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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始

まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

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

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

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 

 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

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

す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

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

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい

を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助事業のテー

マの一つとして（社）日本工作機械工業会に「平成１９年度工作機械産業における人材確

保・育成に関する調査研究」 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２０年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会  長  金 井  努 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 序 

 

景気の回復基調が長く続く中、各企業では、人材採用を積極的に行なっている。 

工作機械業界においても、市場のグローバル化、工作機械技術の高度化に対応するためは、優

秀な人材の確保が大きな課題となっております。 

わが国工作機械産業は、２５年間連続世界一位の座を堅持しておりますが、この地位を築き

上げたのは、高度な技術開発を行う優秀な技術者が多く存在し、高度な技術・技能を必要とす

る工作機械において、比較的スムーズに技術・技能の伝承がなされたことが挙げられます。 

 しかし、その後、工作機械産業をはじめとする製造業に積極的に従事しようとする若い人材 

が減っており、危機的状況となっております。 

  わが国工作機械産業の地位を引き続き維持・強化していくためには、「ものづくり」にあた 

って基礎となる有為な人材を確保・育成することが必要不可欠であります。 

本調査研究では、工作機械を専門とする大学研究者と当会会員からなる「人材確保研究

会」を設置し、工作機械産業に若く有為な人材を確保するための具体的方法について検討

を行うとともに人材を確保するためのイベント等を企画・立案し、実行いたしました。 

また、近年、大学では、機械工学や電気電子等モノづくりの“核”となる学部・学科の

統合・再編により、新卒大学生が専門的知識や技能を身につけていない、歯車等機械の基

礎工学に関するカリキュラムが教えるべき教員の不足でなくなりつつある等の問題点が指

摘されており、大学の教育プログラムと産業界が新卒人材に求める知識・スキルとのギャ

ップに関する調査を行い、現状の把握を行いました。 

更に、工作機械（技術）の面白さ、楽しさ、そして重要性を理工系学生を中心に十分に

認識していただくため、工作機械の最新技術動向調査を実施し、理工系の学部生でも分か

り易くまとめました。 

本調査の成果が、同じ課題を持つ製造業を初めとする各業界において一助となり、もっ

て広くわが国産業界の高度化に寄与することを期待しております。 

 

平成２０年３月 

 

社団法人 日本工作機械工業会 

  会 長  中 村  健 一 
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１．はじめに 

 

日本は資源が少なく極東に位置していることもあり、欧米の先進諸国に比較して国際競

争力の観点から不利な国土でありながら、豊富かつ勤勉な労働力と技術革新を背景として

高付加価値製品の創出に励み、急速な経済成長を実現した。 

しかしながら、近年の日本においては、高齢化社会の到来、人口構成の変化による若年

層の労働就労者の減少、出生率の低下に伴う少子化による影響等により慢性的な労働力不

足の時代に突入しつつある。 

我が国工作機械産業においてもこの様な社会的、経済的環境変化に対応するためには、

次世代を担う若い人材の確保はもとより先端科学技術対する造詣が深く技術者集団の中で

リーダシップを発揮できる人材及び優れた技能を持つ人材の育成等が緊急の課題となって

いる。 

このような状況の中、当会中村健一会長（中村留精密工業）は、工作機械で作られる機械

部品の精度がその製品の品質、機能に大きな影響を及ぼすため、我が国製造業の競争力を

確保するためには、工作機械の高度化、生産力の強化に資する人材を質的、量的に確保す

る必要があるという考えの下、会長就任以来、終始一貫して人材の確保・育成に取り組んで

きている。 

本調査研究では、工作機械を専門とする大学の研究者と当会会員からなる「人材確保研

究会」を設置し、産学連携により、次世代を担う若い人材の確保のための具体的方策を検

討・実施するとともに若い人材を育成する際の問題点・課題の抽出及び解決策について調

査研究を行った。 

特に、理工系学生を対象とした「工作機械トップセミナー」では、最新工作機械技術を

紹介するとともに学生、教職員、企業との間で活発な情報交換を行うことができた。 

これらの試みは、幸いにしてセミナーに参加したが学生、教職員から大変好評を得るこ

とができ、また、この様な企画は、今後も引き続き継続していただきたいという声をいた

だいた。 

 本調査研究が、同じ課題・問題点をもっている製造業を初めとする各業界において一

助となっていただければ幸いである。 

 

（社）日本工作機械工業会 

人 材 確 保 研 究 会      

委員長 木 越 清 彦 
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２．調査研究の概要 

２．１．活動計画 

 （１）テーマ 

人材確保・育成に関する調査研究 

 

（２）調査研究期間 

 平成１９年７月３１日～平成２０年３月３１日 

  

（３）目的 

  わが国工作機械産業は、２５年間連続世界一位の座を堅持しているが、この地位を築き

上げたのは、高度な技術開発を行う優秀な技術者が多く存在し、高度な技術・技能を必要

とする工作機械において、比較的スムーズに技術・技能の伝承がなされたことが挙げられ

る。 

   しかし、その後、工作機械産業をはじめとする製造業に積極的に従事しようとする若い人

材が減っており、危機的状況となっている。 

     わが国工作機械産業の地位を引き続き維持・強化していくためには、ものづくりに当た

って基礎となる有為な人材を確保することが必要不可欠である。 

     そこで、本調査研究では、若く有為な人材に工作機械械業界に入ってもらうための具体

的方策について検討・実施を行なうとともに、理工系大学の教育プログラムと産業界が新

卒大学生に求める知識、スキルについてのギャップの調査等を行い、今後の産学連携のあ

り方について調査を行なうことを目的とする。 

 

２．２．委員会構成及び委員会開催状況 

（１） 委員会構成 

委  員  長 木越 清彦  中村留精密工業（株）取締役営業本部長

研 究者側委 員 清水 伸二  上智大学理工学部機械工学科教授 

同    新野 秀憲  東京工業大学精密工学研究所精機デバイス部門教授 

同    国枝 正典  東京農工大学工学部機械システム工学科教授 

同    松村  隆  東京電機大学工学部機械工学科教授 

同    青山 英樹  慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授

同    割澤 伸一  東京大学大学院工学系研究科准教授 

委     員 長江 昭充  ヤマザキマザック（株）専務取締役 

同    河邊 誠造  三井精機工業（株）常務取締役 

同    渋川 哲郎  （株）ジェイテクト研究開発センター・執行役員 

同    近藤 定巳  オークマ（株）人事部次長 

同    矢澤 孝二  （株）牧野フライス製作所 総務課マネージャー 

同    水野  脩  （株）カシフジ 専務取締役 

同    玉井 宏明  （株）森精機製作所管理本部 取締役 
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（２） 委員会開催状況 

   第１回 平成１９年 ８月 １日（水）（社）日本工作機械工業会会議室 

   第２回 平成１９年１０月 ９日（火）（社）日本工作機械工業会会議室 

第３回 平成１９年１１月３０日（金）機械振興会館６階６Ｄ－４ 

第４回 平成２０年 １月２４日（木）機械振興会館６階６４ 

第５回 平成２０年 ２月２８日（木）機械振興会館６階６Ｄ－４ 
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３．工作機械トップセミナーの開催 

 （社）日本工作機械工業会では、平成１８年１１月に開催された第２３回国際工作機械見

本市（JIMTOF）を機会に学生を対象としたイベントの一環として、「工作機械インセンティ

ブセミナー」を開催し、工作機械産業の重要性、最先端工作機械の技術開発のやりがい・楽

しさとそれらの事例等について講演を行った。また地方の学生を対象に「ＪＩＭＴＯＦ無料

見学バスツアー」を実施し、上記セミナーへの参加、ＪＩＭＴＯＦの見学会等を行った。 

これらの試みは、見本市に来場した学生及び大学の研究者等から大変好評を得ることがで

き、また、その効果もリクルート活動状況にも現れており、工作機械メーカへの応募者、就

職者が増加している。 

このような環境を継続的に維持し、更に多くの学生に工作機械産業について感心を持って

いただくため、人材確保研究会において、企画・立案し、工作機械メーカトップによる講演

とものづくり企業の見学をセットにした「工作機械トップセミナー」を開催した。 

同セミナーは、平成１９年９月３日・４日の両日、山梨県富士吉田市「エバーグリーン富

士」において（社）日本機械学会の協力の下開催し、工作機械関連の研究者からの特別講演、

自動車と工作機械の関わりについての講演、更に会員企業より最先端の工作機械技術につい

て興味深い講演が行われ、参加学生、教職員から強い関心が寄せられた。セミナー終了後、

懇親会では和やかな雰囲気の中で、会員、学生、教職員による活発な交流が行われた。 

開催概要は以下の通りである。 

 

（１）日 時 平成１９年９月３日（月）・４日（火） 

 

（２）場 所 エバーグリーン富士 ２Ｆ 研修ホール富士桜 

 

（３）主 催 （社）日本工作機械工業会 

 

（４）協 力  （社）日本機械学会（RC229 研究分科会） 

 

（５）参加者 日工会会長 

       日工会会員 １７社２８名 

       大学教職員 １９大学 ２１名 

       学   生 同上 １７６名 

       特別講演者（伊東誼 東京工業大学名誉教授） 

 

（６）プログラム概要 

第１日〔9 月 3 日(月) 〕 

午前 （東京、名古屋、北陸、新潟、関西の各地区よりバス移動） 

13:00～13:20 開会挨拶と講演 

(社)日本工作機械工業会 中村 健一 会長（中村留精密・社長） 

 

13:20～14:15 日工会出席会員の自己紹介と各社の技術への思い（ＡＢＣ順） 

       （株）牧野フライス製作所、（株）松浦機械製作所、エンシュウ（株） 

     （株）不二越、浜井産業（株）、ホーコス（株）、（株）ジェイテクト、
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（株）カシフジ、三井精機工業（株）、（株）森精機製作所、中村留精

密工業（株）、（株）日平トヤマ、オークマ（株）、大阪機工（株）、

碌々産業（株）、（株）ツガミ、ヤマザキマザック（株） 

 

14:15～15:15 特別講演 

 「工作機械の研究の幅広さ、重要さ、並びに面白さ／如何に工作機 

械研究・技術者を育てるか」 

伊東 誼 名誉教授（東京工業大学） 

   

15:15～15:35 講  演 

          「自動車と工作機械の係わりについて」 

             林 広明 マシナリー技術部長（不二越） 

 

  15:35～15:55 休  憩 

 

15:55～17:20 最新工作機械技術の紹介（ＡＢＣ順） 

「ＪＴＥＫＴの最新技術」（株）ジェイテクト 

「最近のホブ切り技術」 （株）カシフジ 

「最新技術紹介」（株）牧野フライス製作所 

「航空宇宙関連部品の加工とマシニングセンタ」 

三井精機工業（株）       

「最新技術紹介」（株）森精機製作所 

「複合加工機によるアーティフィシャルボーン加工について」 

中村留精密工業（株） 

「The Industrial Innovator Machine Tool Builder」 

    オークマ（株） 

「最新技術紹介」ヤマザキマザック（株） 

 

17:20～19:20    懇親会 

        中村会長より乾杯の挨拶が行なわれた後、終始和やかな雰囲気の中、学

生、教職員、会員企業との積極的交流が行なわれた。 

        途中、参加教職員、学生より本セミナーに参加した感想が述べられ、最

後に東京工業大学教授 新野秀憲氏より中締めが行なわれた。  

                      

第２日〔9 月 4 日(火) 〕 

 9:00～11:30 工場見学 ファナック（株） 

        制御装置製造工程、サーボモータ製造工程、 

産業用ロボット製造工程等最新生産ライン等の見学 

 

 13:00 昼食後解散 
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（中村会長の開会挨拶）   （自動車カットモデルの見学） 

 

 

   

（懇親会風景） 
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４．工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査 
 「工作機械」を含め我が国機械工業において、団塊の世代が大量に退職を迎える、所謂

２００７年問題や少子化問題等により、各業界において人材を確保・育成していくことは、

緊急の課題となっている。 
 この様な状況の中、工作機械産業に若く有為な人材を確保していくためには、教育界と

産業界が人材確保・育成を共通課題として捉え、産学連携の体制を整備・強化していくこ

とが重要である。 
 そこで、人材確保研究会では、人材確保・育成を考える上で有効な手段と言われている

インターンシップ、共同研究、企業のエンジニアの大学等への派遣等について、大学側、

企業側双方に対してアンケート調査を実施し、その現状を把握することとした。 
 
４．１ 工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査（大学側） 
 近年、大学においては、機械工学科、電気・電子工学科等の所謂ものづくりの基礎とな

る学部、学科の統合・再編により、従来より幅広い科目選択の中から学生が履修しなけれ

ばならない傾向があり、このため、企業が新卒大学生に求める専門的知識、技能が身につ

いていないとの指摘もある。 
 この様な状況から、本アンケート調査では、大学における工作機械（生産加工）の授業

の現状について調査を行うとともに人材を確保、育成していく上で有効な手段についてア

ンケート調査を実施した。 
 アンケートの集計結果は、以下の通りである。 
 

アンケートの概要 
件  名 工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査（大学側） 
実施期間 平成１９年１０月 
対  象 工作機械関連の研究者（大学研究者６１名、高専研究者５１名） 
集 計 数 大学研究者２７名、高専研究者１７名 合計４４名 

 
Ⅰ．機械工学に関する学科名について 
 貴学には従来のいわゆる「機械工学科」が設置されていますか？ 
  □従来通り「機械工学科」として設置されている。・・・・・・・・３０ 

  □実質的な内容はほとんど変わらないが、名称は変更している。・・１０ 
  □他学科との統合や学科内容の改変などにより、・・・・・・・・・ ３ 

名称、内容ともに変更している。 
  □機械工学科は設置していない、又は廃止された。・・・・・・・・ ０ 

  □その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １    
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0%

23%

7%

70%

従来通り設置

名称のみ変更

名称・内容ともに変更

設置しない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「従来どおり機械工学科が設置されている」と回答した学校が７割と大半を占めている

が大学と高専では状況が異なっている。大学・高専併せて３０校が従来どおり設置されて

いると回答しているが、この内１６校は高専である。一方で「実質的な内容はほとんど変

わらないが名称は変更している」及び「他学科との統合や学科内容の変更などにより名称、

内容ともに変更している」と回答したのは全て大学である。 
つまり、大学だけの回答をみると「従来どおり機械工学科が設置されている」の回答は

約５２％に留まり、ほぼ半数の大学で名称の変更が行われていることが明らかになった。 
今後も学部・学科の再編が進むことを考えると、今後「機械工学科」の名称が減少して

いくことが予想される。 
なお、機械工学科を設置していない学校はなかった。 

 
 
Ⅱ．生産加工・工作機械に関する授業（座学）に関して 
 (1)貴学では生産加工・工作機械に関連する授業（座学）を行っていますか？ 
   □行っている・・・・・・４４ 

□行っていない・・・・・ ０ 
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0%

100%

行っている

行っていない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答いただいた全ての学校で生産加工・工作機械に関連する座学授業を行っていた。 
授業を行う年次をみると、早ければ１年次から、概ね２年次から授業が行われている。 

  授業内容をみると、一部に工作機械構造の基礎なども見られるものの、ほとんどが加

工学や生産システム工学といった内容である。 
 
(2)生産加工・工作機械に関連する最近（過去５年程度）の授業数はどのように推移して 

いますか？ 
     □増えている・・・・０ 
     □特に変化はない・・３７ 
     □減っている・・・・６ 
     □全くない・・・・・０ 
     □未回答・・・・・・１ 
 

0%

84%

14%
0%

2%

増えている

特に変化はない

減っている

全くない

未回答
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過去５年程度の生産加工・工作機械に関する授業数の推移については、８割以上が「特 
に変化はない」と回答している。 

  しかし、「増えている」との回答はないが「減っている」との回答が１４％ある。その 
理由をみると、「他に教えるべき科目数が増えているため」との回答が見られ、今後教 
育のユニバーサル化が進むことにより、さらに授業数の減少が進むことが危惧される。 

 
Ⅲ．工作機械に関する実習授業に関して 

(1)貴学（研究室）では工作機械を使った実習授業を行っていますか？（複数回答有り） 
     □必須科目として行っている・・・・４１ 
     □選択科目として行っている・・・・１ 
     □行っていない・・・・・・・・・・２ 
 

2%
5%

93%

必須科目

選択科目

行っていない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工作機械に関する実習授業については、９割以上が必須科目として実施しており、実 
施していない学校は２校に留まった。 

  実施していない理由としては、対応できる教員の不足と学内での必要性の認識不足が 
挙げられている。 

 
 (2)貴学の実習設備（工作機械）の状況は？（重複回答有り） 
  □比較的新しい機械を設備している。・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
  □新しくはないが、実習教育には十分利用できる機械を設備  ・・・・２７ 

している。 
  □設備機械が古く、実習教育には十分といえない機械がほとんど。・・・８ 
  □未回答・・・・・・１ 
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2%

16%
19%

63%

比較的新しい

新しくないが実習には十分

実習には十分とはいえない

未回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実習設備の状況については、約８割が実習には十分な設備を有していることが分かる 
、新しい設備を有している学校は７校に止まっており、学生が実習等を通じて最新の

工作機械に触れる機会は少ないといえる。 
 
Ⅳ．生産加工・工作機械関連授業（座学、実習）の重要性についてどのようにお考えです

か？ 
  □大変重要であり、これまで以上に力を入れて教育していく必要がある。・・・２９ 

□重要性は認識しているが、大学・高専再編の流れや学生の人気の変化 ・・・１１ 
などから、ある程度の授業数の減少等は止むを得ない。 

  □企業ニーズや先端技術分野の多様化等の状況を鑑みると以前よりも重・・・・０ 
要性は低くなっている。 

  □その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

□未回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
 5%

5%

65%

0%

25% 大変重要

減少等止むを得ない

重要性低くなっている

その他

未回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここでは、学校側が生産加工・工作機械関連授業の重要性をどのように認識している

かを質問した。 
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  ９割がその重要性を認識しているものの、２５％は再編の流れや学生人気の変化によ

って、授業数の削減等は止むを得ないと考えている。 
 
Ⅴ．インターンシップに関して 
 貴学（研究室）では授業科目として学生のインターンシップを行っていますか？ 
 □行っている・・・・・・・４１ 
 □行っていない・・・・・・３ 

 

7%

93%

行っている

行っていない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほとんどの学校でインターンシップを実施しているが、参加者が少ないというコメン 
トもある。 

  行っていない理由としては、単位を認定していない、選択科目として行っているが参 
加者がいないといったことが挙げられている。 

 
Ⅵ．教育人材に関して 

(1)貴学（研究室）では企業から派遣した工作機械関連のエンジニアによる授業の実施を 
希望しますか？ 

 □希望する・・・・・３５ 
 □希望しない・・・・ ８ 

□未回答・・・・・・ １ 
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18%

2%

80%

希望する

希望しない

未回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) (1)で「要望する」と回答された方で、要望する授業内容はどのようなものですか？

（複数回答可） 
    □工作機械及びその産業全般についての総論・・・１１ 
    □工作機械の研究開発に関する内容・・・・・・・１１ 
    □工作機械の設計に関する内容・・・・・・・・・８ 
    □工作機械の利用技術に関する内容・・・・・・・８ 
    □経営工学的内容・・・・・・・・・・・・・・・４ 
    □その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
 

7

20

20

25

26

1

0 5 10 15 20 25 30

総論

研究開発

設計

利用技術

経営工学

その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業からの派遣エンジニアによる授業については、８割の学校が希望してい 
る。望まれる授業内容は「工作機械及びその産業全般についての総論」と「工作機の研 
究開発に関する内容」が最も多く、次いで「工作機械の設計に関する内容」と「工作機 
械の利用技術に関する内容」が同数で続いている。 
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(3)貴学における技官等の技術指導者数の状況 
   □増員している。・・・・・・・・ ２ 
   □これまでと変わらない。・・・・１２ 
   □不足している。・・・・・・・・２７ 

   □増員している。・・・・・・・・ ３ 

 

27%

61%

5%7%

増員している

変わらない

不足している

未回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)技官等の技術指導者の企業からの派遣を希望しますか？ 
   □希望する・・・・・・２３ 
   □希望しない・・・・・１９ 

□未回答・・・・・・・ ２ 

 

52%

5%

43%
希望する

希望しない

未回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校における技術指導者数の条項は６割以上が不足していると回答しており、今後の

実習授業時間の維持等に向けて厳しい状況が明らかになった。 
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Ⅶ．産学共同研究について 
 貴研究室では工作機械メーカとの共同研究を行っていますか？ 
   □行っている・・・・・・１４ 
   □行っていない・・・・・２８ 

   □未回答・・・・・・・・ ２ 
 

33%

2%

65%

行っている

行っていない

未回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産学共同研究の実施状況については、行っていない学校が６割以上となった。大学と 
高専の別でみると、高専の方が共同研究を行っていないケースが多く、大学のみで見る

と「行っている」と「行っていない」はほぼ同数となっている。 
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４．２ 工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査（企業側） 
 工作機械は、基礎となる加工技術の他、電気・電子技術、ソフトウエア技術等最先端の

技術の集合体であるとともに“けがき”に代表されるように人の技能が生きている機械で

あり、このため、技術・技能の伝承が重要かつ必要不可欠である。 
 本アンケート調査では、人材確保・育成に関する有効な手段について調査した。 
 アンケートの集計結果は以下の通りである。 
 

アンケートの概要 
件  名 工作機械業界における人材確保育成に関するアンケート調査（企業側） 
実施期間 平成１９年１０月 
対  象 （社）日本工作機械工業会会員９３社 
集 計 数 ２９社 

 
Ⅰ．インターンシップに関して 
 (１)貴社では学生のインターンシップを受け入れていますか？ 
      □受け入れている・・・・・・・・２４ 

      □受け入れていない・・・・・・・ ５ 

 

17%

83%

受け入れている

受け入れていない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８割以上が学生インターンシップを受け入れていた。受け入れ時期はやはり夏休みを

含めた時期で、期間も５日～２週間程度との回答が多かったが、中には３ヶ月と非常に

長期間のインターンシップを行っている企業もあった。 
また、受け入れ人数は２～３名との回答が多かったが、５０名もの人数を受け入れて 

いる企業もあった。 
 
 (２)インターンシップにおける研修内容はどのようなものですか？（複数回答可） 
      □研究開発業務の補助・・・・・・・・・・８ 

（実験及びデータ解析等含む） 
      □設計業務の補助・・・・・・・・・・・１０ 
      □機械加工、機械組立の補助・・・・・・１５ 
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      □生産管理業務の補助・・・・・・・・・・１ 
      □CAD 実習 ・・・・・・・・・・・・・１２ 
      □座学による講義・・・・・・・・・・・１０ 
      □その他・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
 

1

3

10

10

12

15

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

機械加工、組立補助

CAD実習

設計補助

座学講義

研究開発補助

その他

生産管理補助

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実習内容では、「機械加工、機械組立の補助」が最も多く、次いで「ＣＡＤ実習」さら 
に「設計業務の補助」と「座学による講義」が続いている。 

  「座学による講義」が相当数あることは、学校向けアンケートの要望意見として多か 
った「より実務に近い実習」とのギャップがあるようである。 

 
(３)インターンシップの“一番”のメリット・デメリットはどのようなものですか？ （複 

数回答有） 
     （メリット） 
      □工作機械業界を良く知ってもらえる・・・・・・・１０ 
      □自社の PR になる・・・・・・・・・・・・・・・１３ 
      □優秀な学生にアプローチできる・・・・・・・・・１２ 
      □採用のミスマッチ防止になる・・・・・・・・・・・７ 
      □教育プログラム作成のきっかけになる・・・・・・・１ 
      □その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
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1

2

7

13

12

10

0 2 4 6 8 10 12 14

優秀な学生へのアプローチ

自社PR

業界を良く知ってもらえる

採用のミスマッチ防止

その他

教育プログラム作成のきっかけ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     （デメリット） 
      □指導担当者の負担が大きい・・・・・・・・・・２１ 
      □受け入れ準備に手間がかかる・・・・・・・・・・７ 
      □情報漏えいのリスクがある・・・・・・・・・・・４ 
      □その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０ 
 

0

4

7

21

0 5 10 15 20 25

指導担当者の負担大

受入準備に手間

情報漏えいリスク

その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
インターンシップのメリットとしては、「自社のＰＲになる」が最も多く、次いで「優 

秀な学生にアプローチできる」、「工作機械業界を良く知ってもらえる」が続いており、

企業側が人材採用を意識してインターンシップを行っていることがわかる。 
 デメリットとしては、受け入れ側の負荷の大きさが大半を占めている。 

 
Ⅱ．大学・高専との連携に関して（就職関連） 
 (１)就職学生の確保のためにどのような取組みをされていますか？（複数回答可） 
      □定期的に学校へ出向く、自社に関係者を招待する等 ・・・１５ 

頻繁に学校とのコミュニケーションを図る。  
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      □インターンシップや共同研究等で優秀な学生を見つけ、・・１２ 
勧誘する。 

      □関連のある学校に推薦を依頼する。・・・・・・・・・・・１５ 
      □学校に寄附講座等を設け、優秀な学生を集め、・・・・・・・３ 

勧誘する。 
      □役員をはじめ社員が卒業校との交流を継続して ・・・・・ ８ 

優秀な学生を見つける。 
      □就職説明会等に積極的に参加する。・・・・・・・・・・・２２ 

□就職活動時期に合わせて学校に求職情報を流す。・・・・・２３ 
     □就職情報誌やＷＥＢサイトを活用する。・・・・・・・・・１７      

      □その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
      □特に取組みはしていない。・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
 

1

3

3

8

12

15

17

22

23

15

0 5 10 15 20 25

学校に就職情報流す

就職説明会への参加

情報誌・ＷＥＢ活用

学校とのコミュニケーション

学校に推薦依頼

インターンシップ、共同研究等で勧誘

卒業校との交流

寄付講座による勧誘

その他

取組みなし

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学生確保に向けては、「学校に求職情報を流す」と「就職説明会への積極的参加」が 

最も多く、「就職情報誌やＷＥＢサイトの活用」と併せて、広く不特定多数を対象とし

た取り組みが行われているようである。 
加えて、「頻繁に学校とのコミュニケーションを図る」や「関連のある学校に推薦を

依頼」に対しても半数以上の回答があり、特定の学校を対象とした活動も併せて行わ

れているようである。 
 
Ⅲ．教育人材に関して 
 (１)貴社では大学・高専から工作機械関連のエンジニアを講師として派遣しますか？ 
      □派遣する・・・・・・・・１７ 
      □派遣しない・・・・・・・１２ 

 
 
 

19



 

41%

59%
派遣する

派遣しない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２) (１)で「派遣する」と回答された方で、派遣先で実施する授業内容として対応でき 

る内容はどのようなものですか？（複数回答可） 
     □工作機械及びその産業全般についての総論・・・・・ ６ 
     □工作機械の研究開発に関する内容・・・・・・・・・１０ 
     □工作機械の設計に関する内容・・・・・・・・・・・１０ 
     □工作機械の利用技術に関する内容・・・・・・・・・１４ 
     □経営工学的内容・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
     □その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０ 

 

0

1

10

10

14

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

利用技術

研究開発

設計

総論

経営工学

その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業エンジニアの講師としての派遣については、半数強が「派遣する」とした。 
対応できる授業内容としては、「工作機械の利用技術」が最も多く、次いで「工     

作機械の研究開発」と「工作機械の設計」が同数で続いている。 
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「工作機械及びその産業全般」に対する回答割合は多くなく、学校側の要望内容との

ギャップがあるようだ。 
派遣可能な技術者の職種、経験については、研究開発、設計、加工技術の実務者で、

一定以上の経験を有している人材が考えられている。 
  一部には、既に講師の派遣を行っているとの回答も見られた。 
  派遣可能期間は、「1 コマ」又は「集中講義としての短期間」の回答が多いが、学校側 

からの長期派遣の要求も多くないため、それほど問題にはならないと思われる。 
 
(３)貴社では大学・高専からの依頼があれば、技術職員等の技術指導者を派遣しますか？  
     □派遣する・・・・・・・・・１３ 
     □派遣しない・・・・・・・・１６ 

 

45%

55% 派遣する

派遣しない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術指導者の派遣については、「派遣する」と回答した企業は半数以下であり、設問Ⅲ

（１）の講師のよりも派遣が厳しいようである。派遣可能な技能者は、加工技能者、製

造現場の技能者だけでなく、開発、設計の機能者も派遣可能との意見もあった。 
 

Ⅳ．産学共同研究について 
 貴社では大学・高専との共同研究を行っていますか？ 

 □行っている。・・・・・・・・・・・・・・１７ 
  □行っていないが、今後検討したい。・・・・ ８ 
  □行っておらず、今後も行う予定はない。・・ ４ 
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28%

14%

58%

行っている

今後検討したい

今後も行う予定なし

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共同研究の実施状況については、１７企業が既に行っており、今後の実施を検討して

いる企業と合わせると大半の企業が前向きに捉えている。 
  学校側への要望として、大学向けアンケートでは「企業ニーズが掴みづらい」という 

意見が出されていたが、企業側からは「学の研究シーズを積極的に発信して欲しい」と 
の意見が見られ、ニーズとシーズのマッチングに対して何らかの対応が必要であると考 
えられる。 

  また、研究成果が出るまでに時間がかかるといった点も指摘されている。 
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５．工作機械分野における産学連携による教育支援に関する調査 

 
５．１ 目的 

近年、大学では、機械工学や電気電子等モノづくりの“核”となる学部・学科の統合・再編により、大学教

育のカリキュラムが変更となり、学生が選択すべき科目の幅が広がったことにより、工作機械を始め機械系

学生に必要とされる専門的知識や技能を身につけていない、歯車等機械の基礎工学に関するカリキュラム

が教えるべき教員の不足でなくなりつつあるなどの問題点が指摘されている。 
そこで、工作機械分野でどのような人材が必要とされているのかを知識・スキル要件で表現し、大学での

教育プログラムとのマッチング度合いについて（株）三菱総合研究所に委託し、調査を行なった。 
 
５．２ 企業向けプレアンケート 
 企業向けプレアンケートは、大学新卒人材に対する問題意識、（同新卒人材に）求める機械分野の知識、

スキル、実験内容等について、工作機械メーカーの設計部門、生産技術部門、技術営業部門、保守部門

の職種別傾向を事前に調査するため、人材確保研究会参加企業に対して実施したものである。 
アンケートの集計結果は以下のとおりである。 

プレアンケート実施概要 

件名 工作機械分野で新卒人材に求められる能力についてのアンケート 
実施期間 2008 年 1 月 

対象 人材確保研究会委員を通じて各社の技術者に依頼 
有効回答数 29 

５．２．１回答者の概要 

 

設計
63%

生産技術
17%

技術営業
14%

保守
3%

その他
3%

N=29

 

図 ５－１ 回答者の職種 
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５．２．２ 新卒人材に対する問題意識 

（自由回答から） 
 

 ものづくりの体験が不足 
 コンピュータに頼る傾向がある（判断能力がない） 
 計測器、工具の使い方を知らない 
 ◎実習（切削加工等；設備不足に問題？）、 ◎製図が不足 
 ◎部品ではなく、製品レベルのものづくり体験 

 
 知識・スキルの不足 

 基礎知識 
 ◎四力（必修が減っている？）、振動と熱変位、◎加工（特に切削）、歯車 
 センサ、アクチュエータ、CAD/CAM 制御、シーケンスソフトウェア、NC プログラム 
 安全保証、品質 
 ネットワーク技術、機械と電気、機械と IT 

 知識を応用する力 
 四力の知識を応用する力、現象を見て深く掘り下げる力、探究心 

 スキルに関するキーワード 
 ◎英語力（グローバル対応）、 ◎コミュニケーション能力・国語力、倫理、マネージメント力、コスト意識 

 
◎：複数回答があったキーワード 
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表５－１ 新卒人材に対する問題意識（設計） 

不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

歯車に関する教育。自動車をはじめとして、各種機械に使用されている

重要な要素のひとつであるが、十分に理解していない。 

新卒には入社後外部研修（主に先端技術）及び内部研修（主に内部教育及び

OJT）を実施しているが、即戦力を望むので、在学中に基礎的な加工理論そして加

工実習（可能な限り多種類の）に多くの時間を充てて欲しい。 

国語力、力学等専門分野、数学、英語 競合との競争は激化。BRICS 新規市場含め競合に勝ち抜いていく力が求められ

る。 

以下の基礎的な範疇は身に付けて欲しい。 

・困難に負けずに前進させるタフな精神力 

・事象、課題を正しく認識し、解決にむけた方策を考える能力 

・論理的に筋道の通った説明をする能力 

・対外的なプレゼンテーションの能力 

製図、４力について十分な能力がない。 当然４力については、必要ですが、グローバル化の観点から英語力が必要です。 

十分な知識を持っているが、ものを実際に作る現場に身を置いた経験が

ない。 

大学などと異なり答えのある問題はほとんどないので、現象を把握して分析する能

力が重要である。データの収集やグラフ化、報告書のフォーマット、プレゼンの仕方

などはほとんど IT 化で負担がかからないので、仕事の重点は本質を求められてい

る。 

既存のユニット部品を組合せる実習ならびに研究ではなく、部品一つ一

つを道具を使って製作する「ものづくり」の体験・実習。 

それらから実際の生産現場の基礎を知ることで、世の中の製品一つ一

つの背景にある「ものづくり」の大切さを知るとともに興味を持ってほし

い。 

技術者であってもグローバルな業務が求められるため、英語については読解力だ

けではなく英会話能力の向上が望まれる。 

企業倫理（工学における安全・環境・貿易に関する法とその遵守義務）について。 
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不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

制御システム全体を俯瞰し、把握し、表現する能力。 

工作機械の機構、原理、工作機械を駆動するサーボ 

等のアクチュエータ、センサの基礎知識、及び基本的 

な加工知識。 

ＩＴ分野、メカトロニクス分野。 

問題点を自ら見出し、問題点の解決手段を見出し、問 

題点を解決する能力。 

・技術的課題に対する問題解決の手法。 

・原価（コスト）に対する意識。 

・技術的課題に対する問題解決の手法。 

・人，金，モノ（設備・資材），納期（時間・計画）に関するマネージメント能力。 

・品質保証，安全（工学）に対する知識と考え方。 

・計測器の取扱い技能 

・電気回路設計の基礎的能力 

システムのモジュール化、分業化が進み、担当外の部 

分に対する考慮や発想がしにくい状況が加速してい 

る。これを打破するため、組織や分野の障壁を越える 

積極性とコミュニケーション能力が必要。 

工作機械の電気設計において必要な制御するシーケンスソフトウエアの

教育が不足していると感じる。 

工作機械と周辺装置、また事務所間や機械メーカとの通信が普及しておりネットワ

ークの技術が必要となる。 

最近の大学は、機械と電気と一体化され幅広い分野での専攻となって

いる。従って、より専門的な機械分野での基礎的な教育が不十分で、必

修科目が不足しているのではと思う。 

機械分野での基礎的教育と応用機械加工実習を通し、より実践的な理論の中で机

上との差をなくす。 

安全を考慮した、機械づくりの考え方。 

環境を考慮した機械製品づくり。 

機械の複合化による簡易プログラムの開発。 

設計に関する基本的な力学等の知識は豊富だが、実際のものに触れる

機会が少なく、ものづくりの体験が少ないため、知識が十分に生かしき

れていない。 

納期に対する意識。学生時代は時間があり、じっくりと考える必要がある

が、仕事では時間（納期）がきめられており、その中で最良の結果を出

す必要があることを理解していない。 

工作機械の生産性と精度を高めていくうえで、びびり（振動）の問題と熱変位の問

題が大きなウエイトをしめる。そのため、振動と熱の問題に対する基礎から応用ま

での知識が必要となる。 

グローバル化の時代で、国内だけでなく海外の技術者やお客様とのコミュニケーシ

ョンをとる必要があるため、英語の能力が必要になる。 

自分の仕事の内容や成果を上司やお客様に簡潔に分かりやすく伝える必要がある

ため、プレゼンテーション能力が必要となる。 
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不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

基礎的な４力学について、実践的に使えない。 知識の詰め込みではなく、新しいものを生み出す能力 

国語力、力学等専門分野、数学、英語 競合との競争は激化。BRICS 新規市場含め競合に勝ち抜いていく力が求められ

る。 

以下の基礎的な範疇は身に付けて欲しい。 

・困難に負けずに前進させるタフな精神力 

・事象、課題を正しく認識し、解決にむけた方策を考える能力 

・論理的に筋道の通った説明をする能力 

・対外的なプレゼンテーションの能力 

技術的な文章の理解力に関しては少し乏しい。海外の技術情報を得る

にも英語の読む能力は必要。 

機械が複雑化していく中で、相手にわかりやすい言葉で技術的な内容を説明する

ためのプレゼンテーション能力が必要となる。 

 

今後アジアを含めたグローバルな競争が増えていく中で、世界的な市場状況を把

握する為の情報収集・分析能力が必要となる。 

機械分野で基礎的な 4 力学についての演習に力を入れてその過程で物

事の考え方を論理的に考察できるような能力を身につける。 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化がどんどん進んでいる現在、語学力は必須であり、同時にﾀｲﾑﾘｰに新

商品提案を行えるようなﾏｰｹｯﾄ分析能力とマネージメント能力がますます必要とな

る。 

ソフトウェアの設計に関しては、簡単な例題をプログラミングしている学

生が大半で、実務では再教育が必要になる。 

ネットワークを使用したソフトウェアは、今後も、重要性が増すと考えており、通信プ

ロトコルも含め教育が必要となる。 

ものづくりを支える人材として、物理学、力学の習得、理解が不足してい

ると感じます。電気、電子、情報学科といえども、工作機械の設計者とし

て基礎的な理解が必要です。 

「ものづくり」特に、世界をリードする製品をつくり続ける為には、コミュニケーション、

プレゼン、討議する能力が今後必要になってくると思います。一人の天才ではなく、

チームで一つの製品を作り上げる為には、対人能力が必要です。 
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表 ５－２ 新卒人材に対する問題意識（生産技術） 

不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

技術計算をプログラミングされたコンピューターに頼る傾向にあり、使用する計

算式の中身を十分理解していない｡ 

・専門分野とそれに関連する技術－たとえば機械技術と電気（電子）技術－を

持ち合わせた技術者が必要である。 

 

・国際化に対応できる技術英語力を身につけた技術者が必要である｡ 

基礎的な事柄を含めたすべての分野の知識が足りなくて不十分である。  

入社後即、開発・設計関連業務を担いたいと期待する 

傾向があるが、モノ造りは現場からであり現場を知るこ 

とが重要。企業（工作機械メーカ）の製造現場に入った 

夏季実習（加工・組立・製造技術）等機会を増やすと良 

い。 

専門技術・専門知識よりも、モノ造りの現場を経験させ 

てモノ造りに興味を持った人材を育てたい。現場でモ 

ノに手を触れて、現場と積極的なコミュニケーションが 

とれて、常に改善意識を持った人材が必要となる。 

①機械や工具などに、触れるチャンスが無かったのか、名前や基本的用途が

理解されていない。 

②加工方法や熱処理などの一般的知識が不足。 

①NC などのプログラミング手法。 

②現場実習 

自身が経験した現象に対する問題意識(なぜ，そうなるのかという疑問)が少な

い．現象をモデル化できる能力が不足している．おそらく物理と数学に対する

基礎能力が低下しているものと考えられる．また，テレビゲームやパソコン教材

などの普及によって，結果や結論が先行した教育になれてしまっているため，

その結果に至るまでの経緯を見極める能力がない． 

今後，技術系人材に求められるものは，現在よりも拡がる．どのような展開に

なっても，対応できるような数学と物理教育の徹底が必要と思われる．IT，バ

イオ，ナノなどの応用的な知識は，当該問題に直面してからでも遅くはない． 

応用力よりは，数学と物理に立脚した問題解析力またはモデリング能力が必

要． 
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表５－３ 新卒人材に対する問題意識（技術営業） 

不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

①機械工学系であっても切削加工にウエイトをおいた設備（とくにマシニングセ

ンタ）を与えていないことから、実世界の基本でありながら、その経験・能力を

持っていない。 

 

②結果として物事の公式は知っているが、なぜ？どうして？という探求心が欠

けている。 

①問題点を広範な視点でとらえる思考能力を持ち、絞り込んだ項目を深く掘

り下げることのできる人財育成が必要。 

 

②自身の思考・成果を、相手に正確に分かり易く伝達する能力育成が必要。 

工作機械の基本である加工に関しての知識がほとんどない。（切削理論など） 

 

基本的なマナー 

英語力 

NC と種々のコミュニケーションツールとの融合知識。 5 軸加工に関する機械運動、加工技術、CADCAM、NC 制御の知識が必要と

なる。 

力学の基礎が十分出ない。 ユーザニーズに敏感に把握出来る様、技術者として 

マーケティング知識が必要。 
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表５－４ 新卒人材に対する問題意識（保守） 

不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

大学で学んできたことをどのようにすれば今の仕事にいかせるかという考え

る力が足りない。 

機械は分野的に広いため、広範囲の基礎知識、情報収集力、これらのことを仕

事に応用できる能力。 

 

表５－５ 新卒人材に対する問題意識（その他） 

不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

専攻分野の知識以外の人格形成の部分で、様々な 

顧客との事案に対して柔軟に対応出来る適応力など 

を求めたい。 

企業活動に関わる法令順守の必要性や関連する 

法令の基礎知識。 
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５．２．３ 新卒人材に求める機械分野の知識 

技術系の新卒人材の求める機械分野の知識について、職種別に聞いた。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

材料力学
弾性力学

塑性力学（成形力学）
破壊力学

構造解析（有限要素法、ほか）
機械材料

エンジニアリングプラスチック
複合材料
流体力学

高速流体力学

数値流体力学
流体機械

油空圧機器
機械運動学

機械力学（２次元）
３次元運動学

振動工学
騒音・測定制御

制御工学
システム制御

線形システム解析
生体計測制御工学

熱力学
伝熱学

移動速度論
燃焼シミュレーション

エネルギー変換工学
エネルギー反応工学

機械要素
機械要素設計

設計工学
環境配慮設計工学（ＬＣＡなど）

トライポロジー（潤滑・摩擦）
機械加工

塑性加工
鋳造法

特殊加工（電気加工、複合加工）
生産システム

先進試作技術（デジタルモックアップ）
エンジン設計

車両運動性能解析

人間工学・感性工学
メカトロニクス

電磁気学
電子部品

アナログ電気回路
デジタル電気回路

電気機器学
パワーエレクトロニクス

電子工学
電子回路
信号処理

半導体工学

ハードシュミレータ
光エレクトロニクス

無線機器
通信方式

通信計測
符号理論
伝送線路

ワイヤレス通信／移動通信

超音波工学
マイクロ波工学

光通信ネットワーク
コンピュータプログラミング

有機合成化学
品質管理

信頼性工学
プロジェクト管理工学

計測工学
電気・電子計測
機械設計製図

３次元ＣＡＤ

電気・電子設計製図
電子ＣＡＥ解析

プログラミング言語
ソフトウェア工学

ＩＰ基盤／コンピュータネットワーク
画像処理・コンピュータグラフィックス

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=18

 

図５－２ 技術系の新卒学生に求める知識・スキル（設計） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

材料力学
弾性力学

塑性力学（成形力学）
破壊力学

構造解析（有限要素法、ほか）
機械材料

エンジニアリングプラスチック
複合材料
流体力学

高速流体力学

数値流体力学
流体機械

油空圧機器
機械運動学

機械力学（２次元）
３次元運動学

振動工学
騒音・測定制御

制御工学
システム制御

線形システム解析
生体計測制御工学

熱力学
伝熱学

移動速度論
燃焼シミュレーション

エネルギー変換工学
エネルギー反応工学

機械要素
機械要素設計

設計工学
環境配慮設計工学（ＬＣＡなど）

トライポロジー（潤滑・摩擦）
機械加工

塑性加工
鋳造法

特殊加工（電気加工、複合加工）
生産システム

先進試作技術（デジタルモックアップ）
エンジン設計

車両運動性能解析

人間工学・感性工学
メカトロニクス

電磁気学
電子部品

アナログ電気回路
デジタル電気回路

電気機器学
パワーエレクトロニクス

電子工学
電子回路
信号処理

半導体工学

ハードシュミレータ
光エレクトロニクス

無線機器
通信方式

通信計測
符号理論
伝送線路

ワイヤレス通信／移動通信

超音波工学
マイクロ波工学

光通信ネットワーク
コンピュータプログラミング

有機合成化学
品質管理

信頼性工学
プロジェクト管理工学

計測工学
電気・電子計測
機械設計製図

３次元ＣＡＤ

電気・電子設計製図
電子ＣＡＥ解析

プログラミング言語
ソフトウェア工学

ＩＰ基盤／コンピュータネットワーク
画像処理・コンピュータグラフィックス

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=5

 

図５－３ 技術系の新卒学生に求める知識・スキル（生産技術） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

材料力学
弾性力学

塑性力学（成形力学）
破壊力学

構造解析（有限要素法、ほか）
機械材料

エンジニアリングプラスチック
複合材料
流体力学

高速流体力学

数値流体力学
流体機械

油空圧機器
機械運動学

機械力学（２次元）
３次元運動学

振動工学
騒音・測定制御

制御工学
システム制御

線形システム解析
生体計測制御工学

熱力学
伝熱学

移動速度論
燃焼シミュレーション

エネルギー変換工学
エネルギー反応工学

機械要素
機械要素設計

設計工学
環境配慮設計工学（ＬＣＡなど）

トライポロジー（潤滑・摩擦）
機械加工

塑性加工
鋳造法

特殊加工（電気加工、複合加工）
生産システム

先進試作技術（デジタルモックアップ）
エンジン設計

車両運動性能解析
人間工学・感性工学

メカトロニクス
電磁気学
電子部品

アナログ電気回路
デジタル電気回路

電気機器学
パワーエレクトロニクス

電子工学
電子回路
信号処理

半導体工学
ハードシュミレータ
光エレクトロニクス

無線機器
通信方式

通信計測
符号理論
伝送線路

ワイヤレス通信／移動通信

超音波工学
マイクロ波工学

光通信ネットワーク
コンピュータプログラミング

有機合成化学
品質管理

信頼性工学
プロジェクト管理工学

計測工学
電気・電子計測
機械設計製図

３次元ＣＡＤ
電気・電子設計製図

電子ＣＡＥ解析
プログラミング言語

ソフトウェア工学

ＩＰ基盤／コンピュータネットワーク
画像処理・コンピュータグラフィックス

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=4

 

図５－４ 技術系の新卒学生に求める知識・スキル（技術営業） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

材料力学
弾性力学

塑性力学（成形力学）
破壊力学

構造解析（有限要素法、ほか）
機械材料

エンジニアリングプラスチック
複合材料
流体力学

高速流体力学

数値流体力学
流体機械

油空圧機器
機械運動学

機械力学（２次元）
３次元運動学

振動工学
騒音・測定制御

制御工学
システム制御

線形システム解析
生体計測制御工学

熱力学
伝熱学

移動速度論
燃焼シミュレーション

エネルギー変換工学
エネルギー反応工学

機械要素
機械要素設計

設計工学
環境配慮設計工学（ＬＣＡなど）

トライポロジー（潤滑・摩擦）
機械加工

塑性加工
鋳造法

特殊加工（電気加工、複合加工）
生産システム

先進試作技術（デジタルモックアップ）
エンジン設計

車両運動性能解析
人間工学・感性工学

メカトロニクス
電磁気学
電子部品

アナログ電気回路
デジタル電気回路

電気機器学
パワーエレクトロニクス

電子工学
電子回路
信号処理

半導体工学
ハードシュミレータ
光エレクトロニクス

無線機器
通信方式

通信計測
符号理論
伝送線路

ワイヤレス通信／移動通信

超音波工学
マイクロ波工学

光通信ネットワーク
コンピュータプログラミング

有機合成化学
品質管理

信頼性工学
プロジェクト管理工学

計測工学
電気・電子計測
機械設計製図

３次元ＣＡＤ
電気・電子設計製図

電子ＣＡＥ解析
プログラミング言語

ソフトウェア工学

ＩＰ基盤／コンピュータネットワーク
画像処理・コンピュータグラフィックス

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=1

 

図５－５ 技術系の新卒学生に求める知識・スキル（保守） 
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５．２．４大学での実験について 

技術系の新卒学生に、大学において重点的に経験して欲しい実験を聞いた結果を示す。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

各科目関連の実験

加工実習

物理実験

化学実験

電気工学実験

その他の実験

回答率

N=18

 

図５－６ 大学において重点的に経験して欲しい実験（設計） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

各科目関連の実験

加工実習

物理実験

化学実験

電気工学実験

その他の実験

回答率

N=5

 

図５－７ 大学において重点的に経験して欲しい実験（生産技術） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

各科目関連の実験

加工実習

物理実験

化学実験

電気工学実験

その他の実験

回答率

N=4

 

図５－８ 大学において重点的に経験して欲しい実験（技術営業） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

各科目関連の実験

加工実習

物理実験

化学実験

電気工学実験

その他の実験

回答率

N=1

 

図５－９ 大学において重点的に経験して欲しい実験（保守） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

各科目関連の実験

加工実習

物理実験

化学実験

電気工学実験

その他の実験

回答率

N=1

 

図５－１０ 大学において重点的に経験して欲しい実験（その他） 

 
 

表５－６ 大学において重点的に経験して欲しい実験の具体的内容（各科目関連の実験） 

例えば歯車を使用した減速機を設計、製作インバーターモータ等を組み込み、制御を含めて完成さ

せる（ミニ風力発電機製作等） 

専門分野のいくつかの科目の知識を統合させた実験は、各科目を習得する意味を理解する上で非

常に役立つ。１例として軸を回転させる実験を行って、その動力、熱量、温度、振動、騒音、軸の静的

振れや動的振れを測定するなど。 

材料力学の実習として、有限要素法利用によるコンピュータ解析の実際の部品レベルとユニット（キッ

ト）レベルでの解析実習。 

テーマは何でも良いが，実際に与えられた課題に対して，仮説を立て，これの真偽を検証するための

実験計画を立てて，実際に実験を行い，違っておれば，新たな仮説を立てて，軌道修正を行う。。。と

の行為が，実際現場での問題解決に役立つ。 

構造解析の結果と実際の実験結果との比較が出来るような実習を行ってほしい。 

機械知識の学習内容を、実験の形で検証する経験を学んで欲しい。 

材料・破壊試験，流体の可視化，振動制御，伝熱試験など機械工学における 4 力学に関する実験 

どのような原理かを実際に体験することとても重要。 
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表５－７ 大学において重点的に経験して欲しい実験の具体的内容（加工実習） 

可能な限り多種工作機械の加工を経験してほしい、又それらを使用し"ものづくり"を経験、大学では

限りがあるので、各工作機械メーカーにインターンシップとして２～３日程度実習させる。 

旋盤加工、研削加工 

社会人になると設計部署に配属されると加工することはほとんどなくなります。学生のうちに実感して

おくことが必要です 

もののできるまでの流れを一通り実習する。鋳造、鍛造、切削加工、塑性加工、溶接、手仕上げ、梱

包。 

旋盤加工、マシニングセンタでの実加工 

（複合機・多軸加工機までは不要） 

実際に，自身で設計した図面に基づいて，機械加工実習を行うことで，次回に設計する際には，どの

ような内容に配慮すれば良いかが会得出来る（加工しやすい形状，加工治具，加工方法はどうする

か，加工精度との関係を理解する）。 

現場での機械加工のイメージをつかむ。(切削、塑性加工、焼入れ、溶接 etc)設計した部品がどのよう

な工程を経て完成品に至るか、また実際に製造可能かどうか等の判断材料となるような実習方法。 

最新の機械で最新の工具を使用した機械加工。 

様々な加工方法（レーザ加工、板金加工、放電加工、溶接等）の実習。 

旋盤加工、研削加工 

工作機械を理解する為に、実機を使ってＩＳＯの検査項目を実際に測定し、分析する。 

ものづくりの基本作業を体得して欲しい。 

MC とか旋盤といった機械構造からみてｶﾃｺﾞﾘｰ別に区分けすることがだんだんと出来なくなってきて

いる現在、その基本となる MC とか旋盤での加工実習は重要と思われます。 

工作機械の NC ソフトを開発しているため、旋盤やマシニングセンタの加工実習 

旋盤、マシニングセンタによる金属加工実習 

加工実習を通し、機械とはいかなるものか、また機械の特性を学んで欲しい。 

ものづくりの基本である、「切削」「研削」の実習を経験してほしい。 

加工の順序、手順等を見て何からどうなるかを、経験しておくべき。 

機械に触ること、物を作ることを体験して欲しい。 

手動式の旋盤，フライス盤からターニングセンタ，マシニングセンタ．放電加工などの特殊加工． 

・金型製造工程を理解した上での３次元自由曲面の加工。 

・一般的な部品を１から完成品まで実加工 

・切削加工と作用する力の関係 

工作機械がどのように使われるかを知る事は工作機械に携わる人としては必須条件である。また、加

工については知識も重要だが実習により体でも覚えてほしい。 

切削加工、研削加工 

・金属切削加工の基礎実習 

・5 軸、複合加工の実習 

・生産現場の加工実習 

実際に加工機械を使い、材料の選定から行ってほしい。材料の特性や加工による影響、加工機械で

の危険性を体験できる。 

NC 工作機械を実際に使い、基本的な金属加工の基礎知識を経験、習得してほしい。 
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表５－８ 大学において重点的に経験して欲しい実験の具体的内容（物理実験） 

物理現象の実験（摩擦と摩耗、熱の伝導、振動等） 

基礎的な実験をじっくりと行う。 

物理現象の実験（摩擦と摩耗、熱の伝導、振動等） 

物理の基礎実験，計測およびデータ処理に対する考え方が履修できること． 

・構造体の構成による力と歪み 

・衝突によるエネルギー 

振動解析 

 

表５－９ 大学において重点的に経験して欲しい実験の具体的内容（化学実験） 

成分分析、解析 

基礎的な実験をじっくりと行う。 

成分分析、解析 

生産技術の分野では，あまりいらないが，微細加工などのエッチングに関する実験はあってもよい．た

だし，上述の加工実習に組み込んではどうか． 

 

表５－１０ 大学において重点的に経験して欲しい実験の具体的内容（電気工学実験） 

電子回路の実験（カウンタ、タイマ等） 

測定器の使用法やノイズに対する知見を深める実験を行う。 

・デジタルストレージスコープの取扱い 

・微弱信号の計測 

・中高圧電力の計測（安全知識） 

自身で電気回路を設計・組立し、目的の動作をさせる経験してほしい。 

電子回路の実験（カウンタ、タイマ等） 

電気回路の配線を行う。電気回路実習 

工作機械の制御の観点から，電気およびメカトロニクス関係の能力を養える基礎実験があると望まし

い．これも加工実習に組み込めれば，具体的なイメージがつかめるかもしれない． 

 

表５－１１ 大学において重点的に経験して欲しい実験の具体的内容（その他の実験） 

環境などに配慮する下地を育める実験を行う。さまざまな材料の使用法と環境負荷を学ぶために、長

期的な時間の中で実験する。 

グループ学習・実験にて、役割分担し、メカトロに関わるソフトウエアを設計し、実験・評価し、課題見

つけ、グループ内でコミュニケーションをとって改良（解決）する経験。 

ＦＡ関連の制御に必要なシーケンスソフトウエアの基礎知識の習得と、サンプルの設計・評価を経験

しておきたい。 

シーケンサーを用いた信号信処 

組み込みシステムの試作/作製 

環境負荷低減に関する新生産材料、利用技術 

ワークショップのような製作実習があってもよいのではないか． 

設計から CAD，CAM による NC データの変換，加工，評価の一連の実習があると望ましい．上記加工

実習とは目的が異なる． 

・熱による材料特性の変化 

CAD/CAM に絡む実験（実習） 

金属切削機械の加工における挙動（熱、振動、追従等）に関する実験 
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５．２．５ 新卒人材に求めるその他分野の知識 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機械技術分野の動向・環境

理工系の基礎科目

経営戦略

財務・会計・ファイナンス

倫理

業務関係法令・制度

企業法務（会社法、契約、その他企業法務）

知的財産

プロジェクトマネジメント

論理的思考・問題解決手法

プレゼンテーション・コミュニケーション

語学力（英語）

ITリテラシ

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=17

 

図５－１１ 技術系の新卒学生に求めるもの（設計） 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機械技術分野の動向・環境

理工系の基礎科目

経営戦略

財務・会計・ファイナンス

倫理

業務関係法令・制度

企業法務（会社法、契約、その他企業法務）

知的財産

プロジェクトマネジメント

論理的思考・問題解決手法

プレゼンテーション・コミュニケーション

語学力（英語）

ITリテラシ

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=5

 

図５－１２ 技術系の新卒学生に求めるもの（生産技術） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機械技術分野の動向・環境

理工系の基礎科目

経営戦略

財務・会計・ファイナンス

倫理

業務関係法令・制度

企業法務（会社法、契約、その他企業法務）

知的財産

プロジェクトマネジメント

論理的思考・問題解決手法

プレゼンテーション・コミュニケーション

語学力（英語）

ITリテラシ

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=4

 

図５－１３ 技術系の新卒学生に求めるもの（技術営業） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機械技術分野の動向・環境

理工系の基礎科目

経営戦略

財務・会計・ファイナンス

倫理

業務関係法令・制度

企業法務（会社法、契約、その他企業法務）

知的財産

プロジェクトマネジメント

論理的思考・問題解決手法

プレゼンテーション・コミュニケーション

語学力（英語）

ITリテラシ

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=1

 

図５－１４ 技術系の新卒学生に求めるもの（保守） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機械技術分野の動向・環境

理工系の基礎科目

経営戦略

財務・会計・ファイナンス

倫理

業務関係法令・制度

企業法務（会社法、契約、その他企業法務）

知的財産

プロジェクトマネジメント

論理的思考・問題解決手法

プレゼンテーション・コミュニケーション

語学力（英語）

ITリテラシ

回答率

現在必要である

今後重要となる

N=17

 

図５－１５ 技術系の新卒学生に求めるもの（その他） 
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５．３ 企業向けアンケート 

企業向けアンケートは、工作機械メーカーにおける技術系人材の採用の現状、新卒人材に求める知

識、スキルの内容、大学教育の方向性等について総合的に調査し、現状の把握、今後の産学連携の

方向性を検討するための基本資料とした。 
 

アンケート実施概要 

件名 工作機械分野の人材育成における産学連携のあり方についてのアンケート（企業向

け） 
実施期間 平成 20 年 3 月 3 日～平成 20 年 3 月 12 日 

対象 社団法人日本工作機械工業会の会員企業（ソフトウェアメーカーを除く）81 社 
有効回答数 24 

 

５．３．１ 貴社の技術系人材の現状について 

正社員数については 300～499 人が最も多いが、技術系人材、機械系の技術系人材については 0
～99 人の企業が多い。 

 

17% 17% 17%

21%

17%

8%

4%

42%

33%

4%

8%

4% 4% 4%

54%

29%

0%

8%

4%

0%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0～99 100～199 200～299 300～499 500～999 1000以上 無回答

構
成

比

正社員
（正規社員）
うち技術系人材
（研究者・技術者・技能者）
うち機械分野

N=24

 

図５－１６ 従業員数 
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大学を活用した機械分野の技術系人材の能力開発については、42%が連携はしていないと回答し

ている。 

25%

29%

21%

0%

29%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

大学教員の研修講師招聘（出前講師）

大学・大学院への従業員派遣

（学位取得を伴うもの）

大学が行う公開講座、研修事業等への従業員派遣

（学位取得を伴わないもの）

大学への企業内研修アウトソーシング（貴社向け

の独自研修プログラムを大学が開講するもの）

その他

特に連携はしていない

N=24

 

図５－１７ 大学（教員）を活用している事例 

「その他」としては以下が挙げられている。 
大学への講師派遣（社員を） 

研究課題に対し特別教授を依頼 

大学の研究成果を製品化する開発、協同組合を組成 

時々、大学の先生に機械開発指導に来社してもらっている 

産学共同の研究会等への従業員派遣 

産学共同研究・開発グループへの参加 

 
また、今後の活用予定としては以下が挙げられている。 

各校より「ものづくり創造実習」への協力を求められており対応予定 

大学との研究開発（連携して） 

産学共同研究は積極的に進める中で、将来有望な若手従業員をそこに投入し、OJT による能力開発を行って行

く。 

学位取得は伴わないが、大学研究室へ技術・知識の取得のために、従業員を派遣する予定がある。 

大学と連携して加工テストなどを行う予定あり。 

大学教員の研修講師招聘を検討中 
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５．３．２ 技術系人材の採用について 

技術系人材の採用については、過去 1 年間で 9 人以下との回答が多い。学部、修士、博士で見ると、

学部卒で採用している企業が多い。 

63%

58%

63%

58%

75%

21%

21%

0%0%0%

0%

0%

0%

13%

38%

33%

13%

4%

4%

4%

4%

0%

4%

4%

4%

4%

0%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

4% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術系人材

うち機械分野

うち大学院（博士課程）卒

うち大学院（修士課程）卒

うち大学（学部）卒

構成比

0～9 10～19 20～29 30～49 50～99 100以上 無回答

N=24

 

図５－１８ 過去 1 年間に新卒採用した技術系人材 
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これら人材の確保について、「必要な人材の確保ができていない」と回答している企業が、たとえば大

学（学部）卒では 29%となっている。 

42%

33%

46%

29%

38%

42%

38%

17%

29%

17%

29%

38%

42%

33%29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

技術系人材（研究者・技術者・技能者）

うち機械分野

うち大学院（博士課程）卒

うち大学院（修士課程）卒

うち大学（学部）卒

必要な人数の確保に
問題なし

必要な人数の確保が
できていない

無回答

N=24

 

図５－１９ 新卒採用への評価 
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今後の新卒採用については、現状維持か、増やすとの回答であり、減らすとの回答はなかった。 
学部卒、修士課程卒について増やすとの企業が多い。 

50%

46%

17%

38%

42%

46%

38%

50%

38%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

17%

33%

25%

8%50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

技術系人材（研究者・技術者・技能者）

うち機械分野

うち大学院（博士課程）卒

うち大学院（修士課程）卒

うち大学（学部）卒

採用数を
増やす

現状維持 採用数を
減らす

無回答

N=24

 

図５－２０ 技術系人材についての今後の新卒採用の意向 
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採用時に機械分野の大卒採用者に求める知識・スキルとしては、「機械要素設計」、「機械加工学

（工作機械）」、「設計製図」などが挙げられている。 
特に「設計製図」については、実務レベルまで採用時に必要であるとの回答が 38%に達している。 

13%

4%

17%

4%

13%

21%

8%

13%

4%

0%

0%

38%

13%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

50%

21%

46%

21%

38%

38%

38%

33%

17%

25%

25%

42%

21%

21%

17%

33%

0%

4%

0%

8%

25%

4%

0%

4%

13%

46%

17%

42%

29%

38%

33%

29%

42%

29%

21%

25%

46%

46%

58%

42%

29%

29%

33%

33%

38%

33%

25%

8%

13%

17%

4%

21%

8%

4%

4%

4%

42%

29%

29%

0%

8%

13%

17%

13%

13%

58%

54%

54%

46%

21%

50%

63%

21%

13%

13%

17%

13%

13%

8%

13%

17%

13%

13%

17%

17%

13%

17%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

67%

13%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

材料力学

流体力学

機械力学

熱力学

機構学

機械要素設計

機械加工学  （切削・研削）

機械加工学  （工作機械）

特殊加工学（放電加工、レーザ加工、

超音波など、化学的・電気化学的加工

塑性加工学（鍛造、プレスなど）

鋳造・凝固工学

設計製図

設計工学

計測・制御工学

電気・電子工学（電子回路など）

情報工学（情報処理・プログラミングなど）

材料工学（材料の機能・物性・プロセスなど）

化学工学（移動論、プロセス工学など）

経営・生産工学（工程管理、原価管理など）

環境工学（LCAなど）

人間工学・感性工学

加工実習の経験

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（品質・資源管理など）

企業経営（経営戦略、財務会計など）

その他

実務レベル 理解レベル 知識レベル 採用時に求めていない 無回答

N=24

 

図５－２１ 学生が有している知識・スキル 
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これら知識・スキルについて、採用時のギャップ（上記の求めている水準と実際の採用でのギャップ）

は以下である。やはり、「機械要素設計」、「設計製図」が多く挙がっている。 

21%

4%

25%

4%

17%

25%

29%

25%

4%

4%

8%

33%

21%

13%

13%

4%

13%

4%

4%

4%

4%

17%

4%

4%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

材料力学

流体力学

機械力学

熱力学

機構学

機械要素設計

機械加工学  （切削・研削）

機械加工学  （工作機械）

特殊加工学（放電加工、レーザ加工、

超音波など、化学的・電気化学的加工

塑性加工学（鍛造、プレスなど）

鋳造・凝固工学

設計製図

設計工学

計測・制御工学

電気・電子工学（電子回路など）

情報工学（情報処理・プログラミングなど）

材料工学（材料の機能・物性・プロセスなど）

化学工学（移動論、プロセス工学など）

経営・生産工学（工程管理、原価管理など）

環境工学（LCAなど）

人間工学・感性工学

加工実習の経験

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（品質・資源管理など）

企業経営（経営戦略、財務会計など）

その他

N=24

 

図５－２２ 採用時のギャップ 
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表５－１２  機械分野の大卒採用についての問題意識 

不足していると感じる 今後重要性を増すと感じる 

有限要素法など基礎的な工学の実力 語学力 

事柄に対する問題意識が低く、作業改善をする事に対

する成功経験が少ない。寸法的な実際の感覚にうとくな

っている。 

3 次元 CAD から展開する要素解析、治具設計、営業

プレゼン、プログラムの作成まで活用されてくるように

なってくる。 

全体的な知識レベルが下がっている   

現在、機械系の学卒採用がきびしく、採用出来れば良

いという考えが強く、問題意識まで考えられない。 

現在、機械系の学卒採用がきびしく、採用出来れば

良いという考えが強く、問題意識まで考えられない。 

工作機械は専門知識や技能が必要となる故に、数学、

物理などの基礎学力と基本的な工学理論の習得が重要

グローバル化において英語力、プレゼンテーション

（表現）能力が重要となる。3D-CAD、コンピュータ解

析力が必要となりイマジネーション能力が重要 

機械工学、要素等の基礎知識が不足。加工実習及び要

素部品等実務経験不足に依り実務に入る迄に教育が相

当必要で有る。 

工作機械設計に特化した知識の高度化専門学習が

必要。 

コミュニケーション能力の不足 語学力 

理論により偏っており、実際にモノづくりの経験が不足し

ている。 

機械と縁の深い電気、電子系及びソフト関係の知識

がますます必要となります。 

基礎的な学力、知識の低下が見られる。中には大学入

試レベルの問題が解けないことがある。 

総合的判断力、前向きな姿勢、自分を高めようとする

意欲、自分で考えて行動する力などが必要。 

ＣＡＤに頼ってばかりで、実際の現場主義を前向きに捉

えていない。 基礎的な学力が不足。 

どんなことでも、チャレンジする気概を持つ。 

探究心、物事を極めようとする姿勢、設計意図と実機性

能の差を入念に解析して、実体を掘り下げる意欲。 

困難な場面に遭遇したときに、臆することなく、解決し

ようとする意欲が必要 

現状不足と感じることはございません。 環境工学、人間工学、電気・電子工学スキルを有した

学生を必要としております。 

ものづくりに対する能動性の不足 知識・スキルも大事だが、メンタルヘルスと言うか逆境

に強いこと。 

何事にも前向きに突き進もうとする行動力 

組織の中で仕事をする為の協調性 

何事にも前向きに突き進もうとする行動力 

組織の中で仕事をする為の協調性 

基礎的な四力学について理解不足 納期管理、原価管理能力 

社会人としての自覚 人の話をしっかり聞くこと 

設計の基礎的な理論不足 

図面読解力不足 

設計能力及び多能工のスキルアップ 

基礎的学力の応用されている実践技術に対する、知

識・理解不足。 

柔軟性 

工作機械の基礎知識 自ら率先して開発にあたり、リーダーシップの取れる

人材 
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５．３．３ 人材問題 

製造業離れ、ものづくり離れ、四力学の知識・理解不足については、既に問題となっている、今後問

題となる可能性があるとの回答が多くなっている。 

無回答

0%

既に問題となって

いる

54%

問題ではない

13%

今後問題となる

可能性がある

33%

N=24

 

図５－２３ 工学系学生の製造業離れの影響 

表５－１３  自社での対策 

学校側への機械ものづくり演習等への協力 

大学への訪問等、積極的なアプローチ（企業ＰＲ） 

工学系学生が他業種に流れてしまっている。 

(1)リクルート活動の活発化。(2)東京近郊（所沢）に開発設計拠点を設立した 

中途採用等幅広い採用活動をする。 

早期からの学生との接触により製造業の魅力を伝えている。 

人材レベルの低下 

会社案内のセミナー、説明会を積極的に展開し始めている。 

大卒の代りは工業高校卒業者を設計・開発部門に異動する 

対策はございませんが、情報工学に流れるであろう学生のトレンドをいかにくい止めるかという問題意識は持って

いる。 

学校の求職情報提供、WEB サイトの活用、親会社との連携等 

大学生への工場見学会の実施 
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無回答

0%

今後問題となる

可能性がある

42%

問題ではない

21% 既に問題となって

いる

38%

N=24

 

図５－２４ ものづくり離れの影響 

 

表５－１４  自社での対策 

学校側への機械ものづくり演習等への協力 

学部卒の質の低下から、修士卒の採用が増加しているが、修士卒は体験的な学習が不足している。よって、入

社後６ヶ月は現場実習を重視する。 

工場見学、インターンシップ等利用し、不足分をカバーする。 

入社後数ヶ月モノづくり体験をさせている。 

長期の育成期間を要している 

機械にほとんど触ったことがない、工学部の学生が増えている。 

年度毎に「テーマ」を設け、4 回/月のペースで教育訓練を実施。 

例 1）会社のしくみ 

例 2）物作りの基本と機械の構成等 

現場実習の時間を確保 

入社後 3～5 年の現場配属 

 
 
 

 54



 

無回答

0%

今後問題となる

可能性がある

46%

問題ではない

17%
既に問題となって

いる

38%

N=24

 

図５－２５ 四力学の知識・理解不足 

 

表５－１５  自社での対策 

入社後にトライボロジーなど再学習 

四力学を含めた社内講習会を計画中 

ＯＪＴ（実務を通して）勉強させている。 

実務経験を通して先輩による教育を行っている（OJT 教育） 

年度毎に「テーマ」を設け、4 回/月のペースで教育訓練を実施。 

例 1）会社のしくみ 

例 2）物作りの基本と機械の構成等 

入社後の社員研修を実施。自己啓発通信教育制度等の活用による自助努力及び支援 
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社会人基礎能力のような「基礎能力」については、新卒採用でほとんどの企業が評価している。 

無回答

8%

専門知識と同程

度に評価

63%

専門知識ほどは

評価しない

8%

専門知識以上に

評価

21%

N=24

 

図５－２６ 基礎能力の評価 

表５－１６  評価している具体的な能力 

語学 

協調性 

コミニュケーションスキル・問題提議・解決能力 

人物像評価 6 項目、一般常識テスト、小論文 

現場実習での他部門とのコミュニケーション能力を評価する 

実行力 

コミュニケーション能力、協調性、自律性 

詳細にどれということではなく「基礎能力」全般。 

プロジェクトによる開発が多くなって基礎能力、特に前に踏み出す能力が重要となっている。 

具体的評価手段を有しないが、面接時に同内容を取上げて質問している 

「チームで働く力」 

言語理解・論理思考・数量的処理 

面接時に、"態度・積極性、協調性、堅実性"を評価している 

チームで働く力 

主体性、実行力、ストレスコントロール力 

礼儀・常識・対人能力（社会性） 

コミュニケーション能力 
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５．３．４ 大学教育の方向性 

「機械工学科」等の既存のコア学科を融合した学科（システムデザイン等）が増加していることについ

ては、望ましいという意見と望ましくないという意見に分かれている。 

無回答

4%

望ましくない

25%

その他・わからな

い

38%

望ましい

33%

N=24

 

図５－２７ 融合学科の増加について 

 

表５－１７  融合学科の増加について望ましい・望ましくないと考える理由 

望ましい 様々な角度からのアプローチが可能となるため有意義な方向と考える。 

 時代に合わせて、新しい分野、機械以外のことを学ぶこともよいと思う 

 特定の分野を大学で深堀りするよりも、いくつかの分野を知識として得ている方が企業

での実務に合っているため。 

 総合的、システム工学的な知識・スキルが現在、求められている。 

 1 つしかわからない、専門家より、多方面の機械工学をまとめていく必要があるため。 

 総合的な視野でものごとを理解できる人材を育成できるのではないかと期待している 

 ユーザーニーズに対応した人材育成に繋がると考える為。 

望ましくない 加工系の研究室が少なくなるから 

 基礎学力の習得が軽視されている印象を受ける。（サークル的な学習環境となっていな

いだろうか？） 

 採用募集の要件を明確にしづらい 

 機械系技術者として広い知識は必要と思うが、専門的知識習得に重きを置いた教育を

望む 

 間口が広がる事は良い事ではあるが、広く薄くなり、基礎学力が疎かになり、再教育の

必要性が懸念される為。 

 実践技術の収得の時間的妨げにつながる。 

その他・わからない 当社にとっては、機械工学科にて、深い知識を要求するが、多様化の社会の中では幅

広い知識も必要と考えますので、どちらが良いか言えない状況です。 

 学生に受け入れ易いような名称を使用していると思うが、問題は中味で、機械工学の基

礎労力を原点に戻って教育カリキュラムを作るべきだと思う。 
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５．３．５  産学連携による大学教育への支援・協力 

1 年間のインターンシップ受け入れ状況は以下である。受け入れを行っていない企業が多い。 

58%

75%

79%

17%

8%

17%

17%

21%

0%

4%

0%

0%

4%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学部学生

大学院生
（修士）

大学院生
（博士）

0 1～4 5～9 10以上 無回答 N=24

 

図５－２８ 1 年間のインターンシップの受入状況 
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インターンシップに関しては、大学との事前の意識合わせも実施しているのは 21%にとどまる。実施

後の学生に対する指導や大学との調整はほとんど実施されていない。 

21%

21%

29%

4%

0%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

インターンシップで受け入れる

学生に対する事前教育

インターンシップを行う大学との

事前の意識あわせ

インターンシップ実施中の

大学との調整

インターンシップ実施後の

学生に対する指導

インターンシップ実施後の

大学との調整

その他

N=24

 

図５－２９ インターンシップに関して実施しているもの 

 
インターンシップ以外では講師派遣や工場見学の受け入れが多く行われている。 

表５－１８  インターンシップ以外の大学教育への協力 

・産業共同事業（国内・外で数校あり） 

・ものづくり演習／実習への協力（資料・資材提供、社員派遣） 

・大学への当社社員の講師派遣 

・製品の寄付・技術指導、支援・講演依頼に対し実施・工場見学の受入 

システムデザイン工学、二年生に依る工場見学会（年 1 回、90 人、2 時間程度） 

工作機械の受注、設計、部品製作、組立の各工程順に詳細解説し見学実施。 

・名古屋大学に社員を講師として派遣していること。 

・授業の一環としての工場見学を受け入れていること。 

地元大学と共同でテーマを決めて、卒業研究の１つとして、実験・テストを進めている。 

見学の積極的受け入れ、親密大学学部の学会活動への協力（会員加入、会場提供など） 

工作機械講座の実施 

工場見学への協力 

臨時講師としての社員派遣 

大学の臨時講師派遣 

工場見学会の実施 
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５．３．６ 機械分野において今後重要となる人材像について 

産学人材育成パートナーシップ（機械分野）では、工作機械分野において今後以下のような人材に

ついて、重重要性が高まると考えている。 
 

人材名 工作機械業界が求める新卒人材（仮称） 

役割 
（担うべき業務） 

機械加工を含めた基礎的な力学等を理解した上で、設計・生産を合理的に行うこと

のできる人材 
主要能力 

（必要な知識・スキ

ル 

 工作機械の基礎的な知識や技術、特に力学等の基本原理を理解している。 
 グローバル市場に向けてQCD（品質、コスト、納期）を意識して設計・生産できる。

 
この人材について、重要性を聞いた結果を以下に示す。重要性が高まっているとの回答が 2/3 に達

している。 

重要性は高まっ

ていない

17%

無回答

17%

重要性が高まっ

ている

67%

N=24

 

図５－３０ 工作機械業界が求める新卒人材（仮称）の重要性 

上記人材以外では、以下のような人材が必要であるという意見があった。 
役割 基礎的な、材料・機構・力学等を理解した上で、設計・生産を実践に則し合理的に行うこと

のできる人材 

主要能力 基本原理を理解していること。実践に柔軟に対応できること。 

 
工作機械業界が求める新卒仮称）に最も不足している知識・スキルと産学が取り組むことを次に示

す。 
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表５－１９ 新卒人材（仮称）に最も不足している知識・スキルと産学が取り組むこと 

取り組むべきこと 今の人材に最も欠けてい

る知識・スキル 産業界の役割 大学の役割 産学連携にて推進 
有限要素に代表される体系

的理解 

教育界への働きかけ   小学校教員への理系人材投

入 

NC 化、自動化が当たり前と

なって加工現象、治具設計

がうとくなってきている。 

情報の開示と、競争力の確

保は、難しい問題だが、新し

い規格は統一すること。 

企業が商品を開発する上で

直面する問題点を研究テー

マとして取上げてもらいた

い。 

企業も大学の時間軸を理解

して、テーマ設定を行うこと

が必要である。 

困難なことに対しても前向き

に出来る能力。コミニュケー

ションスキル 

ヒューマンスキルの育成に力

を入れるとともにﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹ

ｱ体制を強化する 

理論だけでなく、研究や実

習に取り組んで姿勢や意欲

を育てる 

小中学校時より新しいことに

チャレンジする経験を持たせ

る 

当社の採用は少人数であり「不足している」とかのレベルではなく、不足があっても当り前と考えている現状です。取りくみレベ

ルに至っていないです。 

学卒では基礎学力が徹底的

に不足。修士では設計、生

産など具体的仕事への関心

が不足 

工作機械業界全体での業界

ＰＲを行い学生の興味を誘う

基礎学力の重視と特に修士

では英語力の重視 

工作機械業界のＰＲと、その

上での日常的な交流。 

加工方法を理解出来ていな

い。 

工作機械工業会で連携し必

要知識の共通化を行う。 

基礎知識のウエイトを多くす

る事と実機に依る体験学習

を多くして貰いたい。 

  

QCD（品質、コスト、納期）を

意識して設計・生産できる知

識 

企業間で連携し、必要となる

知識の「見える化」を行う。 

企業出身者の講師を増やす ものづくり教育を支援する。 

工作機械を用いて行う加工

全般に於ける様々な条件を

判断できる知識 

企業内外、業界に於ける暗

黙知、経験知の形式知化 

企業、学会全体を統合した

上での知の形式知化と周知

物作りに於けるおもしろさ喜

びを伝える。もの作りのステ

ータスを上げる。 

機械要素、制御システムを総

合的に設計できる知識、スキ

ル。 

研究テーマの具体的提示を

行なう。 

工作機械関連のテーマに取

り組む研究室を増やす。 

共同研究を多く実施し、それ

を通じた人材育成を行なう。

基本を応用して種々の事例

に対応して行く応用力 

業界標準の作成と知財知識

などの共有化、流出防止策

の策定を行う。 

企業でできにくい、基礎的な

データ収集と未来にできるべ

き姿の理論化 

未知のものに対する取り組

み支援、 

現場の物作り体験を実行し

ていく。 

知識は持っているが、それを

技術として活かす能力 

学生に実践の場を提供する

学理的解析の指導力の向上

加工実習の充実、基礎的理

論をしっかり教え込む 

小中学校から理科への関心

を高め、科学への足がかりを

支援する 

基礎的な力学を駆使して、設

計・生産に応用できる知識。 

積極的なインターンシップの

受け入れ。 

企業の経験・ノウハウを「学

問」として体験できる場を積

極的に紹介すること。 

  

コミュニケーション能力、もの

づくりの情熱・向上心 

計画的な階層別教育制度の

確立 

企業・社会の求める人物像

の教育支援 

インターンシップの積極的支

援 

機械工作法の知識と工作ス

キル 

企業の目指す技術の方向性

の開示 

工作機械の将来像を見た学

問の追及 

研究費、設備の支援による

教育のさらなる向上 

安全に対する知識 安全な製品を世に送り出す

こと 

製品の安全性を研究する ものをつくることの楽しさを教

える 

機械系基礎学力 業界団体として再教育の場

を設ける。 

基礎理論の教育の他、企

業、業界の先進する実体、

実務経験を取り入れる。 

産学の連携により、ものづく

り、日本の工業立国としての

役割に関する教育を支援す

る。 

制御理論の知識 異業種間交流の場を拡げる 企業の経験・ノウハウを「学

問」として体系化・理論化す

る。 

優秀な人材が集まるよう小・

中学校のものづくり教育を支

援する。 

機械を設計、開発する上で

の機械工学における基礎的

な知識 

産業界で必要とされる知識

の明確化、見える化 

基礎学力の習得 ものづくりの面白さ、重要性

を次世代に伝えていく産学

共同イベント開催 
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機械分野の人材育成について、産学人材育成パートナーシップ構想に盛り込むべき提案（特に大学

に期待したいこと）を以下に示す。 

表５－２０  産学連携人材育成パートナーシップ構想に盛り組むべき提案 

技術的、知識的なことより人間性向上を求めます。（入社後、技術、知識は少しづつ向上していただければ結構

と考えています。 

①日本における工作機械業界の地位向上のためのＰＲ活動 

②インターンシップへの積極的な対応 

③基礎学力と英語教育の徹底 

④大学で行う研究活動の場を企業内に設け、産業界に物理的にも近い関係で研究を進める。 

新しい機械の方向性に対応出来る分野の人材育成を考えて貰いたい。 

制御系が専門分野すぎる為、ほとんど大学生は知識が無い為、制御系の人材についても検討下さい。 

産学協同研究を通じて人材育成を進めたい。そのために大学側ではより多くの研究室がテーマに取り組めるよう

な環境整備（研究費など）を期待する。 

基礎的データ収集と応用力を高めるための、将来的な理論化を進める。 

産学が連携できる、コミュニケーション広場をｗｅｂ上で大きく開放する。 

各大学の実際行っている内容がわかりにくく、産業界が手を出しにくくなっている面をより大きく公開する仕組み

を作る。 

一旦入社した社員（社会人）で数年～5 年程度実務を経験した者（大卒・高専卒・高卒）の再教育カリキュラムの

作成と積極的受入れ 

工作機械業界では、現場での体験がとにかく大事であると考えます。従って、大学側では企業でのインターンシ

ップを積極的に紹介すること、企業側には積極的にインターンシップを受け入れることが大切だと考えます。 

教育の質の向上、知識だけをつめ込むだけでなく、人間力のある人材へ導いていただきたい。コミュニケーション

能力の重要性も欠かせない 

・産業界側との人事交流の活発化 

・研究成果の発信を多くして、産業界への貢献を PR 

実践（実験）により、基礎原理が理解できる様な体制。 

機械分野の学生の工作機業界への継続的就職 

学生の工場見学など学生が工作機企業へ目を向けるようなイベント計画 
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６．工作機械の最新技術動向調査 

 

 工作機械は、「機械を創る機械」、「マザーマシン」と呼ばれ、工作機械で加工する機械部

品の精度がその製品の品質、性能に大きな影響を及ぼす重要な機械である。 

一方、工作機械は、典型的な設備機械であり、通常、機械工場に設置されているため、一般

の人には、馴染みのない機械でもある。 

 このため、工作機械を知らない人も多く、また、機械系の学生にも工作機械を知らない学生

もいる。 

 そこで、本章では、最先端の工作機械技術を紹介し、工作機械（技術）の重要性、面白さ、

楽しさを知ってもらうことを目的した。 

 また、調査にあたっては、なるべく平易な表現を用い、機械加工を学び始めた初心者でも理

解できることを心がけた。 
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6.1.1　はじめに 
 工作機械の高精度化と高能率化は永遠の技術課題であり，鋭意そのための技術開発が行

われている．ここ数年は，工程集約による高能率化を目指して，工作機械を同時多軸制御

とすることにより同一機械上で異種加工を行う複合工作機械の開発が進められている．こ

こでは，それら複合加工工作機械の主な技術動向について，解説する． 
 
6.1.2　多軸制御複合工作機械の種類 

（１）MC ベースの多軸制御複

合工作機械（5軸マシニ

ングセンタ） 
マシニングセンタベースの

５軸加工機（5 軸 MC）は，
旋回軸の配置方式により，大

きくは図１に示すような 3種
類に分類できる．つまり，旋

回軸を工作物（テーブル）側

に 2軸，工具（主軸頭）側に
2 軸，両側に１軸づつ配置し
たものが存在している．この 3種にさらに，X，Y，Zの 3軸をどちら側に配置するか，立
て形か，横形か，あるいは門形かなどの組み合わせにより，多くの種類が存在している． 
（２）ターニングセンタベースの多軸制御複合工作機械 

ターニングセンタ（TC）ベースの
複合工作機械は，図２に示すように，

従来の TC が持っている X，Y，Z，
Cの４軸に加えて，本格的なミリン
グ主軸頭にもなるB軸旋回機能をも
つ刃物台を装備した構造形態のもの

が一般的である．本例は，さらに，

右側に C軸機能をもつ主軸台と，２
基の下刃物台が装備された高度なも

のとなっている． 
（３）その他 
 以上の他，各種加工法を複合化し

た工作機械が登場している．例えば，

（１）工作物側２軸 （３）工具側２軸（２）工作物・工具側各１軸（１）工作物側２軸 （３）工具側２軸（２）工作物・工具側各１軸

図 1 5軸マシニングセンタの基本的な種類（農工大：堤）

図２ ターニングセンタベースの複合加工機（中村留）
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図４に示すようなウォータジ

ェット加工とワイヤ放電加工

の複合加工機がある．これは，

荒加工をウォータジェット加

工で行い，仕上げ加工をワイ

ヤ放電加工で行うと言うコン

セプトで開発されたものであ

る．これによれば，ワイヤカ

ット放電加工で必要な初期穴

加工をウォータジェット加工

で行えるなど，付加的な工程

短縮も実現している．この他，

超音波加工とミリング加工，レーザ加工とミリング加工の複合化を実現した工作機械など，

多くの複合工作機械が開発されている． 
 
6.1.3　技術動向 
6.1.3.1　徹底的な高能率化を進めるターニングセンタベースの多軸制御複合工作機械 
  ターニングセンタ（TC）ベースの複合工作機械では，１）タレット刃物台のミリング
機能強化，２）工具交換回数の削減化，３）同時加工工具本数の増大，４）送り速度の高

速化，５）加工の複合化，などが進められている．中でも，比較的負荷の高いミリング加

工も同時で行ったり，複合化でも，図４に示すようにブローチ加工も同一機械上で行える

ようにしたりで，工程短縮化

をさらに推進したものが登場

している．また，従来１面 1
工具であったタレットヘッド

への工具装着本数を複数本装

着可能にしたり，くし歯状刃

物台を 3次元配置にしたりし
て，小さな空間でより多くの

工具を装着するための工夫が

なされるなど，工具交換時間

の短縮と交換回数の徹底的削

減による生産能率の向上を目

指した技術開発が行われている． 
6.1.3.2　旋削加工と研削加工の本格的な複合化  

TC とグラインディングセンタ（GC）の複合化も進んでいる．図５は，FMT 社の逆立

図４ 徹底的な工程短縮を図る旋盤ベースの複合加工 
工作機械（TRAUB） 

ミリング加工ミリング加工 ホブ加工ホブ加工 ブローチ加工ブローチ加工ミリング加工ミリング加工 ホブ加工ホブ加工 ブローチ加工ブローチ加工

図３ ウォータジェット加工とワイヤ放電加工の 
複合加工工作機械（ソディック） 

ウォータジェット加工

ワイヤカット放電加工
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ち旋盤形 TC にチルト機能を持つ砥
石軸を装備した複合工作機械である．

タレットヘッドに装着された旋削工

具により旋削加工を行うとともに，

専用の旋回機能付き砥石軸により円

筒研削・内面研削を行える．また，

工作物主軸は，逆立ちで工作物のピ

ックアップ機能を有しており，工作

物のローダーを不要としている．一

方，STUDER社，SCHAUDT社で
は，円筒研削盤に旋削用のタレッ

トヘッドを装備した構造形態の複

合工作機械を開発しており，今後，

より洗練された構造形態の研削盤ベースの複合工作機械が登場することが期待される． 
 この他，研削盤自身も，MC，TCと同様，研削加工センタとしてのレベルが向上し，安
定した砥石自動交換とともに，内面，外面研削加工技術を駆使することにより，より複雑

形状工作物の研削加工が高精度で行えるようになってきている． 
6.1.3.3 複合加工に適した構造形態への移行 
工作機械の複合化は，5軸 MCの旋削機能を強化する，あるいは TCのミリング機能を
強化することにより進められてきた．EMO2007 年では，図６に示すように，始めから複
合加工機としての構造形態を

徹底的に検討したと思われる

機械が STAMA社から出品さ
れた．これまでは，ミリング

主軸旋回形の複合加工機が多

かったが，本機は，ミリング

主軸を固定し，工作物側をチ

ルトさせる新構造形態の複合

加工機である．さらに，工作

物反転装置を装備して，工作

物の両端面の複雑形状加工が

縦横に行えるとともに，完全

６面加工を可能にしている．

工作物側をチルトすることに

より，力学的にも無理のない加工が行え，複雑形状部品の高精度加工が，長時間，連続で

行えるものと思われる．これに加えて，全面に同程度の複雑形状加工を可能にするため，

2基のチルト形工作物主軸を対向させた機種も登場している． 

タレットヘッド

工作物主軸
＆チャック

チルト形
砥石ヘッド

タレットヘッド

工作物主軸
＆チャック

チルト形
砥石ヘッド

図５ TCとグラインでリングセンタの複合化（FMT）

細物工作物加工用
NC心押台

工作物反転装置

チルト形
工作物主軸

ミリング主軸頭

細物工作物加工用
NC心押台

工作物反転装置

チルト形
工作物主軸

ミリング主軸頭

図６ 複合化に適した構造形態の複合工作機械

（STAMA） 
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6.1.3.4 完全 6面加工と工作物自動供給で高度自動化 

 既に，EMO2003 頃より，
棒状工作物自動供給装置を装

備し，工作物反転装置などを

搭載することにより，長時間

連続 6面加工を行えるMCが
登場している．図７は，

EMO2007 に出品された TC
ベースの複合工作機械である．

すでに 6社から同様の機械が
開発されており，複合加工機

上での完全 6面加工が一般化
してきた． 
6.1.3.5 モジュラー化が進む 
 図８は，モジュラ構成とすることにより各種形態の 5軸制御複合工作機械に変身できる
ようにした機械である．工作物側の回転軸が水平方向のモジュール，あるいは垂直方向の

モジュールの選択により，普通旋盤機能，あるいは立て旋盤機能を持った５軸複合工作機

械に変身できる．これらの様子を示したのが，図９であり，各種モジュールの組合せによ

り，多様な複合工作機械が実現でき，幅広いユーザニーズに応えられるようになっている． 
 

 
6.1.4　まとめ 
 以上，現在最も注目を浴びている多軸制御複合工作機械の技術動向について述べた．複

合工作機械は，ものづくりの高能率化の切り札として今後も活躍するものと思われる．ま

だまだ，高精度化，高速化，高剛性化，そして，新たな異種加工の複合化など，多くの技

術課題を残しており，今後の発展が期待されている． 

製品

EMO2007

製品

EMO2007

図８ モジュラ構成 5軸加工機 
（EIKON） 

図９ モジュラ構成 5軸加工機の 
バリエーション（EIKON） 

図７ 完全 6面加工可能な複合工作機械 
（ヤマザキマザック） 
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６．２ 工作機械における環境対応技術 

 
6.2.1 はじめに 
 大気中の CO2 濃度の急激な上昇傾向が示され，これにともなった地球温暖化への懸念が

具体的に指摘されてからすでに１０年以上の歳月が経過している．そうは言ってもこれま

では，環境問題をテーマとした国際会議や関連学者などの間での限られた世界における議

論として受け止められていた感がある．しかし最近になって，地球温暖化の影響とも考え

られる気象異変や災害が一部の地域で認められ，また隣国の産業活動の急激な発展にとも

なって発生している公害が我が国にも少なからず影響を与え始めており，国境を越えた世

界的な環境破壊の影響が国民生活へ実感として現れつつあることから，環境対策の具体的

な立案と遂行が迫られている．また，最近の原油価格の高騰は，ガソリン価格の高騰とい

う形で私たちの生活に直接的な影響を与えており，この状態が一時的なものとは考えにく

い状況にある．今後のエネルギーコストの高止まり傾向への対策が是非とも必要とされて

いる． 
 このような社会状況に対して，我が国の生産現場における環境対応策は，大手メーカを

中心として省エネルギ・省資源化とローエミッション化を大目標において着々と進められ

ており，その技術レベルは世界的に極めて高い水準にある．特に，機械加工現場において

は，油剤の使用を極力抑制するために完全ドライ加工やニアドライ加工技術の開発と適用

が進められてきた．また，日本工作機械工業会では，専門委員会を設置して，工作機械の

環境負荷を評価するための基準作成を進めている． 

 
6.2.2 工作機械が担う環境問題 
 工業製品と環境問題を考えるとき，まず，自動車や電気製品を頭に浮かべる人が多いと

思う．工業製品が環境に与える負荷の割合について，これら一般的な工業製品である自動

車や洗濯機と，これらを製造するための設備である工作機械を比較してみると，図１のよ

うに表すことができる１）．製品のライフサイクルを①製造時，②使用時，③廃棄時の３つ

のフェーズについて個別に考えてみよう．それぞれの環境負荷の割合は，家電製品や自動

車など一般工業製品では使用時のそれが約 80％であるのに対して，工作機械の場合は約

95％以上になると考えられている．これは，工作機械の寿命が著しく長く，使用されてい

る材料に含まれる有害物質も比較的少ないので，製造時や廃棄時の環境への影響がほとん

ど無視できるのに対して，使用時には大量の電力や油剤を消費しているためである．工場

から排出される切りくずや廃油，機械作動時の騒音や電磁ノイズは利用時に最も割合が大

きく，環境に直接的な影響を与える． 
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 一方で，マザーマ

シンとしての工作機

械は，自動車や家電

製品など一般工業製

品を製造するための

機械という特殊な機

能をもっている．つ

まり，工作機械の性

能は，これらを使用

して製造する各種機

械部品の精度と，そ

れらが組み合わさっ

た製品の性能に直接影響を与える．図に示すように，工場において工作機械が一般の工業

製品の製造時に直接的に関与するだけでなく，製造された製品の使用時における環境負荷

についても間接的に二次的な影響を与えることになる．わかりやすく言えば，「性能が低い

工作機械で製造された自動車は，使用時に大きな環境負荷を与える恐れがある」というこ

とになる．工作機械の環境負荷を評価するには，以上に述べたような，工作機械の特殊性

を十分に把握しておくことが重要である． 

 
 

図１ 工作機械における環境負荷１）

 
6.2.3 エミッションフリーへの挑戦 
 材料や油剤など資源を投入するとこで，機械工場が稼働して製品が生み出される．この

とき，工場からは製品以外の不要物が排出される．具体的には，切りくずや不要となった

材料，廃油・廃液，油煙・排ガスなどである．これらの排出（エミッション）を極力抑制

しようとすることを，エミッションフリーマニュファクチュアリングと呼んでいる．工作

機械の環境対応技術においては，エミッションフリーの観点から，加工プロセスにおいて

潤滑と冷却に使用される油剤使用量の低減が重要課題としてとりあげられている． 
 加工プロセスにおける油剤の大量使用は，その廃棄コストや油剤供給ポンプの電力消費

などの面でも問題があり，これらを通じて直接的あるいは間接的に環境へ与える負荷が大

きい．自動車メーカがまとめた結果では，工作機械稼働時の消費エネルギのうち 53％が油

剤（クーラント）に関するものといわれている４）．ニアドライ加工プロセスは，このよう

な切削油剤の大量消費を抑制するために提案された加工方法で，その代表的なものにMQL
（Minimum Quantity Lubrication)と呼ばれるミスト加工方式が挙げられる．MQLでは，

毎時数十ml程度の極微量の切削油剤を圧縮空気とともに切削点に供給することで加工を

行うもので，油剤には主に潤滑作用とこれによる摩擦発熱低減効果を期待し，圧縮空気に

は冷却作用と切り屑の除去作用を担わせるものである．MQL加工は，これが初めて提案さ
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れてからすでに 10 年以上の時間が

経過し，自動車部品加工などの分野

を中心に実用化の段階にある．しか

し，その普及率は決して高いとは言

えない．その主な理由としては，切

り屑の洗浄ができない，冷却能力が

十分でない，周囲にオイルミストが

浮遊するなど，実用上の問題が残さ

れていることにある．このようなＭ

ＱＬ加工における諸問題を解決する

ために，種々の開発研究が行われて

いる２－１０）． 
 図２は，切り屑処理対策として試

作された特殊形状の工具で，切り屑

の流れ方向とその破断を制御するこ

とによって小型の切り屑吸引工具を

開発しようとする基礎的な研究が行われている３）．これにより，切り屑を工具ホルダー，

主軸内部を通して集塵機に吸引回収することが可能とされている． 

工具すくい面

インサート

チップ

チップ

チッププ制御プレート

インサート
チッププ制御プレート

空孔
吸引

 
図２切り屑吸引工具３）

 

図３微小油滴直噴潤滑機構（DOS)８）

 ＭＱＬ加工における冷却作用は，基本的には圧縮空気に依存している．このため，従来

の大量クーラント供給方式に比較して，その冷却効果が劣る．その対策として，油膜付き

水滴加工液を使用する方法が開発され生産現場に適用されつつある４）． 
 周囲環境へのオイルミストの飛散と浮遊はＭＱＬ加工における二次的環境負荷に関する

最大の問題と考えられる．周囲空間に浮遊するミストについては，これを作業者が吸引す

ることによる健康問題や，床上への沈着によるスリップ事故の発生などの問題が懸念され

る．このようなＭＱＬ加工におけるオイルミストの浮遊問題を解決する方法として，いく

つかの開発研究が行われている．例えば，高速転がり軸受の潤滑用に開発された微小油滴

直噴潤滑機構（Direct oil shot lubrication DOS)を切削加工へ適用する研究が進められて

いる８)．この装置は，図３に示すように，微小径の潤滑油滴を特殊ノズルから空気ととも

に，高圧・高速で間欠適に直接切削点に噴射し，工具刃先の狙った部位を潤滑することが

可能である． 

 
6.2.4．求められる人材と技術分野 
 ここでは，油剤使用量の削減に焦点を絞って解説したが，この他にも，省エネルギの立

場から機械本体の小型・軽量化，低消費電力モータの開発などが強く望まれている．工作

機械の環境対応技術に関する種々の課題を解決するためには，機械加工分野に加えて，流
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体工学，潤滑工学，トライボロジー，化学，電子工学など広範囲の学問的知識と経験が必

要とされる．さらに，潤滑流体や切り屑の挙動を予測し，的確な対策を講じるためには，

高度なシミュレーション技術の開発が望まれる．このように，最先端の工作機械開発に必

要とされる技術分野は，決して機械工学分野にのみ限定されるものではない．幅広い分野

からの新進気鋭の若手技術者の参画と活躍が求められている． 

 
１）斎藤義夫ほか：環境対応形工作機械に関する調査研究（Ⅰ），先端技術動向調査報告書

日本工作機械工業会，H１１，10 
２）ホーコス（株）ＨＰ http://www.horkos.co.jp/ 
３）石原渉ほか：切り屑吸引工具の開発（切り屑制御板形状とチップブレーカの検討），

2006 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，2006，451 
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６．３ 工作機械制御技術の最新動向調査 
 
6.3.1 はじめに 
 年々，厳しくなる高速加工・微細加工・多軸加工の要求に対して，NC 工作機械の制御

系技術はハード的にもソフト的にも大きな発展を遂げてきた．位置決め機構の種類も多様

になり，従来の１軸の送り系で構成されるシリアル機構に対して，パラレルリンク機構の

位置決め装置を持つ工作機械も市場に登場している．ＮＣ工作機械の位置決め系には，Ｐ

ＴＰ（Point to Point）での位置決め精度だけでなく，CP(Continuous Path)での運動精度

が要求される．また，案内面やカバーの摩擦が運動の阻害要因となり，これらの外乱と切

削力に対して頑強な位置決めを行うためには，機械剛性とサーボ剛性が必要である．本稿

では，工作機械の運動精度を向上するための制御技術を解説する． 

 
6.3.2 工作機械制御系の構成 
 最新の制御技術を説明するため，まず制御系の構成について述べておく． 
通常，工作機械の制御系は，プログラムから指令値を生成する CNC 部，指令値にモー

タ角度を追従させるサーボ部，そして，モータ角度からテーブル位置への変換を行う機構

部に分類される．位置決め機構には，ダイレクトドライブ方式であるリニアモータ駆動機

構の採用が徐々に増えているが，サーボモータとボールねじをカップリングで結合したボ

ールねじ駆動機構が依然として多く用いられている． 
 図１は，一般的な工作機械送り系における，加工プログラムからモータ角度までの制御

ブロック図である．加工プログラムは一般に EIA/ISO コードで記述される．解析部はプロ

グラムおよび座標系などの環境データを解析して，CNC 内部データに変換する．補間部

は，CNC 内部データをもとに直線，円弧などの補間形状を認識し，様々な補間条件を加

味して，速度パターンを算出する．さらに，この速度パターンをもとに処理周期ごとの補

間距離が算出される．分配部は，補間形状とその始点終点情報および次の補間距離をもと

に各軸に分配すべき位置指令値を求める．前置補償部では各軸共に共通のフィードフォワ

ード処理を施し，さらに各軸個別にピッチエラー補正，バックラッシ補正，補間後のフィ

ルタ処理を施し，サーボ部に位置指令値を渡す．以上が，CNC 部の処理である． 
 一方，サーボ部は位置，速度，電流の 3 重のフィードバックループで構成される．送り

系に使用されるモータは同期型 AC サーボモータであり，電流制御は３相交流電流を回転

直交２軸上のベクトルに変換して構成される．電圧指令から PWM（Pulse Width 
Modulation）信号が生成され，パワートランジスタによって，モータ端子に矩形波形の電

圧が印加される．PWM のキャリア周波数はモータ巻線の電気的時定数に対し十分に高速

であるために，モータ巻線に流れる電流は連続的になる．この電流値はホール素子等で測

定され，A/D コンバータを通して電流制御部にフィードバックされる． 
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 モータ軸に取り付けられたロータリーエンコーダで，一定の処理周期にカウントされた

パルス数から速度が計算され，速度制御部にフィードバックされる．セミクローズドルー

プ制御では，ロータリーエンコーダパルス数を積算して位置が算出算出され，位置制御部

にフィードバックされる．フルクローズドループ制御の場合は，送り軸と平行に設置され

たリニアエンコーダからのパルスカウント値が位置フィードバック値に用いられる． 

動作プログラム
解析部 補間部 分配部

前置補償部

位置
制御部

速度
制御部

電流
制御部

モータアンプ
（PWM，インバータ）

第１軸

第２軸

第ｎ軸

電流ループ

サーボモータ

パルス処理

速度ループ

位置ループ

リニア
エンコーダ

ロータリ
エンコーダ

セミクローズド
ループ

フルクローズド
ループ

指令値生成部

軸サーボ部

位置
指令

速度
指令

電流
指令

電圧
指令

パルス処理

電流
検出器

機械構造

駆動機構

 
図１ 工作機械制御系の構成 

 
6.3.3 高精度化技術 
従来，工作機械の運動精度は数μｍ程度であった．しかし，ここ数年，小型機において

サブミクロン以下の位置決め精度を持つ機械が多く見られるようになった．これはリニア

モータ，高精度位置検出器，高応答アンプといったハードウェア技術の向上と制御ソフト

技術によって実現されている． 
（１）リニアモータ応用 
リニアモータについては，加工機には制御性の良い同期型のリニアモータが使われてい

るが，コア付きにするかコアレスにするかによって機械の性格が異なってくる．図２にリ

ニアモータの構成を示す． 
コア付きのモータでは推力は大きく，高い剛性が得られるが，コギングによる送りむ

らが問題になる．コアレスモータの場合，同サイズでコア付きモータと比較すると推力は

低くなるが，滑らかな運動が得られる．したがって，超精密加工機ではコアレスモータ，

高速・高精度部品加工機ではコア付きモータというのが，通常の使われ方である． 
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図２ リニアモータの構造 

 コア付きモータでは，運動の滑ら

かさを追求する場合，マグネット形

状や配置を工夫したり，可動子の形

状を工夫したりしてコギング力を抑

制している．また，推力の３倍程度

の吸引力がコイルと磁石板間に作用

するため，構造体を，これを考慮し

て剛に設計しなければならない． 
 コアレスモータについては，高推

力化のために種々の工夫がされてい

る． 
（２）位置検出器 
 位置検出器に関しては，従来，超精密加工機送り系にはレーザ測長器，汎用のマシニン

グセンタの送り系にはリニアエンコーダ（シールドタイプ）と各々が棲み分けてきた．レ

ーザ測長器を用いれば，テーブル端での２軸や回転軸といった同時多軸での位置測定が可

能である．しかし，レーザ測長は気圧変化の影響を受けやすい．これに対して，リニアエ

ンコーダはキャリブレーションこそ必要であるが，大気の影響は受けず，分解能もスケー

ルの格子ピッチと内挿分割数で決定される．超精密加工機の送り系は，各軸をできるだけ

平面に配置した構成をとるため，元来リニアエンコーダとの相性が良い．格子ピッチの微

細化が進み，リニアエンコーダ（ナノスケール）は超精密加工機に多く使われるようにな

っている．例えば，コヒーレント光源であるレーザダイオードを用いたオープンタイプの

リニアエンコーダ（レーザスケールと呼ばれる）を例にとれば，138nm の格子ピッチに対

して 2048 分割の内挿を行った場合，フィードバック信号の分解能は 67pm である．格子

ピッチは開発中のものは 70nm に達している． 
（３）高速高精度制御 
 リニアモータや高分解能位置検出器を有効に使って，高速高精度制御を実現するために，

制御系の性能も向上しなければならない． 

 
１）ハイゲインサーボ：高精度化のためには軸サーボ部のフィードバック制御のハイゲイ

ン化が必須となる．ハイゲイン化を行うことで，軸サーボ系は高応答化し指令値に忠実に

追従し，切削外乱や摩擦外乱に打ち勝つためのモータトルクを発生することができる．近

年，制御系の処理周期を速くすることで制御系のフィードバックゲインは著しく高くなっ

た．また，振動抑制フィルタが充実しており，ハイゲイン化に寄与している． 

 
２）先読み制御：フィードバック制御は遅れ制御であるため，指令位置を先読みして遅れ
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を補償するためのフィードフォワード制御が行われる．また，モータのトルクが飽和した

り，運動性が低下したりしないように，自動的に加減速処理を行う機能が発達している． 

 
３）高分解能補間：次に重要な技術は指令値の補間技術である．図３（ａ）～（ｃ）に工

作機械の制御で一般的に使われている補間関数を示す．補間は同図(d)(e)に示すように演算

時間の制約と空間分解能の制約を受ける．制御装置の処理能力が向上したために，これら

の分解能が向上し，現在ではナノメータ（１０のマイナス９乗）オーダの指令値分解能を

得ることができる．また，自由曲線は微少線分で補間され，様々な加工形状に対応できる． 

  
以上の技術を用いて加工した例を図４に示す．高速高精度制御を用いることで，より目

標形状（CAD データ）に近い加工が実現できる． 

 

(a) 直線補間 (b) 円弧補間 (c) スプライン補間

(d)時間分解能
（演算時間）の制約 (e)空間分解能の制約

 
図３ 指令値の補間と分解能 

 
  

 
図４ 高速高精度制御を用いた加工例 
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６．４ CAD/CAM システムの最新技術動向 

 
6.4.1 CAD/CAM システムの現状 

6.4.1.1 CAD システムを中心とした関連システムの統合化動向 
製品のリードタイム短縮のために，設計(CAD)から設計評価(CAE)，製造(CAM)，製造

評価(CAT)，出荷，回収まで，3 次元 CAD データを中心として製品データを管理運用する

システム環境が要求されている．一つのデータ構造により，設計(CAD)から設計評価(CAE)，
製造(CAM)，製造評価(CAT)のシステムを稼働できるならば，モノづくりの効率化は飛躍

的に向上することになる．しかしながら，現状では，一つの CAD データを用いてこれら

のシステムを一気通貫で実行できる状況になっておらず，CAD や CAE，CAM などの各

段階でそれぞれのシステムにデータを適合する編集が必要とされている．  
上記の要求に対する環境整備は，自動車メーカを中心として CAD ベンダーとともに進

められている．大きな動向としては，仏 Dassault Systemes 社の CATIA を中心としたシ

ステム，あるいは，米 UGS 社 PLM Solutions の Unigraphics NX を中心としたシステム

の統合化が行われている．それぞれのシステムは，CAD 機能を中心として，CAM 機能を

併せもたせているばかりでなく，CAE 機能や PDM (Product Data Management)機能，

PLM（Product Lifecycle Management）機能までも含んだシステムの統合を目指してい

る． 
6.4.1.2 CAM システムの 5 軸対応動向 

ヨーロッパでは 5 軸加工 CAM および 5 軸加工機は 10 年ほど前から導入が積極的に進

み，その経験の中で多くのノウハウが蓄積され，ソフトウェアおよびハードウェアの機能・

性能が高度・高機能になってきている．日本における 5 軸加工の歴史は始まったばかりと

いう感があり，現在，まさに本格導入を検討している段階であるといえる．日本において

も 5 軸加工機の本格導入が検討され始めた理由として，次のことが考えられる． 
① 多面割り出し加工（同時に多くの面を加工）により段取りを少なくし，加工能率を向

上できる． 
② 5 軸制御加工機の剛性および運動精度・加工精度が向上し，部品加工のみならず金型

加工にも利用できるのではないかとの期待が高まっている． 
③ 切削工具・ツールホルダとワーク・ジグとの干渉チェック機能が向上してきた． 
④ 3 軸制御加工と比べ短い切削工具長で切削が可能であり，アンダーカット部（切削し

ていない部分）を少なくできるとともに，高剛性・高能率・高精度加工を実現できる． 
⑤ ボールエンドミル加工では，切削性能の低い先端部切刃での加工（先端での切削速度

はゼロ）を避け，高能率加工と加工面粗さの向上を実現できる． 
⑥ ソフトウェアおよび制御装置の機能が充実し，使いやすさが向上してきた． 
⑦ 5 軸制御加工機の価格が低下してきた． 
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特に，5 軸加工が普及し始めた大きな理由の一つは，切削工具の先端位置を要求に沿っ

てNURBS補間制御する工具先端点制御機能および切削工具の先端位置と工具姿勢を同時

に制御するダブルスプライン補間機能の開発が挙げられる．工具先端点制御機能とは，切

削加工点の経路および速度を指定されたとおりに制御する機能であり，この機能がない場

合には，要求経路を微小分割し，それぞれの位置において，切削工具の位置・姿勢を決定

し，微小区間ごとに直線補間して切削工具を移動させなければならず，期待した切削工具

の移動速度が得られない． また，ダブルスプライン補間制御により，先端点に加えて切削

工具姿勢を同時に制御でき，切削工具側面を活用した曲面生成が可能になった． 
この機能は，切削工具の切れ刃形状がボールエンドミル，ラジアスエンドミル，スクエ

アエンドミルのいずれにも対応しており，切削工具の種類や切削工具長が変更されても，

補正量を自動的に計算し，プログラムを変更することなく対応が可能である．この工具先

端点制御機能は，5 軸加工の操作性を飛躍的に向上させ，5 軸制御加工機を普及させる大

きな要因となっている． 
6.4.1.3 5 軸加工に対する日本と欧州の考え方の違い 

 2007 年 9 月 17～22 日に EMO 欧州国際工作機械展が開催され，各社の最新の工作機械

が紹介された．そこで，5 軸加工に対する日本と欧州の考え方の違いが 5 軸用制御装置に

現れていた．欧州製の制御装置，すなわちシーメンズおよびハイデンハイン製の制御装置

には，大型のモニタと多くのマニュアル操作用のボタンが用意されている．それに対して，

日本製の制御装置，すなわちファナック製の制御装置は，欧州製に比べると小型のモニタ

を装備しマニュアル操作用のボタンも欧州製に比べると多くはない． 
 筆者は，欧州製の制御装置が備えている多くの操作ボタンの必要性について疑問をもっ

ている．5 軸の運動を最大限に活用する場合，切削工具の運動が複雑になり，もはや現場で

作業者の判断で操作することは難しく，CAM オペレータの指示書に確実に従うことが現

場での重要な作業であると理解している．しかし，5 軸加工の経験の深い欧州では，現場

における作業を容易にする目的で多様な操作ボタンを用意し活用しており，評価も高い．  

 

6.4.2 CAD/CAM システムの今後の動向 
団塊の世代の定年退職に伴い，彼らのもつ熟練技能をどのように伝承していくかが，若

年技能者の不足と絡んで社会問題となっていた．しかし，最近では，製品開発のスピード

が速くなり，設計について十分な検討時間をもつことが難しくなり，技術者の設計技術・

スキル・勘の育成が困難となり，熟練技能の伝承とともに解決すべき重要な課題として認

識されてきた．さらに，製造拠点のグローバル化に伴い，海外技術者の育成も課題となっ

てきた．このような背景の下で，筆者らは，経験の浅い技術者でも熟練者に匹敵する設計

ならびに加工をサポートする“機能フィーチャ CAD システム”および“加工ノウハウ構

築 CAM システム”の開発を行ってきた．以下にそれらについて概説する． 
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6.4.2.1 機能フィーチャ CAD システム 

(1)機能フィーチャの提案 
設計作業では，製品形状を厳密に定義し，加工で必要な幾何公差，寸法公差，面粗さ等

の属性情報を付与しなければならない．また，金型設計では，成形によって得られる製品

が要求される形状精度を保証するために，成形における製品の変形などを見込んで設計形

状を補正した型形状を定義する必要がある．例えば，射出成形用金型設計では，設計形状

に対して抜き勾配や樹脂の凝固収縮を補正した金型形状構築が，プレス成型用金型設計で

は，設計形状に対してスプリングバックを補正した金型形状構築が必要である．しかし，

このような属性情報の付与や成形形状精度を確保するための設計形状補正などは，設計・

加工に熟練した技術者でなければ極めて難しい作業である． 
設計者は，熟練者でなくとも，設計形状の各部位（製品や部品を構成する部分）が果た

すべき役割（機能）を考慮し，形状を決定している[1], [2]．例えば，射出成形用金型の設計

において，形状として穴を構築した時，その穴はコアピンを通す，エジェクタピンを通

す，・・・などといった役割を認識している．したがって，形状の部位にそれが果たすべき

役割（機能）を指定するだけで，必要な属性が自動的に各部位に割り当てられるならば，

熟練者でなくとも熟練者と同等の高度な設計が可能となる． 
筆者らは，3 次元 CAD システムにより形状を構築する際に，製品の部位（部分）ごと

にその部位がもつべき役割（機能）を指定することにより，自動的に必要な幾何公差，寸

法公差，面粗さ，加工法に依存する加工情報を付与するとともに，加工プロセスを考慮し

た形状修正を自動的に行う設計支援システムを提案している．部位に指定する役割（機能）

を機能フィーチャとよんでいる．  
(2) 機能フィーチャに基づく支援システム 
提案するシステムでは，部位，機能フィーチャ，加工属性，形状補正情報，設計支援情

報をオブジェクトデータ構造として構築し，属性情報を介してそれらを関連づけ，部位が

もつべき役割（機能）を設計者が指定するだけで，自動的に加工属性・形状補正情報をそ

の部位に割り当てる． 提案手法の有用性を検証するため，「モデリングモジュール」，「機

能フィーチャ割り当てモジュール」，「設計形状修正（型形状構築）モジュール」，「設計支

援モジュール」，「形状表示モジュール」で構成される基本システムを開発した．  
(3) 基本システムによる検証 
開発した基本システムにより，射出成形金型部品のコアブロックの設計を試みた．コア

ブロックの部位をマウスで指定したときに，その部位に対して割り当てが可能な機能が自

動的に提示され，その機能候補の中から目的とする機能を選択することにより，指定部位

に「機能フィーチャ」を割り当てることが可能であった．図 1 は，設計者が穴フィーチャ

（部位）に「コアピン」という機能を指定したときに，その穴に対して自動的に「H6」の

“はめあい公差”が割り当てられていることを確認している状態を示している．図 2 は，
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部位に「成形面」という機能が割り当てられたときに，その面に対して自動的に 3°の抜

き勾配が与えられ，設計形状が自動的に修正され自動構築された金型形状を示している． 
上述のとおり，提案した方法に基づいて開発した基本システムによる基礎的実験より，

所期の機能を実現でき，提案した手法の有用性を確認することができた． 
6.4.2.2 加工ノウハウ構築 CAM システム 
(1) 加工方法・ノウハウの自動データベース化 
 CAMシステムの機能向上により，熟練加工者でなくともNCプログラムを作成すること

が容易になった． NCプログラムは，一般的に，標準的な推奨切削条件あるいは汎用的切

削条件データベース[3]に基づいて生成されているため，個々の工作機械の特性や加工状況

に適した切削条件が設定されておらず，これらを考慮したNCプログラムの生成は依然と

して達成されていない．このため，現場において熟練作業者が経験と勘により切削条件を

変更することが多い．また，現場で時間をかけて作り上げられてきたNCプログラムには

加工ノウハウが含まれているが，その加工ノウハウが効果的・合理的に伝達されていない

という問題もある． 
 そこで筆者らは，熟練作業者が現場で修正した加工条件およびノウハウが集約された

NC プログラムを分析することにより，それぞれの現場あるいは個々の作業者の加工方

法・ノウハウを自動的に CAM で活用できるデータベースとして構築するシステムを提案

している．同データベースは，加工ブロック，加工フィーチャ，加工形態，および加工条

件がデータ属性を介して関連付けられており，製品形状と素材形状から加工ブロックを抽

出し，さらに加工フィーチャへと分解することにより，自動的に加工形態，加工方法およ

び加工条件を導出することができる．  
(2) 提案システムの処理手順と概要 
図 3 は，本システムを用いて加工データベースを構築する二つのプロセスを示している．

一つは，加工現場で用いられている NC プログラムから加工方法・ノウハウを分析し，デ

ータベースとして構築する手順であり，もう一つは，NC プログラムによる加工の際に熟

機能はめあい公差

3°

機能はめあい公差

図 1 割り当とてられた機能

40.000 50.000設計値 3°40.000 50.000設計値

図 2 金型形状自動構築 
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素材形状

Comparison比較

抽出された 
加工ブロック 

製品形状

図 4 加工ブロックの認識 

図 3 システムの構成

練作業者が現場で変更した操作も含めて分析し，データベースとして構築する手順である．

加工中に作業者が加えた機械操作は，工作機械制御パラメータとしてインターネットを介

してリアルタイムで取得される． 
提案システムでは，NC プログラム情報あるいは工作機械制御パラメータ情報を基に切

削シミュレーションを実施し，素材から製品形状を形成するための加工ブロック，それぞ

れの加工ブロックを構成する加工フィーチャ，それぞれの加工フィーチャを形成する加工

形態，それぞれの加工形態の加工条件が分析され，それらのデータはオブジェクトデータ

構造として属性情報によってお互いに関連づけられ構築される．これらのプロセスは，工

作機械稼働状況認識システム，加工ブロック認識システム，加工フィーチャ認識システム，

加工形態認識システム，加工条件データベース自動構築システムにより実行される．以下

にそれぞれのシステムの概要を述べる． 
(3) 工作機械稼動状況認識システム 
 工作機械稼動状況認識システムは，インターネットを介して工作機械制御装置[4]と通信

し，リアルタイムで工作機械制御パラメータ情報（x，y，z座標値，送りオーバーライド，

主軸回転数，主軸回転数オーバーライド，トルク，制御軸数，工具長オフセット，工具径

オフセット，実行中のプログラム名，実行中のシーケンス番号）を取得する．取得された

工作機械制御パラメータにより，熟練作業者が加工現場で行う機械操作およびに工作機械

の稼動状況を認識することができる． 
(4) 加工ブロック認識システム 
 加工ブロック認識システムは，NCプログラム情報あるいは工作機械稼働状況認識シス

テムにより取得される工作機械制御パラメータ情報に基づいて，Z-Map被削材モデル[3]に

対して切削シミュレーションを行い，切削される一塊の形状を認識して加工ブロックとし

て抽出する．図 4 は，素材形状と製品形状から加工ブロックを抽出した結果例を示してい

る． 
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(5) 加工フィーチャ認識システム  
 加工フィーチャ認識システムは，加工ブロック認識シ

ステムにより抽出された加工ブロックについて，それを

構成している加工フィーチャを識別する．加工フィーチ

ャとは，Step，Slot，Closed pocket，Open pocket，Blind 
Step，Hole，Planer face である．識別の結果，加工ブ

ロックは加工フィーチャの集合体として認識される．図

5，は加工フィーチャの認識例を示している． 
(6) 加工形態認識システム 
 加工形態認識システムは，切削シミュレーションの実

行の中で，半径方向切り込み量，軸方向切り込み量，単位時間あたりの切削除去体積を導

出し，これらの情報と工具の移動形態を基に，それぞれの加工フィーチャを形成するため

の加工形態（穴あけ加工，肩削り加工，溝削り加工，ランピング加工，ポケットコーナー

加工，アップカット，およびダウンカット）を認識する．すなわち，加工フィーチャは，

切削工具の移動方向情報をもった加工形態の順序集合として定義される． 
(7) 加工条件データベース自動構築システム 
 上述のとおり，加工ブロックは加工フィーチャの集合として，加工フィーチャは加工形

態の順序集合として，加工形態は加工条件の情報を含むように認識される．加工条件デー

タベース自動構築システムは，これらの情報を CAM で活用できる形式（CSV 形式）とし

て自動的にデータベースとして構築する． 

 

6.4.3 今後の CAD/CAM システムへの期待 
三次元 CAD/CAM システムが普及し 15 年以上経つが，やっと基本機能が充実してきた

感がある．今後は，上述したように，熟練者でなくとも高度な設計・加工を実現できる機

能が充実されることを期待する． 
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６．５ 工作機械の最新応用技術（医療分野） 

 

6.5.1 はじめに  

医療分野においては，体内に挿入するインプラントの高機能化のみならず，手術に伴う

機械加工の高精度化にも留意しなければ手術後の結果を良好にすることができない．さら

には，患者の早期回復を目的とした手術の低侵襲化により，医師はより高度な技量が要求

されている．そこで，手術の高精度・低侵襲化を目的として多軸制御工作機械を医療分野

に応用することが有効であると考えられている．  

近年開発されている骨切除装置は，工具にエンドミルを用いることが多いが，それを最

小侵襲手術に適用するには次のような問題に注目しなければならない．最小侵襲手術は開

創部をできるだけ小さくしなければならないために，工具の進入できる領域が狭く，その

ために工具のとり得る姿勢も制限されるので，周辺組織との干渉や切除領域の削り残しと

いう問題を生じる．これらの課題を解決する多軸制御骨切除装置について紹介する． 
 

6.5.2 工作機械の医療分野への応用  

6.5.2.1 人工関節置換術  

人工関節置換術は，関節リウマチや変形性関節症などによる痛みにより関節機能が低下

した患者に対して施される．そこで，痛んだ関節表面切除し，図１に示すような人工物（人

工関節）に置き換えることで傷みの軽減及び関節機能を回復させる． 

Tibia

Femur

Base plate

Polyethylene
plate

Femur
component 1

2
3
4 5

6

 
図１．人工関節置換術 

 

しかしながら，この人工関節は体内で半永久的に機能するわけではなく，材料の磨耗及

び骨との固定性喪失で機能が低下する．さらには，骨の機械加工に伴う制約や視野の確保

から手術時に皮膚を大きく切開しなければならず，患者への負担が大きい． 

これらの諸問題を解決する手段の一つとして，多軸制御工作機械の技術を応用すること

で，（１）高精度骨切除による正確な人工関節の設置による構成要素の負荷軽減や（２）

人工関節の密着性向上による長寿命化が期待できる．さらに，多軸を同時制御することに

よって加工対象周辺の障害物を回避し，良好な手術結果を獲得できると考えられる．  
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6.5.2.2 骨切除システム  

高精度・低侵襲手術を遂行する骨切除システムは，下記の各システムから構成される．

まず，人工関節の設置面を形成するための加工データを生成するに，ＣＡＤ／ＣＡＭ機能

を搭載する必要がある．そこで，ＣＡＤ機能に相当する術前計画システム，ＣＡＭ機能と

しての工具経路生成システムを経て，加工データが生成される．以下では，具体例として

人工膝関節置換術の適用例について述べる． 

図２に示す術前計画システムでは，手術を施される患者の手術対象部位を撮影した一連

のComputer Tomography(CT)画像がコンピュータに読み込まれる．このＣＴ画像の濃淡差を

利用して骨形状モデルが構築され，大腿骨側／脛骨側における人工関節の設置位置が定義

される．この段階で，ワーク形状が決定されたことになる． 

金属加工では，ワーク決定後にＣＡＭにより工具経路が生成される．しかしながら，手

術では，工具の進入口となる皮膚の切開形状，および，ワークである骨の位置は周囲の靭

帯や筋肉等の状態に依存するため，手術中に初めて決定される．これらの情報は，手術前

のＣＴ画像からは推察しにくいため，手術中に決定される情報をもとに工具経路を生成す

る必要がある． 
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図２．術前計画システム  

 

そこで，第一段階として術前計画システムで構築された骨形状モデルと，手術中に座標

測定器にて計測される幾何学的特徴情報の間でマッチングを行い，術前計画システム座標

系とワークである大腿骨／脛骨座標系の対応付けを行う．この対応付けにより，実空間上

に術前計画システムで決定された骨形状が定義されることになる．ここで，大腿骨／脛骨

と骨切除ロボットの相対位置も同時に測定することで工具原点と大腿骨／脛骨の位置関係

が確定される．  

次に，皮膚の切開形状を計測して工具進入可能領域を決定する．この工具進入可能領域

は，図３に示すように切開形状と骨加工領域を含む空間で定義される．最終的に，この骨

加工領域情報をもとに皮膚や靭帯等の周囲組織と工具の干渉判定が行われ，工具経路生成

システムにより低侵襲工具経路データが生成される． 
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Center of gravity

Modified opening area
Approach attitude

(b) Approach attituce of cutting tool 
図３ 工具経路生成 

 

骨の加工を遂行する多軸骨切除装置を図４に示す．この骨切除装置は，先端に並進３軸，

回転３軸を配している．回転３軸は，回転中心が１点に集中する構造となっており，工具

の姿勢変更に際して先端変位が発生しない．また，各軸は直感的に動作が確認しやすい配

置になっており，患者及び医師の安全確保に配慮している． 

 

図４ 多軸制御骨切除装置 
 

また，先端６軸の多軸制御により任意の工具位置／姿勢が定義できるため，低侵襲骨加

工において周囲組織との干渉を回避できる．また，工具の回転部分はスリーブでカバーす

ることで骨周囲組織の巻き込みを防止している． 

さらに，先端６軸直下に別途粗動１軸を設け，手術台との高さを調整することで先端６

軸の稼動域を最小限に設計し，ハードウエアを小型・軽量化している．この小型・軽量化

は，手術室内への搬入と設置を容易にするだけでなく，作業空間及び視野を確保できるメ

リットがある．この作業空間と視野の確保により，医師は骨加工中の状態を目視でも判断
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することができるため，安全な手術遂行が可能となる． 

 

6.5.2.3 インターフェース 

手術中の操作は，通常の工作機械とは異なり数値入力を排除し，医師が容易に手術遂行

可能なウイザード形式のユーザインタフェースを用意している．１画面中の操作に要する

ボタンの数を極力少なくし，医師の手を清潔に保つためフットスイッチのみでの操作が可

能な画面構成成としている．そのため，術者が CAD/CAM の専門的な知識を持つ必要はな

い． 

 

6.5.3 評価実験 

図５に示すこれら一連のシステムを適用した模擬臨床試験において，人工関節の設置位

置の角度誤差は１度未満となり，臨床上十分な精度を実現した．さらに，皮膚の切開長を

８ｃｍにして人工関節設置用骨加工を達成し，高精度・低侵襲手術の実現性を実証した．

これは，通常の手術の約半分の切開長である． 

 

 

図５ 人体標本実験 
 

6.5.4 おわりに 

本稿で紹介した多軸骨切除システムは，人工関節置換術を対象としたものであるが，他

の骨格系手術にも基本システムは応用可能であり，今後幅広い適用が期待されるものであ

る．また，本技術により手術がデータ化されることから，手術後の結果と統合的に管理・

データベース化することで手術結果の向上が期待される． 
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６．６ 超精密加工の最新技術 

 

6.6.1 緒 言 

 身近なディジタル家電製品が，どのようにして作られているかを探ることは最新の製造

技術を理解する上で興味深い．主要な部品の多くが，最新の超精密機械加工により創成さ

れていることを知って驚くであろう．ナノ加工として認識されている半導体プロセスは，

基本的に２次元加工であり，最先端光学素子に必要とされるシャープなエッジを容易に得

られないといった問題から，半導体プロセスで加工された光学素子を超精密機械加工で行

う試みも見られる．このように超精密機械加工は，その重要性が再認識され，ナノインプ

リントの型加工への適用をはじめ産業界の期待が一段と高まっている． 

今，超精密加工技術には，古くから機械加工技術に課せられてきた究極の課題，すなわ

ち高精度化や高能率化の実現だけではなく，新たな材料の創出，新たな加工方法の開発と

いった新たな研究課題が出現しており，新たな展開が始まろうとしている．ここでは，機

械加工を主体とした超精密加工技術を対象に，それを実現する超精密加工機の研究開発に

ついて著者らの２，３の研究成果の紹介を交えて最新技術を概観してみたい． 

 

6.6.2 超精密加工に要求される課題 

現在，産業界における超精密加工のニーズが高まっているが，それらを基に超精密加工

の近未来の姿を想定してみよう．そうするとそれらに対する課題は次のように整理できる．  

(1)難加工材料の超精密加工 

超精密切削加工の主要な加工対象が，軟質金属から先端材料であるセラミックスや複合

材料に代表される難加工材料に拡大する． 

(2)大物部品の超精密加工 

非球面マイクロレンズに代表されるｍｍスケールの小物部品加工から，今後，数１００

ｍｍ以上の大物部品へと超精密加工の加工対象が大型化する． 

(3)複雑形状の超精密加工 

自由曲面や非球面のような同時多軸制御を必要とする複雑３次元形状創成の加工要求

が一般化する． 

(4)高能率による超精密加工 

超精密加工の生産性が向上し，主軸やテーブル等の高性能化や加工方法の高度化により，

超精密加工の高能率化が進展する． 

上述のような超精密加工を実現するためには，現在の工作機械には見られない革新的な

超精密加工機の実現が必要不可欠である．具体的には，難加工材料から構成された大物部

品の表面に複雑な３次元形状を高能率に創成可能な超精密加工機が想定される． 

6.6.3 革新的な超精密加工機の実現に必要なハードウエア技術 
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超精密加工に課せられた厳しい要求を同時に満足するため，新たな構造概念に基づく超

精密加工機の実現に挑戦する必要がある．図１には，可能な限り構造内の運動誤差の発生

要因を排除，最小化した完全非接触構造の超精密加工機の設計概念 (1)を示す．その実現に

は，次に挙げる様々な要素技術を確立することが必要不可欠である． 

(1)超精密テーブルシステム 

高能率に難加工材料の大型部品のナノ加工を行うため，長ストロークのナノ駆動，高剛

性案内，低重心のテーブル系を実現する． 

(2)超精密スピンドルシステム 

ナノ加工を実現するため，小径の主軸系を高精度に，かつ超高速回転する熱変形抑制構

造スピンドルシステムを実現する． 

(3)超精密鉛直軸ナノ駆動システム 

同時多軸制御による超精密加工を行うため，重力補償による長ストロークの鉛直軸方向

のナノ駆動を実現する． 

(4)熱的・力学的安定化構造 

長時間に安定して大加工空間におけるナノ加工を行うため，構造内外の各種熱源や振動

源を最小化し，力学的に安定な本体構造を実現する． 

 
 

 

 

非接触重力補償システム 

リニアモータ駆動鉛直方向 
駆動システム 

リニアモータ駆動平面ナノ運動

テーブルシステム 

アクティブ制振システム 

 

図１ 完全非接触構造の超精密加工機の構造概念 

6.6.4 超精密テーブルシステム 

大きな加工空間において複雑な形状創成運動を安定に実現するためには，加工空間の安
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定化，加工機の熱的，力学的特性の安定性が要求される．在来のXYテーブルのような１軸

運動テーブルを単純に積み重ねた構造は不適当である．図２には，誤差発生要因を排除し

た低重心構造の平面運動テーブル系の構造概念 (2)を示す．また，図３には，その概念に基

づく完全非接触テーブルシステムを示す．駆動原理は，運動テーブルの周囲に配置した８

個のリニアモータにより，セラミックス製ベース上でX-Y-Cの同時３軸制御（但し，C軸は

補正用運動軸）の平面運動を行うものである． 

 

図２ 完全非接触Ｘ－Ｙ平面運動テーブルシステムの構造概念 

 

 

図３ 平面運動テーブルシステムの構造 

6.6.5 超精密スピンドルシステム 

 超精密回転軸には，高速，かつナノメートルオーダの高精度回転を実現すると共に，そ

の熱変形及び振動の抑制が必要不可欠である．そのため，高い比剛性を有する主軸材料の
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適用，可能な限りの熱変形抑制，毎分１０万回転に達する高速主軸回転駆動，ナノメート

ルオーダの回転精度の実現などが要求される．図４のエアータービン駆動空気軸受スピン

ドルシステム (3)は，これらの厳しい要求を同時に満足するため，比剛性の高い先端セラミ

ックス材料の適用，低発熱の空気軸受による主軸の非接触支持，超高速回転と熱変形抑制

を同時に達成可能なエアータービンによる主軸駆動を大きな特徴としている．なお，この

主軸系ではエアータービンの最適設計により，高回転数になるほど冷却効果が大に作用す

る． 

 
図４ エアータービン駆動セラミックス製空気静圧主軸 

 

6.6.6 超精密鉛直軸ナノ駆動システム 

 大空間における多軸同時制御超精密加工を実現するためには，重力の作用方向である鉛

直軸において長ストローク運動，ナノ位置決めの可能な機構を備えることが必要不可欠と

なる．そのため，円滑な鉛直方向の駆動機構を実現するためには，なんらかの移動体の重

力補償機能を組み込むことが必要となるが，在来の大型工作機械において採用されている

油圧やカウンタウエイトによる重力補償機構は，熱源や運動誤差の発生要因となるため単

純に適用できない．図５には，運動体の質量を真空吸引力によりバランスさせた重力補償

機構を組み込んだ鉛直軸駆動システムの構造概念 (4)を示す．鉛直案内には空気静圧軸受，

鉛直駆動にはリニアモータを組み込み，非接触案内と非接触駆動を可能としている． 
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真空シリンダ 

リニアモータ 

空気静圧案内

図５ 重力補償Ｚ軸案内駆動系の構造概念 

 

6.6.7 熱的・力学的安定化構造 

超精密加工機の本体構造は，その周辺の環境温度による熱変形を抑制するために最適な

構造材料を適用し，その熱変位を最小化すると共に，床からの振動や加工中の振動を制御，

絶縁することが重要である．図６は，ベース，コラム，トップビームなどの構造フレーム

にセラミックス材料を適用し，さらに構造体全体をアクティブ制振装置により支持した超

精密加工機の構造を示す． 

 
図６ 超精密加工システムの全体構造 

6.6.8 結 言 
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最新の超精密加工に対する要求課題を解決する広域３次元ナノ加工を実現可能な高剛

性安定構造を有する超精密加工機を開発するためには，それら構成要素や全体構造形態に

ついて詳細な検討を行い，最終的に理想的な構造体を実現することが必要である．また，

工作機械技術は，固有技術であると共に総合技術であることから，最新の科学技術の研究

成果を貪欲に取り込みながら，具体化することが必要不可欠である．その一方で，「母性原

則の具備」，「原理・原則に基づく構造設計」，「適材適所を考慮した構造材料の適用」，「誤

差発生要因の排除・最小化」，「熱的・力学的安定化構造の実現」といった古くから知られ

ているマザーマシンの設計原理についても念頭におくことも必要であろう． 
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６．７ ガラス微細加工の最新技術 

 

6.7.1 はじめに 

ガラスは古くから我々の日常生活において身近に利用されてきた材料である．最近では，

情報・半導体産業における光学素子や光通信用ケーブルの材料として，その利用が急速に

増えている．また，医療・化学の分野においては，100μm 程度の微細な溝や穴を有するス

ライドガラス上で，微量な試薬を検査，合成，分離をするマイクロ化学チップが注目され

ている．このように，これまで我々の日常生活で多用されてきたガラスは，今や，様々な

デバイス産業において，その需要が飛躍的に伸びている．これらのデバイスの製造におい

てはマイクロ・ナノオーダの微細加工が必要とされているが，硬くて脆いガラス材料にお

いては，その仕上がりが加工法や加工条件によって大きく変わる．そのため，ガラスの加

工技術に対して，これまでに多くの研究開発が行われてきた． 

ここではガラスの加工技術とその課題について述べ，微細切削加工に関する最近の動向

について解説する． 

6.7.2 ガラス加工の現状と課題 

ガラス製品の加工において，平面または曲面を仕上げるプロセスと，微細な形状を作る

プロセスを対象に，これまで多くの技術が開発されてきた．前者の平坦化プロセスでは，

CMP(Chemical Mechanical Polishing) による研磨によって，現在はナノスケールの高品位な

面を加工する技術が確立されている．石英やパイレックスのように光の透過性に対するガ

ラスの特徴を生かす光学製品においては，いかに表面を平坦に仕上げ，所定の寸法と形状

に加工するかが重要であり，光学部品の仕上げにはこの研磨技術が適用されている．CMP

の詳細は文献(1)に譲るが，この加工法はガラス表面と研磨剤との化学的作用を利用し，表

層部を機械的に除去するため，加工力が小さく，仕上げ面の平坦度とともに加工変質層が

極めて少ない．本来，このような平坦化プロセスは，製造工程において最終仕上げに適用

されるが，その加工速度が低い．そのため，部品のスループットを短縮するためには，前

工程の概形加工で，いかに高品位な面を維持しつつ，仕上げ寸法と形状に近づけるかが課

題となっている． 

微細形状の加工においては，ガラスは脆くて欠けやすいため，従来では機械的な除去に

よる加工は困難であるとされ，フッ酸によって化学的に除去する方法が適用されていた．

フッ酸によるウェットエッチングは，フォトリソグラフィ技術によるマスクパターンの転

写を伴うため，エッチングに際して前工程を要する．一度に幾つものパターンを同時に転

写するため，ある程度の数量または種類の製品をまとめてバッチ処理により製造している．

そのため，例えばマイクロ化学チップのメーカにおいては，受注から納品までの納期を 40

日程度としているのが現状である．またフッ酸とガラスの化学反応によるエッチング工程

では，その加工形状を制御することが難しく，深さの異なる三次元的な形状を加工するに
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は幾つかの工程に分割する必要がある．最近では，レーザ，インプリントなどによる様々

な加工法が適用され，より柔軟なガラスの微細加工が可能になってきたが，加工形状の制

御，加工変質，設備投資に対する問題が依然として内在している．そのため，より低価格

で形状制御が簡便な加工法の開発が望まれている． 

このような現状を踏まえ，近年ではガラスを機械的に除去する研究や技術開発が増えて

いる(2)-(7)．ガラスの機械加工では，これまでに研削や単結晶ダイヤモンドバイトによる切

削加工を対象とし，多くの研究成果が報告されている．それらの研究の多くは，切込みに

対する延性および脆性モードを議論するものであり，ガラスを脆性損傷なく除去できる加

工条件と関連付けている．既に切込みが 1μmよりはるかに小さくなると，ガラスも金属と

同様に変形することが確認されており，これまでの研究の多くは，その加工条件が加工雰

囲気や工具形状によってどのように影響されるのかを議論してきている．このようにガラ

スを機械的に除去できる技術が確立されれば，その工程が高能率で低コストになるだけで

なく，三次元的な形状を数値制御により柔軟に加工できることが期待されている．このよ

うな観点から竹内らは，エンドミルによるガラスの三次元曲面加工を試み，良好な加工面

が得られることを報告している(8)．ダイヤモンドのボールエンドミルにより，概形状を高

能率に加工し，その後にき裂進入部の表層部を除去して，良好な仕上げ面が得られること

を示している．従来，材料に対して切れ刃の食いつきと離脱を繰返すエンドミルによる切

削様式は，ガラスのような硬脆材料の切削には不向きと考えられがちであった．しかしエ

ンドミルによる材料除去メカニズムにおいて，最終的な仕上げ面を削る過程の切削厚さが

極めて小さいことを考慮すれば，ガラスを脆性損傷なく切削できる．以下ではガラスのエ

ンドミル切削過程を示し，その切削特性と加工事例を紹介する 

6.7.3 ガラスのエンドミル切削(9)

図 1 はエンドミルによる切削過程において，工具

軸に対して垂直な断面内における切れ刃の軌跡を示

したものである．同図においてエンドミルは回転し

ながら下から上に送られ，切れ刃は一回転中にハッ

チングした部分を除去する．このようにエンドミル

の切削過程では，切れ刃は材料に対して食いつきと

離脱を繰返す．そのため切れ刃一回転中の切削厚さ

は，点 A から点 B まで 0 から最大切削厚さまで増加

し，その後は減少し，点 C で 0 となる．また後続の

切れ刃は点 A′で食いつき，点 C′で離脱する．ここで切れ刃が最終的な仕上げ面を創成

している過程は点 A─A′と点 C─C′のみであり，それ以外は工具の送りにより以後の切

削で除去される．一方，ガラスは 1μm よりはるかに小さい切削厚さになると金属と同様の

切りくずを生成し，仕上げ面にき裂の残さずに除去される．そこで点 A─A′と点 C─C′

 
 被削材

A

B

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 エンドミル切削過程 
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における切削厚さを数 100nm 程度にすること

で，脆性損傷のない加工面が得られる．ただし

実際の加工作業では主軸の振れや工具のたわみ

などがあり，切れ刃は同図のような理想的な軌

跡を描くことはないが，切れ刃の食いつき部と

離脱部近傍で仕上げ面を創成するメカニズムは

同様であるため，回転数と送り速度を適切に設

定すればガラスを延性的に加工できる．ボール

エンドミルの加工では，図 1 の切れ刃軌跡にお

ける回転半径が工具軸方向の高さとともに大き

くなる．したがって溝底部から溝上面まで上述

のメカニズムにより仕上げ面が創成されるため，

軸方向切込みが大きくても脆性損傷のない良好

な加工面が得られる．ただし切れ刃底部は切れ

刃の回転速度が 0 であり，工具の送りのみで切

削が行われるため，切削速度が低くなる．そこ

で切削性を向上させるために，図 2 のようにエ

ンドミルを送り方向に傾け，一定の切削速度を

維持しながら切削する． 

図 3 は光学顕微鏡による観察用スライドガラ

スとして使用されているクラウンガラス(72% 

SiO2, 18% K2CO2, 10%CaCO2)に深さ 200μm，幅

400μmの溝を加工した例である．この加工事例

では，TiAlNコーティングの超硬ソリッドボー

ルエンドミルによって，深さ方向に一度に

200μm切り込んで切削している． 

図 4 は解析精度の向上を図ったDNAマイクロ

アレイの加工事例である(10)．DNAマイクロアレ

イは，プラスチックやガラス基板に構造が既知な一本鎖のDNAをプローブとして配列させ

たものであり，ハイブリダイズによって基板上のDNAプローブと解析しようとする蛍光色

をつけたDNAのサンプルとの結合を調べながら，その構造を同定するものである．現在の

スタンフォード型のチップでは，ガラス基板に官能基を付けてプローブの合成オリゴDNA

を固定しているが，DNAを配列させるプロセスにおいて，1 スポットあたりにDNAを付着

させる領域が均等でないため，解析精度が十分に得られていない．そこで過量のDNAの付

着を防止するために，基板にマイクロドレインを設けるとともに，均等な形状のマイクロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 ボールエンドミル切削の工具姿勢 
 
 
 
 
 

切削送り

傾斜角 

 
 
 
 
 

図 3 深さ 200μm の溝切削 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 DNA マイクロアレイの加工 
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アスペリティを作り，DNAの付着領域を等しくする．同図

は，ガラス基板にマイクロドレインと 10×10 個のマイクロ

アスペリティを製作したものであり，深さ 20μm，幅 200μm

のドレインと深さ 15 μm，幅 150 μmのドレインを加工し，

100 μm×150 μmのアスペリティを作成している． 

図5はマイクロTAS(Total Analysis System)の加工事例であ

る(11)．同図は，2 枚のスライドガラスに異なる流路パター

ンを切削し，それらとカバーガラスの 3 枚を光学接着によ

り貼り合わせたものである．それぞれスライドガラスに加

工された流路は，微細穴を介して連結されているが，これらの貼り合わせの精度を確保す

るために，ガラスのコーナー部にリファレンス用の穴を加工し，これを基準に切削と接着

を行っている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 多層マイクロ TAS の加工

6.7.4 おわりに 

最近のガラス加工に関する現状と課題を総括し，ガラス切削に関する最近の研究の一部

を紹介した．ガラスの切削では，ここで示した加工法の他に，超音波振動切削によって高

能率で良好な加工面が得られる報告がある(12)．最近，微細加工および硬脆材料の加工では，

エネルギビーム加工やエッチング加工が注目されているが，設備投資や加工の柔軟性の観

点からは，切削および研削加工が，工具や工作機械の改良により，どこまで適用できるの

かを見極めていくことが強く要求されている． 

 

引用文献 
[1]土肥俊郎，河西敏雄，中川威雄：半導体平坦化 CMP 技術，工業調査会，ISBN4-7693-1164-8，(1998)． 
[2] T. G. Bifano, T. A. Dow, R. O. Scattergood, Ductile-Regime Grinding: A New Technology for Machining Brittle 
Materials, Transactions of ASME, Journal of Engineering for Industry, 113 (1991) 184–189. 
[3] I. Ogura, Y.Okazaki, Ductile-Regime Machining of Optical Glasses by Means of Single Point Diamond Turning, 
Journal of the Japan Society for Precision Engineering, 66 (2000) 1431–1435. 
[4] T. Nakatsuji, S. Kodera, S. Hara, H. Matsunaga, N. Ikawa, S. Shimada, Diamond Turning of Brittle Materials for 
Optical Components, Annals of CIRP, 39/1 (1990) 89-92. 
[5] K. E. Puttick, M. R. Rudma, K. J. Smith, A. Franks, K. Lindsey, Single-Point Diamond Machining of Glasses, 
Proc. R. Soc. London, Ser. A., 426 (1989) 19–30. 
[6] M. Yoshino, T. Aoki, T. Shirakashi, Scratching Test of Hard-brittle Materials under Hydrostatics Pressure, 
Transactions of ASME, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 123 (2001) 231–239. 
[7] R. Komanduri, D. A. Lucca, Y. Tani, Technological Advance in Fine Abrasive Processes, Annals of CIRP, 46/2 
(1997) 545–596. 
[8] Y. Takeuchi, K. Sawada, T. Sata, Ultraprecision 3D Micromachining of Glass, Annals of CIRP, 45/1 (1996) 
401–404.  
[9] T. Matsumura, T. Ono, Glass Machining with Ball End Mill, Transactions of the North American Manufacturing 
Research Institution of SME, 33 (2005) 319–326. 
[10] Yoshino, M., Matsumura, T., Umehara, N, Akagami, Y., Aravindan, S. and Ohno, T.: Engineering surface and 
development of a new DNA micro array chip, Wear, Vol. 260, (2006) pp. 274-286. 
[11] 田村昌一他：小径ボールエンドミルを用いたガラスの切削加工，2007 年度精密工学会秋季大会講演

論文集，(2007), p.61-62. 
[12] T. Moriwaki, E. Shamoto, K. Inoue, Ultra-precision Ductile Cutting of Glass by Applying Ultrasonic Vibration, 
Annals of CIRP, 41/1 (1992) 141–144. 

95



図1 放電加工のモデル図

（数µm～数十µm）

図1 放電加工のモデル図

（数µm～数十µm）

 
 

 

6.8.1 はじめに  

 放電加工は導電性の工作物であれば硬さによらず非接触で加工できるため，金型

の加工や微細加工に広く使用されている．しかし，例えば微細軸を加工する場合，

現在1µm以下の直径の加工は実現していない．そこで本稿では，放電加工の微細化

の限界を決める要因について考えてみる．  

 

6.8.2 放電加工の原理  

図１は放電加工の概念図である．油など

の絶縁体の加工液中でパルス状にアーク放

電を生じさせる．数十μmの極間距離を隔

てて毎秒数千回～数十万回の放電が生じる

ので，加工面全体で同時に放電しているよ

うに見えるが，実は一つのパルスで放電が

生じる場所はただ一箇所であり，温度が

6000～7000Kに達する１）アーク柱によって放電痕が形成される．溶融蒸発した加

工屑は加工液によって冷やされ球形に丸まって加工液とともに排出される．放電は

極間距離が狭いか，あるいは加工屑濃度が高いところに生じる．放電をパルス化す

る理由は，連続的に電流を流した場合，最初に放電が生じた点での温度がいつまで

も下がらないため絶縁が回復せず，放電点が他の箇所に移動できないからである．

パルス放電によって初めて放電点が電極面上に一様に分散し，工具電極形状が工作

物に転写される． 

パルス放電回路は，現在

はほとんどが図２ (a)に示

すパワートランジスタのス

イッチングを利用してい

る．しかし，微細放電加工

に使用されるような数nsか

ら数十nsという短いパルス

幅の放電電流を作ることは

困難である．何故なら，放電は極間に電圧を印加してすぐに発生するわけではな

く，統計的にばらつく遅れ時間後に発生するからである．従って，放電エネルギー

を一定に保つため，放電の発生を検出して数nsから数十nsの一定時間内にトランジ
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スタをオフにしなければならないがそれは困難である．したがって，微細放電加工

では今でも放電加工が発明された当時 (1943年 )のコンデンサ放電回路（図２ (b)）

が使用されている．原理は以下の通りである．放電の前に直流電源から電荷が供給

されコンデンサが充電される．それとともに極間電圧が上昇し放電が生じる．電荷

が放電し終わると極間の絶縁が回復しコンデンサの充電が再び始まる．こうして充

放電が自律的に繰り返され，高い周波数でパルス放電を生じさせることができる．  

 

6.8.3 微細化限界  

WEDG 法 (wire electro-discharge 

gr inding) ２ ）と呼ばれる，ガイド溝上

を走行するワイヤ電極側面を用いて円

筒研削のように微細軸を加工する，微

細加工に適した放電加工法がある．図

３はWEDG法を用いて得られる最小の

軸径を調べた結果である３ ）．目標軸

径を小さくすると実際に得られた軸径

も小さくなるが，それ以上はどうして

も小さくできない空白領域が存在す

る．2～3µmのばらつきは加工機の位置決め精度，熱変形，ワイヤ電極の軸径のバ

ラツキなどが原因で生じるが，それらが原因であるとすると，試行を繰り返せばい

つかは空白領域に成功例が得られるはずである．しかし，グラフの横軸の枠外にプ

ロットしたたくさんの失敗例が示すように，実際は何度試行しても軸が折れて所定

の長さの微細軸が得られず，空白域は埋まらない．この微細化を妨げる原因を次章

以降で考察する．  

 

6.8.4 放電痕直径の影響  

 加工単位は放電痕である．従って，

放電痕を小さくしなければ微細化はで

きない．放電痕の大きさは放電電流の

ピーク値とパルス幅で大体決まる．コ

ンデンサ放電回路の放電エネルギーは1/2(CV2)で表せる．したがって，容量Cを小

さくすればいくらでも放電痕は小さくできるはずである．ところが，実際には図４

に示すように，給電線間，工具電極ホルダと工作物テーブル間などに浮遊容量が存

在するため，たとえ外付けのコンデンサを取り外しても浮遊容量だけで加工ができ

充電 放電

R
C

工具電極

工作物充電 放電

R
C

工具電極

工作物

2µm
浮遊容量

図４ コンデンサ放電回路と単発放電痕
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図４ コンデンサ放電回路と単発放電痕
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る．従って，細心の注意を払って

浮遊容量を小さくした加工機で

も，得られる放電痕直径の最小値

は2µmであった．  

 そこで筆者ら４ ）は図５に示す

ような新しい放電回路を考案し，

最小で0.2µmの放電痕径を得てい

る．この回路では，従来のコンデンサ放電回路の直流電源をパルス電源に換え，コ

ンデンサを加工間隙に並列に接続する代わりに直列に容量結合している．したがっ

て，浮遊容量の影響をなくすことができる．しかも，パイプ状の給電電極とスピン

ドルとの同心円筒間の容量を利用して結合すれば，高速回転するスピンドルや気体

軸受，磁気軸受けなどに非接触で給電ができ，ブラシによる給電に比べて心振れの

ない加工ができる．こうして1µm径の微細軸が加工できた．  

 

6.8.5 工作物材料の影響  

 6.8.5.1 残留応力の影響３）  

 残留応力の影響には２つのタイプがあ

り，ひとつは放電加工前の素材にすでに

内在している残留応力の影響であり，も

う一つは放電加工することによって工作

物表面に生成する引張残留応力の影響で

ある．  

引抜き材には例えば図６に示す

ように半径方向に残留応力が不均

一に分布する５ ）．一方で，素材

軸をスピンドルのチャックに取り

付け回転させるといくらかの偏心

が生じることは避けられない．し

たがって微細放電加工では，図７

に示すように先ず素材軸を工作物

（正極）として工具電極を機上成

形し偏心を取る．そのあとで極性

を反転し，機上成形した工具電極

（負極）を用いて加工テーブル上の板（正極）に穴加工すると精度のよい加工が可

能である．しかし，一般に微細軸は素材軸の中心から偏心した位置に形成されるた
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図５ 静電誘導給電法による単発放電痕
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図６ ローラ矯正した線引き材に見られる軸方向残留応
力の半径方向分布５），ならびに偏心した位置に形成され
た微細軸の変形

放電加工された微細軸の変形
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図６ ローラ矯正した線引き材に見られる軸方向残留応
力の半径方向分布５），ならびに偏心した位置に形成され
た微細軸の変形

放電加工された微細軸の変形
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め，偏心量によって図６に示

すように残留応力の分布に応

じて微細軸が変形する．実際

のタングステン引抜き材の加

工例を図７に示した．このよ

うな前加工による残留応力の

影響は焼鈍によって解消できる．  

また，軸の回転を止めて，片側の側面にフラットな面を加工すると，図８に示す

ように放電加工した面の側に屈曲する．これは放電加工の加工変質層に引張残留応

力が生じるからである．超硬合金の場合は変形が生じにくい．この理由は，残留応

力の値が等しいと仮定して，超硬合金の方が弾性定数が大きいからである．   

6.8.5.2 工作物材種の影響  

 超硬合金は焼結で製作されるため，素

材に図6に示すような残留応力は存在し

ない．また，弾性定数も大きい．従っ

て，タングステンより超硬合金の方がよ

り直径の小さな軸が加工できると考えら

れる．図９はタングステンについて微細

化限界を調べた結果である．図３に比べ

て空白域が大きく，超硬合金の方が微細

化に適していることが分かる．  

6.8.5.3 超硬合金のＷＣ粒子径の影響３）  

 図 ３ の 微 細 軸 加 工 で は Ｗ Ｃ 粒 子 径

0.4µmの超硬合金を素材として用いて，

微細化限界は2.3µmであった．そこで，

ＷＣ粒子径が2µmの場合の微細化限界を

調べた（図１０）．ＷＣ粒子径が細かい

ほど空白域が小さく，微細化に有利であ

ることが分かる．また，加工に失敗した

微細軸の写真を見ると，ＷＣ粒子の脱落

したらしい痕跡が見える．  

 

6.8.6. まとめ  

図８ 放電加工により生じる引張残留応力の影響
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図９ タングステンを素材軸とした場合の微細化限界
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図１０ 超硬合金の微細軸加工における微細化限界 (WC 
粒子径 : 2 µm)
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 本稿では放電加工の微細化の限界を決める要因について考察したが，マイクロ加

工ではマクロな加工では見られない現象も発現する．筆者は放電加工の立場から，

このような寸法効果について調べており，それによって微細化の限界をナノオーダ

へ拡げることを目標としている．熱加工ではあるが，単結晶材料の加工速度の異方

性６）などが放電加工においても発見され，砥粒加工が研磨の領域では化学的作用が

支配的になるように，放電加工も熱加工という括りでは済まされない領域に入って

きているように感じられる．  
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６．９ ウォータージェット技術の概要と技術動向 

 

6.9.1 はじめに 

ウォータージェット技術とは，直径 0.1  mm から 1 mm 程度の超高圧水噴流を利用した

加工・処理技術をさす．ウォータージェットシステムは，一般的に，高圧水を発生する増

圧装置，発生した高圧水を導く高圧配管，ウォータージェットの噴射をオンオフするオン

オフバルブ，高圧水の直径を絞るノズル，噴出した水を受けるウォーターチャンバーで構

成される（図１）．ウォータージェット技術は大きく二つに分類される．一つは水のみによ

って対象に作用するもので，もう一つは水に研磨材などの砥粒を混入させて水と砥粒の作

用を利用するものである．砥粒を混入させる方法にもいくつかある．一般的には，高速で

進むウォータージェットによって発生する吸い込み圧によって砥粒を導入する．このほか

に，あらかじめ水と砥粒を混ぜたスラリーを高圧噴射するアブレシブサスペンションジェ

ットが技術開発されている．また，砥粒の代わりに氷粒を利用したアイスジェットが提案

されている．これは，砥粒の後処理工程が不要であるという特徴を有する．  

現在，一般的に入手可能なウォータージェット装置の最大吐出圧力は 400 MPa 前後であ

るが，さらに，600 MPa から 800 MPa の装置が発表されている．  柔らかい材料に対して

は水のみを作用させるが，硬い材料に対してはアブレシブジェットを利用する．砥粒を混

入させるアブレシブジェットを用いることによって低い水圧であっても高い加工能力と加

工精度を実現することができる．ノズルの内部断面形状，すなわちオリフィスの形状がウ

ォータージェットの加速や拡散に大きな影響を与えるため，この形状設計が極めて重要で

ある．   

 

図１  ウォータージェット加工システムの構成  

 

6.9.2 ウォータージェット技術動向  
ウォ ータージ ェ ット技 術の適用 分野は非 常に広い ．具体的 には，洗 浄，バリ 取り，機械

加工，建設工事，石炭採掘，海中岩盤掘削，原子炉解体，地熱抽出，海洋，医療，食品加
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工など多岐にわたる．特に，洗浄，バリ取りでは技術の高度化が進んでおり，医療，食品

加工は新しい分野として注目されている．また，超精密・微細加工への展開が加速してい

る．  

ウォ ータージ ェ ット技 術の実用 化におい ては，高 圧発生技 術，高圧 配管技術 ，シール技

術，バルブオンオフ技術，ノズル技術の要素技術とこれらをシステムとして製品化するト

ータル技術が求められる．最近では，周辺技術の進歩にともなう加工精度向上，ランニン

グコスト低減，静粛性向上，サービス向上，システム構成の柔軟性向上によって，ウォー

タージェット技術の応用がますます広がっている．米国，中国，欧州の国際工作機械見本

市では，トータル技術を有する多くの企業が出展している．わが国でも株式会社スギノマ

シンがトップランナーとして長年技術開発を進めており，上記実用化例においても，サー

ボモータ駆動高圧水発生装置や医療認可を受けたウォータージェットメスの製品化にいち

早く成功している．  

 

6 .9 .3 ウォータージェット加工機の制御と多軸化  

加工システムでは 5 軸以上の制御軸を有するとともに専用 CAM との融合が図られている．

加工機の多軸化は，複雑な形状の加工を可能とするほか，ウォータージェット加工特有の

現象に起因する加工精度低下を抑える目的がある．ウォータージェット加工では，ノズル

の進行方向に対して後方にウォータージェットが湾曲する「ジェットラグ（ Jet  Lag）」と

いう現象が発生する（図２）．送り方向が変化する場合，これにあわせて湾曲したウォータ

ージェットが旋回するため加工形状精度が低下する．ジェットラグを抑えるために送り速

度を制御したり，ウォータージェットの湾曲に応じてノズルの姿勢を制御したりする方法

が研究され（図３），その成果を専用 CAM の機能として実現している．今後は，各要素技

術の更なる発展とともに，ロボット化技術，システム化技術，知能化技術の開発が求めら

れ，その実現によって急速な応用範囲拡大と導入進展が期待される．  

 

図２  ジェットラグ  

(ht tp ://www.water je t s .o rg/Water je tCont ro l .h tm l) 
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図３  姿勢制御可能な加工ヘッド  

( h t tp :// l i s t ings .water je t s .o rg/L is t ings/Equ ipment-manu facturers/）  

6.9 .4 医療応用  

ウォ ータージ ェ ットの 医療応用 の中で最 も代表的 な事例は 肝臓の切 除である ．適切な水

圧のウォータージェットを照射することによって，もろい肝実質はくずれ切除されるが，

弾力のある脈管は損傷を受けない．肝臓切除手術のほかに，形成外科応用の研究例，歯科

応用の研究例，超高圧ウォータージェットによる大腿骨切断，脳神経外科手術への利用な

ど数多くが報告されている．ウォータージェット旋削加工を応用して骨をネジ形状に削り

インプラントとして利用しようとする研究もある．  

 

6.9 .5 超精密・微細加工への展開  

 ウォータージェット技術は荒加工や予備的加工のための手段であるという認識がまだま

だ強い．しかしながら，ウォータージェット技術の超精密・微細加工への応用は現実的と

なっている．この場合に要求される技術的プレイクスルーは，ノズルの細径化と微細砥粒

の導入である．  

 超精密加工の例としては，ナノメートルオーダの表面粗さと真球度を必要とする人工股

関節骨頭の仕上げ加工に適用した例がある．ウォータージェット技術によって要求される

精度を実現するためには，微細砥粒の導入方法が重要な技術課題となる．その具体的解決

方法は，スラリーで満たしたチャンバーにウォータージェットを水中噴射し，それに付随

して起こる流れに巻き込まれて砥粒が加工点に送られるというものである．この方法では，

いかなる細かい砥粒の導入も可能となるとともに，先に述べたサスペンションジェットに

おける技術的課題も解決できる．さらに，砥粒がノズルを通過しないためノズルの摩耗が

極めて小さいという長所もある．真球度を向上させるためには，加工機構モデルに基づい

たノズルの送り速度と軌道計画やウォータージェットの圧力の算出が必要である．これら

を解決し実装した結果，算術平均表面粗さ 7.3 nm，各方向の真円度 136 nm の加工結果を

実現できるようになっている．さらにこの方法を非球面を有する人工膝関節にも応用して
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いる（図４）．  

Z

XY

C

工作物

ノズル

工作物
の回転

ノズル
の軌道

   Z

XY

C  
  (a)  人工股関節        (b )  人工膝関節  

図４  人工関節仕上げ加工への応用  

 

微細加工の例としては，アブレシブサスペンションジェット（ ASJ）を使った研究や関連

特許が英国の研究者によって報告されている．ASJ の場合には，AWJ の 5 分の 1 程度の圧力

で同等の加工能力を得ることができる． ASJ ではスラリーを加圧するため，シール技術，

フロー制御技術，バルブオンオフ技術の向上が一層重要な課題となる．この例では，厚さ

50μ m のステンレス箔に直径 85μ m の穴を縦横 33 個のアレイ状に毎分 2.5 個あけたり，ド

ラゴンを切り抜いたりした例が報告されている．使用した砥粒はアルミナで粒径 3μ m，300 

nm， 50 nm の 3 種類であった．このようなノズルの細径化と微細砥粒の導入では砥粒の凝

集と粒径分布の問題が顕在化することに留意しなければならない．  

このように，ウォータージェット技術の超精密加工やマイクロマシニングにおける応用

範囲は今後益々加速するものと思われ，ウォータージェット技術に対する認識が大きく変

わっていくものと期待される．  

 

6.9.6 おわりに 

これまでに述べたように，ウォータージェット技術の応用範囲は多岐にわたる．ウォー

タージェット技術を利用したシステムの開発や製品化には長年のノウハウの蓄積が極めて

重要であるが，それと同時に，技術の普及には関連する情報の共有が必要不可欠である．

また，流体力学的挙動に関する研究，加工条件と加工結果との関連に関する研究など，い

わゆる基礎研究も重要な役割を担っている．ウォータージェット技術の発展のためには，

基礎研究と応用研究の双方の同時展開が非常に重要であることは言うまでもない．   
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６．１０ 表面機能創成の最新技術 

 
6.10.1 はじめに 
 固体表面に設けた微細構造で，濡れ，摩擦，光学機能など種々の機能が発現できる1)．

次世代の太陽電池やMEMS（Micro Electro Mechanical Systems）デバイスではメートル

レベルの範囲にわたってナノメートルレベルの微細加工を施す必要も求められ，これに対

応するために母性原則に基づく機械工作（トップダウンプロセス）と自己組織プロセス2)

（ボトムアッププロセス）の融合も求められている．本稿では表面機能創成の一部を紹介

し，さらに今後求められる生産機械の一部の動向を紹介する． 

 
6.10.2 表面微細構造による濡れ性の制御 
 表面構造による濡れの制御も多くの研究が既に行われてきており3)，ハスの葉が水をは

じく様子が典型的な例であろう．しかし，所望の濡れ性を実現するための設計論は必ずし

も確立されていない．そこで，シリコン基板に微細円柱構造を設け（図 1），その寸法を変

えながら水の接触角を調べた結果が図 2 である4)．上方の図は前進および後退接触角を，

下方の図は接触角ヒステリシスをそれぞれ示す．円柱高さが 4μm以下の場合，円柱直径の

減少に伴って前進角は大きく，また，後退角は小さくなった．結果としてヒステリシスは

100 度を超えるまでも大きくなった．図中には液滴の写真も示しており，表面微細構造に

よって性質を大きく変えることができることがわかる． 
 興味深いのは円柱高さが 8μm の場合であり，円柱直径の減少に伴って接触角が大きく，

またヒステリシスは小さくなった．これは，円柱構造の下部に空気がトラップされた状態

になったためと考えられ，親水的なシリコン表面が疎水的性質を示したことになる．しか

し，この成果を実際に適用するためには，シリコン基板上ではなく金属や樹脂表面にこの

ような微細な形状を転写するのが合理的であり，プロセス上の工夫がさらに必要となる． 
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図 1 シリコン基板に設けた微細円柱構造  図 2 円柱寸法が接触角に及ぼす影響 
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6.10.3 表面微細形状による摩擦の制御 
 濡れた床での転倒事故の原因の一つに，靴（あるいは足）と床との間に発生する動圧が

ある．表面に微細構造を設けることで，発生する圧力を下げることが期待できる．図 3 左

は，いわゆるストライベック曲線を示す．横軸は流体粘度・すべり速度／面圧というパラ

メータを，縦軸は摩擦係数をそれぞれ示す．粘度と面圧を一定とするならば，すべり速度

の上昇に伴って境界潤滑から混合潤滑へ，さらには流体潤滑へと状態が遷移しながら摩擦

係数が変化する様子を示す．ここで，表面構造によって 2 面間に挟まれた流体を積極的に

排出できれば動圧の影響が小さくなり，流体潤滑への遷移条件stが異なり，例えば転倒事

故を防止することができると期待できる． 
 図 4 は矩形状の微細構造を設けた床面とシリコーンゴムの間の摩擦を調べた結果を示す．

平滑な床（Flatと表記）に対する摩擦は静摩擦係数が小さいだけでなく，流体潤滑への遷

移条件stが図の左側によっていることがわかる．ピッチ 150－300μmの周期構造を設けた

場合，摩擦係数が大きく（グラフが上にシフト）だけでなく，図の右側にもシフトしてい

ることがわかる．これは流体潤滑への遷移条件stを変えることができたことを意味し，よ

り滑りにくい表面になったことを示す5)． 

 
s V p= /η
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図 3 動圧によるすべりと表面微細構造による抑制 図 4 表面構造による摩擦特性の改善 

 
6.10.4 表面微細形状による光学特性の制御 
 回折や干渉を利用した光学機能表面の設計はこれまで多く検討されてきており1)，波長

レベル以下の微細構造を製作する必要があるため，加工法の選択はさらに重要となる．例

えば電子ビームを用いれば光波長以下の微細構造は容易に製作できる．窓ガラス表面にこ

のような構造を設けることで，夏の高い日差しは遮りながら冬の低い日差しを室内に入れ

るような興味深い機能が発現できる1)ものの，ナノメートルレベルの微細構造をメートル

オーダの広範囲にわたって製作することは容易ではない． 
 大面積化において有利となるのが自己組織的なプロセスである．微粒子を分散させた懸

濁液から基板を引上げることで微粒子を自己整列させる方法があり6)，これによれば規模

を大きくすることは比較的容易である．筆者らは場所によって濡れ性が異なる基板を用い

ることで，所望の場所に微粒子を自己整列させる方法を検討している7)． 
 微粒子を整列させることでフォトニック結晶，あるいは構造色による表示等多くの応用

106



が考えられる．しかし，整列させた微粒子はエッチングの際のマスクとして用いることも

できる8)．図 5 左は直径 300nmのシリカ微粒子を分散させた懸濁液からシリコン基板を引

上げることで自己整列させる様子を示す．また，同図右には反応性イオンエッチングによ

る加工プロセスの模式図を示す．自己整列した微粒子の間のわずかな隙間を通してイオン

が基板に到達し，侵食することで基板に垂直方向への加工が進むとともに，ラジカルによ

るサイドエッチング作用により，微粒子の下部まで侵食が進む結果，尖った形状が得られ

る．このような構造は無反射構造として利用することができる9)． 
 図 6 左は製作した微細構造の SEM 写真を示す．狭ピッチ（300nm）かつ高アスペクト

比の加工が行えていることがわかる．反射率を評価した結果，平滑面の 3％以下まで低下

することがわかった．同図右は基板を写真撮影した結果を示し，加工前の鏡面状態では撮

影したカメラが映り込んでしまっているのに対し，加工後は黒体のようになっていること

がわかる． 

 

   

微粒子の自己整列

Si 板基

三次元的な
終形状最

反応性イオン
ッチングエ (RIE)

化学作用（等方的）

物理作用（方向的）

 

図 5 微粒子の自己整列法（左）と微粒子をマスクとしたエッチング（右） 

 

500nm500nm
  

加工前加工後

 
図 6 微粒子マスクで製作した微細構造 SEM 写真（左）と基板の外観（右） 

 
6.10.5 将来の工作機械イメージの一例 
 以上に述べたように，ボトムアッププロセスを適用することでマイクロ／ナノメートル

レベルの機能表面を製作することができる．しかし，これをメートルレベルの規模に拡大

するためには，工作機械技術の適用が必須となろう．例えば案内や主軸構造を適用して機

107



械加工ではなく自己組織プロセスを進めることで，機能表面を効率的に製造することが考

えられる．さらに，エネルギビーム加工との組合せや雰囲気制御など新たな仕様が求めら

れることも想定されるため（図 7），次世代の工作機械の外観は現在とまったく違ったもの

になると考えられる． 
 また，大量・安価な製造のためには転写加工も必要であり，ロール転写による形状転写

や材料転写は次世代の重要技術と見込まれている．将来の工作機械にはこれらの転写機能

も盛り込まれる可能性がある． 
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図 7 次世代 MEMS 製造プロセスのイメージ 

 

6.10.6 おわりに 

 微細加工を適用した表面機能の実現について概説するとともに，将来の製造装置・工作

機械の動向について述べた．次世代 MEMS については”BEANS”（Bio Electro-mechanical 

Autonomous Nano Systems）のプロセスに関する議論を引用したが，平成 20 年度より経産

省委託事業「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発」が進められようとしており，一

部については早期の実現も期待されている． 

 

文献 

1) 諸貫信行 他編：微細加工と表面機能，リアライズ AT（2007）． 

2) 産業技術総合研究所ナノテクノロジー知識研究会：ナノテクノロジー・ハンドブック，

日経 BP（2003）． 

3) ドゥジェンヌ他：表面張力の物理学，吉岡書店 (2003)． 

4) 諸貫信行，高山明典，金子 新: 濡れ性制御のためのテクスチャ設計，日本機械学会論

文集 B 編，70, 693(2004)pp.1244-1249. 

5) N. Moronuki, D. Kajita and A. Kaneko: Micro-structure design of the floor to prevent slip, 

Proc. 7th euspen, (2007) pp513-516. 

6) N. D. Denkov et al.: Two-dimensional crystallization, Nature, 361, 6407, (1993)26. 

108



7) 諸貫信行，小木曽淳一，金子 新：濡れ性パターンを用いた微粒子の自己整列（第 1

報），精密工学会誌，72, 9 (2006), pp.1113-1117． 

8) T. Nakanishi, et al.: Nano-patterning using an embedded particle monolayer as an etch mask, 

Microelectronic Engineering, 83, (2006) pp.1503-1508. 

9) H. Kobayashi, N. Moronuki, and A. Kaneko: Self-assembly of Fine Particles Applied to the 

Production of Antireflective Surfaces, Int. J. of Prec. Eng. and Manu., Vol. 9, No.1(2007) 

109



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非 売 品 

禁無断転載 

 

平成１９年度 

「工作機械産業における人材確保・育成に関する調査研究」

報告書 

 

発 行 平成２０年３月 

 

発行者 社団法人 日本機械工業連合会 

      〒105-0011 

東京都港区芝公園三丁目５番８号 

電 話 ０３－３４３４－５３８４ 

 

社団法人 日本工作機械工業会 

〒105-0011 

東京都港区芝公園三丁目５番８号 

電 話 ０３－３４３４－３９６１ 


	序　日本工作機械工業会
	　目　次
	1.　はじめに
	2.　調査研究の概要
	3.　工作機械トップセミナーの開催
	4.　工作機械産業における産学連携による教育支援に関する調査
	4.1 工作機械産業の人材確保・育成に関するアンケート調査の実施（大学側）
	4.2 工作機械産業の人材確保・育成に関するアンケート調査の実施（企業側）
	5.　工作機械産業における産学連携による教育支援に関する調査
	5.1 目的
	5.2 企業向けプレアンケート
	5.3 企業向けアンケート
	6.　工作機械の最新技術動向調査
	6.1 多軸制御複合工作機械の最新技術動向
	6.2 工作機械における環境対応技術
	6.3 工作機械制御技術の最新動向調査
	6.4 CAD/CAMシステムの最新技術動向
	6.5 工作機械の最新応用技術（医療分野）
	6.6 超精密加工の最新技術
	6.7 ガラス微細加工の最新技術
	6.8 放電加工の微細化限界 
	6.9 ウォータージェット技術の概要と技術動向
	6.10 表面機能創成の最新技術



