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ものづくりネットワーク 

のさらなる飛躍を目指して 
部門功績賞 

ものづくりネットワークのさらなる飛躍を

目指して 
東京電機大学 松村 隆 

名誉ある生産加工・工作機械部の功労賞を賜り、誠に光

栄に存じます。この部門は、日本機械学会第 69 期(1991 年)

より本会の一つの部門として認められていますが、それ以

前は「生産加工・工作機械委員会」として活動しており、

これらを含めると今年度で 41 年を迎えます。部門として

は今年で 27 年目になりますが、これまで多くの産業にお

ける生産技術と工作機械を担う研究者と技術者に対して

学術および実践的な情報と交流の場を提供してきました。 
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○部門からのお知らせ 

私が第 94 期の部門長を

仰せつかった 2016年 11月

時点では、部門登録者数は

第 1 から第 3 順位までで

2796 名、第 5 順位までを含

めると 3353 名で、日本機

械学会の中では中規模の部

門です。この部門では企業

会員が多く、産学連携の活性化が大きな特徴となっていま

す。そのため、企業の登録である特別員も多く、この部門

の活動分野には企業側からも高い関心が寄せられてきま

した。 

ものづくりの中でも、直接「作る」技術に携わる研究者

と技術者には、特に横断的で幅広い知識が必要ですが、そ

のような観点から産学の交流は大切です。この部門がその

ためのネットワーク作りに少しでも貢献できれば幸いと

存じます。特に部門での運営と活動においては、産学の人

的および技術的な「交差点」をどれだけ作れるかが分野の

活性化につながります。そのため、この部門では、講演会

を企画する第一企画委員会、中高生や大学・大学院生を対 
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象とした啓蒙活動を企画する第二企画委員会、産業界・大

学研究者に最新の情報を提供する第三企画委員会、これら

の最新の情報をタイムリーに会員に提供する広報・出版委

員会で「交差点」作りを進めています。さらに、総務委員

会では会員および関係者への研究や技術開発のモチベー

ションを向上して頂くために、すばらしい成果に対して贈

賞しており、毎年多くの応募を頂いております。いずれに

しても、「連携」や「ネットワーク」はものづくりにとって

不可欠でありますが、それらはお互いの信頼関係の上に成

り立つものと思います。私が部門長を務めた 2016 年度は

部門の運営委員にもお互いを知って仲良くなるために、委

員および関係者の工場見学も兼ねて運営委員会と拡大委

員長幹事会をしてきました。そして、景気の後押しもあり、

おかげさまで、それぞれの企画に対して多くのご参加を頂

き、大変実り多き年になりました。「仲の良い組織には福が

来たる」これが、第 94 期の生産加工・工作機械部門だっ

たように思います。 

最近では、製造業のグローバル化に伴い、この部門でも

国際化への試みが進められています。この部門が関係する

本会英文雑誌 Journal of Advanced Mechanical Design, 

Systems, and Manufacturing (JAMDSM)は，2007 年に第

1 巻を発刊して以来，今年で 12 年目になり，2016 年の時

点ではインパクトファクターは 0.48 になりました．また、

こ の 部 門 が 主 催 す る 国 際 会 議 The International 

Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st 

Century(LEM21)も，2017 年には第 9 回を迎え、広島にて

盛況に終わりました。 

このような活動おける今後の展開として、米国機械学会

(ASME)のManufacturing Engineering Division(MED)と

の連携を進める準備をしています。2020 年には、この部門

の国際会議を、MED が主催する Manufacturing Science 

and Engineering Conference (MSEC) と Society of 

Manufacturing Engineers(SME) が 主 催 す る North 

American Manufacturing Conference (NAMRC)と同時に、

アメリカで開催する予定です。これがきっかけとなって、

多くの海外研究者とのネットワークがさらに活性化され

ることを期待しています。 

現在のところ、我々の分野に関しては日本がトップレベル

にあるものと思いますが、今後の社会情勢や技術革新の展

開においても競争力のある技術開発を進めるためには、

「人と人との交流と信頼関係」が必要と思います。近年で

は、人工知能(Artificial Intelligence; AI)技術が注目されて

いますが、我々の創造的活動の全てが AI に置き換わるこ

とは、なかなか考えにくいでしょう。すなわち、単なる事

例学習だけでは、日々変化するものづくり技術に対応する

ことは未だ難しいと思います。この部門が、さらなる創造

的な生産技術のための「人づくり」と「ネットワークづく

り」に邁進されることを願っています。 

研究業績賞 

研究業績賞を受賞して 
兵庫県立大学 奥田 孝一 

この度は、日本機械学会生産加工・工作機械部門より名

誉ある「研究業績賞」を賜り、誠に光栄に存じますととも

に、関係各位に心より御礼申し上げます。私は、学生時代

より現在に至るまで、40 年近く切削加工一筋に研究をして

まいりましたが、長年にわたる地道な研究活動を評価いた

だけたものと考えております。 

 切削加工との関わりは、大学４年生の卒業研究において

当時神戸大学工学部の助手であられた上田完次先生(故人)

の指導を受けたのが始まりとなります。走査型電子顕微鏡

内での微小２次元切削の膨大な観察写真データから、せん

断変形領域の組織変形の変化を解析することにより、構成

刃先の生成・成長・脱落機構について工具刃先におけるき

裂挙動に基づいて新しいメカニズムを提唱したのが研究

の始まりといっていいか

と思います。修士課程にお

いては、破壊靱性値や J 積

分値など破壊力学のパラ

メータをとりいれて、さま

ざまなタイプのき裂挙動

を表現するという新しい

試みを行いました。 

 修士修了後は、高専に勤務した関係で、最初は実用的な

難削材料の被削性研究を行いましたが、1984 年頃、空気静

圧軸受を備えた、いわゆる超精密切削加工機が神戸大学に

導入され、森脇俊道先生とともに超精密ダイヤモンド切削

の研究を始めました。高専と大学が近かったので社会人ド
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クターとなり、学位のテーマとして取り組みました。当時

は、工作機械そのものの高精度化、超精密化に関する研究

が多かったように思いますが、私どもは各種被削材の微小

切削機構に主眼をおき、m オーダの微小切込み切削にお

ける被削性、切削メカニズムの視点からスタートしました。

超精密 2 次元ダイヤモンド切削装置を試作し、最少 7nm

の切込みでの切りくず生成を確認しました。また、銅試料

にコンスタンタン線を埋め込み、切削した瞬間の熱起電力

を測定することで切削温度の測定を試みました。その後、

優れた測定法が開発されていきましたが、当時としては初

めての試みだったかと思います。 

この研究で学位を取得した後、1993 年に姫路工業大学

(後の兵庫県立大学)工学部助教授として異動することにな

りました。幸いにも超精密加工機が導入され、大学異動後

も超精密・微細切削加工の研究を続けることができました。

当時、教授であった長谷川素由先生の指導のもと、カオス・

フラクタルパラメータを取り入れた超精密切削面粗さの

解析にも取り組みました。また、リソグラフィ技術と超精

密切削を組み合わせた新しい微細パーツの製作にも取り

組みました。近年では、共同研究など産学連携研究など地

域産業に密着した研究テーマとして、高圧クーラント切削、

ファインバブル切削油剤の効果、TiAl 合金の切削特性など

企業とともに新しい試みも行っています。 

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。この素晴らしい方々との出会いがなければ、今

の自分はなかったと思います。心よりお礼申し上げます。 

最後になりましたが、日本機械学会生産加工・工作機械部

門の益々の発展を祈念いたします。

部門技術業績賞 

部門技術業績賞を受賞して 
三菱重工工作機械(株) 後藤 崇之 

 この度は，栄えある日本機械学会生産加工・工作機械

部門の部門技術功績賞をいただき，大変光栄に存じます

と共に，心より感謝申し上げます．私は入社以来 30 数

年，主に超精密加工とマイクロ・ナノ加工に関する研

究・開発に従事してきましたが，その集大成と言えるの

が今回受賞理由となった常温接合装置の開発と製品化で

す． 

 この装置は MEMS デバイスや半導体デバイスに使用さ

れるウェーハ同士を，全く加熱なしに，室温で母材並み

の強度で強固に接合できる装置です．常温接合技術のル

ーツは古く，宇宙空間などの超高真空中での凝着現象に

ヒントを得て， 1985 年頃から東京大学の須賀教授を中

心に研究が行われてきました．その結果，日本のお家芸

とも言える競争力の高い技術に成長しましたが，実際の

産業分野で応用され始めたのはごく最近です．三菱重工

では，当時，私の所属していた先進技術研究センターが

（国研）産業技術総合研究所と常温接合技術に関する共

同研究を行うと共に，工作機械事業部と一体となり常温

接合装置の開発に着手し，2005 年に世界で初めて産業用

の「常温ウェーハ接合装置」を製品化しました． 

 この装置の開発・製品化は，私が研究してきた超精密

位置決め技術と常温接合技術という 2 つのシーズ技術を

事業に結びつけるため，事業部に働きかけを行ったとこ

ろに端を発しています．当初は事業

部の担当者と顧客ニーズを探すため

日本中を歩き回り，どんな製品を作

れば良いかターゲットが見えつつあ

った中，たまたま大手デバイスメー

カーの開発責任者と出会い，その

後，行った接合テストの結果が顧客から高く評価され

2004 年 6 月に常温ウェーハ装置の製品化がスタートしま

した．世界初となる産業用の常温ウェーハ接合装置を 8

か月以内に納入するため，全研究所の研究者の中から精

鋭を呼び集め事業部の設計者も加えた 7 人で，何でも全

員で考え全員で解決する「全員野球」をモットーにプロ

ジェクトを推進しました．それでも予期せぬサプライヤ

ーの納品遅れで工期が遅れ，年明け 1 月 2 日に初の接合

試験を行わないと顧客への納期を守れないため大晦日ま

で組立て調整を行いました．作業が終わって自宅の最寄

り駅に降り立ち，除夜の鐘を聞きながら駅の階段を降り

たのを今でも思い出します．迎えた 1 月 2 日，見事に 1

回で接合に成功し，2005 年 2 月予定通り顧客への納入を

終えました． 

 常温接合装置では，ウェーハの精密アライメント機構

とウェーハ全面を均一に押し当て接合するための加重印

加機構がハード側のキーとなります．最近は 300mm ウ
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ェーハ全面で 0.2～0.5μm のアライメント精度が要求さ

れており，接合時には最大で 200ｋN の加重を印加しま

すが，これを 10-6Pa 台の超高真空中で行うことが必要と

なります．しかし， 200ｋN の耐荷重を有する精密位置

決めステージは通常ないため，nm オーダーのアライメン

ト精度と高圧接加重を両立できる新たな機構を考案しま

した．さらに，工作機械の設計思想の適用と設計で用い

られる構造解析などの手法を屈指しこれを実現しまし

た．この装置は，言わば工作機械メーカーならではの半

導体製造装置と言えると思います． 

 この装置は，現在，数多くの MEMS デバイスや半導体

デバイスのメーカーで量産に使っていただいています

が，今後もより多くのお客様に使っていただけるよう，

努力を重ねて行きたいと思います．研究した技術が製品

になって売れることが，企業における研究者の最終目的

だと思いますが，私はゼロからつくって最終的に売れる

ところまでできた点で本当に貴重な体験だったと思って

います．また，この開発・製品化は私 1 人で成し得たわ

けではもちろんなく，一緒に苦労を共にしたプロジェク

トメンバーの方々のおかげであり，ここに改めて感謝す

ると共に，この受賞を今後の励みにしていきたいと思い

ます． 

 最後に，改めて部門技術業績賞をいただきましたこと

に心より感謝すると共に，今後も部門の発展のために微

力ながら貢献して行く所存です． 

技術レポート 

工作機械の熱変形が空間誤差に及ぼす影響のレーザトラッカによる測定 
 DMG 森精機株式会社 下池 昌広 

概要 

工作機械の熱変形について代表的な測定法は，ISO 230-

3規格に規定されている．この規格では，環境温度や主軸

や送り軸の発熱によって，1点（あるいは数点）に位置決

めされた工具中心点の位置や姿勢が，どのように変化す

るかを，テーブルに固定された複数の変位センサで測定

する方法が規定されている．この方法ではある指令点の

みの変位しか評価出来ないため，機械構造全体が熱によ

り変形していた場合，この方法では十分に熱変形を評価

できていないという課題がある． 弊社は広島大学・茨

木教授と共同研究を行い，レーザートラッカ（以下ト

ラッカ）と呼ばれる装置を使用する事で，熱変位を二次

元空間で評価する手法を開発した．これら内容について

簡単に紹介する． 

レーザトラッカ 

図1にトラッカの構造を示す．トラッカ本体は2つの旋

回軸を有しており，旋回軸中心に設置された真球を基準

に，リフレクタから反射されるレーザ光を4分割フォトダ

イオード上で観測し，常にリフレクタの頂点でレーザ光

が反射されるように旋回軸を制御している．この追尾機

構によって工作機械の任意の座標点でレーザ光の相対変

位が測定可能となる． 

 

 

 

 

 

図 1  トラッカの構造 4) 

 

空間精度測定原理 提案される手法 

トラッカは従来，複数ヶ所に配置して数時間かけて21

個ある空間全体の誤差要因を測定する目的で使用される

が，長時間の測定は熱変位の評価には適さない．そのた

め，①測定対象を平面の誤差に限定する事，②位置決め

精度は別途測定する事，の2つの単純化を行う事で1回10

分程度の測定で熱変形の影響を評価可能とした．図2は提

案される測定とYZ平面に影響を及ぼす空間精度の模式的

に示している．YZ平面に影響を及ぼす誤差要因は全部で6

要素あり，トラッカによる測定対象は4要素にまで低減し

ている．その結果，短時間で空間精度の評価が可能とな

り，主軸回転熱による空間的な熱変位を捕らえることを

可能としている． 



- 5 - 

No.53 February 2018

 

図 2 提案される測定手法 1)と 6 つの YZ 平面誤差要素 

 

実験内容と結果 

測定対象機の軸構成を図3に示す．試験開始時及び主軸

を6000min-1, 12000min-1, 18000min-1でそれぞれ1時間回転さ

せた直後に，YZ平面を対象に測定が行った．また，測定

されたYZ平面の運動軌跡を図4に示す． 

図3  実験機の軸構成1)

 

図 4 主軸回転による YZ 平面の熱変形 1) 

これを見れば回転数に応じて，YZ面での運動の軌跡が

変化することが分かる．熱変位は，特にY軸の真直度と-Y

側でのZ軸の運動で変化が大きいことが観察できる．この

ように提案された手法を用いれば機械の熱的特性をより

詳細に理解することが可能となっている． 

結論 

2 次元平面に限定する事で，短時間での空間精度測定を

実現した．この結果，熱変位を空間的に評価することが

可能となった．これらを以下にまとめる． 

・推定パラメータを 4 要素にまで減らす事で，平面の精

度測定を 10 分程度で行うことを可能とした 

・結果，熱変位を平面的に捕らえられるようなった 

・本手法を縦型 MC に適用し，主軸回転による YZ 平面

の熱変位の様子を明らかにした 

・熱変位は YZ-側で大きくなる傾向があった 

 弊社ではこの測定技術を活用し，測定結果に基づいてシ

ミュレーション精度を高め，空間精度補正を機械に組み

込んでいく． 

参考文献： 

1) S. Ibaraki, P. Blaser, M. Shimoike, N. Takayama, M. 

Nakaminami, Y. Ido, "Measurement of thermal influence 

on a two-dimensional motion trajectory using a tracking 

interferometer," CIRP Annals - Manufacturing Technology, 

65(1), pp. 483-486, 2016. 

2) ISO230-3，Test code for machine tools- Part3:Determination of 

thermal effects,2007 

3) ISO230-1:2012, Test code for machine tools -- Part 1:Geometric 

accuracy of machines operating under noload or quasi-static 

conditions. 

※赤枠の位置決め精度は別途測定 
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4) C.Brecher, M.Fey, M.Wennemer,  Volumetric thermo-elastic 

machine tool behavior, Production Engineering Research and 

Development 9:119-124, 2015 

5) H. Schwenke, M. Franke, J. Hannaford, Error mapping of CMMs 

and machine tools by a single tracking interferometer, CIRP Ann 

Manuf Technol 54(1):475-478, 2005 

6) Ibaraki S, Knapp W (2012) Indirect Measurement of Volumetric 

Accuracy for Three-Axis and Five-Axis Machine Tools: A Review. 

International Journal of Automation Technology 6(2):110–124 

部門講習会・セミナー開催報告 

デジタルファブリケーションを使った“ものづくり”体験 

（東北大学・カタールサイエンスキャンパス教育セミナー共催） 

 （生産加工・工作機械部門 企画） 

東北大学 水谷 正義 

1． 日時： 平成 29 年 7 月 31 日（月）12:50 ～ 16:00 

2． 会場： 東北大学・創造工学センター デジタルアト

リエ 

3． 参加者数： 35 名 

4． 実施報告 

2017 年 7 月 31 日（月）に東北大学・カタールサイエン

スキャンパス教育セミナーとの共催で「デジタルファブリ

ケーションを使った“ものづくり”体験」を実施しました．

今回ご出席頂いたのは，小学校・中学校・高等学校・特別

支援学校の 35 名の先生方です．中には東京の高校からご

参加頂いた先生もいらっしゃいました． 

本セミナーの前半部分は，宮城教育大学教育学部准教授 

門田和雄先生に指導頂きながら実習形式で行いました．具

体的には，一人一人に 3D CAD「Fusion360」を操作頂きな

がらご自身の立体名札のデータを作成頂き，それを 3D プ

リンタで実際に造形するという実習です．ほとんどの参加

者が 3D の造形体験は初めてでしたが，見事にそれをクリ

アできました．また，造形が終了するまでの間，3D プリン

タの歴史や，各国での 3D プリンタ活用事例の紹介を通し

て今後の活用方法を考える時間となりました． 

 後半部分は，株式会社 IHI 技術開発本部の根岸孝二様に

『3D プリンタ技術の現在と未来』をテーマとして，産業界

での 3D プリンタ活用の最近の動向と今後の展開予想につ

いてお話頂きました．3D プリンタの分類を紹介後に，各方

式の造形法の違いを説明頂き，活用がものづくりにどんな

変化とメリットを生み出したかを分かりやすくお話しし

て頂きました．さらに金属 3D プリンタでビルや家をその

まま建設する未来や，設計データの一本化など，近い将来

の 3D プリンタ社会の到来を個々に実感して頂く機会とな

りました． 

最後に，本セミナーの開催に当たり講師を務めて頂いた

先生方，また共催を頂いた東北大学様に心より感謝申し上

げます．

図 1 セミナーの様子 
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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、カチョーンルンルアン パナート 

1. 内容 

 開催日時：2017 年 7 月 15 日（土）、16 日（日） 

 参加人数：合計 67 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 

本年度は透明樹脂とそれを固定する多数の円筒リング

部品をレーザカッターにより、記念望遠鏡の作成を行った。

さらにイベントでは、半導体製造技術や工作機械、

CAD/CAM に関する説明を行ったあと、部品図(CAD デー

タ)を紹介し、レーザカッターによる加工動画を紹介し、参

加者が望遠鏡を組み立てた。 

 次に半導体製造技術に関しては分解したスマートフォ

ンの展示会に用いて、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

トにより補足説明を行った。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行った。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、機械

加工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、CAD

データと2次元ステージによるレーザ光線の走査する様子

が面白く感じたようであった。個人的には、小学生を対象

とした場合(小学生らが自分で望遠鏡円筒に描いたりした

ので)、円筒を包む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。 

 最後に本イベントの参加者は、小学生、中学生、高校生

を合わせて 67 名であった。参加人数としては、昨年より

減少したので、来年は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生塾に配布すべきである。

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 

No.17-124 講習会 

『新しく発行された 5軸マシニングセンタ精度試験規格』開催報告 

室蘭工業大学 寺本 孝司 

2017 年 10 月 19 日（木）に生産加工・工作機械部門企画の

講習会「新しく発行された 5 軸マシニングセンタ精度試験規

格」を，DMG森精機名古屋本社2F会議室にて開催しました．

5 軸マシニングセンタ（5 軸 MC）の精度に関心をお持ちの企

業および大学の技術者・研究者 57 名の聴講者にご参加いた

だき，盛況に開催されました． 

世界的に 5 軸 MC の普及が進み，多くの製造現場で利用さ

れています．従来，5 軸 MC の精度評価する適切な規格がな

かったことから，我が国が主導する形で ISO において 5 軸

MC の試験方法について規格化が進められてきました．現在

では，5 軸 MC の精度評価に関する一連の規格が改定され，

対応する JIS の発行を控えています． 

本講習会では，ISO マシニングセンタ試験規格および JIS

規格の制定に取り組んだ講師により，規格の概要，改正のポ

イント，測定上の課題等について解説していただきました． 

まず，東京農工大学名誉教授の堤 正臣先生から，「新しく

発行された 5 軸マシニングセンタ精度試験規格 改定された

ISO10791 シリーズ改訂の経緯及びその概要」と題して，今回

改定された規格の概要について講演をいただきました．改訂

された規格の全体像に加え，幾何精度試験，運動精度試験，

工作精度試験の概要と各試験が制定された背景についてご

説明頂きました．特に，各試験における代表的な計測方法，

各試験を実際に実施する際に問題となる点，実際の誤差例，

試験に使用される計測装置についてご説明をいただきまし

た．今回の改定の全体像を把握するうえで大変貴重なお話を

伺うことができました． 
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続いて，国立虎尾科技大学（台湾） 覺 文郁先生から，「台

湾における工作機械技術の動向とレーザ R-test の 5 軸マシ

ニングセンタの精度測定への応用」と題して，台湾における

工作機械研究および産学協同研究の現状についての紹介と，

虎尾科技大学で開発され商品化された，レーザ R-test 装置

について説明していただきました．虎尾大学では，産業界と

連携して，工作機械産業におけるスマート製造にむけた取り

組みを行っているとのことです．工作機械メーカおよびユー

ザに対して，工作機械のスマート化，生産管理，ロボット利

用などを総合的に支援しており，多様なサービスを提供して

いるとのことでした．特に，レーザ R-test 装置は，台湾の

多くの企業でフィールドテストを実施しており，豊富なデー

タが蓄積されているとのことです．虎尾大学が技術的なハブ

となって，台湾の工作機械メーカやユーザと密接な関係を構

築していることが大変印象的でした． 

午後からは，幾何精度試験，運動精度試験，工作精度試験

について具体的な解説をいただきました． 

まず，「新しくなった 5 軸マシニングセンタの幾何精度試

験」と題して，日本大学 齋藤 明徳先生より，幾何精度試験

について，旧規格からの変更点について具体的に説明してい

ただきました．特に，追加された試験について，実際の計測

方法を含めてご説明いただき幾何精度評価を実施される方

にとっても有益な内容であったと思います．また，削除され

た規格や，幾何誤差と各試験の関係などについてもご説明頂

きました． 

次に，「ボールバーによる 5 軸マシニングセンタの補間運

動試験」と題して，神戸大学 佐藤 隆太先生より，ボールバ

ーを用いた運動精度試験について説明していただいました．

ボールバーを用いた，同時 3 軸運動制御運動の評価および，

同時 5軸制御運動の評価について，ボールバーの設置方法や

NC プログラムの例といった実際の試験実施に関わる内容を

含めて詳細にご説明頂きました． 

続いて，「R-test による 5 軸マシニングセンタの補間運動

試験」と題して，広島大学 茨木 創一先生より，R-test を用

いた運動精度試験について説明していただきました．まず，

R-test 測定の概要とメリットについて紹介していただきま

した．R-test は一度のセットアップで計測が行えることか

ら，セットアップを自動化することで，運動精度を自動的に

測定できる可能性があり，ユーザサイドでの機械精度管理へ

つながる可能性について紹介されました．また，自作の R-

test 計測装置を例に，装置構成や誤差の導出方法についてご

説明頂きました．さらに，直感的に理解しやすい運動軌跡の

表示方法や，誤差原因の診断と誤差補正について具体例をも

とに解説していただきました． 

次に，「工作精度試験，特に円すい台及び S 字形試験片の

仕上げ試験」と題して，大阪工業大学 井原 之敏先生から，

従来用いられてきた円すい台切削試験の概要および改訂内

容と，新たに中国から提案された S字加工試験についてご説

明いただきました．特に，S 字形試験片の仕上げ試験につい

ては，現状でも明確になっていない点があることを含め，指

摘されている問題点についてもご説明頂きました．  

最後に， MAMTEC 代表，上智大学名誉教授の清水 伸二先生

をコーディネータとして，パネルディスカッションを行いま

した．今回の講習会では，事前に参加登録者およびパネラー

からの質問事項をご準備いただきました．質疑を通じて，改

定された規格の背景や意味などについても深く理解できた

と思います． 

全体を通じて，ご参加いただいた皆様が熱心に講演を聴講

されていたのが印象的でした．また，講演会終了後に行われ

た技術質問会では，多くの活発な議論がなされていました．

講習会の開催にあたり，会場を利用させていただいた DMG

森精機株式会社様，説明資料に便宜を図っていただいた日本

工作機械工業会様をはじめ，関係者の方々には多大なご協力

をいただきました．ここに改めて厚く御礼申し上げます． 

 

 

図 1  東京農工大 堤 正臣名誉教授による講演 図 2 パネルディスカッションの様子 
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部門講習会・セミナー開催報告 

No. 17-137 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最新技術まで－』開催報告 

日産自動車（株） 大和田 優 

2017 年 11 月 24 日（金）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

加工の最新技術まで－ 」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 62 名と

多くの聴講者にご参加いただき，盛況に開催いたしました． 

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最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講演いただきました． 

午前は歯車加工の基礎編として，歯車のホブ切り加工を中

心に九州大学名誉教授の有浦泰常教授より解説いただきま

した（図 1）．ホブ切り加工を高速度カメラ映像で視覚的に紹

介され，加工現象をイメージする上で有効な情報となりまし

た．また，切削条件と破面形状の数値解析結果を詳細に解説

いただき，高品質な歯車加工における技術の積み重ねを理解

することが出来ました．圧巻は切り屑を地道に集められて加

工部位と切り屑形状の関係を述べられ，ホブ切削加工の深み

を感じることが出来ました． 

次に三菱重工工作機械㈱ 西村幸久氏より実践編として講

演いただきました．ここでは，自動車用トランスミッション

が燃費規制対応のために多段化し，さらなるコスト削減ニー

ズの高まりを受け，高効率，低コスト化に向けた技術を紹介

いただきました．自動車用歯車の加工はシェービング加工が

主流でありましたが，近年では音振性能の要求の高まりから

研削加工の要求も高まってきており，研削精度のカギを握る

段取り精度に関しても AE タッチセンサを用いてばらつきを

抑制し，安定した品質を確保する技術を紹介いただきました．

また，超高速ホブ切りへのチャレンジもご紹介いただき，加

工速度 1500m/min の加工映像はさらなる発展に期待が膨ら

むものでした． 

昼食をはさんで午後からはオークマ㈱金本克己氏より「パ

ワースカイビングの複合加工機から汎用機への展開につい

て」と題して講演いただきました．これまで複合加工機での

パワースカイビング切削を展開してきた中で，マシンサイズ

の大きさから汎用 CNC 旋盤でのスカイビング切削のニーズ

が増加．汎用機での加工は可能であるが，スカイビング切削

の特性を生かしつつ，マシン本体の剛性，制御まで含めた高

度な技術が必要であることを述べられました． 

次に三菱重工工作機械㈱越智政志氏より「最新の内歯車の

量産加工技術」と題して，プラネタリーギアのリングギヤ内

歯研削加工について講演いただきました．内歯車の研削加工

においては，ワーク軸と工具軸の交差角を大きくしたことに

伴い，独自のビト CBN 樽型砥石と高度な同期回転制御技術

をもとに高能率な加工を実現し，JISN4 級クラスの加工精度

を実現．また，この技術とブローチ工具を融合したスーパー

スカイビング加工法を開発．工具寿命を 5 倍以上に伸ばして

大幅なコスト削減が可能なことを示していただきました． 

続いてジヤトコ㈱杉本正毅氏に登壇いただき，自動車用ト

ランスミッションの概要ならびに小型軽量化に向けた取り

組みをご紹介いただきました．軽量化に向けては歯車の典型

的な破壊モードである歯元ピッチングと歯元部カッターマ

ークの関係について検討され，カッターマークの大きさをコ

ントロールすることで耐久性を向上させた事例などを紹介．

また，電動化の流れによって減速機が直面する課題にも言及

され，歯車加工技術者としても，まだまだ技術開発の必要性

を感じる内容でした． 

続いて，グリーソンアジア㈱松原隆弘氏に登壇いただき，

「べベルギアの切削と研削」と題して講演をいただきました．

これまでの歯車加工の高精度化へのチャレンジとは一線を

画し，マイクロパルスやマイクロシフトといった微小な工具

の動きを伴いながら歯面性状を積極的にコントロールしよ

うとする加工法をご紹介．ギヤ“ノイズ”がいつの日か“サ

ウンド”と称される日が楽しみになる講演でした． 

最後に三菱マテリアル㈱河野賢祐氏から「歯車の加工方法

と工具について」と題して講演をいただきました．ホブ，シ

ェービング，スカイビング，ブローチなど各種工法での加工

時間，工具費などを具体的に示されて，工法検討において有

益な情報を得ることが出来ました． 

全体を通じて，聴講者の皆様が講演中は熱心に耳を傾け，
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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 有浦名誉教授による講演の様子 図 2 参加者の様子 

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 』 開催報告 

東京大学 杉田 直彦 

1. 日時： 平成29年11月29日(水) 13:30～17:30 

2. 会場： 日本精工(株) 大崎本社 日精ビル 3階 

日精ホール 

3. 参加： 90名 

4. 実施報告 

先輩たちが「ものづくり」の最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」の最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最前線 

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 氏 

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】あらゆる機械を生み出す工作機械 

DMG森精機(株) 技術本部 実験部 入野 成弘 氏 

身の回りの工業製品と工作機械の結びつきを説明しな

がら，「機械を作る機械」，「マザーマシン(母なる機械)」

である工作機械の最新技術が紹介された． 

 

【3】『 ボールねじ 』ってなんだろう ? 

日本精工(株) 産業機械技術総合センター 

CMS開発部 新井 覚 氏 

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． 
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【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 氏 

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 氏 

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．  

 

 

図 1. セミナーの風景   

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 加工技術部 佐々木 渉 氏 

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． 

 

最後に，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(株)の皆様に深謝申し上げま

す． 

 

 

 

図 2. 熱心に講演を聞く参加者

 

講演会報告 

第 9 回 JSME 先端生産技術に関する国際会議 (LEM21) 開催報告 

実行委員長 山田 啓司 

第 9 回 LEM21 が広島国際会議場（広島市中区）におい

て，2017 年 11 月 13 日～17 日に開催されました．総参加

登録者は 216 名，一般講演論文数は 159 編でした． 

14 日には，開会挨拶に引き続き，安達範久氏（株式会社

マツダ）によるプレナリー講演「Mazda Monotsukuri 

Innovation」，京極秀樹教授（近畿大学）によるプレナリー

講演「The research status and development trend of metal 

additive manufacturing technology」を賜り，その後 5 室に分
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かれてオーガナイズドセッションが執り行われました． 

15 日には，ASME の MED（Manufacturing Engineering 

Division）の副部門長である Kevin CHOU 教授（Univ. of 

Louisville）によるプレナリー講演「Overview of ASME's 

Manufacturing Engineering Division, Manufacturing USA 

Program, and Metal Additive Manufacturing Research at UofL」

を賜った後，5 室に分かれてオーガナイズドセッションが

執り行われ，夕刻には会場を ANA クラウンプラザホテル

広島に移して懇親会を開催しました．懇親会では，広島県

内の 10 醸造所から選りすぐりの日本酒を楽しんで頂き，

広島県発祥のけん玉大会を催して多くの若い参加者に楽

しんで頂きました． 

16 日には，昼休憩をはさみ，9:40～14:40 の間，5 室で

オーガナイズドセッションが執り行われました． 

17 日には，株式会社マツダ，株式会社 IHI の２社を訪

問する工場見学ツアーを執り行いました．24 名の参加者は，

工場見学の後，呉市大和ミュージアム，鉄のくじら館（海

上自衛隊呉史料館）等を巡って帰路につきました．幸いに

も天候に恵まれ，参加者各位には晩秋の広島を楽しんで頂

けたかと存じます． 

今回の LEM21 は，次の助成を得て運営されました，感

謝致します．精密測定技術振興財団，広島大学国際会議助

成，工作機械技術振興財団，マザック財団，ＮＳＫメカト

ロニクス技術高度化財団，三豊科学技術振興協会． 

最後に，LEM21 への投稿論文より選ばれ表彰された各

論文題目と受賞者を記して，その栄誉を称えます． 

 

優秀講演論文賞（4 編） 

 Simulation-based Concurrent Identification of 

Milling Process and Mechanical Dynamics with 

Sensor-integrated Multi-inertial System Disturbance 

Observer, Kazuki TAKAHEI, Tomoya FUJITA, 

Ryosuke IKEDA, Norikazu SUZUKI, Shoya OHNO 

and Eiji SHAMOTO 

 Healing of Micro-scale Cracks in Optical Glass 

Using a Pulsed Laser , Nozomi TAKAYAMA, Yuta 

NISHIDE and Jiwang YAN 

 Ultra-precision Angle Sensor with a Mode-locked 

Laser Source, Shuhei MADOKORO, Yuki 

SHIMIZU, Yuan-Liu CHEN and Wei GAO 

 Development of a Contactless Biaxial Magnetic 

Loader for Evaluation of Spindle Dynamics, 

Shunsuke GOTO, Atsushi MATSUBARA, Iwao 

YAMAJI and Shinji ISHII 

Young Researcher Award（8 編） 

 High-Precision Measurement of Dielectric 

Microsphere Diameter Using Whispering Gallery 

Mode Resonance, Bohuai CHU 

 Effect of Three-Dimensional Ultrasonic Vibration 

Assistance on Milling Process, Keita SHIMADA 

 The Influence of Grinding Conditions on Machining 

Characteristics of PCD in High-Speed Constant-

Pressure Grinding, Atsushi NAKAMURA 

 Analysis of Electrochemical Machining Process 

with Ultrashort Pulses Considering Stray Inductance 

of Pulse Power Supply, Tomohiro KOYANO 

 Nano-Level Manufacturing by Multifunction 

Cavitation, Kumiko TANAKA 

 Formation of Chromium Carbide on Carbon Tool 

Steel by EDM in Power Mixed Working Fluid, 

Ruixiang WANG 

 Evaluation of Grinding Periods by Using a Pulsed 

Laser Source, Kentaro UEHARA 

 A study on Workpiece Shapes during a Rough 

Machining Operation Based on Topology 

Optimization, Shingo TAKAHASHI 

 

図 1 会場(平和記念公園内の国際会議場) 図 2 プレナリー講師の CHOU 教授と司会の松村教授 
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図 3 けん玉大会決勝戦(賞品は広島の銘酒、熊野筆など) 図 4 Young Researcher Award 受賞者 

  

図 5 （株）IHI 呉事業所見学の一コマ 図 6 （株）IHI 呉事業所見学の一コマ 

 

講演会 報告 

日本機械学会 2017 年度年次大会の報告 

埼玉大学 金子 順一 

2017 年 9 月 3 日〜6 日に，埼玉大学（埼玉県さいたま

市桜区）において，日本機械学会 2017 年度年次大会が開

催されました．同大会での生産加工・工作機械部門の講演

は５日から最終日の６日にかけておこなわれており，5 日

には「ノンコンベンショナル加工技術の最前線」「加工計測

技術の最前線」のオーガナイズドセッションの講演がそれ

ぞれ 8 件と 6 件，6 日には「工作機械技術の最前線」「切

削・研削加工技術の最前線」のセッションの講演が 6 件と

12 件行われ，合計で 32 件の学術講演論文発表がありまし

た．また，5 日には日本機械学会技術賞受賞記念講演「微

細レーザ加工機の開発」（三菱重工工作機械 二井谷春彦氏）

および論文賞受賞記念講演「超磁歪素子の自己検知機能を

利用した微小位置決め機構の開発」（東京工業大学 吉岡勇

人准教授）が，6 日には論文賞受賞記念講演「サーボ情報

を応用したびびり振動に対する安定主軸回転数同定」（慶

應義塾大学 小池綾助教）および教育賞受賞記念講演「スタ

ーリングエンジンを題材としたものづくり教育」（東京農

工大学 笹原弘之教授）が基調講演として行われ，機械学会

各賞の受賞内容紹介に多数の聴講者がありました。 

他部門との連携行事では，4 日の午前に，生産システム部

門との合同企画である先端技術フォーラム「部品製造時代

の付加加工 -工程設計から後処理まで-」が開催され，積層

造形を試作の枠を大きく超えて，高付加価値製品の小ロッ

ト生産に用いる際に必要とされる技術課題についての講

演が行われました．また，機素潤滑設計部門，情報・機能・

精密機器部門，機械材料・材料加工部門，マイクロ・ナノ

工学部門との合同セッション「マイクロナノ理工学：nm か

ら mm までの表面制御とその応用」が生産加工・工作機械

部門を幹事として 4 日午後に企画され，6 件の講演が行わ

れました． 

4 日の合同企画終了後には，生産加工・工作機械部門と

生産システム部門および設計部門の3部門合同部門同好会

がさいたま市大宮区の鉄道博物館にて開催されました．今

回の大会では，ほかに 9 部門が同様に鉄道博物館内にて同

好会を実施したこともあり，懇親会の開始後は各自自由に

館内を散策して，他部門の多数の参加者の方々の間で意見

交換・情報交換を行い，親睦を深めることができました．  

最後になりましたが，講演者ならびに参加者，セッション

オーガナイザ，実行委員，関係各位に感謝を申し上げます，

次回の年次大会も引き続きご協力をお願いさせていただ
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き，ご報告とさせていただきます．

  

図 1 三部門合同部門同好会（鉄道博物館にて） 

 

部門からのお知らせ 

第１２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） 

協賛(予定) 精密工学会，砥粒加工学会，自動車技術会，型技術協会 

開 催 日 2018 年 10 月 13 日（土），14 日（日） 

会   場 兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス 

（兵庫県姫路市新在家本町 1 丁目 1-12） 

 

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） 優秀な講演論文には「優秀講演論文表彰」を，登

壇者が 2018 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． 

 

研究発表資格 

講演発表者は，日本機械学会の個人会員・学生員に限ら

れます．(特別員資格では不可となります） 講演申込期限

までに「入会手続」と「入会金・会費のご送金」をお済

ませください．（入会申込は

https://www.jsme.or.jp/member/register-application/か

ら）ただし，下記の協賛学会の個人会員の方であれば，

日本機械学会員でなくても発表可能です． 

【講演発表が可能な協賛学会】：精密工学会、砥粒加工学会、

自動車技術会、型技術協会 

 

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． 

本講演会は優れた講演を行った 26 歳未満の会員（原則

として翌年度の４月１日現在）を顕彰する日本機械学会若

手優秀講演フェロー賞の対象となります。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（2018

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: 



- 15 - 

No.53 February 2018

conference@scoop-japan.com）までご連絡ください． 

 

講演申込締切日 2018 年 6 月 1 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 2018 年 7 月 30 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．  

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 

 ◎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），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（東京大），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） 

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 

 ◎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），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 

◎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 

◎奥田孝一（兵庫県立大），原田泰典（兵庫県立 

大），布引雅之（兵庫県立大），木村真晃（兵庫県 

立大） 

※ ◎はチーフオーガナイザ（予定） 
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編集後記 

生産加工・工作機械ニュースレターNo.53 をお届けします．今号は，部門功績賞を受賞された松村 隆教授，研究業績賞を受

賞された奥田 孝一教授，部門技術業績賞を受賞された後藤 崇之様にご寄稿いただきました．昨年 11 月には，広島で第 9 回

LEM21 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．松村先生も書かれてい

る通り，LEM21 は今後，米国機械学会(ASME)の Manufacturing Engineering Division(MED)との連携を進める計画を検討して

います．もちろん，本年 10 月の第 12 回 生産加工・工作機械部門講演会にも，多くの方のご参加をよろしくお願いします， 

広報・出版委員長：笹原 弘之（東京農工大），幹事：茨木 創一（広島大学），岩崎 孝行（(株) IHI） 
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私たちの生活は衣食住に加えて、移動する、通信する、
健康に暮らすなどの行動で成り立っています。
そしてそのすべての人間活動に工作機械は欠かせません。
トータルソリューションプロバイダとして、
機械・周辺機器・組み込みソフトウェア・HMI

すべてを組合せてホリスティックにお客様にご提供いたします。

https://www.facebook.com/DMGMORI.CO/
公式Facebookページはこちら
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グ ロ ー バ ル 本 社： 東京都江東区潮見2丁目3-23
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