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[要 約] 

需要組み立て産業の国際競争が激化するなかで、今まで品質、納期等で優位を誇ってき

た日本の素形材産業も後発地域の技術力の向上等から価格競争にさらされる状況にある。

そこで、昨年秋、世界の製造業の生命線を握る重要技術を掌握し、世界市場における確固

たる優位性を確保し、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

掌握することを 終目的として「素形材技術戦略」が、経済産業省によって策定された。 

本調査研究は、この「素形材技術戦略」を受け、新規産業分野への進出及び開発テー

マについて検討。従来からの需要 大手である自動車産業及び航空機・医療機器産業等の

新規産業分野について、鍛造技術・金属プレス技術を中心に各需要業界の現状と将来の方

向性を踏まえ、素形材ニーズの課題と可能性について新技術開発の指針を示したものであ

る。 

 

第１章 素形材産業の新技術開発の動向 

 わが国素形材産業は世界有数の技術力を有しているが、約８割が中小企業である。素形

材及び素形材ユーザーの連携による新技術開発は、ユーザー企業の新分野等における新技

術・新製品開発において必要とされる高品質・高性能な素形材開発に早い段階からの素形
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材企業の参加が重要である。 

１.１ 素形材技術戦略 

今回打ち出された素形材技術戦略は、①素形材産業の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

リオであり、 終目標は、「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」することである。 

343 項目の大分類項目の抽出、さらに中分類項目 18 に分類し、競争力の優位性、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するとともに、開発／実用化／

普及スケジュールの時期を予測しまとめた。 

１.２ 次世代塑性加工技術 

１.２.１ 未来の鍛造技術 

 日本の鍛造技術は 1990 年以後、歯車鍛造など精密鍛造方法については日本の開発が世界

に先行しており、分流法、金型駆動法などの新加工法も日本から提案されている。鍛造設

備は 1990 年代にサーボプレスが日本で開発されたが、鍛造への応用例は少ないが、今後は

ラムの自由な動きが新加工法に適しておりサーボプレスを用いた新加工法開発の可能性は

大きい。IT の高度利用は今後のキーテクノロジーであるが、中小鍛造企業への普及が遅い

のが問題である。日本の鍛造技術の目指すべき将来像は、①IT 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⑤新たな

事業分野への拡大、新素形材製品の拡大であるが、技術課題としては①ロボット・マイク

ロマシン用精密鍛造品 ②航空機用鍛造品 ③燃料電池、電気自動車部品用鍛造品 ④風

力発電用鍛造品 ⑤生体材料の鍛造品である。 

１.２.２ 金属プレス加工技術の将来 

 金属プレス技術の生産のグローバル化の中での課題は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、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である。

将来の方向性は、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

通のニーズと併せて、自動車産業では高強度・軽量化・高精度部品、情報・電子産業では
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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、

加工技術の知能化、環境対応技術、価格競争からオンリーワンを目指した商品開発である。 

 

第２章 素形材需要産業の新技術の動向 

２.１ 未来の自動車技術 

２.１.１ 自動車産業技術の課題 

 自動車は負の問題として安全の問題、環境問題、エネルギー問題がある。近年、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

開発が加速している。ガソリンエンジンの課題は、CO2を如何に減らすか、エンジンの燃焼

の制御、排気触媒で排ガスをきれいにする技術として、触媒の性能維持のため、不純物の

少ない燃料を使う新技術の開発が必要となっている。ディーゼルエンジンは課題である窒

素酸化物も、通常は酸素が多い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仕組みが出来つつある。ディーゼルエン

ジン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。 

２.１.２ 新国家エネルギー戦略と課題 

 経済産業省の「新国家エネルギー戦略」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。効果が大きいのは自動車の小型化、

軽量化であり、小型化、軽量化自動車が世の中の中心になることが期待されている。また

ハイブリット車もアイドリングをストップ、減速時のエネルギー回収でエネルギー効率改

善の切り札になっている。また ITS やその他技術で渋滞をなくし燃費改善などもある。 

石油依存度の低減は、バイオマス、天然ガスといった燃料の活用が考えられるが、バイ

オマスは燃焼時に CO2を出し、作る時に CO2を吸収するカーボンニュートラル扱いであるが、

作る時に石油も使うためトータルとしての CO2 の低減が課題である。天然ガスは量が非常

に少ないため、期待されるのは、電気自動車、燃料電池である。また自動車から鉄道、船

舶へのモーダルシフトも考えられる。 

２.１.３ 自動車の小型化 

現在の車両重量３t程度の普通車は、燃費 6.6km 程度、CO2約 310ｇ程度排出される。１t

を切るトヨタのコンセプトカーは燃費が 50km 近く CO2も 56ｇ位となる。フォルクスワーゲ

ン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り、小型化が重要に

なっている。 
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２.１.４ 電気自動車 

自動車は 10 万～15 万 km 位がライフサイクルの走行距離だが、電機自動車の場合、毎日

の充電が必要であり、５年持ったとしても使用する中で劣化していくため、電池の寿命サ

イクルは縮まってくる。ハイブリット車は電池の使い方を工夫したもので、バッテリーの

高い能力のある一部分だけを使うものである。また、アイドリングストップ、減速時のエ

ネルギーを回収する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。電気自動車はまだ低いレベルであり、普及にはさらに高いレベルがで

きるかどうかが鍵である。 

２.１.５ 燃料電池自動車 

 燃料電池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。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がコストが高

い。白金触媒の代替の課題、水素をどこから取るかの技術がまだ確立されていない。これ

らを実現するためのハードルは高い。  

２.１.６ 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

ガスまたはバイオマス、石炭から合成した合成燃料が使われるケースが増加する。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。しかし、内燃エンジン

も 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。 

環境エネルギー問題で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して環境に負荷を与えない車が求められてくる。 

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 

日本の民間航空機は YS-11 をスタートとしたものの中断。その後、ボーイング社との国

際共同開発が拡大し現在の中心的旅客機製造の一部を担当してきた。この航空機の下請け

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た。主翼をオール複合

材にすることで複合材技術というキー技術を発展させた。「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、これらが纏まっ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の機体構想は90と70の２機種を予定。飛行距離はMRJ90で3,300km、MRJ70が3,900km、

スピードはマッハ 0.78、ボーイング 737 クラスと同等である。MRJ の特長の一つが低燃費

である。現在の同クラスの機体の燃費を 100 とすると、ギアターボファンという 新エン
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ジンを使うことで燃費は約 13%低下、複合材の主翼と水平垂直尾翼を使うことで８%低下、

胴体系の工夫で合計で約 26%の低燃費の実現を目指す。MRJ のもう一つの特長は低騒音であ

る。1950～60 年代に比べ現在 20dB 低下しているが、MRJ ではさらに 10 dB 下げた低騒音を

目指す。また空気力学による機体の 適化では、離着陸時約 70dB 以上の騒音域が滑走路端

から５km 位から半分位にしようとしており、都市部の空港で非常に有効である。 

２.２.３ 航空機の構造材料 

 航空機の構造材料は、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割に減り、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。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。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。 

２.２.４ 航空機を構成する素形材 

胴体の外販シートは高さが３m、奥に向かって 10m 超えるほどの大きなアルミの板である。

垂直尾翼を結合するアルミニウムの大型の鍛造品は６万５千トンのプレスで製造する世界

大の型鍛造のアルミニウム合金製品であるが、設備に依存するため国内では作れない。

国内での購入は精密鍛造やプロトタイプであるが扉の鋳造品、精密鋳造品、主脚結合金具

の型鍛造品である。チタン合金はエンジンを留めるバルクヘッド等があるが、４万トンの

鍛造プレスで製造するため、大型鍛造プレス、精密鋳造技術が日本国内にはまだない。  

 鉄鋼材料は、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。鉄系の型鍛造品は大体国内で調達している。 

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、ボーイング 787、MRJ と開発が進められているが、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 の使用率になるかは未知数である。

小型の民間機は、MRJ のような先進技術を取り入れた環境対応型にした機体と、従来のア

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強

い。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と考えられる。

民間航空機の金属の素形材の使用量はトータルで 50%程度で推移すると思われる。CFRP の
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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りチタンの

使用量は増加している。高強度の鉄鋼材料の使用量は 10%前後をキープすると考えられる。 

 

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 

３.１.１ 自動車分野と素形材ニーズ 

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

化の加速などで大きく変化しており、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求められ、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。さらに自

動車のリサイクル性等への配慮も必要である。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。素形材製

造技術に関する課題は、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挙げられる。 

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。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る。これらの

材料は難加工材であるため、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り、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、これを踏まえた鍛造技術は 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・福祉関連は感染防止等の観点から使い捨て製品が普及し、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、使い捨て製品の利用増加が見込まれる。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るが、コスト低減化が大きな

問題である。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
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化・軽量化、身体親和性向上、低コスト化といった点にあり、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 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等といった点について産業の高度化が期待される。 

３.１.４ 塑性加工技術の高度化の方向性 

自動車分野の素形材製造技術に関する課題は、軽量化、高機能化等があげられる。航空

機分野でも高機能化、軽量化への対応が求められる。鍛造技術は、コスト削減、新たな製

造技術による高性能な製品、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る。

金属プレス加工技術では、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。循環型社会構築のためにリサイ

クル性への配慮も重要である。このため、金属プレスの技術開発の方向性は「高度化・高

付加価値化に対応した技術開発」「IT・知能化に対応した技術開発」「環境配慮に対応した

技術開発」及び「技術革新を支える技術的基盤構築」の４項目となる。 

３.１.５ 期待される塑性加工技術の新分野と課題 

新技術の方向へシフトし、新たな事業を展開するために鍛造業が抱える問題点は、①設

計など経験に頼り独自の IT 利用技術が少なく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常にコストダウンの要求があり

資金不足が経営を圧迫 ④優秀な人材が集まりにくく人材不足 ⑤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。こうした問題点を解決し、鍛造業の将来像を

実現するために、新事業分野への拡大、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 ①IT 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のような将来方向を目指すべきである。 

３.２ 新たな塑性加工技術の開発 

自動車分野の新たな方向は、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である。また航空機分野では、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などの方向である。 

３.２.１ 速度制御鍛造による高精度ヘリカルギアの開発 

自動車産業は排ガス規制対策として、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)
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による鍛造品の実現が期待される。本開発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。コスト低減を目的として、デジタルプレス

による高度生産プロセスの開発による自動車用のミッションに多用されるヘリカルギアが

想定され、将来的に幅広い製品形態に適用して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。 

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 

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考えられ、

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。 

３.２.３ ベアリングレース複合鍛造新プロセスの開発 

従来鍛造法と異なり、加工工程の半減と加工荷重の半減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り、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し、さら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。 

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、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。 

 

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 

「素形材技術戦略」では、素形材産業の新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
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界市場における確固たる優位性を確保」することとしている。その中で特に重要とされた

のは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）の 7 項目であり、自動車分野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、医療向けの新素形材である。 

鍛造分野では、燃料電池車、電気自動車にはクランクシャフトなどの大物の鍛造品の設

定がなく、「モーター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」として燃料電池・電気自動車部品用鍛造品を重要技術としている。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

重要技術としている。 

鍛造分野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「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。 

さらに、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「長寿

社会による人工関節、歯科補綴物等のインプラント製品の需要の増大。生体適合性に優れ

る材料開発とその加工方法の開発」が重要としている。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等の技術の確立。他加工と

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。 

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

を提案型に変えることにより拡大することが期待される。自らの有する技術に磨きをかけ、

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うことで、

ユーザーの新事業を引き出すことが期待される。 

 本調査の塑性加工分野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、高強度材料、精密加工という新技術の動向に沿っ

て、 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。 ①速度制御鍛造による高精度ヘリカルギアの開発 ②Ni 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 ③ベアリン



 11

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

発の研究開発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である。実施計画者が中小企業であることを鑑み、資本力・

技術力を勘案しても十分評価しうるものであり、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る。 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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