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ますと、私が部門長を務めさせて

いただきました 2015 年から 2016

年にかけては世界のものづくりの

激変を肌で感じた時期となりまし

た。 

ものづくりの高度化がグローバ

ルに加速しています。ロボット新

戦略、Industrie 4.0，

Industrial Internet といったスマートなものづくり

を実現する潮流です。 

僭越ながらオークマは、自社のスマートファクトリー

を｢自動化と熟練の技が織り成す未来工場｣と称していま

す。熟練の技は工作機械の製造の礎。熟練の技術とも読

み替えられます。熟練の技、基盤となる技術は不変の縦

の糸であり、自動化は激しく変化を遂げ、スピード感と

柔軟性が求められる横の糸と捉えています。アナログと

デジタル、サイバーとフィジカル。織り成す融合こそが

新たな付加価値を創造します。 

変えてはいけないもの、変えなければならないもの、そ

の領域のバランス判断と強弱がものづくりビジネスの競
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争力の源泉となります。縦の糸への注力は当然ながら、

ときに横の糸への徹底注力を怠ると事業が消失するリス

クと隣り合わせの側面があります。 

AI（人口知能）をめぐる議論が盛んです。この先、も

のづくりは AI とどう向き合っていくのか。そして AI を

どう創造していくのか。主体的な姿勢が重要となってい

ます。スマートファクトリー、そしてサイバーフィジカ

ルシステムのこれからに AI の果たす役割は極めて大き

い。果たして工場内外の設備機器や業務パッケージでモ

ノやサービスを単につなぎ、サイバーフィジカルシステ

ムを構築したところで、ものづくりのカイゼンと革新は

進むのか。熟練者の仕事が非熟練者でも行えるように変

わるのか。これからのイノベーションが果たすべき領域

であります。 

AI は、ものづくり現場にカイゼンとイノベーションを

もたらすために、今後ダイナミックに活用されていきま

す。現状のものづくりと社会の課題解決を思うとき、そ

の活躍のあり方には無限の可能性が拡がっています。意

思をもって AI と情報の力を活かし続けるものづくりは、

これからの日本のものづくりの強みとして発展していく

ことでしょう。 

本部門の基盤は、生産加工の学術的アプローチであ

り、それこそが工作機械の進化の礎となってきました。

そこに世界をリードする日本の工作機械の産業界のニー

ズとシーズが織り成し、ダイナミックな展開を支えてい

ます。やはり当部門の縦の糸は学であり研究活動であ

り、横の糸は産がもたらす市場ニーズであり実践開発活

動と考えます。そして産と学が織り成す部門活動が多様

性や独創性を産み、生産加工のこれからを切り拓いてい

くと信じています。 

これまで部門活動を通じて、数多くの先生方、諸先輩

のご指導、ご協力をいただいて参りました。本当に感謝

致しております。これからも工作機械に携わるものの一

人して微力ながらもこの分野に貢献できるよう務めて参

る所存です． 

研究業績賞 

研究業績賞の受賞にあたって 

 東京大学 光石 衛 

 

この度は、日本機械学会の生産加工・工作機械部門より名

誉ある「研究業績賞」を受賞いたしましたこと、大変に嬉し

く、また、光栄に思っております。関係各位にお礼を申し上

げますとともに、これまでお世話になった方々に感謝いたし

ます。 

私がこれまでに行って参りました研究について簡単に紹

介させていただきます。まず、1990 年台には、工作機械、特

にマシニングセンターに多軸力センサを組み込み実時間で

加工状態を判定し、加工条件を適切に変更してびびり振動を

回避するとともに加工能率を 大にする方法、また、学習し

た加工条件と加工結果との関係を表す安定限界線図を効率

良くデータベースとして蓄積する方法、さらに、獲得したデ

ータベースを工作機械間で共有する方法などに関する研究

を行いました。工作機械の熱変形については、マシニングセ

ンターの構造体にグループで開発した変形センサを取り付

けとともに熱アクチュエータを搭載し、ニューラルネットワ

ーク等を用いて実時間で補正する研究を行いました。 

2000 年代に入ってからは生産加工技術を医療分野に適用

した研究を行いました。人工関節置換術においては、骨を切

除する必要があり、その際骨組織にダメージを与えず、かつ、

骨の再生がより適切になるようにする必要があります。この

ための切削条件や工具などについての研究を行いました。こ

こでは、切除後の表面粗さと骨組織の再生との関係について

も研究を行いました。また、侵襲性を 小にする骨切除ロボ

ットや CAD/CAM 技術を用いた術前計

画システムに関する研究を行いまし

た。骨切除ロボットは多軸の工作機

械とも言えます。さらに、遠隔手術や

微細加工技術を駆使した脳神経外

科、眼科、小児外科を対象とした超微

細手術支援システムの構築に関する

研究を行ってきました。 

医療分野は認可制度や保険制度などの特殊な制約条件が

あるものの、本部門で扱う生産加工技術を適用できる箇所が

多く、貢献が期待されています。ある意味で課題の宝庫とも

言えるでしょう。私自身も人類の QOL 向上のためこの分野の

研究に邁進するとともに若手の育成にも積極的に関わって

ゆきたいと思います。 

また、昨今 IoT についての議論が盛んに行われていますが、

1990 年台に行っていた研究をベースにこの分野の研究とそ

の推進に貢献ができればと思っています。 

これまでの研究活動において多くの方々にお世話になり

ました。学界や産業界の諸先輩方、ファンディングエージェ

ンシーの皆様、研究室で昼夜を問わず議論や実験を共にした

先生方や卒業生・在学生、そして、大学で研究活動をサポー

トしていただいた方々に心よりお礼を申し上げます。 

後になりましたが、日本機械学会の生産加工・工作機械

部門の益々の発展を祈念いたします。
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部門技術業績賞 

部門技術業績賞の受賞に寄せて 

（株）牧野フライス製作所 小池 伸二

この度は栄えある日本機械学会・生産加工工作機械部門

の部門技術業績賞をいただき、たいへん光栄に思います。

この受賞対象は 18 年ほど前から株式会社牧野フライス製

作所で取り組んでいる、航空機構造部品加工用マシニング

センタの開発です。弊社の元専務取締役であった佐藤眞氏

の指示のもと、現社長である井上真一、現開発本部先行開

発部ゼネラルマネージャ高野和雅と私の3人で開発が開始

されました。 

弊社としてはまったく新しい分野に飛び込むことにな

り、全方位まったく先が見えないような状況で、手探りを

数年続けた後 初のマシニングセンタ MAG4 をリリースし

ました。この開発を進める中で、特に顧客とのコミュニケ

ーションは非常に大事であり、大きな投資であるこれらの

設備に何を求めるかを、根本までさかのぼって議論し明確

にしていくことが大事であると痛感しました。 

本格的に 400V を標準供給電圧とし、毎分 33,000 回転す

る高出力主軸はコンパクトかつ軽量化を達成し、主軸側の

回転軸は無限回転を可能にすることで加工効率を大幅に

向上し、長いストローク軸の駆動にはリニアモータを採用

し大型ワークの高速加工を実現しました。ところがさまざ

まな機械要素においてチャレンジした部分が多いためな

かなか安定した品質が出せず、数多くの設計変更と検証を

繰り返し、昼も夜もないような状態が続きました。当初使

い慣れない技術は営業、開発、生産、サービス部門を混乱

させましたが、それらを会社全体

で乗り越えたとき、これらの技術

はその後の弊社の重要な礎になっ

ていきました。 

機械要素改善、システム構成再編、

機種拡充などを図り、ベストセラ

ーとなる MAG3 シリーズ、大型の

MAG A シリーズ、小型の MAG1 など

で世界中の顧客の信頼を得ることができるようになり、航

空機部品加工業界に大きなインパクトを与えられるよう

になりました。ただ、この産業界からの要求はさらに高く

なり続けています。次々と新しい材料、加工方法、部品形

状が生み出され、それに必要な新しい機械・機能が求めら

れます。今後もチャレンジ精神を持ち、かつこれまでの経

験を生かし 初から高い品質を備えた製品の開発に挑ん

で生きたいと思います。 

数多くの人々の涙ぐましい努力と絞りに絞った知恵の

結集で、弊社の航空機部品加工機ビジネスは発展してきま

した。この伝統を継承しつつ、さらにその先へ目を向けて

開発を進めていきます。社内外の営業、開発、生産、サー

ビスに携わる多くの人々に感謝し、共にこの受賞を今後の

励みにしたいと思います。 

繰り返しになりますが部門技術業績賞をいただき本当

にありがとうございました。 

 

技術レポート 

IoT 時代の工場の知能化への取り組みについて 
ファナック株式会社 須藤 雅子 

 

１． 初めに 

製造業のグローバル化は現在も拡大を続け、世界中どこ

で生産しても同じ品質やコストパフォーマンスが要求され

る．同時に、製造業は、人件費の高騰や高齢化による労働

人口の減少などの諸問題も抱えている．それらを解決する

手段として、近年 IoT と人工知能の利用に注目が集まって

いる．本稿では、IoT 技術と AI 技術を同時に活用できるプ

ラットフォームである FIELD system について紹介する． 

２． FIELD system 

一般の IoT では、あらゆるものがインターネットに接続

することにより情報がクラウド上で共有され、その膨大なデ

ータを分析することで高度なサービスが提供される．一方、

製造現場に IoT を適用する場合、例えば機械のセンサ情報な

どを取得するとそのデータ量は膨大となり、クラウドで処理

するにはコストアップやレイテンシ等多くの不都合が発生

する．また、製造現場においては、外部とネットワーク接続

することによるセキュリティ上の懸念はもとより、回線トラ

ブルに起因する製造設備の停止は絶対に避けなければなら

ない． 

そこでファナックは、現場の機械（Edge）と、クラウド

との中間層である Fog レイヤでより多くのデータを処理す

る“Edge Heavy”の IoT を提案する．Fog レイヤでより多

くのデータ処理を行うことにより、高いリアルタイム性、安

全性の確保、リーズナブルなコストを実現する．それが

FIELD ( FANUC Intelligent Edge Link and Drive ) system

である．(図１) 

FIELD system は各国が主導する CPS（サイバーフィジ

カルシステム）の Industry4.0、IIC や中国製造 2025 等と対

立するのではなく、その中でモノづくりの現場をつかさどる

共通の「コア」として機能するものである． 
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図１ FIELD system 

 

３． オープンプラットフォーム 

FIELD system は、インターネットより下のレイヤに位

置し、ハードウェア構成としては工場内の一般的なネットワ

ーク接続とほぼ同等である．特徴的なのは、FIELD system

は誰もが自由にシステムインテグレーションや、アプリケー

ションソフトウェアの開発、デバイスの開発が可能なオープ

ンなプラットフォームであることである．もちろんそれらの

安全性を担保するために、パートナー登録性を導入し、認証

の仕組みが機能する． 

FIELD system 内の接続として現時点では、OPC-UA、

MT-Connect などの標準インターフェース、およびファナッ

クの通信規格が対応しているが、パートナーが独自に設計す

ることも可能としている． 

製造現場においては、多数の暦年の機械が現役で活躍し

ている．このような古い設備であっても、レガシーインター

フェースのコンバータやドライバを提供することで FIELD 

system に接続でき、生産性向上の一翼担うことができるよ

うになる．既存設備も 新設備に負けずに活躍できる環境を

整えることができるのである． 

４． 適用事例（ZDT） 

FIELD system では、まず、工場内の機器(Edge 群)をつな 

 

図２ 予防保全アプリケーション ZDT 

 

いで見える化し、次に人工知能を搭載することで、賢い・止

まらない工場を実現する．そのために様々なアプリケーショ

ンソフトウェアが用意されている． 

止まらない工場を目指す上で も必要とされるのが、予

防保全機能である．ZDT(Zero Down Time)は、Edge のデー

タを集め、診断し、保守情報を現場に通知することで、予期

せぬダウンタイムを未然に防ぐ機能である(図２)．実際既設

の工場では、ロボットの減速機をモニタし、故障の兆候を判

別することでダウンタイムを防止している．現在、AI を利用

したレベルアップ版を準備中である．今後この機能をFIELD 

system に実装し、ロボットから CNC やドライブシステム等

へも展開していく予定である． 

５． おわりに 

製造現場で使われる機器は一般に更新頻度が非常に長く、

10 年、20 年と安定的に動作することが要求される．おのず

と必要とされる IoT技術も製造現場にあったものでなくては

ならず、高い信頼性、リアルタイム処理能力等、一般の IoT

技術より求められるものも多くなる．ファナックはオープン

かつ Edge Heavy な IoT 技術と AI 技術を実現する FIELD 

system を通して、日本だけでなく世界の製造業のレベルア

ップを提案していく．

技術レポート 

薄板加工におけるびびり振動抑制用動吸振器 
株式会社日立製作所 内海 幸治 

 

1.はじめに 

工作機械や切削工具のコーティング技術の開発による

切削加工の高能率化が進む中，高速・高精度加工を行う上

で工具および工作物の高剛性化が重要な要素の一つであ

る．特に大型ポンプに用いられる大物でかつ板厚が薄いイ

ンペラの翼面切削加工(図１(a))では，板厚が薄く工作物

の動剛性が低いことから，工作物のびびり振動が発生しや

すく，加工能率や加工面精度向上が困難になる状況が生じ

る．このため従来からジグにより加工点を裏面から支持す

ることでびびり振動の回避と加工能率向上を図ってきた

が，ジグの段取り時間および製作に多大なコストを要する 

(a)従来方法             (b)提案方法 

図 1 インペラ加工方法 
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課題がある． 

そこで，従来使用されている固定ジグを用いずに容易に

翼面加工を行うため，薄板加工用動吸振器を用いた加工方

法を提案し(図 1(b))，動吸振器の設計方法の検討と試作に

よる振動抑制効果の確認を行った．本稿では概略を紹介す

る． 

2.動吸振器の設計および試作 

対象とする工作物が薄く広い板状であることから，複数

の振動モードが予測される．一般的に動吸振器は振動モー

ドごとに 適同調させる必要があるが，作業現場では位置

に依存して変化する振動モードごとに動吸振器を調整す

ることは作業性の面で現実的でない．そこで，工作物が有

する複数の振動モードに対し，同一の振動特性を有する動

吸振器を複数設置し工作物の振動を効果的に抑制するこ

とが可能な動吸振器の設計方法および設置位置をFEM振動

解析とこれを用いて作成した質点系モデルを用いて検討

した．そして，これら解析結果から適正な動吸振器の振動

特性および設置位置を複数のパターンで評価し，動吸振器

の設置位置と個数ならびに動吸振器に必要な振動特性を

決定した． 

図 2に振動解析結果を元に試作したインペラ用動吸振器

の模式図を示す．本動吸振器は Tuned mass damper (T.M.D)

方式を採用しており，錘と制振ゴムにより構成されている

ことを特徴としている．同図の動吸振器はインペラの特性

に合わせ適正な振動特性となるよう予め調整されている．

本動吸振器を図3に示すインペラ翼面の振動が大きいと予

測された複数の部位に設置することでインペラの振動を

抑制することができる． 後に動吸振器の有無および従来

ジグを用いたそれぞれの場合における 大振幅の確認と

翼面加工後の加工面の状態を比較した． 

3.試作動吸振器の振動抑制効果の検証結果 

図 4に実際のインペラ加工を行った際の加工面をそれぞ

れ示す．動吸振器を用いることで図 3 の A～E 部における

大振動が平均で 57%抑制できた．また，振動が も大き

い B部の加工面から，動吸振器を取り付けることでジグ無

しの場合と比べびびり振動が抑制されており，かつ従来ジ

グと同等の加工面が得られたことから，本動吸振器が薄肉

工作物の切削加工におけるびびり振動抑制に対し有効で

あることを確認した． 

 

 

図 2 薄板加工用動吸振器 

 

 

図 3 動吸振器を取り付けたインペラ外観 

 

図 4 動吸振器による振動抑制効果

部門講習会・セミナー開催報告 

No.16-136 講習会 

『放電加工の基礎から実践まで 

－放電加工における極間現象の解明と技術革新の 先端－』開催報告 

東京農工大学 夏 恒 

 

2016 年 9 月 26 日（月）に生産加工・工作機械部門企画

の講習会「放電加工の基礎から実践まで－放電加工におけ

る極間現象の解明と技術革新の 先端－」は，埼玉大学東

京ステーションカレッジ（東京）にて開催されました．企

業から 37 名，大学・公設研究機関から 12 名，計 49 名の

聴講者にご参加いただき，盛況に開催できました（図１）． 

放電加工は難削材の加工，微細穴・リブの加工は得意と

しますが，高速切削技術の著しい進歩により，従来放電加

工でしか加工できなかった高硬度な金型や部品材料の仕

上げ加工は，切削でも可能になりつつあるため，放電加工

のさらなる発展と技術革新が求められています．特に，複

雑な微細形状の加工技術，難加工材料の加工技術，また，

放電加工の 大な問題点ともいえる高速化技術は重要視

されています．一方，放電加工の技術革新には，加工原理

の把握と極間現象の解明は不可欠です．そこで，本講習会

では，加工原理と極間現象，微細加工，高速加工，絶縁性

材料加工に絞って，基礎から応用，そして 新研究開発成

果まで，4 名の講師に時間をかけて，丁寧に分かりやすく

ご解説いただきました．  

初に，東京大学の国枝正典教授により，「放電加工の原
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理と極間現象」と題し，放電加工の原理，加工電源，サー

ボ制御について概説していただいた後，除去メカニズムの

解明に必要なエネルギー配分の測定，プラズマ直径の特定，

透明体電極を使った極間現象の可視化などをもとに，プラ

ズマの成長，気泡の挙動，加工屑の飛散に関して，従来の

理解を修正するような 新の基礎研究結果について分か

りやすく解説していただきました. なお，放電加工の 新

技術として，曲がり穴の加工，絶縁体の加工，表面処理へ

の応用について紹介していただきました． 

次に，東京大学名誉教授，増沢マイクロ加工技術コンサ

ルティングの増沢隆久先生より，「微細放電加工の基礎と

応用」と題し，微細加工・精密加工の基礎，加工形状を指

定する要因と，形状加工および組立過程における誤差を生

み出す要因，微細放電加工の歴史と基本，加工電源，加工

方式，微細電極の作成方法，WEDG の原理と応用，汎用加工

機の問題点，微細放電加工の事例と応用について丁寧に解

説していただきました． 

続いて，上海交通大学趙万生教授により，「高速放電加工

の原理と応用」と題してご講演いただきました．放電加工

は，工具電極の損傷と工作物形状の制御不能の観点から，

放電が ms 以上持続するアークは避け，パルス幅が数十 ns

から数百μs までの過渡アーク放電を利用するのは常識と

されています．一方，アメリカ GE 社や上海交通大学の研

究グループは高速放電加工を実現するため，電極と工作物

間の高速相対運動，または電極と工作物の間に高速ジェッ

ト流により，アークの集中を解消し，安定アークを利用し

た加工技術に取り組み，注目されています．趙教授には，

アーク放電を利用する高速放電加工の実現手法と基礎研

究，応用事例，問題点について解説していただきました． 

後に，筑波技術大学谷貴幸教授より，「絶縁性材料の放

電加工技術の基礎と応用展開」と題し， 絶縁性材料の放電

加工技術である補助電極法の開発経緯，放電検知電圧の影 

響，各種セラミックスの放電加工特性，絶縁性セラミッ

クスの放電加工メカニズムについて解説していただいた

うえ，形彫り，ワイヤ放電加工，微細加工への応用，回動

ワイヤガイドを用いたワイヤ放電ミーリング法，亜鉛合金

を用いた多数穴加工や縮小成形法に関する 新の応用技

術も紹介いただきました．また，聴講者の皆様は，絶縁性

セラミックス加工技術はいくつかの偶然をきっかけに発

見されたとのお話にとても感心しました． 

ご講演の後には，多くの質疑応答や活発な議論がなさ

れ，実り多い講習会となりました． 

講習会の開催にあたり，関係者の方々には多大なご協

力をいただきました．特に，ご多忙な中，ご講義をいた

だきました講師の皆様には改めて御礼申し上げます． 

 

図 1 講習会場の様子 図 2 東京大学国枝教授による講演の様子 

部門講習会・セミナー開催報告 

No.16-87 講習会 

『微細加工による機能表面の創成と実用化動向』 

―３Ｍカスタマーテクニカルセンター見学付きー   開催報告 

パナソニック（株）和田 紀彦 

 

2016 年 7 月 27 日（水）に生産加工・工作機械部門企画

の講習会「微細加工による機能表面の創成と実用化動

向」をスリーエムジャパン㈱カスタマーテクニカルセン

ターにて開催しました．企業，大学の技術者・研究者 33

名の聴講者にご参加いただき，盛況に開催できました． 

近年，様々な商品・デバイスの付加価値を高める加工

技術開発のアプローチとして，従来の加工精度およびコ

ストを追求するだけではなく，加工した表面そのものが

新たな付加価値を発現する機能表面の創成に関する研究

が進められています．微細形状を形成した表面が発現す

る機能としては，濡れ性，摩擦，光学機能等様々な分野

への応用が期待され，各分野における開発事例も多数報

告されていますが，現状所望の機能を発現するための表

面構造設計技術やその表面の加工技術も未確立な点が多

く今後の更なる進展が期待されています．本講習会で

は，表面微細構造技術を利用した機能表面創成に関し

て，各分野でご活躍されている講師の方より 新の開発

動向についてご講演をいただきました． 

初に本講習会の基調講演として，首都大学東京 諸

貫 信行教授により「表面微細構造と材料付加による機



- 7 - 

No.51 March 2017

能表面化」と題して，表面微細構造により発現する摩

擦，濡れ性・流動性，光学の各機能の基礎理論について

詳細に解説いただきました．さらに，基礎理論を実用化

するための製造プロセスについて，多くの事例を交えな

がらご紹介いただき，参加者にとっては，基礎知識及び

課題解決に向けたヒントを得る貴重な機会となりました

(図 1)． 

次に，スリーエムジャパン(株)安井豊氏より「高精細

表面テクノロジーと各種産業用資材への応用」と題し

て，グローバルに幅広い市場へ製品を展開されているス

リーエム様のテクノロジープラットフォームとそれを組

み合わせた商品展開について講演いただきました．微細

且つ精密な表面構造を加工するためのマイクロレプリケ

ーション技術を用いたディスプレイの高輝度化を実現す

るフィルム等，具体的な実用例をご紹介いただくことで

本分野に関する理解を深めることができました．  

昼食後，スリーエムジャパン(株)様のご厚意により参

加者全員でカスタマーテクニカルセンターを見学いただ

きました（図 2）．カスタマーテクニカルセンターはテク

ノロジープラットフォーム毎に商品が使われているシー

ンを見学できる施設で，参加者は説明員からの技術説明

のもと，実際に商品を手にとって効果を体感すること

で，技術に対する理解を深めることができました． 

午後 初の講演は，日産自動車(株)南部俊和氏から

「マイクロテクスチャのトライボロジーへの応用」と題

して，自動車のエネルギー効率を向上させるための摩擦

低減に関する研究について講演いただきました．微細形

状による摩擦低減のための基礎理論からシミュレーショ

ン技術，更には実用化を考慮した微細加工技術について

詳細にご説明いただき， トライボロジー分野における適

用例について理解を深めることができました． 

次の講演はサイバーレーザー(株)住吉哲実氏より「超

短パルスレーザーによる難加工材料のマイクロ・プロセ

ッシング」と題して，フェムト秒レーザを用いた微細加

工技術と加工例について講演いただきました．超短パル

ス且つ高パルスエネルギーのレーザを用いることで大面

積微細加工を実現することが可能となり，今後自動車部

品の摩擦低減等への適用が期待されることを理解するこ

とができました． 

後の講演は三菱電機(株)鷲見信行氏より「パルス放

電による機能性表面の創成とその応用」と題して，放電

加工を用いた表面処理技術と適用事例について講演いた

だきました．専用電極とワークとの間に微細なパルス放

電を発生させることで，ワーク表面に密着力が高い皮膜

を形成することが可能となり，各種金属部品に対して耐

摩耗性，耐食性を向上させることができることを理解す

ることができました． 

全体を通じて講演中も見学中も聴講者が熱心に耳を傾

け，講演後にはたくさんの質疑応答がなされた実りの多

い講習会となりました．ご多忙な中，ご講義をいただき

ました講師の皆様ならびに講習会の運営にご協力いただ

きましたスリーエムジャパン(株)の皆様には改めて御礼

申し上げます． 

図 1 首都大学東京 諸貫教授による基調講演の様子 図 2 カスタマーテクニカルセンター前での参加者の皆様と

の記念撮影 

部門講習会・セミナー開催報告 

No.16-169 講習会 
『歯車加工の基礎と応用 －自動車生産を支える歯車加工の 新技術まで－』開催報告 

（株）デンソー 小野 敏英 

 

2016 年 12 月 15 日（木）に生産加工・工作機械部門企

画の講習会「歯車加工の基礎と応用 －自動車生産を支え

る歯車加工の 新技術まで－ 」を東京電機大学 東京千

住アネックスにて開催しました．企業，大学の技術者・

研究者 68 名と多くの聴講者にご参加いただき，盛況に開

催できました． 

歯車は自動車や工作機械など多くの産業装置において

動力伝達の手段として多数組み込まれており，伝達効
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率，制御位置精度，更には耐久性や低騒音，低振動など

多くの品質要求を満たすために高度化が進められてきま

した．近年，歯車の生産プロセスも革新が進んでおり，

ホブ盤加工のみならず，内歯歯車のスカイビング切削や

多軸加工機での切削など工作機械や刃具の進歩と共に進

化を続けています．本講習会では，加工技術の基礎から

新の技術動向を踏まえた応用まで，各分野でご活躍の

講師の方々にご講演いただきました． 

午前は歯車加工の総論について，歯車加工の歴史を含

めた基礎編を九州大学 黒河周平教授より，続いて自動車

業界で適用される各種歯車加工について実践編として三

菱重工工作機械㈱ 西村幸久氏より解説いただきました．

基礎編では，歯車の種類や，それぞれに適した加工方法

及び加工原理に遡った特長をご紹介頂く中で，高能率と

低コストを実現する上でのポイントを非常に判り易く解

説いただきました(図 1)．また，応用編では，燃費規制の

強化と自動車市場の拡大が進む中，歯車の高精度化・低

コスト化が求められており，歯車の精度と面粗さで加工

法が大別されることを説明いただきました．各加工法の

解説では加工原理に加え，設備構造や実データを交えた

出来栄えの特長についても紹介頂き， 新の技術動向と

合わせ理解を深めることができました．  

午後は各分野で活躍されている企業の方を講師にお招

きし，講演いただきました． 初は DMG 森精機㈱ 加治敏

氏より「5軸・複合加工機でのフレキシブルなギヤ加工」

と題して，非常に汎用性の高い複合加工機について 新

の話題をご講演いただきました．汎用の工具を駆使して

様々な歯車加工ができるだけでなく，穴あけや測定など

合わせパッケージとして提供できるだけでなく， 近で

はソフトウェアとの連携によりプログラミング・工具選

定等を容易に行えるまで進化していることを知ることが

できました． 

続いて，三菱重工工作機械㈱ 千原悠氏より，「内歯車

加工の高能率化・工具長寿命化を実現する｢スーパースカ

イビングシステム｣」と題して，内歯車加工の 新技術を

説明いただきました．スカイビングカッタを樽型砥石と

することでワークとの干渉を避け，１パスで粗～仕上げ

の 3刃で加工することにより高能率と工具寿命延長を実

現させるという技術を紹介いただきました． 

次に，三菱マテリアル㈱ 河野賢祐氏より「 近の歯車

加工方法と工具について」と題し，工具面から歯車加工

を解説いただきました．同一形状に対し，各加工法毎に

加工条件と工具費を比較することで，それぞれの加工の

特長と工具の役割、更にはコストとの関係を非常に判り

易く説明いただきました． 

次に，グリーソンアジア㈱ 松原隆弘氏より「ベベルギ

アの切削と研削」と題し，歯面研削(以降，歯研)の取り

組みについてご紹介いただきました．日系メーカでは保

有設備を高い技能で使い切るという考えのもと，ラップ

仕上げすることが多いが，欧米では自由度の高い歯研を

採用するなど、今後グローバルでの歯車生産に対する投

資戦略についても考えさせられる内容でした． 

続いて休憩をはさみ，㈱デンソー 加納史義氏より，

「ギヤ部品加工の同期一貫生産システムへの変革」と題

し，内製加工機による徹底したムダ取りの取り組み事例

を紹介いただきました．内製加工機の開発では加工原理

まで遡ったアイデア抽出を行い，バッチ処理を無くすこ

とでギヤ加工ラインの同期一貫生産システムを構築する

など、技術だけでなく，活動の進め方という点でも興味

深い内容でした． 

後の講演は，㈱Ｊ・３Ｄ 高関二三男氏より，「金属

3D プリンターでの試作開発と今後の動向」と題して，3D

プリンターを活用する上での課題について説明いただき

ました．非常に自由度が高く、金型や人工関節など複雑

な形状を短納期で作ることができる一方で、形状精度や

面粗度の点で量産に求められる歯車の要求精度を満たす

ことが難しい事や，粉を固めながら積層するためのサポ

ートと呼ばれる形状が必要であること，更には材料も限

定的であることなど具体的な生の声をお聞きする貴重な

機会でした． 

全体を通じて，聴講者の皆様が講演中は熱心に耳を傾

け，メモを取るなど真剣に取り組まれていました(図 2)．

また，各ご講演後の質疑応答や，全講演終了後に行われ

た技術質問会では，多くの活発な議論がなされ，技術の

深堀と共に人脈づくりも行うことができ，実り多い講習

会となりました．講習会の開催にあたり，関係者の方々

には多大なご協力をいただきました．ご多忙な中，ご講

義を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．

図 1 九州大学 黒河教授による講演の様子 図 2 講演中の参加者 
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部門講習会・セミナー開催報告 

コンピュータ支援ものづくり体験 実施報告書 
九州工業大学 鈴木 恵友 

 

1. 内容 

 開催日時：2016 年 7 月 16 日（土）, 17 日（日）  

 参加人数：合計 72 名  

 実施場所：九州工業大学情報工学部機械情報工学科 

２．概要 

本年度は研究室の卓上型ミニフライス盤を使用して，記念

ネームプレートの作製を行なった．イベントでは，半導体製

造技術や工作機械，CAD/CAM に関する説明を行なったあ

と，コンピュータに参加者の名前を各自入力してもらい，ミニ

フライス盤で木製の記念プレートに名前を彫り込む様子を実

演した． 

半導体製造技術に関しては分解したスマートフォンの展示

物を用いて，筐体やネジなどのスマートフォンの構成部品や

半導体チップに関する説明を行なった．一部の参加者は，

半導体素子自体のイメージがしにくい様子であった．そのた

め，一般の人でも分かりやすいようなイラストなどパネル展示

が必要性を強く感じた．このほか，半導体プロセスでも

CMP(Chemical Mechanical Polishing)研磨機を使用し，最先

端のチップを製造する説明をおこなった．工作機械に関する

説明は，スマートフォンの筐体や小型ネジなどに関する内容

と関連させて行なった．参加者の多くは，当初，工作機械に

関するイメージが浮かばない様子であったが，工作機械で加

工する様子を動画や実機で紹介することで理解を深めること

ができた．特に小学生の参加者からは，ミニフライス盤のエン

ドミルの動いていく様子が面白く感じたみたいで，何度も実

演するように依頼された．個人的には，小学生を対象とした

場合，ネームプレートよりもかわいいスケッチ画のほうが好ま

れる印象をもった．そのため，来年度の企画では事前に複数

のスケッチ画を用意し，参加者に選んでもらうような企画へ改

善を進めていきたい． 

 また，本イベントの参加者は，小学生，高校生を合わせて７

２名であった．参加人数としては，昨年より増加傾向になって

おり，オープンキャンパスの併設イベントでもあるため小学生

のほかに高校生の参加者も増加した．本イベントの案内は事

前にチラシを作成し，大学近辺の小学校や学習塾に配布し

た．特に，チラシを配布する際，学習塾から小学生を対象と

した科学講座に関する説明があった．科学講座の内容として

は，専用の教育用ソフトを駆使しながら小学生に C 言語のプ

ログラムを教え，ロボットを動かす取り組みである．学習塾か

らは，コンピュータを用いて加工する体験イベントに強い関

心を示し，本イベントを学習塾と共同で実施できないか提案

があった．そのため，今後，工作機械に関する認知度を高め

る手段として，いろいろな教育機関との連携が重要と思われ

る． 

そして，昨年度と同様に本企画が学会との共催について

説明した．しかしながら，学会に関する基本的な質問もあり，

学会に関する広報活動を継続的にしていく重要性を改めて

認識した． 

最後に本企画は機械工学振興事業資金の支援により運

営された．この場を借りて謝意を表したい． 

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 前線」 
（生産加工・工作機械部門 企画） 

東京大学 杉田 直彦 

 

1．日時：平成 28 年 12 月 1 日（木）13:30～17:00 

2．会場：日本精工(株) 大崎本社ビル（日精ビル） 

3 階日精ホール 

3．参加：47 名 

4．実施報告 

 先輩たちが「ものづくり」の 前線でどのような活躍

をされているのかを知っておくことは，将来に備える上

で大変重要である．そこで，各分野の日本を代表する企

業の中で「ものづくり」の 前線で活躍されている方々

を講師として招き，製品の裏に隠れた苦労やそれを成し

遂げたときの喜び，仕事に対する誇りを語って頂いた

（図１）． 

各講演においてわかりやすく丁寧に説明して頂いたた

め，参加した学生の理解も深まったようである（図２）．

以下に講演者および講演内容の概要を紹介する． 

（１）自動車用鋼板の商品開発と利用技術開発の 前線 

新日鐵住金（株） 技術開発本部 鉄鋼研究所  

利用技術研究部 白神 聡 

 新日鐵住金は，世界をリードする研究開発に日々挑

戦している．本講演では，自動車などに用いられる薄鋼

板の商品・利用技術開発の事例を通じ，技術者のものづ

くりに対する情熱が紹介された． 

（２）私たちの生活と工作機械 

ヤマザキマザック（株）技術本部  
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制御開発一部 鈴木 康彦 

 工作機械とはどういうものかに始まり，1 μmの精度や

１G の加速度など 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）『 ボールねじ 』ってなんだろう ? 

日本精工（株）直動技術センター BS 技術部  

新井 覚 

 ボールねじの生まれた歴史的背景，基本的な構成，求

められる機能特性について説明された後，将来にわたっ

て機械技術者が果たすべき役割、今後の進化の方向性に

ついて述べられた． 

（４）パナソニックのモノづくり開発 

パナソニック（株） 生産技術本部 

生産技術研究所 和田 紀彦 

 工場を進化させる『ソフト生産技術』と商品の付加価

値を向上させる『ハード生産技術』について，具体例を

交えながら紹介された．． 

（５）自動車の CO2 削減に貢献する材料・工法技術 

日産自動車（株） 総合研究所  

先端材料研究所 南部 俊和 

地球温暖化防止の観点から CO2 排出量の削減は急務で

あり．自動車においては、電気自動車（EV）や車体軽量

化が重要となってきている．本講演では，エンジンフリ

クション低減技術や車異種材接合技術などの先端事例に

ついて紹介された． 

（６）航空エンジンとその加工技術 

（株）IHI 技術開発本部 生産技術センター  

北出 真太郎 

本講演では，高い信頼性と性能を誇る航空エンジンの

しくみと技術動向，およびものづくり技術について紹介

された． 

 後に，ご講演いただきました講師の方々，会場を

提供いただきました日本精工㈱の皆様に深謝申し上げま

す．

図 1 セミナー会場の風景（新日鐵住金・白神氏講演） 図 2 熱心に講演を聞く参加者 

部門講習会・セミナー開催報告 

No.16-176 講習会 

『難削材加工の基礎から実践まで－航空機産業を支える生産技術－』開催報告 
ファナック（株） 須藤 雅子 

 

2017 年 1 月 18 日（水）に生産加工・工作機械部門企画

の講習会「難削材加工の基礎から実践まで －航空機産

業を支える生産技術－」を東京電機大学 東京千住アネッ

クスにて開催しました．企業，大学の技術者・研究者 63

名と多くの聴講者にご参加いただき，盛況に開催できま

した． 

難削材の加工は，航空機産業においてもエンジン性能

の向上や機体の軽量化にむけて精力的な取り組みがなさ

れており，今後とも発展が期待される分野です．難削材

部品の加工には，素材としての加工難易度はさることな

がら，複雑形状品が多く高い製造技術が求められるな

ど，日々技術革新が進んでいます．本講習会では難削材

加工の基礎から応用まで各分野でご活躍の講師の方々に

ご講演いただきました． 

午前は第一部「航空機産業における難削材加工の現

状」として，まず，基調講演として東京大学の帯川利之

教授に「航空機産業における難削材加工技術」と題し

て，難削材加工の基礎と技術動向に関する御講演をいた

だきました．産学連携で取り組んでいる素材ごとの特性

に合わせた加工技術の開発や，難削材加工を高効率化す

るクーラント技術の研究等，実例を交えて詳しくご解説

いただき、大変示唆に富む充実したご講演をいただきま

した． 

 続いて，航空機部品メーカー2社より実際の航空機製造

における難削材加工の取り組みについてご講演いただき

ました． 

(株)IHI 佐々木渉氏より「航空機エンジン部品におけ

る難削材加工の現状と取組み」と題して，高温にさらさ

れるエンジン部品に要求される仕様とそれに応える難削

材の特性を整理し，その難削材を高効率に加工するため

の取り組みとして，シミュレーション技術の活用，熱対

策としての 新の加工方法への挑戦等をご紹介いただき

ました． 

三菱重工業(株) 河野亮氏より「航空機機体構造におけ

る難削材加工の現状と事例」と題して，強度と軽量化が

同時に要求される機体構造の機械部品について，切削加
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工における工具特性，工作機械に要求される機能，ワー

クの剛性や取り付け剛性，ワーク材質に適切な加工方法

とクーランとの選定等の必要とされる技術について解説

いただきました． 

午後の前半は第二部「航空機用難削材加工を担う工作

機械」として，工作機械メーカーから航空機用難削材加

工を担う 先端の工作機械の動向と 新機能について御

紹介いただきました． 

 (株) 牧野フライス製作所 宮崎正明氏より「航空機関

連難削材部品向け加工機の現状と開発事例の紹介」と題

して，チタン合金加工用工作機械として開発した実機を

例に，重切削を実現する機械仕様・加工機能，部品加工

を安定生産するための機能についてご説明いただきまし

た． 

オークマ(株) 石原洋成氏より「難削材加工技術と金属

積層技術を搭載した次世代型超複合加工の動向と開発事

例の紹介」と題して，工具寿命を延ばす工具送りの制御

手法，セラミックエンドミルによる加工時間短縮の取り

組みに加え，金属積層造形等幅広くご講演いただきまし

た． 

午後の後半は第三部「難削材加工を支える周辺技術」

として，実際の難削材加工においてきわめて影響の大き

い工具および把持システムについての現状と 新の開発

動向について御講演をいただきました． 

 サンドビック(株) 奥田晃之氏より「難削金属材料の切

削工具の現状と事例」と題し，金属材料の難削材に対す

る高圧クーラントによる冷却・チップブレイクによる工

具寿命の延長や切削速度向上の実例をお示しいただきま

した．また，現在取り組んでいるセラミックミリングに

ついて紹介いただきました． 

 オーエスジー(株) 辻村桂司氏よからは「CFRP 切削加工

用工具の現状と事例」と題して，炭素繊維強化複合材の

素材特性から必要とされる専用の穴あけ・トリミング用

の工具と加工機についての紹介と，加工現象から導き出

された 適な工具仕様についてご説明いただきました． 

 後に(株)ナベヤ 鷲見鉄男氏より「低剛性材料の保持

具の 新技術」と題して，加工精度，作業効率に も寄

与する構成要素である治具について，治具の種類や，設

計に必要な情報やスキルについて基礎的な内容から解説

いただきました． 

各ご講演を通して，聴講者は熱心に耳を傾け，講演後

の活発な質疑応答や，全講演終了後に行われた技術質問

会での講師を囲んで多くの議論など，実り多い講習会と

なりました．また， 新技術の吸収に加え人脈づくりも

行うことができました．講習会の開催にあたり，ご尽力

いただきました関係者，並びにご多忙な中，ご講義をい

ただきました講師の皆様には改めて御礼申し上げます 

図 1 東京大学 帯川教授による講演の様子 図 2 講演中の参加者 

部門からのお知らせ 

第１１回 生産加工・工作機械部門講演会「生産と加工に関する学術講演会 2016」 

（生産加工・工作機械部門 企画）のご報告 

現地実行委員長（名古屋大学 教授） 社本 英二 
 

第 11 回生産加工・工作機械部門講演会は，名古屋大学に

て開催された．以下にその概要を報告する． 

 開催日：2016 年 10 月 21 日（金） （工場見学） 

2016 年 10 月 22 日（土），23 日（日） （講演会 

他） 

 会 場：名古屋大学東山キャンパス（愛知県名古屋市） 

 講演会参加者数：257 名，懇親会参加者数：140 名 

 講演件数：120 件 

 併催企画：工場見学（1 社），特別講演（2 件）， 

企業パネル・機器展示（15 社），懇親会 

 実行委員長：松村 隆（東京電機大学） 

 副実行委員長：北出 真太郎（IHI） 

 幹事：比田井 洋史（千葉大学），白瀬 敬一（神戸大学） 

 現地実行委員長：社本 英二（名古屋大学） 
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 副現地実行委員長：梅原 徳次，秦 誠一（名古屋大学） 

 現地実行委員会幹事：鈴木 教和，田中 智久，櫻井 淳

平（名古屋大学），上坂 裕之（岐阜大学） 

 実行委員：76 名，現地実行委員：3 名 

 オーガナイズドセッション： 

OS1 新工作機械，OS2 新機械要素技術，OS3 工

具・ツーリング，OS4 生産システムと CAD・CAM，

OS5 加工計測・評価，OS6 切削加工，OS7 研削・砥

粒加工，OS8 電気加工，OS9 レーザ応用加工，OS10 

研磨技術，OS11 超精密加工，OS12 ナノ加工と表面機

能，OS13 環境適応型加工，OS14 先端材料・難削材の

加工，GS1 一般セッション 

上記のように，講演会では，14 のオーガナイズドセッシ

ョンと 1 つの一般セッションにおいて 257 名の参加者の

もと，120 件の講演が行われ， 新の研究成果の報告と活

発な議論がなされた．また，懇親会では，140 名の参加者

にお集まりいただき，歓迎イベントなどを通じて親睦を深

めていただいた．贈賞式では，3 件の部門賞と 4 件の優秀

講演論文表彰に関して贈賞が行われた．さらに，工場見学，

特別講演，企業パネル・機器展示，ランチョンセミナーが

行われた． 

(1) 工場見学 

航空宇宙関連機器及び関連部品の製造メーカとして有

名な，三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進システム製作

所（愛知県小牧市）の工場見学が執り行われた．民間航空

機エンジンの製造・組み立て現場をはじめ，宇宙ステーシ

ョン補給機「こうのとり」の組み立て現場など，なかなか

見ることのできない特徴的な工場の現場について案内が

あり，実り多いものとなった．なお，参加者数は 33 名で

あった． 

(2) 特別講演 

「トヨタの自工程完結“品質は工程で造り込む”」および

「これからのものづくりを支えるスマートファクトリー

とスマートマシン」と題して，それぞれトヨタ自動車株式

会社 顧問・技監 佐々木眞一 氏（図 1），オークマ株式会

社 技術本部長 千田 治光 氏（図 2）よりご講演をいただ

いた．各講演では，各社にて手がけられている製品の製造

技術や人材育成戦略，次世代ものづくり技術の開発等につ

いて，非常に興味深い内容をご紹介いただいた．多数の参

加者が聴講し，質疑応答も活発に行われ，両講演ともたい

へん好評であった． 

(3) 企業パネル・機器展示，ランチョンセミナー 

全国の企業 15 社によるパネルや製品の展示，ランチョ

ンセミナーが行われた（図 3）．ランチョンセミナーには多

くの聴講者が参加し，各ブースにおいても活発な意見交換

とさまざまな技術交流が行われた． 

本部門講演会を実施する上で，工場見学先企業の皆様，

特別講演会講師の方々，各セッションのオーガナイザの皆

様，実行委員会の皆様，当部門に登録や関係の会員の皆様，

名古屋大学関連部局などの関係者の皆様，および，企業パ

ネル・機器展示と広告にご出資いただいた企業の皆様に賜

りましたご協力とご尽力のおかげをもちまして，盛会のう

ちに終了することができました．この場をお借りして心から深く

御礼申し上げます．

図 1 特別講演：佐々木 眞一 氏 図 2 特別講演：千田 治光 氏 図 3 企業パネル・機器展示の様子 

部門からのお知らせ 

The 9th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century（LEM21）  
第 9 回 JSME 先端生産加工に関する国際会議  開催案内 

 

・主 催 日本機械学会 

・企 画 日本機械学会生産加工・工作機械部門，生産 

システム部門 

・協 賛 日本機械学会中国四国支部，工作機械技術振 

興財団，広島大学革新的ものづくり研究拠点 

・開催日 2017 年 11 月 13 日（月）～17 日（金）  
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・会 場 広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5）  

・プログラム（予定） 

11 月 13 日（第一日）ウェルカムレセプション 

11 月 14 日（第二日）午前：開会挨拶，基調講演 

     午後：一般講演 

11 月 15 日（第三日）午前：基調講演 

     午後：一般講演，懇親会（ANA ク 

ラウンプラザホテル広島） 

11 月 16 日（第四日）午前/午後：一般講演 

11 月 17 日（ 終日）工場見学（詳細は後日ホームペー 

ジでお知らせします） 

・発表申込 

ホームページ（www.jsme.or.jp/mmt/lem21Hiroshima/） 

に申込フォームを公開しておりますので，ダウンロード

して頂き，次の情報をご記入の上，お申し込み下さい． 

①発表希望のオーガナイズドセッション名と番号（Call 

for Papers および申し込みフォームに掲載されていま

す），②表題，③責任著者氏名と所属（勤務先）， ④住

所，⑤電話・FAX 番号，⑥E-mail アドレス，⑦全著者，

⑥400 語程度の概要（研究目的，結論，意義），⑦5つ程

度のキーワードを英語で記載，電子メールにてご送付い

ただきます．  

送付先：lem21@ml.hiroshima-u.ac.jp  

締切日 

講演概要締切：2017 年 3 月 31 日 

仮採択通知(概要)：2017 年 4 月 30 日    

概要の採択通知と一緒に原稿の書き方を連絡いたしま 

す． 

原稿締切(Camera-ready)：2017 年 6 月 15 日  

採択通知(Camera-ready)：2017 年 7 月 15 日  

校了原稿締切：2017 年 8 月 15 日 

・参加登録・登録料  

2017 年 8 月 15 日まで 50000 円（正員），60000 円（会

員外） 

2017 年 8 月 15 日以降 60000 円（正員），65000 円（会

員外） 

この中には，プロシーディング代・懇親会参加費が含

まれます．また，2 件以上発表される場合には，2件目以

降，別途各 10000 円が 必要となります．学生の場合，

25000 円（学生員），35000 円（一般学生）です．なお，

追加のプロシーディングについては 10000 円（正員），

15000 円（会員外）を申し受けます．  

 

問合せ先  

LEM21 実行委員会 lem21@ml.hiroshima-u.ac.jp 

実行委員長 山田啓司

 

編集後記 

生産加工・工作機械ニュースレターNo.51 をお届けします．今号は，部門功績賞を受賞された家城 淳様，研究業績賞を受賞

された光石 衛教授，部門技術業績賞を受賞された小池 伸二様にご寄稿いただきました．また，今回の技術レポートは，ファ

ナック株式会社・須藤雅子様，株式会社日立製作所・内海幸治様に，共にタイムリーな内容をご執筆頂きました．昨年 10 月

には，名古屋大学で第 11 回部門講演会を盛況のうちに終えることができました．ご協力，ご参加いただいた方々に御礼申し

上げます．2017 年 11 月には広島で第 9 回 LEM21 も開催されます．講演概要締切は，2017 年 3 月 31 日です．こちらも多くの

方々のご参加をお願いいたします． 

広報・出版委員長：笹原 弘之（東京農工大），幹事：茨木 創一（京都大学），浅川 直紀（金沢大学），糸魚川 文広（名古屋

工業大学） 
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