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[要約] 

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、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、結果を技術区分リストに反映

した。 
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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） 

手作業に大きく依存していた鋳造部門は、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。 

1.1.2 高度経済成長と高品質化への対応（1970 年代～80 年代） 

鋳造技術は、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た。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た。 

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） 

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た。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。 

 

1.2 鋳造技術区分リスト 

1.2.1 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。材

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

技術、高機能人工砂 、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。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。 
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1.2.2 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。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。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、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。生産技術の重要基盤技術としては、5M 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。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、可視化技術が挙げられる。 

 

 

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） 

手作業に大きく依存していた鍛造部門は、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。 

2.1.2 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・軽量化等への対応を進めていった。 

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） 

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た。 

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

想されており、そこに用いられるエレクトロニクス部品の板鍛造による量産が期待されて

いる。 
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2.2 鍛造技術区分リスト 

2.2.1 設計・開発技術 

設計における変形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。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。 

2.2.2 材料関連技術 

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。 

熱間鍛造用鋼は非調質鋼が広まっているが、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。 

2.2.3 生産技術 

現在の冷間鍛造では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。 

温間鍛造は我が国で開発された技術であるが、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。 

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。 

特殊な形状品の鍛造では、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。 

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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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。 

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。 

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、JNCAP や CAFÉ 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、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。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、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、新しい成形・加工技術の開発・実用化も進んでいる。 
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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。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、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」、「②どのような

技術が流出させてはならない技術なのか」を把握し、さらに、「流出させてはならない技術」

（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。 

3.2.1 機微な技術 

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。 

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。 

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。 

工業製品の IT化、小型化は今後ますます加速すると予想される。ゆえに、我が国の金属

プレス技術においても、工業製品の IT化、小型化に資する技術は「機微な技術」である。 

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。 
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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 

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、我が国の自動車産業は目覚ましい進歩を遂げ、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

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。 

4.1.2 価値観の多様化と燃費・安全性の向上（1980 年代） 

1980年代以降、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。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。 

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、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、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。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。 

 

4.2 金型技術区分リスト 

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
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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。 

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。 

 

 

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） 

手作業に依存していた熱処理作業は、我が国の自動車産業が立ち上がるのに伴い、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。 

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

を示した。また、公害問題の深刻化や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。 

自動車の生産増に伴い、熱処理の効率化、品質の安定性、コストダウンの要求が厳しく

なり、それを背景にガス雰囲気処理が浸炭、軟窒化で加速した。併せて雰囲気の自動管理、

設備の操作の自動化、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。 
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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、外国メーカーとの事業提携、海外での現地

生産などグローバルなものとなっている。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進展した。 

5.1.4 10 年後へ向けた展望（2010 年代） 

将来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を模索していかなければなら

ない。 

自動車産業においては、燃費規制・排ガス規制への対応や開発期間の短縮化などが求め

られており、熱処理技術、熱処理設備、適用材料などはそれらの変化に対応しなければな

らないといえる。また、熱処理業界自身としても、環境面への対応及び伝承を踏まえた技

能・技術のデジタル化に取り組まなければならないといえる。 

 

5.2 金属熱処理技術区分リスト 

5.2.1 重要最先端技術 

現状の真空浸炭技術は従来のガス浸炭に比較して劣っている点があるが、雰囲気管理技術

が確立すれば劣っている点は払拭され、多くの長所を持つ技術となる。このため、雰囲気制

御用センサーと制御システムの開発が望まれる。 

次の課題は「低歪冷却システムの確立」である。水、油、水溶性、ガスなど従来の冷却

剤を利用して冷却性向上を図る冷却システムが求められている。炭素濃度が 0.3％C程度に

なると浸炭時間は約 30～40％短縮可能となり、省エネ、コストダウン等につながる。 

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。面圧

が高くなっても亀裂しないためには、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。 

プラズマ熱処理は、省エネ、環境対策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。最表面それもナノレベルの拡散、被覆技術に期待したい。そのためには安

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。 
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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。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る。 

熱処理加工現場で冶具付けと冶具外し作業はいまだに手作業である。これをロボットで

代替できれば、熱処理現場の完全自動化が実現し、作業者はきつい作業から解放される。 

5.2.2 重要基盤技術 

ディーゼルエンジンのコモンレール部品のように、面圧が 200MPa まで高くなっている

環境下では、「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が重要基盤技術として挙がってくる。すなわち、

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。 

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

らが複合熱処理では欠かせない。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。 

熱処理操作技術の自動化が進んでいるが、技術・技能の伝承を踏まえたデジタル化が求

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。 

品質管理のための検査工程では浸炭等の硬化層深さ、炭素濃度分布、組織などを破壊試

験で測定しているが、非破壊の検査方法が確立すれば、熱処理は受け入れから出荷まで全

自動化でき、諸外国に対して大きな差別化技術となる。 
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