
　名誉ある生産加工・工作機械部門の部門功績賞をいただき，
光栄に存じます．関連各位に感謝申し上げるとともに，部門
運営に携わる方々の何らかの糧になればと考え，これまでの
部門との関わりを振り返りたいと思います． 
　部門との関わりは’ 95 に運営委員に加わってからと記憶し
ており，その後，’ 98 に部門幹事を努める間にいくつかの興
味深い新企画に関わりました．当時はバブル経済の影響で製
造業へ就職する学生が少なかったため，これを支援しようと
いうことで「学生対象セミナー」を初めて企画しました．多
くの学生を集め，企業の方がプレゼンテーションを行い，さ
らに会場周辺に設けたブースで個別の対応を行うという形式
は，今となっては一般的かもしれませんが，冷や汗をかきな
がら実施しました．
　啓蒙的な稼働として「中高生対象セミナー」も初めて実施
しました．内容はエンジンの分解組立てを経験させるという

ものですが，本田技研工業の埼玉製作所（当時）にお邪魔し
て趣旨を説明し，汎用エンジン 10 台をお借りするとともに
説明もお願いするという話をまとめ，これを実施した時は強
い興奮を覚えました．
　これらの活動に対して科学研究費補助金（成果公開発表）
を申請し，獲得できたことも強く印象に残っています．自身
の研究のために科研費を申請するのは当然でしたが，このよ
うな制度があることも当時は知らず，部門長からの指示でこ
れを行ったように思います．
　さらに京都大学で行われた第 1回部門講演会の開催に関与
できたことも強い印象として残っています．今は亡き垣野
義昭教授を実行委員長として開催し，3 月開催ということも
あってきれいな桜も印象的でした．
　これらの活動を通じて「何か新しいものが始まる」という
興奮や「わくわく感」，活力に溢れていたのが私の記憶にあ
る「生産加工・工作機械部門」です．好景気という時代的背
景も強く作用したとは思いますが，運営委員会も活気に満ち
ていたように思います．
　その後，立場が変わって部門運営を主導するようになり，
自分が経験した「わくわく感」を後進に伝えねばなりません
でしたが，これが行えたかどうかについては強い疑問が残り
ます．学会活動は本来ボランティア活動であり，本務に支障
のない範囲でこれに参加する動機付けを後進に与えることが
できなければ，その役割を果たせていないからです．各大学，
各企業ともに余裕がなくなってきているように思え，ボラン
ティアに割ける時間も限られるのは事実だと思いますが，そ
れに勝る魅力を部門，ひいては学会が発信し続ける必要があ
ると思います．
　今後の部門運営に直接的に関与することは難しいですが，
間接的には関与を続けたいと考えております．関連する方々
には引き続きよろしくお願いいたします．
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　この度は，歴史と伝統ある機械学会生産加工・工作機械部
門の部門技術業績賞と言う大賞を頂き，大変光栄に思います．
又、この受賞理由が長年に渡り金属光造形複合加工機の開発
に貢献して来た事が評価され、喜びも一塩です .
　今世界中で「モノづくり」の新しいツールとしてAdditive 
Manufacturing(AM) が話題に登っています . 特にここ 2,3 年
は金属によるAMが注目を集めており、航空機業界、医療機
器業界を中心にこの技術をモノづくりに積極的に取り入れよ
うとアプリケーションへの適用に力を入れています .

　生産加工・工作機械部門より栄えある「研究業績賞」を賜
りましたこと，まことに光栄に存じますとともに，心より御
礼を申し上げます．この度の受賞は，小職が慶應義塾大学助
手に就任以来，長年に渡りおこなってまいりました，工作機
械主軸や案内面を中心とした構成要素の高度化に関する研究
を評価いただいたものと考えております．
　小職が，工作機械要素の研究に従事するきっかけとなりま
したのは，大学院修士課程における研究テーマとして，静圧
軸受の動特性解析に関する研究を，当時の指導教授であられ
た稲崎一郎先生から薦められたことによります．静圧潤滑方
式を工作機械の案内面や主軸受に適用する技術は，加工機の
超精密化の流れにのって当時の研究課題として学会でも注目
されておりました．和田龍児先生の文献を読み，レイノルズ
方程式を基礎としてこれに変分原理を適用し，有限要素法に
よって軸受すきまの圧力分布や消費流量を求めるプログラム
を作成し，合わせておこなった実験によりその妥当性を検討
しました．修士課程修了後，引き続き博士課程へ進学し，「静
圧軸受の最適設計」という題目の学位論文により工学博士の
学位を授与されました．その年に、大学助手に就任し，１年
後に，アーヘン工科大学の機械要素研究所に訪問研究員とし
て１年間留学いたしました．このあたりから，空気静圧案内
の研究に従事し，世界で初めての，静圧空気送りねじの開発
研究に参画することができました．約 40 年にわたる研究人
生を振り返りますと，その原点は，流体潤滑にあり，軸受す
きまの流体の流れを支配する方程式として，Navier‒Stokes
方程式と，Reynolds 方程式にあります．まさに，小職の研
究上の心の故郷はこれらの流体潤滑に関わる方程式にありま
して，アーヘン工科大学留学から帰国した後の研究課題とし
ては，研削加工における研削液の供給問題，高速転がり軸受
の潤滑問題，空気静圧軸受の高剛性化問題，工作機械主軸の
ラビリンスシールの設計問題，MQL潤滑による切削加工な
ど，多くの研究課題が潤滑技術に関連するものでした．「三
つ子の魂百まで」と言われますが，研究者として幼かったこ
ろの経験がその後の研究人生に大きく影響しているものだと
思い返すところです．15 年ほど前からは，機能性流体のひと
つである電気粘性流体に関心を持ち，さらにこれをゲル化し
た電気粘性ゲルを企業と共同開発して，これを工作機械要素
に適用する研究に熱を入れました．その後，関連技術を含め
て現在本学の准教授として活躍されている柿沼康弘氏によっ

て大きな成果へと導かれました．
　現在は，CFRP などの複合材料の高能率・高精度加工やガ
ラス材料の微細加工に興味をもって研究を行っております
が，約６年前から仰せつかっております理工学部長の職務と
しての学部と大学院の管理運営に時間が割かれ，研究に従事
する割合が減っていることは否めません．この度，賜りまし
た「研究業績賞」に恥じないように，大学教員としての残り
の時間を大切にして，研究の遂行を通じて後に続く研究者・
技術者の育成に努めてまいりたいと思います．
　最後になりましたが，これまでの小職の研究教育活動を支
えてくださった学界・産業界の諸先輩の皆様，研究室でとも
に研究を遂行した後輩諸君に改めて心より御礼を申しあげる
次第です．
　生産加工・工作機械部門の今後の益々の発展をお祈り申し
上げます．
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　AMの大きな特徴は、内部構造を自由に構築できるとい
う事とカスタムメイドが出来るという事です . 従来の加工方
法では内部構造を自由に構築する事は出来ません . 中実が基
本となりモノづくりが行われているからです . 内部構造を自
由に構築できるという事は、軽量化や内部に流体を流すこと
での冷却効率アップ等が可能になります . つまり部品その物
の付加価値を今まで以上に上げる事が可能になるという事で
す . 又、カスタムメイドは医療機器には最適であり個々の体
に合った機器を製造できます . 特に欧州ではデンタル関係で
のAM適応が既に始まっています .
　マツウラは 2003 年に現 LUMEXの第一世代を量産開始し
ました . 現在は第四世代まで改良を重ねています . マツウラに
とってレーザー技術、積層技術は全く初めての試みで有りま
したが、松下電工 ( 現パナソニック ) と言う良きパートナー
に恵まれた御蔭でここまで来られたと感謝しています .
　開発を開始して約 15 年が経ちます . 新技術開発としては粉
末積層・燒結に関する事が主で、特許についても積極的に出
しながら先行技術開発者としての優位性を最大限利用してい
ます . 一方商売にならない中での開発で有った為、国の補助
金制度等も最大限利用させて頂きました .
　しかし、長年開発を継続して来ましたが弊社の積層造形技
術と欧米勢の技術とを比較した場合、未だ欧米勢の先行を認
めざるを得ないというのが現状です。一つの大きな理由とし
ては、市場の成熟度の違いがそのまま技術レベルの違いに現
れている感じがします .
　日本の工作機械の技術は世界一です . それは、ユーザー側
のモノづくり技術が世界一という事と一致します . メーカー
による新技術開発力とユーザー側の生産技術開発力とは一心
同体で進んで来ています .
　一方AMに関して言えば、AM技術を使い新しいモノづく
りに挑戦する日本企業の数は欧米に比べ圧倒的に少ないのは
認めざるを得ません . つまり、欧米と違い機械開発側と使用
側との協業が進んでいないことを意味します . 又、競合が近
くにいるというのも商品力アップには不可欠です . この意味
でも長年競合が日本国内ではいませんでした . その為にマー
ケットが育って来なかったというのも事実で、近年競合が出
てきている事は大変喜ばしい事と認識しています .
　新技術を育て世に認めてもらう為にはそれ相当の年月が必
要で企業内での理解・忍耐が要求されます . 例えば、高速切削、
5軸加工、リニアモーター等が汎用的に使われる様になるに
は 10 年以上の年月が必要でした . 現場には保守的な考えが根
本的に有り新しい技術をそう簡単には認めてくれません . そ
れに負けない意思を持って継続的に技術開発を進める必要が
有ります .
　AMの世界も同様の事が言えますが、ちょっと違った一面
が有ります。単に現場だけの意識改革だけではなく、その源
の商品開発部門自体の意識改革も必要となります . 今までの
モノづくりの常識を商品開発関係者が捨てる勇気を持つ必要
が有ります . つまり、単に従来通りの技術開発を行うだけで
なくAM技術を真に理解し開発コンセプト自体を変え生産
部門までコントロールをする必要が有ります . 今はこの点を
理解して貰う為の啓蒙活動を我々メーカーが率先して行う必
要が有ります。この点が最も難しく今までとは違った一面で

有ります .今までの売り方では通用しなく、所謂「ソリュー
ションセールス」を前面に出し、具体的なアプリケーショ
ンの提案、そしてメリットを示すことが必要となります . こ
こを進めなければ機械自体の技術開発の努力が認められませ
ん . ここにAM技術の汎用技術化への大きなハードルが有り
今はこのハードルを越えようと必死なっているのが現実です .
　AMに関する基礎技術の解明についてはまだまだ研究開発
の余地が有ると考えています . レーザー焼結のメカニズム、
粉末成分とレーザー焼結の関係による機械特性解明及び特性
アップ技術、焼結時発生するヒュームのコントロール及び低
減技術等々、我々企業だけで解決出来ない部分が多々あり、
学の協力が必須と考えます . この点でも欧米は先を走ってい
ます。今後は大学、研究機関とのタイアップによる基礎技術
の解明、技術開発を早急に進める必要が有ります . そして、
これらの研究を通じて開発された最新技術を積極的に論文に
し、世にAM技術のメリットをいち早く認知してもらう事が
必要と感じています . 欧米勢に早く追いつく為には、これも
啓蒙活動の一つとして強力に推し進める必要が有ります .
　最後に、改めて名誉あるこの賞を頂いた事に心より感謝し、
そして最もモノづくりに近いテーマを扱うこの部門が更に発
展する事を祈念しつつ、賞に恥じぬよう、部門に貢献出来る
よう私自身今後も努力して行く所存です .
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1．はじめに
　工作機械は生産性向上のため，高速化・高精度・複合化・高
機能化と様々な進化を遂げてきた．ものづくりの要求が多様
化する中，新たな加工法の融合により，さらなる生産性の向上
が期待できる．そこで，工作機械の新たな可能性を開拓すべ
く，3軸立て形マシニングセンタに摩擦攪拌接合機能を融合さ
せたハイブリッド複合加工機を開発した． 

2．加工エリアの分離
　切削と接合機能を両立するため，テーブル固定・トラベリン
グコラム型の3軸立て形マシニングセンタ「VTC-530/20」( 図
1) の主軸に摩擦攪拌接合ツールを装着する機構を組み込ん
だ．切削を行うとクーラント飛沫や切り屑が飛散するが，接合
作業はクリーンな環境で行うことが望ましい．そこで，加工エ
リアは中仕切り板を使用して切削エリアと接合エリアに分離
することで，接合におけるクーラントや切り屑の影響を最小
限に抑えることができる．主軸は一つなので切削と接合は同
時に行えないが，切削中に接合の段取りを行うなど，パレット
チェンジャのように使用できる．

3．摩擦攪拌接合ツール
　一般的な摩擦攪拌接合(Friction Stair Welding :FSW) は図2 
a) に示すような丸棒状のツールを，FSW専用機のスピンドル
に装着する．ツールを回転させ，径の大きいショルダと呼ばれ
る部分で材料表面を摩擦すると，発生した摩擦熱で材料が軟
化する．同時にツール中心のピンまたはプローブと呼ばれる
突起で材料を攪拌することで接合を行う．ショルダは，攪拌し
た材料が切り屑として排出されることを防止する役割もある
ため，接合中はショルダを材料に押し付けておく必要がある．
この時の押し付け反力はスピンドルのベアリングで受けるた
め，FSW専用機では高予圧・高剛性のベアリングを採用する
必要があり，主軸の高速回転が困難となる．FSWを適用する
代表的な材料であるアルミニウム(Al) 合金の切削には高速回
転する主軸が好ましく，従来のFSW専用機では高速切削との
両立は困難であった．
　そこで，接合ツールには図2 b) に示す非回転ショルダ式
FSW (Stationary Shoulder FSW :SSFSW) ツールを採用し
た．ショルダはハウジングを介して主軸の構造体に固定され，
内部でスピンドルに装着されたピンのみが回転する．押し付
け反力はスピンドルではなく主軸構造体で受けるため，通常
のマシニングセンタと同様のスピンドル構造とすることが
でき，高速切削加工とFSWの両立が可能となった．一般的な
FSWと比較して，ショルダ回転による摩擦熱が発生しない
分，ピンの回転速度は大きくなるが，ショルダは材料表面を滑
るだけなので，滑らかな接合面が得られる．
　この機械で製作した冷却板のサンプルワークを図3に示す．
Al 合金製のベース板に冷却水が流れるS字形状の水路を切削
加工し，その上に同種材のAl 合金や異種材の真ちゅう･銅で
ふたをし，FSWで接合した．FSWでは異種材の接合も可能な

ため，様々なアプリケーションにおいて放熱率向上や軽量化，
コスト削減など様々な効果が期待できる．

4．おわりに
　マシニングセンタにFSW機能を融合することで部品加
工，接合，仕上げ加工を一台の機械で行うことが可能なハイブ
リッド複合加工機を開発した．切削とFSWをフレキシブルに
使い分けることができるため，両方の機能が必要な製品の製
作はもちろん，時期によって切削のみの製品も扱うような，多
品種少量生産を行うユーザーにおいても機械の稼働率の向上
が期待できる．また，接合を行うために専用機の購入や専門業
者に依頼する必要が無いため，生産性やコスト面で有利とな
る．今後も，ハイブリッド複合加工機を通じて新たな価値と可
能性を模索し，世界のものづくりの発展に貢献していきたい．

技術レポート

摩擦攪拌接合と切削加工を融合したハイブリッド複合加工機

ヤマザキマザック株式会社　蜂谷　正泰

図 1　VTC-530/20 FSW

図 2　摩擦攪拌接合ツール

図 3　サンプルワーク（冷却板）
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　平成 27 年 11 月 28 日（土）に理工系大学生，大学院生，
高専生を対象としたセミナー「ものづくり最前線」が，大阪
市の大阪府立ドーンセンターで実施されたので，その内容に
ついて報告する．
　本セミナーは日本機械学会より「機械工学振興事業資金」
の助成を受けて実施された．将来機械工学関連の技術者とな
る学生を啓蒙することが本講演会の目的であり，講演会への
参加は無料である．機械工学を学ぶ学生が大学・高専で「も
のづくり」に関するより深い知識を得る以外に，技術者の製
品開発への関わりを知っておくことも将来に備えるうえで
大変重要であるため，様々な分野の企業から技術開発に関連
する内容を講演していただいた．最新技術の他に今後の技術
動向についても学ぶことのできる非常に興味深い内容であっ
た． 
　近隣の大学生や高専生が参加し，参加学生数は 23 名であっ
た．各講演後は参加学生からは質問時間が足らなくなるほど
活発な質疑があったが，それらに対し丁寧にお答えいただ
くなど，アットホームな雰囲気であった．講演会に対する学
生からの反応は，様々な業界の話を聞くことができ，将来の
進路について考える上で非常に役に立った等の感想が多くあ
り，本講演会の目的を果たすことができたと思われる．
　以下に講演者および講演内容の概要を紹介する．
（１）クリーンディーゼル開発最前線
　　　　　　　　　 マツダ株式会社パワートレイン開発本部
　　　　　　　　　　　    エンジン性能開発部　牛谷　真樹
　新型 1.5L 低圧縮比クリーンディーゼルエンジンについて，
優れた走行性能およびクリーン排気，熱効率改善を高次元バ
ランスで実現した新技術とそのエンジン性能について紹介さ
れた．
（２）　私たちの生活と工作機械
                ヤマザキマザック（株）制御設計部　鈴木　康彦
　工作機械とはどういうものか，どんなことができるのかに
始まり，1ミクロンメートルの精度や１Gの加速度，10000回転
/分の回転速度，1ミリ秒の時間など 家庭や学校での生活で
はあまり体感することのない工作機械の世界が紹介された．
（３）電気自動車，ハイブリッド自動車用リチウムイオン電
　　　池の開発
　　　　　（株）GSユアサ 研究開発センター研究開発戦略室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片山　禎弘 
　自動車の電動化のキーデバイスの一つがリチウムイオン電
池であり，その性能はここ数年で大きく進化しつつある．リ
チウムイオン電池の原理・材料・構造・製造方法といった基
本技術から，リチウムイオン電池の現状性能とその課題，さ
らには次世代リチウムイオン電池の研究開発状況について紹
介された．

（４）建築・土木用鋼材製造技術開発の最前線
          新日鐵住金（株）和歌山製鐵所　形鋼部　河合　雅典
　高層ビルなどに使用される建築鋼材・港湾や河川などｲﾝﾌﾗ
整備に使用される土木用鋼材の商品・プロセス開発の事例を
通じ，「総合力世界No.1 の鉄鋼メーカー」を目指す技術者の
ものづくりへの熱い思いが紹介された．
（５）非球面モールドレンズとその加工技術
             パナソニック（株）生産革新センター　田中　主税
　デジタルカメラ等の光学商品に用いられる非球面レンズの
モノづくりにおける加工技術について，具体例を用いて紹介
された．
　
　最後に，ご講演いただきました講師の方々には，休日にも
かかわらず遠方からも来ていただくなど，大変ご面倒をおか
けしました．改めて感謝いたします．

部門講習会・セミナー開催報告

理工系大学生・大学院生・高専生を対象としたセミナー「ものづくり最前線」
（生産加工・工作機械部門　企画）　

大阪府立大学工業高等専門学校　田代　徹也

図 1　パナソニック　田中主税氏の講演の様子

図 2　GS ユアサ　片山禎弘氏の質疑応答の様子
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　2015 年 8 月 28 日（金）に生産加工・工作機械部門企画の
講習会『明日から使える「難削材加工」の実際』を東京電機
大学 東京千住キャンパスにて開催いたしました．企業および
大学の技術者・研究者 25 名の聴講者にご参加いただき，6名
の講師による盛況な講習会となりました．高強度・軽量 ･耐
熱性等の高い機能を有する耐熱合金，Ti 合金，CFRP などの
難削材は，金型，発電用機器，航空・宇宙機器，自動車など
を中心に活用が益々広まってきており，これらの難削材を効
率的に加工しようという取り組みが進んでおります．本講習
会では，近年，加工技術に関する研究者をはじめ，工具メー
カーや工作機械メーカーなどがそれぞれの立場で開発した技
術に関する最新動向を各分野でご活躍の講師の方よりご講演
をいただきました．
　冒頭に，本講習会の基調講演として東京電機大学　松村 隆 
教授により「難削材の切削シミュレーション」と題して，難
削材とは何かの定義を説明していただくとともに切削現象の
捕らえ方を解説していただきました．具体的な事例としまし
て，チタン合金および炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
に対する異方性をもつ材料とした切削シミュレーションを示
し，その実験結果の動画やシミュレーターのデモを混じえて
紹介していただきました．エンドミルやドリルで異方性材料
に切削することに対して，新たな視点を与えていただける非
常に興味深い内容でした．
　次に，株式会社牧野フライス製作所 髙尾 辰徳 氏より「プ
ロセスの安定化を意識した難削材加工」と題して，チタン合
金に対する超重切削加工の合理性が紹介されました．チタン
合金に対する軸方向切込み量は，工具寿命に大きく影響を及
ぼさないため，できるだけ大きくすることを目指して，重切
削負荷に耐える機械構造や大流量スルースピンドルクーラン
トを備えた工作機械の開発を示されました．また，FF-Ti 加
工と呼ばれる，切りくずを切削点から瞬時に排除し，高品位
な加工面を得る加工法が提案され，エンドミル 1本での荒か
ら仕上げ加工まで実施されています．以上のようなプロセス

の安定性向上を実現することが，低切りくず噛み込みリスク
や低加工負荷を軽減し，工具寿命の安定をもたらし，高い能
率を達成できるそうです．これらの加工法は，自動運転や半
自動運転の実現が見込めるために，加工コストの大幅削減を
もたらす技術であることが概説されました．
　午後の講演では，株式会社タンガロイ 吉田 悟 氏より「難
削材の加工技術を支える切削工具」と題して，Inconel718
および Ti-6Al-4V に対する切削工具とその加工事例につい
て，ご紹介いただきました．せん断角や切りくずの形状を
切削シミュレーションで解析することによって，びびり振
動などによる工具の欠けや損傷を予測されています．また，
Inconel718 および Ti-6Al-4V の加工条件として，それぞれの
切削速度，送り，すくい角とフライス工具の刃数を提案され，
さらには切削幅，切込み，切れ刃強度を切削データより補完
することで見出されていました．
　引き続き工具メーカーとして，住友電工ハードメタル株式
会社 沖田 淳也 氏より「難削材加工用旋削工具の開発と加工
事例の紹介」と題して，難削材旋削用チップブレーカ，ステン
レス加工用超硬コーティング，Ti 合金の高速旋削とスピニン
グリールによる高送り旋削と多岐に渡った旋削加工に対する
話題をご提供いただきました．耐熱性の高いコーティングや
CBNのような高い耐熱性を有する材種が有利となることに加
えて，PCD工具のような高熱伝導工具材種や高圧クーラント
との組み合わせが有効であることが示されていました．
　次に工作機械メーカーとして，オークマ株式会社 石原 洋
成 氏より「難削材加工の高能率化を実現する技術」と題して，
シンクロドライブおよび加工条件検索機能 “加工ナビ” といっ
た技術についてご紹介いただきました．シンクロドライブの
ひとつとして，FS 制御と呼ばれる一刃送り可変制御機能に
よる切削力の均一化が，工具摩耗の進行を均等にし，チッピ
ングを抑制することが成功できることを示されました．また，
自励型再生びびりと強制びびりの発生要因を説明し，びびり
抑制の原理を紹介した上で，切削条件，加工面品位，工具寿

部門講習会・セミナー開催報告

明日から使える「難削材加工」の実際

熊本大学　坂本　重彦

基調講演の様子 参加者のみなさん
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　2015 年 12 月 1 日（火）に生産加工・工作機械部門企画の 
講習会『次世代ものづくりの新しいツール「金属 3Dプリン
ター」の可能性について探る』を株式会社松浦機械製作所 東
京フォーラムセンターにて開催しました．企業および大学の
技術者・研究者 30 名の聴講者にご参加いただき，5名の講師
による盛況な講習会を開催することができました．
　3Dプリンター技術は，一昨年より世界中で注目を浴びて
きており，毎日マスコミを賑わせております．一説では，こ
の技術は「第三次産業革命」のツールとも言われており，特
に米国・欧州では航空機および自動車産業におけるものづく
りへの応用に向けかなりのスピードで開発が進められていま
す．本講習会では，近年，3Dプリンターに関する研究者お
よび技術者が，それぞれの立場で開発された技術に関する最
新動向を各分野でご活躍の講師の方よりご講演をいただきま
した．
　本講習会の基調講演として，芝浦工業大学 安齋 正博 教授
により「3Dプリンターで変わるものづくりの未来？～積層
造形の基礎と応用～」と題して，3D プリンターの概略と，
各種手法におけるメリット・デメリット，その課題と将来を
解説していただきました．3D造形のアイディアを具体化す
ることは高額な費用を投資すれば可能である時代となりまし
た．しかしながら，3D造形装置を販売することを前提とす
ると，具現化すべき手法は限られてしまいます．また，3D
造形はXY平面での動きが主体であり，Z軸は同時制御され
ていないことから 2.5 次元の制御といえ，マシニングセンタ
ほど高精度ではなくとも加工できるともいえます．3Dプリ
ンターが活躍できる場は，金属の削り出しではできない部品
を設計して，部品の軽量化とコストダウンを目指すことであ
り，3Dプリンターと切削加工との棲み分けが重要でもあり
ます．最後に，材料が金属でもプラスチックであっても，3D
プリンターでは線状に積層する構造で製品を作ることから，
製品のアプリケーションを主体に異方性材料として活用する
ことを視野に入れるとの考えを，新しい発想かつ物事の捉え
方としてご提案頂けました．
　次に，株式会社木村鋳造所 福田 葉椰 氏より「鋳造業にお
ける 3Dプリント技術の応用とスマートファクトリー」と題

して，中小企業が抱える問題を始め，鋳造技術が紹介されま
した．積層砂型による鋳造で，自動車関連部品の試作品，少
量多品種の製品，納期が非常にタイトなものを対象に生産さ
れ，人口砂の活用によって品質の向上に取り組まれています．
3Dプリンターに使われる砂のリサイクルによる競争力を高
めると同時に，CAEによる製品の設計および評価を行うな
ど顧客の要求を満たしております．
　午後の講演では，金属技研株式会社 増尾 大滋 氏より「レー
ザビームと電子ビーム方式の違いによる金属積層造形装置の
特徴とHIP 処理の効果」と題して，積層造形工法の特徴お
よび課題が紹介されました．ファイバーレーザでの造形では
残留応力の除去行程が必須である一方，電子ビームでは積層
1層ごとに予熱を与えるために残留応力が少なく，工程を減
らすことができるなどの大きな差異が説明されました．表面
粗さにおける評価の比較では，ファイバーレーザでの造形で
Ra.11.0 と電子ビームでの Ra.21.7 より良好になる特徴があり
ます．また金属積層造形では，CADデータを変更するだけ
で柔軟に複雑形状を製作できることが大きな特徴となってい
ます．さらに，HIP 処理をすることで内部の欠陥を潰すこと
ができる上に，金属組織を蜜にするができ，製品の強度を増
すことが紹介されました．
　引き続き，ヤマザキマザック株式会社 山崎 拓 氏より，「積
層造形と切削加工を融合したハイブリッド複合加工機」と題
して，アディティブマニュファクチャリングとしての工作機
械が紹介されました．切削加工および積層造形の両者におけ
る長所を活かした加工法を実現するためにマシニングセンタ
を開発され，指向性エネルギー堆積による金属レーザ溶融接
合にて積層造形を行われています．積層造形およびその後の
切削風景が動画で示され，削り出しと比較してハイブリット
式の加工法が低コストであることが紹介されました．
　最後の講演では，株式会社松浦機械製作所 緑川 哲史 氏よ
り，「金属 3Dプリンターが貢献できる「新しいものづくり」」
と題して，2013 年以降の 3Dプリンター革命を境に注目を浴
びている事例に始まり，「LUMEX Avance-25」の実績が紹介
されました．完全ドライの加工条件下である中，金属光造形
複合加工で寸法精度および面粗度を実質 10 ミクロン以下の

部門講習会・セミナー開催報告

次世代ものづくりの新しいツール「金属 3Dプリンター」の可能性について探る
～その課題と将来～

                                                                                                              （株）松浦機械製作所  　天谷　浩一
                                                                                                               中村留精密工業（株）    沢田   　学
                                                                                                                               熊本大学 　坂本　重彦

命と加工効率を改善する “加工ナビ” を説明されました．
　最後の講演は，三菱重工業株式会社 二井谷 春彦 氏より
「レーザによる難削材の微細加工」と題して，レーザ加工に
よる難削材への加工事例をご紹介いただきました．アブレー
ション加工と呼ぶ “短パルスレーザ加工” を行うため，従来
のレーザ加工よりも加工面には最小限の熱影響層のみとな
り，良好な加工面を得ることができるとの説明がありました．
アブレーション加工の短パルスレーザ領域とは，ナノ，ピコ，
フェムトのパルス幅に限定されているなど，切削加工とは異

なる領域の話題が提供されました．
　すべての講演において，聴講者が熱心に，真剣にメモを取
られるなど，難削材の加工に対して非常に情報量の多い，濃
い内容の講習会となりました．各ご講演の後には，多くの質
疑応答や活発な議論がなされましたことからも，聴講者にと
りまして実りが多かった１日となったのではないかと思いま
す．
　最後になりましたが，ご多忙な中，ご講演いただきました
講師の皆様には改めて御礼申し上げます．
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十分な領域まで高精度化することに成功されています．製品
事例を紹介することは守秘義務の点から困難であるが，ユー
ザーが作りたい製品を示されれば，それを実現するための
3Dプリンターとその活用法を提案することができると説明
されていました．
　すべての講演後に，本講習会の会場をご提供頂きました，

株式会社松浦機械製作所のハイブリッド金属 3Dプリンター
「LUMEX Avance-25」で実演加工を見せていただきました．
製品サンプルを含めて，5軸制御立形マシニングセンタMX-
520 の見学も行われ，多くの質問とともに活発な討論が行わ
れました．

基調講演の様子 参加者全員による記念写真

一般社団法人  日本機械学会一般社団法人  日本機械学会

部門ロゴは自由にお使いいただけます．
http://www.jsme.or.jp/mmt/info/index.html

（広報委員会）
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協賛（予定）  精密工学会，砥粒加工学会，日本工作機械工業会，
              日本工作機器工業会，日本小型工作機械工業会，
              型技術者協会，日本金型工業会，超硬工具協会，
               日本工具工業会，ダイヤモンド工業協会，自動車
                 技術会，日本自動車工業会

開　催　日　2016 年 10 月 22 日（土），23 日（日）
会　　　場　名古屋大学　東山キャンパス
　　　　　　（愛知県名古屋市千種区不老町）

募集要項
（１）発表形式は口頭発表です．
（２）講演時間 10 分，討論時間 5分，合計 15 分の予定です．
（３）セッションには，「オーガナイズドセッション：OS」と「一
        般セッション：GS」があります．
（４）使用機器は原則として PC プロジェクタです．OHPを
        使用する場合は発表申込書に明記してください．
（５）研究発表の採否・プログラム構成はオーガナイザおよ
        び部門運営委員にご一任願います．
（６）本講演会では，会員以外の方の研究発表も受け付けます．
（７）優秀な講演論文には「優秀講演論文表彰」を，登壇者
      が 2017 年 4 月 1 日現在において 26 歳未満の会員によ
      る優秀な講演には「若手優秀講演フェロー賞」を贈呈い
        たしますので，奮ってご応募ください．

講演申込方法
　原則として，生産加工・工作機械部門のサイト（http://
www.jsme.or.jp/mmt/）内の部門講演会のページにアクセス
し必要事項をご記入いただいたうえ，オンラインでお申込み
ください．
　「若手優秀講演フェロー賞」審査のため，登壇者の会員資
格を必ず明記し，登壇者が審査対象者（2017 年 4 月 1 日現在
において 26 歳未満の会員（正員，学生員などを含む））とな
る場合には，その旨をご記入ください．講演申込時に審査対
象者であっても，記入のないものは審査の対象外となる場合
もあります．
　なお，インターネットを利用できない場合は，本講演会の
事務手続きなどを担当いたします（株）スクープジャパン（電
話 : 03-5568-7501/ FAX: 03-5568-7503/ E-mail: conference@
scoop-japan.com）までご連絡ください．

講演申込締切日　　2016 年 6 月 10 日（金）

原稿執筆要領
学会ホームページにてご覧いただけます．

原 稿 提 出
　原則として前記の部門講演会ページにて電子ファイル
（PDF）のアップロードによる提出ですが，インターネット
の利用ができない場合は，電子ファイルを下記連絡先へお送
りください．
〒 160-0016 東京都新宿区信濃町 35 番地，信濃町煉瓦館 5階
日本機械学会 生産加工・工作機械部門 担当職員 大通 千晴
電話 03-5360-3500 ／ FAX 03-5360-3508 ／
E-mail: daitsu@jsme.or.jp
　学会で集計後にオーガナイザへまとめて送付しますので，
オーガナイザに直接原稿を送らないでください．また，紙に
印刷したものでの提出はできませんので，ご注意ください．

原 稿 枚 数　　A4 判 2 枚

原稿締切日　　2016 年 8 月 8 日（月）

オーガナイズドセッション（OS）／ 一般セッション（GS）
募集テーマ
発表申込ページの「特定セッション」欄に，希望するセッション
記号（例：OS10，GS1 など）をご選択ください．各セッション
の内容などに関する質問は下記のセッションオーガナイザへ
お問い合わせください．

OS1   最新工作機械
         ◎白瀬敬一（神戸大），松原　厚（京都大），
            村木俊之（ヤマザキマザック）
OS2   最新機械要素技術
         ◎藤井健次（THK），由井明紀（防衛大），
            吉岡勇人（東京工業大）
OS3   工具・ツーリング
         ◎加藤秀治（金沢工業大），坂本治久（上智大），
            岡田将人（福井大），赤松猛史（日立ツール）
OS4   生産システムとCAD・CAM
         ◎森重功一（電気通信大），妻屋　彰（神戸大），
            成田浩久（名城大），中本圭一（東京農工大）
OS5   加工計測・評価
         ◎高谷裕浩（大阪大），高橋　哲（東京大），
            佐藤昌彦（鳥取大），神谷和秀（富山県立大）
OS6   切削加工
         ◎臼杵　年（島根大），松村　隆（東京電機大），
            笹原弘之（東京農工大），金子順一（埼玉大）
OS7   研削・砥粒加工
         ◎山田高三（日本大），大橋一仁（岡山大），
            吉原信人（岩手大），嶋田慶太（東北大）

第 11回生産加工・工作機械部門講演会
（生産加工・工作機械部門 企画）

部門からのお知らせ
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　第 8回 LEM21 が京都リサーチパーク（京都市下京区）にて，
2015 年 10 月 18 日（日）～ 22 日（木）に開催されました．
総参加者は310名で，内訳は日本・大学/研究機関216名，日本・
企業 64 名，海外 30 名 (10 カ国 ) でした．
　19日開会挨拶の後，Sabanci Univ., Prof. Erhan Budakによる
"High Performance Machining Operations on Multi Tasking 
Machine Tools"，Boeing Research & Technology, Mr. Itoro 
A. Ukpe による "Future Trends in the Aircraft Industry and 
the Impact on Manufacturers" の講演があり，その後セッ
ションにわかれて発表と討論が行われました．20 日の午後
には，ETH Zurich, Prof. Dr. Konrad Wegener による "Age 
of Compensations -Chance and challenge for machine tool 
industry"，Beckhoff  Automation, Mr. Hans Beckhoff によ
る "PC-Control -Powerful and convergent integration of 
control, information and internet technologies" に続いて, 京
都女子大の西尾久美子教授から "Developmental Network in 
the Japanese Traditional Culture Industry” を講演頂きま
した．講演の場をリーガロイヤルホテル京都に移し，武田伊
久子様（宮川町・花傳）に祇園花街の舞妓・芸妓とおもてな
しの解説を頂き，懇親会が開催されました．プレナリース
ピーカーによる竹酒の開栓セレモニーの後，部門表彰となる
優秀講演論文表彰 3 件，LEM21 からの表彰となる Young 
Researcher Award 10 件への贈賞が行われました．21 日の
会議終了後，22 日に島津製作所，カシフジの見学会を行い，
盛会のうちに全日程を終了することができました．今回の会
議でできた新たな “ものづくりネットワーク” を嬉しく思う
とともに，ご支援・ご協力頂いた方に厚く御礼を申し上げま
す．

【優秀講演論文賞受賞者とタイトル】
*Kazuki TACHIBANA, Masaki MICHIHATA, Satoru 
TAKAHASHI and Kiyoshi TAKAMASU:　High-sensitive 
Optical Measurement of Fine Particulate Defects on Si 
Wafer Surface with Liquid Probe
*Ahmad Rosli ABDUL MANAF and Jiwang YAN: Press 
Molding of Si-HDPE Hybrid Lens Substrate for Infrared 
Optical Applications
*Shinya SUGANUMA, Fumihiro ITOIGAWA, Shinya 
HAYAKAW ,  S a t o r u  MAEGAWA and  Tak a s h i 
NAKAMURA：Enhancing Cutting Performance of Diamond 
Coating Tool by Edge Sharpening with Short Pulse Laser
【Young Researcher Award 受賞者とタイトル】
*Shinichi SHIRAISHI: Cutting Force Prediction in Hypoid 
Gear Machining
*Ak i t o sh i  SUZUKI :  Inves t i ga t i on  o f  Mach in ing 
Controllability in Multi-wire EDM Slicing with Group Power 
Supplying Method
*Atsushi EZURA: Wear Resistance of Austenitic Stainless 
Steel Treated by Laser Local Surface Treatment Method
*Shigeaki GOTO: Noncontact Electrostatic Force Microscopy 
for Surface Profi le Measurement of Insulating Materials
*Ryuuichirou FUJIEDA: Reserch on Molding Conditions in 
Micro Injection Molding using Laminated Tool
*Potejanasak POTEJANA: Fabrication of Nanodot Arrays 
by the Templated Thermal Dewetting Method using Nano 
Chemical Stamp Technique
*Shogo HASEGAWA: Infl uences of Geometric and Dynamic 

第 8回 JSME先端生産加工に関する国際会議（LEM21）　開催報告

実行委員長　松原　厚

部門からのお知らせ

OS8   電気加工
         ◎岡田　晃（岡山大），谷　貴幸（筑波技術大），
            江頭　快（京都工芸繊維大），早川伸哉（名古屋工業大）
OS9   レーザ応用加工
         ◎古本達明（金沢大），岡本康寛（岡山大），
            池野順一（埼玉大），比田井洋史（千葉大）
OS10   研磨技術
         ◎榎本俊之（大阪大），鈴木恵友（九州工業大），
            鄒 艶華（宇都宮大）
OS11   超精密加工
         ◎鈴木浩文（中部大），竹内芳美（中部大），
            閻　紀旺（慶応大），山形　豊（理化学研），
            福田将彦（東芝機械）
OS12   ナノ加工と表面機能

         ◎森田　昇（千葉大），諸貫信行（首都大学東京），
            金子　新（首都大学東京）
OS13   環境適応形加工
         ◎若林利明（香川大），糸魚川文広（名古屋工業大），
            酒井克彦（静岡大）
OS14   先端材料・難削材の加工
         ◎關谷克彦（広島大），坂本重彦（熊本大），
            杉田直彦（東京大），大橋忠一（三菱マテリアル）
GS1   一般セッション
         ◎社本英二（名古屋大），上田隆司（名古屋大），
            鈴木教和（名古屋大），藤巻俊介（名古屋大）

※ ◎はチーフオーガナイザ
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Synchronous Errors onto Machined Surface in 5-axis 
Machining Center
*Matthias REUSS: Reasons and Impact of Assembly 
Variations on Machine Tools
*Tao WANG: A Microstructure-based Finite Element 
Modelling of the Surface Defect Formation in the Cutting of 
SiCp/Al Composites
*Noriyuki UNNO: Miniaturization Technique for a 
Nanoimprint Mold with Line and Space Pattern Via 
Mechanical Deformation

講演の様子

竹酒の開栓セレモニー

Young Researcher Award 受賞者

No.49 春季号　2016 年 2 月 25 日発行
編  　  集　 生産加工・工作機械部門・広報委員会

発  行  者　　一般社団法人 日本機械学会   生産加工・工作機械部門
印刷製本    　（株）春恒社

  Manufacturing&Machine Tool

編 集 後 記

　生産加工・工作機械ニュースレター No.49 をお届けします．今回の技術レポートではヤマザキマザック株式会社  蜂谷様にご執筆頂き
ました．10 月の部門講演会についても，案内が記載されておりますので，是非，ご予定おき頂き，多くの方々に参加いただければ幸いに
存じます． 

委員長：松原厚（京都大学），幹事：比田井洋史（千葉大学），浅川直紀（金沢大学），千田治光（オークマ（株）），溝渕啓（徳島大学）

関連イベントカレンダー

期日 主催 名称 場所

3月 15～17 日 精密工学会 2016 年度精密工学会春季大会学術講演会 東京理科大学 野田キャンパス

9月 6～8日 精密工学会 2016 年度精密工学会秋季大会学術講演会 茨城大学 水戸キャンパス

9月 11 日～ 14 日 日本機械学会 2016 年度　年次大会

10 月 22 日～23 日
日本機械学会
生産加工
工作機械部門

生産加工工作機械部門
第 11 回生産加工・工作機械部門講演会 名古屋大学　東山キャンパス

九州大学伊都キャンパス




