しかし、管理プログラムの採用といったソフト面の問題は、近年の高度オートメーショ

ン化とリストラクションといった時代の趨勢によって比較的近年生まれた課題であり、未

だ不慣れな企業が多い。これから各企業に求められるのは、自らの問題点とそれに応じた

各種ソフト面オプションを理解・分析し、 適なオプションを選択・採用することであろ

う。賢明な判断をする能力が必要とされている。

  こういった判断力は、共同開発や業務提携、工場の海外移転といった企業の将来的方向

性を決定する際にも極めて重要であり、企業の命運を決定するほどの意味を持つ。経営陣

は、常にハード面、ソフト面における新情報と、産業をとりまく社会状況を常に敏感に感

知し、意欲的に検討していくべきであろう。

  また、熟練労働力の不足といった内部的努力では解決し得ない社会的問題には、行政や

司法機関へ働きかけ等外的支援を求めると同時に、従来の職業イメージを変革させる産業

全体としての取り組みが求められる。これは、今後安定した労働力を確保する上で必ず乗

り越えるべき課題であり、企業間の競争を超え、時には公的支援も求めつつ、産業全体と

して協調・協力していくべきであろう。

 5.3 航空産業

5.3.1 成形加工技術

  自動車産業と異なり、航空機産業においてはさほど多くの成形部品を使用しない。航空

機製造における大半の部品は直接切削加工によるものである。航空機メーカはコスト節減

と高品質維持のため、非常に多くの部品を外注に頼っている。近年、航空機産業に製品を
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納入している成形メーカは生産加工技術を彼らの金型製造に応用しようとしている。一例

として、5軸加工技術がある。また他には、 近の事例として、品質をコストより優先す

る傾向も見受けられる。この実例としては、旧式技術であるジグ研削技術がその仕上がり

の良さ故にEDM技術に取って代わるという例がある。ジグ研削技術の方が費用が高いにも

拘らずである。

茨 5軸加工技術：

  防衛航空宇宙産業は、金型製造とのクロスオーバー工業技術であり、金型の設計と製

造で改善された5軸加工技術によって大きく変容しようとしている。長い間、防衛航空

宇宙産業の部品製造における中心であった5軸加工技術は、複雑な機体加工に 適であ

ったが、同産業において競争力をつけようとする金型メーカにとっても重要な技術にな

ってきている。

  用途の広い切削能力こそが、防衛航空宇宙産業において5軸加工技術が重要視される

理由であり、金型メーカにとっても絶対必要な条件である。5軸加工機はアンダーカッ

トや非線形状のツール経路が必要なエンジンタービン翼といった複雑な形状のパーツも

切削できる。ワイヤー等接続のため穴をあける必要のある電気ケースのような単純な形

態に対しても、段取り変えなしに5側面からの加工プログラムによって短時間で少ない

労力で、時にはより高品質に仕上げることができる。

  5軸加工機の重要な特長は、工具の短い突き出しによって深掘り加工できる性能であ

る。突き出しが短いと、切削時に工具損耗の原因となる振動の影響を受けにくく、送り

速度も高くできる。突き出しが長くなるほど工具の振れは大きくなり、送り速度は低下

する。5軸加工機によって金型メーカは深さ60mmのキャビティを、遥かに堅固で効率の

良い、突き出し長さ30mmの工具によって切削できるようになった。

  もう一つの特長としては、A軸を使ったボールエンドミルを使った表面加工である。

多くの金型メーカは固定軸によるボールエンドミル加工によってこの作業を行っている。

しかし、加工表面に接する工具の中央部分においては、外側部分ほど有効に働かないの

で、仕上がりはさほど良くない。A軸を傾けてボールエンドミル加工を行うことで、工

具中央ぶでなく側面部で加工ができ、仕上がりを改善することができる。

  これらの特徴にも拘らず、従来、北米の鋳型メーカは5軸加工技術の導入に積極的で

はなかった。ヨーロッパと日本においてはその使用はより一般的である。（実際、主要

ソフトウェアメーカはヨーロッパが本社である。）しかし近年の風潮が重なり合い、5軸

加工技術が各種大手メーカと同様に防衛航空宇宙産業においても幅広いアプリケーショ

ンに実用されるようになってきた。

  ソフトウェアメーカはプログラムを改善し、金型メーカにおける使用を推進しようと

している。従来の3軸プログラムにA軸とB軸を付加しアップグレードしたメーカもある。

工作機械メーカは、金型メーカの要望に応じた比較的ローコストのマシニングセンタを
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開発した。

  5軸加工機に熟練した人材はビジネスにとっても顧客との関係においても重要である。

専門家によると、防衛航空宇宙産業においても、他の主要産業と同様に、5軸加工機に

よって 重要顧客に対してさらに高度な仕上がりを提供し得るという付随的利点があり、

それによって中間業者を排除し、顧客メーカとの協調関係を強化することができる。も

し、顧客メーカが5つのパーツを注文したのに、そのうち3点が金型メーカにとって複

雑すぎるという場合、2、3点ずつ複数業者に分配発注するのではなく、5点全てを納入

できる業者を探したとしても無理は無いだろう。

  5軸加工機の標準的コストはそれを操作する熟練技術者を含めて、3軸加工機の場合の

30％から50％高い。しかし、市場においてこの機械は高く評価されているので、高い利

鞘が期待でき十分に採算は合う。

苑 5軸ソフトウェア：.

  5軸ソフトウェアの主要な例として、UGSのNX CAMがある。多くのプログラム同

様、これは製品設計、金型設計、機械加工といった各要素の開発が結実したものであ

る。これら3つの要素が一つのソフトウェアに融合されていることが大切であるが、

これは、各製造工程を通して利用され、エラーを削減するための完全なデータが必要

だからである。近年の機能向上には、自動機能とプログラムアップグレードがある。

自動機能は、ソフトウェアによって金型を傾け、ポケット部の壁との衝突を避けなが

ら、垂直にキャビティを切削する機能であり、プログラムアップグレードは、3軸加

工機の使用においても5軸加工機と同様の性能を与えている。

  Cimatron E NCは設計と機械加工の柔軟性を 高度に高めるよう開発されたプログ

ラムである。タービンブレードやインレットといった特定のアプリケーションに限定

して作られた他の5軸プログラムとは異なり、Cimatronプログラムはどんな設計や機械

にも使用可能である。Open Mind Technologiesの主要5軸加工機プログラムは 

hiperMILLであり、これは40もの機械加工方式を含む高度モジュラーソフトウェアで

ある。 新型は操作と連続使用を容易にするため、様々なオートメーション機能操作

を可能にした。ソフトウェアは繰り返し操作を標準化し、自動的に繰り返しステップ

としてプログラムできる。衝突防止手法によって、バランスのとれた機械運動と円滑

な工具経路を確保したと言われている。キャビティの隅部もシャープかつ高精度に切

削できると報告されている。Decam（Windsor, ON）社のPower MILL 7 新型は仕上げ

加工にのみ使用可能であった従来型に粗加工も加え、多くの5軸加工方式が実現され

たものである。

  機械加工作業の前段階として、金型も製品も設計と品質評価を受ける必要がある。

Solid Works Corp.（Concord, MA）製のプログラムは、防衛航空宇宙産業などの必須ア

プリケーションに対する設計プロセスを 大活用し、5軸加工システムに接続させる
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ことが可能である。関連産業では、Pinion Software Inc.（Austin, TX）が機密部品設計

ファイルの送付時、受領時、再見時において安全なフォーマットとして、Pinion Desktop 

Packagerを薦めている。金型メーカが防衛航空宇宙産業に関与する場合、第2次中間

業者として製品開発グループに参加することが殆どであるので、設計プランを見る際

の安全性は必須である。とりわけ工場が国内や海外の他の業者とプランの交換をする

可能性がある時はなおさらである。

薗 5軸加工装置：

  一方で、工作機械メーカ側では、金型製造に対応した5軸機モデルを売り込んでい

る。一例として、Mazak Corp.（Florence, KY）があり、Variaxis 630マシニングセンタ

を供給している。

  Mikron U.S.（Lincolnshire, IL）はHPM 1850Uを提供している。4トン以下の部品に対

応するよう設計され、安定して、かつ容易な操作性と共に、マシニングセンタは精密

な粗加工と仕上げ加工を可能にすると言われている。主軸回転速度15,000min-1から

24,000min-1まで可能であり、マガジンには200もの工具が収められている。

芋 ジグ研削技術が鋳型製造工程において再度注目：

  金型の肉厚さがどんどん薄くなるにつれ、新たな問題点が持ち上がっている。ジグ研

削技術は、必要とされる高精度と金型製造の再現性を提供できる。金型の合わせ部品は

不適合なく完全に合うことが必要であり、防衛航空宇宙メーカはこれ以上、部品の性能

の悪化を許容できない。 終分析によると、金型部品における今日必要な精度は、ジグ

研削盤を常に使用することでのみ達成が可能だと言う。ジグ研削技術の優位性は、EDM

技術や高速切削技術に勝る。

苑 EDM法：

  ジグ研削技術がいったん解決法として望ましいと認められても、EDM法という先進

技術との厳しい競争に直面することになる。EDMが金型製造工程として1980年代に導

入されて以来、EDMは金型製造の要求に も対応できる工程法として人気であった。

主にコストとスピードの点におけるEDMの優位性は、ジグ研削技術の特性を凌駕し、

金型製造に関る各工場は調査研究に奮闘し、 終的にはこの新技術EDMを導入するこ

とになったのである。

  この動きの原動力となったのが当時高コストだと見なされていたジグ研削作業を排

除できるという現場側の期待である。ジグ研削技術が市場に提示していた価格と性能

のパラメーターはいくつかの理由により、不当にコストが掛かると見なされていた。

過大な初期投資、設備の設置と変更に人的負担がかかるだけでなく、知識をもった労

働力が不足し、ジグ研削盤の操作における特別なアプリケーションや研削技術を理解

する設計者や生産技術者は雇用が難しかった。

  EDM使用における短所は、もちろん、加工表面の仕上がり具合、サイズ管理、輪郭
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部分の耐性であり、ジグ研削技術は高精度の表面加工と、輪郭精度1ミクロンから2

ミクロンを可能とする。加えて、ジグ研削技術は、使用の容易なソフトウェアの利点

を生かした特別なソフトウェアとハードウェアによって、従来の競合機に比べ格段に

加工速度が早かった。

薗 高速切削技術：

  今日、高速切削技術はジグ研削技術の代替的工程として対比される。過去において

は、おもに資本投資と人件費問題というコスト面におけるジグ研削技術の不満が金型

業界で新しい切削工程を追及させる原動力となったと言えるだろう。

遠 ジグ研削技術：

  先述した通り、ジグ研磨技術は特別ソフトウェアとハードウェアの性能により、今

日において格段に速度が速い。

  特別ソフトウェアは、操作者による詳細な幾何学的計算に基づく入力やマニュアル

のデータ入力を減少もしくは皆無にするマクロを参照する。旋回、往復、環状の同期

運動のスタート/ストップをつかった切削の始点と終点の設定はマクロ機能によって

行うことができ、段取りとその変更作業を減少した。

  特別ハードウェアとは、サブミクロン単位の位置決めと研削をするために、ドレッ

シング後の砥石を計測するための周辺装置のことである。キサゲされた摺動面とリニ

アボールガイドの組み合わせにより剛性を上げ、スムーズで一定の振動減衰性を持ち、

繰り返し精度が高くなっている。繰り返し精度を上げることで高速研削の場合の、止

り穴底部における仕上がり面の均一性を確保できる。

  今日、工作機械メーカは、標準ジグ研削盤の2倍の効率性を求められる機械を納入

することも可能であるが、それでもなおジグ研削盤は 高の精度を維持している。こ

の機械に投資することが、競争に勝つためには も賢明な方法かもしれない。

鰯 成形加工における合成素材使用の増加：

  熱可塑性プラスティックや化学合成物質から作った成形部品は、本来重量の軽減と部

分強化という特性が、負荷の掛かる組立て等の部品において理想的である。防衛航空業

や、徐々に民間航空機メーカも、構造アプリケーションとして 先端合成物質をしつつ

ある。この市場でビジネスをする金型メーカの代表格がおそらくPyramid Mold & Tool

（Rancho Cucamonga, CA）であろう。社長のSteve Hoare氏は言う、“Pyramid社は射出成

形型を作り、ポリイミドとガラス付加ポリアミドから航空宇宙業界向けにコネクタを作

っています。Pyramid社の主要戦略は可能な限りの労働力を金型製造から省くことで

す。”防衛航空宇宙産業において要求される成形品の厳しい耐久性と再現性に対して、

殆どの金型工場が国際品質基準を満たしており、需要に応えることができる。
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5.3.2 生産工業技術

  航空業界における顕著な進歩には次のものがある。

茨 航空機部品メーカが切削時間短縮のため工作機械メーカと生産協定：

  Crissair, Inc.（Palmdale, California）は工具・ツーリングメーカのSandvik Coromant（Fair 

Lawn, New Jersey）と生産協定を結び、合金油圧ボディーにおける切削時間を63％短縮

することに成功した。これによって、生産性向上プログラムはより広範なものとなった。

同社では民間および軍需関係航空機の精密液体制御装置を1954年から製造してる。この

装置は17-4, 15-5等の合金鋼、300シリーズのステンレス、インコネル、チタンおよび

アルミニウムから作られる。顧客の注文に応じてこれまで1万件以上の設計実績があり、

そのうち3,500件は現在でも使用されている。殆どが15から30の部品から作る小さなも

のであるため、短いサイクル時間で、迅速に段取り変えを繰り返せることが生産性向上

のため必要不可欠である。

  六角形油圧装置の普及型には直径0,2インチ長さ0.3インチというサイズから、直径3イ

ンチ長さ18インチというサイズまで含まれる。15-5合金鋼材は直径0.005インチまでの

六角形の前面との外面を切削処理される。仕上げ加工は100ミクロン以上の仕上がりが

求められる。一般的サイズの殆どに対し、年間400から500パーツの注文がある。

  通常カーバイドインサート工具を使用したFadal CNCフライス盤では、標準サイクル

タイムが約20分である。Crissair, Incはこの切削時間の短縮を図っている。Sandvik 

Coromantとの協力により、GC1025級カーバイドインサート使用のSandvik CoroMill 390及

び対応するマシニングセンタが試作された。

  エンドミルとインサート使用の切削スピードと送り速度はそれぞれ2,300min-1、8 

in/minである。直径3/4インチのCoroMill 390切削機では、同じ部品をそれぞれ5,000min-1

と60in/minのスピードで作ることができる。大型油圧機械のサイクルタイムは20分から

7.5分と短縮した。加えて、従来は必要であった高額なクーラントが、この機械では不要

となった。

  Crissairは、迅速な段取り変えのために、部品モジュラー化を必要としており、Sandvik 

Coromant Captoモジュラーシステムを導入した。これによって、短い周期の仕事が可能

になり、不経済だった段取り設定時間の短縮により、かなりの節約ができた。Sandvik 

Coromant Carpo部品モジュラーシステムによって、操作者は部品を迅速に交換し、正確

な切削ポジションに戻すということが可能である。また、手探りの微調整をなくし、セ

ットアップの無駄を排除した。

芋 航空機メーカ恒常的改善のため工場近代化：

  65年以上にわたる飛行機の設計と製造において、Raytheon Aircraft Company（Wichita, 

Kansas）は堅固なモットーとして“常に改善の余地はある”を掲げてきた。Wichita、Kansas

工場における全ての主要工程は、生産性と効率性を 大化するよう変更されつつある。
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毎年、1万5千以上のパーツを生産、組み立てており、それぞれのパーツが完全であるの

は絶対不可欠である。

  従来型パーツ製造における問題点は、工員による人為ミスである。金属板からパーツ

を加工し、アングル、ウェブ、ビーム、リブ、補強材といった多くの細部加工を施すが、

それには複数の誤差が発生しやすい。前面圧力遮断壁といったパーツはもっと単純な設

計をすることが可能だということも判明した。

  このことから、Raytheon Aircraft社は資金を投じ、部品加工に高速切削を導入した。

高速化技術によって、1枚のアルミニウム片から前面圧力遮断壁を加工し、組立て工程

を短縮することが可能になった。これによって、一連の利点が生まれ、各細部の複数の

誤差を排除することができ、サイクルタイムを短縮し、前面圧力遮断壁はより強固に正

確に軽量になった。

  Raytheon Aircraft社はMakino（Mason, Ohio）社のMC1516　7パレット横形マシニング

センタを導入し、この前面圧力遮断壁関係の加工を支援しようとしている。Raytheon 

Aircraft社でのこの件における効率性向上には、労働時間の短縮、高速機械が他の生産工

程へそのまま連続できることなどがある。

鰯 電気化学加工をジェットエンジン製造に使用：

  ジェットエンジンメーカは、ケーシング、コンプレッサーブレード、ディスクブレー

ドや、ブリスクといった製品を超硬度の合金鋼を材料として1/1,000インチという標準誤

差にまで精密加工する。チタン、アルミニウム、インコネル718、ワスパロイ等の正確

な切削は手間の掛かる作業で、熱と切削応力がパーツにかかるだけでなく、工具寿命も

短くなる。

  代替的な方法としては、超合金の複合部品の製造に特に有効な電気化学加工、つまり

ECM加工があり、工具と工作物の両方を非接触として磨耗を防ぐと同時に、工作物によ

っては従来の機械加工技術に比べ半分の時間で加工できる。Sermatech Manufacturing 

Groupは、ECM加工を早くから導入しているが、主にタービン他の各種航空機部品に使

用している。工作物に直接触れることがないという特徴によって、他の機械加工では必

要な、工作物よりも硬度の高い高価な工具でなければならない、という条件が不要にな

った。工具の磨耗も減少し、スクラップ処理費用も 小化することができた。ECM加工

では、機械加工に比べ工作物にかかる熱と切削応力が少ないので、工作物内部の材料構

造のダメージも少なくすむ。ECM加工では、一回の動きで、金属の硬度に拘らず、ほぼ

仕上げ状態にまで加工できる。工具は再利用でき、複数のパーツを製作することも可能

である。ECMの欠点は工具が高額なことである。工具と加工プログラムは、加工物形状

を正確に転写できるよう特別仕様にしなければならない。出力は4万アンプ以下で、パ

ーツにも流す必要がある。工具の多くは合金銅かステンレス鋼製に限り、塩水電解質に

耐えられねばならない。また、ECMシステムのメーカはこの塩水電解質が装置およびパ
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ーツを腐食することはないと保証している。

  これらの理由から、電気化学加工の真価は、従来の機械加工では処理が難しく時間の

掛かる金属加工のアプリケーションにおいて発揮され、それは、切削、穴あけ、バリ取

り、マーク加工、エッチングといった各種加工が難しい伝導性の原料から複雑な形状の

パーツを大量生産することがあげられる。

允 チタン加工の時間とコストを削減するため開発された新加工法モデル：

  航空機メーカにおけるチタンとチタン合金の使用は、その強度と軽量さゆえ、増加し

続けている。チタンはジェットエンジンのディスク、ブレード、シャフト、ケーシング

に使用されており、それは、氷点下から摂氏600度という温度においても使用可能であ

るからだ。構造技師らによると、チタン合金は飛行機フレームの様々な部分に使用でき、

小さいものでは数グラムの締付バルブから、大きいものでは1トンもの翼梁にまで至る。

  空軍研究所の原料および製造部、製造工業技術課（Air Force Research Laboratory’s 

Materials and Manufacturing Directorate’s Manufacturing Technology Division：ManTech）は

Third Wave Systems, Inc.とSBIR契約を結び、チタン加工の時間とコスト両方を減少させ

る方法を開発しようとしている。

  Third Wave SystemsのAdvantEdgeの有限要素加工モデルを使用し、ManTechのサイク

ルタイム短縮というゴールを達成する方法開発にむけた研究が始まった。AdvantEdgeは

フライス、穴あけ、旋削といった機械加工工程を分析し、加工条件と工具のパフォーマ

ンスを向上させる。ソフトウェアが、切削力と工作物および工具の温度を予測する。そ

の結果を用いて、切削条件を 適化させるよう調整される。SBIR研究の第1段階におい

て、ソフトウェアはコストを削減し、生産率向上の可能性を示した。第2段階において

は、AdvantEdgeと高速加工により、加工時間の30％減少に成功した。

  現在Third Wave SystemsはManTechと新しいSBIR契約を結び、この技術を別の複雑な

デザインのエンジン部品にも応用しようとしている。海軍とエネルギー省もまた、サイ

クルタイム短縮のためこのモデルを使用している。

5.3.3 熟練労働力の不足

  板金工員と航空機技術者の需要が高まっている。熟練した航空宇宙産業人材の強い需要

を背景に、離職率は一定である。しかし、熟練工を十分に確保できているところは少ない。

トレーニングセンターでも、需要に対して、人材を卒業させるのが追いつかない。航空関

係のプログラムは殆どが6ヵ月、長いところでは1年のウェイティング状態である。航空

業界のリーダー達は熟練工の不足を訴えつづけている。工員を勧誘して、現場訓練をして

いる企業もある。トレーニングセンターの側も、促成プログラムを提供し、熟練工を早く

卒業させ、現場に参加させようとしている。各種トレーニングプログラムの増加によって

追加資金が必要になっている。トレーニングスクールの多くは州に立法化による基金の創
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設を求めている。企業は同時に、既存の労働力の生産性を高めるというリーン生産にも固

執している。他に企業の採用している手法としては：現在の工員の労働時間を増加する、

現工員に他作業のトレーニングもさせる、素人の新工員をトレーニングする、季節労働力

を採用する、職業学校から工員を探す、新聞やインターネットで募集する、新規採用時の

報酬諸費用を増加する、国内の外部委託、生産ラインの国内および海外への移転、などが

ある。

  緊縮財政によって、連邦航空管理局（FAA）も航空認定技術者の枠を縮小せざるを得な

いところまできている。その結果、FAAは一般航空（GA）産業に提供していた航空認定サ

ービスのレベルを縮小し、新製品と新工業技術の導入は遅れることになった。これによっ

て、米国に本拠をおく一般航空機メーカは競争力が弱化している。2006事業年度において、

国会はFAAの予算要求に応じ4百万ドルの追加資金を出し、FAAの航空認定サービスの人

員レベルを回復させることとした。しかしながら、FAAがこの基金を当初の目的に使用し

ないという懸念も、航空業界にはある。

  航空業界の関係者たちは州においても連邦においても声を上げて、熟練工の不足を訴え

つづけている。連邦レベルでは、2006年12月国会は航空宇宙労働力法案を承認した。この

法案は11の連邦機関に宛てて労働省が提出したもので、労働力を確保するために、公的お

よび民間の航空宇宙職業訓練プログラムを拡充するというものである。この法案において

は特に、連邦政府の政策実情と、科学、工学技術、科学技術、数学および熟練職業訓練に

おける専門トレーニングプログラムに拘る協力関係を、国会に毎年報告することを求めて

いる。この法案は労働力不足問題に積極的に取り組んでいる航空宇宙産業協会（AIA）に

優先的に適用される。

5.3.4 今後の展望

  航空産業は絶対的高精度と機密性を追求するその産業特性から、コストよりも性能に視

点を置く新技術・工程の開発が多く、軽量化と高精度の達成のため、貪欲に新テクノロジ

ーを導入している。

  技術・工程のみならず新素材の研究の重要性も高く、また、他産業技術からの応用、精

度の高さゆえ新型から従来型機械に機能返還するなど、常に前進を志向しつつ、柔軟性を

もって全体像を見極める姿勢が求められる。国家防衛機関との共同研究に参画することも

多く、優秀な研究者の有無が今後一層、重要性を増してくることと思われる。

  また、それと同時に、製造現場での熟練労働力の確保も大きな課題である。志願者自体

が不足している自動車産業界の事情とは異なり、工員に、より専門的な訓練が必要である

こと、またその訓練のための受け皿が絶対的に不足していることが原因である。これは、

公的および民間の航空宇宙職業訓練プログラムに対する公的支援を認めた、2006年12月の

航空宇宙労働力法案を、早急に、確実に、進めていくことで解決が期待される。
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 5.4 医療器具産業

5.4.1 成形加工における動向

  米国におけるトップ成形メーカは意欲的に新技術開発に投資し、創造性を高め、大きな

将来性を持つゲノム・プロジェクトにおいて優位に立とうと、医療市場における機会と挑

戦を追求している。医療市場においては他産業とまったく事情が異なり、海外メーカに比

べ国内メーカの方が圧倒的に有利である。もちろん、品質は絶対条件である。ポリマーの

価格は重要な問題で、急速に成長しつつある生化学素材等の新素材はインプラントや麻薬

抽出化合物等に使用されているが、ポリマー価格にポンドあたり何千ドルという単位で影

響される。

  技術力の高い成形メーカは新しいことに挑戦することを好む。値段の安さを追求した従

来のやり方では、医療の分野では通用しない。成形メーカは新型機開発に多大な投資をし、

医療分野における顧客のニーズに応えようとしている。医療用成形品製造業では、サイズ

の微小さと必要な精度ゆえに、他産業と比べて解決すべき点が遥かに多くある。精度が問

題で、小さな製品に厳しい許容誤差、高精度の表面加工が必要である。全てが小さいこと

を割り引いても、医療分野に関しては、長さと直径の比率は極端であり、長さ30mmの工

作機械の直径は2mmと、その比は15：1である。

  医療分野で広く使われている高速加工法を工具やインサートのみでなく、システム全体

として概観することは重要である。バランスが取れていることが大切なのである。Seco 

EPBラインを例に取ると、正確さと高速とが重要になる医療のような分野においては、ソ

リッドカーバイド工具を使用している。生産技術は、医療用金型製造において、あらゆる

側面で限界を広げつつあり、それは、微小工具コンポーネント用ワイヤーEDM加工から、

先端のホットランナー法にまで至るのである。

5.4.2 新金型製造技術

茨 加工法の発達：

  EDMメーカは医療用金型市場向けの製品を劇的に改良しつつある。Mitsubishi EDM

（Wood Dale, IL）社は昨年、MD＋PROを公開したが、これは、粗加工から仕上げ加工ま

での全オートメーション化を可能にするPM4コントロール仕様である。段差形状加工能

力のおかげで、形状と厚みの異なる様々な工作物を、個別に電気状態を設定することな

く加工できるようになった。この新型機械は、オートメーションスレッド可能な0.006

インチから0.012インチワイヤーと全軸アブソリュート座標による制御が標準装備であ

り、電源遮断の後でもゼロに戻すことなしに、非常に正確な位置設定が可能である。

  Charmilles（Lincolnshire, IL）社は医療市場における工業技術革新をワイヤー加工にお

いて達成しようとしている。同社の新型CC発電器は、超高速で切断し、表面を異物のな
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いきれいな状態に仕上げることができるが、これは医療分野においては、製品の付着物

を極力減らしたいという要望が強いためである。CC発電器はデジタル式発電機で、新ス

パーク設計により、 大電圧が25％増大し、 大振幅は3倍増加し1,200アンプである。

工具鋼における切削速度は時速42平方インチにまで至る。従来の 高速度はおよそ時速

37平方インチであった。CC発電器は股関節部や他のインプラントに使用されるチタンパ

ーツの酸化を防ぐことができる。また、切削工程において電極から発生する真鍮や亜鉛

との化合を防ぎ、表面を純粋に保つ。

芋 ホットランナー法の進歩：

  医療市場におけるもう一つの技術革新の実例は、Mold-Masters Limited（Georgetown, 

Ontario）のMelt-Diskであり、これは注射器筒のような上部からのゲートが不可能なパー

ツに対して、側面からのゲートを可能にする。“2つの重要な特長がある”、Mold-Masters

の製品開発マネージャーDenis Babin氏はいう。“1つ目はホットチップで側面からのゲー

トができること。私はいつもホットチップの使用を強調しますが、大きくゲートした場

合、そこから液体が上がってきて困るからです。2つ目は、1つのMelt-Diskで複数（

大8件）のゲートが可能であること。この同じ数だけのパーツを少ないノズルで成形加

工することができます。”

鰯 マイクロ金型製造：

  医療用金型製造において一つの画期的成果は、マイクロ金型製造であり、これは工具

の製造と設計において著しい技術進歩を要する。世界的革新者はTool and Die（MTD）

（Charlton, MA）であり、同社のビジネスは約90％が医療分野である。これは、非侵襲性

手術において血管の中を進行する微小な器具が、急速に需要を増しためである。また、

高価な生再吸収性素材から、組織を固定するための極小のネジも作られている。

  マイクロ金型製造は従来の金型製造とは極めて異なる。素材は0.002インチから0.005

インチという細いゲートを通ることになるが、これは0.020インチや0.030インチといっ

たゲートとは訳が違う。MTDは独自に流体解析を行い、マイクロプロセス時の高圧下で

の剪断熱によって起こる変化について解析した。MTDはまた、登録商標を持つ乾燥装置

を製造したが、これはホッパー管のサイズ試験をする際に使用される。

  どこを向いても克服すべき新課題があるように見える。たとえば、全ての物が排出に

適した表面を持っているわけではない。排出は通常、ゲートやランナーやその他の外的

付属物から実行されるが、パーツはとても小さいので、ゲートは押し広げられそうにな

る。ゲートからきちんと排出される様子は一種芸術的である。このパーツが人体中で使

用される時には、血管中を動き押し広げるようなことはあってはならない。MTDはしば

しば高性能の装置に、極小のナイフやワイヤー等の様々なタイプの二次的器具を用意し

ている。MTDは2つのEDM加工を用いて、金型を作っている。

  マイクロ金型製造に関して も大きな問題の一つは、その定義である。マイクロとは、
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体積0.0003立方インチ以下のパーツを意味する。Phillips Plastics社は金属およびプラステ

ィックのマイクロアプリケーション向け金型製造において独自の能力を見せている。そ

れらは細部を見るのに顕微鏡が必要なくらい小さいパーツである。一つのパーツは、直

径が約0.008インチである。Phillips Plastics社製のシングルキャビティ金型の値段は、

8,000ドルから20,000ドルである。会社はマイクロ工具をOEM客には販売しない。購入

毎に技術料が必要であり、射出成形型はMenomonee, WIに保管している。Phillipsはマイ

クロ金型製造における独自の登録商標システムを開発しており、その生産工程には“ラ

ンナーは実際使われていません”と言う。マイクロパーツ（質量0.0003立方インチ以下）

の定義にはランナーは含まれる。この工程における無駄は甚だしく、医療アプリケーシ

ョンにおいては素材の再使用がなされない上、インプラントの素材は2,000ドルから

4,000ドルもするからだ。

  Phillips社のマイクロ金型の寿命は、プラスティックアプリケーションについては2週

間から4週間、金属アプリケーションについては4週間から6週間である。Phillips社マイ

クロプラスティックパーツにおいて許容誤差±0.050インチを達成しえるが、計測は、ま

た一つのマイクロ成形加工における大きな障害なのである。MTD社も計測に関しては同

意している。プラスティックパーツについて許容誤差が0.0001インチだとすると、計測

の際には、当のパーツよりも更に大きな誤差が生まれ、計測しなおしてもその度に数値

は変わる。MTD社は通常ビジョンシステムと600倍の顕微鏡を使用し、表面と許容誤差

を計測している。

  つまり医療パーツがマイクロオーダーへとどんどん微小化するにつれ、それを製造す

るための研究開発の努力は倍増していき、それに伴って天文学的な許容誤差の計測法も

開発されることになる。こういったマイクロ分野は、医学自身の発達に伴って、医療の

可能性をどんどん広げていき、その成果は人類の将来に直接貢献するであろう。

5.4.3 加工技術

  医療用品メーカは厳しい課題に直面している。顧客が、チタンのような材料では加工が

困難なほどの精度を必要とする、より小さく複雑なパーツを求めているためである。その

上、広範で高コストの関係書類を必要とする関係機関の緊密な監視の下で、作業をしなけ

ればならない。

  整形医療機器は骨格と関節の複雑な形状を形成するために設計されており、これらのパ

ーツの機械加工もまた複雑である。棒材からの切削加工では除去すべき部分が多く、一度

に加工できるほどの機械性能はないので、その結果、費用のかかるプロセスを経ざるを得

なくなる。その結果、いくつかの部品はニアネットシェイプで成形されるが、その後の加

工が複雑で高額になる。機械加工を複雑にしているもう一つの問題点は、厳しい許容誤差

であり、殆どの部品に関して0.002インチ以下という厳しさである。
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  こういった問題に医療用品製造工場が対処し、競争力を増すために生まれたのが、新加

工技術である。高速12軸ターニングセンタ、新しいインサート工具、革新的ねじ切りワー

リングマシンの導入により、複雑なパーツを極度に小さい許容誤差で加工することができ

ると同時に、EDM加工の革新的成果によって高品質なパーツをより高速で生産できるよう

になり、従来の技術の問題点を解決した。

茨 チタンインプラント加工新工程：

  ステンレス鋼とチタンは医療用インプラントに も使用されている素材である。ステ

ンレス鋼は、通常身体中にずっととどまらない用具に使用されている。チタンは、その

軽量性、強度と生体適合性の強さゆえ、通常医療インプラントに用いられることが多い。

また、チタンインプラントはMRIやCTスキャン行程にも適合し、患者がインプラント

を使用していても、それらの行程を妨げることはない。チタン6AL-4V ELIは股関節部、

らせん状骨、膝関節、骨盤、歯科用インプラント、および手術用機器に使用される標準

的材質である。しかしながら、コバルト・クロム合金の使用が増えつつあり、それはチ

タンよりも硬く緻密に結晶化し、かつ付着物が少ないからである。

苑 チタンはその冶金的特性のため鋼鉄よりも加工が困難である：

  チタン合金の切削加工に必要な切削力は鋼鉄よりもわずかに高いだけにもかかわら

ず、チタン合金は同程度の鋼鉄よりも切削加工を更に困難にする材料特性を持つ。チ

タンには加工硬化層を生成する特性があり切削量が減少する。これによって、大きな

せん断角が必要となり、そのため薄い切りくずが加工機表面の比較的小さい範囲に接

することになる。そのため、工具と工作物が接触している間は送りを止めるべきでは

ない。このような加工方法で生じる高い反切削力の合力は、切削点における摩擦と相

俟って、工具の一部が高熱となる。こうして生じた熱は、チタンの熱伝導率がひくい

こともあり、すぐには放散されない。よって、殆どの熱が工具のエッジと表面に集中

することになる。高い反切削力の合力と熱によって工具エッジ付近がチッピングを起

こし、寿命を縮めることになる。更に悪いことには、チタン合金は工具鋼との融和製

が高いたという性質があり、切り屑が工具刃先に溶着しやすくなる。

薗 チタン加工に使用される工具は磨耗が早い：

  これらの障害は工具が磨耗するにつれ、加速度的に悪化するので、チタンおよびチ

タン合金加工に使用する工具は細心の注意で監視され、切れ刃を確認し、磨耗する前

に交換されるべきである。チタンおよびチタン合金加工に関する第一の鉄則は、工程

に何らかの変化を見つけたら、即座に工具を交換するべきということで、それは工具

磨耗が原因であることが多いからである。工具切れ刃を鋭利に保つもう一つの理由は、

チタンは磨耗や折損を起こした工具で切削すると燃えることがあるからだ。金属が燃

えると酸素を発生し、それ自体で燃え続ける。よって、チタン加工の工場では火気厳

禁であり、消化システムを機械に装備している。
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  チタンは弾性が低い、鋼鉄よりも弾性係数が高いため、 適条件を維持したり補正

を加えた重切削時等でない限り、工具は逃げやすい。細い工作物は送り分力によって

工具が逃げやすく、機械は騒音の発生や誤差の増大という問題を起こす。従って、シ

ステム全体を厳しく管理すると同時に、 適な切れ刃の工具を使用することが重要で

ある。

芋 12軸制御によるワークハンドリングの削減：

  複雑なパーツの製造コストを削減する必要性は、とりわけ医療産業の分野で高まって

いる。このため、 大12軸制御工作機械が生産されている。これは、 大12軸の運動

によっていかなる作業空間でも総合的に位置決めを行えると同時に、一回の段取りで多

数の作業を行うことができる。

  例えば、Tornos Technologies US Corp.（www.tornos.com）製の12軸ターニングセンタ

では、一回の設定で12軸全ての動作を同時に行うことで、複雑な部品を生産している。

また、複雑な部品加工に加えて、誤差の少ない精密な表面仕上げを可能にしている。

鰯 旋削加工用インサート：

  Sandvik Coromant（www.coromant.sandvik.com/us）では近頃、生産性の向上と工具コス

トの減少を図り、股関節部の動きを滑らかにするための丸こまバイトを導入した。同社

によると、これらのインサートを球関節内部球状カップの加工に使用することで、安全

と生産性のバランスが生まれ、鋳造から直接加工する際の粗加工プロセスの効率が 大

化する。

  Sandvik Coromantの丸こまバイトは同社のCoro Turn 107ボーリングバーと併用するこ

とで、Easy Fix方式により切削中心の高さを正確に設定できる。同社によると、丸こま

バイトとD-styleインサートはチタンとコバルトクロムのインプラント加工に適してい

るという。

允 ワーリングねじ切加工：

  医療用品はどんどん複雑さを増しながら、その使用は容易になっている。しかしなが

ら、複雑になったため、その形状を成形するための特別な旋削やミリング作業が必要と

なる。例えば、Tornosは、骨ネジに使用される高螺旋アングルを加工させるためのワー

リングねじ加工機を設計した。

  ねじ切りやタップとは違い、ワーリング加工は、バリのないきれいな形状が形成でき

る。ワーリング加工は、外ねじと内ねじの両方に使用可能である。この工程では自動旋

盤を用い、回転速度30,000rpmの高回転スピンドルが必要である。内部のタップ作業の

間、スピンドルは工作物に平行に動かなくてはならない。

  内ねじワーリング工程は、従来のタッピングに比べ60％も速度が速い。また、使用工

具の寿命も長くなり、工具交換なしで2,500ものチタン部品が加工できる。切削速度は

速く、加工時間は短く済む。バリやチップかすは無く、切削深さは内ねじ内径の3倍に
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も及ぶ。止まり穴の底まで切削することが可能である。外ねじにおいては、旋盤の送り

軸に沿った器具がねじのピッチ角に応じて旋回したり傾いたりする。スレッドの表面仕

上げは完璧であり、これは、工具が工作物と反対方向に高速で回転するためで、従来の

切削工程では時に見られた表面の凸凹が無くなった。ワーリング加工ではまた、工作物

が長く突き出すことがなくなった。これによって、極端に長い突き出しを原因とする突

然のダウンが避けられる。

印 ワイヤーEDM工程の改善：

  ワイヤー放電加工（EDM）は非常に精度の高い医療用品を生産するための一般的な工

程である。この工程は製品の硬度に影響されず、硬く切削困難な合金にも使用可能だか

らである。しかしながら、この工程はチタンにおいて次の2点で問題がある：1つは、天

然の高耐腐食性の酸化物コーティングを表面に施したチタン部品が灰色から青色がかっ

た色に変色することである。2つ目は、もっと困ったことに、EDM加工の間、ワイヤー

からわずかながら銅と亜鉛が加工パーツの表面に付着することである。これは、銅が生

体適合性でないことから、高額な洗浄工程を必要とする。

  Charmilles Technologies（www.chamillesus.com）はCleanCutという新EDMを開発し、同

社によると、この機械は従来技術よりも切削速度が速くシャープな形状が加工できると

いう。このEDMはまた、EDM加工の面粗さを向上する。CleanCutは、プラスとマイナス

の放電を交互にすることで、チタンパーツの表面が青く変色することをなくす。また、

同社によると、このEDMはチタン表面の銅汚染を減少させ、洗浄コストを節減できると

いう。

咽 マイクロ成形加工：

  医療用パーツをより小さく強いものにしようという動きがあり、Phillips Plastics Corp.

（www.phillipsplastics.com）はマイクロ成形加工法を開発し、チタン医療用パーツを0.0001

立方インチにまで小さくすることに成功した。チタンは、他の金属成形法と同様のガイ

ドラインに従っても、一般的に加工面は粗く、壁部分は薄かった。この工程の特長は、

材料利用率の高さと廃棄量の少なさ、キャビティ間の連続性、＋0.001インチという厳

しい許容誤差などである。

員 FDA規則に準拠する新工程：

  FDAのStringent Quality System Requirements（厳重品質システム必要条項）によって、

医療用品メーカは管理されている。これらの品質基準は、医療用品を製造するメーカに、

製品を保管維持する間に取った全ての行動に対し正式に文書記載するよう求めている。

全ての材料は、棒材や鋳物も含めて、通し番号で記載され、全ての文書が整合していな

ければならない。文書の通し番号が現物と合致しない場合、現物を全て破棄しなければ

ならない。

  FDA規則に準拠しつつ生産性を 大化するために、Odyssey Medical（Memphis, Tenn.）
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（www.odysseymed.com）は多大な努力を払って、技術工程の品質を実証し進歩させてきた。

同社は、生産工程と工程内技術を厳重管理するPrecontrolという管理法を導入し、部品

の許容誤差や工程安定性を監視している。Precontrolは問題が起こる前に機械のオフセッ

トをするよう調整を促すことで、管理チャートの標準的実践を増加させている。同社の

技術サービス部長であるTim Gooch氏は説明する、“部品仕様書によって部品の使用範囲

は決まりますが、Precontrolの管理するものは機械を操作する人間の行動なのです。”こ

の技術では、許容誤差範囲を緑、黄色、赤色と分け、許容誤差範囲中央の50％を操作者

の操作必要ゾーンとする。連続する2つの部品で厳しい許容誤差を超えたら、操作者が

機械のオフセットを調整する目印である。連続する部品において、測定された許容誤差

の反対側に外れた場合は、その工程が不安定であり、調整を必要とすることを意味して

いる。部品が許容誤差範囲の外であったら、もちろん廃棄される。

5.4.4 外部調達

  医療成形業においては、単に海外の成形メーカとの競争だけではなく、その生産プロセ

スでの競争といえる。医療用品OEMは成形製造コストを減らし、代わりにストックシェイ

プ加工にしようとしており、そのため、その生産工程はいっそうの柔軟性が必要となる。

  医療分野の技術者たちは、ストックシェイプ加工で間に合わすことを好むが、それは製

品のサイクルが短いためである。ある顧客がある部品を一つのバージョンで1,000個作ると

すると、違う顧客が、別バージョンで5,000個といったように、わずかずつ異なるバージ

ョンで異なる顧客のニーズに応えなければならない。それでもなお99パーセントは同じ部

品である。この実例としては、骨ネジや医療トレイがある。医療市場におけるストックシ

ェイプ加工の使用度は急速に高まっており、医療市場の増大と生産工程の柔軟性を示して

いる。

  ここで注意すべきことは、一般的に、ストックシェイプ部品は射出成形部品に比べ機械

的特性が落ちるということである。例えば、ポリフェニレンスルフィドをコンプレッショ

ン成形した部品は同様の射出成形部品に比べ50％から80％の強度にすぎない。部品への圧

力のかかりかた大きく異なる。機械的特性が落ちる度合いは、押し出し成形加工において

より著しく、ロッドやチューブ管、金属板などがそれに当たる。

5.4.5 今後の展望

  医療用具産業は、医療という絶対的安全性と正確さとを必要とする分野であると同時に、

一度きりの使い捨て用品が多いため、究極的な高精度と大量生産という2つの並立課題が

ある。それゆえ、各産業界の中でもとりわけ 先端テクノロジーの導入が推進されている。

成形加工技術の粋が込められていると言っても過言ではない。

  身体内に使用されるインプラントにおいては素材の開発がとりわけ重要であり、人体に
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安全であると同時に、チタン等の高硬度材質を正確にマイクロ加工する 新技術の開発が

更に求められる。また、身体内の骨ネジ等は、細部が少しずつ異なるバージョンを多種生

産する必要があり、一般的な金型加工では対応できないため、強度と精度を保ちつつ柔軟

性を高める手法の開発が、今後の課題となるだろう。

  こういった 先端テクノロジーは、研究開発から実用化までがタイムラグなくほぼ直結

することが一層重要になり、今後ますます大学等研究機関と提携し共同研究・開発を推進

すると同時に、優秀な研究者を確保する重要性が増してくるであろう。
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6.　　お　　わ　　り　　に

将来における工作機械の技術動向を明らかにし、具体のロードマップを作成することを目的と

して「次世代工作機械技術動向」の調査研究を行った。

平成18年度は「自動車分野」、「家電・情報分野」、「航空・宇宙分野」、「建設機械分野」、「医

療・福祉機器分野」について、当該分野の専門家を委員としてお招きし、各分野における将来の

技術動向について検討を行った。本報告では、それぞれの分野における技術的潮流について報告

するとともに、工作機械ユーザからのニーズや工作機械メーカ側のシーズといった立場から、未

来型工作機械のイメージについて議論した結果の一部を示している。平成18年度は各分野の社会

的、技術的な将来動向を把握することに重点を置いたため、将来の工作機械技術のロードマップ

を描くには至っていないが、次年度以降に引き続き検討するための情報収集はできたと考えてい

る。

今後は、各技術分野を取り巻く社会的要因（境界条件）、工作機械に要求される機能（工作物

の形態）、工作機械側から見た技術課題、問題点（阻害要因）の観点から、要因をまとめて分析し、

未来型工作機械の開発課題の体系化を進めるべく、調査を継続していきたい。

後に、委員としてご協力いただいた各社の技術担当者ならびに本委員会において委員として

活発な意見交換をしていただいた産・学の各委員に心から御礼申し上げます。

また、本調査を実施するにあたりお世話になった関係各機関、各位にも改めて御礼申し上げま

す。
　

　　　平成 19年 3月
　

 次世代工作機械動向調査専門委員会

 委 員 長　　 森 脇 俊 道

 　　　　　　 （ 神 戸 大 学 ）
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