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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いくため

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いく必要

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みずほ情報総研株式会社に「素形材産業技術の体系化及

びロードマップ策定に関する調査」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 



 
はじめに 

 
 
 
中小企業ものづくり基盤技術高度化法に基づく分野別技術指針の策定及び技

術開発計画の認定等が行われ、また素形材産業ビジョンにおいても素形材産業

技術の重要性及び素形材産業技術の体系化の重要性が示されるなど、我が国製

造業の競争力を支える素形材産業技術の現状と発展の方向性を把握する必要性

が高まっている。 
また、技術流出による競争力低下を防ぐ観点から、重要・先端素形材産業技

術の把握が急務となっている。 
そこで、重要・先端素形材産業技術の現状及び今後の素形材産業の技術開発

の方向性を検討し、検討の結果を技術区分リストに反映した。 
今回の調査で取り上げた素形材産業技術は、鋳造、鍛造、金属プレス、金型、

金属熱処理、の５分野であり、それらに関わる材料関係、検査関係、関連装置

等についても調査を行った。 
また今回の調査では、素形材産業のユーザーを素形材の最大需要先である自

動車産業に絞り、そのニーズの変化に伴う素形材産業技術のこれまでの変遷、

今後の方向性等を把握した。 
本報告書が、関係者各位の御参考に寄与すれば幸いである。 

 
 
平成 19年 3月 
 

みずほ情報総研株式会社 
代表取締役社長 

小原之夫 
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1. 鋳造 

1.1 我が国における自動車産業と鋳造技術の動向 

1.1.1 自動車生産の本格化と鋳造技術の近代化（1950年代～60年代） 

我が国における自動車産業が本格的に立ち上がり始めるのは 1950 年代以降であり、朝

鮮戦争（1950～53年）による特需が追い風となったほか、欧米メーカーとの技術提携を通

じた先進技術の導入、アメリカのデミング博士が提唱した品質管理手法の導入と普及など

もあり、欧米から大きく遅れていた日本車の性能・品質・価格競争力は目覚しい進歩をと

げた。 

それまで手作業に大きく依存していた鋳造部門は、こうした我が国における自動車産業

の立ち上がりに伴い、自動化をはじめとする技術の近代化が図られ、後の高度経済成長期

における大量生産品を高品質、かつ安く作るための技術基盤の基礎がこの時期に確立され

た。 

 

(1) 材料関連技術 

a  鉄系 

強度に優れた球状黒鉛鋳鉄の大量生産が実用化し、当時は遠心鋳造による鋳鉄管であり、

これが自動車部品への利用が拡大したことが大きなトピックとして挙げられる。球状黒鉛

鋳鉄は 1950年代半ばからクランクシャフト等に採用され、高強度鋳鉄部品の多くがそれま

での可鍛鋳鉄から球状黒鉛鋳鉄に置き換わっていった。 

 

b  非鉄系 

非鉄では 1950 年代に重力鋳造法による量産が開始された。またアルミダイカストの量

産が始まり、1960年代には高品質アルミダイカストが開発され、自動車部品に採用されて

いった。マグネシウムダイカストについては、1959年に東洋工業（現マツダ）が我が国で

初めて自動車部品として採用したものの、腐食性などの問題から自動車部品として本格的

な普及には至らなかった。 

 

(2) 生産技術 

a  鉄系 

溶解については、戦後はキュポラによる集中溶解が中心であり、こしき炉（1940年代）、

坂川式熱風水冷キュポラ（1950年代）が広く使われていたが、1960年代初頭から大型の低

周波誘導炉が普及したことにより、一時は溶解技術に関して混乱を生じ、その後、溶解技
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術は高効率・高品質なものとなった。球状黒鉛鋳鉄の塩基性キュポラによる生産、ノーラ

イニングキュポラによる生産もこの頃より実用段階に入っている。 

造型については、1950年代から手込め作業から単体造型機による自動化が進展したほか、

現在でも中子造型技術の主流をなすシェルモールド法が 1940 年代後半にドイツから導入

され、研究開発の末 60年代半ばから実用化されている。また、この時期は中子造型に油中

子（1940年代～70年代後半）が使用されるとともに、無機炭酸ガス法（1950年代半ば～）

が使用されていた。 

後処理もそれまでの手作業から自動化がこの時期に進展している。ショットブラスト、

鋳造品冷却装置、砂冷却装置は 1950年代初頭から導入されたが、特にショットブラストの

導入は、従来のハンマーとグラインダーによる砂落とし手作業を大幅に減らし、鋳物工場

の形態を大きく変えたといわれる。 

計測についても、現在でも使用されている技術の多くがこの時期に実用化され、鉄系、

非鉄系を問わず従来の経験や勘に頼った計測から科学的な計測に移行していった。溶湯成

分の計測では、湿式分析（1950 年代初頭～）、原子吸光法、発光分光法、蛍光Ｘ線法、酸

素気流中燃焼-赤外線吸収方式1(いずれも 1960年代初頭～)、カントバック2（1960年代半ば

～）、X線カントメーター3（1960年代後半～）、後にCA熱分析装置4に置き換わるCEメータ

ー5（1960年代～1970年代末）が実用化されている。写真式発光分光分析装置（1950年代

後期～末）、常圧型カントレコーダ（発光分光分析装置）（1960年代前半）は一時期実用化

されたが、現在では利用されていない。製品検査では現在でも使用されているケガキ検査、

放射線検査がそれぞれ 1950年代初頭から実用化された。 

 

b  非鉄系 

50年代に重力鋳造法によるインテークマニホールドの生産が始まり、その後、シリンダ

ーヘッドやロードホィールに適用された。アルミダイカストについてはこの時期は普通ダ

イカストによる生産が中心であったが、並行して真空ダイカストの研究開発が進められて

いた。また、低速充填ダイカストのアキュラッド法、FC法が 60年代に研究開発が始まっ

ている。低圧鋳造法によるアルミ部品の生産は 60年代初頭から始まっており、アルミ製の

シリンダーヘッド、インテークマニホールド等が生産されるようになった。なお後処理、

計測については鉄系と同様の技術が導入されている。 

 

1.1.2 高度経済成長と高品質化への対応（1970年代～80年代） 

1970年に 500万台を超えた国内での自動車生産は、80年には 1,000万台を突破するとい

う急増ぶりを示した。また高度経済成長に伴う公害問題の深刻化とオイルショック、安全

性向上に向けたニーズの高まりにより、低燃費と安全性の向上に向けた技術開発が自動車
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メーカー各社の大きな課題となった。鋳鉄の溶解炉がキュポラから電気炉に移行した一因

もここにある。また、自動車用の鋳物部品はより薄肉化、軽量化が求められるようになり、

材料もアルミを中心に軽合金の使用が増加した。 

鋳造技術については、この時期に設計・開発技術が大きく変貌したほか、生産技術につ

いても有機自硬性鋳型をはじめとして、多くの新技術が実用化されている。また鉄系鋳物

の材料については、電気炉の普及に伴ってスクラップ使用量が増大し、スクラップに含ま

れる不純物元素が鋳鉄内部の黒鉛の成長を妨げる、及び基地組織に影響する等の問題が 80

年代頃から浮上し始め、溶湯の清浄化技術の開発が始まっている。 

 

(1) 設計・開発技術 

設計・開発技術では、シミュレーションと設計開発評価がこの時期から実用化され、リ

ードタイムの短縮に大きく貢献している。1960 年代後半から研究開発が進められていた、

鋳物部材の設計開発評価技術、鋳物実体衝撃試験機、発泡模型活用設計法がそれぞれ 1970

年代に入ってから実用化された。1980年代前半には、排気シミュレータ、応力解析シミュ

レーションが、同年代半ばには設計シミュレーションCFD6、動的解析、60 年代から研究

開発が進められていた凝固シミュレーション（図 1）がそれぞれ実用化された。 

 

図 1 エンジンブロックの凝固解析事例（Top CASTによる解析） 

図中の濃い網掛け部分は凝固していない箇所を示す。 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
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(2) 材料関連技術 

a  鉄系 

材料関連では、高品質球状黒鉛鋳鉄の強靭化製造法が 1970 年代後半に実用化され、自

動車部品における球状黒鉛鋳鉄の用途が更に拡大することとなった。また排気系で 70年代

終わりからニレジスト鋳鉄鋳物が、80年代半ばから耐熱鋳鋼が使用されるようになった。 

なお、この時期には鉄系の鋳物用原材料はコストダウンのために銑鉄から自動車のボデ

ー鋼板のプレス屑などのスクラップにシフトしている。しかし同時期には自動車業界にお

いて表面処理鋼板、高張力鋼板の使用が増加し始めており、これらの鋼板に含まれる亜鉛

や鉛、マンガン、リンといった不純物元素によって汚染された溶湯の清浄化技術の開発が

課題として浮上し始め、溶湯の清浄化技術の開発が始まっている。 

 

b  非鉄系 

非鉄系ではこの時期にエンジンブロックやミッションケース、インテークマニホールド

等のアルミ化が進み、自動車に用いられる材料に占める比率が急増している。 

アルミ鋳造品に対する需要の拡大に対応して、内部欠陥をなくすためにアルミ溶湯に含

まれる水素等を除去、清浄化する技術として、アルゴンガスによる脱ガス（GBF）処理が

70年代初頭から実用化されている。溶湯の清浄化は、80年以降に進展した切粉スクラップ

の溶解増加とそれに伴う不純物の増加に従い、とりわけ低圧鋳造、重力鋳造において重要

な技術として位置づけられるようになった。80年代後半に入ると、強度や耐摩耗性を高め

た複合材料が実用化し、自動車部品におけるアルミ鋳造品の使用範囲はさらに拡大するこ

ととなった。 

 

(3) 生産技術 

a  鉄系 

溶解では、高周波誘導炉、アーク炉・低周波の電気炉デュープレックス、コンバータに

よる球状化処理7がそれぞれ 1970年代前半に実用化され、さらに 1980年代半ばから休日空

炉による省エネとある程度の量対応8ができる容量（10 トン程度）の中周波誘導炉が実用

化された。60 年代から利用されていた塩基性キュポラによるFCD生産は 80 年代末には廃

れている。 

造型では、シェルモールド法を進化させたダイス付きシェルモールド法が 60年代末よ

り実用化されていたが、70年代初めより日本が独自に開発したＶプロセス（図 2）が実用

化されている。これは砂型の硬化粘結材を用いることなく、真空パック方式の採用で硬化

させる方法で、新たにこの方法が開発されたことにより粘結材による異臭発生の防止や、

粘結材に伴う欠陥発生の防止に役立った。 
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また、同時期にサーボプレスにより高精度な造型を実現する技術も実用化されている。

中子造型については 70 年代初めにコールドボックス法が、70 年代半ばにフラン系樹脂の

活用が、80年代半ばに有機炭酸ガス法がそれぞれ実用化され、現在に至っている。 

鋳込みについては、60 年代から注湯の自動化が進められていたが、70 年代前半から自

動注湯プロセスが進歩し、電磁ポンプ式注湯機が、同年代半ばから加圧式注湯機が実用化

された。 

 

 
図 2  V プロセスによる鋳造法の概要（出所：「鋳造工学便覧」（社）日本鋳造工学会） 
①：模型とパターンプレート，②：フィルムの加熱，③：フィルムの成形，④：枠載せ， 
⑤：砂入れ，⑥：上面フィルム張り，⑦：型抜き，⑧：鋳型合わせ・注湯，⑨：型ばらし 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 

 

後処理については、80年代初めから溶接ロボット補修9が始まっている。 

溶湯成分の計測技術については、60年代後半からCEメーターが、そして 70年代半ばか

らCSメーター10が実用化された。また 80 年代初めに、従来のCEメーターに代わってコン

ピュータによる判定機能を備えたCA熱分析装置が実用化されているほか、ICP分析法が実

用化された。 

製品検査の計測技術については、70年代半ばに超音波探傷法が実用化され、３次元計測

装置が普及し始めた。また 80年代半ばには CTによる欠陥計測が実用化されている。 

また、この時期は地球環境対応、作業環境対策に向けた新技術の導入が始まっている。

前者については、70年代初めにキュポラの排ガス・排煙対策、砂再生が始まり、80年代後
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半にはリジェネバーナーなど溶解炉の熱回収、廃材をセメント原料、レンガ、土壌改良剤

などに再利用する技術が実用化されている。後者については、70年代半ばに集塵装置、排

煙脱硫装置、燃焼脱臭装置、80年代後半に薬液脱臭装置がそれぞれ実用化されている。 

さらにこの時期には新しい鋳造プロセスに関する研究開発が活発に行われ、80年代前半

に量産消失模型鋳造法、プレス金型のフルモールドにより製造、同年代半ばに鋳鉄金型鋳

造法がそれぞれ実用化された。ただし鋳鉄金型鋳造法については 90年代末にはほとんど廃

れている。 

 

b  非鉄系 

この時期に入ると、ダイカストを中心に自動車用アルミニウム鋳物に対するニーズが急

増し、ダイカストマシンの大型化、自動化が進展したほか、高品質ダイカストマシンの実

用化も 80年代から始まっている。ダイカスト法も多様化し、低速充填ダイカスト（スクイ

ズダイカスト11、竪型加圧鋳造法、中圧ダイカスト法、NDC12）、真空ダイカスト（GF法13）、

無孔性（PF14）ダイカスト、ソルト中子を使用したダイカストが 70年代に実用化されてい

る。ただしソルト中子の使用については長続きせず、現在ではほとんど用いられていない。 

 

1.1.3 ニーズの多様化・高度化とグローバル化への対応（90年代～現在） 

90年代に入ると自動車メーカーの経営はグローバルなものとなり、外国メーカーとの事

業提携が進展したほか、海外での現地生産は急増した。またグローバルな競争が激しさを

増す中、リードタイムの短縮、部品調達コストの削減が一層厳しく求められるようになっ

た。さらに環境への対応も重要性を増し、車体の軽量化、部品の薄肉・小型化・一体化が

以前にもまして重要な課題となっている。 

こうした中、鋳造技術においては、ITを積極的に設計・開発に活かすことにより、リー

ドタイム短縮と熟練技能のデジタル化が進められている。材料関連では、ボデー鋼板に含

まれる微量元素の増加に伴い溶湯の清浄化が重要な技術開発課題となっている。生産技術

については、従来からの自動化、省人化、クリーンファンドリー化、作業環境の改善等へ

の取り組みが更に進展している。また、国内における技能伝承、海外工場における生産増

に対応するため、熟練技能のデジタル化が重要な課題となっている。 

 

(1) 設計・開発技術 

コンピュータの処理能力の向上により、80年代では開発段階に留まっていた、いくつか

の新たな設計・開発技術がこの時期に実用化している。具体的には 80年代から開発が進め

られていた 3D-CAD、RP、湯流れシミュレーションが 90 年代に入ってから実用化されて

いるほか、従来の凝固シミュレーションも性能が向上し、頻繁に使用されるようになって
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いる。RP 技術については、レーザ照射によるシェルモールド砂の硬化・成形から、2000

年代からはインクジェット方式により砂とバインダで模型製作が行われるようになってお

り、木型を用いることなく砂型を図面から直接制作する試みもなされている（図 3）。これ

らの技術は試作を中心に多用されている。 

鋳型内への砂の充填シミュレーションは 2000 年代に入ってから研究開発が進められて

いるが、粉体の動きは流体に比して複雑であることから解析は難しい。ただし、ブロー造

型においては、砂とブローエアの２流体モデルで砂充填挙動をシミュレーションする技術

が実用化され、量産現場で実績を挙げつつある。 

80 年代から試行されてきたコンカレントエンジニアリングによる設計期間の短縮が同

年代末以降から本格化しているが、これを可能としたのは上記のシミュレーション技術等

の実用化が大きく寄与している。 

 

 

図 3 レーザーで焼結・成形された複雑形状一体中子（提供：日立造船情報システム㈱） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 

 

(2) 材料関連技術 

a  鉄系 

90年代に入ると、表面処理鋼板に使用されているメッキ亜鉛を高温・真空下で除去する

真空脱亜鉛プロセスが実用化された。また、これを機会に脱亜鉛炉としてのキュポラの見

直しが行われた。しかし一方で高張力鋼板の性能は大きく向上し成形性の問題解決も進ん

だことから、自動車のボデー鋼板への採用は更に増加し（図 4）、溶湯に含まれる不純物元

素問題はさらに深刻化している。特にマンガンは鋳物の硬度を上昇させ、ボロン（B）の

増加はFCD700 クラスの鋳物15の硬度低下に作用することから、溶湯からの除去技術の開

発が望まれている。 
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b  非鉄系 

 非鉄系では、ホウ酸アルミニウムウィスカがディーゼルエンジン用ピストンの強化材と

して使用されるようになったほか、熱処理や溶接が可能な高延性ダイカスト用新塊アルミ

合金が使用されるようになった。一方、アルミニウムのリサイクルの進展に伴い、溶湯の

清浄化は一層重要な課題となっており、2000年代以降清浄化技術のレベルアップに向けた

研究開発が進められている。 

またマグネシウムについては、すでに 1960 年代以降に実用化されていたものの、腐食

性が高いなどの理由から使用量が限られていた。しかしながら、1980年代後半から不純物

のなかの鉄、銅、ニッケルを ppmオーダーに精錬する技術が発達し、塩水噴霧テストでは、

アルミダイカスト（ADC12）の 2倍の耐食性を実現、現在に至っている。さらに、耐熱合

金など使用量拡大に向けた合金開発が 2000年代以降進められている。 

 

 
図 4 日本の高張力鋼板の自動車車体への採用例 

（薄鋼板成形技術研究会編，プレス成形難易ハンドブック第２版より） 
出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 

 

(3) 生産技術 

a  鉄系 

まず溶解技術では、80年代半ばから研究開発が進められていた、ワイヤーインジェクシ

ョン法によるマグネシウム添加、脱硫・球状化処理が 90年代初めから実用化している。ま

た 90年代半ばから、キュポラと比較して作業環境の改善、省力化が可能でキュポラ、誘導

炉では使用が適さないダライ粉を鉄源に用いることが可能な回転溶解炉（酸素バーナー式
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回転溶解炉）が実用化している。また、鋳造に悪影響を及ぼす不純物元素の１つであるマ

ンガンを溶湯から除去する溶解プロセスが岩手大学等で 90 年代半ばから研究開発が進め

られている。さらに、フレキシブル省エネ炉16、プラズマ瞬間溶解17の研究開発が今後望ま

れている。 

造型では、主型へのフラン樹脂の利用が 1980 年代に始まり、中子のフェノールエステ

ル硬化型（自硬性、ガス硬化性）が 1990年代初めから実用化されている。 

鋳込みでは、コンタクト注湯法18が 1990年代から実用化されている。 

後処理については、90年代以降は重筋・高熱作業等難工程の自動化に向けた新技術が開

発、実用化されている。NC制御研削機、バリ取りロボットが 90 年代初めから、高品質化

の要求から打痕無しプロセス19が 90 年代半ばから一部開発･実用化されているほか、作業

者の筋力を増強するために着用して利用するパワーアシスト技術に係る研究開発が 2000

年代初めから始まっている。 

溶湯成分の計測技術では、酸素メーターの使用が 90年代半ばから実用化している。2010

年以降は溶湯清浄度の自動計測の研究開発が期待されている。製品の計測技術では、渦電

流探傷法、走査超音波探傷法、非破壊検査が 90 年代前半に実用化され、2000 年代に入る

と 3Dデジタル形状計測・欠陥検出が実用化されている。 

地球環境への対応では、90年代初めから人工砂の活用が実用化されている。人工砂は完

全に球状に近い形で、リサイクル性に優れるだけでなく、粘結材が少なくてすむ、寸法精

度の向上につながるといったメリットがあり、今後更なる高機能化が期待されている。ま

た、現在ほとんど再利用されることなく埋立廃棄処分されている鋳物ダストを、セメント

原料等として再利用する研究開発が 90年代後半に入ってから進められている。 

作業環境改善では、90年代前半から加湿ダストリサイクル、同年代終わりからクレーン

集塵プロセス、2000年代初めから微生物脱臭装置がそれぞれ実用化されている。2000年代

半ばからは光触媒脱臭プロセスに係る研究開発が進められている。 

なお、新たな鋳造プロセスとして、80年代末から研究開発が進められていた鋳造鍛造法

については、90年代半ばから実用化されたものの、鉄系鋳物ではメリットは小さく、一部

のアルミ鋳物でのみ実用化されている。2000年代後半以降、上・下砂鋳型をプレスして鋳

造させる砂型プレスキャスティング法の製造プロセスの研究開発が進められており、これ

により、省エネ、低コスト、歩留まりの著しい向上、製品拡大を図ることが期待されてい

る。 

 

b  非鉄系 

90年代に入ると、アルミニウムダイカストに係る生産技術は更に進化を見せる。ダイカ

ストマシンはシステム制御化されるようになり、金型の加工精度も向上したことから、寸

法精度は一段と向上した。また高真空、高速射出といった技術の進展により、ダイカスト
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の欠点とされる鋳巣欠陥も減少した。90年代後半に入ると、金型設計における 3D-CADの

活用、NC による金型の直彫り製作が本格化し、金型製作に要するリードタイムは大幅に

短縮されるようになった。金型の冷却システムも高度化し、生産性の向上と製品の高精度

化が進展した。今後、金型の温度管理の精度を高めることにより、勾配レスのダイカスト

生産を実現することが期待される。 

低圧鋳造でも 90年代以降、コンピュータ制御と水冷化、不活性ガス低圧鋳造法20、直冷

法、高速可傾鋳造法21、コスワース法22といった新技術の実用化が始まっている。 

さらに、セミソリッドダイカストも 90 年代以降に開発と実用化が始まっている。90 年

代前半まではチクソキャスト法23が中心であったが、90 年代後半からはレオキャスト法24

が主体となり現在に至っている。 
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表 1 鋳造技術ロードマップ 

自動車産業の動向
社会環境など

高度経済成長 公害問題（公害対策）

名神高速 国内排ガス規制強化
東名高速

「国民車育成要綱」 部品工業の合理化促進
（通産省） （通産省）

オイルショック

自動車産業の動き
国内生産81万台 国内生産500万台突破
（1961年） （1970年）

輸出市場の開拓

ボデー用材料の変遷
技術目標 耐久性・信頼性の確保 大衆化・国際化をめざして

当時のでこぼこ道を安心して走れるボデー 多様な人々に受け入れられ、しかも生産
しやすいボデー

ボデー 深絞り鋼板
サンドイッチ鋼鈑N

合金化亜鉛メッキ鋼板
亜鉛メッキ鋼板 防錆鋼板

エンジン用材料の変遷
技術目標 自主技術の確立と信頼性の向上を 高出力化へ

独自技術の確立と耐久性・信頼性の追及 高速化・国際化に対応
する性能の追及

エンジン 球状黒鉛鋳鉄製クランクシャフト 酸化触媒
鋳鉄製ブロック 焼結合金製バルブシート O2センサー

アルミ吸気系部品(GDC)
鋳鉄製シリンダーヘッド アルミシリンダヘッド(GDC) アルミシリンダヘッド(L
アルミ合金製ピストン ディーゼルアルミシリン

鋳鉄製エキマニ
高珪素球状黒鉛鋳鉄製エキマニ

FRP製エンジンカバー
シャシー・駆動用材料の変遷
技術目標 基礎技術の確立へ 高速時代

独自技術の確立と新機の開発への挑戦 高速走行時の耐久性・
信頼性の向上

シャシー ディスクブレーキロータ
ブレーキキャリバー

GD法による２輪ホイールの生産

高周波焼入ナックルアーム

駆動
硫黄快削鋼ギア

鋳鉄ミッションケース
アルミミッションケース
（ダイカスト）

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 
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衝突安全性法制化進展 バブル景気 平成不況 CO2排出ガスの規制強化
京都議定書発行
（日本）
2005年度燃費基準 2010年度燃費基準
（米国）

対米輸出自主規制 ＣＡＦＥ規制強化 ＬＤＶ、ＬＤＴ
プラザ合意（1985年） （欧州）
円高進行 Euro3 Euro4   Euro5

原油高騰 原油高騰

国内生産1000万台突破 国内生産1349万台 海外生産台数
（1980年） 輸出673万台 （1990年、史上最高） が国内生産を

（1985年、史上最高） 上回る
（2005年）

海外生産本格化
急速に世界規模での事業提携、合併進展

部品調達コスト削減
新製品開発／生産準備／生産におけるリードタイム短縮

3Dモデルを中心として、業務のフロントローディング
車体の軽量化、部品の小型化・一体化

安全性向上と軽量化の両立 高度化・多様化への対応
乗員保護性能を向上しつつ低燃費・ 多様なボデーバリエーションに対応できる
低公害のための軽量化を 高性能ボデー
高強度鋼板 高潤滑厚目防錆鋼板
高張力鋼板
板

2層めっき鋼板

低公害・低燃費化への挑戦 多様化・高度化の要求に対応
応 排出ガス浄化と燃費向上 相反する要求性能を高いレベルで達成

モノリス触媒 メタル坦体触媒 Nox吸蔵
3元快削非調質鋼製クランクシャフト 還元型触媒

非調質鋼製クランクシャフト アルミシリンダブロック
LPDC) 焼結鍛造コンロッド （ダイカスト+局部加圧+金型温度制御）
ンダーヘッド アルミバルブリフタ
アルミシリンダブロック(PDC) 複合材アルミシリンダブロック

FM耐摩環ピストン（金属系複合材料） マグネヘッドカバー（ダイカスト）
アルミデリバリーパイプ ステンレス製エキマニ

制振鋼板製オイルバン （竪型加圧鋳造）
タイミングベルト 繊維強化シリンダブロック Mg製、樹脂製シリンダーヘッドカバー

低燃費化と快適性向上 ニーズの多様化への対応
軽量・小型化・静粛性の向上 新機構の開発と高性能化の追求

アルミブレーキキャリバー アルミナックル アルミサスペンション部品(PDC)
アルミディスクホイール アルミナ、窒化ケイ素分散Aマグネステアリングホイール芯金
（高圧鋳造） 非調質鋼製足廻り部品 （ダイカスト） アルミブレーキキャリパ

鋳鉄FFナックル アルミ鍛造アッパーアーム （半凝固鋳造）
LPDによる４輪ホイールの生産拡大 ｱﾙﾐﾌﾛﾝﾄｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾒﾝﾊﾞ

マグネステアリングプラケット （高真空ダイカスト）
（ダイカスト）
ノンアスベストクラッチフェーシング スリップ制御用摩擦材
アルミシフトフォーク スリップ制御用A/Tフルード
ロックアップ制御用A/Tフルード コンポジットプロペラシャフト
銅合金シンクロナイザリング 溶剤シンクロナイザリング
P/Sハウジング（PFダイカスト）

1980 1990 2010～2000
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表 1 鋳造技術ロードマップ （続き） 

鋳造技術の動向

設計・開発技術

鉄・非鉄共通
鋳物部材の設計開発評価技術

鋳物実体衝撃試験機開発

発泡模型活用設計法の確立【鉄系のみ】

凝固シミュレーション

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 

 18



  

　　　　シミュレーション 評価技術高度化 ３D-CAD

　　　　　

RPによる模型製作（紙・石膏）【鉄系のみ】

RPによる鋳型製作(レーザー/レジンコーテッド砂）【同上】

RPによる鋳型製作：２００８年頃より実用化【同上】
（インクジェット方式/砂・バインダ・硬化剤）

排気ｼﾐｭﾚｰﾀ装置の開発

有限要素法による応力解析

応力解析シミュレーション CAE・評価技術進展H シミュレーション

設計シミュレーションＣＦＤ、動的解析など

コンカレントエンジニアリング：設計期間の短縮

3D-CAD

RP技術進展【鉄系のみ】

パソコンの処理能力向上により使用頻度向上

湯流れシミュレーション

砂の充填シミュレーション【鉄系のみ】

高速ダイカストの湯流れ

シミュレーション【非鉄系】

1980 1990 2000 2010～
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表 1 鋳造技術ロードマップ （続き） 

鋳造技術の動向

材料関連技術

鉄系 球状黒鉛鋳鉄 主原料は銑鉄からスクラップへ

球状黒鉛鋳鉄の研究活発化

ＦＣＤ生産開始

可鍛鋳鉄から球状黒鉛鋳鉄へ

非鉄系

アルミ重力鋳造量産開始

アルミダイカスト量産開始 高品質アルミダイカストの開発
JIS材料の制定と拡大

ＧＢＦによるアルミニウム溶湯
清浄化技術の開発

マグネシウムダイカストの使用

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 
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スクラップの「汚染」問題浮上

球状黒鉛鋳鉄の強靭化製造法確立

1987FCDJIS施行

二レジスト鋳鉄排気系鋳物

耐熱鋳鋼排気系鋳物

鋳鋼から球状黒鉛鋳鉄へ

スクラップの低級化進展 更なるスクラップ汚染進展

（亜鉛メッキ、高張力鋼鈑採用拡大） （Ｂ混入による材料劣化等）

低級スクラップの清浄化技術 溶湯清浄化技術レベルアップ

真空脱亜鉛量産化

切粉スクラップの溶解増加 ダイカスト用アルミ合金
の大半はADC12に

複合材料の実用化
アルミナ＋チタン酸カリウム分散Al

耐摩耗ハイシリコンアルミ合金

ホウ酸アルミニウムウィスカ分散Al
ウィスカ分散Al

高延性ダイカスト用新塊アルミ合金
(熱処理・溶接可能）

アルミの配合溶解

アルミ溶湯清浄化技術レベルアップ

（実用化はしているものの使用量は少ない） マグネシウム耐熱合金の開発

1980 1990 2000 2010～
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表 1 鋳造技術ロードマップ （続き） 

鋳造技術の動向

生産技術

鉄系
溶解 キュポラによる集中溶解 高効率・高品質溶解技術 多材質・少量溶解への

低周波溶解炉導入
こしき炉による溶解 坂川式熱風水冷ｷｭﾎﾟﾗ

低周波誘導炉大型化

高周波誘導炉

亜鉛対応扁平電気炉

塩基性キュポラによるＦＣＤ生産

ノーライニングキュポラによる生産

アーク炉・低周波の電気炉デュープレックス

ＧＦｺﾝﾊﾞｰﾀ

造型 手込め作業 単体造型機による自動化 ライン化した高能率造型技術
省エネルギー対応

シェルモールド鋳造法、ﾚｼﾞﾝｺｰﾃｯﾄﾞｻﾝﾄﾞ

　　　ﾀﾞｲｽ付ｼｪﾙﾓｰﾙﾄﾞ法
Ｖプロセス

サーボプレスによる高精度造型
（数値制御）

中子
油中子

ﾌﾗﾝ系

　　炭酸ガス法（無機）

　　　　ｺｰﾙﾄﾞﾎﾞｯｸｽ法

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 
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の対応

休日空炉・量対応
中周波誘導炉

炉

脱Ｍｎプロセス（岩手大等）

フレキシブル省エネ炉
プラズマ瞬間溶解

ス
（廃止）→アーク炉は将来復活する可能性はあり

ワイヤーインジェクション法 ワイヤーインジェクション法の活用

回転溶解炉

中子収めロボット化

有機炭酸ガス法

フェノールエステル硬化型
（自硬性) （ガス硬化性)

1980 1990 2000 2010～
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表 1 鋳造技術ロードマップ （続き） 

鋳造技術の動向

生産技術

鉄系
鋳込み 手注湯 自動化・ライン技術

　　　　　　自動注湯プロセス進歩

　　　　電磁ﾎﾟﾝﾌﾟ式注湯機

加圧式注湯機

後処理 手作業 自動化技術
ショットブラスト

製品冷却装置

砂冷却装置

地球環境対応
キューポラの排ガス・排煙対策

砂再生

作業環境対策
　　　　　　　　集塵装置

　燃焼脱臭装置

新プロセス

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 
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高品質化への対応 高歩留り実現

　　　　　コンタクト注湯法

重筋・高熱作業等難工程の自動化

溶接ロボット補修

ＮＣ制御研削機

バリ取りロボット

　打痕無しプロセス

パワーアシスト技術

熱回収（リジェネバナー等）

人工砂

　廃材の再利用（セメント原料、レンガ、土壌改良剤）

ダストの再利用開発

クレーン集塵プロセス

薬液脱臭装置

　加湿ﾀﾞｽﾄﾘｻｲｸﾙ

　　　微生物脱臭装置

光触媒脱臭プロセス

量産消失模型鋳造法

鋳鉄金型鋳造法

鋳造鍛造法
　実用化はアルミのみ

プレスキャスティング
（歩留まり向上）

1980 1990 2000 2010～
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表 1 鋳造技術ロードマップ （続き） 

鋳造技術の動向
生産技術

非鉄系
高圧鋳造

ダイカストマシン 手動ダイカスト 輸入機と国産水圧機 大型機の輸入依存から 油圧機械化、省力化の時代
マシン 混在 国産化へ 小型油圧式全自動ホットチャンバ

自動化への取り組み始まる マシン機開発

高品質ダイカストマシ

ダイカスト法 普通ダイカスト （特殊ダイカストに移行

アキュラッド法

FC法

スクイズダイカスト
低速充填ダイカスト

特殊ダイカスト 真空ダイカスト

真空ダイカスト法

無孔性（PF）ダイカスト

ソルト中子
崩壊性中子使用ダイカスト

低圧鋳造

重力鋳造 重力鋳造(GDC)

低圧鋳造法(LPDC)

セミソリッド
ねり湯 （廃止）

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 
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コンピュータ制御化の時代 システム制御化の時代 アルミニウム用ホットチャンバ
計装制御化の時代 高品質ダイカストマシン ダイカストマシンの実用化
全自動化の時代 の時代 ダイカスト鋳造圧力の低圧化

アルミニウムホットチャン
バマシン機の時代

省スペース特殊型締め
ダイカストマシン開発

シン

高速射出ダイカストマシン

行）

竪型加圧鋳造法

中圧ダイカスト法

NDC

GF法

高真空ダイカスト NICSほか

崩壊性砂中子

超高速ダイカスト（マグネシウムメイン）

3D-CADの活用、NCによる金型の直彫り本格化

金型冷却システムの高度化

金型温度管理の高精度化

低圧鋳造法コンピュータ制御、水冷化
不活性ガス低圧鋳造法

直冷法
高速可傾鋳造法
コスワース法

チクソキャスト法

レオキャスト法

1980 1990 2000 2010～
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表 1 鋳造技術ロードマップ （続き） 

鋳造技術の動向
生産技術

鉄・非鉄共通
計測技術
（溶湯成分） ＣＥメーター

CSメーター

　　　写真式発光分光分析装置

常圧型ｶﾝﾄﾚｺｰﾀﾞ

　　　ｶﾝﾄﾊﾞｯｸ

　　　　　X線ｶﾝﾄﾒｰﾀ

湿式分析

原子吸光法

発光分光法

蛍光Ｘ線法

酸素気流中燃焼-赤外線吸収方式
(炭素、硫黄定量方法)

計測技術 ケガキ検査
（製品検査）

放射線検査

超音波探傷法

３次元計測装置普及

CSメーター

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化された技術を指す。 
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ＣＡ熱分析装置

酸素メーター

ICP分析法

渦電流探傷法

走査超音波探傷法

　　　　　　ＣＴによる欠陥計測

非破壊検査

３Ｄデジタル形状計測

溶湯清浄度の自動計測

1980 1990 2000 2010～
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1.2 鋳造技術区分リスト 

近年、我が国製造産業においても、IT化、サプライチェーンのグローバル化、取引関係

の（ケイレツから）メッシュ化、人材の流動化等により、技術・ノウハウを巡るトラブル

増加の兆しが見受けられる。特に、韓国、中国を中心とした東アジア諸国では、知財管理

制度の不備や雇用制度の違いにより、企業の競争力の核となるコア技術の流出が多く発生

しているといわれている。 

このような現象は素形材産業にも同様に見られる現象であり、我が国の素形材産業が川

下メーカー等の国際展開圧力、技術系人材の流動化等により技術流出のリスクが高まって

いる。このような環境下において我が国素形材産業においても、現在有している技術や今

後開発される技術等を体系化・管理することにより技術流出を防ぐ行動、製品からは伺い

知れない技術の囲い込み、例えばブラックボックス化が求められている。 

このような背景のもと、現在我が国で実用化されている、または研究開発段階の鋳造技

術について、（１）機微な技術、（２）１、２年のうちに中国等によりキャッチアップが予

想される技術、（３）すでにスタンダードになっている汎用技術、の３つに分類した。また

（１）機微な技術については、さらに①重要最先端技術、②重要基盤技術、の２つに分類

した。 

 

1.2.1 機微な技術 

我が国素形材メーカー等にとって、固有技術等海外メーカーに対して技術的優位性を有

している技術であり、国際競争力を維持するためにも最大限擁護することが必要な技術を

機微な技術として区分した。 

 

(1) 重要最先端技術 

設計・開発の重要最先端な技術としては、3Dデータ一気通貫システムが挙げられる。新

しい製品を短期で開発するには、寸法精度の向上、不良率の低減は避けて通れない。また、

鋳造金型などの生産設備を短期間で準備する必要もある。これらを解決する技術として 3D

データ一気通貫システムがある。これらのシステムを活用することで、模型の寸法・形状

と製品のそれを比較対照した結果や、鋳造シミュレーションで品質検証を済ませた 3D デ

ータを、模型の修正に用いることが可能になる。これらの高度なシステムを開発し続ける

ことは重要である。 

材料関連の重要最先端な技術としては、材料機能化技術25、低熱膨張鋳鉄、材料の不純

物除去技術、高機能人工砂26、非熱処理アルミ合金、新材料開発技術（Al, Ti, Mg等）が挙

げられる。新材料の開発は、その製品の分析値からは伺い知れない面がある。例えば、ど
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の元素が必要な微量元素（マイクロアロイ）なのか、製造に使用した砂の種類は、鋳造方

案などは知ることができない。これらの重要技術のブラックボックス化が必要と考える。 

生産技術の重要最先端な技術としては、新球状黒鉛鋳鉄の溶解、造型では複雑形状部品

の一体成形技術、複数部品の一体化により必要となる超大型品の鋳造技術、高精度 CAE

システム、形状保証技術、新しい造型法(凍結鋳型、多糖類中子、スチーム中子等）、崩壊

性砂中子、精密鋳造の大量生産技術、セミソリッドプロセス、高真空ダイカスト、熱回収

技術、そして工程管理技術が挙げられる。上記の材料関連と同じで、どのプロセスで製造

したのか、その際の寸法公差は、造型法などは製品から類推することは、こちらから開示

しない限りできない。場合によっては工場自体の公開を拒否することもあり得る。問題点

を抱えた技術者はその製法を一瞥するだけで、問題点が解決できる。例えば、他社で新製

品・新製法が開発・公開されると、その製品と技術は追従が容易である。実現が見えない

場合には、人は失敗を恐れ、できなくとも言い訳ができる。しかし、他箇所でできたもの

に関しては、できるという安心感と、言い訳ができない現実から、比較的容易に開発でき

る。これはブラックボックス化が必要な原因である。高真空ダイカストは型の設計と寿命

が問題であり、メンテナンスの問題でもある。機器を購入すればできる、という技術では

ない。文章では表現できない、ノウハウに関する点が多く含まれている。 

 このような重要最先端技術については、ブラックボックス化並びにソフト化、数値化等

を図ることにより厳重に管理していくことが必要であると考えられる。 

 

(2) 重要基盤技術 

設計・開発の重要基盤技術としては、製品化技術：マーケットイン、設計－材料－生産

技術の一体開発、方案設計技術、部品開発技術、不良低減技術が挙げられる。先にも記述

したように、これらの技術は製品から解析することは不可能である。また、装置を購入す

れば即、製品が作れる訳でもない。ここが、鋳造と機械加工の最大の相違点である。そし

て、安価で高品質の鋳物の製造には欠かせない技術でもある。また、湯流れ、引け巣、ガ

ス欠陥、鋳造組織、鋳造変形、砂型造型性の予測に基づく、評価（測定）技術、評価基準

の設定技術も重要基盤技術として挙げられる。鋳造による変形は、型の寸法と製品の寸法

を同時に測定して、このデータを型の製作に活かすことが不可欠になる。しかし、製品の

寸法は測れても、型の寸法は知ることができない。ここにノウハウに属する問題がある。

同様に、化学組成は簡単に分析できるが、組織や欠陥の発生率等は、直接コストに結びつ

くが、これを公開することはまずない。 

材料関連の重要基盤技術としては、引張強度 1100Paの高強度化された鋳鉄の製造技術に

加え、溶湯清浄化技術（精錬技術）、省エネ／省資源技術、無公害技術、リサイクル技術、

マーケットインによる新材料創生技術が挙げられる。超高強度材は、小さな欠陥があって

もそこから破壊してしまう。このため、使用に際しての表面性状、欠陥がないこと、が不
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可欠である。同様に、無公害化は、当初はコストが掛かるとされていたものが、最近では

作業者の疲労の低減、人材の確保のしやすさ等の面からも見直されてきている。 

生産技術の重要基盤技術としては、5M (Man, Machine, Material, Method, Marketing )の総

合技術、不良低減技術、工程管理技術がまず挙げられる。総合技術というのは、単に機械

を購入しても、どこかに弱い箇所があると、全体の生産性は弱い箇所に依存してしまう。

そのため、全体のバランスが重要で、ここに原価償却の問題が生じる。また、不良率も同

様であり、砂に関しては未だに化学的な解明は進んでおらず、経験に依存することが多い。 

また、造型における塗型剤技術、人工（人造）砂技術、大型精密鋳造技術、組み合わせ

中子技術、軽量化合金（Ti、Mg等）鋳造技術、コスワース鋳造法、計測における基地組織

非破壊検査、高速 3D非接触形状測定27、可視化技術が挙げられる。これらの技術は直接的

に製品の品質に係わる。しかし、市販の技術を導入しただけでは海外でも実施が可能であ

る。ここに各企業のノウハウ、実力が関連する。さらに、制御技術（環境対応型ロボット）、

可動技術（マイクロロボット）、実効あるトレーサビリティ、スクイズやVプロセスなどの

独創技術、IT活用品質管理システムも重要基盤技術として指摘できる。半導体の素材であ

るシリコンがガリウム砒素にとって代わられる、自動車のプレス鋼板がアルミやFRPにと

って代わられる、といわれてから長い時間が経過した。しかし、現在でも鋼板は使用され

続けている。これは鉄鋼メーカーの努力に依存している。同様に、我が国の技術進歩が止

まれば、数年の後には中国や韓国に抜かれてしまうであろう。鋳造技術ではVプロ、人工

砂、シミュレーション、ロボットなど、我が国が世界に発した技術は少なくはない。今後

も新しい技術を開発できる環境を維持するか、維持できるかに掛かっている。これは人材

の教育と登用の問題でもある。まずは、若者に魅力ある産業とし、これには利益の上がる

産業でなければならない。幸いにして、鋳造業はノウハウ産業である。 

 このような重要基盤技術についても、ブラックボックス化並びにソフト化、数値化等を

図ることにより厳重に管理していくことが必要であると考えられる。 

 

1.2.2 １、２年のうちに中国等によりキャッチアップが予想される技術 

我が国の鋳造メーカー等が有している技術であって、現時点で中国等に対して優位性を

保っている技術であるが、今後１、２年のうちにキャッチアップが予想される技術として

区分した。ただし、キャッチアップのスピードを正確に予測することは困難であるため、

数年内にキャッチアップが予想される技術も含まれるものと解釈される。 

１、２年のうちに中国等によりキャッチアップが予想される技術としては、設計・開発

の計算高速化を実現している計算アルゴリズムの改善、64bitCPU28、PCクラスタ29、材料

関連では高強度を実現する付加価値の高い鋳鉄（引張強度 900Pa）の製造技術、溶湯の高

マンガン化に対応した脱Mn技術やRE（レアアース）添加によるMn利用技術、そして生産
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技術では薄肉化・軽量化を実現する造型技術が挙げられる。 

鋳造シミュレーションにより、ある程度まで、鋳造品質を事前検証し改善を織込むこと

の重要性は上述のとおりである。その精度を上げるために解析モデルの大規模化を実現し

ようとすると、計算高速化は不可欠となる。現実的な解決手段としてハードウェアの高性

能化が進んでいるが、元来、この技術は素形材固有のものではない。したがって、より効

果的なやり方が明確になれば容易にキャッチアップされる領域と考えられる。 

中国での自動車生産の増大にともない、Mn を含んだ高張力鋼板ベール／スクラップを

溶解し鋳物に用いる必要性に迫られるため、脱 Mn／Mn利用技術の適用が進む。また、普

通鋳鉄の生産キャパシティが拡大し過当競争～利幅減少の状況になるため、技術力が比較

的優位なメーカーの中から、高強度鋳鉄や、薄肉軽量化などで付加価値を高めた鋳鉄品へ

の生産にシフトして行くと考えられる。いずれも、日本人技術者の人材流動が大きなトリ

ガーとなって実現する可能性が大きいと思われる。原材料や労働力に関する現地事情の影

響もあり、数年で日本のトップレベルがキャッチアップされる懸念は少ないと思われるが、

上記レベルは十分に達成可能と考えられる。 

 

1.2.3 すでにスタンダードになっている汎用技術 

長い歴史を有する鋳造技術には、すでに日本企業のみが優位性を持つものではなく、東

アジア諸国でも広く使用されている汎用技術も数多い。このような技術をすべて本稿で網

羅することは困難であるので主な技術を本項において整理した。 

すでにスタンダードになっている汎用技術としては、コンピュータ上で実験を行い最適

解を求めるCA Optimization（Computer Aided Optimization）、品質工学が代表例として挙げ

られる。形状の検討のみならず作業効率や物流にまで応用されているCA Optimizationは、

汎用のソフトも出回っており、同様に品質工学も現代自動車をはじめ多くの企業、国で開

発などにその手法が適用され、汎用ソフトが普及している。このため、これらはもはや汎

用技術であると判断できる。このほか、各種シミュレーションによる解析、3D-CADによ

る設計、シェルモールド法30やコールドボックス法31による中子造型、各種メーターによる

計測データ取得、ショットブラストほか後処理全般に係る技術も、現在では汎用技術とな

っている 
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表 2 鋳造技術区分リスト 

重要最先端技術 重要基盤技術

設計・開発技術 総合 3Dデータ一気通貫システム 製品化技術：マーケットイン 各種シミュレーションによる解析

設計-材料-生産技術の一体開発 ３D-CADによる設計

方案設計技術

部品開発技術

不良低減技術

最適化 評価（測定）技術 ＣＡＯptimization

（評価技術） 評価基準の設定技術 　品質工学

最適化 湯流れ予測技術

（予測技術） 引け巣予測技術

ガス欠陥予測技術

鋳造組織予測技術

鋳造変形予測技術

砂型造型性予測技術

計算高速化 計算アルゴリズムの改善

64bitCPU

ＰＣクラスタ

材料関連技術 高強度化 引張強度1100Pa 引張強度900Pa

Hi-Mn対応 脱Mn

RE（レアアース）添加

その他 材料機能化技術 溶湯清浄化技術（精錬技術）

低熱膨張鋳鉄 省エネ/省資源技術

材料の不純物除去技術 無公害技術

高機能人工砂 リサイクル技術

非熱処理アルミ合金 新材料創生技術：マーケットイン

新材料開発技術（Al,Ti,Mg等）

生産技術 総合 5Mの総合技術(Man,Machine,

Material,Method,Marketing)

不良低減技術

工程管理技術

溶解 新球状黒鉛鋳鉄

造型 複雑形状部品の一体成形技術 塗型剤技術 薄肉化・軽量化技術 シェルモールド法

超大型品の鋳造技術 人工（人造）砂技術 コールドボックス法ほか

高精度ＣＡＥシステム 大型精密鋳造技術

形状保証技術 組み合わせ中子技術

新しい造型法

(凍結鋳型、多糖類中子、 軽量化合金(Ti,Mg等）鋳造技術

スチーム中子等） コスワース鋳造法

崩壊性砂中子

精密鋳造の大量生産技術

セミソリッドプロセス

高真空ダイカスト

計測 基地組織非破壊検査 各種メーターによる計測データ取得

高速3D非接触形状測定

可視化技術

環境対応 熱回収技術 ショットブラストほか後処理全般

その他 工程管理技術 制御技術（環境対応型ロボット）

可動技術（マイクロロボット）

実効あるトレーサビリティ

独創技術：スクイズ、Vプロセス

ＩＴ活用品質管理システム

機微な技術 １、２年のうちにキャッチアップが
予想される技術

すでにスタンダードになっている
汎用技術

技術分野
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【参考資料】 
・ 中小企業庁「我が国重要産業の国際競争力強化に向けた鋳造技術の高度化の方向性等に係

る基礎調査」（2006年 3月） 

・ 西直美「日本におけるダイカスト法の歴史」（「鋳造工学」第 78巻（2006）第 6号）ほか 

・ 財団法人産業研究所「鋳物用原材料問題への対応に関する調査研究」（2005年 4月） 

・ 財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」日刊工業新聞社（2005年） 

・ 座談会「20世紀の鋳造工業を振り返る」（「鋳造工学」第 72巻（2000）第 12号） 

 

 
                                                        
1 酸素気流中燃焼-赤外線吸収方式 
 鋳鉄の化学組成のなかのC、Sを分析する手法の１つ。 

2 カントバック 
 カントメーターではC、P、Sなどの分析線が 2000A以下で、このままでは大気中の酸素に吸
収されてしまうので、分光計内部を 0.01mmHG以下とし、アルゴンなどの雰囲気ガス中で放電
発光させるようにしたもの。 

3 カントメーター 
 充電測定式発光分析装置発光分光分析装置の一種で、分光系に光電子増倍管を用い、光電流

を増幅記録して瞬時に含有量を知ることができる。 

4 CA熱分析装置 
 鋳鉄溶解において主として炭素含有量を測定するために用いられる。 

5 CEメーター 
 炭素以外の元素を炭素に換算し、Fe-C二元系合金として鋳鉄を評価することが簡便で実用的
な方法でとして普及しているが、このとき使用される指標が炭素当量（CE値）である。炉前で
の溶湯管理はこのCE値を主に管理し、これを測定するための機器がCEメーターと呼ばれる。 

6 CFD 
CFDはComputational Fluid Dynamicsの頭文字をとったもので、日本語では流体解析（特に熱流
体解析）と言われている。 

7 コンバータによる球状化処理 
転炉に似たコンバータにて純Mgを使用して球状化処理を行う方法でMgの歩留が良く、安定さ
せることができることで優れている。また、脱流効果も大きい。 

8 休日空炉・量対応 
連続監視を要求される溶解炉としてのキュポラから休日は空にでき、かつ要求される量にあわ

せて操業ができる電気炉が普及していった。 

9 溶接ロボット補修 
 鋳鋼製品はその溶接可能性ゆえ溶接補修を人手で行なっていたが、組み立てライン用などの

ロボットが普及し、溶接ラインにも導入されるようになり実用化されていった。重筋作業の軽

減及び品質安定に一役かった。 

10 CSメーター 
 鋳鉄の化学組成のなかのC、Sを分析する装置。溶融状態の鋳鉄から採取した専用の白銑化試
料または直接鋳物製品などから切粉を採取して試料とし、セラミックルツボに入れて高周波加

熱し、迅速に溶解酸化してC、SをCO2やSO2ガス化させ、それを検知する。 
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11 スクイズダイカスト 
 溶解したアルミを金型キャビティ内に超低速で充填させ高圧力下で指向性凝固をさせる鋳

造法。 

12 NDC（New Die Casting） 
 シリンダブロックなどの生産のために開発された中圧ダイカスト法の一種。 

 

13 GF(Gas Free)法 
 溶湯の慣性力を利用して弁自体を自動的に遮断する真空ダイカスト法。 

14 PF(Pore Free)法 
 1968年に開発されたダイカスト法。射出スリーブ内、ランナ、金型キャビティの空気を酸素
で置換し、さらにアルミニウム合金溶湯をピンゲートから高速で射出することにより、アルミ

ニウム合金と酸素が反応し、固体の酸化物を形成して瞬間的に真空状態となる。その結果、ブ

ローホールなどのガス欠陥を大幅に減少させることができる。 

15 FCD700 クラスの鋳物 
 球状黒鉛鋳鉄の中でも強度に優れたもの。以下にJIS規格を示す。 

     
 
出所：社団法人自動車技術会「自動車技術ハンドブック⑧生産・品質編」p75 

16 フレキシブル省エネ炉 
 現在世の中で採用されている溶解炉は、キュポラと低周波が主流と思われるが、キュポラは

「間欠運転や能力を大幅に絞った操業」は苦手であり、低周波炉は、「土日の休日も湯を保持

する必要がありエネルギーロス大、また、Znメッキ鋼板を溶解すると、炉材に浸透が問題とな
る等」の欠点がある。これに対して、中周波誘導炉は、休日空にできるメリットはあるが、10
トン以上の大容量炉は存在せず、また、Znの侵入も防ぐ策が確立しておらず、開発フェーズに
ある。 

17 プラズマ瞬間溶解 
 急速溶解炉としては、高周波炉が挙げられるが、今後、プラズマ等を用いた更なる溶解の高

速化技術の開発が期待される。 
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18 コンタクト注湯法 
 通常の注湯は、鋳型に形成された湯口カップにトリベから溶湯を注ぐ。コンタクトは、スト

ッパートリベ等の湯注ぎ口を、湯口カップ形状無しの湯道が開いている砂型面に直接接触（コ

ンタクト）させ注湯、終わったらストッパー等を閉め、湯を止めて完了とする。メリットは、

湯口カップ分の歩留りが良い点が挙げられる。 

19 打痕なしプロセス 
 鋳造工程内で、まだ熱いうちに解枠され、粗材が砂型等から分離された場合などに、粗材が

シェーカーとぶつかったり、粗材同士が当たったりして傷がつく事による外観不良を打痕とい

う。この打痕が発生しないよう、無衝撃での解枠や搬送を目指したものが、打痕無しプロセス

で、具体的には、バラシを減圧下で行なう（新東工業開発段階）、オシレートコンベアでなく、

パレットの上に粗材を置いて搬送する設備、また、研掃を大量バッチではなく、１個ずつ行な

う等のアイデアがある。 

20 不活性ガス低圧鋳造法 
 低圧鋳造法の保持炉及びモールドキャビティ内を不活性ガスで充填し、鋳造する方法で、日

立金属が開発した。酸化皮膜を少なくすることができるため、湯流れ性がよく、高品質の鋳物

が得られる。 

21 高速可傾鋳造法 
 重力鋳造法の一種で、金型と一体になった湯受けに受けた溶湯を金型を傾けることにより注

湯する方法。 

22 コスワース法 
 フォード社と英コスワース社が開発した砂型鋳造法で、電磁ポンプを用いて砂型の下からコ

ンピュータ制御で溶湯を注入する鋳造法。日本では、鋳造プロセス技術の提供を受け、マツダ

が実用化している。 

23 チクソキャスト（半溶融鋳造）法 
 結晶組織を粒状化した固体状態のビレットを加熱して、固液共存状態にして鋳造する方法。 

24 レオキャスト（半凝固鋳造）法 
 結晶組織を粒状化しながら液体を冷却して固液共存状態で鋳造する方法。 

25 材料機能化 
 従来の鋳鉄を含む構造材料では、強度などは機能と呼ばれてこなかった。したがって、例え

ば錆びない（耐候性鋼、ステンレス鋼）磁性材料、低熱膨張、振動減衰材料などを有する材料

を機能材料と呼んできた。これらを指して機能材料といっている。ブレーキの鳴き防止の高振

動減衰鋳鉄、ステッパーなどの低熱膨張鋳鉄などを指す。 

26 高機能人工砂 
 日本で人工的に造られたムライト系やアルミナ系の人工砂が開発され市場で広がりを見せ

つつある。この砂は、真球に近い形状のため表面積が小さく、使用時の角の欠けなどにロスが

なく、充填密度が大で、通気性に優れるという、相反する特徴を有する。また、少ない粘結材

量で所用の強度を発現できる。また、常温・高温において高い強度を有しておりほとんど破砕

せず摩耗もし難い性質を有している。リサイクル性に優れるため再利用率を上げることが可能

である。また、造型された鋳型は高い強度を有するとともに変態もなく熱膨張率が低いため、

ケイ砂の場合に見られるような注湯時変態による大きな熱膨張を示すこともない。 

27高速 3D非接触形状測定 
 従来の３次元寸法測定器は接触型であり、制度は非常に高いが、測定には長時間を必要とす

る。しかし、レーザによる非接触型では測定時間は従来の 10%程度にまで短縮される。 
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28 64bitCPU 
 64ビット単位で処理を行うコンピュータの演算装置（MPUともいう）。従来、大部分は 32
ビットで処理を行っていた（32bitCPU）。 
①処理単位が大きくなることで１処理当りの計算時間を短縮できる。 
②広大なメモリ領域を使うことができる（32bitCPUでは 4GBが上限）。 
という特徴がある。鋳造シミュレーションでは、解析モデルの大規模化により、このメモリ制

限が計算時間短縮のネックになっており、特に②の効果が期待される。 

29 PCクラスタ 
 複数台のパソコンを接続して、並列計算を行うことにより、単体では実現できない高速計算

を実現するシステム構成。一般的に高速ネットワークを用いて、４～数十台規模のPCを接続す
るケースが多い（接続した様をブドウの房（cluster）に例えてクラスタと呼ばれる）。必ずしも
台数に比例して演算速度が向上する訳ではないが、スパコンクラスのスピードを有するシステ

ムも存在する。 

30 シェルモールド法 
 加熱した金型に砂を当て硬化させてできた殻状の鋳型（シェル）に溶融金属を流し込み凝固

させ、鋳造品を製造する方法。寸法精度の高い、鋳肌の美しい高品質でコストパフォーマンス

に優れた製品を量産することが可能。 

31 コールドボックス法 
 アミンガスを通気して鋳型を瞬時に硬化させる方法。砂の流動性が良く寸法精度も高い。 
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2. 鍛造 

2.1 我が国における自動車産業と鍛造技術の動向 

2.1.1 自動車生産の本格化と鍛造技術の近代化（1950年代～60年代） 

我が国における自動車産業が本格的に立ち上がり始めるのは 1950 年代以降であり、朝

鮮戦争（1950～53年）による特需が追い風となったほか、欧米メーカーとの技術提携を通

じた先進技術の導入、アメリカのデミング博士が提唱した品質管理手法の導入と普及など

もあり、欧米から大きく遅れていた日本車の性能・品質・価格競争力は目覚しい進歩をと

げた。 

それまで手作業に大きく依存していた鍛造部門は、こうした我が国における自動車産業

の立ち上がりに伴い、自動化をはじめとする技術の近代化が図られ、後の高度経済成長期

における大量生産品を安く作るための技術の基盤がこの時期に確立された。 

 

(1) 材料関連技術 

当時、我が国の鋼材の品質は低く、鍛造性、被削性、安定性に優れた材料開発が目指さ

れた。アルミニウム鍛造品については戦前から航空機用部品として用いられていたが、戦

後は主に自転車やオートバイの部品向けが主であり、自動車用部品としての用途は限られ

たものであった。 

 

(2) 生産技術 

当時の鍛造は手作業によるハンマ鍛造が当初は主流であったが、欧米の型鍛造技術の導

入が積極的に進められ、専門視察団の派遣などが我が国鍛造技術の基礎を確立する上で重

要な役割を果たした。60年代から主としてアメリカからの技術導入により、大量生産に適

した熱間プレス鍛造が行われるようになった。50年代からドロップハンマーによる鍛造は

型鍛造プレスやアプセッタ1による鍛造に、ツーヒート鍛造2はワンヒート鍛造3に、重油や

軽油による材料加熱は誘導加熱へとそれぞれ移行していった。また熱間閉塞鍛造による部

品製造も 60年代半ばから始まっている。 

50 年代後半に入ると冷間鍛造4がドイツなどから紹介され、主に自転車やオートバイの

部品向けの生産に用いられた。60年代に入ると乗用車の小型部品が冷間鍛造によって製造

され始め、金型材も工具鋼から高速度鋼（ハイス）へと移行していった。 
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2.1.2 高度経済成長と高品質化への対応（1970年代～80年代） 

1970年に 500万台を超えた国内での自動車生産は、80年には 1,000万台を突破するとい

う急増ぶりを示した。自動車メーカーは、これまで機械加工によって生産していた部品を

大量生産に有利な鍛造品に置き換えていくため、設備の近代化、加工精度の向上を急いだ。

この頃アルミ鍛造による自動車部品の生産も本格的に行われるようになった。80年代に入

ると多種少量生産と公害対策のために、鍛造品の高精度・高機能化・軽量化・部品一体化

への対応を進めていった。 

 

(1) 材料関連技術 

材料関連では、熱処理不要の非調質鋼5が 70 年代前半に実用化されたことがこの時期の

大きなトピックとして挙げられる。以後、この非調質鋼は進化し続け、80年代後半からク

ランクシャフト、コンロッド、ステアリングナックルといった部品の非調質鋼化が進めら

れていった。 

 

(2) 生産技術 

この時期、自動車メーカーは量産技術の確立を急いだ。特に 70 年代には冷間鍛造や大

型自動鍛造機などの導入が進められている。材料や製品の搬送も、大量生産に対応するた

め人力から自動搬送に移行していった。また 80年代に入ると車種は大幅に増加し、鍛造品

の製造現場は多種少量生産に対応していくことが求められてきたため、高度に自動化され

た各種大型鍛造機が導入されていった。これにより、複雑で高精度な鍛造品の生産が進め

られたのである。 

 

a  熱間・温間鍛造 

熱間鍛造ではコンロッドの自動鍛造が 60 年代後半から開始され、80 年代半ばにはステ

アリングナックルの自動鍛造が始まっている。アプセッタによる鍛造についても、60年代

後半から自動アプセッタが導入されているが、80 年代に入るとホットフォーマ6によるギ

ヤブランクの高速生産、熱間クロスロール7が実用化している。鋼材の加熱方式も 60 年代

後半から誘導加熱炉へと効率化が進められ、より大量生産が容易な体制となった。 
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図 5 一般的な型鍛造とクロスローリングによる鍛造品の比較 

（出所：「先端産業へ挑戦する新素形材」素形材センター） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 

 

さらに、温間鍛造8プレス、揺動鍛造プレス9が 70年代半ばに実用化されている。特に熱

間、冷間両者の中間温度で加熱して鍛造する温間鍛造は、冷間鍛造の技術を進化させたも

ので、世界に先駆けて我が国が開発・実用化した技術であった。加えて、80年代後半には

亜熱間鍛造10によるCVJ11の焼準（焼ならし）省略、焼結鍛造12が実用化している。 

熱間・温間鍛造用の金型については、金型寿命の延長を図るための技術開発が進められ、

従来のクロームメッキ処理から、70年代以降は窒化処理、80年代に入ると浸硫窒化処理が

施されるようになっている。また 80年代の終わりにはセラミックス製の金型も特定部品で

実用化されるようになった。さらに、潤滑剤としては従来から黒鉛系のものが使用されて

いたが、環境への影響が少なくないため、環境にやさしい石油化学品の白色潤滑剤の開発

が 80年代半ばから進められている。 

 

b  冷間鍛造 

この時期に入ると、従来は切削加工で生産されていた、大型部品、複雑形状部品の冷間

鍛造による生産が盛んとなり、80年代初頭には等速ジョイント部品の冷間鍛造化が実現し

ている。成形品の大型化、複雑形状化に対応して、金型に係る技術も進化していった。70

年代半ばには超硬合金製金型が実用化され広く用いられるようになり、80年代末以降には

金型用コーティング(PVD、CVD)の拡充が進展している。 

 

c  複合鍛造 

この時期、熱間鍛造あるいは温間鍛造後に冷間鍛造を行い、機械加工と同等の精度を確

保する、複合鍛造法が実用化されている。まず 70年代初頭に実用化されたのがデフギヤー、

ピニオンであり、80年代初頭にはCVJ、DOJ13、TJ14、80年代半ばにはドグギヤ 1体MTギ

ヤー、ギヤリバースアイドラのニヤネットシェープ、ATM 部品ドラムダイレクトクラッ
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チ、レースワンウエイクラッチの精密鍛造等、その適用範囲は拡大していった。 

 

2.1.3 ニーズの多様化・高度化とグローバル化への対応（90年代～現在） 

90年代に入ると自動車メーカーの経営はグローバルなものとなり、外国メーカーとの事

業提携が進展したほか、海外での現地生産は急増した。またグローバルな競争が激しさを

増す中、リードタイムの短縮、部品調達コストの削減が一層厳しく求められるようになっ

た。環境への対応も更に重要性を増し、車体の軽量化、部品の小型化・一体化が以前にも

まして重要な課題となっており、アルミ鍛造品や中空化に対するニーズが増している。 

また、自動車生産のグローバル化に伴い、鍛造業界も自動車メーカーの世界同時生産に

対応するため、海外でも日本と同等の鍛造品を生産するための柔軟な設備、小型少量生産

設備が求められるようになっている。 

さらに、今後、自動車エンジンのハイブリッド化、燃料電池車、電気自動車の増加が予

想されるが、こうした動きに伴い自動車に装備される電装品はさらに増すだけでなく、そ

こに用いられるエレクトロニクス部品も更に高精度化するものと見られ、こうした部品の

板鍛造による量産が期待されている。 

 

(1) 設計・開発技術 

鍛造の設計・開発技術においては、ITが本格化し、これによりリードタイムの短縮が目

指されている。90年代半ば以降、鍛造エキスパートシステム、鍛造シミュレーションなど

CAD/CAE/CAMの活用が積極化しており、コンカレントエンジニアリングも発展している。

今後はさらに CAD/CAE/CAMを使いこなし、熟練技能を ITに置換していき、板鍛造品、

中空・薄肉鍛造品の分野へも応用していくことが課題となっている。 
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図 6 ３次元シミュレーションでの素材径の違いによるクランクシャフトの肉張り性と成形

荷重の評価（提供：愛知製鋼㈱） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
 

(2) 材料関連技術 

材料関連では、鉄系・非鉄系ともに新たな材料開発が積極的に行われており、2000年代

以降は、鍛造製品の全段階を材料からみるという考え方により、合金開発の初期から鍛造・

熱処理工程まで含めたプロセス設計が重視されるようになっている。 

鉄系では、冷間鍛造用高合金（90年代初頭から）、Pbフリー快削鋼（90年代半ばから）、

冷間鍛造用軟質鋼（2000 年代初頭から）、がそれぞれ実用化された。今後は熱間鍛造用の

非調質鋼の延性、靭性の強化、冷間鍛造性が良好な高強度材料である黒鉛鋼の活用、冷間

鍛造後の材料組織と熱処理ひずみ予測技術の開発が目指されている。 

非鉄系では、80 年代半ば以降から主に 6061 合金15の押出材が活用されてきたが、2000
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年代に入ると高強度合金の開発が進み、今後更なる高強度化とプロセス設計が期待されて

いるほか、表面の面削除去工程を省略した連続鋳造棒（ピーリングレス鍛造素材）、鍛造工

程の大幅な省略を可能とする異形素材が実用化し、生産性の向上に大きく貢献している。

また、耐摩耗性の高い高強度焼結鍛造アルミニウム合金がコンロッド用の材料として実用

化が始まっている。さらに、高精度化のためアルミ鍛造用素材のための鋳造技術（結晶粒

微小化（現状の 1/5～1/10 以下）のための急冷凝固技術）の開発が望まれているほか、コ

ストダウンと環境対応のためリサイクル材の使用も望まれている。 

難加工材であるチタンの冷間鍛造については 90 年代に小物部品として実用化が始まっ

たものの、鍛造品需要の中ではごく一部を占めるに過ぎず、今後コストダウンを目指した

技術開発が期待されている。自動車用のマグネシウムの需要はダイカストが主流であり、

鍛造では自動車用ディスクホイール等ニッチマーケットが主な対象であった。しかし、現

在 NEDOにおいて「マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト」を 2006年度より 5年

間の予定で実施中である。本プロジェクトにおいて、マグネシウム試作鍛造部品の評価等

の基盤技術開発及びマグネシウム合金の鍛造部材の開発（輸送用機器、ロボット、情報家

電機器）、マグネシウム合金のリサイクル技術の開発等の実用化技術開発を実施している現

在、マグネシウム合金鍛造の最大の問題点は原材料コストが高いことであり、最近入るよ

うになった低価格鋳造用材料の鍛造に期待が寄せられている。 

 

 

図 7 アルミ鍛造の代表的な応用部位 

出所：安藤弘行（アルミニウム鍛造技術会）「アルミニウムによる軽量化」（2006.11.20） 
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(3) 生産技術 

生産技術については、従来にもまして高精度・高歩留まり技術の開発が進められた。2000

年代以降は自動車生産のグローバル化に対応すること、具体的には大型設備の大量生産方

式から小型設備での少量・インライン生産方式への転換、デジタル化された新たなプレス

技術の積極的な活用が求められるようになっている。このほか、環境への対応、金型寿命

の予測と向上、他の素形材技術との複合化、中核人材の育成も、今後の業界の課題として

挙げられている。 

 

a  熱間・温間鍛造 

熱間・温間鍛造では、90年代から異形大物部品の自動鍛造（ロール、曲げ工程のライン

化）、高材料歩留まり、高速化した一貫生産ラインの革新、大型ホットフォーマによる熱間

押し出し加工、アルミ合金の鋳造鍛造や背圧鍛造16が実用化している。そして将来的には

スケ－ル（酸化皮膜）が少ない鍛造、金型に対する熱負荷の少ない鍛造の活用、超高温鍛

造の開発が期待されている。 

金型については、寿命予測と寿命向上（現在の 10 倍が目標）の実現は業界の大きな課

題であり続けており、今後も新たな耐ヒ－トチェック性が高く17熱軟化抵抗の高い高強度

金型材料の開発、コーティング材、高靭性セラミック、熱間用超硬合金型材の開発が期待

されている。また、レアメタルの高騰に伴い、金型材料の価格も上昇しており、対応策と

して金型材料のリサイクルの実現も期待されているところである。 

新たな鍛造プレス機の活用も重要である。たとえばサーボプレスは、スライドを任意に

動かすこと（MSF：マルチ・ステップ・フォーミング）が可能であり、この機能を利用し

て荷重低減、型温度の制御などにより型寿命を延ばすことが目指されている。このほか、

サーボの機能により、複雑形状品を高い生産性で生産できるだけでなく、低騒音、低振動

を実現し作業環境の改善にもつながることから、サーボプレスの活用は鍛造業界において

大きく注目されている。 

なお、環境への対応は業界の一層重要な課題となっており、90年代以降、白色潤滑剤の

使用が広く利用されるようになったが、金型温度などの適用範囲が狭く、金型の温度管理

や噴霧タイミングなど精密なコントロールが必要であり、現状では使用しているのは一部

のメーカーに限られる。今後、適用条件が広く使用しやすい白色潤滑剤が望まれる。また、

省エネを実現する高性能工業炉を導入する鍛造メーカーも見られるようになったが、加熱

炉の省エネ化については今後も更なる進展が望まれている。 
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・押出し加工
・深絞り加工
・しごき加工

・複合鍛造
・打ち抜き
(低騒音)

・リストライク
・コイニング

・押出し加工
・深絞り加工
・しごき加工

・複合鍛造
・打ち抜き
(低騒音)

・押出し加工
・深絞り加工
・しごき加工

・複合鍛造
・打ち抜き
(低騒音)

・リストライク
・コイニング

 
図 8 サーボプレスのモーションの例 

出所：コマツ産機㈱提供資料 
 

b  冷間鍛造 

金型の寿命予測と寿命向上の実現は、熱間・温間鍛造と同様に重要な課題となっている。

金型寿命を向上させる新しい技術としては、DLC18による表面処理が注目されている。ま

た、金型表面の研磨については従来から手作業に依存せざるを得なかったが、冷間鍛造用

金型の表面研磨を自動的に行う機械が近年実用化されており、今後の普及が期待される。 

90年代以降、ネットシェイプ化と板鍛造への対応が冷間鍛造の大きな課題とされている。

90年代初頭から歯車系の冷間鍛造化が実用化され、90年代半ばから長軸物の高精度スプラ

イン19成形、中空部品のスプライン成形、背圧鍛造、グローブ法20、フローフォーミング21

による板材成形が、それぞれ実用化されている。 

そしてこれらの複雑形状品を生産する鍛造プレス機として、前出のサーボプレス、高精

度・高剛性を徹底的に追求したゼロクリアランスプレス22といった新しいプレス機械が活

用されるようになった。今後、これらの新しいプレス機械を用いてμレベルの超高精度鍛

造を実現することが求められる。 

さらに、前述したように今後、自動車エンジンのハイブリッド化、燃料電池車、電気自

動車の増加が予想されている中、更に高精度化する自動車用部品の板鍛造、中空・薄肉鍛

造による量産が期待されている。 

環境への対応についても、熱間・温間鍛造と同様に重要な課題となっており、従来の廃

液処理、処理時間などで問題が多いリン酸塩皮膜潤滑剤に代わる、環境に適応しかつ使用

が簡単な冷鍛用潤滑剤（一液潤滑剤）の普及が望まれている。 
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図 9 板鍛造を組み合わせた立体的な打抜き品 

（提供：㈱サイベックコーポレーション） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
 

c  複合鍛造 

複合鍛造による自動車部品の生産は更に拡大し、TFスプロケット、ステアリングラック、

CVT（無段変速機）関係部品プーリーなどが 90年代から複合鍛造によって生産され始めて

いる。さらに 2000年代から電子部品などハイブリッド車用部品がこの製法により生産され

始めている。今は材料、鍛造、後加工を含めたヘリカルギヤーの製造を、複合鍛造で行う

ことが期待されており、2010年代の実用化が見込まれている。 

 

 

 47



表 3 鍛造技術ロードマップ 

自動車産業の動向

社会環境など
高度経済成長 公害問題（公害対策） 衝突安全性

名神高速 国内排ガス規制強化
東名高速

「国民車育成要綱」 部品工業の合理化促進 対米輸出自主規制
（通産省） （通産省）

オイルショック

自動車産業の動き
トラック中心の少量生産時代 中量生産時代 大量生産 環境問題・多

乗用車へ中心移行 基幹産業としての役割
国際化・コス

国内生産81万台 国内生産500万台 国内生産1000万台
（1961年） （1970年） （1980年）

輸出市場の開拓

耐久性・信頼性の確保 高速走行時の耐久性・ 動力伝達系
信頼性の向上 （FF化の進

高出力化 低燃費化と
高速化・国際化に対応 排出ガス浄
する性能の追及 軽量・小型化

鍛造技術に対するニーズ
基礎技術の確立 量産技術の確立 設備の近代化、加工 高精度・高機

精度の向上 ・部品一体化

自動車部品のアルミ化

鍛造技術の動向
設計・開発技術

ドラフター設計（手書きでの設計）

車両構造の変遷

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化を指す。 
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性法制化進展 バブル景気 平成不況 CO2排出ガスの規制強化
京都議定書発行
（日本）
2005年度燃費基準 2010年度燃費基準
（米国）
ＣＡＦＥ規制強化 ＬＤＶ、ＬＤＴ

プラザ合意（1985年） （欧州）
円高進行 Euro3 Euro4   Euro5

原油高騰 原油高騰 原材料の高騰

多種少量生産 新製品開発／生産準備／生産におけるリードタイム短縮 国内生産比率の
さらなる低下

スト競争の激化 海外生産の本格化
輸出673万台 国内生産1349万台 海外生産台数
（1985年、史上最高） （1990年、史上最高） が国内生産を

上回る
（2005年）

系ユニットの変化 車体の軽量化、部品の小型化・一体化 ハイブリッド車、燃料電池車
展） 電気自動車の増加

ニーズの多様化への対応
快適性向上 新機構の開発と高性能化の追求
化 RVの増加に伴う4WD化
化・静粛性の向上 比率向上

機能化・軽量化 グローバル化と多様化への対応と 板鍛造への取り組み グローバル化（世界同時生産）
化への対応 エコ技術への取り組み 中空化への取り組み に対応した設備柔軟化、小型

少量生産設備
さらなるアルミ鍛造品の採用

エレクトロニクス部品の
鍛造化への取り組み

迅速な設計・開発 CAD/CAE/CAMの積極活用

CAD設計
3D-CAD

鍛造エキスパートシステム

鍛造シミュレーション

コンカレント・エンジニアリング

CAEの精度向上

3Dモデリングの迅速化

材料組織と熱処理ひずみの予測制御技術

CAD/CAE/CAMの使いこなしによる
金型の迅速製造

板鍛造品、中空・薄肉鍛造品の設計技術

設計段階での金型寿命予測評価

1980 1990 2010～2000
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表 3 鍛造技術ロードマップ （続き） 

【鉄系】
材料関連技術

鍛造性、被削性、安定性に優れた材料開発

鋼材品質の向上 非調質鋼の登場

生産技術

共通 鍛造の基礎技術確立 加工精度向上 量産技術の確立 複雑で高精
手作業によるハンマ鍛造 型を用いたプレス、 冷間鍛造や大型自動 の生産
が主流 アプセッター、ロール 鍛造機などの導入 高度自動化

などの鍛造機を導入 大型鍛造機

自動搬送

熱間・温間 フリーハンマー 型鍛造
ドロップハンマー プレス コンロッドの自動鍛造 ステアリング
による鍛造

熱間閉塞鍛造

アプセッタによる アプセッタの増強 自動アプセッタ導入 ホットフォーマによるギヤ
鍛造 の高速生産

重油や軽油による 誘導加熱 誘導加熱機の効率化
材料加熱 （MG) （サイリスタ）

温間鍛造プレス

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化を指す。 
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合金開発の初期から鍛造・熱処理
工程まで含めたプロセス設計

クランク、コンロッド、ナックルの非調質鋼化 非調質鋼の延性、靭性強化

冷間鍛造用高合金

Pbフリー快削鋼

冷間鍛造用軟質鋼

冷間鍛造後の材料組織と熱処理ひずみ予測技術

冷間鍛造用難加工材の鍛造利用技術

冷間鍛造性が良好な高強度材料技術（黒鉛鋼）

アルミ鍛造用素材のための鋳造技術（結晶粒微小化のための急冷凝固技術

アルミ粉末焼結鍛造による耐熱高強度部品の製造

合金開発の初期から鍛造・熱処理工程まで含めた高精度鍛造

高強度素材・複合素材の鍛造品への展開

精度な鍛造品 高精度・高歩留まり技術 グローバル化に対応したフレキシブル生産
の確立 大型設備の大量生産方式から小型設備での少量・

化の各種 ネットシェイプへ向けた インライン生産方式への転換、設備のデジタル化
機を駆使した 逐次成形など

ロボットの導入 サーボトランスファー

CAD/CAE/CAMによる金型
迅速生産

環境にやさしい潤滑剤の開発

バリなし鍛造法開発
（工程設計，CAE ）

金型寿命予測技術と寿命向上策
（予測技術，計測技術，材料開発）

制御鍛造

他の素形材技術との複合化

基礎教育、中核人材育成プログラム

グナックルの自動鍛造

サーボプレスの活用

異形大物部品の自動鍛造
（ロール、曲げ工程のライン化）

高歩留まり、高速化
した一貫生産ラインの革新

ヤブランク 大型ホットフォーマによる
熱間押し出し加工

熱間クロスロール

2000 2010～1980 1990
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表 3 鍛造技術ロードマップ （続き） 

揺動鍛造プレス

金型 金型用超硬合金の拡充

クロームメッキ 窒化による表面処理
による表面処理

浸硫窒化処理

環境対応 白色潤滑剤

冷間 機械加工から 大型部品の冷間鍛造化 閉塞鍛造
冷間鍛造へ スプライン鍛造加工法

等速ジョイント部品の冷間

リン酸系潤滑剤

金型 超硬合金製金型

複合鍛造 デフギヤー、ピニオン

CVJ,DOJ,TJ

1940 1950 1960 1970

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化を指す。 
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亜熱間鍛造によるCVJ焼準省略
焼結鍛造

鋳造鍛造
背圧鍛造

低温温間鍛造
超高温鍛造

セラミックス製金型
　　コーティング型の開発

　　　　　　高靭性セラミック型材

金型材料のリサイクル

剤の使用
高性能工業炉

超省エネ生産技術

ネットシェイプ化 板鍛造技術の高度化

間鍛造化

歯車系の冷間鍛造化

長軸物の高精度スプライン成形

中空部品のスプライン成形

背圧鍛造

グローブ、フローフォーミングによる板材成形

生産性の向上・低騒音
低振動
（サーボプレス）

板鍛造品、中空・薄肉鍛造品の生産技術
（増肉法，サーボプレス、ゼロクリアランスプレス利用技術）

環境に適応する冷鍛用潤滑剤

金型用コーティング（PVD、CVD）の拡充 DLCによる金型表面処理技術

金型の超高速磨き技術

金型材料のリサイクル

鍛造、後加工を含めたハイポイドギヤ製法

ドグギヤ1体MTギヤー

ギヤリバースアイドラ、ニヤネットシェープ

ＴＦスプロケット

ステアリングラック

ATM 部品ドラムダイレクトクラッチ、レースワンウエイクラッチの精密鍛造

CVT関係部品プーリー他

　　　　　ハイブリッド車用部品（電子部品など）

材料、鍛造、後加工を含めたヘリカルギヤーの製造

2000 2010～1980 1990
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表 3 鍛造技術ロードマップ （続き） 

【非鉄系】
材料関連技術 鍛造性、被

生産技術

（基本は鉄系の「共通」に同じ）

1960 19701940 1950

 
 

注：薄い矢印は開発段階、実線矢印は実用化を指す。 
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削性、安定性に優れた材料開発 合金開発の初期から鍛造・熱処理工程
まで含めたプロセス設計が重要に

6061合金中心 高強度合金の開発 さらなる高強度化、
プロセス設計

押出材
連続鋳造棒
表面の面削除去工程の省略
（ピーリングレス鍛造素材）

異形素材
鍛造工程の大幅な省略可能

高強度焼結鍛造アルミニウム合金

結晶粒微小化のための急冷凝固技術

Ti、Mg合金鍛造 Ti、Mg合金鍛造
エンジン・バルブ用 高コストのため普及せず 技術開発
小物部品など（Ti） （コストダウン）

アルミニウム鍛造品の一貫製造システム開発
（合金組成，連鋳，鍛造，機械加工）

アルミニウム鍛造品の歩留まり向上技術
（工程設計，背圧， CAE ）

マグネシウム鍛造技術（加工性，潤滑法）

チタンの鍛造技術(加工法）

2000 2010～1980 1990
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2.2 鍛造技術区分リスト 

2.2.1 設計・開発技術 

・製品設計 

設計における変形シミュレーションはソフトウエアが世界共通になっており、日本より

外国での解析事例が多くなっている。しかし、シミュレーションを有効に利用するには、

実際の現象の原因についての知識が必要であり、この点では内外ともに未だシミュレーシ

ョンを十分に活用しているとはいえない。 

鍛造エキスパートシステムについては日本が進んでいたが、最近の進歩が小さく数年後

には特に進んだ技術ではなくなると見られる。 

製品設計時に鍛造の知識を入れ込むコンカレント設計技術は我が国では重要基盤技術

になっており、CAD/CAM/CAE/ネット化技術はグローバル化した我が国の自動車関係の鍛

造企業では不可欠になりつつあり、その高度利用の進展が望まれる。 

金型寿命の予測は長期的課題であるが、最近我が国でこの分野の進歩が見られ、特に重

要であるといえる。また、日本の自動車産業の海外進出とともに、現地の低加工性材料を

用いた鍛造品の設計、高度加工技術が求められるようになっている。 

・計測 

鍛造工程および鍛造品の計測について、レーザーなどの光応用計測が急速に進展してい

る。磁気探傷、超音波探傷は広く行われておりすでにスタンダード技術になっているが、

レーザーを利用した寸法計測なども普及しつつある。 

最近では画像処理による３次元計測が進展しており、重要な開発テーマである。 

・工程設計 

鍛造工程の設計では、冷間鍛造の押出し工程は世界のスタンダード技術になっている。

閉塞鍛造は日本発の技術であるが、これによる傘歯車鍛造はアジア各国でも行われるよう

になり、数年後には広く普及するものと見られる。 

最近ではヘリカル歯車の鍛造が重要になり、その工程設計技術は重要基盤技術である。 

最近、今までに経験の少ない増肉を伴う板鍛造が注目されるようになり、その工程設

計・金型設計は緊急の課題である。 

・金型設計 

金型の設計では工具強度を考慮した設計は世界のスタンダード技術となっている。我が国

では鍛造製品精度を考慮した金型の精密設計が特に進んでおり重要基盤技術となっている。 

CAD/CAE などを利用した金型の迅速設計は重要な基盤技術であり、工程や金型設計の

ためのデータベース整備は緊急の課題である。 
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2.2.2 材料関連技術 

・冷間 

 冷間鍛造用鋼は変形抵抗が低く、延性があることが求められ、我が国の冷間鍛造用鋼は

世界的に評価が高い。冷間鍛造は低炭素鋼から利用が始まったが、強度のある合金鋼など

は我が国がまだ優位に立っている。 

最近は、鉛フリーの快削冷間鍛造鋼として介在物を制御した材料が普及しており、重要

基盤技術となっている。 

鍛造時は強度が低く利用時に強度が高くなる黒鉛鋼や冷間鍛造後の熱処理ひずみの小

さい鋼などの開発が進んでいる。 

・熱間 

熱間鍛造用鋼は鍛造後の冷却速度の制御だけで調質（焼入れ焼戻し）処理なしで強度の

ある鍛造品を得られる非調質鋼が広まっている。 

しかし、非調質鋼は靭性が低いことから、圧延工程での加工と熱処理を組み合わせて製

造した高靭性非調質鋼が我が国で開発され、次第に普及しつつあり重要基盤技術となって

いる。今後は、更に高強度の非調質鋼の開発が望まれる。 

非調質鋼の熱間鍛造時の挙動についてのデータがほとんどなく、非調質鋼の変形抵抗デ

ータベースの作成が緊急に求められる。 

・アルミニウム 

  最近アルミニウム製品の鍛造が増加している。通常のアルミは延性があり、低強度で

あるため、鍛造は比較的容易であり、すでにスタンダードになっている技術である。 

アルミは鋳造と組み合わせて鍛造を行うことが多く、鍛造用アルミの鋳造についての開

発が進んでいる。 

高強度アルミ材の鍛造方法や急冷凝固により組織を微細化したアルミ材料や粉末冶金

などを利用した耐熱高強度部品用の鍛造用アルミの開発が望まれる。 

・その他 

 航空機用のチタン合金やニッケル基合金の恒温超塑性鍛造は以前から研究開発が行われ

てきたが、コスト高のため余り多くは実用化されておらず、低コストの鍛造技術が求めら

れる。最近チタン鍛造品の需要が増えており、冷間鍛造方法などが開発されている。 

マグネシウムは軽量であるため、今後の需要増大が見込まれるが、高価であるため、実

用例が少ない。最近、低価格の鋳造用マグネシウムの供給が始まり、こうした低価格マグ

ネシウムの鍛造技術の開発が望まれる。 
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2.2.3 生産技術 

ａ．プロセス 

・冷間 

 現在の冷間鍛造では 50μmレベルの精度の製品は一般化しており、20μmレベルの精度

の製品も可能になっており、高精度の複合部品の高精度冷間鍛造が行われるようになった。 

最近、高剛性、高精度のプレスが販売されるようになったため、10μm以下の超高精度

冷間鍛造の製品が重要な目標になる。 

・熱間 

 高温での鍛造では、熱間鍛造の温度を下げた亜熱間鍛造は高度の技術を必要としないた

め、すでにスタンダードになっている技術である。 

温間鍛造は我が国で開発された技術であるが、かなり広く利用されるようになった。 

今後は鍛造で形状を与えるだけでなく、高度な材質を創製することが、亜熱間鍛造や温

間鍛造に期待されている。 

また、鋼の熱間鍛造で酸化膜の生成を抑制した無酸化熱間鍛造方法が特に望まれる。 

・特殊温度 

 超高温の鍛造としては、半溶融鍛造はよく知られるようになったが、まだ利用は少なく、

スタンダードにはなっていない。 

溶融すると延性が極端に落ちるので、融点直下での超高温鍛造の開発が望まれる。 

アルミなどで材質を向上させながら大きな加工度を与える恒温鍛造、高温金型鍛造など

の進展が望まれる。 

・特殊形状 

 特殊な形状品の鍛造では、Ｖ型エンジン用のクランクシャフト用のねじり鍛造はすでに

スタンダードになっている。 

鍛造コンロッドを脆性破壊させて分離するカチ割りコンロッドは次第に普及してきて

いる。 

鍛造時に接合も同時に行う加工方法が開発されるようになり、複雑形状品などはこうし

た方法が向いていると見られる。 

自動車の軽量化の必要性が増大するとともに厚板部品、中空部品、薄肉部品を鍛造によ

り作る技術が最近進展している。 

・その他 

 回転形式の鍛造では転造が広く普及しており、すでにスタンダードになっている技術で

ある。 

リングローリングは特に大型品について重要である。また、自動車部品にはクロスロー

リングが多く使用されており、遥動鍛造が少量生産用の鍛造方法として見直されている。 
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回転形式の鍛造において、非軸対称製品の製造やマンネスマン効果23を用いた中空化鍛

造など画期的な鍛造方法の開発が望まれる。 

 

ｂ．支援技術 

・金型製作 

熱間鍛造金型の高速度切削による製作はすでにスタンダードになっている。冷間鍛造用

の超硬金型の製作技術は、品質の良い超硬合金及びその加工方法が入手しやすい我が国

ではまだ優位である。 

セラミック金型は一部利用されているが、今後、金型用材料として開発が望まれる。ま

た、最近、金型自動磨き技術が進展しており、鍛造金型製造の高速化、自動化が求められ

ている。 

また、高精度品の鍛造のために超高精度な金型製作技術（公差数μｍ）の発展が期待さ

れる。 

・金型表面処理 

 高温鍛造用の金型表面処理としては窒化処理が広く利用されており、浸硫窒化処理が次

第に増えている。 

冷間鍛造用には TiC、TiN などの表面皮膜処理の利用が増えている。DLC による金型表

面処理技術は焼付き防止性能などに優れていることは知られているが、金型母材との接合

が十分でないため、今後の開発が特に望まれる。 

・プレス機 

 鍛造プレスは比較的簡単に組み立てられるが、精度、剛性、利便性などのため、我が国

のプレスは高い評価を得ている。このため、それほど精度を必要としない熱間鍛造用プレ

ス機は多くの国で製造されている。 

プレスへの素材の送り込み、鍛造品の搬出などに熱間鍛造用ロボット搬送装置の利用が

増えている。 

最近では、汎用プレスだけでなく同じ能力を小型のプレスで出す目的対応の小型鍛造設

備も増えている。 

サーボプレスやゼロクリアランスプレスは日本が先行して開発したものであり、これら

の有効利用が日本の鍛造技術の競争力維持にとって重要である。 

・環境 

 日本は環境問題について早くから取り組んでいる。燃料による加熱炉からインダクショ

ンヒータ（誘導加熱炉）への切り替えは広く進んでいる。 

熱間・温間鍛造における白色潤滑剤はかなり広がっているが、その使いこなしにはまだ

高度な技術を必要とする。 

鍛造には振動・騒音がつきものであったが、最近、騒音・振動に対する対策が進んでい
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る。 

冷間鍛造はリン酸塩皮膜潤滑剤により可能になり、長年使用されてきたが、廃液の環境

への影響や処理時間の長さから、環境に負荷を与えない潤滑剤の開発が急速に進んでおり、

これが日本の先進分野になることが期待されている。 

・人材 

 日本の鍛造業の将来を考えると、技術者人材の育成、作業者不足への対応が重要課題で

ある。これらに対応するため、技術者・技能者の教育方法やシステム開発、オペレータ作

業の自動化、エンジニアリング作業の自動化などは重要基盤技術であるといえる。 
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表 4 鍛造技術区分リスト 

技術分野

重要最先端技術 重要基盤技術

設計・開発技術① 製品設計
低加工性材料の高度加工技術
金型寿命予測システム

コンカレント設計技術
鍛造CAD/CAM/CAEのネット化技
術

鍛造エキスパートシステ
ム

変形シミュレーション技
術

計測 鍛造品の画像処理３次元計測 鍛造品レーザ計測 超音波探傷計測 磁気探傷計測

工程設計 板鍛造工程・金型設計
ヘリカル歯車工程・金型設計
逐次成形工程設計

傘歯車工程・金型設計 押出し工程・金型設計

金型設計 鍛造設計データベース
金型の迅速設計
鍛造品精度を考慮した金型設計

工具強度を考慮した金
型設計

材料関連技術② 冷間
冷間鍛造性が良好な高強度材料
（黒鉛鋼など）
熱処理ひずみの小さい鍛造用鋼

介在物制御鋼 冷間鍛造用合金鋼

熱間 非調質鋼の変形抵抗データベース 高靭性非調質鋼 非調質鋼
鍛造後の焼入れ・焼き
戻し

アルミ 耐熱高強度部品用鍛造用アルミ
結晶粒微細化アルミ急冷凝固技術
高強度アルミの鍛造技術

アルミの鋳造鍛造 鍛造用アルミ材料

その他 低価格鋳造用Ｍｇの鍛造技術
Ｔｉ合金の鍛造技術
耐熱合金の鍛造技術

生産技術 プロセス① 冷間 10μｍ以下の超高精度冷間鍛造
複雑部品（ギヤ等）精密冷間鍛造技
術

２０μｍレベルの冷間鍛
造

５０μｍレベルの冷間鍛
造

熱間 無酸化熱間鍛造 材質創成温間鍛造 温間鍛造 亜熱間鍛造

特殊温度 恒温・高温金型鍛造 融点直下超高温鍛造 半溶融鍛造

特殊形状 軽量化（板・中空・薄肉）鍛造 複数部品の接合鍛造 カチ割りコンロッド ねじり鍛造

その他
非軸対称回転鍛造
中空化回転鍛造

クロスローリング
リングローリング
揺動鍛造

転造

支援技術
金型製作
③

超高精度金型製作（公差数μm）
超高速自動金型磨き
セラミック金型

冷間鍛造用超硬金型製
作

高速切削による熱間鍛
造金型製作

金型表面
処理③

DLC（カーボン硬質皮膜）による金
型表面処理技術

ＴｉＣ、TiNなどの表面処理 浸硫窒化処理 金型窒化処理技術

プレス機③
サーボプレス技術の鍛造設備への
高度利用
ゼロクリアランスプレスの利用技術

目的対応小型鍛造設備
熱間鍛造用ロボット搬
送装置

熱間鍛造用プレス

環境 環境無負荷冷間鍛造潤滑剤①
低騒音・低振動鍛造技術③
省エネ加熱炉③

熱間・温間鍛造用白色
潤滑剤の使いこなし①

インダクションヒータ③

人材④
技術者・技能者の教育
オペレータ作業の自動化
エンジニアリング作業の自動化

（注）①～④はそれぞれ以下の領域にかかることを示す。

①Method（手法）　②Material（材料）　③Machine（機械）　④Man（人材）

機微な技術 １、２年のうちに
キャッチアップが
予想される技術

すでにスタンダードに
なっている汎用技術
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【参考資料】 
・ 市川淳一（日立粉末冶金㈱）「高強度焼結鍛造アルミニウム合金の開発」（日立粉末冶金テ

クニカルレポート No.5(2006)） 

・ 財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」日刊工業新聞社（2005年） 

・ 財団法人素形材センター「素形材技術ロードマップ」（2001年 3月） 

・ 社団法人全日本鍛造協会「鍛造業界の中期展望調査研究報告書 新たな時代に目指すべき

方向」（2001年 2月） 

・ 中小企業事業団「アルミニウム鍛造マニュアル」（1999年 5月） 

・ 社団法人自動車技術会「自動車技術ハンドブック」生産・品質編 

・ 石原貞男・森下弘一（トヨタ自動車㈱）「自動車用鍛造粗形材の革新」 

・ 楠兼敬（トヨタ自動車㈱）「塑性加工の発展」 

・ 森下弘一（トヨタ自動車㈱）「自動車における冷間鍛造技術の現状と今後の課題」 

・ 安藤弘行（コマツ産機㈱）「サーボプレスによる鍛造技術革新」 

・ 森下弘一（トヨタ自動車㈱）「アルミ製ハイマントナックルの鍛造技術」 

・ 櫻井久之（（社）日本鍛造協会）「世界をリードする我が国のアルミニウム鍛造技術」 

・ 土田孝之（日本軽金属㈱）「アルミニウム鍛造・・・その素材に求められるもの」 

・ 安藤弘行（コマツ産機㈱）「アルミニウムによる軽量化」（アルミニウム鍛造技術会資料） 

 

 
                                                        
1 アプセッタ 
 水平鍛造機とも言われる。リヤ-アクスルシャフト等長軸で一端にフランジを有する鍛造品を
鍛造する時材料の一端のみ加熱し軸部を掴みフランジ部を据込成形する。 

    
2 ツーヒート鍛造 
 鍛造最終仕上までに材料を加熱して荒地成形、荒地を再加熱して仕上打する方法。 

3 ワンヒート鍛造 
 材料を１度加熱して最終製品まで仕上げる鍛造法。 

4 冷間鍛造 
 通常室温で鍛造する。 

5 非調質鋼 
 炭素鋼にV（バナジウム, Nb（ニオブ）Ti（チタン）などを 0.1％程度の少量添加し、熱間鍛造後
にコンベアー上で冷却して炭窒化物を析出させることで、焼入、焼戻無しに所定硬度が得られる鋼。 
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6 ホットフォーマ 
 ギヤーブランク等を 100個/分以上の速度で生産する水平高速熱間鍛造機、加熱した棒材を切
断しながら工程間を搬送し、数工程で成形する。 

    
7 熱間クロスロール 
 クロスロールは図に示すように同一方向に回転する 1組のロールの間に丸棒素材を挿入し、
ロールが 1回転する間に 1～数個の段付軸部品を得る転造法。 

    
8 温間鍛造（Warm forging） 
 通常 800℃～700℃で鍛造される。 

9 搖動鍛造プレス 
 図に示すように円錐形上型の搖動によって逐次成形を行う回転鍛造機。 

    
10 亜熱間鍛造 
 通常 900℃～1000℃以下での鍛造を言う。 

11 CVJ（Constant Velocity Universal Joint） 
 等速ジョイント 

 63



                                                                                                                                                                   
12 焼結鍛造（Sinter forging） 
 予備焼結体を焼結温度で熱間鍛造し、真密度近くまで密度をあげ高強度で重量ばらつきの少

ないコンロッド、レース・ワンウエイ・クラッチで実用化。 

13 DOJ（Double Offset Joint） 
 摺動式等速ジョイント 

14 TJ（Tripod Joint） 
 摺動式等速ジョイントの一種 

15 6061合金 
 耐食性アルミ合金、リベット、自動車部品に使用される。T6処理後 245N/mm2。 

16 背圧鍛造 
歯車の歯形成形で良好な歯スジ誤差の歯車成形を行うため、複動プレスで背圧を加えながら鍛

造する方法。 

17 ヒートチェック性 
 繰り返し加熱・冷却を繰り返されても割れにくいことを「ヒートチェック性が高い」という。 

18 DLC（diamond like carbon） 
 ダイヤモンド状の結晶の炭素（非常に硬い） 

19 スプライン（Spline） 
 機械要素の一つで、歯車軸と内歯車が嵌合して歯車軸上を内歯車が回転せずに摺動する部品。

自動車部品に多く使用される。 

20 グローブ法 
板成形したカップ状ブランクをマンドレルに被せ、成形ローラを押し付け歯を逐次成形する法。 

    
21 フローフォーミング 
 マンドレルに成形するワーク（円形ブランクまたは板をカップ状に成形したもの）を被せ、

マンドレル、テールストックでクランプし回転させながら成形ローラーを押し付け、内歯の成

形や歯形ローラーを押し付け、カップ状ブランク上に歯形を転造する方法。 

22 ゼロクリアランスプレス 
 高剛性ガタなしの高精度プレス。高精度加工に向いている。代表的なものにアイダエンジニ

アリング株式会社が開発した「ULプレス」がある。 

23 マンネスマン効果 

 1885年ドイツのMannesmann 兄弟が発明したマンネスマン穿孔機の原理をこう呼んでいる。
多少角度のついた 2 本の上下ロールの間で丸棒を回転しながら中心に芯金を押し込んで行っ
て、パイプの素管を得る方法である。中心部に引張力が働き穴をあけることができる。 
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3. 金属プレス 

3.1 我が国における自動車産業と金属プレス技術の動向 

3.1.1 高度経済成長と大量生産システムの確立（1960年代～70年代） 

我が国の自動車産業は、朝鮮戦争（1950～53 年）による特需の追い風もあり、1950 年

代以降目覚しい進歩を遂げた。高度経済成長による消費意欲の拡大は、大量生産システム

の確立を促し、1970年には国内の自動車生産台数が 500万台を突破した。 

金属プレス産業は自動車部品の大量生産に不可欠な存在である。1960年代以降、自動車

メーカーからの旺盛な需要に対応する過程で、新しい素材の利用が広がるとともに、金属

プレス技術の近代化が図られていった。 

 

(1) 設計・開発技術 

金属プレス業界では、1970 年代後半まで手書き図面が使われていたが、次第に２次元

CADに置き換わっていった。 

 

(2) 材料関連技術 

1960 年代半ばより防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼板の利用が広がった。1970 年代半ばか

らは、成形性と精度の向上を図るべく、高炭素鋼・合金鋼の組織の微細化が進んだ。 

 

(3) 生産技術 

1960年代、絞り成形・張出し加工では、プレスが板（しわ）押え用のアウタースライド

とパンチ作動用のインナースライドの 2 つの駆動源を持つダブルアクション法1が主流で

あったが、徐々にスライドが 1つのシングルアクションプレスを使用して板押えに油圧や

エアを作動源とするクッションを用いる成形法（金型クッション法2）に置き換わっていっ

た。 

剪断加工については、1970 年代より精密剪断技術（ファインブランキング等）3やタレ

ットパンチプレス4などの新しい技術が広がった。 

他方、金属プレスの生産技術は機械・設備の高度化と密接な関係を有する。1960 年代、

マニュアル運転が一般的であったものが、1970年後半には自動搬送に代わっていった。ロ

ボットによるフルオートプレスが始まったのも 1970年代後半である。 
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3.1.2 価値観の多様化と燃費・安全性の向上（1980年代） 

1980年、国内の自動車生産台数は 1,000万台を超えたが、自動車に対する価値観の多様

化に伴い、自動車メーカー各社は従来の大量生産システムから多品種少量体制への変革を

進めた。また、オイルショックに伴う原油価格の高騰や衝突安全法制等への対応から、燃

費や安全性の向上が重要な課題となった。 

このような流れを受け、金属プレス業界では、高強度・高張力のハイテン材5に対応した

加工・成形技術の向上を図るとともに、機械・設備の高速化・自動化が進められた。 

 

(1) 設計・開発技術 

設計・開発において、２次元 CAD が本格的に利用されるようになり、トライ・修正期

間の短縮化が図られた。 

 

(2) 材料関連技術 

自動車の軽量化や安全性向上に伴い、ハイテン材や高強度鋼板など、張力や強度に優れ

た材料の使用範囲が拡大し、より高度な加工・成形技術が必要とされるようになった。ま

た、DURA材6やベークハード鋼板7といった新しい材料の実用化が進んだ。 

 

(3) 生産技術 

素材・パンチ・ダイスの温度制御やダイ形状の統一化・標準化など、成形性や精度の向

上等を目的とした生産技術の革新が図られた。一方で、1980年代半ばには多品種少量生産

体制への転換や高級車へのニーズ等に対応するべく対向液圧成形8が実用化された。 

また、高精度自動プレスやフルオートT/Fプレス9など、機械・設備の自動化・高精度化

も進んだ。 
 

 

図 10 フルオート T/Fプレス（提供：アイダエンジニアリング㈱） 
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3.1.3 環境対応へのニーズと自動車生産のグローバル化（1990年代～現在） 

1990年代以降、安全性や環境対応へのニーズはますます高まり、JNCAP10やCAFÉ11など

が次々に制定された。特に環境対応については、CO2排出ガス規制が強化されたこともあ

り、ハイブリッドカー、電気自動車、燃料電池自動車などの次世代自動車の開発が進んだ。 

2000年代に入ると、原油や鉄・アルミ材料の価格が高騰し、より高い強度・張力を有す

るハイテン材や、軽量のマグネシウム材の開発・利用が促進された。 

また、1980年代後半より始まった自動車の海外生産は毎年漸次拡大し、1995年には 500

万台を突破した。さらに 2002年以降は毎年 100万台のペースで増加している。外国メーカ

ーとの世界規模での事業提携・合併も進んでおり、グローバルでの競争が激化する中で、

世界共通での部品生産やリバースエンジニアリングが重要な課題となっている。 

金属プレス業界はこれらの動きに対応するため、コンカレント設計やソリッド設計の普

及・拡大を進めるとともに、成形シミュレーションの高度化やスプリングバックの解析を

通じ設計・開発期間の短縮化を実現した。歯形成形、シートハイドロフォーミング12、チ

ューブハイドロフォーミング13、インクリメンタル成形14など、新しい成形・加工技術の開

発・実用化も進んでいる。 

 

(1) 設計・開発技術 

1990年代以降、コンカレント設計が広がるに従い、金属プレス業界では３次元CAD/CAM

システムの導入・利用が本格化した。折曲展開図の CAD 化、成形シミュレーションの高

度化、スプリングバックの解析など、より効果的な成形性検討が行われるようになり、ト

ライ・修正期間は大幅に短縮した。 

シミュレーションの精度や範囲は更に向上すると予想されており、材料・金型・プレス

機のフルシミュレーション15や、多工程成形の一貫成形シミュレーションなどの開発が期

待されている。 

 

(2) 材料関連技術 

製品材料は年々高強度化が進んでおり、1990 年代初頭では 440MPaのハイテン材が一般

的であったが、2000年代半ばには 1480MPaのハイテン材が実用化されるに至った。一方で、

テーラードブランク16、熱間圧延鋼板、高潤滑無機被膜（GA軟鋼板）17、DP鋼18、TRIP鋼19、

BHT鋼20など、新しい材料が様々な部品に用いられるようになり、これらの材料に対応し

た新しい成形・加工技術の開発・実用化が不可欠となっている。 

ハイテン材については、今後も更なる高強度化が進むと予想されているが、将来的には

高ひずみ速度でも超塑性21を発現する材料（超塑性材料）や高ヤング率鋼板22などが実用化

に至ると考えられている。 
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(3) 生産技術 

ハイテン材の高強度化と利用範囲の拡大が飛躍的に進んでおり、金属プレス業界ではハ

イテン材に対応した生産技術（熱間プレスや温間プレスなど）の開発・実用化が促進され

た。今後はハイテン材成形の高度化やスプリングバックの検出が期待されている。 

他方、上述のとおり、様々な材料が開発されたこともあり、個々の材料特性や製品形状、

生産量に対応するべく、歯形成形、圧縮絞り、アルミブロー成形、シートハイドロフォー

ミング、チューブハイドロフォーミング、インクリメンタル成形などの新しい成形・加工

技術が開発・実用化されるに至った。 

複合加工の分野では、プレス成形と冷間鍛造を複合した板鍛造技術の実用化及びファイ

ンブランキングの多様化技術等は、生産性の向上に大きく寄与している。 

機械・設備の分野では、サーボプレスや高速フルオートプレスの実用化が寸法精度や生

産性の向上に貢献している。プレス機械については、超高精度・高剛性プレスの開発が進

められているが、環境に対応したエコプレスや、製品精度の向上を重視した微細成形プレ

スの実用化も期待されている。 
 

 

図 11 サーボプレス（提供：アイダエンジニアリング㈱） 
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図 12 超高精度・高剛性プレス（提供：アイダエンジニアリング㈱） 
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表 5 金属プレス技術ロードマップ 

自動車産業側からのニーズ

社会環境 高度経済成長 価値観の多様化
大量生産システムの確立

衝突安全性法制

日本版マスキー法（53年規制）

オイルショック

商品力の向上 自動車本体 4WD
軽量化・小型化
FF化

エンジン：ガソリン ターボチャージャ

　　　OHC化
４バルブ化

可変バルブ
キャブレター方式

電子制御燃料噴射装置
エンジン：ディーゼル 高圧噴射ポンプ

ボデー ハイテン材ボデー

車体（シャシー） モノコック構造

機能部品：ミッション M/Tマニュアルトランスミッション
A/Tオートマチックトランスミッション

アルミミッションケース
スチールベルト式

機能部品：制動 ドラムブレーキ
ディスクブレーキ

ディスクブレーキローター
ブレーキキャリバー アルミブレーキキ

機能部品：ステアリング 油圧式パワーステアリング

マグネステアリン

機能部品：小物部品
（電子制御系等）

機能部品：その他 リクライニングシート
アルミホイール

リードタイムの短縮

グローバル化への対応

QCDの向上

※上表の中で、「黒色線」は現在まで使用されている技術等、「灰色線」は使用されなくなった技術等を表す。「黒色線」は2000年代の右端まで引いてあるが、これは便宜上のもの

1960年代 1970年代 1980
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化
多品種少量生産 高級車ブランドの確立

JNCAP（安全基準）
安全性へのニーズ

CO2排出ガス規制強化
CAFÉ（米国環境基準）

環境対応へのニーズ
原油高騰 原油高騰

鉄・アルミの高騰
世界規模での事業提携・合併

ハイブリッドカー
電気自動車
燃料電池自動車

リーンバーンエンジン
直噴エンジン

電子タイマー/ガバナー
コモンレールシステム

アルミフード
アルミボデー
アルミトランク

アルミドア
アルミルーフ

高剛性ボデー

同厚テーラードブランク 差厚テーラードブランク
ULSUB

式CVT
電気式無段階変速機

トロイダルCVT
CVTベルト（コマ）の全プレス加工化

高出力A/Tの高多段化

キャリバー
ABS

電動式パワーステアリング
4WS

ングプラケット
マグネハンドル芯金

MEMS加速度センサー
燃料電池用セパレータのプレス製品化

ハイブリットモーターコア
コンカレント設計

フロントローディング
製品設計部門による製造設計

モジュール化
海外工場での金型利用 海外工場での金型生産

リバースエンジニアリング
一体成形

シミュレーション技術によるデジタルプロセスの構築
工程全体の３次元化
高歩留まり技術
材料の水平リサイクル

のであり、2010年以降も使用されると見なされる。

年代 1990年代 2000年代 2010年以降
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表 5 金属プレス技術ロードマップ （続き） 

金属プレス技術の動向

設計・開発技術 成形性検討 手書き図面
２次元CAD

検討用モデル

型構造設計 手書き図面
２次元CAD

材料関連技術 亜鉛メッキ鋼板 ２層メッキ鋼板

DURA材
高強度鋼板

ハイテン材

深絞り材

高炭素鋼・合金鋼の組織の微細化

※上表の中で、「黒色線」は現在まで使用されている技術等、「灰色線」は使用されなくなった技術等を表す。「黒色線」は2000年代の右端まで引いてあるが、これは便宜上のもの

19801970年代1960年代

（→トライ・修正期
間の短縮）

（→高強度、高張
力、軽量化）
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折曲展開図のCAD化

成形シミュレーション シミュレーションの高精度化
スプリングバックの解析 スプリングバックの高精度シミュレーション

プレス工程や金型形状の最適化技術
材料モデリングの高精度化
バラツキのシミュレーション
技術難度の高い成形法のシミュレーション
多工程成形の一貫成形シミュレーション
シミュレーション用材料データベース

３次元CAD ソリッド設計
コンカレント設計

工場設備の３次元ソリッド化

高潤滑厚目防錆鋼板
高潤滑無機被膜（GA軟鋼板）
GA材

熱間圧延鋼板
ウルトラハイテン材

ベークハード鋼板
ナノハイテン材

超微粒ハイテン材
DP鋼
TRIP鋼

BHT鋼
高強度化 440MPa 590MPa 780MPa 980MPa 1480MPa 更なる高強度化

高ヤング率鋼板

同厚テーラードブランク 差厚テーラードブランク
アルミ材 高r値アルミ材

アルミと鋼のハイブリット材
高ひずみ速度でも超塑性を発現する材料
電子部品用極薄銅合金板

厚板コイル材の厚み増加・精度向上
高炭素鋼の厚板

マグネシウム材の材質改善・低価格化

のであり、2010年以降も使用されると見なされる。

2010年以降2000年代1990年代0年代

材料・金型・プレス機のフルシミュレーショ
ン

ナノ・マイクロマシン用部品の製造に適し
た材料
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表 5 金属プレス技術ロードマップ （続き） 

生産技術 剪断加工 精密剪断技術（ファインブランキング等）
タレットパンチプレス

曲げ加工 背圧付加曲げ
フランジ成形

絞り成形 ダブルアクション法
張出し加工 金型クッション法

対向液圧成形

潤滑剤の使用による加工性の向上
素材・パンチ・ダイスの温度制御

複合加工 型内かしめ

機械・設備 タンデムプレスライン
マニュアル運転 自動搬送

ロボットによるフルオートプレス
トランスファプレス

プログレ（順送）プレス 高速自動プレス 高精度自動プレ
QDC（Quick Die Change）方式

成形前、成形中、成形後の素材･

※上表の中で、「黒色線」は現在まで使用されている技術等、「灰色線」は使用されなくなった技術等を表す。「黒色線」は2000年代の右端まで引いてあるが、これは便宜上のもの

（→生産性・成形
性・精度の向上、
金型寿命の延
長）

1960年代 1970年代 1980

（→寸法精度と成形性の向
上、新しい材料への対応）

（→ばりなし、だれなし、ひず
みなし、全面剪断）

（→寸法精度と形状精度の
向上）
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高精度シェービング
ダイ形状の統一化・標準化

超高速レーザーカット
高歩留まり技術
ドライ成形
剪断技術の高度化

曲げ角度の測定と成形（加圧）を同一工程に集約
スプリングバックの検出に伴う補正の自動化 プレスブレーキのリアルタイム制御

ドライ成形
ハイテン材のスプリングバック検出
ハイテン材成形の高度化

クッションのサーボ化
対向液圧制御回路の付設

歯形成形
圧縮絞り
アルミプレス技術の構築

アルミブロー成形
面ひずみ対策技術の確立

ハイテン技術の構築 ハイテン材成形の高度化
シートハイドロフォーミング
チューブハイドロフォーミング

超微細・超精密プレス加工技術
超塑性成形
鋼板・非鉄の接合技術
金型の知能化
スプリングバックの抑制技術
精密温度制御成形技術
ドライ成形

ブランクホルダー圧シリンダー制御
極低温液体潤滑油による極低温成形

熱間プレス
温間プレス
インクリメンタル成形
薄板鋳造成形

スポット溶接による継ぎ合わせ加工

型内組立
板鍛造 精密板鍛造 微細精密板鍛造

鋼板・非鉄の接合技術
インライン成形（素材から部品・組立まで）
鋳造と塑性加工の複合成形

高速フルオートプレス
フルオートT/Fプレス

サーボプレス 大型サーボプレス サーボプレス機の最適制御成形技術
レス 超高速自動プレス（3000spm） 超高精度・高剛性プレス

最適制御成形システム
･製品のばらつきの自動検出・調整システム

エコプレス
マイクロプレス（ミクロンオーダー）
微細成形プレス

のであり、2010年以降も使用されると見なされる。

0年代

難加工材(チタン、マグネ等)の複雑形状
の成形

1990年代 2000年代 2010年以降
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3.2 金属プレス技術区分リスト 

金属プレス技術は、我が国の経済発展を支えてきた「ものづくり産業」の根幹を形成す

る技術である。しかし、近年、川下メーカーの国際展開やそれに伴う新興アジア諸国への

技術系人材の流出等により、金属プレス技術分野においても、技術流出の問題が顕在化し

ている。我が国の優れた金属プレス技術が海外へ際限なく流出し、そうした状態を野放し

にするならば、それは我が国の繁栄の基盤を根こそぎ失うことを意味する。まさに由々し

き問題である。 

このような技術流出の実態に企業レベルだけで対応していくことには限界があり（究極

的には技術のブラックボックス化が有効と考えられる）、国を挙げて技術流出を防ぐ方策を

立てなければならない。 

そのための第一歩として、技術の区分・管理を明確化する必要がある。すなわち、 

①どのような技術がすでに周辺諸国でも普通に使われ普遍化されているのか 

（もはや我が国の強みとはならない技術） 

②どのような技術が流出させてはならない技術なのか 

（今後我が国が積極的に取り組むべき、若しくは固守すべき技術） 

を把握し、さらに、「流出させてはならない技術」（以下、機微な技術）の具体的項目を明

確化することにより、官民を挙げて、技術流出を防ぐ行動が求められている。 

このような背景のもと、現在我が国で実用化されている、または研究開発段階の金属プ

レス技術について、（１）機微な技術、（２）１、２年のうちにキャッチアップが予想され

る技術、（３）すでにスタンダードになっている汎用技術、の３つに分類した。 

 

3.2.1 機微な技術 

技術流出を最優先で防ぐべき技術が「機微な技術」である。機微な技術とは、我が国の

金属プレス関連メーカー及び素材メーカーが、海外メーカーに対して技術的優位性を保持

し、国際競争力を維持するために、研究開発を最優先させるべき技術、またはすでに実用

化されている技術の中で最大限擁護すべき技術、を指す。それら「機微な技術」を「重要

最先端技術」と「重要基盤技術」の２つに分類し、それぞれに対して具体的技術内容を「金

属プレス技術区分リスト」にまとめて示している。 

「金属プレス技術区分リスト」に記載された技術内容が、なぜ重要であるのか、その根

拠を示すために、次のような方法を用いることにする。我が国の金属プレス業界が今後重

視すべき分野を大きく４つに分類し、各分野において金属プレス技術と深く関係する技術

項目[A]～[H]を挙げ、「金属プレス技術区分リスト」に記載された技術内容が技術項目[A]
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～[H]のどれに関係するかを示すこととする。 

我が国の金属プレス業界が今後重視すべき分野と、各分野において金属プレス技術が深

く関係する技術項目[A]～[H]は次のとおりである。 

①新興アジア諸国との価格競争に負けないために、我が国の金属プレス業界が備えておか

なければならない技術、すなわち、プレス製品の設計・開発・製造に係る時間及びコ

ストの低減に寄与する技術は、我が国の金属プレス技術における「機微な技術」であ

る。具体的には、以下の[A]、[B]が挙げられる。 

[A] シミュレーションの高度化に資する技術 

[B] 製造工程の最適化に資する技術 

②新興アジア諸国が容易に追従できない、高付加価値部品を製造するためのハードウェア

（プレス機械及びプレス関連設備）は、我が国の金属プレス技術における「機微な技

術」である。具体的には、以下の[C]が挙げられる。 

[C] プレス機械及びプレス関連設備の高度化に資する技術 

③地球環境に優しい技術や地球環境に優しい製品の開発は地球規模で渇望されている。し

たがって、我が国の金属プレス技術においても、地球環境に大きな影響力のある技術

は「機微な技術」である。具体的には、以下の[D]、[E]、[F]が挙げられる。 

[D] 自動車や航空機などの輸送機器の軽量化に資する技術 

[E] 潤滑剤を使わない、若しくは潤滑剤の使用をできる限り少なくする技術 

[F] エネルギー消費の少ない加工機械、若しくは加工技術 

④工業製品の IT化、小型化（モバイル化）は今後ますます加速すると予想される。した

がって、我が国の金属プレス技術においても、工業製品の IT化、小型化（モバイル化）

に資する技術は「機微な技術」である。具体的には、以下の[G]、[H]が挙げられる。 

[G] 高性能電子機器に使用される高度部品を製造するためのプレス技術 

[H] ナノ・マイクロマシンに使用される高度微細部品を製造するためのプレス技術 
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(1) 重要最先端技術 

a  設計・開発技術 

設計・開発に関する重要最先端技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

シミュレーションに係る教育の普及 ○        
シミュレーションに係る自社技術（ノウハウ）の蓄積

（特に実現象との比較を通じてのシミュレーション

の妥当性のチェック） 
○        

プレス工程や金型形状の最適化技術  ○    ○   
多工程成形の一貫成形シミュレーション ○ ○       
技術難度の高い成形法（熱間・液圧・ブロ-成形等）
のシミュレーション ○ ○  ○   ○  

材料・金型・プレス機のフルシミュレーション 
（金型とプレス機のたわみの考慮） ○        

バラツキのシミュレーション（Cp値保証23） ○ ○       
スプリングバックの高精度シミュレーション ○ ○  ○     

 

b  材料関連技術 

材料関連の重要最先端技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

成形性に優れた軽量化用材料（高張力鋼板、アルミ

ニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金）の開

発及びその材料モデリング 
○   ○     

高ひずみ速度でも超塑性を発現する材料の開発及び

その材料モデリング ○   ○     

電子部品用極薄銅合金板の開発及びその材料モデリ

ング ○      ○  

ナノ・マイクロマシン用部品の製造に適した材料の

開発及びその材料モデリング ○       ○

高ヤング率鋼板の開発及びその材料モデリング ○   ○     
超微粒ハイテン材の開発及びその材料モデリング ○   ○     

 

c  生産技術 

生産に関する重要最先端技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

超微細・超精密プレス加工技術 
（成形法、材料、金型製作、測定） 

  ○    ○ ○

超塑性成形（アルミ、マグネシウムのブロー成形等）    ○     
鋼板・非鉄の接合技術  ○  ○     

（次頁に続く） 
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（前頁からの続き） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

金型の知能化（パネル不具合の検知、型温度の制御、

材料バラツキへの対応、プレス機差への対応、など）
 ○ ○      

スプリングバックの抑制技術 
（ボデー部品の精密化：±0.5mm→±0.1mm） 

  ○ ○     

精密温度制御成形技術   ○ ○     
超音波・振動成形   ○  ○    
ドライ成形   ○  ○    
ハイテン材成形の高度化   ○ ○     
プレスブレーキのリアルタイム制御   ○      
アルミ極低温成形技術   ○ ○     
アルミブロー成形技術（成形時間の短縮）   ○ ○     
超高速レーザーカット  ○ ○      
剪断技術の高度化（完全ばりなし、完全だれなし、

完全ひずみなし、全面剪断、鍛造との複合化） 
  ○    ○  

 

d  機械・設備 

機械・設備に関する重要最先端技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

エコプレス（高エネルギー効率、コンパクト化、省

潤滑油、メインテナンスフリー） 
  ○  ○ ○   

超高精度・高剛性プレス   ○ ○   ○ ○
マイクロプレス   ○    ○ ○
最適制御成形システム 
（成形条件、生産性、稼動率、故障診断） 

 ○ ○      

 

※技術項目 

[A] シミュレーションの高度化に資する技術 
[B] 製造工程の最適化に資する技術 
[C] プレス機械及びプレス関連設備の高度化に資する技術 
[D] 自動車や航空機などの輸送機器の軽量化に資する技術 
[E] 潤滑剤を使わない、若しくは潤滑剤の使用をできる限り少なくする技術 
[F] エネルギー消費の少ない加工機械、若しくは加工技術 
[G] 高性能電子機器に使用される高度部品を製造するためのプレス技術 
[H] ナノ・マイクロマシンに使用される高度微細部品を製造するためのプレス技術 
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(2) 重要基盤技術 

a  設計・開発技術 

設計・開発に関する重要基盤技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

製品・工程・金型設計のブレイクスルーに必要な 
感性を有する人材の育成24 ○ ○       

技能の技術化（ナレッジマネジメント） ○ ○       
材料・金型・プレス技術の高度化に対応した工程 
レイアウト及び金型設計・製作支援システム技術 ○ ○ ○      

シミュレーション用グローバル材料データベースの

確立25 ○        

加工精度の向上（仕上げレスの実現） 
→人の手を介さない型製作   ○      

型測定技術の確立（ミクロンレベルの精度） ○  ○    ○  
測定データの自動面データ化 ○  ○      
クリアランス測定技術 ○  ○      
スプリングバックを考慮した金型の設計技術 ○ ○ ○ ○   ○  
ハイテン材加工用金型強化技術   ○ ○     

 

b  材料関連技術 

材料関連の重要基盤技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

シミュレーションにおける材料の異方性26の考慮 
（材料異方性を考慮したシミュレーション） ○        

鋼材（SKD等）を使用しない型製作 
→鋳物へのPVD処理（ハイテン対応）27    ○     

高精度板厚材    ○   ○  
低価格マグネシウム板材28    ○     
多軸応力を受ける材料の変形特性評価技術 
（材料試験法の標準化） ○   ○     

材料の成形性の評価技術（成形性試験法の標準化） ○   ○     

 

c  生産技術 

生産に関する重要基盤技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

サーボプレス機の最適制御成形技術 
（省工程プレス等） 

 ○ ○ ○  ○   

チューブハイドロフォーミングにおける 
われの予測技術 ○ ○  ○     

（次頁に続く） 
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（前頁からの続き） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

高度絞り技術 
→工程・金型設計力、ビード形状と配置の最適化 

 ○       

金型の表面処理技術   ○  ○    
難加工材成形 
（マグネシウム、チタン、高張力鋼板等） 

   ○     

厚板成形技術（6～15mm）   ○      
複合成形技術（高付加価値） 
→レーザー・結合・加熱 

 ○ ○      

複動成形技術→複雑形状の成形、工程短縮  ○ ○      
精密順送加工技術→高速生産、高変形成形  ○ ○      
精密板鍛造技術  ○ ○      
加工部品の搬入・搬送・搬出の高速化技術  ○ ○      
形状凍結性制御成形技術   ○ ○     
高歩留まり技術  ○    ○   

 

d  機械・設備 

機械・設備に関する重要基盤技術は、以下のように整理される。 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

プレス工場のオートメーション化（不具合の検出技

術：カメラ・超音波） 
 ○       

高精度・高剛性プレス   ○ ○   ○  
高機能プレス 
→サーボプレス（フリーモーション、下死点制御）

→複動プレス（サーボモーター、油圧、カム） 
 ○ ○      

高速自動プレス   ○      

 

※技術項目 

[A] シミュレーションの高度化に資する技術 
[B] 製造工程の最適化に資する技術 
[C] プレス機械及びプレス関連設備の高度化に資する技術 
[D] 自動車や航空機などの輸送機器の軽量化に資する技術 
[E] 潤滑剤を使わない、若しくは潤滑剤の使用をできる限り少なくする技術 
[F] エネルギー消費の少ない加工機械、若しくは加工技術 
[G] 高性能電子機器に使用される高度部品を製造するためのプレス技術 
[H] ナノ・マイクロマシンに使用される高度微細部品を製造するためのプレス技術 
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3.2.2 １、２年のうちにキャッチアップが予想される技術 

我が国のプレスメーカー等が有している技術であって、現時点で新興アジア諸国に対し

て優位性を保っている技術であるが、今後１、２年のうちにキャッチアップが予想される

技術を本区分に分類した。ただし、キャッチアップのスピードを正確に予測することは困

難であるため、数年内にキャッチアップが予想される技術も含まれる。 

例えば、１、２年のうちにキャッチアップが予想される材料関連技術として、「590MPa

までのハイテン技術」を区分しているが、590MPa までのハイテン材はグローバルで購入

することができるため、１、２年のうちにキャッチアップが予想されると判断した。他方、

980MPa以上のハイテン材は日本の鉄鋼メーカーが世界をリードしており、「機微な技術」

に含まれると考えられる。 

 

3.2.3 すでにスタンダードになっている汎用技術 

新興アジア諸国でも広く使用されている汎用技術であり、すでに日本企業のみが優位性

を持つものではなくなった技術を本区分に分類した。具体的には、成形シミュレーション

による工程計画の検証、熱間圧延鋼板、高速インクリメンタルフォーミング技術、油圧プ

レスなどが該当する。 
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表 6 金属プレス技術区分リスト 

重要最先端技術 重要基盤技術

設計・開発技術 シミュレーションに係る教育の普及
製品・工程・金型設計のブレイクスルーに必要な
感性を有する人材の育成

われ・しわ成形シミュレー
ション

成形シミュレーションによ
る工程計画の検証

技能の技術化（ナレッジマネジメント）
３次元CAD/CAMシステムの
活用

材料・金型・プレス技術の高度化に対応した工程
レイアウト及び金型設計・製作支援システム技術

プレス工程や金型形状の最適化技術
シミュレーション用グローバル材料データベースの
確立

多工程成形の一貫成形シミュレーション
加工精度の向上（仕上げレスの実現）→人の手を
介さない型製作

技術難度の高い成形法（熱間・液圧・ブロ-成形
等）のシミュレーション

型測定技術の確立（ミクロンレベルの精度）

材料・金型・プレス機のフルシミュレーション（金型
とプレス機のたわみの考慮）

測定データの自動面データ化

バラツキのシミュレーション（Cp値保証） クリアランス測定技術

スプリングバックの高精度シミュレーション スプリングバックを考慮した金型の設計技術

ハイテン材加工用金型強化技術

材料関連技術
シミュレーションにおける材料の異方性の考慮（材
料異方性を考慮したシミュレーション）

レーザーブランク（同厚・
差厚）

アルミのボンネット（フー
ド）

鋼材（SKD等）を使用しない型製作→鋳物への
PVD処理（ハイテン対応）

590MPaまでのハイテン
技術

熱間圧延鋼板

高ひずみ速度でも超塑性を発現する材料の開発
及びその材料モデリング

高精度板厚材

電子部品用極薄銅合金板の開発及びその材料モ
デリング

低価格マグネシウム板材

ナノ・マイクロマシン用部品の製造に適した材料の
開発及びその材料モデリング

多軸応力を受ける材料の変形特性評価技術（材
料試験法の標準化）

高ヤング率鋼板の開発及びその材料モデリング
材料の成形性の評価技術（成形性試験法の標準
化）

超微粒ハイテン材の開発及びその材料モデリング

生産技術
超微細・超精密プレス加工技術
（成形法、材料、金型製作、測定）

サーボプレス機の最適制御成形技術（省工程プレ
ス等）

ファインブランキング（精
密打ち抜きプレス加工）

高速インクリメンタル
フォーミング技術

超塑性成形（アルミ、マグネシウムのブロー成形
等）

チューブハイドロフォーミングにおけるわれの予測
技術

板鍛造
通常業務としての有限要
素法解析

鋼板・非鉄の接合技術
高度絞り技術→工程・金型設計力、ビード形状と
配置の最適化

軟鋼板のプレス成形

金型の表面処理技術 トランスファ加工

難加工材成形（マグネシウム、チタン、高張力鋼板
等）

順送加工

スプリングバックの抑制技術（ボデー部品の精密
化：±0.5mm→±0.1mm）

厚板成形技術（6～15mm）

精密温度制御成形技術
複合成形技術（高付加価値）→レーザー・結合・加
熱

超音波・振動成形 複動成形技術→複雑形状の成形、工程短縮

ドライ成形 精密順送加工技術→高速生産、高変形成形

ハイテン材成形の高度化 精密板鍛造技術

プレスブレーキのリアルタイム制御 加工部品の搬入・搬送・搬出の高速化技術

アルミ極低温成形技術 形状凍結性制御成形技術

アルミブロー成形技術（成形時間の短縮） 高歩留まり技術

超高速レーザーカット

剪断技術の高度化（完全ばりなし、完全だれなし、
完全ひずみなし、全面剪断、鍛造との複合化）

機械・設備
エコプレス（高エネルギー効率、コンパクト化、省潤
滑油、メインテナンスフリー）

プレス工場のオートメーション化（不具合の検出技
術：カメラ・超音波）

タレットパンチプレス
機械プレス（クランク・リン
ク）

超高精度・高剛性プレス 高精度・高剛性プレス サーボプレス 油圧プレス

マイクロプレス

最適制御成形システム（成形条件、生産性、稼動
率、故障診断）

高速自動プレス

※「金属プレス技術ロードマップ」に記載のある技術の中で、上表に記載がないものは、「すでにスタンダードになっている汎用技術」と見なす。

すでにスタンダードに
なっている汎用技術

シミュレーションに係る自社技術（ノウハウ）の蓄積
（特に実現象との比較を通じてのシミュレーション
の妥当性のチェック）

成形性に優れた軽量化用材料（高張力鋼板、アル
ミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金）の
開発及びその材料モデリング

１、２年のうちに
キャッチアップが
予想される技術

機微な技術

技術分野

高機能プレス
→サーボプレス（フリーモーション、下死点制御）
→複動プレス（サーボモーター、油圧、カム）

金型の知能化（パネル不具合の検知、型温度の
制御、材料バラツキへの対応、プレス機差への対
応、など）
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【参考資料】 
・ 田部博輔「金型技術者のための型材入門」日刊工業新聞社（2006年） 

・ 財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」日刊工業新聞社（2005年） 

・ 社団法人日本金属プレス工業協会「プレス加工用材料と金型用材料」日刊工業新聞社（2003年） 

 

 
                                                        
1 ダブルアクション法 
 プレスが板（しわ）押え用のアウタースライドとパンチ作動用のインナースライドの 2つの
駆動源を持ち、絞りや張出し成形を行う方法。 

2 金型クッション法 
 プレスは駆動源として一つのスライドを持ち、板（しわ）押え用のクッションを「金型←小

物製品（あるいはプレス←大型製品）」に装備して成形する方法。 

3 精密剪断技術（ファインブランキング等） 
 破断面のない全面剪断面を得る精密剪断加工技術。ファインブランキングでは、ポンチとダ

イのクリアランスを極小にし、板押えと逆押えを有した金型で塑性加工を行うことによって、

材料の延性を高め、破断面の発生を防ぐ。 

4 タレットパンチプレス 
 多数個の金型が装着可能な円板状若しくは扇状のタレットと、ワ－ク（被加工材）を保持・

移動するテ－ブル、クランプ等をNC制御し、ワ－クの所定の位置に抜き加工・成形加工を行う
プレス機。タレパンともいわれる。 

5 ハイテン材 
 High Tensile Strength Steelの略称。高張力鋼と訳すことが多い。ハイテン材は強度が高いため、
結果的に自動車全体の軽量化を図ることができる。そのため、利用範囲が拡大しているが、か

じり、摩耗、変形が起きやすく、扱いが難しい素材でもある。 

6 DURA材 
 自動車メーカーと鉄鋼メーカーで共同開発した防錆鋼板。鉛が使用されていたため、環境問

題への対応から 1990年代後半にGA材に置き換わった。 

7 ベークハード鋼板 
 塗装焼付温度にて一定時間保持（通常 170℃で 20分間）することにより硬化する特性を有す
る鋼板。自動車のボデーパネル用板材の成形においては、成形時には低耐力で、塗装後には高

強度であることが望まれる。 

8 対向液圧成形 
 パンチ（オス型）を用いて液圧室に板材を押し込むことにより、液体の圧力で板材をパンチ

に押しつけ、板金部品を製造する塑性加工法。 

9 フルオートT/Fプレス 
 初期の段階では、プレスの稼動時に人手が不要な自動生産プレス。現在では金型に対応した

プレスの条件設定（生産数、生産spm、ダイハイト、クッション等）、加工製品精度測定・補正、
プレス・金型の異常検出、金型交換、材料交換、加工製品交換、プレスのメインテナンス情報

提示等の機能を持つT/Fプレス機。 
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10 JNCAP 
 Japanese New Car Assessment Programの略称。新しい自動車を対象に５つのテスト（フルラッ
プ前面衝突テスト、オフセット前面衝突テスト、側面衝突テスト、ブレーキ性能テスト、歩行

者頭部保護性能テスト）を行い、乗員や歩行者の安全がどの程度守られるかを調査する。国土

交通省と独立行政法人自動車事故対策機構により実施されており、その結果は毎年「自動車ア

セスメント」という名称で公表されている。 

11 CAFÉ 
 Corporate Average Fuel Economyの略称。自動車メーカー各社の平均燃費基準（各社が販売し
た乗用車の燃費を販売台数で加重平均した値）を定めた米国の環境規制。 

12 シートハイドロフォーミング 
 2枚重ねた板材の縁を溶接して袋状にし、その内部に液圧を作用させて金型内で膨らませ、
３次元の中空部品を製造する加工方法。 

13 チューブハイドロフォーミング 
 両端を閉じた管材をメス型の間に挟み、その管材の内側を高圧の液体で加圧することにより、

管材をメス型の内面に押し当てて、３次元の中空部品を製造する加工方法。 

14 インクリメンタル成形 
 金属板材の周囲を固定した状態で球底工具を板に押し付けながら等高線に沿って動かし、立

体形状の成形を行う手法。金型が不要であること、従来の手法では不可能な成形を可能とする

フレキシブルな加工技術であること、などの特性があり、試作品などの少量生産に適している。 

15 材料・金型・プレス機のフルシミュレーション 
 シートメタル、金型３次元ソリッドデータ、プレス機３次元ソリッドデータを活用した成形

シミュレーション（限りなく現実に近い成形シミュレーション）。 

16 テーラードブランク 
 板厚や強度の異なる材料を溶接した、プレス部品成形の素材。部位ごとに最適な板厚と強度

を選択できるため軽量化と部品強度の両立に優れている。 

17 高潤滑無機被膜（GA軟鋼板） 
 合金化溶融亜鉛めっき鋼板（GA材）の表面にマンガンタンリン系無機被膜を形成することに
よって潤滑性を 2倍に高めた鋼材。表面滑り性が高く、難成形部品を中心に幅広い用途を有す
る。 

18 DP鋼 
 フェライトとマルテンサイトの 2相（Dual Phase）を混合させた鋼。硬質のマルテンサイト
相で強度を上昇させ、軟質のフェライト相で加工性を確保することにより、強度と加工性のバ

ランスを向上させている。 

19 TRIP鋼 
 未変態のオーステナイト相（残留オ－ステナイト）を 10%程度残留させておき、残留オ－ス
テナイトの変態誘起塑性（TRansformattion Induced Plasticity）を利用した、高強度でありながら
極めて優れたプレス成形性を有する鋼板。 

20 BHT鋼 
 成形時には低強度で加工性に優れ、塗装焼付処理後には大きな引張強度上昇を示し、かつ、

耐常温時効性が良好な熱間圧延鋼板（bake hardenable steel with tensile strength increase）。従来の
鋼板と同様のプレス成形性を有すると同時に、部品としては高強度のハイテン材を適用したの

と同程度の性能を得られる。 
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21 超塑性 
 材料の融点の約 40％の高温域で一定のひずみ速度で変形させた時、数百％以上伸びる現象。
超塑性には、材料の相変態に起因する変態超塑性と、結晶粒径が数μm以下の多結晶金属材料
で発生する微細結晶粒超塑性の 2種類がある。 

22 高ヤング率鋼板 
 現在使用されているプレス鋼板よりもヤング率の高いものが開発されれば、車体剛性が目覚

ましく向上すると期待されている。 

23 Cp値保証 
 工程能力を保証するということ。Cp値とは、Process Capability Index（工程能力指数）のこと
を指す。公差を 6σで表した工程能力で割った値であり、工程能力を判断する指標として用い
る。工程能力が高い（バラツキが小さい）ほど、Cp値は大きくなる。 

24 製品・工程・金型設計のブレイクスルーに必要な感性を有する人材の育成 
 ジェネラリストについては、生産技術全体（製品機能、加工法、加工設備、金型、材料等）

を俯瞰でき、最適化への道を選択、あるいは創造できる人材の育成が望まれる。一方、スペシ

ャリストに関しては、製品・工程・金型設計における、独創的アイデア、あるいは他分野の技

術との融合による技術創出が可能な人材の育成が想定される。 

25 シミュレーション用グローバル材料データベースの確立 
 現時点において、FLDの測定方法がグローバルで統一されていないため、ISO統一基準の作
成が進められている。FLDとは、Forming Limit Diagram（成形限界線図）の略称である。成形
限界線とは、プレス成形された板の面内の最大主ひずみと最小主ひずみをひずみ空間にプロッ

トし、割れが発生した箇所のひずみのプロット点と割れが発生しなかった箇所のひずみのプロ

ット点の境目を滑らかに結んだ線のことであり、成形限界線が記載されたひずみの座標を成形

限界線図と呼ぶ。他方、材料特性値（El、TS、r値、n値、Yp）を世界の鉄鋼メーカー別に整理
したものがあれば、成形シミュレーションの高度化が進むと期待されている。 

26 異方性 
 材料の機械的性質（ヤング率、降伏応力、伸びなど）が方向によって異なること。等方性の

反対語。 

27 鋳物へのPVD処理（ハイテン対応） 
 590MPa以上のハイテン材については、型材料としてSKD（鋼材）が使用されているが、SKD
は高価で、かつ、鋳物よりも多くの加工時間を要する。加えて、熱処理を行うと変寸するため

再修正が必要となる、溶接を行いにくい、といった問題点もある。鋳物へのPVD処理（物質の
表面に薄膜を形成することによって硬度を高める手法）を行うことにより、ハイテン材に対応

できるようになれば、型製作の生産性が飛躍的に向上すると期待されている。 

28 低価格マグネシウム板材 
現在の価格は 5,000円/kg前後であるが、2,000円/kg以下になると自動車部品への適用が拡大す
ると見込まれる。 
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4. 金型 

4.1 我が国における自動車産業と金型技術の動向 

自動車用大型部品は、大手自動車メーカーの意向が大きく反映され、ものづくり業界は

その影響をもろに受けた形で動いている。1960年代～1980年代はモデルや型設計がマニュ

アルであり、３次元ワイヤーフレームなどは現状と懸け離れた存在であった。さりながら、

２次元 CAD が導入され始めると、俄にものづくりでの情報技術が脚光を浴びるようにな

り、現在では３次元ソリッドなどのコンピュータ技術がなくてはならない存在になりつつ

ある。 

このように考えると、自動車用大型部品製作はコンピュータ技術の進歩とともに大きな

技術的成長を遂げたといえる。特に、1990年代から始まったコンカレント設計と、90年代

半ば以降のソリッド設計では、コンピュータ上での部品の干渉や剛性など、設計に必要な

要件がすべてわかると同時に、ものづくりの合理化も追求できるようになった。また、設

計データを始めとする各種データの一元化などにより、下流工程の加工技術も自動化が急

速に進んだ。この結果、金型の直彫り加工1や磨きレス加工2など、金型加工技術も大きく

変わり、コンピュータなしでは加工機も動かず、金型製作もできないという時代になった。 
 

 

図 13 金型製作におけるコンカレント・エンジニアリング 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
 

4.1.1 高度経済成長と大量生産システムの確立（1960年代～70年代） 

1950 年代以降、朝鮮戦争（1950～53 年）による特需の追い風もあり、我が国の自動車

産業は目覚ましい進歩を遂げた。1950年代半ば以降の高度経済成長は、消費意欲の拡大を

生んだ。自動車産業では大量生産システムが確立され、1970年には国内の自動車生産台数

が 500万台を突破した。 

金型は自動車部品の大量生産に不可欠の存在であり、旺盛な需要に対応する過程で、新

 87



しい素材の利用が広がるとともに、設計・加工技術の近代化が図られることとなった。 

 

(1) プレス金型 

a  素材 

型材料については、製鋼技術や鋳造技術の進展に伴い、炭素鋼ないしは球状黒鉛鋳鉄に

よる型製作が一般化した。 

一方、製品材料に関しては、1960年代半ばより防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼板の利用が

広がった。 

 

b  設計方法 

加工基準はマスターモデル（物理モデル）に依拠しており、設計などに利用される製品形

状データは、自動車メーカーからマイラー線図3で支給されていた。工程設計（D/L設計）4

では、マイラー線図とマスターモデルから倣いモデル（K/M造形）5が作成された。他方、

型構造設計6は筆記用具を用いてトレーシングペーパーや紙に図面を書きながら行うマニ

ュアル設計が基本であった。 

1970 年代後半からは、ミニコンピュータをベースとする３次元CAD/CAMシステムの利

用が次第に広がり、３次元ワイヤーフレーム7による設計が行われるようになった。 

 

c  加工方法 

1960 年代前半までは倣いフライス盤による加工が一般的であったが、60 年代後半より

型彫り機8の利用が広がり、70年半ばからは３軸NC機が使用されるようになった。 
 

 

図 14 自動車車体用成形金型（提供：㈱クライムエヌシーデー） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
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(2) プラスチック金型 

a  素材 

型材料については、炭素鋼若しくはクロムモリブデン鋼による型製作が一般化した。 

他方、製品材料に関しては、AS材9の使用が一般的であったが、樹脂製ラジエーターグ

リル、樹脂製インパネ、PP内装トリム10、ウレタンシートパッドなどの実用化に伴い、ABS

材11、ASG材12、PPF材13、エンジニアリングプラスチック材14、ポリカーボネート材15など

が利用されるようになった。 

 

b  設計方法 

プレス金型と同様、マイラー線図のデータをもとに倣いモデルの作成が行われていた。 

 

c  加工方法 

1960年代より、ゲージ・フライス盤、倣いフライス加工機、型彫り放電加工機などの工

作機械が用いられた。 

1970 年代に入ると、NC・倣い型彫り機が使用されるようになった。また、ホットラン

ナー成形16やスタックモールド成形17といった新しい射出成形工法が広がった。 
 

 

図 15 プラスチック射出成形用金型（提供：㈱坂本金型工作所） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
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4.1.2 価値観の多様化と燃費・安全性の向上（1980年代） 

1980年に国内の自動車生産台数は 1,000万台を超えたが、価値観の多様化に伴い、自動

車メーカー各社は従来の大量生産システムから多品種少量体制への変革を迫られることと

なった。金型メーカー各社は、リードタイムの短縮化を図るべく、３次元CAD/CAMシス

テムやモデルレスシステム18等の導入を本格化させた。 

他方、オイルショックに伴う原油価格の高騰や衝突安全法制等を受け、自動車メーカー

各社は燃費や安全性の向上に注力することとなった。軽量のアルミ材や樹脂部品、高強度・

高張力のハイテン材19の使用範囲は拡大し、金型メーカー各社はこれらの動きに対応する

ことが求められた。 

 

(1) プレス金型 

a  素材 

型材料については、1980年代より熱間のプレス型用として熱間ダイス鋼が用いられるよ

うになった。 

製品材料に関しては、ハイテン材や高強度鋼板など、張力や強度に優れた材料が幅広く

使用されるようになり、これらの材料に対応できる金型の製作が求められるようになった。

1980年代後半には、塗装焼付による硬化性を有したベークハード鋼板20の使用が広がった。 

 

b  設計方法 

1980年代以降、３次元 CAD/CAMシステムの活用は本格化したが、製品形状データは依

然としてマイラー線図での支給であった。 

1980 年代後半に入ると、徐々に CAD データの支給を受けられるようになった。また、

モデルレスシステムの導入等により、３次元ワイヤーフレームに代わって、曲面モデルが

使用されるようになった。 

 

c  加工方法 

1980年代に入ると、５軸 NC機が広く使用されるようになり、より複雑な形状の金型製

作にも対応できるようになった。 

また、従来の倣い加工に代わるものとして、オスメススキャンシステム21やオスメス反

転システム22が広がった。しかし、これらは形状加工のNC化に向けた過渡期の技術であり、

1990年代以降はモデルレスシステムに移行した。 
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図 16 自動車車体用サイドメンバーパネルの成形（提供：㈱オギハラ） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
 

(2) プラスチック金型 

a  素材 

型材料については、切削・加工の短縮化を図るべく、快削鋼が使用されるようになった。 

一方、製品材料に関しては、1980年代半ばよりプラスチックとゴムの中間の性質を有し

たエラストマー材23が利用されるようになった。 

 

b  設計方法 

1980年代以降、大型コンピュータ（汎用機）による３次元 CAD/CAMシステムが少しず

つ広がった。しかしながら、製品形状データは従来どおりマイラー線図で支給を受けてお

り、倣いモデルを利用した設計が一般的であった。 

1980 年代後半に入って、３次元サーフェースや成形シミュレーションが徐々に普及し、

設計・加工期間の短縮化が図られた。 

 

c  加工方法 

画期的な加工方法が開発されたわけではなかったが、樹脂部品の使用範囲が拡大するな

ど、多様な需要に対応する過程で技術の高度化が図られ、型製作のリードタイムは大幅に

短縮した。 
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図 17 インパネ（提供：日立化成工業㈱） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
 

4.1.3 環境対応へのニーズと自動車生産のグローバル化（1990年代～現在） 

1990年代以降、安全性や環境対応へのニーズはますます高まり、JNCAP24やCAFÉ25など

が次々に制定された。特に環境対応については、CO2排出ガス規制が強化されたこともあ

り、ハイブリットカー、電気自動車、燃料電池自動車などの次世代自動車の開発が促進さ

れた。 

2000年代に入ると、原油や鉄・アルミ材料の価格が高騰し、軽量化や薄肉化が一層求め

られるようになった。より高い強度・張力を有するハイテン材が開発される一方で、樹脂

やマグネシウム材の利用範囲は拡大した。 

また、1980年代後半より始まった自動車の海外生産は毎年漸次拡大し、1995年には 500

万台を突破した。さらに 2002年以降は毎年 100万台のペースで増加している。外国メーカ

ーとの世界規模での事業提携・合併も進んでおり、グローバルでの競争が激化する中で、

世界共通での部品生産やリバースエンジニアリングが重要な課題となっている。 

金型メーカー各社はこれらの動きに対応するため、コンカレント設計やソリッド設計を

本格化させるとともに、各種の高速加工機や非接触測定機を導入するなど、技術の更なる

高度化や技能のデジタル化を推進している。 
 

 

図 18 コンカレント・エンジニアリングによる開発期間の短縮 
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出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
 

(1) プレス金型 

a  素材 

型材料については、より高い強度・張力を有するハイテン材に対応するべく、フレーム

ハード鋼26やFCD改良材27が使用されるようになった。 

製品材料に関しては、より高い強度・張力を有するハイテン材の利用が拡大しており、

今後も高強度化が進むと予想されている。また、テーラードブランク28、熱間圧延鋼板、

高潤滑無機被膜（GA軟鋼板）29などの新しい材料の利用も広がっており、これらの材料に

対応した金型の開発が必要とされている。 

 

b  設計方法 

1990年代以降、コンカレント設計が一般化するに従い、設計のデジタル化や３次元化が

飛躍的に広がった。1990年代半ばにはソリッド設計が利用されるようになり、2000年以降

はデフォームやスプリングバックの解析なども行われるようになった。また、CATシステ

ム30の導入など、設計から加工・解析・検査に至るまでの全工程での３次元システム化が

進んでおり、リバースエンジニアリングへの対応が重要な課題となっている。 

 

c  加工方法 

自動車生産のグローバル化に伴い、リードタイムの短縮化が今まで以上に重視されるよ

うになった。モデルレスシステムでの加工が一般的となり、高速加工機、カム加工機31、

オンマシン測定、非接触測定機などの導入・利用も広がっている。 
 

 

図 19 自動車パネルのプレス成形用金型の３次元ソリッド設計（提供：㈱宮津製作所） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
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(2) プラスチック金型 

a  素材 

2000年以降、環境対応へのニーズの高まりを受け、植物性樹脂が利用されるようになっ

た。今後は在着材32やナノコンポジットポリ乳酸33の利用範囲が拡大するのではないかと期

待されている。 

 

b  設計方法 

プレス金型と同様、コンカレント設計が一般化するに従い、設計のデジタル化や３次元

化が飛躍的に広がった。ソリッド設計や CATシステムの使用も漸次増えており、リバース

エンジニアリングへの対応が重要な課題といえる。 

 

c  加工方法 

1990 年代以降、重切削粗加工機、高速 GR 加工機、ワイヤー放電加工機、５面加工機、

３軸 NC 機など、新しい工作機械の導入・利用が広がっており、リードタイムの短縮化や

製品形状・精度の高度化を実現している。 

他方、ガスインジェクション成形、ガスアシスト成形34、２色成形、インサート成形35、

複合成形、型内組立成形、異材質成形など、新しい射出成形工法も増えており、金型メー

カー各社はこれらの成形工法に対応した金型の製作を求められている。 
 

 

図 20 プラスチック射出成形用 CAEの解析事例（提供：㈱プラメディア） 

出所：財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」 
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表 7 金型技術ロードマップ 

自動車産業側からのニーズ

社会環境 高度経済成長 価値観の多様化
大量生産システムの確立

衝突安全性法制

日本版マスキー法（53年規制）

オイルショック

商品力の向上 自動車本体 4WD
軽量化・小型化
FF化

ボデー ハイテン材ボデー

内外装 樹脂製ラジエーターグリル
PPバンパ

アルミバンパ

樹脂製インパネ
PP内装トリム

成形ドアトリム

ウレタンシートパッド

車体（シャシー）

機能部品：ミッション M/Tマニュアルトランスミッション
A/Tオートマチックトランスミッション

アルミミッションケース
スチールベルト式

機能部品：制動 ドラムブレーキ
ディスクブレーキ

ディスクブレーキローター
ブレーキキャリバー アルミブレーキキ

機能部品：ステアリング 油圧式パワーステアリング

マグネステアリン

機能部品：小物部品
（電子制御系等）

機能部品：その他 リクライニングシート
アルミホイール

リードタイムの短縮

グローバル化への対応

QCDの向上

※上表の中で、「黒色線」は現在まで使用されている技術等、「灰色線」は使用されなくなった技術等を表す。「黒色線」は2000年代の右端まで引いてあるが、これは便宜上のもの

1960年代 1970年代 1980
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化
多品種少量生産 高級車ブランドの確立

JNCAP（安全基準）
安全性へのニーズ

CO2排出ガス規制強化
CAFÉ（米国環境基準）

環境対応へのニーズ
原油高騰 原油高騰

鉄・アルミの高騰
世界規模での事業提携・合併

ハイブリッドカー
電気自動車
燃料電池自動車

アルミフード
アルミボデー
アルミトランク

アルミドア
アルミルーフ

高剛性ボデー
樹脂ボデー

樹脂フロントフェンダー
樹脂バックドア

CFRPボデー

スーパーオレフィンバンパ

表皮一体成形ドアトリム

フローレスシートパッド
高機能ファブリックシート

同厚テーラードブランク 差厚テーラードブランク
ULSUB

式CVT
電気式無段階変速機

トロイダルCVT
CVTベルト（コマ）の全プレス加工化

高出力A/Tの高多段化

キャリバー
ABS

電動式パワーステアリング
4WS

ングプラケット
マグネハンドル芯金

MEMS加速度センサー
燃料電池用セパレータのプレス製品化

ハイブリットモーターコア
コンカレント設計

フロントローディング
製品設計部門による製造設計

モジュール化
海外工場での金型利用 海外工場での金型生産

リバースエンジニアリング
一体成形

シミュレーション技術によるデジタルプロセスの構築
工程全体の３次元化
高歩留まり技術
材料の水平リサイクル

のであり、2010年以降も使用されると見なされる。

2000年代 2010年以降年代 1990年代
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表 7 金型技術ロードマップ （続き） 

プレス金型

加工基準 マスターモデル

素材 型材料 炭素鋼
球状黒鉛鋳鉄

熱間ダイス鋼

製品材料 亜鉛メッキ鋼板 ２層メッキ鋼板

高強度鋼板

ハイテン材

深絞り材

設計方法 工程設計 マイラー線図
（D/L設計） ３次元ワイヤーフレーム

倣いモデル（K/M造形）

型構造設計 マニュアル設計
３次元ワイヤーフレーム

加工方法 工作機械 倣いフライス盤
型彫り機

３軸NC機
５軸NC機

オスメススキャンシ

CAD/CAM/CAE/CAT 手計算・電卓
２次元CAD

３次元CAD
大型コンピュータ（汎用機）による

測定機 レイアウトマシーン

プレス工法 ２次元トランスファー

型製作のリードタイム（大物）
その他

※上表の中で、「黒色線」は現在まで使用されている技術等、「灰色線」は使用されなくなった技術等を表す。「黒色線」は2000年代の右端まで引いてあるが、これは便宜上のもの

（工場での生産形態等を含む）

＜モデルレスに

1960年代 1970年代 1980
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CADデータ

フレームハード鋼
ＦＣＤ改良材

型材料の表面硬化処理
（ハイテン対応の廉価材）

高潤滑厚目防錆鋼板
高潤滑無機被膜（GA軟鋼板）

熱間圧延鋼板
ウルトラハイテン材

ベークハード鋼板
ナノハイテン材

同厚テーラードブランク 差厚テーラードブランク
アルミ材

超塑性材料
高炭素鋼の厚板

マグネシウム材の材質改善・低価格化

マスターモデル造形
われ・しわのシミュレーション

デフォーム
スプリングバックの解析 スプリングバック完全予測技術

高精度シミュレーション
(プレス機・型変形を含む)

コンカレント設計
ナレッジ設計

２次元CAD設計

ソリッド設計 ソリッド設計の定着
ナレッジ型設計

５軸高速加工機
高速加工機

カム加工機
システム
オスメス反転システム
モデルレスシステム

外板の磨きレス高速加工機
自己診断・無人化

CAD/CAMシステム
EWSによるCAD/CAMシステム

パソコンによるCAD/CAMシステム
CATシステム

リバースエンジニアリング
NCデータ作成の自動化

CMM
オンマシン測定

非接触測定機
プレス変形・型変形精密測定技術

３次元トランスファー
クロスバー
液圧成形

サーボプレス 大型サーボプレス
ホットプレス

高品質外観成形
高剛性ボデー

型磨き装置

反転ダイスポ

シミュレーション新技術

のであり、2010年以降も使用されると見なされる。

＜形状・精度の高度化＞による短縮化＞

年代 1990年代 2000年代 2010年以降

超高品質塑性加工を実現するための金型
製作

＜高速工作機械による短縮化＞
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表 7 金型技術ロードマップ （続き） 

プラスチック金型

素材 型材料 炭素鋼
クロムモリブデン鋼

快削鋼
製品材料 AS材

ABS材
ASG材

PPF材
エンジニアリングプラスチック材
ポリカーボネート材

設計方法 マイラー線図
倣いモデル

加工方法 工作機械 ゲージ・フライス盤
倣いフライス加工機

NC・倣い型彫り機
型彫り放電加工機

CAD/CAM/CAE/CAT 手計算・電卓
２次元CAD

３次元CAD
大型コンピュータ（汎用機）による

測定機 レイアウトマシーン

射出成形工法 ホットランナー成形
（工場での生産形態等を含む）

スタックモールド成形

表面処理 シボ加工

型製作のリードタイム（大物）

※上表の中で、「黒色線」は現在まで使用されている技術等、「灰色線」は使用されなくなった技術等を表す。「黒色線」は2000年代の右端まで引いてあるが、これは便宜上のもの

1960年代 1970年代 1980

＜10ヶ月＞ ＜6ヶ＜大物の型が存在せず＞
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エラストマー材
植物性樹脂

在着材
ナノコンポジットポリ乳酸

３次元サーフェース
成形シミュレーション

コンカレント設計
ソリッド設計

半自動型設計 自動型設計

重切削粗加工機
高速GR加工機
ワイヤー放電加工機
５面加工機
３軸NC機

５軸NC機
５軸・EDM複合工作機械

CAD/CAMシステム
EWSによるCAD/CAMシステム

パソコンによるCAD/CAMシステム
CATシステム

リバースエンジニアリング

肉厚測定機
オンマシン測定

シーケンシャルバルブゲート

ガスインジェクション成形
ガスアシスト成形

２色成形
インサート成形

複合成形
型内組立成形
ウエルドレス成形
サンドイッチ成形
異材質成形 異材質発泡成形

金型内圧力計測 金型内樹脂温度計測
超ハイサイクル成形
高速複合化技術
高品質外観成形
超薄肉・精密成形
超臨界微細発泡成形
大型電動式射出成形機
可視化技術
ガス排出技術
応力均等技術
（新技術に対応した金型開発）

ピカ放電

のであり、2010年以降も使用されると見なされる。

年代 1990年代

＜2ヶ月＞ヶ月＞ ＜4ヶ月＞

2000年代 2010年以降
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4.2 金型技術区分リスト 

自動車産業界では、低コスト化、短納期化の要求が相変わらず体制を支配しているが、

近未来のものづくりを考えた場合、素形材産業界がデジタル化、技術の複合化・高度化、

情報の共有化などを積極的に推し進めない限りグルーバル化の勢いに乗り遅れかねないこ

とに加え、将来に向かっての技術開発の進歩を遅らせる原因にもなりかねない。特に、グ

ルーバル化の進展により、ものづくりの高付加価値化、理論化（理屈付け）の必要性が高

まるとともに、“ノウハウ”と呼ばれている職人技の見直し・数値化及びソフト化や専門分

野で常識とされている技術の見直し、打破を行うことが差し迫った大きな課題であるとい

える。 

このような背景のもと、現在我が国で実用化されている、または研究開発段階のプレス

金型技術及びプラスチック金型技術について、（１）機微な技術、（２）５年以内にキャッ

チアップが予想される技術、（３）すでにスタンダードになっている汎用技術、の３つに分

類した。 

「機微な技術」とは、我が国の金型関連メーカーが海外メーカーに対して技術的優位性

を保持し、国際競争力を維持するために、研究開発を最優先させるべき技術、またはすで

に実用化されている技術の中で最大限擁護すべき技術、を指す。他技術分野と同様、それ

ら「機微な技術」を「重要基盤技術」と「重要最先端技術」の２つに分類したが、金型技

術分野では「重要基盤技術とは、重要最先端技術を開発する上での基盤となるものであり、

より先進性の高い技術である」との考えから、先に「重要基盤技術」を記し、次いで「重

要最先端技術」を記述した。 

「５年以内にキャッチアップが予想される技術」とは、我が国の金型関連メーカーが有

している技術であって、現時点で新興アジア諸国に対して優位性を保っている技術である

が、今後５年以内にキャッチアップが予想される技術、を指す。他の技術分野では「１、

２年のうちにキャッチアップが予想される技術」としたが、金型技術分野はキャッチアッ

プのスピードを正確に予測することは困難であることから、金型技術分野では「５年以内」

という幅を設けることとした。 

「すでにスタンダードになっている汎用技術」とは、新興アジア諸国でも広く使用され

ている汎用技術であり、すでに日本企業のみが優位性を持つものではなくなった技術、を

指す。「金型技術区分リスト」には、一部代表的な技術のみを記載したが、「金型技術ロー

ドマップ」に記載のある技術の中で、「金型技術区分リスト」に記載がないものは、「すで

にスタンダードになっている汎用技術」と見なされる。 
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4.2.1 プレス金型 

大型のプレス部品（外観パネル等）では、デザインモデルに忠実な形状を如何に成形す

るかが課題となっているが、昨今は CAD 技術の進歩により自由曲面を多用したデザイン

が多くなり、形状凍結性がますます難しくなっている。しかしながら、一方で、自動車用

大型パネル部品の製作では、寸法公差±0.5mm が 10 年以上前から公然と業界の常識とし

て認められている。十年一昔ということわざもあるように、時代は大きく変革しているが、

金型製作の現場では熟練技術者の経験に頼らざるを得ないという現実がある。即ち、大型

のプレス部品については、停止時及び稼働時での金型測定、稼働時のプレス機変形測定、

過去の段取り状況の数値化など、十分なデジタル化が行われておらず、製品材料の物性の

把握や、それへの対応も不完全であるといえる。 

例えば、昨今はハイテン材の利用範囲が拡大しているが、物性データを十分把握できて

いないため、プレス成形で重要なスプリングバック量を予測することができず、金型試作

を 5～10回も行うという現実がある。このような現状を考えると、大型のプレス金型の製

作では、CAEによる成形性予測を行うため、製品材料の正確な物性データの採取が必要不

可欠であるといえる。 

プレス金型技術については、以上のような認識に基づき、「機微な技術」、「５年以内に

キャッチアップが予想される技術」、「すでにスタンダードになっている汎用技術」の抽出・

整理を行った。 

プレス金型技術に関しては、上述したような熟練技術者の経験による技術の多くが重要

基盤技術になっていることから、それらをデジタル化等の手段によって管理していくこと

が求められる。 

各区分に該当する技術は以下のとおりである。 

 

(1) 機微な技術 

a  重要基盤技術 

＜設計・開発技術＞ 

• 工程設計（ナレッジ工程設計を含む） 

• 非接触３次元測定技術 

⇒ 光などを利用して被測定物に物理的に接触せずに測定する機械であり、接触型では測
定できない複雑な形状のものも測定できる。測定精度の向上や測定時間の短縮などに

より、非接触３次元測定データの活用性が高まっており、昨今ではパネルや金型を測

定することによって、パネルや金型の完成度をデジタルで評価するようになっている。

また、測定データと CAD データを突き合わせることで、見込み量や手修正の部分を
数値化できるなど、その用途は幅広く、金型技術の高度化を図る上で不可欠な基盤技

術ととらえられる。 
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• 高精度シミュレーション（プレス機・型変形を含む） 

• 成形不具合対策設計（シミュレーション結果に対応した設計） 

• プレス・金型変形対策設計 

⇒ プレス機や金型の変形に対応し、これを速やかに是正する技術のこと。 

• 製造情報データベース 

⇒ 見込み量の定量化や造形データの類似部品適応を図る上で、パネル計測データ、金型
測定データ、測定データと CAD データの比較・検証データなど、成形解析に関する
データを蓄積することが重要である。 

 
＜材料関連技術＞ 

• 超塑性材料 

⇒ 融点の約 40％の高温域で一定のひずみ速度で変形させた時、数百％以上の伸びる特性
を有した製品材料。 

 
＜生産技術＞ 

• プレス変形・型変形精密測定技術 

• 高速・高精度の切削技術 

⇒ 現時点での最先端技術と比較し、より精度が高く、かつ、2 倍超の速度を有する切削
技術の開発が期待される。 

• 面うねりの感知技術・ぼかし仕上技術 

⇒ 面うねりとは、パネルや金型表面がミクロン単位の深さで波打っている現象のことを
指す。パネルを自動車ボデーに組み込んだ際、光の反射がなめらかでなくなり、外観

品質低下の一因となる。現状では熟練技術者の手による検知に頼っているが、デジタ

ルでの測定・修正技術の確立が期待されている。同様に、金型の表面にぼかしを入れ

る仕上技術も熟練技術者の手に頼らざるを得ない側面があり、技能のデジタル化が望

まれる。 

• 手作業による金型修正技術 

⇒ デジタル技術による金型の修正は、修正方法の検討、NCデータの作成、溶接、切削、
仕上げという手順を踏むため、相応の設備と時間を要する。即ち、設備や時間が不足

している場合には、熟練技術者の手作業による修正に頼らざるを得ない。あるいは、

機械では修正できない微妙な不具合も存在する。したがって、手作業による金型修正

技術は金型メーカーに不可欠なものであり、将来のデジタル化や機械設備の高精度化

に寄与すると考えられる。 

• 成形不具合対策技術（トライアウト結果に対応した修正技術） 

 

b  重要最先端技術 

＜設計・開発技術＞ 

• 超高速・高精度転写技術（曲面化など含む） 

⇒ 切削速度が 20m/分以上で、精度が 10μm以下となる転写技術の開発が期待される。 
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• 金型構造部設計の自動検図技術（不具合ゼロ） 

• 金型構造部自動設計技術（ソリッド設計） 

• スプリングバック完全予測技術 

• プレス・金型変形の予測技術 

• パネル・金型・プレスの総合シミュレーション技術 

• ナレッジ金型構造設計 

• NCデータ作成の自動化 

⇒ 現状では NC データの作成に相応の時間とコストを費やしており、製品形状データが
自動的に NC データに変換されるようになれば、飛躍的に生産性が向上すると見込ま
れている。 

 
＜材料関連技術＞ 

• ハイテン材に対応した金型設計・不具合対策技術 

• マグネシウム材に対応した金型設計・不具合対策技術 

• 型材料の表面硬化処理（ハイテン対応の廉価型材料） 

⇒ ハイテン材の成形では、局部的に大きな力がかかるため、現状では高合金工具鋼（SKD
材）を焼き入れするなど、硬度を高めた型材料が使用されている。しかし、型材料そ

のものの単価が高く、加工が容易ではない上、歩留まりも悪い。そのため、これを鋳

物に置き換え、加工後に表面硬化処理を行えるようになれば、ハイテン対応の廉価型

材料になると期待されている（現状の表面硬化技術では、鋳物を所定の硬度に一様に

硬化することはできない）。 
 
＜生産技術＞ 

• 高品質外観成形 

• 高剛性ボデー（レーザー溶接対応の高精度パネル：±0.1mm） 

⇒ 現状のスポット溶接は離散した箇所を締結しているだけであり、メタルパネル間の締
結としては、連続的に接合できる、アーク溶接、プラズマ溶接、摩擦攪拌溶接、レー

ザー溶接などに比べて劣り、結果として、メタルパネル接合の集合体であるボデー剛

性が劣ってしまう。連続接合箇所が増えるほど、パネルの板厚を上げないで高剛性ボ

デーが実現できる。中でも、高速連続溶接ができるレーザーを多用することが有望で

ある。ただし、レーザー接合はパネル間の隙間を 0.1mm程度に抑える必要があるため、
高剛性ボデーの開発にあたっては、レーザー溶接対応の高精度パネルを作り出すこと

が不可欠といえる。 

• 超高品質塑性加工を実現するための金型製作（ミリからミクロンへ） 

• 外板の磨きレス高速加工機 

⇒ ボデーサイドアウターは外板パネルの中で最も大きい部品であり、幅 1.5m×長さ 3.5m
程度の製品面を有している。そのため、超高速で細かく加工する必要がある。他方、

磨きレスを実現するためには、最大粗さで 5μ未満、平均粗さで 1μ程度の精度が必要
となる。つまり、外板磨きレス高速加工機とは、上記条件を満たすような、超大型・

超高速・超高精度の工作機械といえる。 
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• 自己診断・無人化 

⇒ 金型製作において、NC データ作成後の工程をすべて自動化し、測定・検査に至るま
でを無人化することによって、生産性の向上を図る。 

 

(2) ５年以内にキャッチアップが予想される技術 

＜設計・開発技術＞ 

• われ・しわ成形シミュレーション 

• CATシステム 
 
＜材料関連技術＞ 

• 590MPaまでのハイテン材対応技術 

⇒ 590MPa までのハイテン材はグローバルで購入することができるため、５年以内での
キャッチアップが予想される。他方、980MPa 以上のハイテン材は日本の鉄鋼メーカ
ーが世界をリードしており、「機微な技術」に含まれると考えられる。 

 
＜生産技術＞ 

• 非接触測定機の活用 

⇒ 現時点において試作レスの実現は難しく、測定・修正のプロセスが不可避である。即
ち、非接触測定機を的確に活用することによって生産性の向上を図ることが求められ

る。非接触測定機自体はすでに新興アジア諸国等でも利用されており、その活用技術

は５年以内にキャッチアップされると予想される。 

• サーボプレスの活用 

⇒ サーボプレスはすでに新興アジア諸国等でも使用されているが、相応の「使いこなし
技術」が必要となるため、「５年以内にキャッチアップが予想される技術」に区分した。 

• ホットプレスの活用 

⇒ ホットプレスは新興アジア諸国等でも使われるようになっているが、相応の「使いこ
なし技術」が必要となるため、「５年以内にキャッチアップが予想される技術」に区分

した。 

 

(3) すでにスタンダードになっている汎用技術 

＜設計・開発技術＞ 

• 一般的な型構造設計 

• ３次元 CAD/CAMシステムの活用 
 
＜材料関連技術＞ 

• 熱間圧延鋼板 

• ベークハード鋼板 

• テーラードブランク 
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＜生産技術＞ 

• ５軸高速加工機 

• カム加工機 

 

4.2.2 プラスチック金型 

大型のプラスチック部品（外観の意匠に関わる部品等）では、３次元 CAD 技術の進歩

により部品自体のデザインの高品位化・複雑化が急激に進み、これにものづくり技術が追

いついておらず、部品の寸法精度よりもデザインに忠実なものを製作できることが大前提

となっている。ハイラインなどの意匠面の向上、薄肉化を図る上で必要不可欠となる補強

リブの有無による意匠面への影響、ハイサイクル化での反り・ひけ・ねじれ問題のみなら

ず、ガス抜きや製品離型後の応力変形問題などがあり、依然として現場の熟練技術者の経

験に依存する部分が多く、試作レスの達成には未だ相応の時間を要するといえる。 

プラスチック金型技術については、以上のような認識を踏まえ、「機微な技術」、「５年

以内にキャッチアップが予想される技術」、「すでにスタンダードになっている汎用技術」

の抽出・整理を行った。各区分に該当する技術は以下のとおりである。 

 

(1) 機微な技術 

a  重要基盤技術 

＜設計・開発技術＞ 

• CAE解析とセンシングデータのマッチング 
 
＜材料関連技術＞ 

• 在着材の開発 

• 植物由来樹脂の開発・研究（難燃化等） 

⇒ 代表的な植物由来樹脂はポリ乳酸（PLA）である。トウモロコシやイモなどのでんぷ
んを原材料として生成される熱可塑性プラスチックであり、廃棄後は完全生分解され

る。地球温暖化対策の有力素材と目されており、重要基盤技術として難燃化等の研究・

開発の進捗が望まれる。その実用化は重要な最先端技術と位置付けられるが、現状で

はコストが高く、低廉化が最大の課題といえる。 

• 低そり用異形状断面ガラス繊維フィラー 

⇒ ガラス繊維強化プラスチックを用いた成形品で反りや変形が生ずる場合に、これらを
低減させるためにガラス繊維の断面形状を繭型や異形断面にしたガラス繊維を用いる

技術。諸外国では、このようなガラス繊維の生産技術が確立されていない。 
 

 107



＜生産技術＞ 

• 射出・押出成形現象の可視化現象 

⇒ 射出・押出成形装置を可視化し、樹脂の可塑化や型内の流動を実際に目で確認するこ
とによって、成形不良への対応や成形条件の最適化を容易にする技術。この技術の高

度化を図ることによって、プラスチック金型の高精度化や成形性の向上を図ることが

期待される。 

• 射出成形ガス排出技術の研究 

• 超高速成形の研究 

⇒ 射出速度毎秒 1,000mm超の高速射出成形機の開発、並びに、同成形機を活用した超薄
肉・高粘度樹脂成形の実現が期待される。 

• 超薄肉成形現象の研究 

⇒ 電子関連部品では、車載用を中心に超薄肉化による軽量化や材料コストの圧縮が期待
されている。目標となる数値は製品材料によって異なるが、ポリカーボネート材など

では 0.1mm未満の超薄肉成形の研究が進められている。 

• 超転写成形現象の研究 

⇒ ナノ単位での精度を求められる成形技術の研究が進められている。 

• 金型内樹脂挙動リアルタイムセンシング技術 

⇒ 金型の内部の溶融プラスチックの圧力、温度をリアルタイムで計測する技術。これら
の物性を正確に計測することで成形品の品質を高精度に制御できるようになる。 

• 特殊樹脂用バルブゲート技術 

⇒ ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリイミド（PI）、ポリ乳酸（PLA）などの特
殊樹脂に対応した開閉バルブを内蔵するホットランナーシステム。 

• 金型温度制御技術 

⇒ スーパーエンジニアリングプラスチックなどの新しいプラスチックの品質、外観、寸
法精度などは金型の表面温度に大きく左右される。したがって、新しいプラスチック

を使いこなすためには、金型の表面温度を的確かつ高レスポンスで制御できる必要が

あり、重要な基盤技術であるととらえられる。 

• 表面加飾技術 

⇒ 自動車のインパネなどの内装部品の美観を向上させるために木目調や革張り調の外観
に仕上げるためにインサート成形や表面転写成形を金型内で行う加飾技術。自動車の

居住性やインテリア品質を高められるため、応分のニーズがあり、プラスチック金型

の価値向上に資する重要な基盤技術であるととらえられる。 

• インプロセス計測法の開発 

⇒ 射出成形中の成形品について、その状態（金型内の成形状況）を計測する技術。また、
その技術を活用することによって、反りや変形を制御する技術の研究も進められてい

る。 

• 高速作業用ロボット 
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b  重要最先端技術 

＜設計・開発技術＞ 

• 自動型設計 
 
＜材料関連技術＞ 

• 在着材の実用化 

• 植物由来樹脂の実用化 

• 超流動性樹脂の実用化 

⇒ 現時点で超流動性樹脂は存在しない。現時点で存在する一般的な樹脂の流動性を 5～
10割程度高めた樹脂が想定されており、実用化が図られれば、ホットランナーが不要
になるため、地球温暖化対策に寄与すると期待されている。 

• 超軽量化樹脂 

⇒ 現時点で超軽量化樹脂は存在しない。現時点で存在する一般的な樹脂と比較し、5 割
以上軽くなることが想定されている。 

 
＜生産技術＞ 

• 異材質発泡成形 

⇒ 異なる材質の樹脂を同時に発泡成形する工法。 

• 超ハイサイクル成形 

⇒ 成形のサイクルを飛躍的に高める工法であり、コストダウン、省エネルギー、環境保
全のための基本技術となることが期待されている。具体的には、「モーターの力を活用

した溶融の加速技術」、「金型冷却のための冷却水路設計へのコンピュータの活用」、「冷

却時間を半分以下に縮められる取り出しシステム」などが研究されている。 

• 高速複合化成形 

⇒ 金型内での複合化と高速射出成形を組み合わせることによって、１工程で高付加価値
の成形品を得る工法が基本といえるが、２セットの超高速での流動性を持つ成形加工

機を同時に使う複合化の研究も行われている。 

• 高品質外観成形 

• 超薄肉・精密成形 

⇒ 0.1mm程度の成形品をナノ単位の製品形状精度で成形する技術の実用化が期待されて
いる。 

• ５軸・EDM複合工作機械 

⇒ 現時点で５軸・EDM 複合工作機械は存在しない。５軸 NC 加工と放電加工（EDM）
を複合的に駆使することのできる工作機械の開発が期待されている。 

 

(2) ５年以内にキャッチアップが予想される技術 

＜設計・開発技術＞ 

• 射出成形 CAE解析技術 
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• 半自動型設計 
 
＜材料関連技術＞ 

• エンジニアリングプラスチック材 

• エラストマー材 

• 大型透明ポリカーボネート36 

• メタロセン触媒ポリプロピレン37 

• 長繊維フィラー38 
 
＜生産技術＞ 

• 超臨界微細発泡成形39 

• ファミリー成形40 

• 微細成形（ナノ単位）41 

• 型内組立複合型 

• 一般樹脂用バルブゲート技術42 

• 二材質成形 

• 水アシスト成形43 

 

(3) すでにスタンダードになっている汎用技術 

＜設計・開発技術＞ 

• 一般標準部品の３次元 CAD設計 
 
＜材料関連技術＞ 

• AS材、ABS材、ASG材、PPF材等 

• 汎用樹脂用コールドランナー44 

• ポリマーアロイ用コールドランナー45 
 
＜生産技術＞ 

• スタンダード２枚金型 

• スリープレート金型46 

• ホットランナー成形 

• ２色成形 

• インサート成形 

• ガスアシスト成形 
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表 8 金型技術区分リスト：プレス金型 

重要基盤技術 重要最先端技術

設計・開発技術
工程設計（ナレッジ工程設計を含
む）

超高速・高精度転写技術
（曲面化など含む）

われ・しわ成形シ
ミュレーション

一般的な型構造設計

非接触3次元測定技術
金型構造部設計の自動検図技術
（不具合ゼロ）

CATシステム
３次元CAD/CAMシステ
ムの活用

高精度シミュレーション
（プレス機・型変形を含む）

金型構造部自動設計技術
（ソリッド設計）

成形不具合対策設計
（シミュレーション結果に対応し
た設計）

スプリングバック完全予測技術

プレス・金型変形対策設計 プレス・金型変形の予測技術

製造情報データベース
パネル・金型・プレスの総合シ
ミュレーション技術

ナレッジ金型構造設計

NCデータ作成の自動化

材料関連技術 超塑性材料
ハイテン材に対応した金型設計・
不具合対策技術

590MPaまでのハイテ
ン材対応技術

熱間圧延鋼板

マグネシウム材に対応した金型設
計・不具合対策技術

ベークハード鋼板

型材料の表面硬化処理
（ハイテン対応の廉価型材料）

テーラードブランク

生産技術 プレス変形・型変形精密測定技術 高品質外観成形 非接触測定機の活用 ５軸高速加工機

高速・高精度の切削技術
高剛性ボデー
（レーザー溶接対応の高精度パネ
ル：±0.1mm）

サーボプレスの活用 カム加工機

面うねりの感知技術・ぼかし仕上
技術

超高品質塑性加工を実現するため
の金型製作
（ミリからミクロンへ）

ホットプレスの活用

手作業による金型修正技術 外板の磨きレス高速加工機

成形不具合対策技術
（トライアウト結果に対応した修
正技術）

自己診断・無人化

すでにスタンダードに
なっている汎用技術

技術分野

機微な技術 ５年以内に
キャッチアップが
予想される技術

※「金型技術ロードマップ」に記載のある技術の中で、上表に記載がないものは、「すでにスタンダードになっている汎用技術」と見なす。  
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表 9 金型技術区分リスト：プラスチック金型 

重要基盤技術 重要最先端技術

設計・開発技術
CAE解析とセンシングデータの
マッチング

自動型設計 射出成形CAE解析技術
一般標準部品の３次
元CAD設計

半自動型設計

材料関連技術 在着材の開発 在着材の実用化
エンジニアリングプ
ラスチック材

AS材、ABS材、ASG
材、PPF材等

植物由来樹脂の開発・研究（難燃
化等）

植物由来樹脂の実用化 エラストマー材
汎用樹脂用コールド
ランナー

低そり用異形状断面ガラス繊維
フィラー

超流動性樹脂の実用化
大型透明ポリカーボ
ネート

ポリマーアロイ用
コールドランナー

超軽量化樹脂
メタロセン触媒ポリ
プロピレン

長繊維フィラー

生産技術 射出・押出成形現象の可視化現象 異材質発泡成形 超臨界微細発泡成形
スタンダード２枚金
型

射出成形ガス排出技術の研究 超ハイサイクル成形 ファミリー成形 スリープレート金型

超高速成形の研究 高速複合化成形
微細成形（ナノ単
位）

ホットランナー成形

超薄肉成形現象の研究 高品質外観成形 型内組立複合型 ２色成形

超転写成形現象の研究 超薄肉・精密成形
一般樹脂用バルブ
ゲート技術

インサート成形

金型内樹脂挙動リアルタイムセン
シング技術

５軸・EDM複合工作機械 二材質成形 ガスアシスト成形

特殊樹脂用バルブゲート技術 水アシスト成形

金型温度制御技術

表面加飾技術

インプロセス計測法の開発

高速作業用ロボット

※「金型技術ロードマップ」に記載のある技術の中で、上表に記載がないものは、「すでにスタンダードになっている汎用技術」と見なす。

技術分野

機微な技術 ５年以内に
キャッチアップが
予想される技術

すでにスタンダードに
なっている汎用技術
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【参考資料】 
・ 田部博輔「金型技術者のための型材入門」日刊工業新聞社（2006年） 

・ 社団法人プラスチック成形加工学会編「プラスチック成形材料」工業調査会（2006年） 

・ 中小企業庁「我が国重要産業の競争力強化に向けたプラスチック成形加工技術の高度化の

方向性等に係る基礎調査」（2006年） 

・ 財団法人素形材センター「ものづくりの原点 素形材技術」日刊工業新聞社（2005年） 

・ 社団法人日本金属プレス工業協会「プレス加工用材料と金型用材料」日刊工業新聞社（2003年） 

・ 福島有一「プラスチック射出成形金型設計」日刊工業新聞社（2002年） 

 

 
                                                        
1 直彫り加工 
 工作機械に切削工具を取り付けて金型を加工すること。 

2 磨きレス加工 
 切削工具の軌跡を密にすることにより削り残し量をほとんどゼロにして磨き工程を不要と

すること。 

3 マイラー線図 
 フィルムに製品形状線が３面図で書かれた実尺の図面。 

4 工程設計（D/L設計） 
 各プレス金型におけるプレス加工の内容等を検討するプロセス。D/L（Die Layout）や加工要
領図などとも呼ばれる。 

5 倣いモデル（K/M造形） 
 倣い加工を行うためのモデル。ケラーモデル（K/M）と呼ばれることもある。 

6 型構造設計 
 個々の金型の構造を設計するプロセス。 

7 ３次元ワイヤーフレーム 
 ３次元空間中の曲線群によって曲面や立体を表す方法。 

8 型彫り機 
 マスターモデルから倣いモデルを作成し、それをスタイラス（倣い棒）でなぞる機構と、金

型を切削する工作機械が一体になった切削用機械。倣い機構と切削機構は機械的（アナログ的）

に接続されていた。 

9 AS材 
 アクリロニトリル（AN）とスチレン（ST）のコポリマー（共重合化合物）であり、成形加
工性は高いが耐熱性は低い。 

10 PP内装トリム 
 ポリプロピレン製の内装トリム。 

11 ABS材 
 アクリルニトル（AN）、ブタジエン（BD）、スチレン（ST）を主成分とする熱可塑性樹脂で
あるが、AS材のマトリクス中にポリブタジエン粒子が分散した２相構造をとっており、優れた
機械的強度、成形品外観、着色性、製品加工性を有する。 
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12 ASG材 
 ガラス繊維によって強化されたAS材であり、断熱性や難燃性が高い。 

13 PPF材 
 ポリプロピレンにフィラーを添加したものであり、通常のポリプロピレンよりも耐衝撃性や

剛性などに優れる。自動車では、バンパ、インパネ、ドアトリム、ピラーなど、幅広く利用さ

れている。 

14 エンジニアリングプラスチック材 
 耐熱温度 100℃以上で、かつ、一定の機械強度を有する樹脂のことを指す。 

15 ポリカーボネート材 
 汎用エンジニアリングプラスチックを代表する樹脂であり、透明性、耐衝撃性、耐熱性、自

己消火性などに優れる。 

16 ホットランナー成形 
 ランナー・ゲート部を常に溶融状態に保ち、成形品だけを連続的に取り出す成形工法。 

17 スタックモールド成形 
 1つの金型内にキャビティとコアを各 2面持つことによって、1サイクルあたりの生産量を 2
倍にする成形工法。 

18 モデルレスシステム 
 CADデータを使ってオス（凸側）とメス（凹側）の双方の干渉計算を行い、それをもとにNC
データを作成し、NC加工を行う方式。従来の倣い加工方式に置き換わることでリードタイムの
短縮化を実現した。 

19 ハイテン材 
 High Tensile Strength Steelの略称。高張力鋼と訳すことが多い。ハイテン材は強度が高いため、
結果的に自動車全体の軽量化を図ることができる。そのため、利用範囲が拡大しているが、か

じり、摩耗、変形が起きやすく、扱いが難しい素材でもある。 

20 ベークハード鋼板 
 塗装焼付温度にて一定時間保持（通常 170℃で 20分間）することにより硬化する特性を有す
る鋼板。自動車のボデーパネル用板材の成形においては、成形時には低耐力で、塗装後には高

強度であることが望まれる。 

21 オスメススキャンシステム 
 マスターモデルから倣い用のオス（凸側）モデルとメス（凹側）モデルを作成し、倣い機械

で別々に倣い、モデル形状をNCデータに変換し、NC加工を行う方式。過渡期の技術であり、
1990年代初頭にはほとんど使われなくなった。 

22 オスメス反転システム 
 マスターモデルから倣い用のオス（凸側）モデルまたはメス（凹側）モデルのどちらかを作

成し、倣い機械で倣い、モデル形状をNCデータに変換した上で、反対側（オス側またはメス側）
の形状データをコンピュータで作成し、NC加工を行う方式。オスメススキャンシステムと同様、
過渡期の技術であり、1990年代後半には大半がモデルレスシステムに移行した。 

23 エストラマー材 
 射出成形可能なゴム状の特性を有する合成樹脂であり、成形品の周囲にバリを発生させずに

比較的早いサイクルタイムで成形加工を行うことができる。省エネルギー性やリサイクル性に

も優れており、自動車でも幅広く使用されている。 
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24 JNCAP 
 Japanese New Car Assessment Programの略称。新しい自動車を対象に５つのテスト（フルラッ
プ前面衝突テスト、オフセット前面衝突テスト、側面衝突テスト、ブレーキ性能テスト、歩行

者頭部保護性能テスト）を行い、乗員や歩行者の安全がどの程度守られるかを調査する。国土

交通省と独立行政法人自動車事故対策機構により実施されており、その結果は毎年「自動車ア

セスメント」という名称で公表されている。 

25 CAFÉ 
 Corporate Average Fuel Economyの略称。自動車メーカー各社の平均燃費基準（各社が販売し
た乗用車の燃費を販売台数で加重平均した値）を定めた米国の環境規制。 

26 フレームハード鋼 
 火炎焼入により簡単に表面硬化が得られる型材料。一般的な型材料では、加工後に熱処理を

行う必要があるが、フレームハード鋼ではこの工程を簡略化できる。ダイス鋼よりも強度は低

いが、リードタイム短縮とコスト低減のため、抜き型、絞り型、曲げ型などの金型製作に広く

使用されている。 

27 FCD改良材 
 球状黒鉛鋳鉄（FCD）に合金元素の添加等を行うことにより、耐力や靭性等を高めた型材料。 

28 テーラードブランク 
 板厚や強度の異なる材料を溶接した、プレス部品成形の素材。部位ごとに最適な板厚と強度

を選択できるため軽量化と部品強度の両立に優れている。 

29 高潤滑無機被膜（GA軟鋼板） 
 合金化溶融亜鉛めっき鋼板（GA材）の表面にマンガンタンリン系無機被膜を形成することに
よって潤滑性を 2倍に高めた鋼材。表面滑り性が高く、難成形部品を中心に幅広い用途を有す
る。 

30 CATシステム 
 Computer Aided Testing Systemの略称。試験や検査にコンピュータ制御の３次元測定機（CMM）
とコンピュータシステムを使用すること。プレスされたパネル、金型、パネルの検査治具（C/F）
などを測定する。CATを使用しない場合には、検査治具や各種測定具を利用した手作業での測
定となる。 

31 カム加工機 
 カム部品の一次加工面（水平、垂直及び傾斜面）を面直で加工する機械。主軸が回転するタ

イプと、テーブルが回転するタイプの 2種類がある。 

32 在着材 
 樹脂にアルミ粉を入れることによって、メタリック塗装をせずとも、塗装後であるかのよう

な成形表面を得られる樹脂素材。現状では、ウエルドが顕著に現れるため、一部の内外装部品

への適用に留まっているが、環境問題への対応から塗装レスを実現できる在着材の高品質化に

期待が集まっている。 

33 ナノコンポジットポリ乳酸 
 グリーンプラであるポリ乳酸をナノコンポジット化した樹脂素材であり、射出成形を行える

だけの耐熱性、剛性、成形加工性を有する。 

34 ガスアシスト成形 
 金型内に射出注入された溶融プラスチックの中に空気や窒素ガスを注入して重量軽減や冷

却時間短縮を狙った成形工法。 
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35 インサート成形 
 金型内にインサート品を充填した上で、樹脂を注入し、インサート品を溶融樹脂で包んで固

化させ、一体化した複合部品を作る成形工法。 

36 大型透明ポリカーボネート 
 大型化・透明化に耐え得るポリカーボネート材のこと。サンルーフやフロントガラスなどの

透明ガラス部品をプラスチック化することで車体重量を軽減することができる。 

37 メタロセン触媒ポリプロピレン 
 従来使用されていたチグラー・ナッタ触媒に変わる新しい触媒（メタロセン触媒）により生

産されるポリプロピレン。安定した素材品質で強度や耐候性に優れる。 

38 長繊維フィラー 
 大型成形品の強度向上のために使用されるガラス繊維や植物繊維の中で長い繊維長を持つ

フィラー（充填剤）。 

39 超臨界微細発泡成形 
 超臨界流体を用いた微細発泡成形技術で、樹脂内に超臨界の窒素または二酸化炭素を溶解さ

せ、射出成形することによって製品中に微細な発泡セルを形成させる工法。発泡による製品の

軽量化が可能である上、寸法精度が高い、反り・ひけがないなどの特性を有する。マイクロセ

ルラー射出成形とも呼ばれる。 

40 ファミリー成形 
 異なる形状の成形品を一度の成形で複数取り出す工法。異形状多数個取り金型が必要となる。 

41 微細成形（ナノ単位） 
 ナノ単位の精度を有する成形工法。 

42 一般樹脂用バルブゲート技術 
 一般樹脂に対応した開閉バルブを内蔵するホットランナーシステム。 

43 水アシスト成形 
 射出ノズルに水を射出するノズルを内蔵させ、金型内に射出注入された溶融プラスチックの

内部に水を注入し、冷却効率を向上させる成形工法。 

44 汎用樹脂用コールドランナー 
 一般の射出成形で使用されるコールドランナー。樹脂注入口（スプルー）と流路（ランナー）

が金型に付される構造であり、スクラップが発生する。 

45 ポリマーアロイ用コールドランナー 
 ポリマーアロイ（2種類以上の異なるプラスチックを混合させたもの）に使用するコールド
ランナー。 

46 スリープレート金型 
 キャビティとコアの他に 3枚のスプルー板が挿入されることで成り立つ金型。２段スプルー
金型とも呼ばれる。 
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5. 金属熱処理 

5.1 我が国における自動車産業と金属熱処理技術の動向 

5.1.1 自動車生産の本格化と金属熱処理技術の近代化（1940年代～1960年代） 

我が国における自動車産業が本格的に立ち上がったのは、1955年に出された国民車構想

に基づき量産化が動き出した時からである。朝鮮戦争（1950～53年）の特需で経済界、も

のづくり業界は活気付き、そして欧米メーカーとの技術提携及びアメリカのデミング博士

の提唱した品質管理手法の普及により、欧米に追いつくべき競争に目覚め大きく進歩した。

このような時期に自動車の量産が開始され、国民車は次第に手の届くものになっていった。 

それまで手作業に依存していた熱処理作業は、こうした我が国の自動車産業の立ち上げ

に伴い、自動化をはじめとする技術の近代化が図られ、後の高度化成長における大量生産

で安く作るための基盤がこの時期に確立された。 

 

(1) 熱処理技術 

a  一般熱処理 

一般熱処理としての、焼入れ、焼なまし、焼ならしなどは主として大気加熱で行われ、

表面スケール、脱炭防止としてダライ粉中で加熱するなど工夫されていた。加熱源は重油

バーナが主で、ほかにはガス、電気が加熱源であった。 

 

b  浸炭 

表面硬化法として古くから行われていた技術は固形浸炭1であった。簡単な設備で手軽に

処理でき、大物品も処理できた。しかし硬化層のバラツキ、炭素濃度管理、作業環境等に

問題があり、戦後実用化が始まった塩浴処理2に徐々に置き換わっていった。この塩浴処理

は手軽で、バラツキも少なく、光輝処理ができ、量産化を容易にした。しかし用いる塩浴

剤は青化ソーダを主体としたため、環境問題が大きくクローズアップされてきた。 

1957～1958 年に米国から技術導入が相次いだガス浸炭3は、自動車メーカーを中心に図

られた。吸熱型変成式ガスを用いたこのガス浸炭は、品質、コスト、生産性、作業性から

非常に安定した再現性のあるプロセスを実現し、現在でも主流の処理法となっている。 
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図 21 連続ガス浸炭炉 

 

c  窒化 

ガス窒化処理はドイツで 1928 年に開発され、程なく日本に導入された。この処理はア

ンモニアガス中、400～500℃で 50～100時間処理をすると、分解生成した発生期の窒素（N）

が鋼中の合金元素、Al, Cr, Moと結合して窒化物を作り、表面、内部を硬くするプロセス

である。現在も大物部品を中心に用いられている。 

液体窒化4は処理時間の短縮、簡便な代替プロセスとして戦後開発されたが、普及には至

らなかった。 

ドイツで開発された液体軟窒化法5は鋼であれば材料を問わず、短時間処理で表面硬さを

上昇させ、簡便で、安定した生産性を可能にする技術であり、1958年頃日本に導入され広

く用いられた。しかしこの方法も青化カリを主成分とするため環境対策に費用がかかり、

その後のガス軟窒化6へと移る。 

 

(2) 材料関連技術 

熱処理品質の向上に大きく貢献した H 鋼の採用が大きなトピックスとして挙げられる。

1956年に鋼の焼入性試験方法（一端焼入方法）が JISに規定されると、焼入硬度の安定化

に大きく貢献した。 

一方鋳鉄においては、オーステンパー熱処理7をしたダクタイル鋳鉄（ADI）が、鋼に近

い機械的性質が得られることに加え、熱処理が比較的容易なことから建設機械部品、自動

車部品を中心に採用が進み、調質鋼や低合金鋼と対峙できる高強度をもつ鋳鉄として脚光

を浴びた。 

 

5.1.2 高度経済成長と高品質化への対応（1970年代～80年代） 

自動車の国内生産は 1970 年に 500 万台、1980 年に 1,000 万台となり、急激な成長振り
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を示した。しかしその反面、高度経済成長に伴う公害問題の深刻化とオイルショック等に

翻弄されつつも高速道路網の発達等により、低燃費と安全性の向上に向けた技術開発が自

動車メーカー各社の大きな課題となった。 

 

(1) 熱処理技術 

自動車の生産増に伴い、熱処理の生産性の効率化、品質の安定性、コストダウンの要求

が厳しくなってきたことを背景に、ガス雰囲気処理8が浸炭、軟窒化で加速された。併せて

雰囲気の自動管理、設備の操作の自動化の要望が強く出されてきた。さらに機械加工用切

削工具、プレス金型、ダイカスト金型の長寿命化の要求も出て、新しい表面改質処理技術

が開発されてきた。 

 

a  浸炭 

米国から導入された吸熱型変成式ガス浸炭9方式は大量生産向きで、中小生産向きとして

滴注式ガス浸炭法10が開発された。この設備は使いやすく、コストも安いことから塩浴浸

炭炉からの切り替えが盛んに行われ、品質の安定性が向上した。その後の浸炭技術として

は、オイルショック後に省資源、省エネとして窒素ベース、高温浸炭法11が開発された。 

次世代の浸炭技術として減圧下で炭化水素ガスと直接浸炭反応させる真空浸炭が開発さ

れた。特殊な仕様部品に用いられたが、スーテイング12等の問題で普及には至らなかった。 

 

b  窒化 

液体軟窒化の公害対策として、1970 年にアンモニアと浸炭性ガス（CO ガス）あるいは

尿素を用いたガス軟窒化法が開発された。無公害と設備の自動化で生産性、品質の安定性

で広く普及し現在に至っている。1980年に窒素ガスを減圧下でグロー放電させ、イオン化

した窒素で窒化させるプラズマ窒化法が開発された。作業環境が大きく改善され、金型を

中心に用いられ現在に至っている。 

 

c  コーティング 

切削工具、金型の長寿命化を目的として、1970年代にCVD（化学的蒸着法）13、1980年

代にPVD（物理的蒸着法）14が開発され、以降種々の改良がなされ、現在に至っている。 

 

d  その他 

高周波熱処理は、比較的自動化しやすい電気制御で、部品の強度を必要とする部位のみ

強化できる技術として関心がもたれてきた。シングルショット（一発焼入れ）技術が高周

波熱処理として確立されてきた。 

一方ショットピーニング技術15は古くから知られてはいたが、目的が違うショットブラ
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ストと同じインペラータイプの設備が使われていたため、長い間混同されていた。浸炭部

品にショットピーニングを施すと、著しく疲れ強さが改善されることが発表されると、自

動車部品の高強度化ニーズに応えるべく、広く実用化されるようになった。 

 

 

図 22 歯車のショットピーニング加工 

 

(2) 設備技術 

自動車の生産増に伴い熱処理部品の数は膨大なものになり、それに伴い品質の向上、生

産性、自動化が熱処理設備に求められてきた。以前はガス浸炭雰囲気測定が手動式で、そ

の結果を設備にフィードバックしていたが、赤外線分析法あるいは酸素センサー分析法の

確立で自動分析、制御が可能になった。更に設備の操作にもパソコンを内蔵させ、1970年

代中には自動プログラム制御が可能となった。 

また、浸炭雰囲気16に用いられるガスはCO、H2が主成分で極めて危険であるため、被処

理品を加熱炉に装入する際、空気が入らないようにフレームカーテンが用いられる。この

省エネ対策として、真空ポンプを内蔵させたフレームレス浸炭炉が開発され、徐々に主流

になりつつある。 

 

(3) 材料関連技術 

製鋼技術面で特筆すべき技術進展は、1970年以降の連続鋳造化である。成分の均一性向

上や析出物制御により、多くの技術発展があった。これにより、非調質鋼も 1885年頃から

バナジウム炭窒化物を析出させ、フェライトを強化するフェライト・パーライト型非調質

鋼の採用が拡大し、清浄度の改善、合金元素を適正設計した多くの高強度材が採用された。

反面非切削性は低下した。これに応えるべく、鉛添加快削鋼が多く採用された。 
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(4) 技能・技術のデジタル化 

設備の自動操作化には 1970 年頃からシーケンス制御が用いられはじめた。1980 年代に

は雰囲気制御にコンピュータプログラムが用いられ始めた。 

 

(5) 環境への配慮 

この期間は公害性の高い塩浴処理から積極的にガス雰囲気処理に切り替えられた時期

である。さらにオイルショック等から省資源、省エネも強く打ち出された。しかしまだ熱

処理現場は３Kから抜け出てはいない。 

 

5.1.3 ニーズの多様化・高度化とグローバル化への対応（90年代～現在） 

1990年代に入ると自動車メーカーの経営はグローバルなものとなり、外国メーカーとの

事業提携が進展し、海外での現地生産は急増した。またグローバルな競争が激しさを増す

中、リードタイムの短縮、部品調達コストの削減が一層厳しく求められるようになった。

さらに環境への対応も重要度を増し、車体の軽量化、部品の小型化・一体化が以前にまし

て重要な課題となっている。 

こうした中、金属熱処理技術においては、従来からの自動化、省人化、作業環境の改善

等への取り組みが更に進展している。 

 

(1) 熱処理技術 

自動車の燃費向上、車体の軽量化、部品の小型化、部品への負荷面圧増加等の要求に対

して熱処理技術の開発が活発に行われている。併せて熱処理設備の全自動省人化システム

がデジタル技術を駆使して発展している。 

 

a  浸炭 

一部の部品にしか適用できなかった真空浸炭について再度見直しが行われてきた。部品

の小型化に伴い、負荷面圧の上昇対策の一つに高濃度浸炭17が用いられていたが、従来の

ガス浸炭に比べ真空浸炭では容易にできること、またチタン、ステンレスなどの難硬材へ

も浸炭が容易であることから、その適用が増えつつある。しかし雰囲気制御18が充分でな

いことから品質の安定性はガス浸炭にはまだ届かない。今後の課題である。 

1990 年代にはプラズマ浸炭19、直接浸炭20が開発され、2000 年に入るとガス浸炭のもと

となるCO濃度を高めた雰囲気開発が活発化し浸炭速度、品質の安定性を求めている。 

また省エネ、環境対策、歪抑制対策から高圧ガス冷却の実用化に向けてのテストが進め

られている。しかし我が国では高圧容器の厳しい規制があり、一般化まではまだ時間が掛
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かるだろう。 

 

b  窒化 

1990 年代には外熱式プラズマ窒化法21、2000 年代にはスクリーンプラズマ窒化法22が開

発され、いずれもイオン衝撃での昇温の改善、品質の安定性を図っている。 

また、酸化皮膜＋軟窒化、窒化＋コーティング等の複合処理が行われミクロン単位の表

面特性の改善が進められている。 

 

c  高周波 

1990 年代に入ると高周波熱処理として、輪郭焼入れ、薄溝焼入れが実用化され、2000

年代には無酸化焼入装置23が開発され実用化が図られている。 

 

d  コーティング 

1990年代には従来のCVD、PVDの中間に位置するP-CVD24が開発された。これ以降現在

まで種々の薄膜が開発されている。その適用も切削工具から冷間金型、ダイカスト金型、

プラ金型、押出し金型をはじめ自動車部品にまで用いられてきた。さらにDLC膜25の実用

化が 2000年に入って加速化され、その複合膜によってはマグネシウムダイカストでは無離

型剤化が進められている。 

自動車のピストンリングの材質、表面処理は約 10 年スパンで変わっているといわれて

おり、現在は PVDによる CrNが主流であるが、今後は DLCへ移行しつつある。 

 

(2) 設備技術 

熱処理現場の３K改善、省人化、安全対策等から設備の自動化は進められてきたが、1990

年代に入りガス浸炭炉にフレームレスタイプが加わったことから急速に全自動化が進めら

れた。併せてコンピュータの小型化に伴いデジタル化が進み、冶具セットされた処理待ち

ストックヤード→熱処理→処理完成ストックヤード、の一連の動きを全自動で行うシステ

ムが完成し実用化されている。しかし現時点では焼入れ、浸炭、軟窒化の処理現場では大

量の焼入油を使用するので無人化はできない。高圧ガス冷却システムが実用化されれば熱

処理工場の無人化も夢ではない。 

 

(3) 材料関連技術 

車体へのハイテン材の採用による軽量化が大きく進んだ。鉄鋼材料の高強度化は材料そ

のものの単価は上昇しても、使用量の削減効果があるため、全体的にはコスト削減できる

ことが多く、急速に利用が増えている。 
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国内の自動車鋼板の内、1999年には 20％だったハイテン材の比率が、2005年には約 50％

に達しており、強度レベルも引張強度で 980MPaクラスの実用化が始まっている。 

また、車体へのアルミ材も高級車を中心に進んできた。 

鉛快削鋼が広く採用されていたが、鉛は環境負荷物質であるため硫化物系介在物を微細

分散させた鉛フリー快削鋼の開発・採用が進んだ。 

高温浸炭処理の問題の一つに結晶粒の粗大化がある。これを解決すべく、Nb添加鋼が採

用され、さらには Ti添加鋼の開発が進められている。 

 

TIID

REINF-CTR PLR 
熱間プレス 

REINF SILL OTR 
級780MPa  

REINF SILL OTR 
級980MPa  

 

図 23 日産 TIIDAにおけるハイテン材の使用部位（提供：日産自動車㈱） 

  

 

REINF-ROOF SIDE 
RAIL, OTR 
780MPa 級 
アルミトランクリッド（▲40％）
 

 

図 24 日産 FUGAにおける車体のアルミ化と軽量効果（提供：日産自動車㈱） 

アルミドア（▲40％）

アルミフード（▲40％） 
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(4) 術 

て、金型焼入れの際の肉厚による昇温速度の違い、冷却の差をもとに、

歪

作を行わず、シミュレーションによるバーチャル化によ

っ

 設計開発技

1990 年代に入っ

を予測するシミュレーション技術の開発が始まった。また浸炭処理においても材質、形

状、炭素濃度、温度をインプットすると浸炭深さ、有効硬化層、表面硬さ等が示されるシ

ミュレーションが開発された。今後更に歪抑制を目的としたシミュレーション技術は高度

化していくことが予測される。 

また自動車部品の開発段階で試

て設計（主に強度）や生産上（主に熱処理変形）の問題点を予測し、開発期間の大幅な

短縮とコスト低減を目指した取り組みが加速している。 

 

-304 

165 100

-230
 

図 25 残留応力分布のシミュレーション事例（単位: MPa）（提供：日産自動車㈱） 

 

(5) のデジタル化 

化システム、処理実績のデジタル化、検査の自動化、品質管

理

(6) 慮 

浄剤として多くの有機溶剤を現在も使用している。その代替として、水

系

続いて ISO14000の取得が川下ユーザーからの要望もあり活発に行われ、環境

に

 技能・技術

デジタル化により、全自動

のデジタル化等が進んでいる。その反面、技術の継承がなかなか進まない。熱処理技術

にはまだまだ完全にデジタル化して技術継承することができないノウハウが多い。塩浴熱

処理からガス浸炭処理、高周波処理等々にはまだ職人的な技がある。これらを今後どう後

進に伝えていくか現在試行中である。 

 

 環境への配

熱処理業界は洗

、炭化水素系の真空洗浄装置が 1980年代から開発が進められており、その切り替えが進

んでいる。 

ISO9000に

対する意識が一段と高まってきている。廃ガスの少ない雰囲気炉、熱効率の高いリジェ

ネバーナー、洗浄工程を省く高圧ガス冷却等々、今後進めるべき課題はまだたくさんある。 
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表 10 自動車産業の動向 

1980

1970交通事故死者数16765人：交通安全対策基本法

1973第一次ｵｲﾙｼｮｯｸ

1955国民車構想 光化学ｽﾓｯｸﾞ 1979第2次ｵｲﾙｼｮｯｸ

政治・経済動向

　高度経済成長 米国貿易摩擦

　　　　　　1963栗東IC～尼崎IC名神高速開通

1968東京IC～厚木IC開通

1968大気汚染防止法

1970米国ﾏｽｷｰ法

法規制

３元触媒

自動車量産化 1975ﾚｼﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ完全無鉛化

　1972ﾎﾝﾀﾞｼﾋﾞｯｸCVCCﾘｰﾝﾊﾞｰﾝENG

自動車技術動向

1978ホンダ北米進出

1980日産北米進出

1984ﾄﾖﾀ北米進出

高速化 ABS

ターボエンジン エアバック

1961国内生産81万台 1970国内生産500万台 1980国内生産1000万台

1940 1950 1960 1970
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１９９５　３次元CAD 　

マーケット成熟化   

1985ﾌﾟﾗｻﾞ合意 急速に世界規模での事業提携、合併進展

　急激な円高 1998ﾀﾞｲﾑﾗｰ・ｸﾗｲｽﾗｰ合併 　グローバル化の加速

1999ﾙﾉｰ・日産資本提携

石油供給安定化

1999横浜ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ

バブル経済崩壊

排気ｶﾞｽ規制強化 環境を配慮した車つくり（人と車と自然の共生）

　1992EuroⅠ 1997京都議定書COP3 ガソリンENG効率の究極化

1996EuroⅡ FFV

2000EuroⅢ ハイブリッド

1994米加州LEV 2005EuroⅣ 燃料電池車

2004米加州SULEV 電気自動車

1992衝突安全基準

2000循環型社会形成推進基本法

2005自動車ﾘｻｲｸﾙ法

1987金属ﾍﾞﾙﾄCVT 1999日産ﾄﾛｲﾀﾞﾙCVT

　　　開発期間短縮 　IT活用更なる開発期間短縮競争

１９９７トヨタプリウスHEV

１９９９ホンダインサイトHEV

２０００日産ティｰﾉHEV

（1990年、史上最高） 2005　海外生産＞国内生産

国内生産1349万台 バイオエタノール燃料ENG

（1985年、史上最高） 2002ﾄﾖﾀＦＣHＶ

輸出673万台 ﾄﾖﾀGOA 2002ﾎﾝﾀﾞFCX

日産ZONE-BODY 2003日産X-TRAIL　FCV

ﾎﾝﾀﾞG-CON ASV・ITS 安全

FFV：Flexible Fuel Vehicle

ASV：Adavanced　Safty　Vehicle

ITS：Intelligent Transportation Systems

　　　人、道路、車両を情報でつなぐ高度道路交通システム

1990 2010～2000

        凡例

環境

安全

開発期間短縮

グローバル化
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表 11 金属熱処理技術ロードマップ 

技術分類 小分類 1940 1950 1960 1970

熱処理技術 一般熱処理 大気加熱

中性加熱

光輝加熱

オーステンパ

水溶性焼入れ

高周波熱処理

炎焼熱処理

レーザー熱処理

浸炭 固形浸炭

液体浸炭

ガス浸炭

滴注式浸炭

高温浸炭

窒素ベース浸炭

窒化 ガス窒化

液体窒化

液体軟窒化

ガス軟窒化

コーティング CVD

浸透 アルミ拡散浸透

クロム拡散浸透

炭化物被覆

その他 ショットピ-ニング

 
 

注：点線矢印は開発・試作段階（期間はおおよその目安）、実線矢印は実用化された技術を示す。 
2000年代の終わりまで引いている線は 2010年代も引き続き使用される技術と見なされる 
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1980 1990 2000 2010

鍛造焼入れ

シングルショット焼入れ

輪郭焼入れ

極薄焼入れ

無酸化高周波焼入れ

高強度化技術

低歪化技術

低温浸炭技術

難浸炭材の表面硬化

浸炭時間の短縮化技術

高速浸炭技術（高周波加熱）

真空浸炭 新冷却剤の開発

プラズマ浸炭

直接浸炭

高濃度浸炭

加圧ガス冷真空浸炭

高CO浸炭

高窒素濃度浸炭窒化

難窒化材の窒化技術

プラズマ窒化

浸硫窒化

酸窒化

加熱式プラズマ窒化

「酸化被膜＋窒化」複合処理

皮膜の耐久性向上技術

PVD 皮膜の耐焼付性向上技術

PCVD

「窒化＋PVD」複合処理

イオン注入

硼化処理

浸炭後のショットピーニング

ホモ処理
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表 11 金属熱処理技術ロードマップ （続き） 

技術分類 小分類 1940 1950 1960 1970

設備技術 一般熱処理 大気加熱炉

中性加熱炉

真空炉

オーステンパ炉

セラミックファイバー断熱炉

高周波熱処理 ギャップ式電源

MG式電源

サイリスタ式電源

炎焼熱処理

レーザー熱処理

浸炭 ガス浸炭炉

露点カップ分析計

滴注式浸炭炉

CO2赤外線分析計

窒化 ガス窒化炉

液体窒化炉

液体軟窒化炉

ガス軟窒化炉

コーティング CVD装置

浸透

その他 インペラー式ショットピーニング装置

検査技術 硬さ計（アナログ式HRC,HV,HS,HB）

探傷機器（カラーチェック）

探傷機器（磁気検査）

探傷機器（X線検査）

探傷機器（超音波検査）

探傷機器（渦流検査）

金属組織試験機（光学顕微鏡）

金属組織試験機（電子顕微鏡）

皮膜密着性評価計（スクラッチ試
 

 

注：点線矢印は開発・試作段階（期間はおおよその目安）、実線矢印は実用化された技術を示す。 
2000年代の終わりまで引いている線は 2010年代も引き続き使用される技術と見なされる 
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1980 1990 2000 2010

洗浄溶剤レス化技術

省エネ燃焼炉の高度化技術

流動層炉

真空洗浄炉

コジェネバーナー炉

高周波焼入れの温度制御技術

高周波加熱浸炭設備

シングルショット焼入装置

２周波高周波電源

超高周波電源

無酸化高周波焼入装置

冷却制御技術の高度化

真空浸炭雰囲気自動制御技術

高圧ガス冷却システムの高度化

真空浸炭炉

フレームレス浸炭炉

O2分析計

プラズマ浸炭炉

炉内変成浸炭炉

加圧ガス冷真空浸炭炉

高CO変成浸炭炉

雰囲気制御の高度化

プラズマ窒化炉

加熱式プラズマ窒化炉

PVD装置

PCVD装置

「窒化＋PVD」複合処理設備

イオン注入装置

ノズル式ショットピーニング装置

硬さ試験の自動化

硬さ計（デジタル式HRC,HV） 非破壊硬さ試験技術

探傷検査の自動化

高精度の硬化深さ非破壊検査技術

試験機） コーティングの品質評価技術
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表 11 金属熱処理技術ロードマップ （続き） 

技術分類 小分類 1940 1950 1960 1970

材料関連技術 鋳鉄 ADI

鋼 H鋼

ボロン鋼

非鉄

設計開発技術

操作技術

雰囲気制御技術

工程管理技術

設備予防保全技術

環境への配慮

技能・技術のデジ
タル化

 
 

注：点線矢印は開発・試作段階（期間はおおよその目安）、実線矢印は実用化された技術を示す。 
2000年代の終わりまで引いている線は 2010年代も引き続き使用される技術と見なされる 
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1980 1990 2000 2010

ガス冷却可能な浸炭用鋼の開発

結晶粒粗大化抑制鋼の開発

非調質鋼

高強度歯車用鋼

高靭性歯車用鋼

結晶粒粗大化防止鋼

耐高面圧歯車用鋼

浸炭窒化歯車用鋼

チタン合金の表面硬化 軽量材の表面硬化技術

熱処理シミュレーション 熱処理シミュレーションの高度化

複合熱処理技術の高度化

前後工程との連携

技能のデジタル化

処理条件の自動設定化

ＣＯ２削減（例ガス加熱）、脱塩素系溶剤洗浄、ＶＯＣ、ＨＡＰ規制対応（水溶性浸炭防止剤）

溶剤レス化

熱処理の省エネのさらなる推進
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5.1.4 10年後へ向けた展望（2010年代） 

これまで熱処理技術を振り返ってみると、焼入れ、焼なましなどの一般熱処理から、浸

炭、窒化、高周波焼入れなどの表面硬化処理、更にセラミックコーティングなどの表面改

質処理といった形で技術が進展してきた。これらは川下産業である自動車産業のニーズに

対応してきたものであり、自動車の発展の歴史とともに熱処理技術は進展してきたといっ

て過言ではない。これからの 10年後の熱処理技術を展望するには、自動車産業における今

後の開発ニーズを的確にとらえ、そのニーズに応える熱処理技術開発の方向性と技術課題

が模索されなければならない。 

自動車産業において、燃費規制、排ガス規制などますます規制が強化される環境への対

応という大きな課題がある。こうした自動車産業の開発ニーズを踏まえ、高性能化（軽量

化、高強度化、低騒音化等）、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、開発期間の短縮化と

いった技術シフトに伴う熱処理技術、熱処理設備、適用材料などの変化が求められている

のである。こうした新しい開発ニーズに加えて、国際競争力強化のために、更なる QCD

の追求もまた必要となっている。 

熱処理業界においては、こうした自動車産業の新しい開発ニーズに対する技術的な対応

のほかに、業界自身の環境面への対応及び技能・技術の伝承の側面からの技能のデジタル

化といった課題も同時に取り組む必要がある。 

以上の背景をもとに、10 年後へ向けた熱処理技術開発の方向性と技術課題を表 12 に、

熱処理技術ロードマップ及びその詳細を表 11にとりまとめているので、以下に、各技術分

野ごとに概説する。 

 

(1) 熱処理技術 

自動車の軽量化、高強度化、低騒音などの高性能化へ対応する熱処理技術の方向性は、

歪抑制、熱処理の複合化及び冷却技術の高度化である。 

歪抑制に関わる技術は、温度、時間、雰囲気、冷却など多岐にわたる要素技術の総合力

を必要とするものであり、例えば、目標とする歪量 50%が実現すれば飛躍的に自動車部品

の高性能化に応えるものとなる。 

熱処理の複合化に関わる技術は、浸炭や窒化など従来の熱処理の組み合わせ、セラミッ

クコーティングやショットピーニングなどと熱処理の組み合わせにより高強度、低騒音な

どの特性強化を図るものである。 

冷却技術は、歪量低減や焼入性向上を図るものであり、新しい冷却剤の開発や冷却制御

技術を推進するものである。 
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(2) 設備技術 

熱処理技術の進展は、熱処理設備の進歩とともに歩んできている。今後の熱処理技術も、

この設備技術の進歩如何に懸かっているといっても過言ではない。設備技術の方向性の一

つは、設備の高度化である。その具体的な課題は、真空浸炭の雰囲気制御技術、混合ガス

関連技術、真空度向上技術、炉内温度技術、高周波焼入温度制御技術、更にはインライン

化技術と多岐にわたっている。 

インライン化技術を除いた技術は、設備技術に関わる基盤の要素技術であり、言い換え

れば、既存の技術を高度化することを狙ったものである。すなわち、現在の制御系の技術

がより高精度になれば熱処理品質のバラツキが著しく低減し、ひいては熱処理時間の短縮

化も可能となる。 

熱処理設備のインライン化は、従来から課題になっているが、熱処理工程の自動化のほ

かに前後工程とも自動的な流れを可能とするための設備の開発が必要になっている。 

設備技術のもう一つの方向性は、検査技術の高度化である。現在、かたさ試験や焼割れ

検査は、大半の場合、一個一個手動で行われており、これが全自動で行うことができれば、

大きな省人化となる。また、硬化深さについては、現物やテストピースを切断して検査が

行われているが、この検査には高度なスキルとかなりの検査時間が必要である。高精度な

硬化深さの非破壊検査が開発されれば、大きなコスト低減の効果が期待できる。さらには、

抜き取り検査から全数検査への移行も容易となる。 

 

(3) 材料関連 

自動車の軽量化の流れで、従来の鉄鋼に替わって、アルミ、チタン、ステンレス等の新

材料の使用の増加が予想される。アルミ、チタン、ステンレスなどの材料は、自動車部材

として使用する場合、硬さや強度が不足する欠点を有しており、これを補う熱処理技術の

開発が求められている。この技術が開発されれば、自動車業界のニーズに応えることがで

き、熱処理業界も新たな需要拡大のポイントになる。 

自動車の国際的コスト競争力のために、常にコスト低減のニーズが高いが、そうしたニ

ーズに応えるべく、安価な材料でも、高強度で高品質の特性を付与する熱処理技術もまた

求められている。 

 

(4) 設計開発技術 

自動車業界は、開発期間の短縮化の開発ニーズがあり、熱処理業界では熱処理試作の工

数を低減する必要が高まっている。そのための技術開発の方向性は、熱処理シミュレーシ

ョン技術の高度化である。すなわち、その技術課題として、加熱・冷却シミュレーション

技術、歪発生・残留応力発生シミュレーション技術、熱処理特性を体系的にまとめるデー
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タベース化、素材成分・特性データベース技術がある。 

熱処理シミュレーション技術が、実態のかなりのところまで予測可能となれば、開発期

間の短縮が図れるばかりでなく、最適な部品設計が可能となり、大きなコスト低減効果も 

また期待できる。 

 

(5) 技能・技術のデジタル化 

自動車業界が熱処理業界に対して求めている QCD に対して、より高度に対応するため

には、技能のデジタル化が不可欠である。勘や経験を頼みとした熱処理の技能・技術の伝

承は、後継者不足や人材育成の困難さもあり、熱処理業界においては大きな課題として認

識している。したがって技能のデジタル化は重要な方向性を示すものである。これに関連

する技術課題として、最適な熱処理条件の自動設定システムの構築、センサー・計測器を

活用したデジタル化技術、非破壊検査技術、熱処理工程の FA化技術が列記される。 

 

(6) 環境への配慮 

自動車業界は燃費規制や排ガス規制の厳しい開発ニーズを抱えているが、一方熱処理業

界自身も、文字どおりエネルギーを大量に消費する業界であり、環境に優しい熱処理を目

標にして、環境への配慮にこれまで以上に意欲的に取り組もうとしている。今後の方向性

は、環境負荷低減・職場環境改善である。具体的な技術課題としては、塩素系溶剤からの

転換、溶剤レス化、低温短時間処理化、熱処理炉の省エネ化、環境負荷評価を取り上げて

いる。 
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表 12 10年後へ向けた展望 熱処理技術開発の方向性と技術課題 

技術分類 技術開発の方向性 技術課題 

歪制御 歪量低減技術 
 

複合熱処理技術 
 

セラミックコーティングとの複合技術 
 

熱処理の複合化 

材料、鍛造、圧延等の他技術との複合技術 
 

冷却剤開発 

熱処理技術 

冷却技術 

冷却制御技術 

真空浸炭雰囲気制御技術 
 

混合ガス関連技術 
 

真空度向上技術 

炉内温度制御技術 
 

高周波焼入れの温度制御技術 
 

設備の高度化 

インライン化技術 
 

検査の自動化 

設備技術 

検査技術の高度化 

高精度硬化深さ非破壊検査技術 
新材料（アルミ、チタン、ステンレス等）への 
熱処理技術 

安価な材料の高強度化・高品質化技術 

材料関連技術 新材料対応 

ガス冷却が可能となる浸炭用鋼の開発 
 

加熱・冷却シミュレーション技術 

歪発生・残留応力発生シミュレーション技術 
 

熱処理特性を体系的にまとめるデータベース化 

設計開発技術 シミュレーション技術 

素材成分・特性データベース技術 

勘と経験に頼らない焼入条件、次具の最適化技術 
 

センサー、計測機器を活用したデジタル化技術 
 

非破壊検査技術 

技能・技術の 
デジタル化 

技能のデジタル化 

効率的な生産を可能とする熱処理工程のFA化技術 
塩素系溶剤からの転換 
 

溶剤レス化 

低温短時間処理化 

熱処理炉の省エネ化 
 

環境負荷評価 

環境への配慮 環境負荷低減、職場環境改善

現場環境改善 
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技術課題の概要 10年後の目標 
温度、時間、雰囲気、冷却などの高精度化技術により、熱処理歪の制

御を可能とする。 

歪量50%低減実現 

窒化、浸炭、高周波、コーティングなど従来の熱処理技術を組み合わせ

て、高強度化、低摩擦化を図る。 

無潤滑化、低摩擦化の実現 

セラミックコーティングと熱処理加工との組み合わせにより、低摩擦

化を図る。 

 〃 

材料、鍛造、圧延等の他業種技術と熱処理の組み合わせにより新部材

・新材料に対応する。 

自動車部材の高度化対応 

高H価の焼入油などの新しい冷却剤を開発する。 浸炭時間の短縮30%実現 
歪量を低減するための冷却制御技術を開発する。 歪量50%低減実現 
真空浸炭炉において、炉内雰囲気を所要の組成に維持する制御技術を

高精度化する。 

雰囲気のバラツキ50%減実現 

雰囲気ガスの混合技術、混合比の検討、使用後のガス処理技術および

その関連技術を高度化する。 

 〃 

真空熱処理炉の真空度を向上させる技術を開発する。 表面の高輝性向上実現 

熱処理炉内の温度分布を均一若しくは任意の温度分布に制御する技術

を開発する。 

炉内温度バラツキ50%減実現 

高周波による誘導加熱によって焼入れる時の温度制御を行う技術を開

発する。 

温度制御実現 

前後工程を含めて熱処理工程を連続化、自動化し、短時間化、省力化

などを図る技術を開発する。 

熱処理のインライン化促進 

硬さの非破壊検査試験と割れ検査の完全自動化技術を確立する。 検査自動化技術の確立 
硬化深さの高精度非破壊検査技術を開発する。 硬化深さ非破壊検査技術の開発 
アルミ、チタン、ステンレス等の新材料の材料改質を行うための熱処

理技術を開発する。 

用途20%拡大実現 

安価な材料の改質により、高強度化・高品質化を行う技術を開発する。  〃 
油冷却の代替としてガス冷却が適用可能となる焼入性を有する浸炭用

鋼を開発する。 

ガス冷却適用鋼材の開発 

加熱時と冷却時の熱伝導をシミュレーションする技術をより高度化する。 実態の90%予測可能を実現 
熱処理加工の条件と被加工品の歪みや残留応力を検証するシミュレー

ション技術をより高度化する。 

 〃 

熱処理特性を体系的にまとめてデータベースを構築する。  〃 

素材の成分や特性に関するデータベースを構築する。  〃 

加工材料ごとに最適な焼入方法や最適な冶具設計について、自動的に

出力するソフトを開発する。 

最適化ソフト作成 

センサー、計測機器を利用して、技能的な解決法をデジタル化するシ

ステムを開発する。 

最適化システム作成 

硬化深さなど熱処理後の検査を非破壊で行う技術を開発する。 非破壊検査の適用拡大 

熱処理工程の総合的なFA化を進める技術を開発する。 最適化システム構築 

真空脱脂洗浄装置を用いた炭化水素系溶剤への転換など洗浄剤転換技

術を推進する。 

塩素系溶剤の使用ゼロ実現 

溶剤による洗浄を不要とする熱処理技術を開発する。  〃 

浸炭から窒化および軟窒化への適用転換の拡大を図る。 エネルギー消費20%減実現 
省エネ燃焼、加熱源の効率化、炉壁の高断熱、廃熱利用、省エネ熱処

理冶具、低環境負荷ガスへの転換などの技術を開発する。 

 〃 

LCAによる環境負荷評価を推進する。  〃 

現場環境や安全性を向上させる技術を開発する。 塩素系溶剤の使用ゼロ実現 
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5.2 金属熱処理技術区分リスト 

自動車産業に大きく依存する熱処理技術、されど熱処理なくして自動車は動かない。今

後もこの関係は一層深まっていくことであろう。熱処理業界を取り巻く環境にも、IT 化、

グローバル化、人材の高齢化、技能・技術の継承、川下ユーザーの海外進出・生産化、特

に中国での現地調達率の上昇等々多くの課題が横たわっている。国内のものづくりは熟練

技能者・技術者が過去のリストラで離職し、その結果として最近の多発する現場不具合を

見るにつけ危機感を覚えており、これからの技術開発、技能・技術継承の重要性について

再認識させられている。 

このような中、国内のものづくりを強化するためには、技術開発の推進とともに海外へ

技術が流出しないようにすることも重要である。我が国で用いられている熱処理技術、開

発途上の技術、これから開発が必要な技術について、（１）機微な技術、（２）１、２年の

うちに中国、インド等によりキャッチアップが予想される技術、（３）すでにスタンダード

になっている汎用技術の３つに分類した。さらに（１）機微な技術については、①重要最

先端技術、②重要基盤技術の２つに分類した。 
 

5.2.1 機微な技術 

ものづくりの基盤技術の一つである熱処理技術で、我が国のものづくりを支えている熱

処理加工業界にとって、海外メーカーに対して技術的な優位性を有し、国際競争力を維持

していくためには、固有技術を持つことは極めて重要であり、更にその技術を最大限に擁

護・育成していくことが必要である。その技術を機微な技術と位置づける。 

 

(1) 重要最先端技術 

a  設計開発技術 

設計開発及び生産技術としては「真空浸炭雰囲気の完全自動制御システムとそのセンサ

ー技術の開発」を挙げた。ガス浸炭は操作性、再現性、制御性、品質性等々優れた特性が

あり、現在の主流を成している。 

しかし、部品の小型化・一体化、高負荷、複雑形状、難硬材化、作業環境改善、粒界酸

化対策、処理時間短縮、省資源・エネ等々の観点から判断して真空浸炭が今後の主流にな

るものと考えている。 

現状の真空浸炭技術レベルでは従来のガス浸炭に比較して多くの点で劣っているが、そ

の中で最も重要な雰囲気管理技術が確立すれば劣っている点は払拭され、先述の長所を持

つ技術となる。すでに国内メーカーでセンサーを取り付けた真空浸炭炉を出しているとこ

ろはあるが、まだまだ不十分である。雰囲気制御用センサーと制御システムの開発が望ま
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れる。 

次の課題は「低歪冷却システムの確立」である。焼入れにより膨張は避けられない。こ

の膨張による変形・変寸のバラツキ巾（σ）を小さく、一定なところにどう持っていくか

である。現在用いられている冷却剤は水、油、水溶性、ガスである。これ以外の冷却剤は

今のところ見当たらない。この冷却剤を利用して開発に取り組むべきである。 

この冷却システムの開発の途上に冷却性の向上が設定されている。従来の冷却方法では

浸炭焼入れの場合、おおむね有効硬化層深さの炭素濃度は 0.4％Cといわれている。炭素濃

度が 0.3％C 程度になると浸炭時間は約 30～40％短縮可能となる。このことは省エネ、コ

ストダウン等に寄与してくる。 

部品に対する負荷はますます高まってきており、その焼付き対策として「PVD、CVD、

P-CVDの活用」が必要である。 

 

b  材料関連技術 

材料面においては、ガス冷却で比較的容易に焼入れできる鋼の開発が切望される。 

非金属介在物が材料に含まれていると、面圧が高くなるにつれ亀裂発生箇所になり易い

ため、非金属介在物の少ない高清浄度鋼が必要である。 

真空浸炭の高温処理の実用化における問題点として、処理鋼の結晶粒の粗大化があり、

この対策として粗大化抑制鋼の開発が必要である。 

 

c  生産技術 

プラズマ熱処理は現在窒化、浸炭、コーティング等に用いられ、特に窒化処理には広く

普及してきている。しかしその他ではまだ一部での利用に過ぎない。省エネ、環境対策、

全自動化等の観点から今後更なる応用技術が生まれ出てくる技術であると思われる。最表

面それもナノレベルの拡散、被覆技術に期待したい。そのための安定したプラズマ発生シ

ステム、監視システム、温度制御システム等が必要である。 

真空浸炭に限らず高温浸炭は必要であろう。その際の炉内の構築材、断熱材の開発と併

せて省エネ対策の技術開発が望まれる。 

鋼中心の熱処理だけでなく、アルミの表面硬化技術も重要である。従来の技術としては、

メッキをつけてそれを硬化する方法、陽極酸化膜を厚くする方法、イオン窒化等があった

が、素地に拡散層を付け表面硬さを上げる方法は皆無である。部品の小型化、軽量化対策

としてこの技術の確立は大きな効果をもたらすものであり、そのための前処理から当該熱

処理までのシステム化の開発が必要である。 

熱処理加工現場では冶具付けされた被処理品が熱処理から完成品になるまでの全自動

システムはすでに利用されている。しかしこの冶具付けと冶具外し作業はいまだ手作業頼

みである。これをロボットによるシステムを確立すれば熱処理現場は完全自動化が実現し、
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作業者はきつい作業から解放されることになる。 

 

(2) 重要基盤技術 

a  設計開発技術 

ディーゼルエンジンのコモンレール部品にかかる面圧は 200MPa まで高くなってきてい

る。その耐久性のために材質、熱処理、耐焼付け向上等の見直しが求められる。自動車の

軽量化、燃費向上、部品の小型化・一体化の要求は年々厳しくなってきている。 

このような環境下で重要基盤技術として挙げられるのは、「金属材料」―「浸炭若しく

は窒化、高周波の熱処理」―「コーティング処理」等の組み合わせによる複合熱処理の確

立である。窒素濃度を制御した浸炭窒化処理や窒化処理、傾斜組成を持った硬質皮膜、摩

擦係数の小さい DLCや硫化膜等の組み合わせである。 

複合処理で重要なのは個々の処理特性、例えば材料の清浄度、熱処理における温度分布

精度、窒素や炭素濃度の高い制御精度、そして密着性の高い安定した硬質皮膜等の生成が、

組み合わせられてこそ高い複合処理の効果が得られる。精度の高い個々の処理技術、組み

合わせ技術の開発が大きな基盤技術を確立し、我が国の熱処理技術を揺るぎないものとす

る。 

このような開発技術をデータベース化して表面改質シミュレーションを可能とし、すで

にデジタル化されている全自動操作システムと組み合わせれば、技術継承の手段として大

きな力となる。 

 

b  材料関連技術 

材料に求められることは、より高い清浄度、熱処理特性を阻害する微量成分の除去、高

まる使用環境の高温化に対する耐軟化性、そして容易に入手可能な市場性等であり、これ

らが先の複合熱処理を進めるのに欠かせないものである。 

また自動車の著しい電子化に伴い、磁性材料の開発及び熱処理方法の確立が求められる。 

 

c  生産技術 

熱処理操作技術の自動化がどんどん進んでいるが、その反面、技術・技能の伝承がそれ

に伴っていない。自動化ゆえに機械に頼る傾向にあるためであろう。そのためには技能・

技術のデジタル化が求められ、それを進めるための解析技術の開発が急務である。その中

には、作業者の安全管理、省人化への自動監視システムの精度向上等が含まれるとともに、

熱処理工程における受け入れから出荷までの工程管理、製品の検査などの品質管理、設備

保全管理まで広範囲にわたるものである。 

品質管理のための検査工程で、浸炭等の硬化層深さ、炭素濃度分布、組織などは破壊試

験で測定している。これらが非破壊で検査できる方法が確立すれば、熱処理はまさに受け
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入れから出荷まで全自動化が可能となり、諸外国に対して大きな差別化技術となる。 

 

5.2.2 １、２年のうちに中国等によりキャッチアップが予想される技術 

a  設計開発技術 

著しい発展をしている BRICs 諸国には多くの日本企業、自動車産業が進出しているが、

その進出企業の悩みのたねが、安心して外注できる熱処理加工メーカーが極めて少ないと

いうことである。特にローカル企業にいたっては皆無といっても過言ではない。しかしそ

れらの国々の技術者の情報収集力は決して侮れない。情報力と実際技術とは大きく乖離し

ているが、今後徐々にその差は狭まっていくだろう。 

日本の熱処理メーカーの進出、日系企業の進出の際の熱処理設備持込等で技術は刻々と

伝承されている。そうした中、ガス浸炭、軟窒化、高周波技術はかなり広まり国産化も進

んでいる。常に新しい技術に目を配っており、日本国内で今注目されている、高濃度浸炭

技術、窒化と高周波の組み合せ技術、真空浸炭技術等は一部使い始めている。特に真空浸

炭技術についてはドイツからいち早く技術導入しているところもある。しかしその技術に

大きな問題があることにあまり関心は向けていないのが現状である。 

 

b  材料関連技術 

上記の国々の鉄鋼材料は熱処理加工メーカー泣かせである。品質はまだまだ不十分であ

る。しかし日本の製鋼メーカーの進出でその品質は改善されつつある。その中で自動車用

材料としての H鋼、鋳鋼、特殊工具鋼等はその使用量の増大から優先的に作り出されるこ

とであろう。 

 

c  生産技術 

既に述べたように上記の国々は既存の技術の低さを理解しつつある。日本製の優れた熱

処理システムをいち早く導入し、国産化を図っている。その性能が十分かどうかは別とし

て、基本的な技術の上に新しい技術を加えてきている。一般的な浸炭、窒化、高周波、真

空技術は早晩あるレベルまで行くだろう。品質意識、工程管理意識、生産技術意識はまだ

まだ低いが、新しいものに常に目を向けて、導入したがっている。生産監視システムはそ

のうちの一つであろう。 

このような国々に対して、日本国内の技術をどう擁護・育成して、ものづくり技能・技

術を高めていくか国を挙げて取り組むべきである。 
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5.2.3 すでにスタンダードになっている汎用技術 

日本の多くの自動車メーカーや部品メーカーがBRICs各国へ生産拠点を進出させていく

のに伴って、熱処理技術も移転している。その中で雰囲気制御ガス浸炭技術をはじめガス

軟窒化処理技術、真空焼入れ技術、高周波焼入れ技術などがこれらの国で普及しつつある。 

しかし、進出した日系企業が外注政策を取れない背景には、進出先における熱処理技術

の低さや品質管理、工程管理のレベルの低さがある。あわせて、鋼材の品質が不十分なレ

ベルであり、一般的な構造用鋼、一般的な工具鋼、鋳鉄の品質は日系企業が求める水準に

到達していないようである。 

全体的にいえることは、外面的には汎用技術の導入が整いつつあるが、内部への技術蓄

積や管理技術、あるいは鋼材の品質などは、向上はしているもののまだまだ不十分な状態

であるといえる。 
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表 13 金属熱処理技術区分リスト 

機微な技術 技術 
分野 

重要最先端技術 重要基盤技術 

１、２年のうちに 
キャッチアップが 
予想される技術 

すでにスタンダードに

なっている汎用技術 

設 
計 
開 
発 
技 
術 

・真空浸炭雰囲気の全自動 
制御システム 

・低歪冷却システムの確立 
（安定した歪発生値） 

・浸炭処理時間の短縮化 
－炭素濃度0.30％Cで有
効硬化層を得る 
＝高温処理、冷却方法 

・高速浸炭技術 

・耐摩耗、耐焼き付性向上 
処理 
（PVD、CVD他） 

・高強度化要求に対する 
複合熱処理 
―高級材料、浸炭、窒化、

コーティング等の組み合

わせ 

・低摩擦、無潤滑油膜の 
実用化 

・浸炭窒化雰囲気制御 
システム 

・高濃度浸炭技術 

・窒化と高周波焼入れ

の複合処理技術 

・雰囲気制御なしの 
真空浸炭技術 

・雰囲気制御ガス浸炭 
技術 

・ガス軟窒化処理技術 

・真空焼入れ技術 

・高周波焼入れ技術 

材 
料 
関 
連 
技 
術 

・高清浄度鋼 

・結晶粒粗大化抑制鋼 

・ガス冷却可能な浸炭用鋼 

・高級鋼材―例えば粉末 
ハイス 

・市販性のある高濃度 
浸炭用鋼 

・磁性材料（例・パーマロイ）

・耐軟化性材料 
（使用環境の高温化） 

・Ｈ鋼（焼入性規定 
構造用鋼） 

・鋳鋼 

・特殊工具鋼 

・一般的な構造用鋼 

・一般的な工具鋼 

・鋳鉄 

生 
産 
技 
術 

・真空浸炭雰囲気測定 
センサー技術 

・プラズマ熱処理技術 

・高温（1100～1,200℃）に
おける耐久材、省エネ技術 

・非鉄金属部材の表面硬化 
熱処理技術 

・仕掛け、解体のロボット化 

・高加圧ガス冷却技術 

・技能のデジタル化 
―浸炭シミュレーション

と全自動操作システムの

組み合わせ 

・特許・実用新案技術 

・安定した磁性特性熱処理

技術 

・安全、省人化の生産監視

システム 

・非破壊検査技術 

・デジタル品質管理技術 

・デジタル工程管理技術 

・一般的な浸炭・窒化

技術 

・一般的な真空熱処理

技術 

・鍛造焼入れ 

・水溶性焼入れ 

・一般的な生産監視シ

ステム 

・単純形状・単純条件の

熱処理技術 

・コスト・納期・環境な

どをあまり考慮しない

熱処理技術 

・一般的な標準作業 
工程表 

・一般的な標準作業 
要領書 

・汎用機械でできるもの
 
（一般熱処理） 
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1 固形浸炭 
 豆粒大の硬質木炭粒の表面に一定温度のBaCO3、又はNa2CO3の水溶液を被覆し乾燥させた
ものを侵炭剤として行う浸炭法をいう。 

2 塩浴処理 
 青酸カリ、青酸ソーダなど青化物を主成分とする塩浴を用い、約 900℃に加熱した浴中に処
理品を浸漬して浸炭する。融解塩中で行う熱処理をいう。 

3 ガス浸炭 
 メタン、エタン、プロパンなどに空気を混合し、Ni等の触媒のもとに混合ガスを生成、鋼材
表面の炭素量との平衡関係を利用して行う浸炭法をいう。 

4 液体窒化 
 鉄鋼の表面層に窒素を拡散させ、表面層を硬化する操作で、液体窒化は青酸塩による処理方

法をいう。 

5 液体軟窒化法 
 処理物に窒素又は炭素及び窒素を拡散させ、対摩耗性、対疲れ性などを向上させる熱処理で、

塩浴軟窒化、ガス軟窒化などがある。塩浴軟窒化の代表的な処理はタフトライド。この処理は

青酸カリや炭酸カリなどをチタンるつぼに入れて溶融し、この中に空気を吹き込みながら処理

を行う方法。処理温度は 570℃前後、時間は 30～240分程度、加熱後は油冷か水冷を行う。 

6 ガス軟窒化 
 軟窒化をガスによって行う方法で、公害は全くない。この処理にはアンモニアガスと浸炭性

ガスを混合して使う場合と、尿素を分解して用いる方法とがある。 

7 オーステンパー熱処理 
 オーステナイト域より急冷、Ms点以上の温度に保持、ベイナイト組織にする熱処理をいう。 

8 ガス雰囲気処理 
 炉内の雰囲気ガスを目的によって調節して行う熱処理。 
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9 吸熱型変成式ガス浸炭 
 メタン、プロパン、ブタンなどに空気を混合し、1000～1050℃に加熱されたNi触媒を通過さ
せて生成したCO、H2、N2の混合ガスを吸熱型変成式ガスという。このガスの浸炭能力は低く、

キャリアーガス（搬送ガス）として炉内に送られる。浸炭源としては原料ガスをエンリッチ（富

化）して浸炭を行うことをいう。 

10 滴注式ガス浸炭法 
 メタノールなどの液体を浸炭炉内に滴下し、その分解ガスに浸炭源として、メタン、プロパ

ン、ブタン等をエンリッチ（富化）して浸炭する方法。 

11 高温浸炭法 
 従来の浸炭（900～950℃）より、さらに高い（1000～1100℃）で短時間処理を目的として行
う方法。 

12 スーテイング 
 ガス浸炭や真空浸炭で浸炭源としてメタン、プロパン、ブタン等のガスが炉内に送られるが、

それが過剰に送られ、ガスから遊離カーボン（炭素）が析出して、処理品に付着したり、炉内

に蓄積したりする現象をいう。 

13 CVD（化学的蒸着法）Chemical Vopour Deposition 
 気相における高温の化学反応を被処理材の上で行わせ、被処理材の表面に金属、合金、窒化

物、炭化物、ほう化物、けい化物、酸化物やそれらの複化合物などの皮膜を析出させるコーテ

ィング技術である。この方法により、硬化皮膜や高温耐酸化皮膜が得られ、金型や工具の寿命

向上などに利用される。処理温度が高いため、厚い皮膜を生成できる一方、被処理材の性状を

変える可能性がある。 

14 PVD（物理的蒸着法）Physical Vopour Deposition 
 蒸着目的材を蒸発させ、これを被処理材の表面に蒸着させることを基本とする気相蒸着法で

ある。CVDは高温処理で厚い皮膜を生成を特徴としているのに対して、PVDは低温処理での薄
い皮膜を生成であり、被処理材の性状を変えることがないのを特徴としているコーティング技

術である。このため、特に切削工具や機械部品の寿命向上に利用される。 

15 ショットピーニング 
 小さな鋼球などのショットを加工物の表面に高速で衝突させ、加工硬化を起こさせるととも

に、表面層に圧縮残留応力を生じさせる。ショットピーニングによる疲れ強さの向上は顕著で

あり、ばね、歯車、ロッドなど各種部品に適用されている。最近は特に、浸炭焼入焼戻しされ

た歯車に適用されることが広まっており、自動車部品の高強度化の目的に対応している。 

16 浸炭雰囲気 
 鋼材表面に炭素を侵入させるための浸炭処理が行われる炉内の雰囲気をいう。浸炭雰囲気は、

浸炭反応を起こすCO（一酸化炭素）のガス成分を含んでいる。 

17 高濃度浸炭 
 通常の浸炭の表面炭素量は約 0.8%であるのに対して、高濃度浸炭は、表面炭素量を 2～3%
とし、マルテンサイトの基地中に炭化物を分散させる浸炭法で、炭化物分散浸炭とも呼ばれて

いる。炭化物が分散することにより、焼戻軟化抵抗、耐摩耗性や疲れ強さが向上する。 

18 雰囲気制御 
 光輝、無酸化、無脱炭、表面硬化、酸化などの特定の熱処理目的のために、それに適合した

組成のガス雰囲気を維持するシステムをいう。 
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19 プラズマ浸炭 
 減圧下でプロパンやメタンなどの炭化水素ガスを送入し、部品（陰極）と放電電極（陽極）

との間にグロー放電を発生させることによる浸炭反応が生じる。浸炭時間が短い、粒界酸化が

ない、ステンレス鋼などの難浸炭材の浸炭が可能であるなどの長所がある。 

20 直接浸炭 
 ガス変成炉で発生させた吸熱型変成ガスを浸炭炉に導入し浸炭処理する従来からのガス浸

炭に対して、ガス浸炭炉に直接、メタン、プロパン、ブタンなどの炭化水素ガスを導入して行

う浸炭法で、ガス変成炉を使用しないので、省エネ効果がある。 

21外熱式プラズマ窒化法 
 プラズマ窒化はイオンの衝突エネルギーで処理品を昇温させる。しかし炉内の温度分布が不

十分なので、その改善策として真空容器の外にヒーターを取り付け、所要の温度まで上げた後

プラズマ窒化をするようになってきている。 

22 スクリーンプラズマ窒化法 
 アクティブスクリーンプラズマ窒化法のことである。プラズマ窒化処理で問題となるエッジ

効果、ホローカソード現象を回避する新規の窒化法である。 

23 無酸化焼入装置 
 高周波加熱・焼入れは、通常大気中で行われるため、処理品の表面に軽い酸化膜が生成する。

無酸化高周波焼入装置は、無酸化膜を生成させないように、窒素雰囲気中で処理を行う装置で

ある。 

24 P-CVD（プラズマCVD） 
 通常、CVDは高温で行う処理のために、処理品の性状を変えることが多いが、P-CVDは、こ
の欠点を解消し低温で行うことを特長としているコーティング方法である。反応ガスをプラズ

マ化して、エネルギー状態がより高く活性であるので、低温処理にもかかわらずコーティング

がしやすい。 

25 DLC膜 
 DLCとは、ダイヤモンドライクカーボン（Diamond Like Carbon）の略で、ダイヤモンドのよ
うな非常に高い硬さを持った炭素コーティング皮膜のことである。DLCコーティングは、メタ
ン、アセチレン、プロパンなどの炭化水素ガスを原料として、P-CVD法で行われる。耐摩耗性
のほかに、耐焼付性も良好で、自動車の摺動部品などに適用されている。 
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