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EDITORIAL

熱い心でお応え致します
2015年４月に創 刊したワクワク情 報 誌
の第２号を発刊することとなりました。
世 界 のあらゆる物 事 が 発 展を続ける

1

ンが提供できるまで決して諦めることなくや

三菱マテリアル株式会社

り切ることが肝要です。

執行役員

「何としても叶える」
「何としても応える」

加工事業カンパニー

中、我々もお客様の生産活動に寄与でき

この熱い心こそ、一人ひとりのお客様のた

バイスプレジデント兼製造本部長

るよう、顧客から見て気軽に相談でき、一

めの工具工房の核と考えております。熱き

緒に悩み解決手段を考える、頼られる存

心の源泉は、お客様の笑顔であり共に協

松元 大陸

在として、顧客に後れを取らぬよう進化し

力して課題を解決できた時の「三菱に相

ていかねばなりません。

談して良かったよ」の一言であります。

進化の対象にはハードウエアとしての工

さらにお客 様に「 満 足 」を超えた「 感

具そのものは当然のこと、サービスの内容

動」をもたらすことができれば、これに勝る

や質など、いわばソフトウエアの部分も含

ものはありません。感動は、想像を超えた

まれます。良い物が使っていただけるので

事 象に出会ったときに生まれるものです。

はなく、必要な時に必要とされる物が使っ

想像を超えた性能・品質、想像を超えたス

ていただけるのだ、ということを全従業員

ピード、想像を超えた思いやりなど、これか

が肝に銘じて置かねばなりません。そのた

らもお客様が驚き感動する姿を思い描き、

めには、何が必要とされているのか、いつ

ワクワクしながら総力を結集して皆様の要

必要なのかといったお客様の声に耳をそ

求に応えて参ります。想像を超えた結果を

ば立てて聞くことと、お客 様の困りごとや

提供できる工具のプロフェッショナルを目指

新たな取り組みに対しベストなソリューショ

すこの工房の進化にご期待ください。
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AUTOMOBILE INDUSTRY

「低燃費技術」
と
「加工技術」
の進化
世界の約6人に1台の割合で自動車を所有する時代に
ドイツでガソリンエンジンを搭載
した自動車が登場してから約150

各国の自動車生産台数

年。世界各国で保有されている
自動車の台数は、2013年に11億
1000万

台を突破し、約72億人の世界人
口に対し、6.2人に1台の割 合で
普及していることになります。世界

100万

の自動車生産量は、2014年度に
は8,975万台に上り、中国、アメリ

10万

カなどの巨大市場での生産増が
さらに続いています。

1万

Motor vehicle produced by country in 2013
出典：Khassen Y, Wikipedia。国際自動車工
業会
（OICA：Organisation Internationale des
Constructeurs d’
Automobiles）
などの資料を元
に算出。
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爆発的な普及は環境問題へ
各国の燃費基準の推移

黎明期には想像できなかったこの世界規模での自動車の
普及はまた、環境問題という新たな課題を生じさせることとな

年々強化される
燃費規制

りました。米国カリフォルニア州や日本では1960年代に排出ガ
ス規制が設けられ、自動車メーカー各社はこれを達成するた
めに、さまざまな環境対策技術の開発を推し進めてきました。
現在では、従来からの大気汚染対策として排出ガス中の有
害物質を減らすことと同時に、温室効果ガスである二酸化炭
素の排出低減達成も求められています。この対策を進めるに
あたって、燃料消費も抑制することになり、消費者にとっての
メリットも生み出す結果となりました。
出展：The International Council on Clean Transportationが各国の燃費基準値を
単純に換算したもの。欧州、米国について、燃費測定モードや緩和措置、車種構成の
差異を考慮し単純計算で補正を行うと、欧州は21.1km/l
（2021年基準、経産省試算
の参考値）
、米国は16.5km/l
（2020年基準、経産省試算の参考値）
となる。日本の
2010年規制
（2015年以降と測定モードが違うため参考値）
は、経産省追記。

特集
写真提供：三菱自動車工業株式会社

「低燃費技術」
と
「加工技術」の進化
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AUTOMOBILE INDUSTRY

進化する
燃費技術

今日の低燃費技術の代表例としては、ガ

また、日本独自の規格としての軽自動車は、

ソリン・ディーゼルでは、共に従来よりも小

消費者から低価格、低ランニングコストが強

排気量化したダウンサイズエンジンに直噴

く求められてきました。そのため、燃費向上

とターボチャージャーを組み合せたもの、自

技術の開発には最新のものも含めたあらゆ

然吸気ガソリンエンジンの圧縮比を極限ま

る技術が投入され、普通自動車を上回る

で高めたもの、エンジンとモーターの組み合

性能を実現しており、実に30km/l＊を遥か

せによるハイブリッドシステムなどがあります。

に超えるものも登場しています。

電気自動車の登場
さらにガソリンを消費しない電気自動
車も浸透しはじめています。これには充
電式のものと車両内で電気を発生させ
る燃料電池（水素と酸素で発電、結果
水を排出する）搭載車、電池のほかに
エンジンを発電機として搭載するものが
あります。発電用エンジンはレンジエク
ステンダーとも呼ばれ、レシプロ、ロータ
リー、タービンなど各種エンジンが実用
化、または提案されています。発電専
用ながら現状の給油インフラをそのまま
利用できるため、電気自動車の普及に
最も有用なシステムの一つとも言えます。
レンジエクステンダーを搭 載した車で
は、燃費60km/ｌ超＊に達しているものも
あります。
さまざまな車種が登場する電気自動車（写真は、三菱自動車i-MiEV）

環境対応のための進化を続ける多様な技術

i-MiEVの主要コンポーネント
（システム構成図）

●駆動用バッテリーなどのEV化に必要な主要コンポーネントをすべて床下に搭載
・ベース車と変わらない室内空間や荷室スペースを確保
・高電圧配線を客室から隔離し、万全な安全性を担保
・車両の重心が低下し、優れた走りの実現に寄与
●小型高効率モーターを採用し、リヤに搭載（ベース車と同様の後輪駆動）
●大容量の駆動用バッテリーを搭載し、軽自動車として、日常ユースに十分な航続
可能距離を実現

＊：JC08モード燃費での測定
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COLUMN

PHEV技術

走行状況に応じて最適なモードに制御する“自分で発電する電気自動車”

「プラグインハイブリッドEVシステム」
の仕組み
三菱自動車が独自に開発した、電気自動車派生型の

コンポーネントレイアウト

「プラグインハイブリッドEVシステム」は、住宅地や街中な
どの低・中速走行時には、主に駆動用バッテリーの電力
により走行する「EV走行モード」になります。また、駆動
用バッテリーの容量が低下した場合や力強い加速が必要
な場合には、エンジンが自動的に始動して発電を開始し、
モーターとバッテリーに電力を供給する「シリーズ走行モー
ド」となります。さらに、高速走行時には、高回転域で効
率の良いエンジンの駆動力を直接タイヤに伝え、モーター
がアシストする「パラレル走行モード」になります。なお、
減速時にはモーターを発電機とし、減速エネルギーを回生
して駆動用バッテリーに充電します。

●電気自動車ベースのプラグインハイブリッドEVシステム
・十分なEV航続距離を確保するため、大容量バッテリーを床下中央に配置
・駆動用モーターを前後に配置した、ツインモーター式4WDを採用
・発電及び駆動に使用するエンジンをフロントに搭載
・モーターとエンジンの駆動力は、フロントトランスアクスルにより切り換え

アウトランダー PHEV（三菱自動車）

低燃費技術と加工技術

高効率仕上げ切削用正面削りカッタ

これら技 術の実 現には各 種の生 産 技

これまで自動車の低燃費を支える技術

術の進歩が不可欠であり、金属部品加工

を主に発 動 機の観 点から紹 介してきまし

の分野においても同様です。ターボチャー

た。実 際には、発 動 機と組み合わされる

ジャーは決して新しい技術ではありません

変速機、駆動装置、軽量車体、果ては潤

が、タービンの動力源である高温の排気ガ

滑油、低抵抗のタイヤや燃料そのものの

スに耐える金属材料を高能率に長時間加

改良まで、低燃費を実現する技術の基盤

工できる切削工具の進歩によって効率の良

は裾野が極めて広いもの。しかしながら、

いターボの生産が実現しました。また、か

発動機、変速機、駆動装置とこれを搭載

つての鋳鉄から軽量化のために、アルミが

し組み付ける車体は大半が金属でできて

主流となっているシリンダブロックやシリンダ

いるため、自動車がプラスチックや電機部

ヘッドを能率良く加工することで、低コスト

品だけでできる日も来るかも知れませんが

生産が可能となっているのです。三菱マテ

その日はまだまだ遠いでしょう。三菱マテリ

リアルの切削工具事業は、その80年の歴

アルの切削工具は、機械加工を通じて自

史における当初から日本及び海外の自動

動車産業のさらなる発展にこれからも貢献

車メーカーと密接に連携し、部品加工技術

していきます。

の進歩に関わってきています。

特集
写真提供：三菱自動車工業株式会社

FMAX

「低燃費技術」
と
「加工技術」の進化
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三菱自動車
技術革新へ共に切磋琢磨し続けてきた
三菱マテリアルとのものづくりの絆

PART1

三菱自動車と三菱マテリアルの歩み

世界販売を拡げ
進化を続ける三菱自動車
世界の観光都市ランキング1位にも選ばれ

を図る技術交流を行う研究会です。
「ものづく
りに夢を」のスローガンのもと、毎年選抜メン
バーが招集され、定期的な技術交流を重ね
たのち、一年に一度、全メンバーが集い、加
工技術改善活動の成果を共有する発表会を
設けています。もちろん企業間を超えた活動
による技術交流の活性化が主目的ではありま
すが、若手エンジニアも多く参加するこの会

ブリッド車
（ＰＨＥＶ）
の世界販売にも大きく力を

は、将来を担う次世代の技術者育成と加工

ている、日本の歴史文化を今に遺す古都、京

入れています。そんなさまざまな新技術の粋

技術の伝承の場をも担っています。発足から

都。その入り口である京都駅から、車で約15

が集約される自動車産業。その中でも、製造

半世紀にわたるこの取り組みは、これまで約

分。市街地の中に、突然現れる広大な施設。

技術の発展を支え続けてきたのは、日本が誇

420人ものエンジニアが参加し、多様な分野に

それが、三菱自動車工業株式会社 パワート

る世界最高水準の加工技術であったと言えま

おける約550件もの技術発表が行われてきま

レイン製作所京都工場です。三菱自動車は、

す。そして、この三菱自動車の加工技術にお

した。エンジニアたちの熱い想いと、ユーザー

1917年三菱Ａ型の生産を始め、パジェロ、ラ

いて進化をもたらしてきた背景には、加工技

ニーズとメーカーシーズが重なり合うこの場で、

ンサーエボリューションなど、日本、世界の多く

術専門集団である「工具技術連絡会」の存

三菱自動車を支える数々の新工具が生まれ、

の人々に愛される自動車づくりを続けてきまし

在がありました。

た。近年では、
「Drive@earth」をテーマに、

高度なレベルのライン構築を支えてきたので

これは、さかのぼること半世紀前。1966年

す。今回、この「工具技術連絡会」に参加し

地球と共生しながら、地球を心おきなく楽しむ

に創設された、三菱自動車グループ各社と三

てきた三菱自動車、三菱マテリアル両社のメ

走りの提供を目指し、各国で環境規制が厳し

菱マテリアル各部署から選抜された技術者が

ンバーに、その歴史と成果を語り合ってもらい

くなる中、電気自動車
（EV）
やプラグインハイ

集い、自動車産業における切削技術の向上

ました。

生産ラインのコアを支えてきた
工具技術連絡会

り強度の高い難削材に変わってきました。そうな

三菱自動車
（以下、自動車）
清水氏 工具技

ジープのエンジンなどに携わってきました。工具

ると工具も性能をアップしたものじゃないと歯が

術連絡会に私が携わってから、もう約40年近く

技術連絡会の歴史を大きく振り返ってみると、

立たない。そこからの歩みを振り返ると、常に被

になります。このメンバーの中では、一番の古

特にクローズアップされたのは低燃費規制への

削材と工具の進化の戦いでしたね。新たな被

株に当たりますね。古くは国産化していた三菱

対応で、各自動車メーカーはコストダウンの要

削材に対応するための工具が、製造コストが上

求はもちろんのこと、車の軽量化も進んでいっ
た時代を経験してきました。
自動車 荻野氏 確かにそうです。エンジンが
高性能化されるにしたがって、エンジン部品はよ

がる、プリセットしにくい、寸法調整に時間がか
（左）
清水 浩 三菱自動車エンジニアリング
（株）パワートレーン生産技術部 パワートレーン生技グループ
（工具技術連絡会の先駆者）
（中 写真右）
荻野 隆 三菱自動車工業
（株） 生産技術本部 パワートレイン生産技術部 エキスパート
（機械技術担当）
（右）
西田 眞 三菱自動車エンジニアリング
（株）パワートレーン生産技術部 パワートレーン生技グループ グループ長
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かるなど、ネガティブ要素があれば、それは良い
工具とは言えません。工具技術連絡会は、そん

日本の産業をけん引し続けて

きた自動車産業。いまだ、新興

国の需要を中心に成長傾向が続

き、また、電気自動車を始め、新

たな技術革新も加速している。そ

んな自動車業界で、常により良

い車づくりへの挑戦を続けてき

た「三菱自動車工業株式会社」
。

その歴史の背景には、約50年に

も及ぶ三菱マテリアルとの技術

提携の歴史があった。今号では、
三菱自動車工業 パワートレイン
製作所 京都工場を訪れ、加工

技術の開発やグローバル展開な

どにおける両社の連携と三菱マ
テリアルの貢献について伺った。

な妥協を許さないエンジニア同士の魂のぶつか

ピーク時には約5,000人もの従業員が日夜生産

受け継がれ培われた技術力が確実に活かさ

り合いの歩みでもあったと思います。現在、この

に携わっており、この京都の街中で、世界一と

れていると思います。

工具技術連絡会は若手エンジニアの育成にも

自負する生産ラインが稼働していたのです。で

自動車 西田氏 現在、私は工具技術連絡会

注力しており、いわば自身の技術力を客観的に

すから、これらの製作所を支える工具技術連絡

の量産チームリーダーをさせていただいている

図れる登竜門的な位置付けとして、中堅エンジ

会には高度なレベルが求められ、そのメンバー

のですが、両社のメンバーがお互いのニーズ

ニアたちも一緒になって、互いに刺激し合いな

に選ばれた若手は非常に名誉なことでした。

とシーズを持ち寄り、共通の目標を掲げ、議論

がら技術を磨く組織に成長してきたと思います。

三菱マテリアル
（以下、マテリアル）
瀧口 例

を重ねていくことでとても良い技術交流の場に

自動車 清水氏 技術の活性化はもちろん、互

えば、三菱マテリアルから選出されるのは毎年

なっていると感じています。また、約25年前に

いの持つ最新情報の共有にも大きな意義があ

5名ほどですから、まさに誉れ、と言ってもいい。

は、三菱マテリアルさんから三菱自動車に駐在

りました。そこから新たな発想や発見が数多く

そうして新陳代謝をしながら50年もの歴史を刻

し業務を行っていただいていたという歴史があ

生まれてきたのです。三菱自動車にとって、自動

んできたのですね。

るのですが、この工具技術連絡会の継続が

車製作のコア部分が結集する組織であり、その

自動車 宇野氏 はい。若手から見ても工具

一つのきっかけにもなり、今年度は約25年ぶり

将来をも見据えた組織と言えるでしょう。

技術連絡会に携われるのは
“花形”
というイメー

に三菱マテリアルさんから宇野さんに出向して

自動車 荻野氏 パワートレイン製作所(京都)は、

ジが強く、まさにエースの人しか入れないという

いただくことができました。工具技術連絡会は、

三菱自動車のエンジンのマザー工場と言えます。

印象でした。50年の歴史の中には諸先輩から

人材交流にもつながっています。

世界一多忙なラインを支える
工具を生み出すために
マテリアル 瀧口

私が関わらせていただ

が発生すると、ラインが止まってしまうという危

いたのは、ちょうどV型6気筒のエンジンが始

機感に加え、とにかく高能率に加工する手段

まった頃。1987年ぐらいですかね。

を考えなければならなかった。それには、日頃

マテリアル 北村

V6は当時クライスラー社

から課題を共有し合っていた工具技術連絡

に供給していたエンジンで、この京都の地で

会のノウハウが大いに役立っていたのです。

1ライン月産5万台をつくる、まさに世界一の

マテリアル 北村 また、どんどん生産しな

超多忙なラインだったのではないでしょうか。

ければ追いつかないので、ツール交換の時

マテリアル 瀧口 月産5万台ですからね。こ

間短縮も求められていました。

んな過酷な状況で、三菱マテリアルの工具が

自動車 清水氏 1987年かな、ボタンを押せ

使われていたわけですから、何か一つ問題

ば瞬時で工具交換ができるシステムを作り上

げたのですが、これは機械設計者とタイアップ
しながら開発したのです。ここに、多様な知
識が集まる、工具技術連絡会の強みがある
んですね。当時の技術的改善提案のテーマ
に「Quick change化への飽くなき追究」と書
かれています。正面フライスのバネクランプ、
油圧クランプ機構の開発で、工具交換時間
は1分以内、スパナや工具交換用具は一切
不要となりました。
一同 おおっ！ 懐かしい！
マテリアル 瀧口

ングセンタがなく、工具の自動交換ができな
かった。それを自動交換ができる一歩手前ま
ですでにやっていたんですから、エンジンを
速やかに量産するための知恵をこの工具技
術連絡会が絞り出していたと言っていい。
自動車 荻野氏

（左）宇野 大哉 三菱自動車エンジニアリング
（株）パワートレーン生産技術部 パワートレーン生技グループ
（中）北村 敦 三菱マテリアル
（株）加工事業カンパニー 大阪支店 直需営業課 課長 兼 営業本部 グローバルキーアカウント部
（右）瀧口 正治 三菱マテリアル
（株）加工事業カンパニー 開発本部 加工技術センター

当時は今のようなマシニ

今、まさにその時の主要メ

ンバーがこの席に着いており、大変懐かしく
当時の記憶が蘇ってきます。
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自動車 清水氏

携わってきた技術的改善

出があります
（笑）

提案はこのパジェロカラーが表紙の『THE

自動車 清水氏

TOOLING』にまとまっています。このカラー

力があっても70点。あと、助けてくれたのは

も今思えば、こだわりの一つでしたね
（笑）

現場の製造の皆さんでした。ものをつくること

マテリアル 北村

に携わる人は、ものづくりを大切にする精神

本当に全世界どこを探し

持論は、設計がなんぼ実

てもこんな過酷なラインはなかった。この歴

があるんですね。それは今も昔も変わってい

史はすごいと思っています。三菱マテリアル

ません。

の工具は世界一多忙で過酷なラインで使っ

マテリアル 瀧口

現場を知っているからこ

ていただいている世界一の工具だという大き

そ設計に活かされているんでしょうね。

な自信にもつながっていました。

マテリアル 北村

自動車 清水氏 でもね、いいことばかりじゃ

が世界の自動車産業向けに販売している工

なかった。メンテナンスも大変でした。ライン

具の原点は、全てこの工具技術連絡会の

今現在も三菱マテリアル

が止まるのが夏休みと年末年始しかない。ラ

歴史にあると思っています。工具が原因で

インが休みの間、三菱マテリアルの開発した

月産5万台のラインが止まるとなったら大変で

ものがどうなったのか、分解し、調べに調べ

すからね。

データを蓄積していったのです。また、随時、

自動車 宇野氏

ツーリングセンタと共同してカッター基準面の

ルなどは、改善提案書に書かれてあります

今でもラインで起きたトラブ

くずれや刃ブレの変化量を点検したり、経年

が、これも課題を共有し、解決するプロセス

による加工面精度も調査しました。

に至るまで、諸先輩方から脈々とつながって

マテリアル 北村 もちろん我々も一緒に

いるものです。これからも工具技術連絡会

なって参加しました。20代の青春時代の夏

の活動を通じて、自動車産業を牽引するも

休みと年末年始をメンテナンスに捧げた思い

のづくりに貢献していきたいと思っています。

多様な成果を生み出す
工具技術連絡会
「工具技術連絡会」は、1993年から専門

具費用低減、生産性向上、量産加工用工

チーム活動として量産加工・金型加工チー

具、金型加工用工具、切りくず処理改善な

ムを発足させ、その活動を深化させていま

ど、さらなる技術発展のため新たなテーマを

す。この50年の中で、切削工具も大きな飛

常に掲げ、活動を続けています。ここで培わ

躍を遂げてきました。その時代ごとに工具技

れた技術は、三菱自動車の製造ラインを支

術連絡会は新工具の開発にも多くの成果を

えるとともに、ユーザーに最も近い場所での

挙げ、超硬のUTi20Tにコーティングしたも

技術研究は三菱マテリアルのノウハウとなり、

のから、多層コーティング
（CVD）
、CBNなど

さまざまな産業への加工提案に活かされて

の超高圧工具も登場しました。同時に、工

います。
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各社協業による次世代工具の開発

車の心臓部の加工方法を一新する
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自動車部品における機械加工は、まさに自

ています。さらなる「高品質、高能率、低コス

動車の性能に直結し、これらの技術は自動車

ト」を実現する加工方法とは何か。三菱自動

の発展とともに日々進化しています。特に自動

車と三菱マテリアルのタッグを組んだ挑戦が始

車の心臓であるエンジン。エンジンには爆発

まりました。たどり着いたのは、シリンダー中仕

力を支えるシリンダーがあり、この爆発力を運

上げレス加工を実現する次世代工具の開発。

動エネルギーに変えるピストンが動く部分は材

この工具開発に関わった三菱自動車の後藤

料も高強度に設計されています。この高強度

氏、三菱自動車エンジニアリングの寺坂氏、そ

で難削材であるシリンダーをいかに削るかが、

して三菱マテリアルの古林、作山、山田の5

シリンダーブロックの生産性を高める鍵となっ

人にその背景と取り組みを伺いました。
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中仕上げレス加工を実現するために
自動車 寺坂氏 当たり前のことですが、自動

し、改善策を提案したいと工具技術連絡会

質を上げる刃先です。まさに荒ボーリング工

車部品の機械加工では、常にさまざまな高い

で申し出たのです。

具にはこれが有効だと判断したのです。

要求があります。今回の工具開発の背景として

自動 車 後 藤 氏

自動車 寺坂氏 現在、一般的なマシニング

特に課題と感じていたのが、燃費向上のため

荒、中仕上げ、そして仕上げの計３工程の

センタの2倍ほどの主軸出力が発揮できる設

に求められる高精度なシリンダー加工にかかる

ボーリング加工を行っていました。今回の開

備で荒ボーリング加工をしています。
“さらい

コストでした。シリンダーブロックの加工で使用

発計画では、これらの工程を2工程へ短縮

刃”
を使うと、機械の出力がものすごく必要に
なってきますが、この設備なら提案してもらっ

現 状のシリンダーには、

する切削工具のうち、工具費用の内訳で多くを

させ
“中仕上げレス加工”
の実現を目指しまし

占めているのがこのシリンダー加工なのです。ま

た。ただそうなると荒ボーリング加工後の品

た切削工具の性能を最大限引き出せると感

ず活動に際し、生産ラインを一貫して、問題点

質向上が必須条件だったのです。

じたのです。

の明確化から着手していきました。

マテリアル 作山

マテリアル 古林

マテリアル 古林

荒ボーリング加工の面粗

約半年の準備の末、何

それが今から4年ほど

度を向上させるために
“さらい刃”
を取り入れ

前のことですね。三菱自動車様の取り組み

る提案をしました。
“さらい刃”
とは、加工した

とかなりそうだと私も直感しました。ついに想
いはつながったと胸にこみ上げてくるものが

を伺って、我々も協力して改善点をあぶり出

後をさらにカンナで削るようなイメージで面の

ありました。

（左 写真右）寺坂 忠 三菱自動車エンジニアリング
（株）パワートレーン生産技術部 パワートレーン生技グループ
（左 写真左）後藤 一 三菱自動車工業（株）生産技術本部 パワートレイン生産技術部（機械技術担当）
（中 写真右）古林 浩靖 三菱マテリアル
（株）加工事業カンパニー 大阪支店 京滋営業所
（右）山田 基樹 三菱マテリアル
（株）加工事業カンパニー 営業本部 グローバルキーアカウント部

想いはつながる、そして形になる
マテリアル 作山 「高品質、高能率、低コ

を付けるほど切れ味は良くなるのですが、反

位置精度のデータを積み上げ、設備の実力

スト」さらに、工程を短縮するという全ての

面鋭利になると刃先が欠けやすくなります。

を考慮した取代量を設定。また、従来では

ニーズに応えるため、最大限の工夫を盛り

それらを回避して剛性を持たせて高送りを

切込みと送りの二次元的な考えで加工条件

込みました。荒ボーリングで中仕上げボーリ

可能にするために、表裏ですくい面の形状

を設定しましたが、今回新たに速度となる時

ングに匹敵する面粗度を出すために、さまざ

を60°
位相をずらせて、切れ刃直下が受け

間軸を加え、三次元の空間領域を絞り込み

まな
“さらい刃”
の形を検討しました。そして

面になるという工夫が施されています。もとも

ました。実際に試験加工を行い、この空間

切削抵抗を低減させるためにダブルポジブ

とのインサートは四角形でコーナーは4つ使

領域の中から「高品質、高能率、低コスト」

レーカーを採用し新開発のインサートを生み

えますが、新開発したものは六角形でコー

となる
“おいしいポイント”
を見つけたのです。

出しました。さらに、穴の円筒形を安定して

ナーを6つ使えることで低コストにも寄与する

マテリアル 古林

加工するためにインサートの配置数、配置

ことができました。

穴ほど加工して評価しました。工具寿命も従

生産にあたっては約2万

角度を適正にした荒ボーリング工具を開発し

自動車 後藤氏 従来よりもさらに難削となる

来比で6倍、加工能率においては10％短縮す

ました。

荒ボーリング加工に対し、取代と加工条件

ることができました。この結果があるからこそ、

マテリアル 山田 インサートはすくいの角度

の設定が最大の難所でした。シリンダーの

自信を持ってＰＲすることができるのです。

（左）作山 徹

三菱マテリアル
（株）加工事業カンパニー 開発本部インサート工具開発センター
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カー双方の満足が得られたことは本当に嬉
しいこと。それぞれの立場はありますが、結
局は人と人とのつながりが大切で、そうして
得られた成果だと思っています。
自動車 後藤氏 これからも今回得た技術
や手法を展開したいと思います。さらなるコ
スト削減への追究や未来をゆく工具、例え
ば切りくずを制御する技術、バリレス工具な
ど、切削工具の研究で付加価値を生む可
能性は無限にあると思います。
自動車 寺坂氏

切削工具の高性能化は

重要で我々は常に求めています。ただ、い
かにこの「高品質、高能率、低コスト」の三
自動車 寺坂氏 機械の加工能率が10％上

く成果にたどり着きました。まさに次世代を担

がった。たった10％と思うかもしれませんが、

う工具の一つではないかと思っています。

場合によっては数千万円の機械1台が不要に

マテリアル 作山

なるほどの効果が得られるものなんですよ。

三菱自動車様でどの様に使われているか、

我々の製造した工具が

マテリアル 山田 この工具は4年の歳月を

肌身を持って感じることができた良い機会

経て改良を繰り返しながら、やっと納得がい

でした。開発の立場として、ユーザーとメー

PART3

緒になって、新しいアイデアを模索し、具現
化するための努力を惜しまず続けてくれたこ
とが今回の成果につながったと感じていま
す。ここで培われた高性能な工具は他の産
業にもきっと貢献することができるでしょう。

グローバル展開に向けた三菱マテリアルとの連携

タイでの新工場設立への挑戦

11

位一体を最適化させるのかが重要なので
す。我々はもちろん三菱マテリアルさんが一

ラインを考える一方、工法を変えると品質面で
リスクも伴う。そこで、真子氏と同じくラインの
立ち上げに携わった三菱自動車工業 生産技

現在、アジア地域への生産能力拡大に注力

イでエンジンから車体まで一括生産しているミ

術本部の岡氏は、エンジンをつくる基幹工場と

している三菱自動車工業。同社のタイにおけ

ラージュに載せる、エンジン加工ラインの2012

なっている「三菱自動車工業パワートレイン製

るミツビシ・モータース・タイランドが新たにエン

年の立ち上げでした。最近は現地でもさまざま

作所 京都工場のラインをそっくりそのまま完全

ジン工場を建設したのは2008年のこと。日本と

なものが仕入れやすくなっていますが、当時は

コピーをしたい」という想いを持っていました。

は勝手の違う海外で新しいラインを立ち上げる

なかなかものが手に入らない。当然ですが日

そのメリットを岡氏は、
「立ち上げの時に新し
い工法を採用したことによるリスクも低減できる

― その苦労は並々ならぬものがありました。ライ

本とは違う国ですし、ものを発注するにも、何

ンの立ち上げに携わった三菱自動車工業 京

から何まで戸惑いの連続でした」と当時を振り

上、日本で品質確保された最新の製造ライン

都工作部の真子氏は、
「私が携わったのはタ

返ります。その国・土地に合ったベストな生産

をそのまま導入できる」と考えたと語ります。

ちょうど時期を同じくして、東南アジア地域

署が、2013年に新設された海外展開サポート

けるタイでのエンジン工場立ち上げについて

も、グローバルキーアカウント部が参画すること

の自動車部品製造の中心となっているタイ

の専門集団であるグローバルキーアカウント部

で、さらなる超硬工具の需要拡大を見込ん

です。この部署について北村は「グローバル

になったのです。
「立ち上げ時は常にピリピリ

でいたのが三菱マテリアルでした。
「現地で

キーアカウント部は、顧客が海外に進出する

しており、何か問題が起きるとその解決により

の、きめ細かい顧客サービス体制がタイに必

際、一緒について行き、現地が落ち着くまで

スピード感が求められていました。その時、す
ぐにマテリアルさんに来てもらい、ラインの状況

要になる。我々も主要需要国に軸足を据え

サポートする役目を担います。顧客もグローバ

た体制を構築していく方針でした」と三菱マ

ルに生産体制を強化し最適化を図っている中

やワークが実際どうなっているのかも見ていた

テリアル 北村は言います。三菱マテリアルで

で、ベストなソリューションとサービスを提供す

だいた。私たちは『現場』
、
『現物』
、
『現実』

は、製品提供だけではなく、拡大するグロー

る部署なのです。お客様と一緒になって新た

の『三現主義』と呼んでいますが、それを一

バルマーケットに対応すべく、培われた技術

な価値を創造していく仕組みをつくり、競争力

緒になって取り組み、解決していただいたこと

や経験、豊富な人材の積極的な国際展開を

を一緒に強化していく狙いがあるのです」と

に、感謝しています」と岡氏は当時のことを振

推進しています。この取り組みを形にした部

話します。そこで、この三菱自動車工業にお

り返ります。
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海外展開サポートの専門集団による対応

（左）左から、三菱マテリアル 古林、北村、山田
（中）岡 芳樹 三菱自動車工業（株） 生産技術本部 パワートレイン生産技術部主任（機械技術担当）
（右）真子 俊夫 三菱自動車工業（株） パワートレイン製作所 京都工作部 第一エンジン課

どんな困難にも、共に立ち向かい続けること
従来加工ラインがなかったところに加工ラ

と情報交換をしながら加工に関する必要な

な課題もお客様と一緒に乗り越え克服する

インを入れるということは、当然、ものをつく

知識を丁寧に教えてもらい、とても助かりまし

んだ、という気持ちが一番大切だと思ってい

る人員が必要となります。そのため、切削工

た」と三菱マテリアルとの関わりを話すと、そ

ます」と力強く語ります。常に顧客とともに高

具を使ってマシンの操作をする人材の育成

れを受けた三菱マテリアル 山田は、
「日本で

め合っていきたい ― そんな想いが両社を強

も急務。特に、日本では加工における緻密

評判の良いものを速やかに現地に伝え、加

くつなぎとめているのです。今回の取材の中

なコスト計算が当たり前だが、それらの重要

工に関する認識を速やかにお客様と共有し

で、顧客という単純な関係を超え、互いにも

性を現地で根付かせるために、立ち上げメ

ていく努力をしていかないと、どこかにズレ

のづくりのプロフェッショナルとして『ベストな

ンバーは相当の汗を流したと言います。真

が生じてしまいます。我々も国内外の連携を

加工』を追い求め続ける姿が色濃く映しだ

子氏は「まずは品質が最優先。昨日まで全

密に取って、お客様のお困りごとに素早く対

されていました。三菱マテリアルは、これか

然違う分野で働いていた方が、ある日突然、

応できるよう注力していきます」との姿勢を示

らも工具の特性を知り尽くしているからこそ

加工ラインに配属されることになるのですか

します。同じく三菱マテリアルの古林も「お

できる高度な加工技術を持って地球全体を

ら、しっかり指導をして覚えていただかなくて

客様が望んでいるものをいち早く準備して提

フィールドに、顧客の『ベストな加工』に貢献

はなりません。そこでマテリアルさんとも色々

供できるよう努力しています。どんなに困難

し続けていきます。
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増産のため坑道内に通じた電線
（1939年）

回

最大級の産出量を誇った、日本の金の宝庫

佐渡
金山
三菱マテリアルのルーツの一つとして挙げられる、新潟県
佐渡市。佐渡は平安末期に編纂された『今昔物語集』や
世阿弥の『金島書』に登場するなど、古くから「金の島」と
して知られてきました。1896（ 明治29）年には、皇室財産で
あった佐渡鉱山が三菱合資会社に払い下げられ、日本最
大級の金の産出量を記録し、日本産業の発展を支えてきま
した。今回は、その佐渡金山の歴史と採掘技術の発展につ
いてご紹介します。

近代日本のゴールドラッシュ

13

旧大立竪坑櫓
（木製）
の操車場

明治時代の北沢熔鉱場
（中央後方）

大正時代から「佐渡鉱山参観会」を開催

川の鶴子銀山で銀の採掘をしていた山師

270年間にわたり計41トンの金が採掘され、

の中の3人が金銀鉱脈を発見したと伝えら

江戸幕府の財政基盤を支えてきました。

東京から新幹線とジェットフォイル
（高速客

れています。その後、1603（慶長8）年、関ヶ

船）
を乗りつぎ、約４時間で到着する「史跡

原の合戦で勝利した徳川家康は直ちに佐

採掘技術の発展と
三菱払い下げによる急成長

佐渡金山」。佐渡鉱山は、新潟県の西部に

渡を直轄領に指定。甲斐の出身で金採掘

位置する佐渡島にあります。ここは日本最

に詳しい大久保長安を奉行に命じ、最大

大の金銀山として知られており、総延長は

鉱脈の青盤脈をはじめとした露天掘りの道

ですが、江戸時代中期から産出量が衰退

約400km（佐渡〜東京間）。その広大な敷

遊脈、大切脈、鳥越脈などで相次いで採

してしまいます。そこで、1869（ 明治2）年明

一時は金山として有名になった佐渡鉱山

地には、国の重要文化財、史跡、近代化

掘を始めました。1600年代前半の最盛期に

治政府は、西洋人技術者を鉱山に送り込

産業遺産に指定されているさまざまな採掘

は年間金400kg、銀40トン以上を産出。突

みました。その甲斐あって、1877（ 明治10）

施設が点在しています。そんな佐渡鉱山の

如として日本最大の金銀山となり、ゴールド

年には洋式技術を用いた選鉱場と、日本金

歴史が始まったのは、1601（ 慶長6）年。相

ラッシュが始まったのです。以後幕末まで約

属鉱山では初めての洋式竪 坑・大立竪坑

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO
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佐渡金山のシンボル「道遊の割戸」。人々が争って鉱石を
掘り取った結果、山が真っ二つになったと言われています。

江戸時代の佐渡小判鋳造場
（復元）

正徳佐渡小判

江戸時代の宗太夫坑内の採掘
（復元）

三菱マテリアルのゴールドバー

昭和時代に建設された東洋一の北沢浮遊選鉱場

大立竪坑

道遊の割戸
（手堀りによる金鉱石採掘跡）

明治初期に西洋技術を導入した旧大立竪坑櫓と手前は明治後期に新設された大立選鉱場

が竣工。近代化のための外貨獲得と貨幣

生野鉱山などと共に1896（ 明治29）年に三

を閉じた佐渡鉱山。1989
（ 平成元）年

材料の確保を図っていったのです。さらに、

菱合資会社（当社前身）に払い下げられ、

に操業を休止するまで、金78トン、銀

1885（ 明治18）年、明治新政府は、金本位

佐渡金山は急成長を遂げます。動力の電

2,300トンを産出しました。現在は「史

制に基づく近代貨幣制度へと移行するた

化などによる機械化を進め、明治後期には

跡佐渡金山」
（ゴールデン佐渡社

め佐渡鉱山のさらなる増産を目指していきま

年間400kgを超える、江戸時代最盛期並み

運営）
として一般に公開されてお

す。佐渡鉱山局長に大島高 任を任じ、高

の産金量にまで盛り返すことに成功したの

り、
「世界遺産」への登録を目

任立坑の開削、ドイツ式の新技術による北

です。三菱による稼行93年間に、約33トン

指しています。佐渡鉱山は休止

沢浮遊選鉱場の建設、大間港の整備など

の金を産出。三菱の近代的採鉱・選鉱技

した今でも、400年にわたる鉱

を次々に行っていきました。また、鉱山技術

術が金増産に大きく貢献したのでした。

山技術や生産システムの長い

たかとう

の国産化を進めるため1890（ 明治23）年に
は鉱山学校も開設。日本の鉱業教育におい
ても重要な施策を行ったのです。その後、

今なお残る佐渡金山の歴史

歴史を人々に伝え続け
ているのです。

日本最大級を誇る金山としての歴史に幕
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岡田 清

Vo l . 3

製造スタッフ
1985年入社

窪田 利晃
製造スタッフ
1989年入社

油本 憲志
開発スタッフ
2006年入社

安田 誠

開発スタッフ
1983年入社

小寺 利幸
製造スタッフ
1989年入社

前川 拓哉
開発スタッフ
2007年入社

「BC81 」

高硬度鋼旋削
加工用コーテッド
CBN材種

シリーズ

高性能、長寿命なCBN材種を開発した超高圧チームの挑戦
BC81シリーズ（BC8110、BC8120）の開発

に着手したのは、2011年。他社を凌駕す

る高硬度鋼用の新しいCBN材種シリーズ
を開発するためには、これまでにない新技

術の開発が必須であった。そんな一つの

目標に向かい取り組んだ、開発、製造の
スタッフ６人に話を聞いた。

15
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— 開発の背景について教えてください。
油本

近年、自動車や機械産業は成長傾

向にあり、高硬度鋼部品の加工に対応する
CBN
（立方晶窒化硼素）工具の需要が高
まっています。当社では、2010年に高硬度鋼
汎用加工用コーテッドCBN材種 BC8020を発
売したのですが、一部ツーリングでは他社製
品に劣る場合がありました。その悔しさを胸

BC81

に、新技術を駆使し開発したのが、高硬度
鋼加工用コーテッドCBN材種 BC81シリーズ

シリーズ

です。
— BC8110の開発について教えてください。

岡田

製造担当としては、正直、工程を増

留応力を制御する新しい技術を適用しまし

油本 BC8110は高硬度鋼連続加工用コー

やすことで変わるのか ？という疑問はありまし

た。これによって従来以上の付着強度を実現

テッドCBN材種として開発しました。開発を進

た。しかし、その必要性を熱心に説明する姿

しました。

める上で大切にしたのは、
「お客様が何を求

を見たら、やはり相手を信じてやるしかない。

— BC81シリーズで製造においての工夫はあ

めているか」に徹すること。技術優先ではな

結果として、まだまだ改善の余地はあります

りましたか？

く、ユーザー目線での製品開発をチーム全体

が、良い成果につながりました。

小寺

で心がけることで、ブレずに同じ目標に向かう

安田

製品テストの段階では、お客様にご

材料を理解してから加工方法を探っていきま

ことができました。

協力いただき、何度も実地テストを行いまし

した。また、従来の生産を維持しながら、テス

前川 開発を始める上ではまず、他社製品

た。このとき、お客様に新しい着眼点を提案

ト品を短納期で製作するのに非常に苦労しま

と比べ「何を改善すべきか」を徹底的に追

したことで、他社製品よりも高く評価していた

した。

新材種であるため、まずは徹底的に

求しました。見えてきたのは耐摩耗性と耐チッ

だき、結果、工具寿命を延ばすことに成功し

油本 小寺さんはスペシャリストなので、普通

ピング性の改善です。そこで開発コンセプト

ました。

の人の3倍の速さで作ってくれます。だから、

を「優れた耐チッピング性を有するCBN母材

前川 テストにご協力いただいたお客様に

どうしてもお願いしてしまうんです
（笑）
。製造

と、圧倒的な耐摩耗性を有するコーティング」

は、発売前から特殊品でも良いので売って

スタッフに小寺さんのような存在がいることが

としました。

欲しいとご依頼され、現在でも継続して多く

製品開発の大きな支えになっています。

— 実際の開発はどのように行いましたか？

の受注をいただいています。発売前からここ

小寺 私だけの力でなく、他の製造スタッフ

油本 まず『耐チッピング性に優れたCBN

まで高い評価をいただいたのは、印象深い

も協力してくれた結果です。超高圧チームの

母材』を開発するため、ひたすらCBN母材

出来事でした。

スタッフは本当に団結力があって、困ってい

の靭性の改善に取り組みました。ただ、CBN

— 続いて、BC8120の開発について教えて

焼結体というのは他社の材種も同じような組

ください。

成をしており、普通に作っていては、結局同

油本 BC8120は2010年に発売した高硬度

窪田

様の性能になることが目に見えていました。そ

鋼汎用加工用コーテッドCBN材種 BC8020

れている、待っているという言葉が製造の現

こで、他社を凌ぐ靭性を発揮するために、生

の後継材種になります。BC8020は、連続切

場まで降りてくるので、頑張らないとと思うん

み出したのが新技術『超微粒バインダー』で

削ではコーティングの剥離による寸法精度の

です。今振り返れば、
「超高圧の良い製品を

した。この技 術によりBC8110のバインダー

劣化、断続切削ではチッピングしてしまう事例

作りたい」という思いが部署や役割を超えた

は、従来の自社品・他社品よりも非常に細かく

が一部で発生していました。BC8120ではこれ

団結力を生み、互いの信頼関係があったか

なり、セラミックスバインダーの靭性改善に成

ら課題を解決し、また他社よりも断続性能に

らこそ実現した製品だと思います。

功。その結果、非常に高い耐チッピング性を

優れる材種の開発を目指しました。

— お客様に向けてメッセージをお願いします。

確立できました。

安田 BC8020が一部ツーリングでは他社製

油本 BC81シリーズは、苦労した分、絶対

前川 母材開発に続き、壁となったのが『圧

品に劣る場合があったので、次の製品開発

的に自信のある製品です。積極的に立会い

倒的な耐摩耗性を有するコーティング』の開

に4、5年もかけていたら、さらに後れをとって

切削テストやPRを進めていきますので、ぜひ

発でした。一般的に、CBN工具は超硬工具

しまいます。そのため、短期間での開発が必

一度お試しください。

に比べ、コーティングが付着しにくい。そのた

須。実際に、約１年でCBN母材、コーティン

前川 本年度は、高硬度鋼超仕上げ加工

め付着強度と耐摩耗性を両立するためには

グの改良を行いました。

用コーテッドCBN材種 BC8105、高硬度鋼断

どうするか。さまざまな検討を重ねた結果、

油本 CBN母材は、耐欠損性の改善が必

続加工用コーテッドCBN材種 BC8130を発売

当社のミラクルコーティングの技術をCBN工

須でした。BC8110で開発した『超微粒バイ

予定です。さらなる開発に注力していきます

具用にアレンジすることを目指しました。アレン

ンダー』の技術をBC8120のCBN母材にも適

ので、今後の製品展開にもご期待ください。

ジと言っても、超硬工具とCBN工具ではコー

用すれば、ある程度靭性が向上するのでは

ティングの付き方が全く異なるため、その適正

ないかと思いましたが、簡単にはいきませんで

条件を見つけるためには気が遠くなるほどのト

した。時間が限られていたため、休日出勤な

ライ＆エラーの連続でした。また、製造におい

どをしながら、何度も試作を繰り返し、
『超微

ても新規設備を導入し、コーティングの後に

粒バインダー』を適用したBC8120専用CBN

新たな工程を追加しました。工程が増えるこ

母材の開発に成功しました。

とはデメリットもありますが、求める性能を引き

前川 コーティングは、剥離の抑制が課題と

出すためには、製造工程からの見直しが必

なりました。開発は、膜構成の検討からスター

要でした。

ト。さらに、付着強度を向上するために、残

ると聞くと、つい助けてあげたいと思うんです
（笑）
。
現場からすれば、お客様が喜んでく
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進化する
超硬
ソリッドドリル
の歩み。

美しき曲線デザインに隠された
時代に風穴をあける挑戦の歴史
17
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1980年代後半、業界に先駆け登場し
た超 硬ソリッドドリル「Z ET1ドリル」。
その遺伝子は、現在の三菱マテリアル
の主力製品である「WSTARドリル」へ
と受け継がれていく。今号では、超硬
ソリッドドリルの進化の変遷を追った。

TECHNOLOGY ARCHIVE

TE CHN OLOGY ARCHI VE

1

1987 ~

Part

ドリル性能の
常識を変えた
「ZET1ドリル」

さまざまな産業において、バニシングドリル

リル」の性能には確かな自信を持っていまし

たため、超硬工具との付き合い方も浸透させ

やハイスドリルが主流であった1980年代後半。

た。加工能率は5倍、工具寿命は10倍、切り

ていったのです。そうした普及も兼ねた販売

三菱マテリアルが開発に着手したのが、
「超

くず排出も安定しており、加工性能も高い。ま

活動は、非常に時間を要するものでしたが、
地道な活動を重ね、やがて自動車産業を中

硬ソリッドドリル」でした。市場にはすでに超硬

さに飛躍的な進化でした。しかし、その期待

ろう付けドリルが存在していましたが、技術的

に反し、販売は順調ではなかったのです。そ

心に「ZET1ドリル」は普及していきます。今振

な理由から大径ドリルに限られていました。し

の理由の一つはまず、価格。ハイスドリルに

り返れば、この苦労を乗り越え、お客様に製

かし、超硬の小径ドリルが必要とされる時代

比べると、その差は約30倍。これまで500円で

品の良さを理解いただき、お褒めの言葉をい

が必ず来ることを見据え、掘っ立て小屋とも言

買っていたものが、15,000円になる。最終的に

ただいた達成感は、いまだに忘れられない記

える、製作所の片隅でその開発が始められ

1穴にかかる費用は下がり、生産効率も高まる

憶として残っています。

たのです。まず、小径ドリルを作るためには、

のですが、価格の面から超硬ソリッドドリルの

ろう付けではなく、ソリッドであることを必須条

良さを聞き入れてもらう状況を作ることが難し

件としました。しかし、当時はまだあらゆるもの

かったのです。もう一つの理由は、そもそも超

が手計算で行われており、例えば理想的な溝

硬ソリッドドリルの扱い方や加工方法が全く浸

形状のデザインから切れ刃形状のデザインとト

透しておらず、使い方を教えることから始めな

ライ＆エラーをひたすら繰り返す日々。言い換

ければならなかったこと。当時は、超硬ソリッド

えればそれは、今では当たり前となったデータ

ドリルで可能になったノンステップ加工を行う

やシミュレーションを前提とした製品開発では

ための工作機械を導入していないお客様も多

なく、技術者としての経験や感覚による製品

く、工作機械メーカーも巻き込んで、共に協力

開発を行っていた時代でした。開発を重ね数

しながらその使い方をレクチャー。お客様の

年が過ぎた1987年、ついに業界に先駆け誕

方でハイスと同様の使い方をしてしまい、超硬

生したのが、超硬ソリッドドリル「ZET1ドリル」

ソリッドドリルが欠けてしまったというご連絡を

だったのです。

いただくことも多く、一人ひとりのお客様に対す

当時、市場の約7割はまだハイスドリルを使
用しており、超硬ソリッドドリルとしての「ZET1ド

HIS TO RY
1973

る丁寧な情報提供を行っていきました。また、
ハイスと異なり、再研磨という考え方もなかっ

超硬ソリッドドリル進化の歩み

岐阜製作所設立
切削工具の製造開始

2007

アルミ合金加工用「MNS形」発売
ソリッドガンドリル「MGS形」発売

1987

「ZET1ドリル」発売

2008

金型加工用「MHS形」発売

1995

「スーパーバニッシュドリル」発売
（超硬工具協会賞受賞）

2010

ステンレス加工用「MMS形」発売

2002

「WSTARドリル」発売

2011

鋼・鋳鉄加工用「MQS形」発売
CFRP加工用「MCS形」発売

2004

「MiniSTARドリル」発売

2013

2006

深穴加工用
「WSTAR スーパーロング形」発売

金型加工用小径「MHS形」発売
新世代 汎用「MVE / MVS形」発売
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2

Part

2002 ~

ZET1を超え、
生まれ変わった
WSTARドリル

「ZET1ドリル」誕生から約10年。超硬ソ

か。もう一つのヒントは、料理をしている時に

リッドドリルも業界に浸透し、他社を含めたさ

ふと訪れます。食材を切り刻むフードプロセッ

まざまな製品が登場していました。ZET1ドリ

サー。その大胆な曲線にインスピレーション

ルにもさらなる進化が求められており、どん

を得て、
トライ＆エラーを重ねたどり着いたの

な改良を加えるべきか、開発チームは壁に

が、独特のウェーブ刃形を採用した超硬ソ

ぶつかっていました。その時、開発部長から

リッドドリル「WSTARドリル」だったのです。

こんなアドバイスが与えられます。
『とにかく、

このウェーブ刃形と新溝形状により、コン

飽きるまでレモン石けんを削ってみろ』。その

パクトな切りくずの生成と良好な切りくず排

日から数日間、自社と他社のドリルを手で回

出を可能にしました。また、求心性に優れる

し、大量のレモン石けんにひたすら穴をあけ

先端形状により高い穴位置精度を実現。さ

ていきました。すると、どこで抵抗がかかる

らに、ミラクルコーティングVP15TFを採用

か、どう切りくずが排出されるか、手の感覚

し、長寿命化を図ることができました。こうし

を通じてさまざまな発見があるのです。そこ

て2002年にデビューした「WSTARドリル」

から発想されたのが、ZET1ドリルの直線形

は、求 心 性 が 高く、長 寿 命を実 現し、今

切れ刃から曲線形切れ刃へのシフトでした。

でも多くのお客様にご愛用いただく製品と

これまでにないウェーブ刃形を実現できない

なったのです。

3

Part

2006 ~

さらに進化を遂げる
WSTARドリルシリーズ
プ
（スーパーロング）
まで、個別のニーズに

の性能をクーラント穴のデザインという角度

合わせたシリーズを拡充させていきます。

から高めることに成功しました。また、ドリル

その製 品 一つひとつに三 菱マテリアルな

専用PVDコーティング材種（DP1020）によ

らではの技術と創意工夫が施されていま

り、さらに幅広い被削材で長寿命を実現。

す。例えば、アルミ合金加工用に開発した

まさに新世代にふさわしい超硬ソリッドドリ

MNS形。切りくずが凝着しやすいドリル中

ルとして活躍しています。

心付近へのピンポイント潤滑を可能にする
ために参考にしたのは、自動車の4つ目の

さらなる革新

19

2006年 以 降、
「WSTARドリル 」は、時

製造技術グループと連携し、世界で初め

代のマーケットニーズに合わせさらに進化

て4つ穴のクーラントホールをもつドリルを

していきます。炭素鋼・合金鋼をメインター

作ったのです。こうした技術をさらに活か

ゲットとした汎用タイプ(MWE/MWS形)か

し、2013年に発売した汎用超硬ソリッドドリ

ら、アルミ合金、高硬度鋼、ステンレス鋼、

ル「MVE/MVS形」では、非常に精度の

CFRP材などの各被削材の加工に特化し

高い製造技術が求められる独自のクーラン

た 専 用 タイプ
（MNS形、MHS形、MMS

ト穴TRI-Coolingテクノロジ－を採 用。流

形、MCS形）、高精度タイプ(MQS形)、ア

量を画 期 的に増やすことで、冷 却 性、潤

スペクト比L/D=30までの深穴加工用タイ

滑性、切りくず排出性など、ドリルそのもの
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生産性＆工具寿命

ライトでした。従来の２つ穴にこだわらず、

TRI-Cooling technology

新形状

MQS

MVS

New wavy cutting
edge design
MPS
MZS

MWS

GP / AP / VP
2002

新材種

MNS

DP1020 DP1021
Miracle SIGMA
VP
Miracle SIGMA
2014

超硬ソリッドドリルの歴史（一般サイズ）
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CLOSE UP

三菱マテリアルの技術とこだわりの結晶
「クーラント穴付き素材の製造技術」
クーラント穴付き素材の製造を開始したのは1988年。この27年もの間、クーラント穴形状は進化を続け、

それを支えてきたのは素材の製造技術でした。そんな、クーラント穴付き素材が生まれるまでの工程を紹介します。
工程1：原料

工程3：成形加工

工程5：最終検査

超 硬 製 品に用いられる
主 原 料はタングステン。
非 常に重たい物 質です
が、粒子はとても細かく、
サラサラと流れる様子は
液 体のような美しさを備
えています。

予備焼結を行い、チョーク
ほどの強度にした上で、ド
リルの螺 旋 状の溝を付け
ていきます。もちろん内部
のクーラント穴と接触する
ことはなく、この螺旋状の
溝に沿った穴があけられて
いるという高度な技術が用
いられています。

工程2：押し出しプレス

原料の粉をプレス機に入れ、押し出
し。完 成 品 は、単なる「 ねじられた
棒」に見えますが、内部にはこの段階
で螺旋状のクーラント穴があけられま
す。重要なポイントは、穴の位置の正
確性。この穴は、螺旋状でありながら、
ドリルのどこをとっても外側から同じ厚
みとなる位置にあけられているのです。
柔らかい原料の状態で、リード長をい
かに安定させるかという、長年にわた
るトライ＆エラーから生まれた製造技術
が活かされています。

高温で焼結を行います。こ
れ により、体 積 は 約 半
分、比 重は2倍 になり
ます。そのため、クー
ラント穴の大きさや
位置も、この収縮
率を最初から全
て織り込んだ
上 であけら
れている
のです。

工程４：焼結

曲がりなどはもちろん、クー
ラント穴が焼結による収縮
が起きた上でも計算通りあ
いているかの 全 数 検 査を
行います。これらを全てクリ
アした素材だけが合格品と
して、製 品へと加 工されま
す。

丸穴
（2002年～）

クーラント穴付き素材は、近年小径化やロング化のニーズが高まり、素
材製造の難易度は年々高まっています。例えば、極小径では製品その
ものが細い分、溝の厚みが非常に狭いため、より精度の高い穴位置と

４つ穴
（2007年～）

三角穴
（2009年～）

ソリッドドリルの歴史を紐解いて

ピッチ精度が求められます。ロングドリルも同様に、安定したリード長をい

「ZET1ドリル」誕生から約30年。こ

かに生み出すのかが重要になっており、日々その製造技術は進化を続

れまでの超硬ソリッ
ドドリルの歩みを振

けています。また、クーラント穴付き素材のクーラント穴形状は丸穴が一

り返ると、そこには素材から完成品ま

般的ですが、三菱マテリアルでは、
ドリルの性能をより高めるため4つ穴

で一貫して開発・製造できるメーカー

や三角穴など、従来の２つの丸穴とは異なる形状を開発・製造していま

だからこそ、マーケットニーズがすべ

す。被削材に特化してクーラント穴形状を使い分けているメーカーは三

ての工程で一直線に伝わり、開発

菱マテリアルだけであり、さまざまな形状は、同じ敷地内にドリルと素材の

チーム一丸となることで新たな製品を

工場があるからこそできる、両メンバーの強い連携と苦労から生み出さ

生み出してこられたのだと実感してい

れたものです。この３種の形状のクーラント穴には、素材から製造する三

ます。これからも、柔軟な発想で新

菱マテリアルならではの技術の結晶と、誇りが込められているのです。

形状＆新材種を生み出し、さらなる
革新へと歩み続けていきます。

開発本部
ドリル・超高圧開発グループリーダー
柳田 一也
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ABOUT US

ABOUT US
タイ
加工技術
センター

MMC Hardmetal
(Thailand) Co., Ltd.
Technical Director /
GM Engineering Center

で高品質な技術サービスを提供するために設立された、
タイ加工技術センターをご紹介します。

日本と同じクオリティの

斉藤 貴宣

自動車産業をはじめ、
さまざまな産業で工場・施設の進出が進むタイ。
その地で、
よりスピーディ

技術サービス提 供を目指す

ジェネラル
マネージャーに聞く
！

東南アジアにおける
技術サポートの拠点
タイにおける産業の心臓部で、
より迅速で丁寧なサービスを
三菱マテリアル加工事業カンパニーでは、

など、多岐にわたるサービスを提供しておりま
す。当加工技術センターの最大の特徴は、タ
イ自動車産業の
“ヘソ”
とも言えるアマタナコン

全世界のお客様に対し、より迅速で丁寧なサ

工業団地に拠点を構えていることにあります。

ポートを行うために、技術サービスのローカル

タイ最大級の工業団地であるこの地は、大小

化を推進しています。タイ加工技術センター

問わず、さまざまなお客様が訪問しやすく、気

は、オセアニア地域を中心に近隣諸国のお客

軽に技術相談をしていただけるのが強みであ

様へタイムリーな技術的ソリューションを提供す

り、スピーディなサポートの提供につながってい

るため、2014年12月に設立されました。より確

ます。現在は、開業約１年にして約84社のお

かなサービスを提供するため、そこから約1年

客様への技術サポートを提供しています。

間の準備期間を経て、2015年1月に開業しまし
た。以来、切削技術講習会、切削試験、製
品講習会、切削レポート、その他調査報告書

教育プログラムをはじめ、お客様の
パートナーとして全面的に支援する
英語はもちろん、タイ語による切削技術教
育のプログラムも完備し、定期的に開催するス
クールや新製品のデモ加工を通じて、弊社製
品へのご理解や、性能を十二分に使いこなし
ていただけるような情報提供も積極的に推進
しています。教育に対するニーズは非常に高
く、お客様によっては、弊社の切削技術教育
プログラムを社内の教育システムに組み込ん
でいただいたケースもあります。
今後も“日本と
、
同じクオリティの技術サービス
の提供”
を主眼として、お客様からいつでも頼
りにされる加工技術センターとして、お客様とと
もにさらなる発展を目指していきます。
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て、現地タイの販売スタッフのトラブルシュー
ティング、機械加工テストの実施、技術レ

年にMMCハードメタル
（タイ）
に入社しまし

ポートの作成など、よりお客様の現場に近

た。そこで1 ヶ月半にわたるツーリング・テク

い場所での支援に注力しています。

ノロジーにおける社内研修を受けた後、日

今後も、現在のお客様はもちろん、これ

本の加工技術センターで約２ヶ月間にも及

から出会う将来のお客様に、より高水準の

ぶ、実地研修を受けました。今振り返れば、

サービスとソリューションを提供できるよう、

そこでの経験は
“日本と同じクオリティの技

世界中の加工技術センターと連携しながら、

術サービスの提供”
という点でも非常に重要

さらなる進歩を続けていきます。

技術チーム一丸となって、

私はタイの国立大学であるタマサート大
学で電子情報通信工学を学んだ後、2014

より高水準の

サービスとソリューションを

よりお客様の現場に近い支援を提供したい

社員に聞く
！

なスキルアップにつながり、今の私をカタチ
づくる最も大切な期間だったと言えます。
タイ加工技術センターへの配属後は、日
本で得た知識を活かし、チームメンバーた
ちとともに機器や施設のセットアップに参加。
現在では、CNC旋盤のメインオペレーター、
マシニングセンタのサブオペレーターをはじ
め、国内外のお客様に対するセミナー、研

Napatpol Artharamas

修、切削実演など、さまざまな業務を担当し

MMC Hardmetal
(Thailand) Co., Ltd.
Technical Engineer

ています。その中でも特に重要な役割とし

タイ加工技術センターのソリューションサービス

1

実機デモンストレーションと
豊富なセミナーカリキュラム

タイ語、日本語、英語の３ヶ国語に対応した教
材を用い、ミーリング、ターニング、
ドリリングなど、
金属加工技術に関する基礎的な内容の講義を
行います。また併設のデモンストレーションルーム
では、CNC旋盤、マシニングセンタなど、各種加
工機器でのデモンストレーションも行っています。

2

実機デモンストレーション
のライブ配信システム

遠方のお客様に対しても、インターネット経由
での実機デモンストレーションのライブ配信シ
ステムを完備しており、場所を問わない研修
システムを構築しておりますので、いつでも気
軽に受講していただくことができます。

3

産学連携の研究開発

新しいビジネスモデルの研究・開発プロジェ
クトに対 応します。今 後 拡 大するASEAN
市場への対応力強化のため、タイ国内の
主要大学や各種研究機関との共同開発も
視野に入れています。
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CUT TING EDGE

CUTTING
EDGE
第２回

開発本部 加工技術センター 次世代加工グループ（左）坂本 知良（中）高木 優次（右）高橋 亘

自ら回り、境界部をなくす
20年前に開発・発売していたロータリー工具
きっかけは、とあるお客様の要望でした。

トラブルが発生。すべり軸受を使った機構

状態にたどり着くことができたのです。実際

量産部品加工ラインにおいて、インサート

ではインサートを回転させることは難しいこ

に使用してみると、インサート全周を使える

のコーナチェンジを減らしたい。そして、イ

とが分かりました。そこで、すべり軸受に代

だけでなく、被削材との相対速度が下がる

ンサート全周を余すところなく使いたい。一

わり、転がり軸受としてニードルベアリング

効果により、さらなる耐摩耗性の向上にも

見無謀とも言えるこの要望、解決のために

を採用。回転に関する問題は解決できまし

寄与することが明らかになりました。

は根本的な発想の転換が求められました。

たが、切 削 熱の影 響を受け

そこで思いついたアイデアが、インサートそ

ること、潤滑向上、切りくずの

のものを回転させるロータリーバイトだった

侵入防止や小型化が難しい

のです。開発初期にはインサートを回転さ

といったさまざまな課題が新

せるため、軸受としてすべり軸受を始めとし

たに発生しました。メカニカル

たさまざまな軸受（含油軸受、固体潤滑、

シールを採用するなど、これ

超硬＋DLCコーティング）
を試しました。し

らの問題を一つひとつ解決し

かし、切削条件によって回らなくなるなどの

ていき、やっと実 用に耐える

開発時に掲載された新聞記事
（日刊工業新聞 1996年11月12日付より）
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独創的な回転工具により、
異常損傷を抑える
このようにして、三菱マテリアルが開発し

③切削熱が１点に集中しないため、熱に起

た回転工具であるロータリーバイトでは、バ

因するインサート摩耗も抑制

イト先端に取り付けられたインサートが切削

この3つの効果により、下のグラフの通り、

力により自動的に回転することにより、以下

固定工具と比較して安定した長寿命工具

のようなメリットが得られました。

の実現が可能となったのです。工具の異

①摩耗を均一にし、インサートを使いきるま

常損傷は、被削材の強度が高い場合、切

ようにしますが、逆に加工能率は低下して

削中に高熱が発生する場合や被削材が加

しまいます。ロータリー工具では、切削しな

でコーナチェンジが不要

条件を落とすことで異常損傷が発生しない

②切削ポイントが常に移動しているため、

工硬化しやすい場合などに引き起こされま

がら工具の刃先を回転させることで、これ

切れ刃境界摩耗
（囲みコラム参照）
が発

す。一般的な工具では、切込みを小さくす

らの問題を解決し、加工能率の向上・工具

生しない

る、切削速度を下げるといったように切削

の長寿命化を達成しているのです。

約20年前に発売されたロータリーバイト
は、斬新な機構とその切削性能により、お
客様から好評を博しましたが、従来タイプ
の低価格化・性能向上が進み、残念なが
ら今では標準品ではなくなりました。しかし、
異常損傷を抑えるためには非常に効果的
であり、被削材の難削材化が進んだ現在
では、改めてその価値が見直されていま
す。三菱マテリアルではロータリー工具のノ
ウハウを、20年前の開発メンバーから工具
開発の若いメンバーへと継承し、現在の被
削材・加工機械にマッチした次世代のロー
タリー工具の開発を進めています。ぜひご

境界摩耗とは
一般的な工具では、切れ刃の切込み境界部は、被削材の加工硬化層や鋳物
の鋳肌、鍛造品の焼肌などが影響して、境界摩耗と呼ばれる損傷が大きく発生
します（下図）。切削加工によって塑性変形した被削材表面付近は、加工硬化に
よって硬くなり、その部分を削ることになる切込み境界部は、切れ刃の他の部分よ
り損傷が大きくなるのです。鋳肌や焼肌面も同様に表面付近が硬くなっています
ので、切込み境界付近の損傷を助長します。とりわけ、INCONEL®718やステン
レス鋼などは大変加工硬化しやすい被削材となりますので、他の被削材と比較し
て、この境界損傷が生じやすくなります。
ロータリー工具によるインサート摩耗の例

境界損傷の例
切込み

期待ください。

INCONEL®はHuntington Alloys Canada, Ltd.の登録商標です。
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和をやしなふ

WA

大相撲
「はっけよい、のこった！」。力士対力士の

め、天皇や貴族に「見せる」相撲として取

迫力に満ちた取組、土俵や吊り屋根をはじ

組が行われ、取組後には盛大な宴会が繰り

の半ばごろ
（18世紀）
になると、各地で独自

めとする相撲場のしつらえや行司の美しい

広げられました。
「すまひ」は宮廷行事とし

に興行を行う職業的な相撲集団が集まって

装束、土俵入りや弓取り式など独特の儀式

てその後の約４００年間続けられ、回を重ね

取組を行い、年に6回、定期的に本場所を

……。大相撲の本場所を訪れると、そこには

るごとに少しずつ相撲としての形をなしてい

開催する「大相撲」の基本的な仕組みがで

きます。

きあがりました。実質的な初代横綱である谷

「勝負」以外のたくさんのエンタテインメント
に満ちあふれています。

鎌倉時代
（1185年～）
から安土・桃山時代

日本の国技とも言われる相撲。その起源

風梶之助、小野川喜三郎といった名物力士

（1573年～）
にかけて武士の時代になると、

も生まれ、相撲人気は急速に高まり、歌舞伎

をさかのぼると、神話の時代にたどりつきま

時の将軍や大名たちも相撲取りを集め、相

とならぶ江戸時代の庶民の娯楽として定着
したのです。

す。そもそも「すもう」という言葉は、
「争い」

撲観覧を楽しむようになります。中でも戦国

という意味の名詞「すまひ」が語源で、西

大名の織田信長は相撲を好み、近江の安

長い歴史の中で次第にスポーツとしての

暦720年ごろに書かれた「古事記」や「日

土城に各地から相撲取りを集めて観覧を行

形を整え、日本独自の伝統文化となった大

本書紀」の中では、神同士の力比べとして

い、勝ち抜いた強い相撲取りを家臣として迎

相撲。今もなお、伝統と革新のバランスをとり

「すまひ」が描かれています。

えたことは良く知られています。

平安時代（794年〜）
になると、各地に使

観客から入場料を取り、相撲がひとつの

者を派遣して「すまひびと」
（相撲取り）
を集

興行として行われるようになったのは、室町

相撲の聖地

両国国技館

大相撲の本場所は年に6回行われます
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時代
（1336年～）です。その後、江戸時代

の名力士だった親方たちがチケットのもぎり

が、東京・JR両国駅西口からすぐの「両国

役を担当しているので、実際に会えるチャン

国技館」では、一月・五月・九月場所の3回

スも。館内には20の相撲案内所が軒をつら

が開催されています。本場所中は、両国駅

ね、たっつけ袴の出方さんや和服姿のおか

前に力士のしこ名が描かれたのぼりが立ち

みさんが行きかい、相撲情緒にあふれてい

並び、いかにも「相撲の街」といった風情が

ます。また、国技館の1階には相撲博物館

漂います。大相撲観戦で両国国技館を訪れ

があり、錦絵や番付、化粧回しなど、相撲に

る時の最初の楽しみは、入場口です。往年

関する資料が多数展示されています。
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ながら、国内外問わずたくさんの人々を魅了
し続けています。

本誌の編集部は、相撲の街・両国にあります

相撲のルールと仕組み
相撲のルールはシンプルです。行司が判
定を行い、回しをしめた二人の力士のどちらか
が、相手を倒すか土俵の外に出せば勝ちとな
り、頭髪をわざとつかむなどの反則をした場合
は負けとなります。年6回行われる本場所は
15日間続き、力士たちは1日1回の取組をし
て、場所の終わりに最も多く勝った力士が優
勝力士となります。力士の強さのランキングを
一覧で表したものを「番付」と言い、横綱か
ら序の口まで10段階あります。大相撲ではこ
の「 番付 」が全てと言ってもよいほどで、給
料の額の大小はもちろん、雪駄をはけるのは
三段目から、羽織袴の着用が許されるのは十
両からなど、待遇も大きく異なります。番付の
昇格・降格は、番付編成会議で決定し、基
本的には1場所で８勝以上して勝ち越せば上
がり、7勝以下で負け越せば下がります。大
相撲では、同部屋同士、兄弟の力士の対戦
はありません。
「このような対戦はお互いがか
わいそうだ」という武士道に根ざした「惻陰の
情」の考えが根付いているからです。したがっ
て、たとえ部屋が違っても、実の兄弟である
場合は対戦することはありません。

10段階に分かれ
た力士の地位。
地位によって定
員がある

横綱
大関
関脇
小結

三役
幕内
（42人以内）

関取

前頭
十両

十両（28人以内）

幕下
三段目

幕下以下

序二段
序の口
図／力士の地位と人数

番付の相撲文字は、下位になるにつれ細く小さくなっていく

相撲には82もの
「決まり手」がある

片方の力士の勝ちが決まったときの技を「決まり手」と言い、その数は現在で82あります。82の決まり手の
うち最も多く使われる手が「寄り切り」で、２番目に多いのは「押し出し」。2015年初場所の中入り後の取組
では、決まり手の約半分は「寄り切り」と「押し出し」でした。これらは「決まり手」の中の「基本技」に分類
されますが、相手の首を上からたたき落して勝つ「素首おとし」や相手のつま先を取り、後ろに引き上げて

禁じ手

上手投げ

寄り切り

押し出し

倒す「褄取り」など独特な技もあります。

想いの源泉
「培った技術を伝承したい」
「レモン石鹸に穴を空けて五感で感じる」
「毎日の繰り返しが人を強くする」
最 初は緊 張 気 味に始まるインタ

手を脇の下や胸に当てて土俵
の外に押し出す

相手に体をつけて前か横に進
み、土俵の外に出す

相手の差し手の上から廻しを
取って投げる

頭髪をつかむ、拳で殴る、両
耳を同時に両手で張る等、危
険・汚い技は反則

ビューも、質問を重ねていくとキャリア
を重ねた大人たちが急に童心に還っ
たような表情をする瞬間がある。
その直後、目を輝かせながら飛び
出す言葉に圧倒される。相手の想い

相撲の豆知識
一

力士になれるのは男性のみ。
女性はなれない

二

強い力士になるために
大切な基礎訓練「股割り」

力士になるには、①義務教育を終了した
強い力士に必要なのが、ケガをしない柔軟な
23歳 未 満 の 男 子 ② 身 長1m73cm以
体づくり。そのため、両足を左右に開脚する
上 ③体重75kg以上 という条件を満たし、 「股割り」を毎日行います。訓練を重ねた力
「新弟子検査」に合格することで初めて
士は、180度開脚し、腹からあごまでぺたりと
「力士」となります。また、相撲規定に「力
床につけられるように。新入門の力士は6カ月
士は男性に限る」と明文化されています。
間、国技館内の「相撲教習所」に通い、股
割りをはじめとする相撲の基本を学びます。

の源泉に触れるとき、それは少しの曇

両国には力士料理・

三 ちゃんこ鍋専門店がたくさん
力士の定番食として知られるちゃんこ鍋は、
大鍋に季節の野菜や魚、鶏肉などを入れ
て煮立て、つけ汁やポン酢などで食べます。
「両国国技館」のある両国は、ちゃんこ鍋
発祥の地として多くの専門店が軒を並べて
います。

りもない透き通った純粋なものに触れ
た感覚になる。まるで、子供が夢を語
るような表情。
純粋な想いは、人を努力させる。
そこにある山が高かろうが低かろう
が関係ない。己の想いが導くままに、
自らの強い欲求によって突き進む。そ
の努力の積み重ねがブレークスルー
を産み出す。
透き通るような想いの源泉とそれを
実現しようとする努力に、人は惹きつ
けられる。
編集部

四

取組前の塩まきは、
けがれを清めるため

取 組の前に力士がまく塩。土 俵＝神 聖
な場所を浄める意味として、この風習が
生まれました。本場所でまかれる塩は1日
45kg、一場所で約650kg以上。幕下に
なって初めてまくことが許され、しかも、時
間に余裕があるときだけまくことができるの
です。

五

力士はサラリーマンと同じ
月給制。横綱は月282万円

「満員御礼」の垂れ幕の
条件は入場券の売り上げ枚数

六

力士の給料は月給制で、十両以上の力士
吊り屋根の上に掲げられた「満員御礼」
に支給されます。幕下以下の力士には、 の垂れ幕。この垂れ幕は、十 両の取 組
本場所ごとに場所手当が支給されます。ち
が終了し、幕内の取組が始まる合図であ
なみに横綱の基本給は、月282万円、幕
る「柝」
（き）
が入った瞬間に下げられます。
下の場所手当は15万円ほど。
「褒賞金」 「午後3時の時点で約８割以上の入場券
という制度もあり、勝てば勝つほど、また、 が売れた場合に出すと言われています。
長く続けるほど金額が多くなっていきます。

小澤 英之

Your Global Craftsman Studio Vol.2
2015年10月発刊
編集発行部署：
三菱マテリアル株式会社
加工事業カンパニー
営業本部 営業企画部
本冊子の文字・写真等を含む全ての記事内容の無
断転載を禁じます。また、誌面上に登場するミラクル
は三菱マテリアルの登録商標です。
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三菱マテリアルは、単なる「工具メーカー」ではありません。
私たちの使命は、お客様一人ひとりの異なる課題に
ものづくりのプロフェッショナルとして全力で向き合い、
お客様のビジネスを成功へと導くこと。

そこは、これまでにない新しい技術や製品と出会える
“場”
。
世界中のいつでもどこでも、スピーディーに解決策を見出せる
“場”
。
最先端の情報が集まり、驚きやワクワクに溢れる
“場”
。
この工房でお客様とともに考え、創り、感動を分かち合い、

【ロゴの意味】
地球を示す円の上で、人と人が手を繋ぐ様子をデザイン。
グローバルなフィールドで、
“お客様”
と
“三菱マテリアル”
が手を取り
合って一体となり、ともに高め合っていきたいという想いを込めています。
また、全体のシルエットは、どこか
“切削工具”
のようであり、三菱マテ
リアルの頭文字である
“M”
のようであり、ものづくりに対する情熱を示す
“炎”
のようであり、多様な意味を含ませ、シンボル化しています。

お客様一人ひとりに合わせた
ベストなソリューションとサービスを提供していく。
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加 工 事 業カンパニー

あなたの、世界の、総合工具工房。

http://www.mitsubishicarbide.com

あなたのための「工具工房」でありたいと思っています。
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そのため、私たちは世界にひとつしかない、

