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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、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテー

マの一つとして財団法人素形材センターに「新規産業分野への素形材産業の進

出に際しての課題及び可能性に関する調査研究」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２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 



 

 

              



はしがき 

 

素形材産業は、中間製品たる部品等の供給産業であるために、ユーザー産業の

市場動向の影響を受けやすく、加えてユーザー産業の海外展開による現地調達化

の進展等により、品質重視できた日系ユーザー企業においてもコストパフォーマ

ンスに対する対応がより厳しいものとなっており、素形材企業としても付加価値

の追求、新技術開発による技術の優位性の確保、また、新たな産業での自社技術

の応用展開の可能性等を追求するなど、ものづくり産業としてより強い産業に向

けた新たな取り組みの時期を迎えています。 
こうした中、昨年秋、経済産業省によって策定された「素形材技術戦略」にお

いては、新たな産業に向けた素形材の新技術開発課題、テーマが網羅され、川上

産業の素材産業や川下のユーザー産業、さらには研究機関とも連携して、より広

いネットワークを構築し、情報のシステム化がされれば、産業集積で得られるメ

リットを凌駕するメリットをもたらし、素形材分野から宇宙分野や医療機器分野

といった先端的な新技術への挑戦、新規需要開拓を可能にできるものと期待され

ています。 
 本報告書は、こうした素形材産業を取り巻くモノづくり環境のより一層の充実を図

るため、本調査を実施し、新規産業分野への素形材産業の進出に際しての課題及び可

能性について調査結果を取りまとめました。 
ここに本調査研究の実施にあたり、ご指導、ご援助を頂いた経済産業省ならび

に社団法人日本機械工業連合会に深く感謝の意を表します。加えて、調査研究を

担当された竹内委員長はじめ委員各位に厚く御礼申し上げます。 

 

平成２１年３月 

 

財団法人 素 形 材 セ ン タ ー 

会 長   緒 方 謙 二 郎 
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第１章 素形材産業の新技術開発の動向 

 

 

我が国の素形材産業は世界に冠たる技術力を有しているが、約８割は中小企業であ

り、企業規模や資金力の面で自ら技術開発を行うには限界があると言われている。 
また、川上側となる素材業界や川下側のユーザー産業と比較して企業の収益率が低

く、例えば、2003 年売上高営業利益率はユーザー業界が３～５％であったのに対し、

素形材業界は▲３～３％の水準である。 
こうした状況を踏まえ、我が国の素形材企業の収益率を向上させるための源泉とな

る技術を開発することによって、収益を確保し、それを人材、設備、技術開発に再投

資し、差別化を通じて競争力を維持・強化するといった好循環が期待されている。こ

のような収益の源泉となる重要技術を開発するために、我が国の素形材関連産業界及

び学協会が連携し、研究開発力を向上させ、相互に成長・発展し、産業界が収益性を

向上させ、関係者間で Win-Win の関係を構築していくことを目指して、「素形材技術

戦略」が発表されている。産学が積極的な連携関係を構築し、素形材産業の社会的認

知度が向上し優秀な人材が産学双方に豊富に供給され、我が国の技術基盤が強化され

ると考えられている。 
素形材技術戦略は、素形材産業を俯瞰し、今後産学官が連携して取り組んでいくた

めに重要となる研究開発テーマを抽出し、その技術の重要度、到達目標、波及効果、

ライバル国の取組状況等についての整理を行っている。 
具体的には、鋳造技術、鍛造技術、金属プレス加工技術、型技術、熱処理技術及び

粉末冶金技術の６つの素形材技術分野に関して作成された「技術ロードマップ」を基

礎として、素形材産業界及び関係学界が今後、連携して取り組むべき重要研究開発課

題を指摘している。そうした観点から、「素形材技術戦略」は、素形材に係る技術開

発の方向性と技術開発計画の羅針盤となるものである。この技術戦略は技術開発に携

わる研究者の間でのコミュニケーション・ツールとしての性格をあわせ持っており、

本調査のように素形材産業とユーザー産業の新技術交流という視点でも極めて有意義

なツールを提供している。 
 本研究の主題である素形材及び素形材ユーザーの連携による新技術開発は個々の企

業間では、大手であるユーザー企業の新製品開発を下請けとして手伝うことで中小素

形材企業が参加しているケースが多く、中小素形材企業からの自主的な素形材部品の

提案、新たな素形材にヒントを得て新たな 終製品が開発されるといったケースは少

なかったと言えよう。しかしながら、ユーザー企業における、新分野等における新技

術・新製品の開発も、高品質で高性能な素形材に負うところが多く、開発の早い段階

での優秀な素形材企業の参加が期待されている。従来から取引関係を有するグループ

企業間では、一部の素形材企業の開発段階からの参加の事例も見られるが、素形材調

達環境の複雑化、競争環境の激化もあって、新技術動向の情報等がユーザー企業に止
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まっていることが多く、情報収集力の弱い中小素形材産業にとって、新技術・新製品

の開発参加は少なかったのが現状である。 
また、素形材製品は技術レベルの差異がないように見えるものですら、その寸法精

度、耐久性等でその価値は大きく異なっており、我が国の素形材企業はそうした実力

を長年にわたって培ってきている。我が国のものづくりの力の源泉がそこにあると言

っても過言ではない。しかしながら、素形材企業のこうしたたゆまない技術研鑽努力

の成果もユーザー企業の望む新技術・新製品にそのまま適用することは困難なことが

多く、無駄とは言えないものの、社会に普及しないものが多く存在するのも事実であ

る。 
 素形材加工は下図に示すように、素材から素形材製品（部材）を、金属の液相から

固相までのどの段階で所要の形状に変えるかということである。液相で形状をつける

方法が鋳造であり、固相状態で所要の形状にする方法が塑性加工（鍛造や金属プレス

加工）の方式である。もちろん、固相状態で削ったり（研削加工）、磨いたり（研磨

加工）することによって必要な形状とする方法もある。いくつかの素形材は加工後に

熱処理を施して、内部組織を変化させることで、引っ張り強度や表面硬さなどその部

材に求められる所要の性能を実現することになる。 
 
 

 
素材 

 液相                 固 相 

    溶湯   半凝固材  凝固材 

熱間材  冷間材 

        鋳造成形・加工 

      半凝固成形 

                  凝固成形 

                  熱間加工 

       冷間加工 

 
 

製品 

塑性加工
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１.１ 素形材技術戦略 

 

素形材技術戦略は平成 12 年 3 月に素形材技術戦略策定会議が、また素形材技術ロ

ードマップは平成 13 年 3 月に財団法人素形材センターが、それぞれとりまとめて公開

しているが、現在の素形材技術戦略は、その後のものづくりを巡る環境変化や 新技

術動向を取り入れ改訂が行われている。素形材技術戦略シナリオの骨格は、平成 12、

13 年度のものと大きな変化はない。すなわち、素形材産業は、 

① 新たな技術体系の構築と軸足のシフト 

② 素形材産業の提案型産業への転換促進 

③ 素形材技術の革新を促進する基盤構築 

を可能にする「技術開発を進め、世界の製造業の生命線を握る重要技術を掌握」し、

「技術の戦略的活用、事業化等により世界市場における確固たる優位性を確保」する

というシナリオである。 終の目標は、「世界の製造業の生命線を握る我が国素形材

産業の確立と重要技術を掌握」である。 

素形材技術戦略の対象となっているのは、「中小企業のものづくり基盤技術の高度

化に関するする法律」における素形材分野の特定ものづくり基盤技術（鋳造技術、鍛

造技術、金属プレス技術、粉末冶金技術、金型技術、熱処理技術の６分野）である。 

 素形材技術戦略では、素形材分野毎に重点技術開発事項をピックアップしているが、

これは 343 項目に上っている。この素形材技術の重点技術開発事項は以下のように分

類されている。 

 

Ⅰ．高品質、高付加価値の素形材製品を製造するための技術 

（新たな材料・技術・プロセス等による品質の強化） 

Ⅰ－１ 新機能を実現するための新材料技術 

Ⅰ－２ 高度な生産を可能とする技術 

Ⅰ－３ 高品質・高付加価値を実現するための新プロセス 

Ⅰ－４ 新規ユーザー分野に対応する新素形材製品 

Ⅱ．設計・製造プロセスを高度化するための技術 

（既存プロセスの合理化、改善などの高度化によるコストと納期の強化） 

Ⅱ－１ 設計・製造プロセス 適化のための知能化・情報化技術 

Ⅱ－２ グローバルネットワークを活用した統合システム 

Ⅱ－３ 設計データの即時製品化技術 

Ⅱ－４ 高品質・新機能を支える評価技術 

Ⅲ．社会的要請や制約に対応するための技術 

Ⅲ－１ 省エネ・温暖化ガス削減のための素形材技術 

Ⅲ－２ 省資源のための素形材技術 

Ⅲ－３ 安全・安心・快適な生活 
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Ⅳ．素形材技術革新を支える技術的基盤 

Ⅳ－１ 新たな技術体系の構築 

Ⅳ－２ 支援技術・周辺技術の構築 

Ⅳ－３ 研究開発体制の整備 

Ⅳ－４ 技術・技能の伝承 

Ⅳ－５ 人材の育成と確保 

Ⅳ－６ 技術と経営の融合 

Ⅳ－７ グローバル化への対応 

 

343 項目の重要技術開発事項は、大分類項目４、中分類項目は 18 のいずれかに分類

されている。そして、343 項目は競争力優位性、市場インパクト、省エネ・省資源等

の８つの指標で重要度を評価されるとともに、開発／実用化／普及スケジュールの時

期を予測し、まとめている。 

また、重要度が高いと見なされた 139 項目については、経済社会的背景、緊急性、

現在の技術レベル、到達目標の時期とレベル、技術開発要素、波及効果及び海外の技

術レベル等についても、さらに突っ込んだ検討がなされ、個票（個別重要技術開発事

項）としてまとめられている。 

さらに、素形材技術戦略は、素形材６分野ごとに検討し策定されているが、横断的

に他分野と関連のある事項については、共通事項としてのとりまとめも行われている。

例えば金型は、鋳造、鍛造、金属プレス、粉末冶金の各分野で重要なツールであり、

金型技術がそれぞれの分野の生産高度化に直結している。また、金型の熱処理、表面

処理は金型製作において重要なポイントとなっている。このため、金型に関する研究

開発テーマが各分野で、重点技術開発事項として挙げられている。 

このような共通事項として、取りまとめられた項目は以下のとおり。 

・ 金型 

・ 熱処理、表面処理 

・ シミュレーション・データベース 

・ 人材育成 

 

以上のように、抽出された約 340 の重点技術開発事項及び特に重要性が高いとして

重要度の評価により絞り込まれた 139 項目は全て素形材技術の発展に貢献すると考え

られる技術であり、その重要性はいずれ劣らず高いと思われる。 

これらをわかり易く、各素形材分野における「革新的次世代ものづくり基盤技術開

発」として視覚的に整理した図が以下の６枚である。これらは、素形材産業側からユ

ーザー産業に向けての提案の内容でもあり、ユーザー産業分野での新技術・新産業創

成のヒントとなるものである。 

 
 



5 
 

 

 

新機能の実現
自動車の高効率化(燃焼温度の上昇)：

シリンダーブロックの組織･機能傾斜化
高強度化･汚染地金の使用：凝固組織の微細化
発電効率の向上(Ni基合金の限界)：

高融点タービンブレード材の開発

高度な生産管理

インライン３次元寸法･品質保証技術：熟練工の知識･感性
の定量化と その計測法の開発
製品形状：寸法のネットシェイプ化、抜き勾配レス、バリなし
中子技術：ダイカスト用中子、易崩壊性中子(砂落としレス)
シミュレーション技術：試作レス、不良レス、短納期

革新的次世代鋳造技術
－軽量・複雑形状部品の高信頼化－

現状と課題
製品の信頼性向上、寸法精度向上、金属スクラップの汚染、
環境、ＣＯ２排出低減、省エネ化、製品の提案力の向上

鋳造技術のプロセスの革新

鋳造技術の将来像
①高機能・高品質鋳造製品を実現する溶解技術
②高歩留まり、寸法精度向上等を実現する造型技術
③不良を出さないための高度生産管理システムを実現する技術
④ＣＯ２排出低減、省エネを実現するための熱回収技術

将来製品特性
試作レス、高歩留まり、
超軽量・複雑薄肉形状
鋳物の製造、超大型機
能鋳物

高効率鋳造
省エネ・ゼロエ
ミッション
高歩留まり
高い寸法精度

溶解技術
造型技術

熱回収技術
新機能の実現

高度な生産
管理

風力・火力
発電など、エ
ネルギー産
業への展開

溶解技術
スクラップ不純物の無害
化・除去技術．
鋳造の主原料はスクラッ
プ，化合物化，気化，精錬

造型技術
人造球形砂100%鋳型による廃砂ゼロ（ゼロ
エミッション），クリーン工場化
鋳型強度向上による押し湯ゼロ：歩留まりの
向上，高充填砂造型法の確立

熱回収・ シミュレーション技術
バ ラ シ 時 の 熱 回 収 ：凝固終了時の鋳物鋳物の熱含有量は溶湯熱含有量

の60%
バラシ後の直接熱処理：直接熱処理・鍛造、高度のシミュレーションと砂落と

しレス技術が不可欠、これによる新機能の実現

全体フロー関連事項(シミュレーション、省エネなど)

製造情報の管理 改善 鋳造欠陥の防止

現状の鋳鉄鋳物の製造ライン

火力発電用蒸気タービンとケーシング

鋳造技術のプロセス革新

８

革新的次世代鍛造技術
－コスト競争力のある軽量・複雑部品の精密鍛造－

現状と課題

設計を経験に頼り，生産準備時間が長い
作業騒音，エネルギ消費，環境負荷が大
付加価値が低い鍛造品が多く，経営を圧迫

競争力のためにはコストダウンが不可欠

鍛造プロセスの革新

鍛造技術の将来像

①コスト競争力のある「高精度、軽量部品を鍛造で製造」
②高歩留まり低CO2排出の「環境に優しい鍛造ライン」
③短工程、低不良率、長金型寿命の「合理的な生産の実現」
④ＩＴ技術を活用した「生産準備期間の短縮」

環境に優しい鍛造ラ
イン

高度リサイクル
高歩留まり鍛造
低騒音プレス
高熱効率加熱炉
環境適合潤滑剤

実効性高いシミュレーション予測/インライン計測制御

将来成型品特性

・超薄肉中空軽量品
・精密歯車製品
・高信頼性航空機部品
・Mg,Ti,Ni などの新材料

生産準備期間の短縮

鍛造用知能ロボット
インライン計測技術
金型組織予測
型寿命予測
エキスパートシステム

合 理的 な生産 の実
現

省切削精密鍛造
歩留まり100％
後熱処理省略
長寿命金型材料
低摩耗型面皮膜膜

高精度、軽量部品を
鍛造で製造

薄肉鍛造
中空鍛造
ヘ リ カ ル 歯 車 鍛 造
Mg 、 Ti 、 Ni の 鍛 造
サーボプレス鍛造

前処理高度化/省略
知能化鍛造
精密鍛造

成形
（形状付与）
（材質付与）

材料分野の革新

・非調質高強度鋼
・制御鍛造用材料

加熱
切断
潤滑

焼入れ・焼戻し
切削 ・研削
ショットピーニング

周辺技術の高度化

・鍛造機械
・加熱／付帯設備
・金型材料と被膜
・潤滑剤/潤滑方法

後処理高度化/省略

将来鍛造品例

中空薄肉軽量部品
（孔が潰れやすく難加工）

ヘリカル歯車
（傾いた歯の高精度
加工が困難）

航空機部品
（Ti，Ni合金）

鍛造技術のプロセス革新

９
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革新的次世代金属プレス技術
－高度知能化プレス成形・ｵﾝ･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ生産体制－

ユーザーニーズ
全産業に共通 : 高品質・低価格・短納期

プレス製品提案力
自動車産業 : 高強度・軽量化・高精度部品
情報・電子・先進産業 : 微細精密成形部品

金属プレス技術の将来像
①高付加価値ネットシェイプ成形

(高精度・複雑形状・高強度・軽量化製品)
②加工技術の知能化 （金型・機械の知能化、見える化）
③環境対応技術 （エコプレス・省資源加工・リサイクル）
④価格競争からオンリーワンを目指した商品開発へ

材料分野の革新
高強度材料
軽量化材料
複合材料
高板厚精度の材料

材料特性データ
ベース 高度知能化技術

ハードとソフトの融合(シミュレーション、計測、制御)

工法開発
生産技術

金 型 鍛圧機械

燃料電池

環境負荷低減
に係る技術
・エミッションフリーマ
ニュファクチャリング

・ネットシェイプ成形

・高強度・軽量化材料
の成形

・工程短縮成形
・ドライ成形
・高寿命金型

新産業・新技術
に係る技術
・微細・精密成形
・新材料への対応
・高機能・高精度

成形機
・金型製作技術
・成形・生産性予

測・計測等の
評価技術

生産体制に係
る技術
・デジタルエンジニ
アリング

・コンカレント・ エン
ジニアリング

・グローバル化

・高度ネットワーク
化

・多品種少・中量
生産システム

NEDO資料より

将来像
技術と技能の融合
・高度知能化

プレス成形技術
・オン・デマンド生産体制

(種類・量・リードタイム)

川下
基幹産業
自動車 情報機器
電気・電子製品
先進産業
航空機 宇宙 医療
ロボット バイオ

金属プレスの基盤技術と生産技術

需要創出に
係る技術
・複合成形
・複動成形
・ダイレス成形
・微細精密成形
・形状凍結技術
・難加工材成形
・塑性結合
・超音波応用等の

特殊加工技術

素形材データベース(知的資産)の構築

金属プレス技術のプロセス革新

１０

革新的次世代粉末冶金（P/M）技術
－新機能・超高性能部品の先進P/M技術－

ユーザニーズ
(1)BRICs並みの低価格、欧米を越える

高信頼性、高精度製品
(2) 高強度、高複雑形状、多機能性

現状と課題
金属資源の高騰 ・環境対応 ・人材育成
技能伝承 ・工程短縮

地球に優しい粉末冶金技術プロセスの革新

技術の将来像

①ネット成形技術 ②型レス成形技術

③省エネ焼結技術 ④他素形材加工技術との融合技術

ムダゼロプロセスで
歩留まりが極限まで
高まる
・ネット成形技術
・高密度成形技術
・高度複雑形状成

形技術

高度知能化、融合化技術
（シュミレーション、計測、制御、データベース他）

将来製品特性

・複雑形状化した薄肉軽
量化、高強度製品

・新機能を付与した高性
能、高精度製品

新機能付与が実現す
る
・粉末形状制御技術
・粉末の複合化技術
・自己潤滑機能粉末

環境に配慮したプロ
セスと製品ができる
・高精度高性能付与
技術

・成形体加工技術
・レアメタル代替技術

低 温 、 短 時間 焼結
で電気、ガス水が節
約できる
・高効率化技術
・低温・短時間焼結
技術

・脱バインダ工程
短縮

高精度化 高熱効率化 他技術との融合

成形

材料分野の革新
・原料粉末
・潤滑剤
・金型

混合 焼結
金型等プロセスの革新

・表面処理技術
・型レス

後加工

粉末複合化

自動車衝突
防止部品

ロボット部品

40000回転/分
対応軸受

自動車
高強度部品

圧粉成形体
加工.

粉末冶金技術のプロセス革新

１１
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革新的次世代型技術
－高付加価値製品を生み出すオンリーワン・マザーツール－

現状と課題

・メンテナンスフリーな金型
・低コスト、短納期で納入可能な金型
・ユーザニーズをタイムリーに実現できる金型

・高精度な成形品を安定して生産できる金型を設計・
生産すること

型技術のプロセスの革新

型技術の将来像
①技能に依存しなくても良い金型の設計・生産技術
②高度に自動化された型生産技術
③トライ工程の省略が可能な型技術
④超短納期が可能な型技術の確立

ムダゼロプロセスで
歩留まりが極限まで
高まる
・シミュレーション
技術を活用した
トライレス化

・高度な工程管理

実効性高いシミュレーション予測、工程管理システム、
加工データベース、インライン精密計測

ITで高効率生産が実
現される
・CAD/CAM/CAE
技術に基づく
型生産技術

・迅速な設計変更
対応

ゼロエミッションに変

革される

・完全循環型生産
技術

・型材、成形材の
完全な再利用

３次元ソリッドデータに
基づく型設計

型製作の高度な
自動化

高精度な
オンライン計測

型加工・
組み立て

将来材料分野の革新
寿命予測可能な型材
と成形性が向上した
成形材料の開発

型設計
トライ・
型修正

型技術のプロセス革新

将来成形品特性
・超薄肉軽量化成形品
・欠陥のない高強度

成型品
・優れた表面特性の

外観成形品
・一体成形した精密成形品

環境に配慮したプロ
セスで製品ができる
・完全ドライ切削

技術
・離型剤、潤滑剤

フリーな成形技術

１２

革新的次世代熱処理技術
－軽量・複雑部品の無人化熱処理－

現状と課題
熱処理によって金属を加熱、冷却して耐久性、耐摩
耗性、耐熱性等の特性を付与する焼入れ・焼戻し、浸
炭、窒化、PVD、CVD等により工業製品の性能を高め

ている。川下産業の軽量化・高強度化・高精度化や、
金型の高寿命化・低歪化、処理コスト低減等のニーズ
に応えるために、さらなる技術の高度化が必要。

熱処理技術のプロセスの革新

省エネ・省資源が極
限まで追求される
・断熱材
・真空・プラズマ技術
・短時間処理技術
・排ガス低減技術
などの開発

実効性高いシミュレーション予測。インライン計測・制御

高精度、高効率生産
が実現される
・プラズマ炉の温度計
測センサー技術

・真空浸炭雰囲気制御
技術

・非破壊検査技術
などの開発

歪み が極限ま で低
減される
・歪みとそのバラツキ
を極小化するための
冷却・加熱技術

・シミュレーション技術
などの開発

低温・短時間処理化、温度制御の高精度化、雰囲気制
御の高精度化、複合化、連続化、クリーン化、自動化

浸炭、窒化、PVD、CVDなどの反応

将来材料分野の革新
・結晶粒粗大化抑制鋼
・ガス冷却対応鋼
・低温・短時間処理対応鋼
・高性能耐熱材、断熱材

・省資源・リサイクルを考慮
した材料

加熱 冷却

潤滑剤フリー表面改
質が実現される
・真空浸炭、プラズマ
窒化、PVD 、P-CVD
における低摩擦化、
潤滑剤フリー化技術

などの開発

次世代熱処理工場
省エネ・省資源、高機
能・高精度化、連続化、
複合化、クリーン化、
自動化が実現する

熱処理技術の将来像
制御技術やシミュレーション技術の開発により、低歪み、長
寿命、潤滑フリーなど高機能製品が生み出される。

さらに、省エネ・省資源技術の開発により、コスト低減、地球
温暖化防止などに大きく寄与する。

将来製品特性
・形状が複雑でも歪みとその
バラツキが極めて小さな製品

・潤滑剤レスでも寿命の長い
工具、金型

・表面硬化したアルミ、チタン、
ステンレス製品

熱処理技術のプロセス革新

１３
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１.２ 次世代塑性加工技術 

 

１.２.１ 未来の鍛造技術 

 

(１) 鍛造技術とは  

塊状の金属に力を加えて塑性(永久)変形を与えて所定の形状にする塑性加工法を

「鍛造」と言う。鍛造を製品の大きさで分けると、容量が数千～7 万トンの特殊大型

プレスを用いて製造する製品重量数百 kg 以上の「大形品鍛造」と、通常の鍛造加工設

備で製造される重量数十 kg 以下の各種機械部品を製造する「中小形品鍛造」とになる。

大形型鍛造品は日本でも重要な課題になりつつあるが、その用途および生産者が限定

されるため、本件では対象に含めないこととする。 

 鋼の鍛造方法を温度で分類すると、素材を約 1,000℃以上に加熱して鍛造する「熱

間鍛造」、素材を加熱しない室温で鍛造を行う「冷間鍛造」、および両者の中間の 200

～850℃で加工する「温間鍛造」になる。熱間鍛造品では脱炭層が生じるために表面を

切削により取り除いて使用するのが普通である。冷間鍛造は表面状態および寸法精度

が良く、あまり切削しないで使用するため大量生産のコスト競争力があるが、工具の

耐圧限界やプレス容量の限界で小形の製品の生産に限られている。温間鍛造は冷間鍛

造方法の高精度を維持しながらより大きい製品を製造するために、冷間鍛造とほぼ同

じ形式の加工法で行われる。冷・温間鍛造は、製品精度が高いため精密鍛造、ニアネ

ットシェイプ鍛造(切削量が極めて少ない)、ネットシェイプ鍛造(切削を全く行わな

い)などと呼ばれている。 

 鍛造は 6000 年程度の古い歴史を持つ加工方法であるが、近代的な鍛造は 19 世紀前

半に蒸気ハンマーが発明されて熱間鍛造の大量生産が可能になったときに始まった。

20 世紀前半までは、「鍛造」はハンマーによる熱間鍛造意味した。1940 年頃にドイツ

で発明された冷間鍛造は兵器(薬莢)の製造に用いられたが、第二次大戦後はアメリカ、

ドイツで自動車部品の加工の大量生産に使用されるようになった。 

 第二次大戦で壊滅的な打撃を受けた日本の鍛造業は高度成長の始まった 1960 年代

に欧米からプレス、潤滑、加熱装置、金型材料などの技術が導入して自動車部品を供

給するようになり、その後自動車産業の発展と共に成長してきた。 

 日本の鍛造技術は 1970 年代に欧米の水準に追いつき、1980 年頃からは温間鍛造、

閉塞鍛造などの新しい鍛造方法が世界に先駆けて開発・利用されるようになった。こ

れらはオイルショック後に世界的に増えた小型車用の等速ジョイント部品の生産など

で用いられるようになった。また、1990 年以後は、歯車などの非常に精度の高い精密

鍛造製品が次第に実用されるようになり、この分野では世界の先頭に立った。 
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(２) 最近の鍛造技術の動向 

 1990 年以後、日本では各種の歯車鍛造方法が開発されるなど、精密鍛造方法につい

ては日本の開発が世界に先行していると言える。傘歯歯車の閉塞鍛造はすでに多くの

実績があり、分流法、金型駆動法など可能性のある新しい加工法も日本から提案され

ている。日本の鍛造品が世界的に評価されてきた原因として鍛造用の鋼材の品質が非

常に良いことが挙げられる。しかし、 近中国などの製鉄製鋼技術が向上してきてお

り、また人員削減や団塊世代の大量退職により、日本製鋼材の品質についても不安材

料がでてきている。 

 熱間、温間の高温の鍛造では材質改善が可能であり、今までは鋳造組織の除去や空

隙欠陥の押しつぶしといった伝統的な材質向上の利用方法はあった。 近、圧延では

熱処理の組合せ(加工熱処理)が進歩してきており、今後は鍛造と加工熱処理の組合せ

で材質改善、加工力の低減といったことも期待されている。 

 鍛造用材料としては鋼材の他にアルミニウム製品が増加している。航空機には Ti、

合金、Ni 基合金も使用されており、非鉄金属の鍛造品は付加価値が高く重要になって

いる。また Mg は 軽量実用材料として鍛造でも注目されている。 

 鍛造設備としては 1990 年代にはサーボプレスが日本で開発された。サーボプレスの

鍛造への応用例はまだ少ないが、ラムの自由な動きは新しい加工法に適しているので、

サーボプレスを用いた新加工法開発の可能性は大きい。 

 鍛造金型には工具鋼のほかに熱間鍛造では高速度鋼が、冷間鍛造では超硬合金が使

用されている。 近 10 年ほどは新しい工具材料の開発が見られず、新しい工具材質の

開発が望まれている。金型の表面処理については PVD、CVD、窒化処理などが採用さ

れ、金型寿命向上に寄与してきたが、今後も新しい工具表面改質方法の開発が重要で

ある。 

 鍛造は潤滑剤が環境負荷が大きく、騒音や振動など作業環境も良くないことが多い。

1990 年頃から作業環境の改善のため熱間鍛造用白色潤滑剤が、廃液処理による環境負

荷を低減する冷間鍛造用一液処理が開発され、環境対策では世界に先駆けている。切

削でドライカットが実用化されているから、無潤滑鍛造の可能性の期待も大きい。作

業環境としては、工場内および周辺の騒音や振動の防止が不可欠になっている。 

 鍛造でも IT 技術の進歩はめざましいものがあり、特に大手企業では CAE によりト

ライアル回数を大きく減少している。CAD/CAM/CAE のほかエキスパートシステム、

知能化設備など IT の高度利用は、今後のキーテクノロジーであると言えるが、中小の

鍛造企業には普及が遅いのが問題である。 

 

(３) 鍛造産業の状況 

 鋼製の中小型鍛造品を「鍛工品」と呼び、国内の年間生産量は約 250 万トンである。

その 70%程度は自動車用部品、約 20%が種機械部品である。世界的に見ると、北米、

ドイツ、日本がほぼ同程度の鍛工品の生産量であるが、米国では航空宇宙部品が大き

な割合を占めているなど、製品の構成比率は各国の製造業の状況によって異なる。 
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 日本の自動車生産は 1990 年頃までは国内生産がほとんどであったが、海外生産が

徐々に増え、現在では国内生産と海外生産とが同じ程度(各々1,000 万台程度)になっ

ている。自動車会社では海外生産でのコスト削減などで部品の現地調達を増やしてお

り、鍛造部品についても例外ではない。 

 自動車の国内生産が増加していないため、鍛造品の生産量もあまり増加していない。

一方、中国、タイなどの後発国では日本の鍛造技術を導入して高度成長をしており、

特に中国は生産量では世界のトップになった。中小企業の多い日本の鍛造業は技術力

を高めてグローバルな対応をすることが不可欠である。 

 日本の鍛造産業における強みは、加工機械、素材、金型、潤滑剤、加熱や潤滑設備、

金型加工機械といった関連産業がそろっており、これらの支援で高精度、高品質鍛造

品の製造技術、高生産性技術などが開発されていることである。こうした強みを生か

して新技術開発により各種の問題点を解決していく必要がある。 

 近まで、鍛造産業と鍛造関係の学会とは独立して活動をしてきたが、 近、日本

鍛造協会と日本塑性加工学会(鍛造分科会)が協力して鍛造人材育成事業を推進するよ

うになり、産学協力の地盤ができている。今後は鍛造技術の開発において両者の協力

が望まれる。 

 

(４) 我が国鍛造技術の問題点と鍛造技術ロードマップ 

日本の鍛造業の抱える問題点は平成 18 年にまとめられた「我が国重要産業の国際

競争力強化に向けた鍛造技術の高度化の方向性に関わる調査」に詳しく述べられてい

るが、ここで抽出されている日本の鍛造の弱みは次のようなものである。 

 

1) 設計などを経験に頼って、独自の IT 利用技術が少ないため、生産準備に時間が

かかる。 

2) 航空機部品など高付加価値品が少なく、付加価値の低い鍛造品が多い。 

3) 常にコストダウンが求められ、資金不足が経営を圧迫している。 

4) 優秀な人材が集まり難く、人材不足に陥っている。 

 

これらの我が国独自の問題点以外に、世界の鍛造業全体が抱える共通の問題点とし

て 

5) 作業騒音、エネルギ消費、潤滑の環境負荷が大きい 

も挙げられる． 

 これらの問題点を解決し、日本の鍛造業を活性化のために素形材技術ロードマップ

では日本の鍛造技術が目指すべき将来像を次のように設定している。 

 

① IT 支援技術の活用による設計、生産の高効率化 

② 独自の環境技術による地球環境、作業環境の改善 

③ 精密鍛造による軽量複雑形状品など高付加価値品の製造 
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④ 経済的生産技術による国際競争力の強化 

 

 これらは自動車産業等のユーザー産業の国際展開への対応とあわせて、新たな事業

分野への拡大も念頭においたものである。 

 日本の鍛造業の将来像を実現するために必要な技術開発の課題を、鍛造技術ロード

マップとして整理している。これらの中で新たな事業分野への拡大、新素形材製品の

拡大となる技術課題は以下のとおりである。 

 

○ロボット・マイクロマシン用精密鍛造品；新しい機械として登場したロボットや

マイクロマシンは、今までより格段に軽量、高精度、微小な鍛造品を必要

とする。 

○航空機用鍛造品；複合材の増加により機体構造にも変化が生じており、エンジン

品も含めて設計と連携した軽量化、低コスト化技術の開発が必要である。 

○燃料電池、電気自動車部品用鍛造品；燃料電池車、電気自動車には鍛造品の設定

がなく、代わってクランクシャフト、コネクティングロッドなどの大物が

なくなるため、モータからホイールまでの駆動部品の軽量化などによる付

加価値向上が急務となる。 

○風力発電用鍛造品；風力発電機の導入件数の急増並びに大型化の傾向から、発電

機の耐久性向上のニーズが高まると予想され、増速機用ギヤ部品・旋回駆

動装置(YAW ギア)・軸部品への鍛造化が期待される。 

○生体材料の鍛造品；長寿社会の到来と共に人工関節、歯科補綴物等のインプラン

ト製品の需要が増大する。生体適合性に優れる材料の開発と共に、その加

工方法の開発が望まれる。 

 
 

１.２.２ 金属プレス加工技術の将来 

 

(１) 金属プレス加工技術とは 

 金属プレスの技術は成形、分離、接合と目的が分かれていて、技術も別個のものが

多い。素材としては板、管、形材があり、それぞれの加工法が異なる。ユーザーは自

動車部品が 70%を占めるが、自動車以外の輸送機器、電機部品、OA 機器、精密機械

部品、厨房機器、建築金物など用途は多岐にわたる。製品の大きさも、輸送機器のよ

うな大形から医療機器のように微細な製品に至るまで種々雑多である。加工機械はプ

レスが主体であるが、回転成形機、高エネルギ成形機、液圧成形機、板金加工機、イ

ンクリメンタルフォーミング、熱成形機などこれまた多岐にわたる。型は一対の剛体

専用型を用いるのが普通であるが、ゴムのような柔軟体、液体、気体などもあるしダ

イレスフォーミングと言って型を用いない成形法もある。以上のように、加工目的、

素材、加工機械、用途、型などによって分類することが必要である。 
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(２) 金属プレス加工技術の現状と課題 

 金属プレス技術の現状は、生産のグローバル化の中でいかに我が国特有の技術を持

ち合わせるかである。素材の高騰、高い人件費、生産変動への対応、高付加価値化、

高品質の保証を目指して日夜度量区を続けているのが現状である。そのための課題は、 

 

① 高精度、高付加価値、高機能製品の創出 

② 他分野からの工法転換 

③ 多品種、中・少量生産、生産量変動対応 

④ 高品質、高付加価値、高精度製品の安定生産と低コスト化 

⑤ 環境負荷の少ない製品(軽量化)、生産技術の開発 

⑥ 新産業・新技術分野開拓に必要な技術 

⑦ グローバル生産で生じる量変動に対応した生産設備、移動に強い生産設備 

⑧ シミュレーション技術の高度化 

 

などに分類できる。例えば、環境負荷の少ない製品(軽量化)、生産技術の開発は、省

資源・省エネルギー効果、製品軽量化・耐久性、リサイクル性の向上効果、廃棄物削

減・無害化効果がその評価軸となることが考えられ、EFM（エミッションフリーマニ

ュファクチュアリング）、ネットシェイプ成形、難加工材の成形、金型・プレス・関

連設備の低減、知能化技術、人と環境にやさしい工場等がその技術の方向性となる。 

 

(３) 金属プレス加工技術の展望 

将来の金属プレス加工技術の方向性としては、高品質・低価格・短納期・プレス製

品提案力という全ユーザー産業に共通のニーズとあわせて、例えば自動車産業では高

強度・軽量化・高精度部品が、情報・電子産業では微細精密成形部品のニーズが高ま

ることが予想されており、これらに対応する技術の発展が求められる。金属プレス加

工技術の将来像としては、高付加価値ネットシェイプ成形（高精度・複雑形状・高強

度・軽量化製品）、加工技術の知能化（金型・機械の知能化、見える化）、環境対応技

術（エコプレス・省資源加工・リサイクル）、価格競争からオンリーワンを目指した商

品開発である。 

 以下に、金属プレス加工技術が開発していくべき課題を示す。 

 

 (a) 被加工材の改良技術 

・ 難加工材の改良：ハイテン鋼材、マグネシウム、ステンレス、高力アルミニウ

ム板材の成形性改善 

・ 素材の改良：残留応力、加工硬化、板厚精度、力学的特性、表面性状、耐食性

などのばらつきがプレス加工品の不良につながるので高精度製品に適した素材

を開発する必要がある。 

・ 高精度の極薄板(0.1mm)でかつ成形性のよい素材の開発、 
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・ 高強度でかつ成形性のよい板材の開発(超微細粒鋼、r 値の高いアルミニウムな

ど) 

 

(b) 難加工材対応技術 

・ 超塑性、熱(温間、熱間)、加工速度(電磁成形、爆発成形)、潤滑、型、加工機

械(サーボプレス、対向液圧プレス、ダイレス成形機など)による対応 

 

(c) 軽量化部材の開発 

・ 軽い材料(アルミニウム、マグネシウム、チタン)のプレス技術 

・ 強い材料(ハイテン、ステンレス鋼)のプレス技術 

・ 部品点数を減少するために複雑かつ大形成形部材のプレス技術 

・ 軽量接合技術(かしめなどの塑性結合)と異材接合材(テーラードブランク)のプ

レス技術 

・ 板鍛造(FCF)による駄肉の無い部材の開発 

・ 精密打ち抜きと冷間鍛造との複合加工による駄肉の無い部材の開発 

 

(d) 生産技術の高度化(低コスト化、高精度化、フレキシブル化) 

・ サーボプレスによる生産タクトの向上、省エネ化、低騒音化 

・ 多軸加工機による型の簡略化と製品精度の向上 

・ 金型の知能化、型内センサの組み込みによる型寿命の予測、損傷検出 

・ 成形と組み立ての同時化技術、プレス機械で加工と組み立てを同時に行う、一

型内で成形と接合を行う技術 

・ IT 技術による金型設計の大幅な見直し 

・ 材料歩留まり向上技術 

・ ドライ加工による無潤滑プレス加工 

・ プレス加工品の自動検出技術、3D 精密測定、インプロセス制御での不良発生防

止技術 

・ 加工部品の搬入・搬送・搬出の自動化、金型の自動交換、段取りの自動化、24

時間無人化運転技術 

・ プレス工場の一元管理、群管理システム 

・ 量変動に対応した生産設備、移動に強い生産設備 

・ デジタルエンジニアリング技術の開発、CAD/CAM/CAE での情報共有化、3D デ

ータの活用 

・ 少量生産・生産量変動対応技術の開発、逐次成形、複合加工、ダイレス成形、

積層金型、3DCAD を用いた即時図面化などによる対応 

 

(e) 新規ユーザーへの対応技術(新産業・新技術分野の開拓) 

・ 医療福祉分野での高精度マイクロ部品、無痛針、ステントなど SUS、Ti 板材の
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極薄製品のプレス加工 

・ 燃料電池セパレータの微細プレス加工、エッチングの代替え工法としての高精

度加工 

・ 電気回路部品、微細化が進む電気回路部品において、立体プリント基板熱プレ

ス、コネクタの高信頼性機械接合、極微細コネクタのプレス加工 

・ 家電プラ製品の不燃化(金属化)、プラスチックの射出成形並みの複雑形状部品

のプレス加工 

・ 自動車の高衝撃吸収パネルの成形、薄板の高段差成形など、薄くても高衝撃エ

ネルギ吸収能のあるパネルの開発 

・ 製品の高意匠化、美麗金属の薄板鍛造、木材のプレス加工(木目を強調したパネ

ル) 

 

(f) プレス加工高度化のための基盤技術 

・ 多軸応力を受ける材料の変形特性評価 

・ 材料の異方性を高精度に測定する技術 

・ メーカー共通材料データベース 

・ 産学官連携の強化 

・ シミュレーション支援室の設置 

 

(g) 環境対応技術  

・ ドライ加工による無潤滑プレス加工、塩素レスなど無公害潤滑剤の開発 

・ 材料歩留まり向上、スクラップレス、100%リサイクル技術など省資源技術 

・ サーボプレスによる騒音・振動低減技術 

・ 加工機のコンパクト化、省エネ化(エコプレス) 

・ EFM (エミッションフリーマニュファクチュアリング)技術 

 

(h) グローバル化への対応技術 

・ 世界生産に伴う量変動に強い生産システム、移動に強い生産加工機 

・ 技術・技能の流失を防ぐ見えない化 

・ 海外の環境・安全技術を上回るものづくり現場の実現 

・ オペレータの技能によらない高信頼性生産技術 

・ 地域コストに見合った自動化ライン 

 

(４) 金属プレス加工技術の新素形材製品 

 金属プレス技術に関する素形材技術戦略では、重点技術開発項目として以下の項目

をあげている。 
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○バイオ分析、医療用マイクロデバイスの金属成形技術；ナノ・マイクロ成形に適

した超微細結晶粒径の素材や金型部材の開発、ナノ精度の金型創成技術、

マイクロ部品のハンドリング・組立技術、ナノ・マイクロ成形に適した

プロセス・成形機械、また、材料物性の計測評価、プロセスセンシング・

制御技術、数値シミュレーションなどによる変形の予測技術を確立する。

さらに、他の加工との融合による複合加工技術の開発も開発する。 

○燃料電池セパレータ向けの微細プレス加工技術；0.1mm～0.2mm の極薄 SUS あ

るいはチタン板の高精度プレス技術で型、機械、材料の全ての技術を集

結する必要がある。 

○電気回路部品加工技術；微細化が進む電気回路を構成する部品において、立体プ

リント基板熱プレス、コネクタの高信頼性機械接合、極微細コネクタの

プレス加工、チップ搭載部面の品質向上プレス成形などの技術を開発。 
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第２章 素形材需要産業の新技術の動向 

 

 

今後、素形材産業の向かうべき新産業・新技術の方向についての検討に際しては、

素形材が実際に使用される、あるいは使用が期待される素形材ユーザー産業と協力し

て行うことが不可欠であることは言うまでもない。 

 素形材企業が、ユーザーのニーズを的確に把握し、自社が保有する技術シーズある

いは他の企業や研究機関が有する技術シーズを活用して、新産業、新技術分野への展

開を図ることが重要である。特に、企業規模や資金力で限界のある中小素形材企業に

おいては、市場ニーズや技術シーズを容易に把握できる環境には無いことから、あら

ゆる機会を利用して、積極的に素形材ユーザー産業の新たな技術、製品分野をリサー

チすることが必要である。そして、保有技術・技能と新たな技術シーズを融合させ、

より高度で競争力ある技術の発展を促進し、先端的な技術開発を推進することによっ

て、積極的に新規市場開拓を行うことが将来の発展につながるのである。また、それ

が、ユーザーニーズに応えることにもつながる。こうした観点から、本事業では、ま

ずユーザー産業の新たな技術の方向についてユーザー企業の考え方について調査した。 
 ここでは、現在も 大の素形材ユーザーである自動車産業、今後の需要の拡大が期

待される航空機産業、堅実な需要の発展が期待されるヘルスケア産業について、今後

の新たな技術の方向を概観する。 
 
 

２.１ 未来の自動車技術 

 

２.１.１ 自動車産業技術の課題 

  

小型自動車は先進国においては一人一台の普及水準に近づきつつあり、2020 年には

10 億台、2050 年には 20 億台の普及も予想されている。しかし、自動車は普及すれば

するほど、利便性はますます向上するものの、負の問題を生じているのも事実である。

それが自動車の性能向上と共に高まってきた交通事故の発生、すなわち安全の問題で

あり、また、排ガス物質による大気汚染、さらには地球温暖化の問題等の環境問題、

そして、燃料である石油資源の枯渇、エネルギー問題につながってきた。この環境問

題とエネルギー問題は、自動車という機械が、人間や多様な生活物資等を、石油燃料

を燃焼させることで発生する動力により（自然に負荷はかけるものの）、より長い距離

を、短時間で移動させるという利便性を提供してきたという、自動車そのものの本質

的なところに起因するものであるが、近年になって石油燃料使用を低減化し、発生す

る大気汚染物質の低減化、使用化石燃料の低減化を図る技術の開発が加速されている。 
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安全安全

エネルギーエネルギー
地球温暖化地球温暖化

廃車廃車大気汚染大気汚染

 

 

図 2-1 自動車の普及と副作用の発生 

 

 

ガソリン自動車は非常に技術開発が進んでおり、排ガスの汚染物質レベルはもう問

題ないレベルになってきた。入ってくる空気よりも出てくる空気のほうがきれいな状

態になりつつある。既に、一酸化炭素とかハイドロカーボンは、排気のほうが低くな

っているのが現状である。残念ながら、空気の燃焼により生じる窒素酸化物に関して

はまだ出るほうが少し高いが、これについても将来は技術開発によって、もっと減っ

てくることが考えられる。ガソリンエンジンの課題は、ディーゼルエンジンと比べて

燃費が悪いことにある。また、ガソリン自動車はガソリンに含まれる炭素が燃焼して

CO2 を排出するが、これをいかに減らすかが今後の課題になっている。 

ガソリンエンジン技術としては、エンジンの燃焼を制御する、排気触媒で排ガスを

きれいにするといった技術になる。また、こういう触媒の性能を維持するために、不

純物の少ないきれいな燃料を使うということが新しい技術になってくる。そう遠くな

いうちにガソリン自動車は走れば走るほど大気をきれいにできると言われている。(図

2-2) 
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汚れた大気

きれいな
排ガス

＝ CO ＝
吸気 ＞ HC ＞ 排気

＜ NOｘ ＜
課題：CO2低下

TWC, NSR(LNT)
HC Trap

DI, LB, A/F Control Sulfur

4

排気触媒エンジン制御 ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ

ガソリン車は大気浄化車になれるか

 

図 2-2 ガソリンエンジン技術 

 

 

一方、ディーゼルエンジンは、黒い煙を出す、窒素酸化物をたくさん出す、臭い、

うるさいと環境に関する諸悪の根源のような言い方をされているが、その理由はガソ

リンエンジンに使っているような触媒（三元触媒と言い、一酸化炭素、ハイドロカー

ボン、窒素酸化物を同時に減らすことができる。）は、ディーゼルエンジンではなかな

か適用できない。その適用できない理由は、排ガス中に酸素が入ることにある。これ

はディーゼルエンジンの燃費のいい理由にもなっている。もともと圧縮比が高くて、

理論熱効率も高く、さらに空気がたくさん入ることで燃費は良いが、窒素酸化物を出

すことで、三元触媒を使えなかったのである。 近は、色々な触媒、後処理技術が開

発されている。 

ＰＭ（粒子状物質）（黒煙あるいは微粒子という。）を 90％以上取れるディーゼルパ

ティキュレイトフィルターというセラミックのフィルターも開発されている。また、

課題である窒素酸化物に関しても、通常は酸素がたくさんある希薄燃焼で燃焼してい

るが、一時的にそれをガソリンエンジンと同じような条件にして窒素酸化物を減らす

というような仕組みが次第に出来つつある。 

現在では、かつての半分ぐらいに低減できるようになり、そう遠くないうちにもう

少し多く減らせるようになってくる。このようにディーゼルエンジンも、ガソリンエ

ンジンと同じように燃焼改善と後処理装置、後処理装置の性能を維持するための燃料

という、環境対応のための技術開発はガソリンエンジンでもディーゼルエンジンでも

変わらない状況となっている。もともとディーゼルエンジンは理論熱効率が高いとい

うことで、低燃費、すなわち CO2 の低いエンジンだが、さらに、排ガスがきれいにな

れば理想の車に近づくと期待されている。(図 2-3) 
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低燃費

黒煙
NOx
臭い
騒音

NOｘ：50％削減
PM  ：90％削減理論熱効率：高

DPF,SCR,LNTSulfur Free, GTL,DME,BDFCR,HCCI

5

後処理装置ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ燃焼改善

ディーゼル車は理想のクルマに近づけるか

 

図 2-3 ディーゼルエンジン技術 

 

 

 

２.１.２ 新国家エネルギー戦略と課題 

  

経済産業省では、将来のクールアース等の長期戦略に向けて、「新国家エネルギー

戦略」では、2030 年を目標に、自動車のエネルギー効率を 30％向上、石油依存度を

80％まで下げるとしている。この目標がかなり困難であることは、エネルギー効率の

30％改善により石油の消費量は今の７割、さらに 80％まで石油依存度を低下させるこ

とであるから、0.7×0.8＝0.56、今の半分近くまで石油消費量を落とすということか

らも明解である。まさに至難の業である。しかし、自動車業界では、それに向かって

進むべく自動車技術を始め学会レベルで議論を進めているところである。 

 

 エネルギー効率を 30％向上する技術としては、エンジン効率そのものを改善するこ

とであるが、これは自動車メーカー等々で研究開発を進めている。(図 2-4) 

 

また、排気ガスからの廃熱回収も重要である。高温のガスを排出していることはそ

れだけで効率を下げている。エンジンは回すと 2000 度位になるので冷却水で冷やし、

その冷却水はラジエーターを通して大気に逃がしている。エンジンオイルもオイルク

ーラーで外に熱を逃がしている。エンジンでは温めたものを冷やすという効率を低下

させることをやらなければいけない。そういう廃熱を回収する、あるいは損失を回収

することができれば効率改善につながることは言うまでもない。 
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また、何よりも効果が大きいのは自動車を小型化、軽量化するということである。

わが国では、昔は、２リッター以上の車は贅沢品ということで税金が高かったが、そ

の税率が変わってから、大型車、普通車がどんどん増えてきた。しかしながら、今後

は、小型化、軽量化した自動車が世の中の中心になることが期待されている。 

 ハイブリッド自動車も、アイドリングをストップする、減速時のエネルギーを回収

することでエネルギー効率改善の切り札になっている。 

 

 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI
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自動車技術のみの対応は不可能→総合的な対策が必要

 

図 2-4 新･国家エネルギー戦略と対応技術 

 

 

 ディーゼルエンジンはもともとガソリンエンジンに比べて熱効率が２割から３割位

良いエンジンである。これはそのまま CO2 低減になるので、ディーゼル化も進められ

ている。特に、欧州ではすでに乗用車の 50％近くがディーゼル化している。フランス

では 70％近い。わが国ではディーゼル乗用車の人気は低いが、これから増える方向に

向かうと想定されている。ちなみに、ベンツではＳクラスが一番の高級車だが、ドイ

ツではＳクラスでもディーゼル車の割合が 20％位であり、ディーゼル自動車の普及率

の高さが理解できる。(図 2-5) 
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図 2-5 ディーゼルシフト 

 

 

 また、自動車単体だけではなかなか燃費改善が難しいが、渋滞をなくすことによっ

て効率改善を行うこともできる。ITS、その他の技術を使い、渋滞をなくすことによっ

て燃費を改善するということである。 

 

以上のように、エネルギー効率 30%向上は技術的にはできるとされている。 

 

次に石油依存度の低減であるが、石油依存度の低減は、石油以外の燃料、バイオマ

ス、天然ガスといった燃料の活用が考えられている。 

バイオマスは燃焼時には CO2 を出すが、作る時に CO2 を吸収することで、基本的に

カーボンニュートラルという扱いになっている。ただし、作る時に石油も使うので、

トータルとしてどこまで CO2 を低減できるかが課題になっている。 

また、天然ガスは石油依存度を少し下げる方向にある。ただし、量としては非常に

少ない。期待されているのは、電気自動車、燃料電池である。さらに、自動車から鉄

道、あるいは船舶へのモーダルシフトという方法も考えられている。この石油依存度

を 20％下げようとすると相当な技術開発が必要になることは間違いない。 

 

 

 

ディ ゼルシフト

出典：経産省.他

トルク
大出力

トルク
大出力

トルク
大出力欧州型

ディーゼル車

燃費
ガソリン車

燃費

燃費

燃費燃費
大出力

日本型ディーゼルエンジン：経済性重視
欧州型ディーゼルエンジン：動力性能重視

9

直噴ｺﾓﾝﾚｰﾙによってﾃﾞｨｰｾﾞﾙ復活

？

日本型
ディーゼル車
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２.１.３ 自動車の小型化 

  

「小型化は地球を救う」として、小型車がもてはやされている。車両重量が３t 程度

の普通車の場合は、燃費が 6.6km 程度で、CO2 が約 310ｇ位排出される。１t を切るト

ヨタ社のコンセプトカーがあるが、これは燃費が 50km 近くなり、CO2 も 56ｇ位とな

る。図にスペックがあるが、ディーゼルエンジンを使っている。ハイブリッド化によ

ってもこの程度まで下げることができる。フォルクスワーゲンでは二人乗りでリッタ

ー100 キロを狙う開発を行っている。スピードは 100km 程度出るが、重量は 300kg 程

度であり、オートバイを４輪に替えたようなものである。小型化をするということが

大事になっている。(図 2-6) 

 

 

 

 

図 2-6 小型化は地球を救う 

 

 

自動車の総合効率ということについて見ると、図 2-7 のようになる。縦軸が CO2 で、

濃い色の部分は車が走ったときに排出される CO2 の量、薄い色がその燃料を作るとき

に排出される CO2 である。 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI

Toyota ES3
Vehicle Weight: 700kg
Cd: 0.23 
Engine: 1.4 litter DI/TC
Transmission: CVT
Type of HEV: Mild
A/T : DPNR
Fuel Consumption: 47 km/ L

GVW: 2900 kg
Engine: 4.7L
FC: 6.6 km/L
CO2: 352g/km

GVW: 700 kg
Engine: 1.4L
FC: 47km/L
CO2: 56 g/km

GVW:290kg
Engine:0.3L
FC:100km/L
CO2: 26 g/km

8

ランクル

出典：VW.トヨタ

クルマ社会は二極化
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図 2-7 各種自動車の総合効率評価 

 

 

 

この図からもわかるように、電気自動車とか燃料電池自動車は走行時は全く CO2 を

排出しないが、電気、あるいは水素等を作る時に CO2 を排出することが理解できる。  

このように見ると、ガソリンがやはり一番 CO2 の排出が大きい。それをハイブリッ

ド化することによって、約６割から７割ぐらいまでには下げることができる。ディー

ゼルエンジンは、ガソリン車よりも２～３割 CO2 の発生が低い。こうして見ると、デ

ィーゼルハイブリッドが効果的であることが理解できる。ディーゼルのハイブリッド

化は、技術的に難しくて超えなくてはならないハードルが非常に高い燃料電池とか電

気自動車に対して、費用対効果の面等から非常に有効ではないかと考えられている。 

天然ガスはガソリンと比べて若干低い。 

今後、色々な動力源、自動車が開発されることになるが、総合的に効率を見て一番

いいものを選んでいくということが必要になってくる。 
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図 2-8 自動車･エネルギーシナリオ 

 

 

 

２.１.４ 電気自動車 

  

次に、電気自動車について紹介する。電気自動車については、経済産業省で２回チ

ャレンジしている。第１回目は排ガス規制が厳しくなった時代、1970 年代である。電

気自動車の排出ガスはゼロなので、排ガス規制に効果的として「電池自動車開発プロ

ジェクト」としてスタートした。しかしながら、動力源の電池が鉛電池を使ったため

に、後続車が出ないことで開発競争からは脱落した。次が、エネルギー問題が出てき

た 1990 年代である。EV 用電池開発プロジェクトとして電気自動車のプロジェクトが

できた。この時はリチウムイオン電池が開発されたが、依然としてガソリン自動車に

は勝てないということで電気自動車は開発競争から脱落した。(図 2-9) 
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図 2-9 電機自動車の経験 

 

 

 

 

 電気自動車が普及に至らなかった決定的な要因は動力源である電池への要求が根幹

的なものである。電気自動車の電池の充電状況と車の走行距離の相関を見ると図 2-10

のようになる。 

 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI

池への要求 （概念図）
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図 2-10 電池への要求(概念図) 

出典

同じ失敗を繰り
返さない？

出典：経産省  
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１台の自動車は 10 万 km から 15 万 km ぐらいはライフサイクルの間に走ると考え

られるが、縦軸の SOC（電池の充電の状況）との関係は図 2-10 のとおりで、使用し

て SOC がゼロに近づくと充電して 100 にする。この繰り返しである。充電電池でよく

言われているのが、全部使い切ってから充電したほうが効率が良いということである

が、車の場合も同じで、満充電から空にして、また充電する。こうしたことをこれま

で電気自動車ではやってきた。そうすると、鉛電池では 500 サイクル。ニッケル水素

あるいはリチウムイオンでは 1000 サイクル程度（1000 回というと、シェーバーだと

10 年位。２週間に１回の充電）であり、車の場合は毎日充電しなければならず、１年

365 回、１回の充電で 50km 走るとして、年に１万 km 走るとすれば５年しかもたない

ことになる。これが 100km 走れば 10 年である。しかし、これは一番理想的な状態で

あり、実際には使用していくうちにどんどん劣化するため、この寿命サイクルも縮ま

ってくる。 

このように、電気自動車はその耐久性の面でこれまで成立しなかったのである。 

 

 ハイブリッド自動車は、この電気自動車の電池の使い方を工夫したものである。す

なわち、バッテリーの能力に対して、半分のプラスマイナス 10％で充放電を繰り返す、

つまり 60％ぐらい充電したら使い、40％ぐらいまで使ったら、また充電するといった

ように、バッテリーの高い能力のある一部分だけを使うというものである。これによ

って、10 万 km 走行することができるようになったことがハイブリッド自動車の特徴

である。 

 

 ハイブリッド自動車はさらにアイドリングストップ、あるいは減速時のエネルギー

を回収するということでエネルギーの無駄遣いを無くし、エンジンもモーターも完成

度が高くなっている。エンジン、モーターの一番良いところを使っているというもの

である。さらには、高知能化も進んでいる。街中では電気で走り、外ではエンジンで

高速運転といった効率的な使い方もできる。このように、非常に理想的なシステムで

はあるが、残念ながらエンジンとモーターを持たなければならないことで高くなるし、

重たくなってしまうことが 大の欠点である。 
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HEV→EV走行割合拡大→環境対応
EV欠点補完  

 

 

図 2-11 プラグインハイブリッド 

 

 

 

次に、「プラグインハイブリッド」であるが、これはハイブリッド自動車の EV 走行

の割合を増大して環境対応をより改善しようとするものである。(図 2-11) 

 

従来車、ガソリン車と電気自動車、ハイブリッド、プラグインを並べた図は図 2-12

の通りである。ガソリン車はエンジンだけで回り、電気自動車はバッテリーを充電し

てモーターだけで走る。ハイブリッドはガソリンエンジンの負荷を少し軽くして燃費

を良くする、環境を良くすることでエンジンも小さくして、その分バッテリーで、モ

ーターでアシストする。 

プラグインは電気自動車では数十 km しか走らないので、遠くまでは走れない。そ

のためバッテリー、電力がなくなったらエンジンでサポートしようとするものである。

ゆえに、ハイブリッドは従来車のエンジンをモーターでサポートする。プラグインハ

イブリッド車は電気自動車をエンジンでサポートするという位置付けになると考えら

れる。 
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先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI
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TM TM TM

15EV走行支援システム走行負荷低減システム

  

 

 

図 2-12 従来車とＥＶファミリー 

 

 

 経済産業省では電池の高性能化とコストの低減化を技術開発プロジェクトとして進

めている。現在の電池の性能を１、コストを１とすると、近々コストは半分に、さら

に５年ほどかけてコストを 1／7 に、性能を 1.5 倍とした先進型電池を開発しようとし

ている。それから将来的には３倍、１／10、あるいは７倍、１／40 となっている。(図

2-13) 

電気自動車では“アイミーブ”も出ている。アイミーブはまだ低いレベルだが、本当

に普及するにはさらに高いレベルができるかどうかが鍵であり、性能が向上しないと

電気自動車も普及しない。 

ただし、現在、ガソリンと比べてエネルギー密度は、まだ圧倒的に低いわけで、コ

スト的にもキロ当たり 20 万円、アイビームは 16km だから、320 万円になってしまう。

電池だけでこの値段では、実用化するためには、まだまだハードルは高い。 
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２.１.５ 燃料電池自動車 

  

さて、燃料電池自動車であるが、燃料電池自動車は低負荷運転時の効率がガソリン

エンジンと比べて非常に高く、都市内走行に向いているということである。それから

総合エネルギー効率も高く、排ガスが極めてクリーンであるという特徴を有している。

これらは大変良いのであるが、コストが高いという難点がある。これは白金触媒を大

量に使っていることにも起因しており、この白金触媒をどこまで代替できるかが課題

である。また、それ以前に水素をどこから取るか、その技術がまだ確立されていない。

耐久性や信頼性の確保、そしてインフラ整備といったようなことがこれから必要にな

ってくると思われる。 

 

 経済産業省では、現在、数千万円している燃料電池自動車を、白金使用量の低減化

等により、数百万円代、現在の自動車と同等のコストにまで引き下げたいとしている。

また、耐久性については、現状では３～５年程度のものを 10 年以上にしたいとした目

標を立てている。また、水素の車載方法については、350～700 気圧の高圧で水素を車

電池の高性能化とコスト低下

出典：経産省

16

エネルギー密度
ｋWh/kg

12.2

0.03～0.08

現状 0.05

改良型 0.06～0.1

先進型 0.1～0.2

革新型 ～0.6～

ガソリン

リチウム
イオン
電池

ニッケル水素電池

現状
エネルギー密度（kWh/kg) 0.1
出力密度（kW/kg) 0.4
エネルギー密度（kWh/kg) 0.07
出力密度（kW/kg) 1.9

コスト 万円/ｋWh 20

EV

HEV

図 2-13 電池の高性能化とコスト低下 
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載しているのに対し、水素貯蔵材料の開発により、よりコンパクトかつ効率的な車載

方法を目標としている。しかしながら、これを実現するためには相当高いハードルを

クリアしなければならないことは言うまでもない。(図 2-14) 

 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI 出典：経産省

18

 

図 2-14 燃料電池の特徴と課題 

 

 下図 2-15 に、第１世代の電気自動車からから第二世代の電気自動車に向けての電気

自動車ファミリーのスパイラルアップ図を示す。 

 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI
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図 2-15 ＥＶファミリーのスパイラルアップ 
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途中に第１世代のハイブリッド車、それから今の「プリウス」に代表される第２世

代のハイブリッド車、プラグインハイブリッド車があり、将来の電気自動車、燃料電

池車への発展という構図を示している。将来的に電気自動車が、うまく行ったとする

と燃料電池車との住み分けはどうするのか。こうした問題も出てくる。燃料電池車の

特長はやはり走行距離が長いことであり、スパイラルアップして、電気自動車がどん

どん良くなり、電気自動車と燃料電池車がお互いに切磋琢磨しながらよくなってくる

ことを期待したい。 

 

 

２.１.６ 自動車・エネルギーシナリオ 

  

自動車・エネルギーシナリオは下の図 2-16 のように考えられる。 
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図 2-16 自動車･エネルギーシナリオ 

 

自動車は動力源として、現在はガソリン系を使っているが、今後は合成燃料、合成

燃料ガスあるいはバイオマス、石炭から合成したもの（ガスから合成したものを GTL、

バイオから作ったものを BTL 等々と言う）など、こうした合成燃料が使われるケース

が増加する。そして、その先にバイオマス、さらに将来は電気、水素になると考えら

れている。 

 

将来、電気自動車か燃料電池車かどちらに向かうかは未だ見極めができる状況には

ない。内燃エンジンもガソリンから再生可能燃料への転換も想定され、自動車技術と
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して小型化、クリーンディーゼル、ハイブリッド化といった技術の進展もある。また、

ITS を使って交通量改善、モーダルシフト、さらには都市構造の改革といった社会イ

ンフラの改善も自動車社会の変化に大きな影響を与える。こうした変革を受けながら、

自動車社会は高度化していくことになる。 

水素社会あるいは燃料電池に行くのか、電気エネルギー社会、電気自動車、プラグ

インハイブリッドの方に行くのかを見極めるのは、もう少し時間がかかる。2015 年か

2020 年頃にはこの方向性がはっきりしてくるのではないかと考えられている。それま

でに確認しなければならないものがコストであり信頼性である。さらに電池の性能、

耐久性、コストといったキーワードが解決されれば、どちらに行くか、どちらが先に

行くか見通すことができるものと期待される。しかし、内燃エンジンも既述のように、

低限の燃料を使うという前提で今後とも生き残ると考えられている。いずれにせよ、

技術開発の様子を見守る必要がある。(図 2-17) 

 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI
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図 2-17 自動車技術･社会インフラの方向性 

 

 

 後に、今後の自動車の進む方向を総括する。 

環境エネルギー問題については、超クリーンで超低燃費に向かうことは間違いない。

さらに、再生可能なエネルギーを使う循環型ということで、環境に負荷を与えない車

になることが求められてくる。 

安全面に関しては、ますますインテリジェントが進み、自動車自体が高知能化して

くることで、安全、予防安全が今以上に求められてくる。そのために、未来の自動車

は自動運転や、運転支援をすることで、乗員や歩行者に負荷を与えない車になってく
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ることが考えられている。 

乗っていて楽しい車、便利な車ということで高度情報通信システムの一層の活用、

あるいは ITS のようなシステムにより、安心・安全、環境エネルギーの制約を超えた

車が未来の自動車として開発されることになる。 

 

先進的な研究に挑み，世界のクルマ社会に貢献するJARI

安全
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図 2-18 自動車に期待される進化ベクトル 

 

 

 

 

図 2-19 ２１世紀の自動車への期待 
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２.２ 航空機産業の現状と展望 

 

２.２.１ 航空機開発事業の現状 

  

航空機開発の代表的な企業である三菱重工業㈱は、資本金 2,656 億円、売上高２兆

４千億円、社員３万３千人の企業である。同社の航空宇宙部門の売上高は約 4,900 億

円で、全社売上の約 20％に当たる。同社において もシェアが大きいのは原動機、火

力発電所、原子力発電所等の原動機部門であり約 34％、次いで交通システム等の中量

産品が 22％を占めている。航空宇宙はそれに次ぐ３番目であり、ドームや風車等の鉄

構、機械関係、船舶・海洋関係の順となっている。 

同社の航空宇宙部門には複数の事業所があるが、代表的な名古屋航空宇宙システム

製作所は、年間の売上高が３千億円弱である。防衛省向けの航空機関係が約５割、ボ

ーイング社等の下請け事業も入れた民間航空機事業が４割であり、残りの１割が宇宙

航空開発機構（JAXA）等から受託している宇宙ロケット事業である。現在の主要製

品は、防衛省に納めている固定翼の F２支援戦闘機、回転翼機の SH60K、宇宙分野の

H２ロケットは来年の夏に向けて H２B という一回り大きい直径５m のロケットを開

発中である。民間機部門では、自社開発の MH2000 というヘリコプターがあるが商売

にはなってなく、ボーイング社から受けている下請け事業とボンバルディアエアロス

ペースから受けているグローバルエクスプレス等の事業がある。現在の名航の航空機

事業の中心は、防衛省と今開発している先進技術実証機、もうすぐファーストフライ

トに到達できるボーイングの 787、そして今もっとも話題を集めている完成機種の

MRJ である。 

 戦後の名航における航空機の変遷は、日本の航空機開発の変遷でもあるが、下図

2-20 に示すとおりである。 
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図 2-20 戦後の名航航空機事業の変遷 
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1950 年の戦後の空白期を経て、まず官需機種と言われている軍用機のライセンス生

産による技術育成から始まっている。F-86F、F-104、F-４ファントム、F-15E（イーグ

ル）と、主要な戦闘機を生産していくことで技術力を高めてきた。回転翼機であるヘ

リコプターも S-61 から始まり、SH-60K に発展している。その中で国産の戦闘機開発

ということで T-２／F-１を自社開発し、全機インテグレーション技術もここで培われ

ている。 

 一方、民間航空機の事業では YS-11 の開発にスタートして、MU-２、MU-300 と進

んだが、完成機の開発は中断した。その後、ボーイング社からの国際共同開発等が拡

大して、ボーイング 767、ボーイング 777 と、現在の中心的な旅客機製造の一部を担

当してきた。この海外のプライムの航空機の下請け事業を進める中で、世界に通じる

高品質、高効率の生産技術が培われている。そして、F-２戦闘機で、F-16 ベースの開

発とはなっているが、主翼をオール複合材にすることで、複合材技術という一つのキ

ー技術を発展させた。そして、「全機インテグレーション」技術、複合材技術、高品質・

高効率の生産技術、これら３つをまとめて民間航空機全機開発の MRJ につながってい

る。 

 

 

２.２.２ ＭＲＪの開発 

  

MRJ の開発は、三菱航空機㈱で設計が進められている。 新のキャティアの V-５を

動かして設計している。設計ビルの隣には、ボーイング 787 の複合材の主翼の工場が

ある。 

 ボーイング 787 は、これまでの民間航空機と大きく変わっているが、これは炭素繊

維強化複合材 CFRP を大量に使っていることで、CFRP が紫外線劣化することから、

主翼工場には窓がなく、日光が入らない構造になっている。CFRP は炭素繊維と接着

剤であるレジンを固めたベタベタしたプリプラグを積層してオーブンで焼くが、焼い

てプライマーという塗装をするまでの間、紫外線の累積暴露量を管理しないといけな

いということもあり、工場全体の照明にも紫外線カットのフィルムを付けている大変

な工場になっている。 

MRJ の市場性は、図 2-21 に示すとおりである。左が全世界のジェット機の運行機

材の構成予測である。2006 年時点での予測であるが、左軸が機数で、1996 年で約７千

機弱であったものが 2006 年で１万５千機となり、概ね５～６%の成長率である。その

後が予測となっており、ハッチング部分が新規需要、残りが残存機体となっている。  
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図 2-21 の右側が各種民間機の大きさで上から大きい順である。100 席クラス以上の

航空機は、現在ボーイング社とエアバス社の２社の独占状態で、他の企業が入ること

ができない市場となっている。100 席クラス以下の競争は熾烈を極めており、CRJ の

700、900 はボンバルディアエアロスペース、カナダの航空機メーカーであり、EMB

はエンブライエル社、ブラジルの企業で、 近 JAL は EMB の新機種を導入した。こ

の市場のボンバルディア社とエンブライエル社も強力で実質的には２社の寡占状態に

ある。MRJ はこの市場への参入を予定している。この市場にあるもう一つの企業がス

ホイ社であり、ファンボローの航空ショーで 100 席クラススーパージェットをローン

チした。また、ACAC は、エイビック・コマーシャル・エアクラフト・カンパニーと

いう中国の会社である。ARJ21 という機体をローンチさせている。 

100 席以下クラスは、ボンバルディア社とエンブライエル社とスホイ社と中国の

ACAC 社、そして三菱航空機の５社で競合することになる。 

 中国の ARJ21 は、MD の機体と似ている。スホイのスーパージェットと中国の ARJ

はオール金属製の機体であり、コンベンショナルな作り方である。三菱航空機は 60～

99 席クラス、将来５千機ぐらいの需要があると予想されている市場で、1,000 機を目

標にしている。 
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図 2-21 国産リージョナル機 MRJ 開発－MRJ の市場性 
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図 2-22 国産リージョナル機 MRJ 開発－機体構想 

 

 

MRJ の機体構想であるが、MRJ は 90 と 70 という２機種を予定している。90 人乗

りと 70 人乗りである。飛行レンジは、羽田を中心として上海、沖縄まで、欧州では、

パリのシャルルドゴールを中心にすると大体 EU 圏内をカバーできる。米国の場合は、

シカゴを中心とするとロサンゼルスまで飛べる。MRJ90 で 3,300km ぐらいの飛行が可

能である。MRJ70 の方がもう少し飛べて 3,900km、ニューヨーク・ロサンゼルスの大

陸横断には少し届かないというレベルである。スピードはマッハ 0.78 で、ボーイング

737 クラスと同等である。 

 

 MRJ の特長の一つが勝れた低燃費である。400NM の飛行（約 740km）を仮定して、

現在の同クラスの機体の燃費を 100 とすると、プラット＆ホイットニー社のギアター

ボファンという 新エンジンを使うことで燃費は約 13%低下する。これに、アドバン

スド・エアロ・ダイナミクス、空力形状を３D で 適化することと、コンポジット、

複合材の主翼と水平垂直尾翼を使うことで、さらに８%低下する。残りは胴体系を少

し工夫して、合計で約 26%の低燃費を実現することとしている。 

 

MRJ のもう一つの特長は低騒音である。航空機による騒音の低下は年々進んでおり、

1950～60 年代に比べて現在では 20dB の騒音低下が図られている。JR 社の新幹線とも

同様に、次第に静かな飛行機になっているということである。MRJ がインサービスに

入るであろう時期にはチャプター４という低騒音レベルになることが必要になるが、

MRJ はそこからさらに 10 dB 下げた低騒音を目指している。この低騒音を達成するた

6
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めには、一つは 新鋭のギアードターボファンエンジンを搭載することである。この、

ギアードターボファンエンジンの特徴は、これまでのジェットエンジンは、軸が１本

なので前のファンの回転数と、燃焼室の圧縮機のファンの回転数は同一であったので

あるが、プラット＆ホイットニー社は、ギアを噛ますことで、前のファンはゆっくり

回しながら燃焼室は高回転で回せるという新しいコンセプトのエンジンを開発したも

のであり、これにより低燃費、低騒音が達成できることになったのである。エンジン

は、前段をゆっくり回して、真ん中を高回転させた方が、燃焼効率が良くなるのであ

る。 

そして２つ目が空気力学による機体の 適化である。これは、三次元のコンピュー

ターで空気の流れを解析し、この空気の流れを 適化することで、これまでは離着陸

時には約 70dB 以上の騒音域が滑走路端から５km くらいまであったものを半分ぐらい

の領域にしようとしている。これは伊丹空港や都市部の空港では非常に有効である。 

 

 MRJ の客室空間は現在直径約３m の機体になっている。真ん中を 188cm の男性が立

って歩ける大きさである。近距離航空機では頭をかがめて歩くことが多いが、MRJ で

はそれがないということである。左右の上部に標準サイズのローラーバッグ、大型サ

イズのローラーバッグが収納可能となるよう考えている。機内に持ち込める も大き

いローラーバッグも上に入るレイアウトである。また、客席のヘッドクリアランスと

ショルダークリアランスもボーイング 737 のレベル以上にしているという快適な居住

空間も形成している。 

 さらに客席の特長としては、３D ネットシートがあげられる。非常に薄く作られて

いる。日本のバスのシートを開発している企業と共同開発したものであり、通常のウ

レタンフォームでは長時間座ると圧力分布に偏りが見られるが、三次元の網で全体的

に平均してお尻を支えることで非常に快適な椅子になっている。 
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図 2-23 国産リージョナル機 MRJ 開発－機体構造材料 
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 MRJ の機体の構造材料は、主翼と垂直尾翼、水平尾翼は CFRP 製、胴体がアルミ合

金製である。その他では、チタン合金を約９%、鉄系素材を約４%使用している。表

面からはチタン合金の使用は見えないが、ボーイング 787 と同様に、CFRP の内部構

造にチタン合金が多く使われている。このクラスの機体としては、非常にチタンが多

い構造になっている。胴体については、コンベンショナルなアルミニウム合金で作る

予定である。 

胴体は円形のフレームとまっすぐ縦軸に走るストリンガーに皮を張った応力外皮

構造になっている。翼は CFRP の一体構造である。機体の中に入る装備品については、

可能な限り与圧の中に集めることと、床下配置することで装備品のアクセス性を上げ

ている。これらはコンピューター上でのレイアップにより、機体開発が行われている。 

 
 
２.２.３ 航空機の構造材料 

  

民間航空機の使用される材料は、1936 年にダグラス社の DC３という機体で大体完

成されている。DC３は歴史上 高の約１万機売れた機体であり、現在では、ボーイン

グ 737 でもまだ 1,000 機レベルなので、ワンオーダー多く普及したことになる。DC

３により、現在の輸送機の基本形ができあがっている。すなわち、アルミニウム合金、

ジュラルミンによる完全モノコック構造である。その後、52 年にデハビラント社の 106

コメットという機体ができた。これは世界初の定期運行ジェット旅客機である。しか

しながら、与圧胴体で、高高度を飛んだことで、繰り返しによる疲労破壊で空中分解

という事故を起こしてしまった。この事故を踏まえて今の飛行機は損傷許容設計、疲

労を計算した上で製造されている。 

 1969 年にボーイングから 747 ジャンボジェットが就航し、世界初の超大型旅客機と

なった。チタン合金、複合材、CFRP の使用が始まった。また、7000 系アルミニウム

合金の過時効処理材料が使用された。 

その後、1997 年にボーイング 777（トリプルセブン）が開発され、金属材料として

多様な合金材が使用されている。先進アルミニウム合金は４桁の数字で表されるが、

2524 材、7150 材、8090 材である。また、ベータチタン合金も使用され、CFRP も垂直

尾翼、フラップ等に使用された。ボーイング 777 の開発が本格化して量産に入った時

と、ゴルフのヘッドのチタン化が重なり、世界中のチタンがなくなったという非常に

苦しい経験もあった。 

 2005 年にエアバス社から超大型機の A-380 が開発された。エアバス社とボーイング

社は文化が異なっているが、フランス、イギリス、ドイツ、スペイン、イタリアの全

欧州の共同体であるエアバス社は、色々な技術を詰め込むのが好きで、溶接ができる

アルミ合金、アルミニウム合金と GF を貼り合わせたハイブリッド材（グレア）や、

熱可塑複合材など、色々なものが使われている。 

 そして、ボーイング 787 である。環境適合型の次世代の中型機で、CFRP を多く使
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用している。先進チタン合金（Ti-5553）、先進アルミニウム合金（2026、7085、7140）

も使用している。 

 

航空機の構造材料を年代別にボーイング社の機体で見ると、ボーイング 747 では約

８割がアルミニウム合金、鉄系材料が 13%であったが、ボーイング 777 では、アルミ

ニウム合金が７割に減って、複合材が 10%、鉄系が 10%、チタン合金が７%となって

いる。ボーイング 787 では約５割が複合材になり、アルミニウム合金は２割にまで減

少し、鉄系が 10%、チタン合金が 15%で、金属材料と複合材がほぼ半々になっている。

航空機の外観から材料の分布を見ると、外部は CFRP 材のために、全体が CFRP に見

えるが、内部には依然としてアルミニウム合金が使用されている。MRJ では胴体が全

部オール金属なので、ここまで複合材は多くない。 

 

 航空機の材料を選定する時に、比強度、強度を比重で割った指標を使う。金属で整

理すると、 も下のラインが鉄系で、左下から普通の鉄、クロムモリブデン系合金の

4130、さらに高強度の 4340 となっている。真ん中のラインがチタン合金で、左がアル

ミニウム合金である。比強度の縦軸で上に行くほど航空機としてはベストなチョイス

になる。従って、チタン合金が航空機用の金属としてはベストな材料だがコストが高

い。現在までは、コストと成形性に優れたアルミニウム合金が多く使用されてきた。  

ただし、航空機は鉄系が 10%ぐらいは使われている。これはグラフの横軸で右側に

行くほど絶対強度が高いということで、フラップ・スラット・レールの高強度を必要

とする材料については、鉄系を超える材料が今はない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-24 航空機構造材料－比強度の比較 
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複合材と比較をすると図 2-24 の右のグラフのように、金属はほとんど下の方に集

まってしまう。複合材は繊維を繊維方向に引っ張ると非常に強いからである。特に

CFRP、カーボンファイバーはずば抜けて高く、しかも比重も１はないので、比強度に

すると金属材料とは別次元の材料になってしまう。この点が 近の複合材化の一つの

理由である。 

 
 
２.２.４ 航空機を構成する素形材 

 

 下図 2-25 に航空機用の各種素形材を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-25 航空機用各種素形材･アルミニウム合金部材 

 

 

例えばアルミニウム合金部品はこのようなものを使っている。太線の枠(*がついて

いるもの)で囲ったものは国内での購入品である。左上の胴体の外販シートはボーイン

グ 777 の胴体で、高さが３m、奥に向かって 10m を超えるぐらいの大きなアルミの板

である。こういったものや、その左下は、ボーイング 777 の垂直尾翼を結合するアル

ミニウムの大型の鍛造品だが、これはフランスの会社の６万５千トンのプレスで製造

している。世界 大の型鍛造のアルミニウム合金製品である。これらは、設備に依存

するため国内では作れない。そういう点では精密鍛造や、プロトタイプであるが扉の

胴 体外板(シート材)

結 合金具(精密鍛造品)

主脚 結合金具(型鍛造品)

主翼前桁(プレート材)

胴体外 板(シート材)

緊急脱出扉(精密鋳造品)

垂直 尾翼結合金具
(ア ルミ鍛造品)

出典: 神戸製鋼所

出典: 
A &DFO R TECH

出典:  神戸製鋼所

国内購入

*

*
*

*

*
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鋳造品、精密鋳造品、主脚結合金具の型鍛造品、若干サイズが小さくなるが、シート

材、こういったところは国内で購入している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-26 航空機用各種素形材･チタン合金 

 

 次に、チタン合金であるが、図 2-26 の左上が F-22 ラピュタのエンジンを留めてい

るバルクヘッドであり、真ん中のめがねのように空いている穴にエンジンが二つはま

る構造であり、胴体の機軸方向に何枚か並んで構成されている。米国の会社の４万ト

ンのチタンの鍛造プレスで製造している。残念ながら国内ではそこまでの能力はない。

その右側がボーイング 777 の一番後部に付いている APU、地上にいる時に回している

エンジンの排気ダクトである。チタンの精密鋳造品で作られており、世界でもっとも

大きいものの一つである。これも、残念ながらアメリカからの輸入である。国内では

防衛省向けのヘリコプターのローターハブ(図 2-26 左下)は、国内において高温鍛造で

作っている。また、F-２に使われている金具(図 2-26 右下)も、チタン合金であるが、

国内で調達している。 

チタン合金については、大型鍛造プレス、精密鋳造技術が国内ではまだないという

状況である。  

 
 鉄鋼材料では、脚部品、脚のシリンダー等があるが、鉄鋼の型鍛造の非常に大きな

もので作られている。フラップ・スラット・レール、フック等の、衝撃加重等がかか

るものには鉄系材料が使われている。鉄系の型鍛造品については大体国内で調達して

いる。(図 2-27) 

F-2 WING-FUS FTG

排 気ダクト (精密鋳造品)
戦闘 機バルクヘッド(大型鍛造品)

ヘリコプタ・ローターハブ(鍛造品) 戦闘機翼胴結合金具(鍛造品)

国内購入

*
*

*
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図 2-27 航空機用各種素形材･鉄鋼材料 

 

 

 

 航空機用の金属材料の購入先を見てみると、北米及び EU 圏内が多く、アルミニウ

ムでは ALCOA 社と ALCAN 社の２社に寡占化、チタンは、インゴットを米国の RTI

や TIMET が作っているが、 近ではロシアの VSMPO 社が供給元となっている。チタ

ンは国内も結構強く、神戸製鋼所他でもインゴットを作っている。鍛造プレス品では、

フランスのオーベルト・デュバル社が６万５千トン、VSMPO 社が７万トンで世界

大である。また、LADISH 社、WEBER 社、シュルツ社、WYMAN GORDON 社も、

４万トンぐらいのプレス機を保有している。４万トンを超えるプレスとなるとほとん

ど国策でしか入らず、現状を見ると４万トンを超えるような巨大プレスというのは、

今後はあまり需要がないと思われる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

脚部品

フラップ・スラット・レール

フック

出典: 住重フォ ージ
国内購入

*
*
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航空機用の各種素形材の調達の特異性であるが、図 2-28 の左上のグラフは横軸が

強度、縦軸が比強度でアルミニウム合金を並べたものであるが、建材、缶材から始ま

って自動車、船舶、航空宇宙と右上がりになっており、航空機材料は強度が優先とい

うところが表れている。チタン 64 も載せている。航空機用の材料は材料特性要求が高

く、レギュレーションの関係から専用の規格で買わなければいけない。しかも一般的

なものとは違い特注の仕様が多くなる。そして非常に多種類の材料を使うが、自動車

産業と比べると売上高は一桁も二桁も小さく、少量である。一つ機体を作るとほぼ 20

年運用するので、20 年は補修部品が必要となる。大部分が受注生産である。 

航空機用の素形材製造には、先進技術導入、大型設備導入により莫大な初期投資が

必要となる。数万トン規模のプレス、連続圧延ライン、非常に大きいストレッチャー

等である。航空機組立メーカーにとっては、莫大な投資を素形材メーカーにしてほし

いが、たくさんは買えない。また、航空機用の製品は「NADCAP」という欧米で始ま

った国際的な認証システムを取らねばならない。従って、申請書類等を全部英語で作

らねばならないという課題もあり、その結果、国際規模で寡占化が進み、欧米からの

輸入比率が大きくなるという世界規模での産業構造の問題がある。しかも、ガードし

ているので新規参入障壁が非常に大きいという特異性がある。 

 

高い材料特性要求

専用規格･特注仕様

多種少量生産

長期継続生産

大部分が受注生産

先進技術導入・大型

設備導入による莫大

な初期投資

設備･製造工程認定

取得費用

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000

引張強度 (MPa)

7075-T6

2024-T3

5083-H321

5052-H38
6N01-T6

6063-T6
3004-H32

航空宇宙用

船舶，自動車，
鉄道車両，

一般産業機器

建材，缶材用

Ti-6Al-4V
(参考）

【国際認定制度】

【他業種材料との比較】

国際規模の寡占化

輸入比率大

新規参入障壁大

図 2-28 航空機用各種素形材･調達の特異性 



45 
 

 後に部品の製造のトレンドである。まず、金属部品であるが、フィッティング、

50cm×80cm 位のものであるが、これを無垢のブロックから五軸の NC で削り出して

いる。購入した材料と、部品である製品では、85%から 90%は削りかすになってしま

う。色々と R&D をした結果、この方法が一番安くなる。次に、ビジネスジェットの

主翼のスキンであるが、これも長手方向数ｍで、厚さ方向が５cm から 10cm 以下のも

のをワンピースで削り出している。同様に８割以上が削りかすになる。 

その一方では、大型部品を一体物で削り出してしまうのが今のトレンドにもなって

いる。ボーイング 787 の主翼は、CFRP を積層して世界 大のオーブンで焼いて仕上

げるが、長手方向 28ｍになる。ボーイング 787 はまだブラックメタルと言われている

レベルであり、次の世代、次の航空機には、さらにブレイクスルーが必要である。 

 

 

２.２.５ 民間航空機の今後の方向と素形材産業への期待 

  

現在は、ボーイング 787、MRJ と開発が進められているが、さらに次の大きなワイ

ドボディ、ナローボディの機体がボーイング 787 レベルと同様の CFRP の使用率にな

るかどうかは未知数である。来年末頃には次期航空機のイメージが固まってくるとは

思われるが、現在の複合材料化の進展が必ずしも決まっているわけではない。 

また、小型の民間機については、MRJ に見られるような先進技術をたくさん入れて

環境対応型にした機体と、従来どおりのアルミニウム合金等の金属材料ベースで製造

し、コストを抑える方法と二極化する傾向がより強くなると思われる。ロシア、中国

はコストの安いオール金属系の機体開発に取り組んでいくものと考えられる。 

いずれにせよ、民間航空機の金属の素形材の使用量はトータルでは 50%程度で推移

するものと思われる。CFRP の使用量が増えたことで、従来アルミニウム合金だった

部分がチタン合金に替わっており、チタンの使用量は増加している。また、強度の高

い鉄鋼材料の使用量は 10%前後をキープするものと考えられる。 

 

素形材産業への期待は以下のとおり。 

① チタン合金の使用が増えるということで、現用航空機に多用されている 64 チタン

と同等の特性で安い国産のチタン合金の開発が期待される。 

② 設計依存度が高い鋳造品、型鍛造品の製造開発能力への上昇への期待が大きい。

具体的には、大型薄肉の高強度のアルミニウムの精密鋳造部品（扉用、MRJ にも

使用予定） 

③ 国内で全く買えないチタンの精密鋳造部品の製造。ただし、設備投資が高い。 

④ 大型鍛造プレス、４万トンクラスの設置が期待される。 

⑤ 鉄系では、耐環境性も含めて表面改質技術と組み合わせた耐食性に優れる鉄鋼の

部材が期待される。現在の鉄鋼材料が全部、クロムメッキ、カドミウムメッキ、

塗装と、クロムを使用しており、ゼロエミッションに向けて技術的なブレイクス
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ルーが必要である。 

⑥ 現用のアルミニウム合金について、大きな板材を国際の市場価格で提供できる設

備の導入が期待される。 

 

 

 

 

 

まとめ - 民間機の今後の方向

次期Wide-body/Narrow-body機が787レベルの

CFRP使用率になるのかは，まだ未知数。

小型民間機は，先進技術導入の環境対応型とプライス重

視の従来構造型に2極化する可能性有。

民間機への金属素形材は，

トータルの使用量は50%程度をキープすると予想。

CFRP使用量の増加に伴い，チタン合金の使用量が増加。

鉄鋼材料の使用量は，10%前後をキープすると予想。

まとめ - 国内素形材技術への期待

現用のチタン合金(Ti-6Al-4V)と同等の性能で廉価な国内

開発合金の実用化

設計依存度が高い鋳造品・型鍛造材の製造・開発能力アップ

大型薄肉・高強度アルミニウム精密鋳造部品

チタン精密鋳造部品製造

大型鍛造プレス(40,000トンクラス)導入

耐環境性も含めた表面改質技術と組み合わせた耐食性に

優れる鉄鋼材開発

現用アルミニウム合金板材を国際市場価格で提供できる

製造技術・設備導入

■ 民間機の今後の方向 

 ■ 国内素形材技術への期待 
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第３章 新産業創生を目指した素形材新技術 

 

 

３.１ ユーザーニーズと素形材技術 

 
我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るためには、高度な素

形材技術を有する中小企業を中心とした素形材企業がユーザー産業のニーズを的確に

把握し、これまでに培ってきた技術力を 大限に活用するとともに、当該ニーズに応

える研究開発に努めることが望ましいことは言うまでもない。 

これまで、第１章では素形材産業の自らの未来技術を展望し、第２章には主要なユ

ーザー産業の研究者からユーザー産業の向う未来の技術方向について概観した。これ

らを踏まえて、ユーザーの未来ニーズを整理し、素形材産業の求められる新技術の方

向について検討し、ユーザーと連携した新たな技術開発テーマを検討した。 
 

 

３.１.１ 自動車分野と素形材ニーズ 

 

現在の 大のユーザーである自動車業界を取り巻く環境は、燃料、資材価格の急激

な変動や製造・販売のグローバル化の加速など、環境は目まぐるしく変わってきてい

る。そのような状況の下でも、燃費規制や排気ガス規制への対応は依然として重要で、

車体の軽量化は求められ続けている。一方、生産活動に目を向けると海外生産も過去

高を更新し続け、国内生産を上回る規模まで成長してきた。しかしながら昨今の環

境変化により、国内生産、海外生産ともに大幅な生産量の調整を余儀なくされている。 

こうした厳しい環境の中で、自動車の軽量化、ハイブリッドシステムの効率向上、

バッテリー、モーターその他電子機器の効率向上等が必要であり、また、自動車が本

来持つ機能上の付加価値を創出することや多様化する顧客ニーズに応えるために、デ

ザイン形状や衝突安全性の高度化、短納期開発・フレキシブルな生産も重要な事項と

なっている。さらに近年では、自動車のリサイクル性等への配慮も必要となっている。 

素形材製造事業者には、昨今の販売台数の激減も踏まえ、従来以上に需要変動に迅

速に対応できる供給体制が求められるようになっており、そのためには、素形材製造

技術に関する課題として、軽量化、短納期化、高機能化、コスト削減、複雑形状化・

一体化成形、衝突時の安全性向上、環境配慮、品質を具備しながら生産量変動に迅速

且つフレキシブルに対応できる供給体制があげられている。 

 

自動車において、鍛造品が用いられているのは主に駆動部分であり、強度や信頼性

求められている。今後はさらに、 
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1) 低燃費を可能とする新エンジン開発のための新素材・新構造鍛造技術の開発 

2) 鍛造部品の開発期間短縮のための CAD/CAM システム開発 

3) 納期短縮のための受注生産と生産合理化システムの開発 

4) 鍛造部品の小型化や複合一体化のような機能向上 

5) 量産品質の確保及び需要変動に対応できるフレキシブルな供給体制を確立

するための生産技術の開発 

といった点の高度化が求められている。 

 

 また、金属プレス加工品の自動車の主な構成要素は、エンジン部品、車体部品、懸

架・制動部品、駆動部品等であるが、金属プレス加工技術はそれらの部品を効率的に

生産するための技術として用いられている。金属プレス加工技術には、 

1) 複雑３次元形状等を創成する金型及び一体成形技術の構築 

2) 高張力鋼板、アルミニウム合金等の難加工材に対応した金型及び成形技術の

構築 

3) シミュレーション技術と融合させた高度知能化プレス生産システムの構築 

4) テーラードブランク材の成形やハイドロフォーミング成形等の成形技術の

向上 

5) 複合加工、部品組立及び工程短縮等を可能とする技術の向上 

6) 材料歩留まりの向上に寄与する技術の開発 

7) 自動検査技術の確立 

8) プレス機械の精度・剛性・運転性能・知能化等の高機能化 

9) 金型・工具の高機能化及び耐久性の向上 

10) IT を活用した生産技術の向上 

11) 環境配慮に対応した技術の開発 

といった点の高度化が求められている。 

 

 自動車の未来技術として燃料電池車があげられている。燃料電池は、近年、市場化

に向けて大きく進展しているが、本格的な普及に向けては、小型化・高出力化を図る

こと、白金等の使用削減に向けた代替材料の開発や大量生産に向けた生産システム・

技術等により低コスト化を図り、エネルギー効率や耐久性等の性能向上及び長寿命化

の課題を克服していくことが必要とされている。燃料電池の開発で求められている具

体的な課題は、小型化・高出力化、低コスト化、耐久性の向上、エネルギー効率の向

上、長寿命化である。燃料電池を構成する部材のうち、セパレータ等を量産する際に

金属プレス加工技術が用いられる。この燃料電池のセパレータ等の加工技術について

は、 

1) チタンや硬質ステンレス等の難加工材の成形技術の向上 

2) プレス機械及び金型技術の向上 

3) IT を活用した生産技術の向上 
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といった点の高度化が求められており、より強度や硬度の高い、どちらかといえば塑

性加工には不向きな素材の高度な加工方法の確立が求められている。 

 

 

３.１.２ 航空機分野の素形材ニーズ 

 

航空機は軽量・高強度が求められるため、高比強度のアルミニウム合金やチタン合

金が使用されている。また、エンジン部品は高温で使用されるため超耐熱鋼が用いら

れている。これらの材料は難加工材であるため、荒鍛造して鍛流線を形成し、その流

れを分断しないように機械加工するという方法が採用されている。この機械加工では

大量の廃材が出ることから、そのロスを削減するためにネットシェイプ化が急務であ

るが、市場の特性を勘案した対応が必要である。 

今後、新たな事業の発展と関連産業の伸長が期待できる航空機の高機能化、軽量化

に対応する鍛造技術の課題は、軽量化（ニアネットシェイプ化）、高機能化（高剛性、

高比強度）であり、これを踏まえて鍛造技術は、 

1) 超大型複雑形状品一体化鍛造品の技術 

2) 鍛造及び仕上げ加工時の残留応力による変形防止技術 

3) エンジン部品に使用する超耐熱鋼等難加工材の鍛造製品開発 

といった高度化が求められている。 

 

 

３.１.３ 医療・福祉産業分野の素形材ニーズ 

 

医療・福祉関連では感染防止等の観点から、使い捨て製品が普及しており、特に人

体に接触するものは安全性、リスク低減の観点から、今後も使い捨て製品の利用増加

が見込まれている。  

より一層の安全性向上・リスク低減のためには、医療処理具等のコスト低減を図る

ことが求められており、金属プレス加工事業者への本分野への参入が期待されている

が、コスト低減化が大きな問題となっている。医療・福祉関連市場における課題は、

高衛生・信頼性・安全性の保証、小型化・軽量化、身体親和性向上、低コスト化とい

った点にあり、そのため、金属プレス加工技術は、 

1) 精密・微細加工技術等の向上 

2) 洗浄工程の削減及び潤滑剤使用の低減化 

3) バリやかす上がりの抑制技術及び自動処理技術の向上 

4) 金属・樹脂複合材等の難加工材の成形技術の確立 

5) 中量・多品種生産に対応した成形技術の実現 

6) 自動検査技術の確立 

7) プレス機械及び金型技術の向上 
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8) IT を活用した生産技術の向上 

といった点について産業の高度化が期待されている。 

 

 

３.１.４ 塑性加工技術の高度化の方向性 

 

自動車分野における今後の素形材製造技術に関する課題としては、軽量化、高機能

化等があげられ、また、新たな事業の発展が期待できる航空機分野においても、高機

能化、軽量化に対応することが求められている。 

鍛造技術には、コスト削減とともに、新たな製造技術によるより高性能な製品、求

められた品質の製品を短納期で仕上げることが期待されている。 

 

1) 高機能化に対応した研究開発の方向性としては、高精度化（形状精度自動制御

可能な金型システム等）、小型化・高強度化（鍛造性良好で高強度を有する鋼等

の材料開発等）、複合一体化（複雑形状のネットシェイプ成形技術、複合一体化

製品の機能付与向上技術(耐久性、振動、騒音改善等）等)があげられる。 

 

2) 軽量化に対応した研究開発の方向性としては、アルミニウム鍛造品のコスト削

減に資する鍛造技術（素材・材料創製から鍛造までの一貫製造システムの開発、

材料歩留まりの向上技術の開発等）、チタン合金、マグネシウム合金の鍛造技術

（材料及び鍛造技術の開発）、薄肉成形技術（ハンマー型鍛造の高精度化技術等）、

中空化技術（新工法による成形技術、流動制御鍛造等）、高強度・高靭性鋼材の

鍛造技術（高強度鋼材を用いた軽量鍛造品の開発等）が期待される。 

 

3) コスト削減に対応した研究開発の方向性としては、複雑形状のニアネットシェ

イプ成形鍛造（自己判断可能なデジタルプレスによる高度生産プロセス技術、棒

材の高精度美肌切断法の開発等）、金型寿命の向上（温間・熱間鍛造における高

機能金型表面皮膜の処理技術等）、安価な省人化技術（ロボットシステム用鍛造

ハンマーの開発等）、材料コストの削減、材料歩留まり向上（複合流動制御ネッ

トシェイプ鍛造による材料 100％化技術の開発等）、ハイサイクル化、設備のダ

ウンサイジング（開発・中核人材の育成、評価システムの開発等）があげられる。 

 

4) 開発・生産のリードタイムの短縮、短納期化に対応した技術開発の方向性とし

ては、先行開発のユーザー及び鍛造メーカーの一体化（グローバルネットワーク

を活用した統合システム技術の開発等）、設計・製造プロセス 適化のための知

能化・情報化（鍛造エキスパートシステムや金型寿命予測システムを用いた予知

技術等）、新規開発時の品質保証のシステム化（性能品質の上下限値と製造条件
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の整合性システムの開発等）、鍛造金型の迅速製造（CAD/CAM システムのユー

ザーとの統合技術の開発等）があげられる。 

 

5) 品質を具備した安定供給に対応した技術開発の方向性としては、製品特性の上

下限値を量産の中で厳密に制御し安定供給する技術開発、量産に先立ち鍛造品を

規格内に造り込む技術開発が考えられる。 

 

6) 環境対応型工法、製品の技術開発の方向性としては、社会的要請や制約に対応

するための技術（加熱時等の高熱効率及び表面酸化物の発生量低減を可能とする

鍛造システムの開発等）、生産変動への対応技術（鍛造ラインのフレキシブル化

技術等）、環境対応型鍛造品及びプロセス技術（燃料電池車、電気自動車用鍛造

品の開発、あるいは潤滑材レス、低騒音鍛造機など環境にやさしく安全な鍛造プ

ロセスの開発）があげられる。 

 

また、金属プレス加工技術においては、高精度化、微細化、形状複雑化、難加工材

への対応等による金属プレス加工製品の高品質化、複合加工やバリ等の抑制・自動処

理化、自動検査装置、IT の活用等による低コスト化や短納期化が求められている。ま

た、循環型社会構築のために、リサイクル性等の環境面についても配慮していくこと

も重要となっている。このため、金属プレス加工分野の技術開発の方向性は、加工法

等の技術向上を中心に整理した「高度化・高付加価値化に対応した技術開発の方向性」、

IT の活用による技術向上を中心に整理した「IT・知能化に対応した技術開発の方向性」、

地球環境面への対応と作業環境の向上を中心に整理した「環境配慮に対応した技術開

発の方向性」及び技術革新を支える「技術革新を支える技術的基盤構築の方向性」の

４項目となる。 

 

 

1) 高度化・高付加価値化に対応した技術開発の方向性は以下の通りである。 

① 金属プレス加工技術の高精度化・高機能化に資する技術の開発 

・精密・微細成形技術（機器の機能保証及び組立ての自動化を促進・高度化する

観点からの高精度プレス加工技術、並びに微細化する電気・電子部品等に相応

しいミクロンレベルの成形と形状の複雑化に対応できる金型創成技術・成形技

術等の高度化並びに測定評価技術等の確立、燃料電池セパレータ等高い板厚精

度、平坦度等を確保する成形技術の高度化） 

・高精度曲げ・絞り・リストライク技術（板の曲げ・絞り技術の一層の高度化を

目指す技術、素材特性のバラツキ並びに残留応力を克服する技術） 

・精密せん断技術（慣用せん断法では不可能な高機能製品を得る精密せん断技術

（精密打抜き、シェービング、仕上げ抜き、対向ダイスせん断法、バリなしせ

ん断法、だれ極小化技術等）の一層の高度化） 
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・汎用プレスによる精密せん断技術（汎用プレスを用い低粘度・極圧剤無添加油、

残留する圧延油のみ等の使用下で良好な切口面性状と高い寸法精度を得る技術

の開発及び工具寿命を高める技術） 

・厚板成形技術及び板鍛造技術の高度化（板材を素材とし、材料流動の制御によ

り複雑形状を創成する技術の高度化、工法の容易化、順送、トランスファ工程

の 適化、ＣＡＥ技術の高度利用、金型及び工具に与える負荷の低減対策等の

総合的技術の高度化） 

・多軸成形機や多軸ダイセットによる複動成形技術（多軸成形により塑性流動を

制御して工程を短縮し高精度・高付加価値な形状を創成する技術等） 

 

② 仕上げ自動化・仕上げ工程の削減に資する技術の開発 

・バリ取り技術（せん断製品に生じるバリの除去又は除去後に適切な丸みを付加

する技術の高度化及び容易化） 

・表面磨き技術（プレス加工製品のせん断切り口面はバリ、破断面を有すること

から、これらが機能上の障害とならないように磨く技術の高度化） 

・かす上がり・かすづまり防止技術（打ち抜き、穴抜きプレス加工において、か

すが金型上面へ浮いてくるかす上がり現象及び金型穴部にかすが多数詰まるか

すづまり現象を防止し、円滑なプレス連続生産を保証する技術） 

 

③ 複合化に資する技術の開発 

・高度複合プレス加工技術（塑性加工の各種工法（せん断、曲げ、絞り、張出し、

鍛造、複動成形、塑性結合等）を複合的に組み合わせ、製品の一体化、複雑化

等の高機能化、材料歩留まり率の向上、ならびに省エネルギーに寄与する精密

成形技術の高度化 

・切削・モールド・溶接等の他技術との複合化技術及び複合成形機の高度化技術

（金属プレス加工技術に切削、モールド、レーザ加工、加熱、型内かしめ、溶

接等の他技術を複合させ、ブランク製造から成形・組立てを含め、高機能製品

を高効率に生産する技術と関連技術の高度化及び成形機の高度化） 

 

④ プレス機械・金型の高度化に資する技術の開発 

・サーボプレスの高度化と利用技術の高度化に資する技術（プレスのスライド速

度・ストローク長さ・加圧力・位置等の制御の高度化、及び付帯装置の高度化、

さらにＩＴ機能・各種データベース・各種高度機能の有効利用による成形の高

度化、工具の長寿命化、並びにコスト低減や他工法からの工法転換に寄与する

技術の開発 

・プレス機械の幾何学的精度の向上（製品の寸法精度・形状精度を左右する下死

点精度、運動平行度及び直角度等の幾何学的精度並びに運転性能を向上させる

技術） 
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・一般プレス機械のコンピュータ制御による機能の高度化技術（速度、加圧力、

位置、温度、さらに複合機能等のより高度な制御による機能の高度化・高速化

並びに省エネルギーに資する技術） 

・高機能な多軸成形機や多軸ダイセットの高度化技術（上下や水平方向の複数の

駆動源を具備する成形機・ダイセットの高度化） 

・24 時間運転無人化プレス加工システム（材料選択・補給から加工条件等を自動

化することで安定的に連続プレス加工を可能とする無人プレス加工システム技

術） 

・素材位置決め技術（コイル材の順送加工における材料位置決めを行うパイロッ

トピン方式の精度向上とこれを支える材料送り装置の高度化及びカットブラン

ク材の成形等における位置決め技術の高度化） 

・金型組立てを容易にする技術（複数の部品を組み合わせる金型組立てを容易に

する技術） 

 

⑤ 工具・金型の耐久性向上に資する技術の開発 

・表面処理・表面改質技術（表面処理や表面改質を施し、金型の高耐久性を実現

する技術） 

・放電加工面の仕上げ技術（放電加工表面の表面層を除去し、工具寿命を向上さ

せる表面技術 

・耐久性工具材の開発（剛性・靱性・耐摩耗性に優れる工具材の開発） 

・プレスの制御機能を用い工具・金型の高耐久性を実現する技術（サーボプレス

等の制御機能の高度利用で工具の高寿命化と焼き付き防止等の高耐久性を実現

する技術） 

 

⑥ 難加工材への対応に資する技術の開発  

・高張力鋼板（ハイテン材）の加工技術（自動車で使用が増している高張力鋼板

の成形におけるスプリングバックの予測精度の向上、サーボプレス等の有効利

用等で寸法・形状の高精度化を実現する技術の高度化） 

・アルミニウム、チタン、マグネシウム等の加工技術（軽量化等の高機能化を可

能とするアルミニウム、チタン、マグネシウム等の材料の成形において寸法・

形状の高精度化を実現するプレス加工技術） 

・電磁鋼板、表面処理鋼板等の特殊材の加工技術（モーターコア等に使われる電

磁鋼板や表面処理鋼板等の特殊材の金属プレス加工技術） 

・インコネル、ニオブ、モリブデン、タンタル等の高機能化材の加工技術（高耐

熱性等の特性を有するインコネル、ニオブ、モリブデン、タンタル等の高機能

材の金属プレス加工技術） 
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・精密温度制御成形技術（金型のかじり・焼き付き防止と難加工材成形における

精度向上のため、素材及び金型内部の温度分布を制御する成形技術。局部の急

速加熱・冷却を伴う成形も含む。） 

・加圧速度制御による加工の高度化（絞り加工における成形性向上や打抜き加工

における面性状の高度化、型かじり防止等を図るための加圧速度制御技術） 

 

⑦ 多品種中・少量生産に資する技術 

・量変動に強い生産システム技術（生産のグローバル化への対応、並びに地域生

産に必要な生産数量に応じた投資・コスト 小化を実現するため、生産数量に

比例して設備投資が可能な量変動対応加工機や工程分割小型成形機の開発及び

加工技術の高度化） 

 

⑧ 素材を極限的に有効利用する省資材推進技術 

・高度な製品設計・工程設計技術（素材スクラップを極小とする製品形状設計及

びブランクレイアウト等の設計の高度化） 

・高度順送プレス加工・高度トランスファ加工（素材スクラップを極小とする生

産方式・成形プロセスの開発） 

・不良原因の探索と不良低減技術（製品精度等のばらつき等の不良原因を特定し、

これを低減する総合的技術の高度化） 

・低グレード材の高度成形技術（低グレード材を高精度に成形する素材の潤滑・

表面処理技術・成形技術） 

 

⑨ 新加工法の拡大及び普及に資する技術の開発 

・チューブハイドロフォーミングの高度化（金型内にパイプ材をセットし、パイ

プ内部に充填された高圧液体によりパイプを金型形状に沿って成形し、中空軽

量製品を得る技術の高度化） 

・インクリメンタルフォーミングの高度化（専用金型を用いず、汎用工具の運動

を用いて任意形状を創成する技術） 

・多種板厚・多材種テーラードブランク材の成形技術の高度化（異なる板厚、異

なる材種の鋼板を組み合わせた様々なテーラード板材の金属プレス加工技術の

高度化及び素材ブランクの製造技術の高度化） 

・マイクロデバイスの成形技術（バイオ分析・医療用マイクロデバイス等の微細

成形に資する素材開発・成形プロセス・加工機械（マイクロフォーミング、マ

イクロファクトリー）・評価技術等の高度化） 

・塑性結合技術（材料の流動性と残留応力、さらに塑性変形に伴う金属間の結合

を利用する技術の高度化） 
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・対向液圧成形技術の高度化（金型を兼ねた液圧室内に、剛体パンチを用いて素

材を絞り込み、慣用的絞り成形では成形困難な３次元形状を成形する技術の高

度化） 

・型内組立て加工技術の高度化（プレス加工工程内で組立てまで行う加工システ

ム及び加工機の高度化） 

・金型を用いない成形技術（金型を用いずに金属プレス加工を行う加工技術） 

 

2) ＩＴ・知能化に対応した技術開発の方向性は以下の通りである。 

① 技能のデジタル化に資する技術の開発 

・工程・金型設計の高度化技術（工程設計や金型設計を自動で行う技術） 

・自動補正技術（設計時や加工トライ時の不具合等を自動補正する技術） 

・技能者の高度技術トレース（技能者の高度技術を収集・分析し、これを参照で

きる技術のシステム化） 

・型トライデータ（型トライデータを収集・蓄積し、これらの分析結果を実成形

に反映・参照できる技術のシステム化） 

 

② シミュレーションに資する技術の開発 

・成形シミュレーション（割れ、しわ、スプリングバック等の金属プレス加工時

に生じる材料変形及び工具変形を高精度にシミュレーションする技術） 

・全工程シミュレーション（複数工程を経る成形において、全工程を通観するシ

ミュレーションを可能とする技術） 

・ 適プロセス評価・再構築技術（シミュレーション結果やトライデータ等によ

り、 適なプロセス評価・再構築を行う技術） 

 

③ プレス機械・金型の知能化に資する技術の開発 

・高度知能化プレス成形システムの高度化（デジタル制御、インライン計測・補

正技術、生産条件の 適化、シミュレーション技術との融合等の高機能な装置

や制御を有するプレス成形システム） 

・サーボプレスにおける 適生産効率を達成する技術（デジタル機能・IT 機能を

駆使し、サーボプレス、特にトランスファプレスにおける成形の高度化や 適

生産効率(成形性、コスト、生産速度、金型寿命、消費電力等)を達成する技術） 

・知能金型による金型の寿命予測技術の開発（金型内の各種センサーから取得し

たデータ等を用い金型修理時期や寿命を予測し、これを品質保証や生産計画に

資する技術） 

・インプロセスでの知能生産システムの開発（不良現象を自動的に感知、リアル

タイムにインプロセスで補正して、歩留りを向上させる技術、制御困難な場合

は機械を停止し、不良発生を未然に防止する生産システム） 
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④ 検査の自動化に資する技術の開発 

・３Ｄカメラ等を活用した自動検査技術（３Ｄカメラ等を活用して成形製品及び

金型の自動検査を可能とする技術の高度化） 

・インライン検査（計測）技術（プレス加工製品の検査（計測）をインラインで

行う技術の高度化） 

・型トライ中の迅速３次元測定技術（材料の変形挙動を３次元的に計測できる技

術） 

・金型内センシング技術（金型の内部、金型の表面の状況や現象を把握し、不良

現象を回避し、高度成形を実現するセンシング技術） 

 

3) 環境配慮に対応した技術開発の方向性は以下の通りである。 

① 洗浄工程の削減に資する技術の開発 

・除去不要の潤滑剤開発 

 

② 潤滑剤使用の低減化、ドライプレス化に資する技術の開発 

・金型表面コーティングによるドライプレス技術（金型表面をコーティングする

ことにより金型と被加工材の摩擦を低減してドライプレス加工を可能とする技

術） 

・被加工材表面コーティングによるドライプレス技術（被加工材表面をコーティ

ングすることにより金型と被加工材の摩擦を低減してドライプレス加工を可能

とする技術） 

・無公害潤滑油、添加剤を低減した潤滑油による潤滑技術（極圧剤（塩素、硫黄、

燐）等の添加剤を極力排除した潤滑剤による潤滑技術） 

・振動を利用した金属プレス加工技術（振動を利用して金型と被加工材の摩擦を

低減するとともに、潤滑剤を減らし、成形性の向上に貢献する技術） 

 

③ 周辺環境配慮に対応した技術の開発 

・騒音・振動を抑えるプレス加工技術（プレス加工時に発生する騒音や振動を抑

制する低騒音・低振動化技術） 

・安全で快適なプレス加工環境の構築（振動・騒音を低減し、且つ潤滑剤の使用

が少なく、快適に作業を継続できるアメニテイ空間の構築に資する総合的技術） 

 

④ 省資源・省エネルギーのプレス加工に資する技術の開発 

・EFM（エミッションフリーマニュファクチャリング）の高度化（無洗浄・ドラ

イ加工等のクリーン化、スクラップレス加工、成形プロセスの見直し等により

省資源・省エネルギー・材料歩留まり率向上に寄与する総合的技術の高度化） 

・プレス加工製品の後加工・処理工程の低減技術（プレス成形後に後工程を必要

としない成形技術の開発及び関連技術の高度化） 
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・複雑形状部品の塑性結合による熱処理エネルギー削減技術（熱処理が必要な複

雑形状製品製造において、単純化形状部品を塑性結合する代替工法により熱処

理等のエネルギーを削減する技術の高度化） 

・成形プロセスの短縮化技術（プロセスの短縮や金型の小型化によって省エネル

ギーを図る技術） 

・エコプレスの開発（コンパクト化、低消費電力、低振動騒音、安全性に優れる

プレスの開発） 

 

4) 技術革新を支える技術的基盤の構築の方向性は以下の通りである。 

① データベースの構築と活用に資する技術の開発 

・材料特性、潤滑剤、成形特性に関わるデータベースの構築とその活用に関する

技術 

・シミュレーション支援室の設置（中小企業を対象にネットワークを構築し、支

援室の解析データ（プレス加工業者が提供した CAD・材料特性データを基に解

析された FEM シミュレーション）をベースに金型製作のリードタイム短縮を図

る） 

 

② 情報統合化に資する技術の開発並びに環境整備 

・プレス生産管理技術（設計・生産情報及び生産工程の情報を管理する生産管理

技術） 

・経営管理システム（生産工程、受発注、社内ノウハウ等を管理する経営管理シ

ステム） 

 

③ 工場の高度化に資する技術の開発 

・温度制御技術（材料や機器の温度変化による問題を改善するために工場内やプ

レス加工周辺の温度を制御する技術） 

・クリーン化技術（微細化・高度化に伴い、埃や塵等の抑制が必要になるため、

工場内やプレス加工周辺のクリーン化を実現する技術） 

・省エネルギーの一層の向上（工場のエネルギー有効利用のための総合的効率化・

高度化技術） 

・労働災害をなくす技術（労働安全の確保と生産性向上を両立させる技術） 

・労働意欲を高める作業環境の快適化（心理的に無理なく、かつ安定して労働意

欲を向上させる作業環境の構築） 

 

④ 成形用素材の高度化に資する技術 

・高精度板材の開発技術（プレス加工製品の精度を向上させる観点から、素材金

属板の厚さを全域にわたり一定にする技術及び製品精度の向上を阻害する残留

応力を除去する技術。） 
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・成形性に優れた軽量化材料の開発技術（成形性を格段に高める観点からの合金

成分制御、ナノレベルからの組織制御及び結晶方位制御技術） 

・マルチスケール材料モデリングを用いたプレス加工用成形金属材料の開発手法

の確立（微視的材料組織－巨視的機械的性質を予測するマルチスケールモデリ

ングの発展と本予測に基づき高性能材料を計算機内で設計する手法の確立） 

・軽量化材料の温間・熱間域における変形特性評価手法の確立と材料モデリング

（軽量化材料（アルミニウム、チタン、マグネシウム、高強度材）の高度な成

形を達成する基盤技術としての、温間・熱間域における材料特性と成形特性を

評価する手法、並びに材料モデリング技術の確立） 

・成形性評価技術（多様な形状成形性を容易に評価できる試験評価技術の開発） 

 

 

３.１.５ 期待される塑性加工技術の新分野と課題 

 

我が国の塑性加工等の素形材産業がこうした新しい技術の方向にシフトし、新たな

事業を展開していくことは簡単ではない。塑性加工分野の鍛造業、金属プレス加工業

に分けて業種として抱える問題点を整理する。 

まず、鍛造業であるが、わが国鍛造業の抱える問題点は、設計などを経験に頼って、

独自の IT 利用技術が少ないため、生産準備に時間がかかること、航空機部品など高付

加価値品が少なく、付加価値の低い鍛造品が多いこと、常にコストダウンが求められ、

資金不足が経営を圧迫していること、優秀な人材が集まり難く、人材不足に陥ってい

ること、そして作業騒音、エネルギー消費、潤滑の環境負荷が大きいことである。 

 鍛造業はこれらの問題点を解決し、我が国鍛造業の将来像を実現するために、新た

な事業分野への拡大、新素形材製品の拡大（ロボット・マイクロマシン用精密鍛造品、

航空機用鍛造品、燃料電池、電気自動車部品用鍛造品、風力発電用鍛造品、生体材料

の鍛造品等）にも一層力を入れるべきであり、ユーザー産業の期待に応えるためにも、

以下のような将来方向を目指すべきである。 

 

1) IT 支援技術の活用による設計、生産の高効率化 

2) 独自の環境技術による地球環境、作業環境の改善 

3) 精密鍛造による軽量複雑形状品など高付加価値品の製造 

4) 経済的生産技術による国際競争力の強化 

 

次に金属プレス加工技術であるが、新産業・新技術分野としては、バイオ分析・医

療用マイクロデバイスの金属成形技術、燃料電池セパレータ向けの微細プレス加工技

術、電気回路部品加工技術などの新たな技術開発を行い、以下のような新事業分野の

開拓に努める必要がある。 
 



59 
 

1) 医療福祉分野での高精度マイクロ部品、無痛針、ステントなど SUS、Ti 板材

の極薄製品のプレス加工 

2) 燃料電池セパレータの微細プレス加工、エッチングの代替え工法としての高

精度加工 

3) 微細化が進む電気回路部品において、立体プリント基板熱プレス、コネクタ

ーの高信頼性機械接合、極微細コネクターのプレス加工 

4) 家電プラ製品の不燃化(金属化)、プラスチックの射出成形並みの複雑形状部

品のプレス加工 

5) 自動車の高衝撃吸収パネルの成形、薄板の高段差成形など、薄くても高衝撃

エネルギー吸収能のあるパネルの開発 

 

 

 

３.２ 新たな塑性加工技術の開発 

 

我が国素形材産業が国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るためには、自ら

が新たな技術開発にチャレンジし、その成果も踏まえて新たなユーザーを獲得する努

力を継続することが必要である。 

素形材分野における市場ニーズについては、ユーザー業界の研究者の話等から、ほ

ぼ一定の方向に整理されてきた。これは、 大のユーザーである自動車分野における

新たな方向は、低燃費を可能とする新エンジン開発のための新素材・新構造鍛造技術

であり、複雑形状品の一体化鍛造品の技術、航空機のような新たな分野では、エンジ

ン部品に使用する超耐熱鋼等難加工材の鍛造製品開発といった方向である。 

こうした方向を踏まえて、ユーザーとの連携のもと、中小企業である塑性加工企業

が積極的に取り組むべき研究開発テーマを検討した。 

 

 

３.２.１ 速度制御鍛造による高精度ヘリカルギアの開発 

 

(１) 技術開発の背景と必要性 

自動車産業のニーズの高機能化、コスト低減等を目標とし、これに対応することが

狙いである。 

具体的には、高機能化としては、自動車産業は地球環境問題（排ガス規制）から車

体軽量化、そのための部品の高機能化が進められ、鍛造品についてもそのニーズが顕

在化しつつある。部品の機能は使用する材料特性に負うところが大きく、一般的に高

機能材料を実現するには添加元素が多くなり、鍛造が難しい傾向にある。しかし、従

来の鍛造加工法と異なり、多軸(複動)の加圧により、その各々が成形ストロークの中
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で、加圧位置、速度の組み合わせをコントロールすることを可能とし、低荷重で、合

理的な変形、材料フローが得られ、高機能材料の鍛造を可能にする。また、金属によ

っては成形速度により組織が変化し加工性が向上する現象やひずみ速度により変形抵

抗が大きく変化する材料もあり、高機能材料+鍛造の領域における技術開発によりまっ

たく新たな鍛造品を顕在化し、これにより優先的な立場での製品展開を可能性にする

有効な手段となりうる。このような戦略的技術を確保することにより、自動車産業及

び航空機用エンジンのニーズを先取りし、その早期製品化の実現に優位な立場を占め

ることも可能となる。 

次に、コスト低減の視点であるが、高品質な自動車用、２輪車用冷間鍛造品を製造・

供給し、需要家から高い評価が得られているが、鍛造におけるグローバル化のなかで、

競争力の維持・増強が必要であり、特にコスト低減は大きな課題である。本計画はデ

ジタルプレスによる高度生産プロセスを開発するものであり、コスト低減の対象とす

るものは、自動車用のミッション内に多く使用されているヘリカルギアを想定してい

る。 

将来的には、本プロセスで幅広い製品形態に適用してコスト低減の可能性・技術的

見通しが得られれば、現有製品以外への製品展開が期待できる。即ち現状の製品群と

は異なる鍛造形態の分野への市場参入も期待できる（対象品候補として、ステアリン

グピニオン、ミッションのヘリカルギア、遊星ギア等）。 

自動車産業は排ガス規制の対策として、エンジンの小型化・効率化を図るためにエ

ンジン用慣性部材として高機能化を進めており、高機能材料(軽量化、高温疲労強度、

耐摩耗性)による鍛造品の実現が期待される。本計画のプロセスでは高機能材料(従来

の鍛造プロセスでは鍛造が困難)の鍛造可能性があり、新しい鍛造品需要を創出するこ

とができる。今後の製品拡大の一手段として展開が可能である。 

 

(２) 研究開発の方向性 

 

1) 複雑形状のニアネットシェイプ成形鍛造品 

自己判断可能なデジタルプレスによる高度生産プロセス技術 

 

本計画は、従来の鍛造法とは異なり、次のデジタル（サーボ）プレスが持つ特性

を利用している： 

① 加工中の速度を任意にコントロールする。 

② 加圧途中でスライドを一時停止させ、油圧装置等で金型を複動させる。 

③ 加工中に除荷・再加圧を複数回繰返す中で金型を複動させることにより、組

み合わされた 1 種類の金型で複数工程の加工を行なう。 

 

さらに付属装置として新しい機能を持つ複動金型機構の開発を行い、対象品の適

用範囲を拡大すると共に次のメリットを実現する。 
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① 複雑形状のネットシェイプ鍛造 

② 歩留向上による材料コストの低減 

③ 鍛造工程短縮による生産性の向上、金型費の低減 

 

本プロセスの適用により、高精度なヘリカルギアの鍛造が可能となるため、自動

車用ミッション内に使用されている大形のヘリカルギア鍛造への技術的見通しが得

られれば、将来の製品拡大・展開としても大いなる期待が持てる。 

特に、今後のニーズとしては鋼材・鍛造加工・熱処理方法など一貫した工程での

製品精度向上が必要となってくるため、高機能材料(熱処理歪の少ない材料)の開発

と高精密鍛造の実現が大きなポイントとなる。 

ステアリングピニオンの鍛造においては、加工中の変形が避けられないため加工

速度の遅い油圧プレスでの加工や切削による加工が行われているが、本プロセスで

はホブ切りと同等な高精度を得ながら油圧プレスの 10 倍以上の生産性を実現する

ことによる生産コストの大幅な低減を目指してゆく。 

本開発の加工法はサーボプレスのストローク位置、速度を自由に設定できる特徴

と新たな鋼材や金型材料、金型構造の開発との組み合わせにより、従来よりはるか

に高い生産性を確保する総合的な鍛造技術の開発を計画している。 

さらに、この鍛造技術は、鍛造条件の組み合わせで新しい鍛造加工方案を開発す

ることにより、複動ストロークの加圧位置、速度等の多くの条件のプログラムから

構成されるノウハウのブラックボックス化を実現することにより技術の流出を防止

し、製品製造技術開発者の優先的立場を維持することが出来る。 

 

 

2) 使用するデジタル（サーボ）プレスと従来のプレスの動きの違い 

 

 

比較項目 従来のプレス(図 3-1) デジタル（サーボ）プレス 

・加工速度の調整 ・全体の速度を変換し

て対応。  

・必要な所だけ速度を変換しその他は

大速度で加工。（図 3-2）     

・加圧中のスライド停止 ・対応不可能。 ・加工途中や下死点でも可能。（図 3-3、

図 3-4） 

・任意位置での複合動作

および下死点付近で

の繰り返し加工 

・対応不可能。 ・任意位置で複合動作（図 3-5） 

・繰り返して加圧することが可能。（図

3-6）  
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3) 研究開発の技術的な課題 

① 本プロセスの優位性の確認 

② 本プロセス適用対象製品の選定 

③ 試験装置の必要追加機能の技術検討、設計製作 

④ 本プロセス適用のセラミックス及び超硬金型材料、金型構造設計、製作技術

の確立 

⑤ 試作の試験条件の検討・確定 

⑥ 試作品の機能・品質試験法の検討・確定 

⑦ 適鍛造工法(製品別、量産対応)の確定 

⑧ 本プロセスのＣＡＥ解析手法の確立 

 

4) 研究開発の進め方 

①調査研究 

1-1 関連技術調査、技術動向調査 

本技術の関連する国内外の技術調査、特許調査および研究動向調査を行い、

その優位性を確認する。 

 
ス

ラ

イ

ド

位

置

下 死 点

時 間 →

フ リ ー モ ー シ ョ ン

ス

ラ

イ

ド

位

置

下 死 点

時 間 →

フ リ ー モ ー シ ョ ン

モーション

ﾀｯﾁ速度を下げ
閉塞鍛造

背圧を除去

分流鍛造

図 3-5  複合鍛造のために低速での
運転と停止を行うモーショ
ン（模式図） 

図 3-6  下死点付近で繰り返して
加圧するモーション 
（模式図） 

 
スライド高さ

時間

図 3-1 従来のモーシ

ョン  
図 3-2 下死点付近を遅く

したモーション  
図 3-3 加工途中でスラ

イドを停止したモーショ

ン

図 3-4  下死点でスラ

イドを停止したモーシ

ョン
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1-2 技術適用対象製品調査 

本技術を適用する対象鍛造品はヘリカルギアを取り上げるが、ギア類冷間鍛

造を幅広く適用拡大を計りたい。将来の製品化・試作対象品の調査と需要家

のヒアリングを行い、開発の目標値、要件を確認する。 

1-3 対象製品絞込み 

1-2 調査に基づき、試作研究の有効な対象品、実用化・製品化対象品の絞込み

を行う。 

1 次、２次、 終と研究開発の結果と製品化・事業化の可能性を考慮し、絞り

込み作業を行う。 

 

②試験･研究設備の付属設備の設計・製作 

2-1 試験用デジタルプレス（既存）の追加機能の設計・作製 

本研究に使用とする研究設備(デジタルサーボプレス)の追加機能を検討し、

その設計製作を行う。 

2-2 付属ダイセット開発設計・製作 

各種形状の精密鍛造品の開発研究に適合した機能を持つダイセットの開発設

計・製作・セッティングを行う。 

 

③金型技術の研究開発 

3-1 金型材料開発  

デジタルサーボプレスが持つ機能に適応し、低荷重鍛造、高精度鍛造、難加

工材料の鍛造を効果的に実現する新たな金型材料の開発研究を行う。 

3-2 金型構造の研究  

デジタルサーボプレスが持つ機能に適応した構造、製造法を含む総合的な金

型技術の開発研究を行う。 

 

④鍛造試作研究 

デジタルサーボプレスが持つ機能に適応した代表的対象鍛造品を選定し、その鍛

造工法を構築する。 

4-1 鍛造品設計、工程設計 

試作対象品のＣＡＥ鍛造解析（8.手法の構築と平行して）を用いて鍛造品設

計、工程設計を行う。 

4-2 金型設計・製作 

３項開発技術を適用し、試作対象品の研究用金型設計・製作を行う。 

4-3 試験条件の設定 

本プロセスの成形に影響する因子を解析し、有効な試験条件を検討・設定す

る。 
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4-4  鍛造試作 

試験設備・試作用金型を用いて、鍛造試作を行い、 適鍛造工法の絞り込み

のためのデータを収集する。またシミュレーション結果との比較検討・解析

を行う。 

 

⑤試作品質試験・検査 

5-1  外観性状検査、寸法検査等 

試作鍛造品の表面性状、寸法精度等の試験。検査を行う。 

5-2  材料試験、マクロ・ミクロ組織検査、非破壊検査等 

試作鍛造品の材料試験・検査および組織の観察、内部健全性の確認を行う。 

 

⑥試作品外部評価 

6-1  ユーザー評価 

試作品については、想定される需要家に実体試験を依頼し、その品質評価、

また実用化への目標値を得る。 

 

⑦ 適鍛造工法の確立 

7-1 試作結果、評価のデータ解析 

本プロセスの研究成果と評価を総合的に解析し、製品化対象品について、そ

の 適鍛造工法を絞り込む。 

7-2 小規模量産試験、量産技術の確立 

絞り込んだ対象品とその工法を採用し、試験設備にて小規模量産試験を実施

し、量産時の技術条件・コストの見通しを把握し、 適鍛造工法を確立する。 

 

⑧CAE 解析手法の構築 

8-1 本プロセスは従来の鍛造法と材料変形挙動が異り、その変形に対して有効な

解析手法を構築する。 

 

本研究開発はプロセスの研究開発であり、プロセスとしての到達目標の数値は歯筋

誤差 10μm 以下とする。開発対象鍛造品の候補として、現製品（ステアリングピニオ

ン）と将来の展開製品（φ150 程度のミッションギア、φ100 程度のハイポイドギア）

とする。 
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３.２.２ Ni 基合金の速度制御鍛造と超高温特性を持つ超硬金型の開発 

 

(１) 技術開発の背景と必要性 

自動車産業、航空機産業等のニーズの高機能化、コスト低減への要請等に対応し、

これを実現することを目標とする。航空機用エンジン部品や自動車用のエンジン部品

に使われているインコネル718などの Ni基合金の鍛造は難しく使用設備の大型化や金

型寿命の低下などの問題が指摘されている。ここでは、これらの問題点に対して材料

が持つ特性の歪速度依存性を有効に利用することによって、加工荷重を大幅に低減

（1/2～1/4）する加工技術を開発し、加工が難しいとされている Ni 基合金の低荷重成

形技術を開発する。 

本開発の鍛造加工法は従来の鍛造法と大きく異なり、デジタル（サーボ）プレスを

使い下死点手前 0.5mm 程度の位置から加工速度を従来のプレス機械が持つ速度の

1/700～1/800 程度の速度で加工することによって材料が持つ歪速度依存性を有効に

利用し、低荷重での加工を実現しようとするものである。また、自動車部品に使われ

ている鋼材については Ni 基合金に対して歪速度依存性が少ないため、更に大きな歪速

度依存性を持った鋼材の開発のための基礎データの収集を行ない、更なる低荷重加工

の技術を確立することによって、日本の自動車産業及び航空機用エンジンに求められ

ているニーズを先取りする。 

鍛造事業についてもグローバル化のなかで、競争力の維持・強化が必要であり、

特にコスト低減は大きな課題となっている。本計画はデジタル（サーボ）プレス

による高度生産プロセスを開発するもので、Ni 基合金を低荷重で熱間鍛造することに

よってイニシャルコストのみならずランニングコストの低減となるのをはじめ、荷重

低減による製品精度の向上は後工程である切削加工とのトータルコスト低減において

も大きく貢献するとかんがえられ、その技術は自動車の熱間鍛造部品の加工へ幅広く

展開することも可能である。 

本プロセスで幅広い製品形態に適用してコスト低減の可能性・技術的見通しが得ら

れれば、Ni 基の製品以外への製品展開も期待でき、各種自動車部品への市場参入も期

待できる。（長期的に考えると、対象となるのは Ni 基合金を始め、高 Cr 鋼、Ti 合金、

Mg 合金など難加工材の加工が容易になることが考えられる。）Ni 合金の自動車用鍛

造部品として、需要量として顕在化していないが、これらをベースとした難加工金属

材料の新たな鍛造法、金型材料、金型構造は、今後自動車部品の高機能化に向かう新

材料の鍛造品製造技術として寄与するものである。 

 

(２) 研究開発の方向性 

1) 複雑形状のニアネットシェイプ成形鍛造品 

自己判断可能なデジタルプレスによる高度生産プロセス技術 
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従来の鍛造法とは異なり、次のようなデジタル（サーボ）プレスが持つ特性を利用

している。 

① 加工中の速度を任意にコントロールする。 

② 加圧途中でスライドを一時停止させ、油圧装置等で金型を複動させる。 

③ 加工中に除荷・再加圧を複数回繰返す中で金型を複動させることにより、組

み合わされた 1 種類の金型で複数工程の加工を行なう。 

 

さらに、付属装置として新しい機能を持つ複動金型機構の開発を行い、対象品の適

用範囲を拡大すると共に次のようなメリットを実現する。 

 

① 複雑形状のネットシェイプ鍛造  

② 歩留向上による材料コストの低減 

③ 鍛造工程短縮による生産性の向上、金型費の低減 

④ 成形荷重低減による鍛造設備のダウンサイジング化 

 

これにより従来のフランジ形状部品等の製造コストの低減また需要家にトータル

コストメリットとして提供することが可能となる。また、本プロセスの適用により、

他製品のコスト低減の可能性と技術的見通しが得られれば、将来の製品拡大・展開と

しても大いなる期待が持てる。特に、今後のニーズとして高機能材料(難加工材料)の

高精密鍛造の実現が大きなポイントとなる。いかに生産性を確保し生産工ストの低減

を可能にする総合的な鍛造加工法を開発するかにかかる。 

鍛造可能な範疇にある高機能材料の熱間鍛造ではハンマー、スクリュープレスなど

高速の打撃で加工を行い、材料から金型への熱影響が少ないことを特徴とする鍛造法

が採用されたり、液圧プレスにより低速加圧、多工程で鍛造されてきた。いずれにし

ても生産性は悪く生産コストを大幅に低減する可能性は少ない。 

本開発の加工法はサーボプレスのストローク位置、速度を自由に設定できる特徴と

新たな金型材料、金型構造の開発との組み合わせにより、低速加圧で成形荷重を低下

し、生産性を確保する総合的な鍛造技術開発を計画している。 

さらに、この鍛造技術は、鍛造条件の組み合わせだけではなく、図 3-7・8 に示す

材料が持つ歪み速度依存性の特性を 大限に活用し、現在行われていない鍛造加工方

案を開発することにより複動ストロークの加圧位置、速度等の多くの条件のプログラ

ムから構成され、ノウハウのブラックボックス化が実現でき、これにより、技術の流

出を防止でき、製品製造技術開発者の優先的立場を維持することが出来る。 

 

2) 材料の特性 

 鍛造加工において、ある条件のもとでは加工速度が遅いほうが成形荷重は小さくな

る。肌焼鋼では速度制御により従来の鍛造加工の 1/2 の荷重で加工が可能となる。イ
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ンコネルなどの航空機材料の鍛造においては速度制御することにより 1/3～1/5 の荷

重での加工の可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 3-7 インコネル 718 の加工速度と加工応力(1) 

図 3-8 合金鋼の加工速度と加工応力(2)  
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また、これらの特性を発揮するために欠かせないのが金型材料であり、ここでは表

面近傍が耐高温（800℃以上）特性を持つ超硬金型材料（図 3-9）の開発を並行して行

う。 

この結果、冷間鍛品に対しては精度向上を目指し、温・熱間鍛造品に対しては

加工速度の制御によってジェットエンジン用タービンブレード（材質インコネル）

などの超合金の鍛造性向上による低荷重（1/3～1/5）鍛造の加工技術を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 使用するデジタル（サーボ）プレスと従来のプレスの動きの違い 

 

比較項目 従来のプレス（図 3-10） デジタル（サーボ）プレス 

・加工速度の調整 ・全体の速度を変換して

対応。  

・必要な所だけ速度を変換しその

他は 大速度で加工。（図 3-10）

・加圧中のスライド停止 ・対応不可能。 ・加工途中や下死点でも可能。 

（図 3-11、図 3-12、図 3-13） 

・任意位置での複合動作

および下死点付近で

の繰り返し加工 

・対応不可能。 ・任意位置で複合動作（図 3-14）

・繰り返して加圧することが可能。

 （図 3-15）  

 

 

図 3-9 耐高温特性を持つ超硬金型の模式図と組織 
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スライド高さ

時間

 
ス

ラ

イ

ド

位

置

下 死 点

時 間 →

フ リ ー モ ー シ ョ ン

ス

ラ

イ

ド

位

置

下 死 点

時 間 →

フ リ ー モ ー シ ョ ン

モーション

ﾀｯﾁ速度を下げ
閉塞鍛造

背圧を除去

分流鍛造

図 3-11 下死点付近を遅くし
たモーション 

図 3-12 加工途中でスライド
停止したモーション 

図 3-13 下死点でスライドを
停止したモーション 

図 3-10 従来のプレスのスライ
ドモーション 

図 3-14 複合鍛造のために低速での運
転と停止を行うモーション 

（模式図）  
図 3-15 下死点付近で繰り返して加

圧するモーション（模式図） 

表 3-1 サーボプレスで調整可能な加圧速度 

＊下死点上 0.5mm からの平均加圧速度は 1/700～1/800 の速度まで調整することが可能である 

下死点からの
距離(mm)

50ｓｐｍでのタッチ
速度(mm/sec)
(汎用ﾌﾟﾚｽ)

50spmでの平均加圧
速度(mm/sec)
(汎用ﾌﾟﾚｽ)

0.5spmでの平均加圧
速度(mm/sec)
(ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ)

5.0 175.0 83.3 0.319
2.0 114.0 54.5 0.182
1.0 84.0 37.5 0.117
0.5 60.0 27.3 0.083
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(３) 研究開発の技術的課題 

本計画は鍛造プロセス開発であり、その達成のための技術課題およびその解決のた

めの具体的対応を開発研究項目（サブテーマ）は次のとおり。 

 

① 本プロセスの優位性の確認 

② 本プロセス適用対象製品の選定 

③ 試験装置の必要追加機能の技術検討、設計製作 

④ 本プロセス適用のセラミックス及び超硬金型材料、金型構造設計、製作技術

の確立 

⑤ 試作の試験条件の検討・確定 

⑥ 試作品の機能・品質試験法の検討・確定 

⑦ 適鍛造工法(製品別、量産対応)の確定 

⑧ 本プロセスの CAE 解析手法の確立 

 

(４) 研究開発の進め方 

1) 調査研究 

1-1 関連技術調査、技術動向調査 

本技術の関連する国内外の技術調査、特許調査および研究動向調査を行い、

その優位性を確認する。 

1-2 技術適用対象製品調査 

本技術を適用する対象鍛造品および将来の製品化・試作対象品の調査と需要家

のヒアリングを行い、開発の目標値、要件を確認する。 

1-3 対象製品絞込み 

1-2 調査に基づき、試作研究の有効な対象品、実用化・製品化対象品の絞込み

を行う。1 次、２次、 終と研究開発の結果と製品化・事業化の可能性を考慮

し、絞り込み作業を行う。 

 

2) 試験･研究設備の付属設備の設計・製作 

2-1 試験用デジタルプレス（既存）の追加機能の再検討 

本研究に使用とする研究設備(デジタルサーボプレス)の追加機能を再検討し、

その機能を試験機へフィードバックする。 

2-2 ヒータ内蔵ダイセット開発設計・製作 

各種形状の精密鍛造品の開発研究に適合した機能を持つダイセットの開発設

計・製作・セッティングを行う。 

 

3) 金型技術の研究開発 
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3-1 金型材料開発  

デジタルサーボプレスが持つ機能に適応し、高精度鍛造、難加工材料の鍛造

を効果的に実現する新たな金型材料の開発研究を行う。 

3-2 金型構造の研究  

デジタルサーボプレスが持つ機能に適応した構造、製造法を含む総合的な金

型技術の開発研究を行う。 

 

4) 鍛造試作研究 

デジタルサーボプレスが持つ機能に適応した代表的対象鍛造品を選定し、その

鍛造工法を構築する。 

4-1 鍛造品設計、工程設計 

試作対象品の CAE 鍛造解析（前述 P64⑧の手法の構築と平行して）を用いて

鍛造品設計、工程設計を行う。 

4-2 金型設計・製作 

３項開発技術を適用し、試作対象品の研究用金型設計・製作を行う。 

4-3 試験条件の設定 

本プロセスの成形に影響する因子を解析し、有効な試験条件を検討・設定する。 

4-4 鍛造試作 

試験設備・試作用金型を用いて、鍛造試作を行い、 適鍛造工法の絞り込み

のためのデータを収集する。またシミュレーション結果との比較検討・解析

を行う。 

 

5) 試作品質試験・検査 

5-1 外観性状検査、寸法検査等  

試作鍛造品の表面性状、寸法精度等の試験。検査を行う。 

5-2 材料試験、マクロ・ミクロ組織検査、非破壊検査等 

試作鍛造品の材料試験・検査および組織の観察、内部健全性の確認を行う。 

 

6) 試作品外部評価 

6-1 ユーザー評価 

試作品については、想定される需要家に実体試験を依頼し、その品質評価、

また実用化への目標値を得る。 

 

7) 適鍛造工法の確立 

7-1 試作結果、評価のデータ解析 

本プロセスの研究成果と評価を総合的に解析し、製品化対象品について、そ

の 適鍛造工法を絞り込む。 



72 
 

7-2 小規模量産試験、量産技術の確立 

絞り込んだ対象品とその工法を採用し、試験設備にて小規模量産試験を実施

し、量産時の技術条件・コストの見通しを把握し、 適鍛造工法を確立する。 

 

本計画はプロセス研究開発であるが、現段階でプロセスとしての到達目標は加工荷

重を 1/2～1/5 に低減することを考えている。 
開発対象鍛造品の候補として、インコネル製のタービンブレード、エンジンバルブ

を代表として、達成目標値を次表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3-16 エンジンバルブ       図 3-17 タービンブレード 

 

 

対象製品 技術的（品質）目標 コスト目標 

エンジンバルブ 

（図 3-16） 

 

 

 

 

インコネルなど難加工材料に

対して歪速度依存性を利用し、

低速加工による成形荷重の低

減を図り、さらにセラミックス

の特性に近い複合超硬金型材

料の開発と一体化した総合的

な鍛造加工技術を確立する。 

鍛造品コスト   30％削減  

（鍛造工法の新規開発による

生産性の向上と金型寿命向上

により鍛造コストを削減す

る。） 

タービンブレード 

（図 3-17） 

イニシャルコスト 50％削減 

鍛造コスト  30～40％削減 
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３.２.３ ベアリングレース複合鍛造新プロセスの開発 

 

(１) 技術開発の背景と必要性 

自動車産業は、地球環境問題(排ガス規制)から車体の軽量化、そのための部品の高

機能化が進められ、鍛造品においてもそのニーズが顕在化している。部品の機能は材

料特性に負うところが大きく、一般的に高機能材料を実現するには添加元素が多くな

り、鍛造が難しくなる傾向を持っている。 

こうした背景を踏まえ、従来の鍛造法と異なり、加工工程の半減（ex.4 工程を 2 工

程に）と加工荷重の半減（メタルフローを複動制御することにより加工荷重を 50%に

低減する）を目指した新たな鍛造加工プロセスを開発することによって、難加工材で

ある高 Cr 材料の加工技術を確立すると共に、加工設備能力の小型化・コンパクト化を

可能にするとともに、使用エネルギーの大幅削減（約 50%削減）による地球環境の改

善に大きく寄与することが期待できる。 

温間鍛造により高品質なベアリングレース等を製造・供給する高い評価を得ている

技術力を背景として、鍛造におけるグローバル化のなかで、競争力の維持・強化を目

指し、本技術開発を実現する。本計画では加工工程を大幅に削減（50%削減）するこ

とによるコストの見直しと、加工荷重の大幅低減（50%削減）によるランニングコス

トの半減を目指している。コスト低減の対象とするものは、自動車用のベアリングレ

ースをはじめ、ホイールハブ、トランスミッション用 CVT シャフトなど中・大物部品

の温・熱間鍛造品とし、本技術の開発により画期的なコストダウンを可能とする。 

本開発のプロセスにより、工程の短縮、金型負荷の低減による金型長寿命化、精密

化による材料歩留まりの向上等による製造コストの低減による需要家の後加工費の大

幅削減によるトータルメリットを付加・提供することで競争力の強化につながる。 

 本プロセスの幅広い製品形態への適用により、コスト低減の可能性・技術的見通し

が得られれば、多様な部品への展開が期待できる。即ち、現状の製品群とは異なる鍛

造形態の分野への市場参入も期待できる。（対象品候補として、高精度ヘリカルギア、

大形ミッション用ギア、タービンブレード等） 

自動車産業は排ガス規制の対策として、エンジンの小型化・効率化を図るためにエ

ンジン用慣性部材として高機能化を進めており、高機能材料(軽量化、高温疲労強度、

耐摩耗性)による鍛造品の実現が期待される。本計画のプロセスでは高機能材料(従来

の鍛造プロセスでは鍛造が困難)の鍛造の可能性があり、新しい鍛造品需要を創出する

ことができる。今後の製品拡大の一手段として展開が可能である。 

 

(２) 研究開発の方向性 

自己判断可能なデジタルプレスによる高度生産プロセス技術 

 

本計画は、従来の鍛造法とは異なり、次のデジタル（サーボ）プレスが持つ特性を

利用している。 
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① 加工中の速度を任意にコントロールする。 

② 加圧途中でスライドを一時停止させ、油圧装置等で金型を複動させる。 

③ 加工中に除荷・再加圧を複数回繰り返す中で金型を複動させることにより、

組み合わされた 1 種類の金型で複数工程の加工を行なう。 

 

 さらに付属装置として新しい機能を持つ複動金型機構の開発を行い、 

① 複雑形状のネットシェイプ鍛造 

② 歩留向上による材料コストの低減 

③ 鍛造工程短縮による生産性の向上、金型費の低減 

④ 成形荷重低減による鍛造設備のダウンサイジング化   

等を実現し、従来製品であるベアリング鍛造品等の製造コストの低減また需要家にト

ータルコストメリットとして提供することが可能となる。 

 

また、本プロセスの適用により、他の製品のコスト低減の可能性、技術的見通しが

得られれば、将来の製品拡大・展開としても大いなる期待が持てる。特に今後のニー

ズとして高機能材料（難加工材料）の高精密鍛造の実現が大きなポイントとなるため、

加工荷重低減、工程数の削減など生産コストの低減を可能にする総合的な鍛造加工法

をいかに早急に開発するかにかかっている。本開発の加工法はサーボプレスの加工速

度を自由に設定できる特徴と複合流動制御機構の金型の組み合わせによる総合的な鍛

造技術開発を計画する。これにより大幅なコスト低減を可能にする高度生産方式を実

現する。 

従来ベアリングを新しいベアリングの生産に順次移行し、2013 年にはその半分を新

しい加工法に変更することにより生産コストの大幅低減を図る。 

 

 

 図 3-18 鍛造品の生産額推移 

図 3-19 2013 年度の生産比率 
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ベアリング以外の鍛造品（CVT シャフト、ハブフランジ）へ開発した技術を展開す

ることにより、ベアリング以外の鍛造品の生産を行ない、もう一つの柱（2013 年には

10%以上の売上に貢献する鍛造品の受注を目指す）とする。           

 

(３) 技術的課題 

本テーマはデジタルサーボプロセスによる鍛造プロセスの研究であり、その達成

のための技術的課題は以下のとおりである。 

 

① 本プロセスの優位性の確認 

② 本プロセス適用対象製品の選定 

③ 試験装置の必要機能、仕様の検討・確定 

④ 本プロセス適用の金型構造設計、製作技術の確立 

⑤ 試作の試験条件の検討・確定 

⑥ 試作品の機能・品質試験法の検討・確定 

⑦ 適鍛造工法(製品別、量産対応)の確定 

⑧ 本プロセスの CAE 解析手法の確立 

 

(４) 研究開発の進め方 

 本計画の技術課題に対する解決法として次の研究開発を行う。 

 

1) 調査研究 

1-1  関連技術調査、技術動向調査 

本技術の関連する国内外の技術調査、特許調査および研究動向調査を行い、

その優位性を確認する。 

1-2  技術適用対象製品調査 

本技術を適用する対象鍛造品および将来の製品化・試作対象品の調査と需要

家のヒアリングを行い、開発の目標値、要件を確認する。 

1-3  対象製品絞込み 

1-2 調査に基づき、試作研究の有効な対象品、実用化・製品化対象品の絞込

みを行う。 

    1 次、２次、 終と研究開発の結果にあわせて絞り込み作業を行う。 

 

2) 試験設備・付属設備導入 

2-1  試験用デジタルプレス作製・据付・作動確認 

本研究に必要とする研究設備(デジタルサーボプレス)の仕様を確定し、その

設計・製作・据付と機能・性能の確認を行う。 

2-2  付属ダイセット開発設計・製作 
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精密鍛造の開発研究に適合した機能を持つ複動機能を持ったダイセットの開

発設計・製作・調整を行う。 

 

3) 鍛造試作 

3-1  鍛造品設計、工程設計（CAE 鍛造解析） 

試作対象品の CAE 鍛造解析(手法の構築と平行して)を用いて鍛造品設計およ

び、 適な工程設計を行う。 

3-2  金型設計・製作 

試作対象品の研究用金型設計・製作を行う。 

3-3  試験条件の設定 

本プロセスの成形に影響する因子を解析し、有効な試験条件を検討・設定す

る。 

3-4  鍛造試作 

試験設備・試作用金型を用いて、鍛造試作を行い、そのデータの収集・シミ

ュレーション結果との比較検討・解析を行う。 

 

4) 試作品質試験・検査 

4-1  外観性状検査、寸法検査等 

    試作鍛造品の表面性状、寸法精度等の試験。検査を行う。 

4-2  材料試験、マクロ組織検査、非破壊検査等 

    試作鍛造品の材料試験・検査および組織の観察、内部健全性の確認を行う。 

 

5) 製品評価 

5-1  ユーザー評価 

試作品については、想定される需要家に実体試験を依頼し、その品質評価、

また実用化への目標値を得る 

 

6) 適鍛造工法の確立（対象製品毎） 

6-1  試作結果、評価のデータ解析 

本プロセスの研究成果と評価を総合的に解析し、製品化対象品について、そ

の 適鍛造工法を絞り込む。 

6-2  小規模量産試験、量産技術の確立 

絞り込んだ対象品とその工法を採用し、試験設備にて小規模量産試験を実施

し、量産時の技術条件・コストの見通しを把握し、 適鍛造工法を確立する 

 

本計画は複合流動制御プロセス研究開発である。プロセスとしての到達目標は 

① 加工工程数を 4 工程から 2 工程に削減する。 

② 加工荷重を従来の加工法における荷重の 1/2 に低減する。 
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このため、開発対象鍛造品の候補として、現製品（ベアリングレース）と将来の展

開製品（ホイールハブ、トランスミッション部品の CVT シャフト等）を代表として、

達成目標値を次表に示す。 

 

 

 

今回、新しい加工法を開発にあたって対象とする鍛造品を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

対象製品 技術的（品質）目標 コスト目標 

ベアリングレース 

（図 3-20） 

加工工程を 4 工程から 3～2 工程に

削減するとともに、加工荷重を従

来加工法の 1/2 に低減する技術を

開発する。 

設備コスト   40％削減

ランニングコスト 40％削減

ホイールハブ 

（図 3-21） 

加工荷重を従来加工法の 1/3 に低

減 

（現在 25000KN クラスのプレスで

生産しているが、サーボプレスと

複合流動制御によって 終的には

能力が 6000KN クラスでのプレス

で加工可能にする技術を開発す

る。 

設備コスト   60％削減 

ランニングコスト 40％削減

 

トランスミッション部品 

（CVT シャフト） 

（図 3-22） 

加工荷重を従来加工法の 1/3 に低

減 

（現在 25000KN クラスのプレスで

生産しているが、サーボプレスと

複合流動制御によって 1000KN ク

ラスでのプレスで加工可能にする

技術を開発する。 

設備コスト   50％削減

ランニングコスト 40％削減

 

図 3-20 ベアリングレース 図 3-21 ホイールハブ 図 3-22 トランスミッション 
部品（CVT シャフト）
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ベアリングレースはもとより、ホイールハブ・CVT シャフトなど自動車にとって比

較的大物部品で温・熱間鍛造にとって設備投資金額が大きくなったり、ランニングコ

ストが高くなる部品を対象にして設備のコンパクト化、加工エネルギーの削減を目指

した。 

ホイールハブ・CVT シャフト（シーブスライディング２種、プライマリーシャフト、

セカンダリシャフト）が使われている駆動部分の構造を図 3-23 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-23 ハブ 及び ＣＶＴシャフト部分の
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第４章 素形材産業イノベーション・ネットワークの構築に向けて 

 

 

４.１ 素形材産業の新事業・新製品開発とユーザー産業の方向性 

 

今後、素形材産業は昨年策定した「素形材技術戦略」をものづくりの高度化のため

の羅針盤として、世界トップの素形材技術の維持・向上に努めていこうとしている。

素形材技術戦略では、素形材産業は、新たな技術体系の構築と軸足のシフト、提案型

産業への転換促進、素形材技術の革新を促進する基盤の構築を可能にする「技術開発

を進め、世界の製造業の生命線を握る重要技術を掌握」し、「技術の戦略的活用、事

業化等により世界市場における確固たる優位性を確保」することである。 

 

素形材技術戦略は、素形材６分野ごとに検討し、抽出された重点技術開発事項は約

340 項目、特に重要性が高いとして重要度の評価により絞り込まれた事項は 139 項目

である。これらの中で、新素形材製品は全体で 18 項目、特に重要とされたのは７項目

となっている。7 項目は、 

 

① 高融点金属の精密鋳造技術の開発（鋳造） 

② 生体材料（鋳造） 

③ 燃料電池・電気自動車部品用鍛造品（鍛造） 

④ バイオ分析、医療用マイクロデバイスの金属成形技術（プレス） 

⑤ 燃料電池セパレータ向け微細プレス加工技術（プレス） 

⑥ マイクロ部材成形・焼結技術（粉末冶金） 

⑦ 医療用微細金型加工技術（型） 

 

であるが、自動車分野の２項目を除き、他は少子・高齢化社会の到来で必要とされる

生体向け、医療向けの新たな素形材である。 

 

自動車分野に関する項目は、未来の自動車が必要とする技術で自動車産業側でも最

重点としている分野でもあり、両業界の未来の新技術に対する方向性が一致している

ことを示している。 

素形材６分野のうち鍛造分野では、「燃料電池車、電気自動車には鍛造品の設定が

なく、代わってクランクシャフト、コネクティングロッドなどの大物がなくなるため、

モータからホイールまでの駆動部品の軽量化などによる付加価値向上が急務となる。」

として燃料電池・電気自動車部品用鍛造品を重要技術とし、また、金属プレス加工分

野では、「0.1mm～0.2mm の極薄 SUS あるいはチタン板の高精度プレス技術で型、機
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械、材料の全ての技術を集結する必要がある。」と燃料電池セパレータ向け微細プレ

ス加工技術を重要技術としており、それぞれの素形材分野において重要性を把握し、

新技術の方向性を整理している。すなわち、自動車分野については、素形材業界にお

いては自動車業界の今後の新技術・新事業分野の方向性を確実に把握しており、十分

な情報交換ができ、本調査の目的としているイノベーション・ネットワークが十分に

機能していることを示している。 

その理由として、これまでも素形材業界では、全体の６～７割の重要を占めている

自動車産業とは常に深い関わりあいを持って相互に情報交換も行っていたことによる

ものと思われる。例えば、素形材センターには自動車企業も賛助会員として技術セミ

ナーや研究会等の諸活動にも積極的に参加し、素形材技術戦略の策定の際にも、自動

車企業の素形材部門の委員が参加しており、自動車産業の考え方が直接的に反映され

ている。また、多くの素形材企業が中心ユーザーである自動車産業の未来の方向性に

ついては常日頃から興味を持って情報収集に努めていたことも当然あったと思われる。

もっとも、素形材業界－自動車工業会の意見交換会も、中小企業中心の素形材業界を

素形材センターのような組織がまとめ、企画し、実現しているという経緯もあり、個

別取引先との関係はさておき、全体的な自動車新分野等の情報収集は、こうした全体

的な情報交換の場の設定が有効で、情報収集力が大企業に比べて見劣りする中小企業

単独では簡単ではないのかも知れない。 

 

本調査において、自動車業界の視点と素形材業界の視点には重なり合うものが確認

できており、今後とも、個々の企業や個々の企業の担当者間の商取引の場を通じた情

報交換はもとより、素形材センター等の主催する懇談の場、セミナーやシンポジウム

のような交流会等を用いた情報交換の促進が期待されるところである。 

 

 その一方では、今回の新技術・新事業の対象とした航空分野に関しては、重要技術

開発事項として、 

  ① 航空機用鍛造品（鍛造） 

   ② 航空宇宙などに対応する型技術（型） 

の２つがあげられたのみであり、これらについては“重要な”技術という評価は得ら

れていない。 

航空機産業は新たな国産旅客機の開発事業の開始で未来の産業として期待が大き

い分野である。自動車分野と同様に将来に向けて技術開発に取り組むべき分野と思わ

れる。 

 

素形材産業のうち鍛造分野では、自らの業界の問題点として、「航空機部品など高

付加価値品が少なく、付加価値の低い鍛造品が多い。」としており、今後は、航空機

部品等新たな事業分野への拡大も念頭において、「精密鍛造による軽量複雑形状品な

ど高付加価値品の製造」を将来の有力な方向として位置付けている。しかしながら、
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中小企業の多い鍛造業界で、高付加価値製品とはいえ、需要量が限定される航空機産

業のニーズに応えるために技術開発や設備投資等をすることには厳しい現実がある。

これまでも、大型のアルミニウム鍛造品の需要には応えられないままとなっており、

航空宇宙分野で必要な大型鍛造品は輸入に依存せざるを得ない状況が続いている。 

航空機産業側では、この分野が大きな資本力や高い技術力を必要とするために、比

較的大規模な素形材企業の参入を期待している。しかしながら、現在の航空機市場の

規模（特に日本の製造業にとっての市場規模）や市場の特殊性もあって、素形材業界

の参入は進んでいない。世界の航空機市場は米国のボーイング社と欧州のエアバス社

の２社が極めて大きなシェアを持っている特異的な市場であり、また、航空機に使用

される部品についても規格・認証が必要という特殊な市場である。高い技術力を有し

ていても体力の乏しい中小企業にとって参入障壁は極めて高く、市場への参入は航空

機組立企業と連携を深めて、組立企業の支援を得ることが不可欠となっている。 
 
こうした状況の中で、本事業の重要側の必要とする新技術・新製品の調査結果にお

いて、 

① 64 チタンと同等特性の安価な国産チタン合金の開発 

② 設計依存度が高い鋳造品、型鍛造品の製造開発能力向上 

（大型薄肉の高強度のアルミニウムの精密鋳造部品） 

③ チタンの精密鋳造部品の製造 

④ 大型（４万トン級）鍛造プレスの設置 

⑤ 環境に優しい鉄系材料、国際価格でのアルミニウム合金材料提供設備の導入 

といった航空機製造企業からの具体的な要請も見えてきている。航空機分野は軽量で

強度の強い部材が求められる代表的な分野であり、素材としてはチタンやアルミニウ

ム合金、炭素系複合材料である。素形材加工としてはこれら高強度、難加工材の塑性

加工や精密鋳造に大きな期待がかけられている。 
航空機産業から期待の大きい鍛造分野においては、すでに記述しているように「航

空機用鍛造品」を重要技術開発事項としており、「複合材の増加により機体構造にも

変化が生じており、エンジン品も含めて設計と連携した軽量化、低コスト化技術の開

発が必要である。」とその内容を説明している。しかしながら、チタン合金や高力ア

ルミニウム合金は高比強度の難加工材でありこれまでの経験は少ない。 
 
鍛造業界においては、まずは鍛造新プロセスの開発に着手したいとしている。高強

度部材の製造・加工に適した新たな素形材プロセス（サーボプレスによる鍛造加工）

の検討である。これは以前からの課題でもあり、思い切って研究開発に着手しようと

する意識が醸成された背景には、素形材産業自らが素形材技術戦略を策定し広くユー

ザー業界に発表してきたこと、これに応えて航空機産業側からも具体的なニーズが見

えてきたことがある。 
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自らがその将来の方向を見つめ、自らの技術開発の方向を積極的にアピールするこ

とで、ユーザー産業も素形材業界に理解を深めてきた結果ではないかと思われる。自

らを提案型に変えていくことで、ユーザーのニーズを引き出すことが可能となるので

ある。ユーザー産業との相互の情報交流の更なる進展によって、鍛造業の将来像を実

現するために必要な技術開発の課題がさらに明らかになってくると思われる。 

素形材産業のイノベーション・ネットワークは、素形材産業自身が自らを提案型に

変えていくことによってより拡大してくることが期待される。 

 

素形材産業の新技術として重要度の高い生体・医療関係分野の関係では、まず鍛造

分野では「長寿社会の到来と共に人工関節、歯科補綴物等のインプラント製品の需要

が増大する。生体適合性に優れる材料の開発と共に、その加工方法の開発が望まれる。」

としており、また、金属プレス加工分野では、バイオ分析、医療用マイクロデバイス

の金属成形技術として「ナノ・マイクロ成形に適した超微細結晶粒径の素材や金型部

材の開発、ナノ精度の金型創成技術、マイクロ部品のハンドリング・組立技術、ナノ・

マイクロ成形に適したプロセス・成形機械、また、材料物性の計測評価、プロセスセ

ンシング・制御技術、数値シミュレーションなどによる変形の予測技術を確立する。

さらに、他の加工との融合による複合加工技術の開発も開発する。」としている。 
少子高齢化社会の到来で生体・医療分野の重要性はますます高まっている。この分

野において、素形材産業からまず重要技術を発信し、ユーザー側からのニーズの吸い

上げをしていく予定である。 
 
 
 

４.２ イノベーション・ネットワークの構築と新たな技術開発 

  
素形材産業では今後、新技術・新事業分野の開拓のため、イノベーション・ネット

ワークの構築に努める必要がある。このネットワークは従来素形材産業が行ってきた

一方的な情報収集ネットワークではない。 
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素形材産業の今後期待されるイノベーション・ネットワークは、素形材産業自身が

自らを提案型に変えていくことによってより拡大してくることが期待される。自らの

有する世界トップの技術にさらに磨きをかけ、あらゆるユーザー産業に対して、積極

的な従来技術の改善や新技術等の提案を行っていくことで、ユーザーの新事業を引き

出してくることが期待される。こうした素形材産業の新技術は産学官の叡智を結集し

て策定した「素形材技術戦略」が参照されるべきであり、また素形材技術戦略は今後

不断の見直しが必要とされる。 

 また、本調査では、塑性加工分野において、本調査の成果の一つとして、新技術・

新事業の可能性を切り開くための新たな技術開発テーマについて検討した。 
高強度材料、精密加工という新技術の動向に沿って、最新の“デジタル（サーボ）

プレス機械”を使用する新たな鍛造加工プロセスの開発に焦点を当てた。研究開発テ

ーマは、“速度制御鍛造による高精度ヘリカルギアの開発”、“Ni 基合金の速度制御

鍛造と耐高温特性を持つ超硬金型の開発による高度生産プロセスの開発”、“ベアリ

ングレース複合鍛造による加工工程の大幅削減と加工荷重半減を目指した生産プロセ

スの開発”で、３テーマともに全くの新製品ではなく、現在製造中の製品の精度向上

もしくはプロセスの改善という内容になっている。これは、実施計画者が中小企業で

あることから、その資本力や技術力を勘案しても、十分評価しうるものである。デジ

タルプレス機械は速度制御が可能という特徴を有し、金型の開発によって、多彩な加

工が期待されている。新技術・新事業への入口として期待が高い。本調査研究を出発

点として、これらの技術開発プロジェクトが関係者で実現されることを期待する。(了) 

新技術 

新事業 

の提案 

ポイント： 

双方向の提案 

素形材産業間の提案 

具体的な提案 

素形材産業が能動的 

図 4-1  新たなイノベーション・ネットワーク 



84 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     

非 売 品 

禁無断転載 

 

平 成 ２ ０ 年 度 

新規産業分野への素形材産業の進出に際しての課題 

及び可能性に関する調査研究報告書 

                      

発 行   平成２１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 

 

      財団法人 素 形 材 セ ン タ ー  

      〒105-0011 

      東京都港区芝公園三丁目５番８号 

      電 話 ０３－３４３４－３９０７ 


	表紙.pdf
	序 _日機連　会長_
	はしがき
	委員会名簿
	目次
	第１章
	第２章-1
	第２章-2　
	第３章
	第４章
	奥付

