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切削工具の歴史は、
まさに自動車産業の歴史そのものと
言えるかもしれない。
自動車メーカーは、その時々の市場が
求めるニーズをしっかり予測し、
それらを確実に満たしながら
発展してきた。
このような自動車産業が今、
とてつもなく大きな
変革の渦中にある。ほんの10年後の市場予測すら不透明
であり、今後の動向については、同じ国の中でさえ統一した
見解が存在しないケースが多い。
このような状況は、言うまでもなく我々工具メーカーにとって
も全く同じである。単純に考えれば、次世代自動車では1台当
たりの切削加工量は確実に減少する。
これは多くの工具メー
カーがまもなく直面する非常に厳しい現実である。
しかしながら、大きなビジネスチャンスは、
こういうときにこそ

生まれるのではないだろうか。未来への選択肢が幾通りも存
在する中で、果敢にいずれかを選び、進んでいく。
そのために
何を準備しておくべきかを今から考え、
きちんと実行していく。
一方、今この瞬間があるのもまた事実である。生産性の5%向
上、
エンジン加工ラインの新規立ち上げなど、当業界の切削
に関するテーマは今なお多く存在する。我々は、将来に対す
る準備もしながら、今目の前にある課題も決して疎かにしては
ならず、
これら両面において価値を提供しなければならない。
我々のCRAFTSMAN STUDIOは、今後大きな進化を
遂げようとしている
“変革者達”
にとって、現在と将来のあるべ
き切削加工の姿について、気楽にかつ大胆に語り合える場
所になると良いと思う。

MESSAGE

特殊工具の設計は思いやりの心で
M M C マガジン「 Y O U R G L O B A L
CRAFTSMAN STUDIO」の第6号をご覧
いただき、誠にありがとうございます。
今号は自動車産業特集となっていますが、

お客様の各部門の方への思いやりの心が特

のご提案など、ソリューションサービスの形態

殊工具には必要です。

は多岐にわたります。

本 情 報 誌のタイトルでもある「 Y O U R
GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO」は、

当社の開発本部は、個別の製品の性能向
上は当然ながら最重要テーマとしてこれから

当社の加工事業カンパニーの成長は、自動

加工事業カンパニーのブランドメッセージです

も継続して取り組んで参りますが、
「三菱マテ

車産業の発展に支えられてきたといっても過

が、ここには「我々は工具という商品のものづ

リアルはいつも気軽に相談に乗ってくれ、充実

言ではありません。まさに、当業界のお客様

くりの追求だけではなく、お客様のさまざまな

したソリューションサービスがあるから工具を

に多くのことを教えていただき、お客様に助

ご要望に対応し、可能な限りお応えしていき

発注する」とお客様から言っていただける存

けられてきたからこそ、今日の我々があると考

たい」という想いが込められています。まさに、

在になることも目指しています。

えております。

自動車産業で多く使用される特殊工具は、当

2017年6月には、岐阜製作所の敷地内に中

社のこのような想いを体現するのにふさわしい

部テクニカルセンターを開所致しました。産業

商品であると思います。

別に最適なソリューションを提供するための施

自動車のエンジンを例に挙げますと「５C」と
いわれる主要パーツがありますが、これらを削
るための工具は大半が特殊な形状をしていま

近年では、自動車産業においても、特殊

設となっておりますので、自動車産業のお客

す。これら特殊工具の設計は難易度が高く、

品ではなく標準品の採用も増えてきておりま

様にも、ぜひお越しいただきたいと考えており

その理由はお客様の加工ニーズを実現するた

すが、電話帳のような分厚いカタログには3

ます。今後も変革に挑戦し続ける三菱マテリ

めの専門的知識やノウハウが必要であること

万点以上の商品が掲載されており、この中

アルにご期待ください。

に加えて、さまざまな視点を持って設計しなけ

からお客様がご自身で最適な工具と切削条

ればならないためです。一例としては、ある工

件を選択されるのはかなり大変な作業です。

程で使用したインサートを再研磨し、意図的に

お客様は一人ひとり達成したいゴールが異

三菱マテリアル株式会社

小さくしたものを別の工程で再利用することが

なりますので、
「加工コストをとにかく安くした

加工事業カンパニー

あります。このような特殊な使い方を前提とし

い」、
「工具費よりも生産性が重要」、
「仕上

開発本部長

た設計をするには、二つの異なった部品を加

げ面が重要」、
「安全な切りくず処理をした

工するそれぞれの工程とインサートの使用数

い」、さらには「切削の振動、騒音、バリを抑

池永 幸一

量を正確に把握していなければなりません。

えたい」など、多くのご要望があります。この

また、工具性能以外の面、例えばお客様

ようなお客様のさまざまなニーズに対し、総合

がメーカーから納品された工具の受け入れ検

的に解決策を提供することができる「ソリュー

査をする際に測定しやすい形状にしておくこ

ション力」が今後一層重要になってきます。

と、工具を廃棄するときにリサイクル分別がし

お客様の若手技術者の育成をお手伝いする

やすい構造にしておくこと、さらにはお客様の

研修の開催、お客様の現場に近い環境下で

生産技術部門や調達部門の方にも理解しや

の加工テスト、出張ライン診断などの技術サー

すい図面表記となっていることなども大切で、

ビス、CAE解析を駆使して開発した新工具
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AUTOMOBILE INDUSTRY

次世代自動車
の時代へ
次世代自動車の定義と主な4つのタイプ
省エネルギーや地球環境負荷低減の観点

自動車とは窒素酸化物
（NOx）
や粒子状物質

います。その主な種類としては、①電気自動

から大きな期待を集める次世代自動車。
『次
世代自動車ガイドブック 2016 - 2017』
（環境省・

（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、

車、②ハイブリッド自動車、③プラグインハイブ

または全く排出せず、なおかつ燃費性能が優

リッド自動車、④燃料電池自動車の4つが挙げ

経済産業省・国土交通省）
によると、次世代

れているなどの環境にやさしい自動車とされて

られます。

TYPE

1

電気自動車（EV：Electric Vehicle）
電気自動車とは、外部から充電した電気を動力源とし、電気モーターにより走行
する自動車を指します。走行時のCO2 排出はゼロで、走行騒音も大幅に減少。ガソ
リン自動車と比べ構造が簡易で部品数が少なく、部品も小型化できるため、自動車

Motor

Power
Control
Unit

Battery

自体の小型化も比較的容易です。

TYPE

2

ハイブリッド自動車（HV：Hybrid Vehicle）
ハイブリッド自動車とは、複数の動力源を組み合わせた自動車を指します。最も普

Motor

及している組み合わせはガソリンエンジンと電気モーターで、発進時や低速時には
電気モーターのみで走行し、加速するときはガソリンエンジンも同時に稼働。二つの
動力源それぞれの利点を生かすことで低燃費・CO2低排出を実現しています。

Power
Control Battery
Unit
Gas
Generator Tank

Engine
Gas

3
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TYPE

3

プラグインハイブリッド自動車

（PHV：Plug-in Hybrid Vehicle ／ PHEV：Plug-in Hybrid Electric Vehicle）

Motor

プラグインハイブリッド自動車とは、外部電源から充電できるバッテリーと電気モー
ター、さらにガソリンエンジンを有する自動車のこと。一定距離は電気モーターのみ

Power
Control Battery
Unit
Gas
Generator Tank

で走行するため、その際はCO 2を全く排出しません。また、バッテリーの電力が不足

Engine

すると、ガソリンエンジンと電気モーターを併用しハイブリッド車として走行するため

Gas

遠距離走行も可能となっています。

TYPE

4

燃料電池自動車（FCV：Fuel Cell Vehicle）
燃料電池自動車とは、燃料電池内に酸素と水素を取り込み、その化学反応によ
Motor

る電気エネルギーでモーターを回して走行する自動車のこと。酸素と水素の化学反

Power
Control
Unit

応で発電するため、走行時に排出されるのは水のみで、究極のエコカーとして世界
的に注目を浴びています。

H2

Battery

O2

Fuel
Cell

H2
Tank
H 20

2040年以降は電気自動車と
燃料電池自動車が伸張
「近未来の自動車」というイメージがある次

電気自動車の研究・開発が盛んになりますが、

動車を発表。現在では、世界中の自動車メー

世代自動車ですが、そのうちの1つである電気

当時はバッテリー性能が不十分であったことや、

カーが電気自動車やハイブリッド自動車、プラグ

自動車が登場したのは、意外にもガソリン自動

ガソリン自動車の排ガス浄化技術が進んだこと

インハイブリッド自動車、燃料電池自動車など次

車よりも早い1873年。1900年頃アメリカの自動

で市場に普及することはありませんでした。

世代自動車の開発・普及を加速させています。

車生産台数は約4,000台で、そのうちの約40％

そうした状況が変わり始めたのが1990年

国際エネルギー機関
（IEA）
によれば、ガソリ

が電気自動車でした。しかし、ガソリン自動車の

代です。アメリカ・カリフォルニア州で排ガスを

ン自動車やディーゼル自動車などのエンジンで

急速な性能向上と車体の低価格化により、電気

厳しく制限する「ZEV
（排ガスゼロ車：Zero

走行する車の販売は2020年をピークとし、
その

自動車は1920年頃に表舞台から姿を消します。

Emission Vehicle）
法案」が制定されたのを受

後はハイブリッド自動車やプラグインハイブリッド

その後、電気自動車が再び見直されるのは

け、各国の大手自動車メーカーが本格的に電

自動車が市場を牽引。2040年以降はエンジン

1970年代に入ってからでした。大気汚染の深刻

気自動車の開発を開始し、1997年にはトヨタ自

のある自動車が減少し、電気自動車と燃料電

化やオイルショックが引き金となり、日本を中心に

動車株式会社が世界に先駆けてハイブリッド自

池自動車が伸張すると予測しています。

世界の乗用車販売台数を占める次世代自動車の割合推移予測

乗用車販売台数（百万台 ）

燃料電池自動車

160

電気自動車

140

プラグインハイブリット自動車

120

プラグインハイブリット自動車（ディーゼル）

100

ハイブリット自動車（ディーゼル）

80

ハイブリット自動車（ガソリン）

60

天然ガス／液化石油ガス自動車

40

ディーゼル自動車

20
0
2000

ガソリン自動車

2010

2020

2030

2040

2050

出典：国際エネルギー機関「Energy Technology Perspectives 2015 」
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CASE 1

アイシン・エィ
・ダブリュ
技術センター

「革新ヘリカルブローチ」の共同開発
オートマチックトランスミッション（以下AT）の市場で世界トップシ
ェアを誇るアイシン・エィ・ダブリュ株式会社。同社ではATの劇
的な生産効率の向上を目的に、大径ヘリカルブローチを用いた
加工技術の改善に取り組んできた。同社と当社による新たな挑戦
の軌跡を追った。

5

次世代技術の開発のために
2011年に竣工した、技術センター

世界No.1の
AT専門メーカーとして
未来のクルマ社会の
創造に挑戦
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社は、アイシ
ン精機株式会社の子会社であり、アイシング

など、常に業界をリードしてきた世界一のAT
メーカーです。

いち早く実現するなど電子領域の開発も推
進しており、ATのグローバルサプライヤーと

ループ主要6社のうちの1社です。1969年に

2016年度の売上高は約1兆2000億円に達

して時代に先駆けた製品をスピーディーに提

ATの専門メーカーとして設立され、1972年

し、その90％以上をATが占めています。同

供しています。
「意のままに駆れる馬のような

にフロントエンジン・リアドライブ
（FR）方式の

社のATは約38％がトヨタグループに提供さ

クルマを創りたい」
「ドライバーの心を揺さぶる

3速ATを開発して以来、各時代のニーズに

れ、その他は世界15カ国で計50社を超える自

クルマを創りたい」。そんなドライバーの想い

マッチした製品を次々と送り出してきました。

動車メーカーにも提供されており、2012年には

を実現するATを提供するため、日々新たな

2006年には世界初のFRの8速AT、2012年

ATの生産累計台数が1億台を突破しました。

挑戦を続けています。

にも同じく世界初となるフロントエンジン・フロン

常に次世代のモビリティを見据える同社

トドライブ
（FF）方式の8速ATを商品化する

は、2004年にハイブリッドシステムの量産化を

絶え間なく次世代技術を創出する同社の技術センター
技術センターには、技術本部、生産技術

積極的なコミュニケーションを図り、新製品の

の目配りも万全です。近未来の予測につい

本部が存在し、部署間の円滑な情報共有と

企画から生産までを一貫してフォローできるシ

て、生産技術本部工具生技部長の杉浦慎

協業を可能とする「革新的ものづくり」体制

ステムが整えられています。絶え間なく続く新

哉氏は「EVは2020年前後から規制と共に積

を構築しています。2011年にAT、無段変速

製品開発とともに、活性化した職場での人づ

極的な導入を図る国や地域から普及していく

機
（CVT）
、ハイブリッドトランスミッションなど、

くりが目的となっているこの施設は、アイシン・

と考えられますので、我々も自動車部品メー

製品ごとに分散していた技術開発に関連す

エィ・ダブリュのDNAを自然体で伝承する場

カーとしてその動きに備えているところです」

る部門を一カ所に集めた技術センターが完

となっています。

と、同社ではEV時代に備えた新たな体制の

成しました。そこでは約3,000名の従業員が

次世代自動車として、世界的に高い関心

技術開発力をより一層高めるべく、お互いに

を集めている電気自動車
（以下EV）
について

構築に取り組み始めています。

部品メーカーの現場には、部品の数だけドラマがある
同社の最大顧客はトヨタグループです。ただ

られています。

高級車になればなるほど、静粛性が求められ

し、
トヨタグループとの取り引きは、AT関連で

トランスミッションに使用される材料は主に3

ますが、20年前には3速だったATが、今では

は全体の4割弱であり、
トヨタグループ以外の

種類で、ケーシングに使われるアルミニウム、ギ

8速から最高で10速のものまであります。限ら

自動車メーカーにも数多くの製品を提供してい

ヤやシャフトなどに使われる鋼、そしてオイルポ

れたスペースの中にできるだけ多くのギヤを詰

ます。社名のアイシン・エィ・ダブリュのダブリュ

ンプやディファレンシャルケースに使われる鋳

め込むために、一つひとつの部品に求められ

が意味するのは、アメリカの自動車部品メー

鉄です。それぞれに特徴があり、製造上の課

る加工精度は、以前よりはるかに高いレベルと

カーであるボーグ・ワーナー社です。同社の成

題も異なります。一つのATに組み込まれる部

なっています。このような現状において、調達

り立ちを辿れば、もとはアイシン精機と、アメリ

品総数は数千点にも上り、それらが緻密にか

に携わる立場としては、ATの製造に使用す

カのボーグ・ワーナー社の合弁会社であり、今

み合うからこそ、クルマはスムーズに、かつ静

る切削工具の性能、品質について、少しでも

でも海外の文化が社内に残っています。
「古

かに走ることができるのです。

高いものを探し出すことが重要です」と、調達

い図面を見ると、図面の寸法表記がミリ表記

数多くのパーツにより構成されるATの製造

ではなくインチ表記であることがしばしばありま

プロセスでは、各部品を開発、設計する技術

す」と、工具生技部の第1工具技術グループ

者がお互いに高いプロ意識を持ち、ときには激

ATの製造において最も難しいことは、歯数

マネージャーの中川陽道氏は語ります。

しく議論しながらものづくりが進められていきま

の多いギヤをつくる際に、厳しい公差でおさえ

す。多岐にわたる製造工程を経て、順番に組

られている全ての寸法をまもることです。その

ATは、基本的にドライバーの目に触れる

本部資材調達部副資材グループのチームリー
ダー伊藤奨悟氏は現状の課題を語ります。

パーツではなく、具体的にどのようなものかを

み上げられていくATのものづくりの現場では、

ため、ATメーカーと当社をはじめとする工具

一般の人が知ることはありません。ただし、エ

まさに部品の数だけドラマがあるのです。

メーカーが一緒になり、新たな切削加工方法

ンジンと並んで、自動車の要の部品であること

「クルマの構成要素の中では、エンジンの

は間違いなく、プラネタリギヤをはじめとする数

次に高価なものがトランスミッションであり、その

多くの歯車や部品を精密に組み合わせてつく

役割はエンジンとドライバーをつなぐことです。

の考案や、それに使用する新たな切削工具
の開発に積極的に取り組み始めています。
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アイシン・エィ・ダブリュ㈱
生産技術本部 工具生技部 部長
杉浦 慎哉氏

生産技術本部 工具生技部第1工具技術グループ
グループマネージャー
中川 陽道氏

生産技術本部 工具生技部第1工具技術グループ
チームリーダー
服部 直人氏

調達本部
資材調達部副資材グループ副資材チーム
チームリーダー
伊藤 奨悟氏

切削加工は、燃費や静粛性を左右する最後の砦
ATの製造にはさまざまな工程がありますが、

含めて最適な組み合わせを見つけられたときに

ればなりません」と服部氏は語ります。

杉浦氏は「切削加工は最後の砦」と表現しま

は、大きな喜びを感じます。切削のボトルネック

す。この言葉はATの主要部品であるギヤの

工程を一つ解消すると、一気に全体の生産効

ない歯車の切削加工に関わるようになり、もの

精度が、切削加工によってほぼ決まることを意

率の高まるケースが多いのです。高い切削加

ごとの捉え方が変わった、と語るのは中川氏で

ごくわずかな部分まで一切の妥協が許され

味しています。精度の高い切削加工ができなけ

工技術により当社の技術力が支えられているこ

す。
「仕事中の
“起きている現象の理由をメカ

れば、ATはつくれないのです。視点を変えれ

とは間違いなく、当社の製品が高品質を維持

ニズムで考える”
ということがだんだんと日常生

ば、切削加工技術の発展次第で、新たな付加

できているのもそのおかげです。決して目立た

活の中にも表れるようになりました。かつて、ミニ

価値を持ったATをつくることができるのです。

ないですが、切削技術が当社の根幹技術の

カーの収集を趣味にされていた先輩がいらっ

一つであることは間違いありません」と伊藤氏

しゃったのですが、その方はミニカーのエンジ

はその重要性を強調します。

ンやミッションの大きさや位置をじっくりと見ること

「切削次第で部品の精度が決まり、最終的
にはATの性能が決まります。切削が燃費や
静粛性を大きく左右するともいえます」と、第1

切削工具の一つである大径ヘリカルブロー

工具技術グループの服部直人チームリーダー

チは、ATのギヤ加工で多く使用されますが、

回性能などまで考えていると仰っていました。お

は説明します。

一つの工具で加工する歯車の歯数は何千にも

もちゃでそこまで考えるのかと正直驚きました

なります。そのうちのわずか一つの歯に不具合

ね。どんな小さなことでも
“なぜこうなっているの

被削材の材質、削り出す形状により、工具

で、クルマの技術の進歩や、重量バランス、旋

の材種と刃先形状、熱処理の方法、さらには

が生じると、製品としては欠陥品となってしまい

か？”
ということを常に考える姿勢が大切なんだ

コーティングの種類も変わってきます。その組み

ます。何か問題が起こったときには「その不具

と、改めて学びました」。

合わせは、ほぼ無限であり「ときには切削油も

合の発生箇所と原因を何としてでも特定しなけ

戦友として共に挑んだ、新たな大径ヘリカルブローチの開発
近年、この業界では、
プラネタリリングの加工
が従来のヘリカルブローチ加工からスカイビング
加工に置き換えられるようになってきています。

チを開発しようというプロジェクトが立ち上がり、
三菱マテリアルとの挑戦が始まったのです。
杉浦氏は、当社をパートナーに選んだ理由を

した」と明かしてくれました。
『革新ヘリカルブローチ』と名付けられた新た
な大径ヘリカルブローチ開発のプロジェクトは、

このまま指を咥えて見ていては近い将来ヘリカ

「チャレンジングな姿勢に魅力を感じました。何

2013年に始動します。
「おそらくは通常なら外部

ルブローチ加工は全てスカイビング加工に置き

とか新しい工具を共同開発し、製作しようとする

の人間が入ることのできない、
ブローチの生産工

換わってしまい、
アイシン・エィ・ダブリュは、同社

意気込みが良かったです。そもそも当社は、アメ

程のすみずみまで公開してもらい、
ブローチの

が今まで築いてきた、競合他社に対するプラネ

リカで使われていたブローチを日本に最初に導

設計はもちろん、ものづくりの根幹にまで関わる

タリリングの加工技術の優位性はなくなってしま

入したパイオニアとしての自負もあります。ブロー

多くの情報を共有しながら共同プロジェクトを進

うだろうと考えました。そこで、
スカイビング加工

チの新たな歴史をつくるのは当社の役割であり、

めてきました。ATの革新的な生産コストを達成

では達成できない圧倒的な生産性の向上と加

そのパートナーとして、前向きな姿勢とスピード感

するという共通の目標に向かって、我々も三菱マ

工コストの低減を目的に、新たなヘリカルブロー

を持つ三菱マテリアルさんがふさわしいと感じま

テリアルさんの明石製作所まで出向いて何日も

（左）
三菱マテリアル 明石製作所 精密工具製造部 開発設計グループ 長岡 達也
（右）
アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 工具生技部 第1工具技術グループ 木村 学氏
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泊まり込みながら、開発を進めたのです。その頃

ロジェクト開始直後は「このような開発の進め方

さに大きな戦いに共に挑む戦友のような感じで取

は、いつでも快く受け入れてもらったと感謝してい

は現実的ではない」との声が明石製作所内で

り組んでもらえたと思っています」と杉浦氏は評

ます」と、中川氏は当時の状況を振り返ります。

上がったこともありました。

価します。
「高い精度を出すためのカギは測定技

明石製作所の現場では、長さが2メートルに

「今回のプロジェクトでは、当社が社内で行っ

術の確立ですが、通常のメーカーなら諦めてやら

もなる原寸大の大きな設計図面を前にして双方

ているサイマルテニアス・エンジニアリングを導入し

ない、もしくは理由があってやれないレベルにまで

の技術者が熱く、真剣に議論を交わす。同社よ

ました。これは、設計の後工程に関わるスタッフを

踏み込んで検証しました。精度とコストはトレード・

り「なぜこんな簡単なことができないのか？」
「こう

可能な限り多く集めて、設計フェーズに参加させ

オフの関係にありますので、非常に難しい課題で

やってつくればいいのではないか？」といった厳し

る開発手法ですが、社外のパートナーと進めるの

したが双方が最後まで諦めずに果敢に挑戦し、

い指摘を受けたことも何度かあった。実際に、プ

は極めて異例です。三菱マテリアルさんには、ま

最終的には高次元での両立を達成しました」。

約5倍の性能にまで引き上げた「革新ヘリカルブローチ」の誕生
新たなヘリカルブローチの開発において、

変手間のかかる作業で、以前は交換作業だ

「革新設計・革新研磨・革新技能」の3つの

けで生産ラインが毎日約1時間半も止まってい

考え方が導入されました。
「革新設計」により

ました。まず、この交換時間がなくなったこと

工具の長寿命化を図り、
「革新研磨」により

で生産性が大幅に向上しました。我々が革新

再研磨作業の安定化を図る。さらに「革新

ヘリカルブローチによる成果を出しすぎたせい

技能」により加工精度の安定化を実現する

で、スカイビング加工の技術開発が遅れてい

のです。これらの3つの成果が結集し、誕生し

るとの話も出ているほどです
（笑）
。ブローチ加

た新たなヘリカルブローチは、まさに革新的な

工の限界が以前のレベルにとどまっていれば、

ものとなりました。

新たなスカイビング加工の目標もそれほど高く

「従来なら1日に1回は必ず交換していたブ

設定する必要はありません。さらに新たなブ

ローチが、今では5日間つけっぱなしで加工で

ローチ加工の生産性が異次元レベルにまで

きるようになっています。ブローチの交換は大

高まった結果、これが新たな基準値となったた
めにスカイビング加工も一から考え直す必要
が出てきたのです。このような意味でもまさに
革新的で、社内にも好影響を与えています。
今回の革新ヘリカルブローチは、社内ではか
なり名誉のある『ものづくり改善賞』を受賞し、
高く評価されました」と杉浦氏。
中川氏は今回の成果を振り返り、次のよう
に話してくれました。
「三菱マテリアルさんは、

左が加工前、右が加工後

とてもレスポンスが早く、内部状況も包み隠
さず見せてくれました。その存在はまさしく戦
友と呼べるものでした。そのような感覚で一
緒に取り組めたことが、今回の成功につな
がったのだと確信しています」。
お互いが切磋琢磨しながら全てをゼロベー
スで見直し、ときには助け合い、ときには傷つ
き合いながらも、一歩一歩ハードルを乗り越
え新たな高みに到達する。当社は、これから
も自動車産業を牽引する同社のベストパート
ナーであり続け、世界のクルマ社会の未来へ
貢献し続けます。
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P E R F O R MANC
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CASE 2

フィアット
・クライスラー・
オートモービルズ
FCA Verrone工場

FCAグループと三菱マテリアルのパートナーシップ
三菱マテリアル（MMC）は、フィアット・クライスラー・オートモービルズ（FCA）グループという、
欧州の中でも特に由緒ある自動車メーカーのお客様の要望に対し、徹底的にカスタマイズした
幅広いソリューションを提供することで、強固なパートナーシップを築いています。
9

FCA Verrone工場長 レオナルド・ロッスィ氏
（左）
MMC Italiaのゼネラルマネージャー マルコ・リモルディ
（右）

FCAグループの全てのブランドを提供する
FCA Verrone工場
FCAグループのイタリアにおける生産拠点

造。3,000平方メートルの倉庫を含む60,000

であるFCA Verrone工場は、豊かな森や

平方メートルにも及ぶ広大な工場で、グルー

水田に囲まれた北イタリアのピエモンテ州の

プ内の全てのブランド
（フィアット、アルファロメ

ヴェッローネにあります。ガソリン車とディーゼ

オ、ジープ、クライスラー、ダッジ）
を提供して

ル車用向けに、マニュアルトランスミッションと

います。

デュアルクラッチトランスミッションの両方を製

2015年に、ワールドクラスマニュファクチャリング
（WCM）
でゴールドレベルを受賞
FCAVerrone工場は、2015年にAutomotive

10本の柱と、
技術における10本の柱
（①Safety

す②Cost Deploymentです。これは、経済的

Lean Production Award
（ドイツにおける自

- 職場の安全、② Cost Deployment - 無駄

影響力に基づいて考慮され、事故ゼロ、廃棄

動車分野で権威ある賞）
にて国際的な賞を

と損失の分析、③Focus Improvement - 特

物ゼロ、故障ゼロ、売れ残りゼロなどを目指し、

受与されたことに加え、さらに同年にWCM

定の問題の重点的な改善、④Autonomous

工場全体のコストを削減することを目標として

（World Class Manufacturing）でもゴ ー ル

Maintenance and Workplace Organization

います。
「我々はこの受賞にとても満足してい

ドレベルを受賞するなど、極めて優れた生

- 作 業 員 の自主 的 行 動、⑤ Professional

ます。WCM受賞は我々の経営における全面

産効率を実現しています。受賞の対象となっ

Maintenance -プロフェッショナルメンテナンス、

的な改善が実った証であり、工場全体のあら
ゆる面において相互に機能し、人材の育成を

たのは、2007年から世界的に売り出したフィ

⑥Quality Control - 品質チェック、⑦Logistic/

アット、クライスラー、CNH、イヴェコの全ての

Customer Services - 物流と顧 客サービス、

含めた全ての分野に刺激を与えるものです。

工場を対象としたFCAグループの改善プラ

⑧Early Equipment Management, Early

ゴールドレベルを獲得することは、全ての分野

ン で す。WCMは、TPM
（Total Productive

Product Management - 作業手段獲得戦略、

の改善が成熟したことを意味します」と工場

Maintenance methodology－総合的生産管

⑨Energy and Environment - エネルギー効

長のレオナルド・ロッスィ氏は話します。また、

理）
、リーン生産
（Lean Manufacturing－論理

率・環境および天然資源の利用、⑩People

FCA Verrone工場では、エコロジーと環境

的かつ効率的な生産）
、TQM
（Total Quality

Development - 人材育成）
に基づいたもので

に配慮した高い生産性とを両立しており、実

Management - 総合的品質管理）
の3分野か

す。中でも特に重要な項目は、生産工程にお

際に、同工場はティチーノ公園の自然保護区

らのアプローチであり、製造業の経営における

ける損失と無駄を突き止めるための分析を指

"Le Baraggie”
内にあるのです。

FCA グループがMMCを選んだ理由
FCAグループは、
「高い生産効率を可能

提供する側と使用する側において、将来に

ム全体において利益を最大化するという点

にする切削加工技術のノウハウを多く保有

向けて双方が果たすべき役割について話し

で大きな効果がありました」とロッスィ工場長

し、チームワークが特に優れている」という

合い、合意しました。
「MMCから提供され

は断言します。

理由からMMCを選び、その存在は、WCM

たソリューションは非常に実用的で、結果に

FCAグループとMMCのパートナーシップ

のゴールドレベル獲得に不可欠となりました。

対する軌道修正も容易でした。全ては加工

は、最新工具の提供を含めた技術的なソ

MMC Italiaのゼネラルマネージャーのマル

機の能力を最大限に活用することを目的に、

リューションの確立にとどまらず、FCAグルー

コ・リモルディと、ロッスィ工場長は、工具を

工具自体のコスト削減に限らず、生産システ

プスタッフのトレーニングにまで拡大しました。

FCA Verrone工場
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F OCU S on P E R F OR M A NCE

MMC Italiaが提供するトレーニングコース
（MMC Italiaの テクニカルサポートのマルコ・ジャンニーニとキーアカウントマネージャーのダニエーレ・ラメッタ）

そのユニークなトレーニングプログラムは、ま

した」とMMC Italiaのテクニカルサポートの

に沿ったパーソナルトレーニングでした。

るで完璧なオーダーメイドスーツのようにFCA

ジャンニーニは言います。MMCに求められ

「各人のスキルに合わせたコースをつくるこ

グループの想いを形にし、各工場のニーズに

たのは、コースへの参加者は年齢もさまざま

とができたのは、両社の素晴らしいコラボ

であり、各々異なる経験や知識を持っている

レーションの結果であり、参加者はとても満

応じて最適にカスタマイズされています。
MMC Italiaのキーアカウントマネージャー

ことから、受講者全員の知識レベルを標準

足していました。現在は、さらに高度なスキ

のダニエーレ・ラメッタ、テクニカルサポートの

化し、全員が一定レベルの技術的理解に至

ルを希望するスタッフのためのコースも企

マルコ・ジャンニーニと、FCA Verroneのプ

ることでした。主な内容としては、インサート

画しており、この取り組みは順調に軌道に

ロセスインプルーブメントマネージャーのガブ

の製造方法、ISOコードに基づく工具名称の

乗ってきています」と、エンジニアのベルト

リエーレ・ライアーノ氏、
トレーニングコースの

意味、正しい工具を選択するための基礎知

ラーメ氏は話してくれました。また、ロッスィ

実施責任者であるノウハウエンジニアのマウ

識といったごく基本的な内容から、若干の応

工場長は次のように付け加えます。
「我々は

ロ・ベルトラーメ氏の４名の共同作業により、

用的な内容として、一般的な鋼を加工する

工具のパフォーマンスに特に注意を払って

2017年5月にFCA Verrone初となるトレーニ

際の『ソフトターニング』と、熱処理した鋼を

います。優れたパフォーマンスは、加工コス

ングコースが導入され、これに参加した40名

加工する『ハードターニング』に関する説明

トを下げるだけでなく、加工効率の向上に

から大変高い評価を受けました。
「このコー

も加えています。

もつながるからです。工具寿命をより長く、

スは、FCA Verroneにおける主要加工材料

このように、一定の集団を対象とした標準

である鋼に焦点を絞って、旋盤加工における

的なトレーニングも大きな効果がありましたが、

切削技術に関するノウハウを提供することで

最も成果があったのは、受講者の個人レベル

より安定させることで、我々はさらに高い目
標を追求することができるのです」。

FCA VerroneがMMCと提携することで得られた成果
両社の提携の強みは、双方の技術者と責
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50%以上まで延ばすことに成功したのです。

つけ出すことができる、これこそMMCとFCA
Verroneが提携する最大の強みなのです。

任者を交えた継続的な話し合いの場を持っ

これが違いというものです」とライアーノマ

ていることに加え、問題の本質に触れて解決

ネージャーは笑顔で話します。さらに、
「自身

「工場において加工効率の追求と改善ス

策を検討するため、共に生産現場に立ち会

も直接テストに立ち会い、それらの信頼性と

ピードの向上は不可欠です。ある課題が生

えることです。

パフォーマンスを高く評価しました」と、FCA

じた場合、我々は長い時間を費やす解決策
を取ることはできません。素早く課題を解決し

「我々はMMC Italiaのキーアカウントマネー

のツールスペシャリストのパトリツィオ・ララー氏

ジャーに会い、旋盤加工の工具寿命を30%

が加えます。
「柔軟にカスタマイズされたトレー

たいとき、標準的なやり方では不可能なこと

延ばすことを要望しました。我々は共に机を

ニング、高い生産性を可能とする製品と技術

を我々は知っています。MMCと共に進めてき

囲んで、採用すべき解決策を考え、ボーリン

サービス。これらが私にとってMMCを言い表

たプロジェクトはそれを証明するものとなりまし

グバーの改良案を検討し、一週間という短

すキーワードです」と、ロッスィ工場長は言い

た」とロッスィ工場長は今日までの取り組みを

期間で全ての準備を整えました。実際にテ

ます。解決すべき課題を特定し、それらに対

振り返ります。

スト加工を行った結果、なんと工具の寿命を

し論理的な思考をもとに最善の解決策を見

左からFCA Verroneのノウハウエンジニア マウロ・ベルトラーメ氏、
プロセスインプルーブメントマネージャー ガブリエーレ・ライアーノ氏、
ツールスペシャリスト パトリツィオ・ララー氏、
MMC Italiaのキーアカウントマネージャー ダニエーレ・ラメッタ

チームスピーカーに対する特別なトレーニング
MMCがとFCA Verroneに提供するトレー

に分類することが重要であり、これにより各プ

ニングでは、特にチームスピーカーという生

ロジェクトに必要な能力を持ったメンバーを

産現場の鍵となる人材を重要視しており、同

選ぶことができます。我々は、高度な問題に

工場では将来を見据え、チームスピーカーの

は高いスキルを持った専門家が対応し、通

育成に多額の資金を投じています。

常の問題であれば現場の作業員がその場

「チームスピーカーとはFCA Verroneで
始まった取り組みですが、後に他の工場にも

で直接解決することを求めています」とロッ
スィ工場長は話します。

広まりました。ボディーの製造工場に存在し

「現在は、量・質共にさらなる改善を加え

ているチームリーダーと区別するため、また

た新たなトレーニングコースをMMCに依頼し

彼らとは異なる専門性を持つことを強調する

ています。量的な観点では、できる限り多く

ため、チームスピーカーという呼び方をして

の作業員に対し基礎的なコースを効率良く

います。チームスピーカーは、切削加工現場

提供し、また質的な観点では、実践的で応

で働く作業員の中から、最も適した人材が

用的な内容を多く含んだ具体的かつ専門性

選ばれ、あらゆる場面で生産現場の責任者

の高いコースを提供したいと考えています。

と加工オペレーターの仲介役となれるよう、

最終的な目標は、できるだけ多くのスタッフの

基礎的な工具知識と加工に関する十分なノ

専門性を全体的に高めることです。起きた

ウハウを持ち、さまざまな話ができるように広

現象を正確に把握し、一般的な現象であれ

範囲に及ぶトレーニングを受けます。このよう

ばその分析もその場で行え、現象に影響を

に、最適な人材に最適なトレーニングを行え

及ぼすプロセスとパラメーターをも理解でき、

たという点で、MMCのコースはとても有用で

工具メーカーとの情報交換に必要な専門用

した。全ての作業員を高いレベルにさせるこ

語を全員に習得させていきたいのです」とラ

とは不可能だと理解しています。WCMは能

イアーノマネージャーは言います。

力と専門性に応じて人材を異なるカテゴリー

FCA VerroneがMMCに期待すること
MMCがFCA Verroneに提供する全 て

生産の全ての状況をスマートフォンから直接

の価値は、トレーニングコースに代表される

チェックすることができるアプリの開発にも着

ように、徹底的にカスタマイズされています。

手しています。

です」と、ロッスィ工場長は言います。
また、ライアーノマネージャーは次のように
付け加え、取材を締めくくりました。
「長年

「MMCのレポートは社内での情報共有に

MMCとFCA Verroneの提 携は、工具

非常に役立っています」とベルトラーメ氏

を提供する側と使用する側という関係性に

一緒に働いたことがあり、好印象を持ってい

はその取り組みを評価します。これに対し、

おいて、明るい未来へとつながっていきます。

ました。イタリアでのMMCの強みはサービス

MMCのことは知っていて、過去に海外でも

MMC Italiaのキーアカウントマネージャーの

「MMCに期 待していることは、切 削 加 工

力、反応の速さ、工場でのテストを見守る熱

ラメッタは「レポートの書式も一緒に決定しま

技術の発展に伴い、彼らが培ってきたノウハ

心さです。ときには工具メーカーであるMMC

した。なぜならコミュニケーションは最も重要

ウを共有してくれること。また、製品だけでな

が対応すべき範囲を超えているかもしれない

な製品だからです」と応えます。情報の共

く、最適なソリューションを迅速に我々に提供

ような問題であっても、解決するために尽力

有は、工場の強みである効率化とスピード化

し続けてくれること。そして、基礎と専門の

してくれました。そのような姿勢がこの先にお

の目標を達成するためにとても重要であり、

両方におけるトレーニングを支えてくれること

いても継続されることを期待しています」。
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九十九商会天水桶
（1872年11月製）
すでに三角菱のマークが用いられている

三菱の創業者、岩崎彌太郎

回

三菱の発展を支えた

三菱

マテリアル
2017年4月1日、三菱マテリアルは、赤のスリーダイヤを用い
た新たな社名ロゴタイプを制定しました。これは「技術力を
もってグローバル市場を開拓し、当社グループの重要経営
課題である海外での事業推進の更なる発展を図っていく」
という企業姿勢を表現したものです。今号は、数ある三菱
のグループ企業の中において、その発展を支えてきた当社
の歩みをご紹介します。

信頼のシンボル、三菱マークの
誕生と三菱マテリアルの起源
1870（ 明治3）年、土佐藩の役人であっ
た岩 崎 彌 太 郎は藩の承 認を得て、海 運
事 業を行う九 十 九 商 会を設 立します。こ
れが「三菱」の出発点になりました。その
後、1873（ 明治6）年には社名を三菱商会と
改め、現在の名に続く「三菱」として歩み
始めます。当時、彌太郎は米国留学中の
弟・彌之助にこのような手紙を送っています。
「……過日、九十九の名号を廃し……、此
の度三菱商会と相改め候。三菱は なり」。
現在、三菱の信頼のシンボルとして中心的
な役割を果たしている三菱マークはこのとき
に誕生したのです。三菱マークは九十九商
会が船旗号として採用した三角菱が原型で
あり、これは岩崎家の家紋「三階菱」と土

13
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1880年代、三菱の主力事業となっていった炭砿事業、鉱山事業
（写真は高島炭坑）

1896年 皇室財産から三菱合資会社に払い下げられた佐渡鉱山

佐藩主・山内家の「三ツ柏」に由来すると

な取り組みでした。また、三菱は子会社を

いわれています。

設立して多くの事業分野に進出し、大正時

同年、彌太郎はすでに進出していた鉱業

代にはそれら子会社をそれぞれ独立させま

部門を発展させ、吉岡鉱山を買収し、金属

す。これらは現在、三菱系28社で構成して

鉱山事業にも乗り出しました。こうして三菱

いる「三菱金曜会」の主要メンバーとなっ

のルーツであった海運と並び、炭砿・鉱山

ています。

事業も三菱の主力事業となります。そして、
これらの事業が三菱マテリアル誕生の礎と
なっていくのです。

このような事業部制の流れを受け、1918
（ 大 正7）年、三 菱 から炭 砿 部、鉱 山 部、
鉱業研究所という鉱業関係の資産を継承し
た、三菱マテリアルの前身となる三菱鉱業

三菱から鉱業関係の資産を
継承し三菱鉱業が設立
1908（ 明治41）年、多角化を進めていた
三菱は鉱業、銀行、造船の各部門に事業
部制を採用し、独立採算制とします。明治
時代に、本社が各事業部を管理する事業
部制という経営形態を採用したのは先進的

株式会社が設立されます。三菱鉱業は1942
（昭和17）年には切削工具事業に本格的
に進出。2年 後の1944（ 昭 和19）年には粉
末冶金製品の量産を開始し、翌年には特
殊銅合金の生産をスタート。こうした積極的
な事業展開が、現在の三菱マテリアルを支
える源泉となりました。

鉱業研究所
（写真は1920年頃）
。1944年には粉末冶金製品の量産をスタート

のちに軍艦島として有名となる端島炭坑
（1906年）

1950年、GHQにより三菱鉱業は、金属部門を分離し太平鉱業を設立
写真は会社分離に関する新聞広告

三菱の中央精錬所として建設された直島精錬所

炭砿部門を継承した三菱鉱業
（のちの三菱鉱業セメント）
写真は、九州工場黒崎製造課

1906年当時の大阪製錬所

過度経済力集中排除法により
三菱鉱業の石炭、金属部門が分離
躍進を続けていた三菱鉱業に試練が訪
れたのは、終戦間もない1947（昭和22）年の
ことでした。GHQ（連合国軍最高司令官総
司令部）
の占領政策のもと、財閥解体を目的
とした過度経済力集中排除法が制定・施
行され、三菱鉱業も同法の指定対象となっ
たのです。当時の三菱鉱業は資本金4億
740万円、年間売上高44億円、事業所は炭

れ独立した経営のもとで成長を続けていきま

この合併により三菱マテリアルは製錬、セメン

した。三菱鉱業はその後、1973（ 昭和48）

ト、切削工具、各種合金、セラミックス、化成

年に三菱セメント株式会社・豊国セメント株

品、シリコン、燃料、建材、原子力など、さまざ

式会社と合併し、三菱鉱業セメント株式会

まな分野の技術・製品を有する総合素材メー

社を発足。一方の太平鉱業は1952（ 昭和

カーとしての地位を確固たるものにしました。

27）年に三菱金属鉱業株式会社に商号変

術とスピリットを継承して積極的に事業

に商号変更して新たなスタートを切っていき

を進めてきた三菱マテリアル。企業理

ました。

1950（ 昭 和25）年4月1日、三 菱 鉱 業は、

念である「人と社会と地球のため
に」をモットーに、当社はこれから

三菱マテリアルの誕生

砿17、金属鉱山20、製錬所その他9の計46
カ所、従業員は6万9,672人に上りました。

三菱の主力事業であった鉱業の資産・技

更、1973（昭和48）年に三菱金属株式会社

そして、1990（平成2）年12月1日、三菱金
属と三菱鉱業セメントが合併し、
「三菱マテ

金属部門を分離し太平鉱業株式会社を設

リアル」が誕生しました。三菱鉱業が石炭、

立。まさに生木が裂かれたような企業分割

金属部門に分割された1950（ 昭和25）年か

でしたが、高度経済成長と歩みを共にしな

ら40年の歳月を経て、再び三菱マテリアルと

がら、三菱鉱業、太平鉱業の両社はそれぞ

して復元合併する日がきたのです。そして、

もその資産と伝統を大切にしな
がら、ユニークな技術により、人と
社会と地球のために新たなマテ
リアルを創造し、循環型社会に
貢献するリーディングカン
パニーを目指します。
三菱マテリアル本社
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西田 真

開発本部 材料・コーティング開発センター
コーティング開発グループ
2000年入社

本間 哲彦

筑波製作所
インサート製造部
1997年入社

製造技術グループ

原央

筑波製作所
生産技術部 生産技術グループ
2002年入社

「UC51シリーズ」

鋳鉄旋削用
CVDコーティング材種
スーパーダイヤコート

性能へのこだわりが、業界の常識を覆した
2005年に発売し、瞬く間に100万個 /月

以上の出荷数を記録したUC51シリーズ。

当時では考えられなかった使用済コー

ナーの識別機能を捨て、性能を極限まで
追求した黒一色のボディは、識別機能肯

定派の予想を大きく裏切る結果をもたら

した。オールブラック・スーパーイーブン
コート誕生の背景にはどんなストーリー
があったのか。開発当時を振り返る。

15
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UC5105/5115
表面をどこまで平滑にできるか
―まずUC51シリーズ開発の
経緯を教えてください

MC5005/5015
しいが、それよりもとにかく切削性能の高さに

―その後、UC51シリーズの後継にあたる

満足した」というお声を多くいただきました。

MC50シリーズが発売されました。

原

当時、国内のテストで従来品の3倍

西田 MC50シリーズの投入は、UC51シリー

近い性能を示しました。業界トップの性能をと

ズを競合他社がキャッチアップしてきたことも

UC51シリーズは2005年に発売されま

ことん追求し、実現したことで、自信をもって

ありますが、より強度が高いダクタイル鋳鉄へ

したが、当時はすくい面だけを平滑に
（黒色

全面が黒色のオールブラック・スーパーイーブ

の対応や、セラミックスのインサートを使って

に）
した他社製品が一定のシェアを占めていま

ンコートを発売することができました。

鋳鉄を加工されているお客様に対して、超

は、圧倒的な性能差が必要。その切り札とし

―開発において苦労した点は？

れば、という狙いもありました。

て検討していたのが、インサートの全面を平

本間

滑にすることでした。インサートのすくい面だけ

長から「しっとりもっちりとした材種をつくれ」

を平滑にするだけでは、性能を限界まで引き

と言われたのですが …、かなり戸惑ったこと

西田

出せないことはすでに分かっていたのです。

は鮮明に覚えています
（笑）
。

に改善し、特に断続加工では既存製品に対

原

硬のCVDインサートをご提案することができ

した。後発の我々がそのシェアを奪還するに

西田

原

開発着手時のアイデア出しのとき、上

本間

特に、FCD700を加工したときの性能

の高さは歴然です。
MC5015はコーティング中間層を大幅

と思います。しかし、すくい面だけを平滑にする

んぞやと、どうやって実現すればいいか真面

して2〜3倍の性能を発揮します。当社の特許
技術であるTOUGH - グリップ
（被膜強靭化技

方がインサートの生産効率も高くなりますし、使用

目に悩みましたね
（笑）
。

術）
の採用はMC50シリーズが初めてでした。

済コーナーの識別も十分できます。純粋な性能

西田

面だけではなく、生産コスト、お客様の使いやす

チェックしてみると、
「しっとりもっちりしたイン

さなどを総合的に判断して、全面を平滑にするこ

サート」になっていると感じますね
（笑）
。

競合各社もその事実には気づいていた

とに躊躇したのではないかと推測していました。
本間

飛躍的な工具寿命の延長は、
「耐

摩耗性」と「耐チッピング性」の両方を同時

切削工具なのにしっとりもっちりとはな

でも、今あらためて手触りや質感を

圧倒的性能は、爆発的なヒットに

―最後にメッセージをお願いします
原

UC51シリーズの開発チームに入ったと

き、私はまだ入社2年目でした。多くの課題
があった中、無我夢中でやっていましたが、
最後まで諦めずに性能だけを追求できたこと

に改善しなければ実現できません。そのため

―発売後の爆発的なヒットは

は、今振り返ればとても恵まれた経験でした。

のカギは、表面処理技術とコーティング技術

想定していましたか？

これからも、諦めなければ必ず道は拓けると

の融合でした。特に表面処理については、さ

原

もちろん性能には自信がありましたが、

いうことを、後輩にしっかりと伝えていきたいと

まざまな方法を検討しましたが、最終的にた

正直あそこまで売れるとは思いませんでした。

思っています。

どり着いたのがウェットブラストという手法でし

西田

西田

ちょうど中国における鋳鉄加工の市

なぜ表面処理技術とコーティング技

た。当時タイミングよく別の目的のために保有

場が急成長するタイミングだったことが追い風

術の融合が大ブレイクにつながったか。開発

していたウェットブラスト加工機が手元にあっ

でした。中国市場は口コミの影響がとても大き

者としては、起こった現象の原理原則を常に

たのは幸運でした。いろいろな検証が自由に

く、あるお客様で良い評価が得られると、すぐ

見極めることが大切だと思います。原理原

できたことが、さまざまな面でプラスにはたら

に周りに情報が伝わるため、次々にいろいろ

則が理解できれば、次の製品開発にも応用

なお客様が採用してくれました。一般的には、

することができます。材料開発における解析

き、大きなブレイクスルーにつながりました。
原

しかし、インサート表面の金色の被

メーカーがPRして拡販していくものですが、こ

技術もかなり向上してきている今だからこそ、

膜を全面的に除去し黒一色にすることは、使

の製品についてはむしろお客様同士の口コミ

しっかり原理原則を捉えるべきです。

用済コーナーの識別を諦めることを意味しま

の効果が大きく、開発として良いものをつくるこ

す。開発初期において、営業部門を中心に、

とができたという達成感がかなりありましたね。

したが、今はナノ単位です。業界トップの性

社内でも反対意見が多数を占めており、この

本間

能を目指し続ける熱意と理論的に分析する

まま開発を進めるべきか迷っていました。

台しかありませんでしたので、生産が全く追

冷静さの両方が大事ですね。

西田

いつかない状態でした。お客様にとっては大

西田

です。しかし、私としては、ずば抜けた性能を

変申し訳ありませんでしたが、当社にとっては

行ったのですが、お客様の使いやすさの観

出すことが何よりお客様のためになるはずと確

うれしい悲鳴が続きました。

点から、コーナー識別機能も大切な商品性

信していました。実際、新たな表面処理技術

西田 ウェットブラストによる表面処理技術と、

能であると感じています。今後は切削性能だ

とコーティング技術の確立により、想定以上の

その効果を最大限発揮するコーティング技術

けではなく、コーナー識別機能に代表されるよ

性能を発揮することが分かり始めてくると、否

の確立の二つが成功の要因でしたが、技術と

うな、お客様が使いやすいと感じていただけ

定的な声は徐々にトーンダウンしていきました。

技術の融合でこんなに大きな成果が得られるの

る開発を行っていきたいと感じています。

本間

最終的にこの判断が正しかったと実

が分かったのは本当に驚きでした。当時の経験

本間

感できたのは、発売前、実際にお客様に評

は今でも大切にしていて、成熟しつつある業界

を、今後もさらに発展させ、さまざまな製品に

価していただくフィールドテストの結果が出た

とはいわれていますが、私としてはまだまだやれ

応用していきたいと思います。ぜひこれからも

ときでした。お客様から「コーナー識別は難

ることがあると思っています。

当社の新製品にご期待ください。

確かに使用済コーナーの識別は重要

当時は、
ウェットブラストの加工機が一

原

当時の解析のレベルはミクロン単位で

今回は、切削性能を追求した開発を

UC51シリーズで培った表面処理技術

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

16

TECHNOLOGY ARCHIVE

TECHNOLOGY ARCHIVE
自動車の
AT化を支える
大径ヘリカルブローチ
の歴史

自動車産業を
陰から支える
巨大工具
17
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自動車に搭載されるオートマチックトランスミッション
（以下AT）に必要不可欠
な部品である遊星歯車。マニュアルトランスミッション車からAT車へと自動車
の主流が移り変わってきたことで、遊星歯車そのものの生産効率の向上が強
く求められてきた。このような背景の中で誕生した工具が、粗加工から仕上げ
加工まで一工程でかつ高精度に歯車を削り出すことができる「大径ヘリカル
ブローチ」である。世界に先駆けて画期的な商品を世に送り出した当社のブ
ローチ開発の歴史を、精密工具製造部のメンバーに聞いた。

TECHNOLOGY ARCHIVE
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C L OS E UP

ブローチ加工とは
ブローチ加工は、スプライン溝やキー

車をギヤシェーパ加工で行う場合は、粗

精度がそのまま被削材に反映されるた

加工、中仕上げ加工、仕上げ加工のそ

め、ブローチ自体の性能が高ければ、

れぞれ最適な切削条件を設定し、切削

最終製品の仕上げ面および寸法精度

する必要があります。それに対し、ブロー

溝などの特殊な形状を円筒穴の内面に

チ加工では、本来三工程必要な加工を

成形するために考案された加工方法で

一工程に集約することができるので、生

す。ブローチ
（工具）
の先端付近は被削

産性が大幅に向上します。

材の丸穴に近い形状になっており、中央

も良好になる。
◯らせん
（helix）
角度をもつ溝など、軸方
向に複雑な溝形状も加工できる。
◯一刃あたりの切込み量やトータルの切
削量などは、ブローチの設計時に全て

部に向かうにつれて徐々に切れ刃が設け

＜ブローチ加工の特長＞

られ、最後端部近傍には、最終的に生

事前に検討・設定できるため、ブロー

被削材の内面に精密な歯車を成形

チを引き抜く作業自体には熟練度を要

成したい歯形の形状に近い切れ刃が設

粗加工用切れ刃から仕上げ加工用

けられています。このような特殊な刃先を
連続で設けられているブローチをブロー
チ盤で一気に引き抜くことで、粗加工か
ら仕上げ加工まで同時に行うことができ
ます。

切れ刃まで、連続的に変化する多数の

◯切削時の圧力が被削物を固定
（保

切れ刃を有するブローチを使用する加工

持）
する方向に働くため、被削材を強

は、次のような特長があります。

固に固定するための特殊なクランプ用

◯ブローチ盤
（加工機）
でブローチを引き

治具が不要である。

抜くだけなので、短時間で加工できる。

仮に、ATなどに使われる精密な内歯

◯基本的に、ブローチの切れ味と刃先

●ギヤシェーパ加工の場合

●ブローチ加工の場合

○きわめて短時間で高精度な
加工が可能
○複雑な形状穴でも加工が簡単
○加工は簡便で熟練は不要
○粗上面は良好で安定した寸法精度
○加工時間は短く大量生産に有利

○ 加工時間が長い
○ 特殊形状穴は加工困難

1

Part

1962 ~

しない。

明石製作所の操業が開始

昭和30年代に入り、日本の製造業が急成

などの各工程に最新の設備が多く導入され、

の熟練度が不要となる方法であったことか

長を始めたことで、切削工具に対する需要

ドリル・カッター・リーマ・ブローチなどのさま

ら、お客様にとってのメリットが多いと期待さ

が急増してきた背景を受け、当社の明石製

ざまな切削工具を生産していました。特にブ

れており、当社も早い時期からブローチの開

作所は1962年から操業を開始しました。当
各部の名称
時の明石製作所には、研削・焼入れ・検査

ローチについては、高精度かつ高能率に歯

発に取り組んできました。

第一刃
前つかみ部

車を加工できること、また歯車を加工する際

第一刃の外径

前部案内

仕上刃の外径

後部案内
後つかみ部

前部案内の外径

ニック

後部案内の外径

荒刃
シャンクの長さ

中仕上刃

刃長

図1

仕上刃

後部シャンクの長さ
全長

内面加工ブローチ各部の名称

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO
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2

自動車のAT化が急速に進み、
ブローチ加工へのニーズが急騰

1990 ~

1990年代に入ると、自動車のAT化が一気

くなる上、ブローチ盤でブローチを引き抜くだ

い精度が要求される歯車の加工においてはブ

に加速しました。そこで求められたのが、AT

けのシンプルな加工になることから、作業者に

ローチ自体にも高い精度が求められますが、組

の主要部品である比較的直径の大きな遊星

高い技能を求める必要もありません。
このような背景の下、当社では従来のスプラ

した。数多くの試作品をATメーカーに提出しま

チが登場するまでは、ギヤシェーパで歯車を

インブローチの進化形となる大径ヘリカルブロー

したが、その大半がブローチの精度不良として

切削していましたが、粗・中仕上げ・仕上げと

チの開発に着手しました。最初の試作品は、荒

戻ってきていました。組立形では、シェル部の切

3つの加工プロセスが必要となるため、1個あた

歯形部
（本体部）
を外周切削刃、仕上げ歯形

削刃の性能次第で歯車の歯形精度が大きく変

りの生産時間は約2〜3分もかかっていました。

部
（シェル部）
を歯厚切削刃で構成した「組立

わってくるため、シェル部の切れ刃形状をミクロ

これをブローチ加工に変更すれば、1個あたり

形」でした。本体部とシェル部を分けたのは、

ン単位で調整する必要がありました。その後、

30秒以下で完成させることが可能になるため、

当時の歯形精度測定機の測定可能サイズに

多くの試行錯誤と改良を繰り返した結果、よう

生産性が約4〜6倍にまで高まります。さらに、

限界があったためです。ブローチは工具刃先

やく1995年頃に最終部品の精度が安定するよ

精度面においても、ブローチの方が各段に高

の形状がそのまま被削材に転写されるため、高

うになり、正式に販売を開始するに至りました。

3

画期的な計測機開発により
世界初の一体形ブローチを発売

2000 ~

1990年代後半から、当社は組立形の量産
を本格化するのと同時に、新型のブローチ開

組み始め、画期的な機上歯形計測装置の開
発に成功します。これが世界初の快挙となり、

発に着手しました。従来の組立形とは全く異な

当社は日本機械学会奨励賞を受賞、そのエン

る、本体部とシェル部を一体化させた「一体

ジニアは後に、大阪大学大学院工学研究科よ

形」です。これを実現するためには、極めて難

り工学博士号を授与されました。その研究内

易度の高い課題を解決しなければなりませんで

容を簡単に紹介すると次のようになります。

した。なぜなら、当時の世の中には、サイズの

「機上で平歯車およびヘリカル歯車の歯形

大きな一体形ブローチの歯形精度を測定する

を高精度に研削加工する際には、砥石成形

ための機械もなければ方法もなかったため、刃

の研削誤差や歯形成形の研削誤差による

先を高精度に研削することが不可能でした。

形状測定誤差が発生します。この誤差をリア

一体で製作することにより、ブローチの製造コ

AT用の遊星歯車の製造に使用される大径ヘ

ルタイムに計測し、計測データを解析して誤

ストを大幅に下げつつ、高精度な歯車加工を

リカルブローチは、外径がφ100～φ180mm、

差修正プログラムを自動で作成、直ちに研削

実現します。また、各切れ刃にかかる切削負

全長は1,500 ～ 2,000mm程度にもなり、切削

加工機にフィードバックします。こうした一連

荷を最適化できるため、ブローチ全体の摩耗

工具としては特大ともいえるサイズでありながら、

のシステムを組み合わせることで一定の歯車

量が少なくなり、再研磨までの加工数
（工具寿

かなりの高精度が要求されます。そのため、高

研削加工精度を確保します」

精度な歯形が要求されるシェル部だけを分割

このように、新たに開発した画期的な機

命）
が向上します。さらには、組立形の最大の
デメリットである再研磨時のシェルの分解・組

する組立形をやむなく採用し、シェル部のみを

上歯形計測装置と、位置決め精度に優れ

立・位相の微調整などの煩雑な作業が不要と

歯車測定装置で何とか測定しながら研削加工

たCNC研削盤を利用することで、一体形ブ

なるため、ブローチ加工全体におけるランニン

を行っていました。しかし、巨大な一体形を高

ローチでも任意の刃先形状
（歯形）
を高精度

グコストの削減も可能になるなど、お客様に多

精度に測定するには、従来とは全く異なる概念

で研削加工できるようになり、当社は世界で

くのメリットをもたらしました。特に、再研磨時

の新たな測定装置が必要でした。そこで、当

初めてとなる一体形の大径ヘリカルブローチ

の作業軽減については、労働者の作業負荷

時のエンジニアが、
「歯車歯形成形研削加工

の開発に成功したのです。

軽減を強く求める海外のATメーカーから高く

のインプロセス誤差補正に関する研究」に取り
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立形ではその精度に達することが至難の業で

歯車の生産効率の大幅な向上です。ブロー
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一体形ヘリカルブローチは、本体とシェルを

評価されています。

TEC H NO LO G Y A R C H I VE

4

ブローチの
トップメーカーとして
さらなる高みを目指す
2010 ~

当社では、一体形の開発を推進してきた一

ノルマルタイプがあり、それぞれ本体部とシェ

方で、組立形の改良
（本体部とシェル部で刃

ル部において刃溝の条数を変えたものもあり

溝の形状と刃溝の条数を変えたもの）
にも取り

ます。例えば本体部は4〜6程度の条数にし、

組んできました。刃溝の形状については、
「軸

シェル部はその倍の8〜10程度まで増やすこと

直角
（リング溝）
タイプ」と「オフノルマル
（ねじ

で、切れ味が向上します。

れ溝）
タイプ」があり、軸直角タイプはオフノル

一体形も、刃溝については組立型と同様

マルタイプに比べて、切削荷重の変動が大き

に、本体部とシェル部が共に軸直角タイプ、本

いため、寿命が短くなる欠点があります。これ

体部が軸直角でシェル部がオフノルマルタイ

なりません。多くの切れ刃を全て研削するのに

に対してオフノルマルタイプは、切削荷重の変

プ、本体部とシェル部が共にオフノルマルタイ

数時間かかるため、その間に温度変化がある

動が小さく、歯形精度、工具寿命が向上しま

プのものがあります。なお、一体形で本体部と

と研削加工機自体が伸び縮みしてしまい、最

すが、再研削時に専用の設備が必要です。

シェル部の条数を変えたものは、現時点でま

終製品のピッチ精度に影響します。当社では、

だ開発途中となっています。

このような温度によるわずかな変化も抑える工

組立形には、本体部とシェル部が共に軸直
角タイプ、本体部が軸直角でシェル部がオフ
ノルマルタイプ、本体部とシェル部が共にオフ
オフノルマルタイプ

ブローチをさらに高い精度でつくるためには、
研削加工中の温度をシビアに管理しなければ

夫をしながら、今後もより品質の高い、高精度
なブローチをつくっていきます。

軸直角タイプ

ヘリカルブローチの歴史を振り返って
西川 ブローチをはじめとする精密工具部門

河野 精密工具の世界は、理屈どおりになら

は、お客様との距離がとても近いことが自分に

ないからとても面白い。簡潔に言えば、これが

とってありがたいと感じています。お客様の現

ブローチづくりの醍醐味かもしれません。大径

場で使っていただく切削工具であるからこそ、

ヘリカルブローチでは長さが2メートルを超える

その使い勝手からトラブルの相談まで、全てが

ものがあります。ブローチの末端についてい

貴重な情報です。もちろん、ときにはお叱りを受

る最後の切れ刃形状がほんの少し違うだけ

けることもありますが、そのようなときこそ単に不

で最終製品の歯形精度に大きな影響がありま

具合の解消にとどまらず、さらに一歩突っ込ん

す。例えば、最後の切れ刃をカッターナイフで

でみる。そのお客様の今後の役に立つために

ちょこんと軽く触るだけで精度がぐっと良くなっ

のようなアナログの感覚で行われることもあ
る、という点に興味が尽きません。

は、どんな工具をお届けすればよいかを考える。

たりする。これは理屈ではなく、また誰にでもで

（左）
精密工具製造部 部長 西川光生

お客様から課題をいただき、それを解決する。

きることではありません。これだけ精密につくら

（右）
精密工具製造部 部長補佐

この繰り返しが私たちの成長を支えています。

れている工具の最終的な精度出しが、実はこ

開発設計グループリーダー 河野賢祐
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ABOUT US

ABOUT US
ロジスティック
本部

世界中の
加工現場を支える
物流ネットワーク

三菱マテリアルは、4万種類以上の商品を世界5カ所の物流センターで効率的に保有し、
世界中のお客様へスピーディーにお届けしています。当社のグローバルビジネスを支える
物流ネットワークについてレポートします。

24

我々が目指すのは、全世界のお客様に

古賀英司
ロジスティック本部

「注文から 時間以内」に商品をお届けすること

本部長に聞く！

全世界の在庫管理の一元化に着手

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

部では、
世界各地の物流センターにどの商品

当社の商品は世界各国で販売されてい

の在庫がいくつあるか、
また、今後の販売予

ます。そのため、世界中のお客様にスピー

測をベースにどの物流センターにどれだけの

ディーかつ低コストで、確実にお届けするた

在庫を保有すべきか、
という情報の一元管理

めのロジスティック戦略の重要性がますます

を行っています。

高まっています。

今後も、
このような取り組みをさらに強化し

ロジスティック本部の役割は、大きく分ける

ていくことで、
「いつでもどこでも即納できる体

とお客様視点で戦略を立案し実行する「企

制 」を追求していきます。一方では、お客様

画・管理 」
と、
戦略の実行を支える「システム

へのサービスの充実を図るべく、各物流セン

開発 」の二つです。

ターにて地域ごとの個別梱包や、
お客様ごと

「企画・管理 」では、全世界を対象とした、
あるべき商品供給体制の実現に向け、世

の特別なラベルの貼り替えや商品への特殊
なマーキングなどの対応も行っています。

界 5カ所に物流センターを設立しました。具
体 的には、世 界 各 国に向けた出荷を行う
Global Distribution Center（成田）
に加え、

お客様の期待を超える
サプライチェーンの構築に向けて

現地へのタイムリーな商品供給を目的とした、
European Distribution Center（オランダ）
、
North American Distribution Center

現在、
既存の物流体制のさらなる効率化と
低コスト化に加え、
サプライチェーン全体を俯

（ロサンゼルス）
、
Asian Distribution Center

瞰することによって、
環境の変化を事前に予測

（シンガポール）
、
China Distribution Center

して対応する新たなシステムづくりを進めてい

（上海 ）
を展開しています。

ます。例えば、
5つの物流センターが保有する

また「システム開発 」では2000 年に
“ゼロ
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ムを導入してきました。現在、
ロジスティック本

さまざまなデータをリアルタイムで共有し、
各物

プロジェクト（欠品をゼロにする）”
を立ち上

流センター間でお互いに必要な商品を各地

げ、現在に至るまで、独自の在庫補充システ

の状況に応じて融通し合います。

またFTA（自由貿易協定 ）
を有効に活用

化し、
その場で最善の判断を行うことにより、

思います。
お客様に寄り添い、
お客様の立場

した戦略的サプライチェーン体制の構築に

あらゆる変化に即応できる究極のサプライ

に立って物事を考えるためにも、
日々の情報

も取り組んでいます。現地で生産した商品を

チェーン体制を構築していきたいと思います。

収集は欠かせません。そのヒントは、工具業

お客様に寄り添った
物流のあり方を追求する

かもしれません。それらを自分たちの仕事に

現地で販売する際の物流管理はもちろんの
こと、近隣諸国間の在庫を融通する場合な
どは、二国間 FTAやTPP、
RCEPなどへの
対応が重要となります。
さらに、
お客様からの

界以外の、普段の生活の中にも隠れている
あてはめ、現状より少しでも良くなるのであれ
ば、勇気をもって改善してみる。
このような小

きめ細かなご要望にお応えするためには、
小

これまでは、
お客様の注文が入った段階を

ロット対応やロットナンバー管理をはじめ、物

起点にし、確実に即納することを目標に取り

我々は日常生活の中で当たり前のように

流リードタイムも一層短縮する必要がありま

組んできました。
しかし、
これからはさらに一歩

高度なインターネット販売サービスを活用して

す。そのためには、最新のIT技術をフルに活

進み、
お客様のそばに常に我々の商品が存

います。
だからこそ、工具業界以外の情報も

用していかなければなりません。すでに物流

在している、
というイメージを起点にし、最先

積極的に収集し、今後もお客様に「三菱マ

に関連する発注・出荷指示やその結果など、

端のIT技術を取り入れたサプライチェーン全

テリアルのDIAEDGE」を真っ先に選んでい

さな改善を積み重ねていきたいと思います。

多くの情報がデジタルデータ化され蓄積され

体の改革を進めていこうと考えています。お

ただくべく、24時間以内にデリバリーができる

てきていますが、
まだ完璧ではありません。今

客様にとっては、
常に当たり前のように我々の

最適なグローバルネットワークの構築を目指し

後は必要な情報を全てリアルタイムで可視

商品がそこにある、
という環境を実現したいと

ていきます。

世界に広がるグローバルネットワーク
成田（GDC）
オランダ（EDC）

シンガポール（ADC）

上海（CDC）

ロサンゼルス（NADC）
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第6回

切りくずを
吸引する工具
Qing NEO

（キューイング ネオ）

吸引工具の原点は、30年前に生まれた
切削加工における永遠のテーマ、切りくず

チが行われていました。それは、あたかも掃除

リンダー内部に切りくずが入ると、穴の内面を

処理。切りくずが適切に処理できなければ、加

機のように、切削しながら切りくずを吸引すると

傷つけたり、穴の中に残った切りくずを除去す
るための手間が生じたりするなど、加工品質、

工面の品質低下はもちろんのこと、工具刃先

いう方法でした。1986年にこのアイデアを実現

が欠損するなど、さまざまな問題が生じます。

し、実際に発売までこぎつけたのが、日本語の

加工能率ともに大きく悪化してしまいます。これ

主な切りくず処理対策としては、チップブレー

「吸引」という単語をもじったQingカッターでし

らを回避するために、切りくずを切削中に吸引

カーやクーラントなどを工夫することが一般的で

た。自動車のエンジン部品であるシリンダーブ

してしまうという発想が生まれました。三菱マテ

す。しかし、今から30年ほど前、三菱マテリア

ロックの正面フライス加工における切りくず処理

リアルの吸引工具という歴史は、このような背

ルではそれらとは全く異なる視点でのアプロー

改善を目的として開発された特殊工具です。シ

景のもとに始まったのです。

1986年に発売した第1世代
（QSV形）
は集

て切りくずを吸引するもので、主に鋳鉄やアルミ

れ、マシニングセンタのATC
（自動工具交換）
に

塵機方式を採用し、ガイドプレートで切りくずを

などの加工で性能を発揮し、さらに多くのお客

も対応できました。

巻き上げ、ケーシングの中を通して集塵機で切

様に使用されることとなりました。続く第3世代

その後、当社に限らずさまざまな吸引工具

りくずをバキュームする方式でした。切りくず回

が開発されたのは90年代の後半です。切りく

が発売されましたが、一般的な工具と比較する

収能力が高く安定している半面、ホースや集

ずは無理に吸引せずとも、被削材から離れた

とサポートやメンテナンスに高額な費用がかかり

進化するQingカッター

塵機などの高価な周辺設備が必要になるとい

場所へ確実に排出すればよいという基本に立

ます。また、切りくず処理対策の一環として生

う難点がありました。そのため、より利便性を高

ち返り、切削時の遠心力によって、切りくずを

産ラインのセル化なども進んだことで、吸引工

めるべく、90年代初頭に工場のエアーを利用

搬送コンベアに向けて自動排出する方式を採

具自体の需要は徐々に縮小していきました。当

するダブルエアー方式の第2世代
（QWA形）
を

用しました。この方式であれば集塵機もエアー

時、吸引工具から撤退する工具メーカーが多

開発しました。ケースにエアーを入れてサイクロ

も不要になります。また、シンプルな構造にする

くありましたが、当社は昔から継続して使用さ

ン上に吹き飛ばしたのち、エアー増幅器を使っ

ことができるため、工具自体も低価格に抑えら

れていたお客様のために生産を続けました。

第一世代
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第二世代

第三世代

それから15年以上の時が流れた2015年。
トヨタ車体株式会社か
らご要望をいただいたことをきっかけに、第4世代となるQing NEO
の開発が始まりました。Qing NEOは、可変フルート付きアーバー、
ベアリング、ロックナット、カッター全体を覆うケースから構成されま
す。工具先端で発生する切りくずを吸引し、アーバーの根元付近
から外部に接続した集塵機へ排出する方式で、高い吸引効果を
発揮します。従来の第3世代までは正面フライスのみであったた

CUT TING EDGE

最新の吸引工具Qing NEOの誕生

■本体構成

アーバー
（可変フルート付き）
べアリング
ロックナット
ケース
（ベース）

め、加工のバリエーションが限られていましたが、Qing NEOでは
平面加工はもちろんのこと、曲面加工から深堀加工まで多くの加
工形態を可能にしました。工具刃先周辺の気流速度は切りくずを
十分に吸引できる10,000～40,000mm/sを示し、切りくずはアー

ケース
（チューブ）

バーに設けられたフルートへ運ばれ、気流と工具回転による遠心
力の効果でスムーズにケースへ移動します。現在は、ATCにも対
応すべくさらに改良を進めている一方、将来的にはターニング工具

カッター

への適用も視野に入れ、着々と開発が進められています。
■集塵効果

vc=130m/min , fz=1.3mm/tooth ap=1mm , ae=35mm
L200mブロック材切削
（1pass）

既存品 AJX

■カッター構成

フルート

飛散切りくず

0.0390kg

Qing NEO
飛散切りくず

0kg

ガイドプレート

開発を振り返って

（左）開発本部 インサート工具開発センター 専用工具グループ 堀池伸和 1988年入社
（右）開発本部 加工技術センター 独創工具開発グループ 佐藤隆広 1987年入社

堀池 私は第2世代、第3世代の開発に携わっていました。当時か
ら「金型の加工にもQingカッターが使えないか」という要望はあった
のですが、昔は3次元CADがありませんでした。当然、切りくずを
吸い込むという流体現象を解析する技術もなく、実際に製品として
具体化するものづくりの生産技術も今ほどではなかったことから、
実
現できませんでした。現在はいろいろな技術が大幅に進化していま
すので、当時では考えもつかなかった機構が考案され、技術的にも
確立され始めていますので、当社の吸引工具がかつてのように、
さま
ざまなお客様のところで広く普及していってほしいと願っています。
佐藤 Qing NEOの開発は、最初の設計をする段階で最終的なア
ウトプットイメージを思い描くことができ、目標達成への見通しが立っ
ていたことが、良好な結果につながったのだと思います。私として
は、通常の工具開発ではあまり扱わない集塵機やホース、ベアリング
など、吸引工具ならではの関連技術の知識を得ることができ、技術
者として視野を広げられたことが大きな収穫でした。今後はより多く
のお客様にご使用していただくためのさらなる工具費の低減や、対
応できる加工形態を増やすべく、使用できるカッターのラインナップ
の拡大を進めていきたいです。
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トヨタ車体株式会社 特別対談

Qing NEOを実現できたのは
理想的なチームワークが
あったからこそ。

Qing NEOを共同開発したトヨタ車体株式会社は、1945年、
トヨタグループにおけるトラックボデーの専門メーカーとして誕生した企業です。現在は商用車
からミニバン、SUVへとフィールドを拡大。国内での開発・生産の一貫した体制により、市場のニーズに応えるクルマづくりを推進しています。さらに、高齢者
や障がい者の移動をサポートする福祉車両・機器、次世代パーソナルモビリティーとして期待されている超小型電気自動車など、幅広いクルマの企画・開発
を行っています。今回はトヨタ車体の奥田氏、井戸田氏、松本氏に当社とのQing NEOの共同開発の裏側をうかがいました。

金型加工の自動化を目指して
―Qing NEOの共同開発に至った背景を教

井戸田氏 そうですね。当社の要望を簡単

松本氏 こちらは毎回厳しい要求をするので

えてください

にポンチ絵としてまとめて、初めて筑波製作

すが、そのたびにとても速いスピードで目標を

奥田氏 私たち金型部門では、ボディパネル

所を訪問したときは、
「こんなややこしい相談、

クリアしてくることにいつも驚いていました。試

のプレス金型を製造しているのですが、商用

本当に引き受けてもらえるのかな」とかなり不

験後の改良試作品のできあがりも常に早く、と

車やミニバン、SUVなどは車両のサイズが大

安でいっぱいでした
（笑）
。しかし、以前に当

ても頼りにしていました。

きいために切削量が多くなります。大量に排

社をご担当されていた多くの方のご協力もあ

井戸田氏 何しろ6月に相談して9月半ばに

出される切りくずを清掃するのに多くの時間を

り、実際に引き受けていただけたときは、ホッと

は、工具本体だけではなく周りのケースまで、

費やしており、その間は加工ができません。私

したのと同時に、皆様に感謝しました。

設計モデルではなく、試作品がほぼできていま

たちはコスト低減と生産性向上のため、加工

奥田氏 三菱さんにはQingカッターという過

したから。

工程の自動化を進めており、これが大きな課

去の実績があったものの、今回は金型加工

佐藤 9月の段階で社内試験をしていたとき

題の一つとなっています。そこで、同じ自動車

が対象ということで、ほぼゼロからスタートしな

には、使用する切削条件において、ビビリな
どの異常がなく、かつ切りくずの吸引率が目

産業のエンジン加工で昔から用いられていた

ければならなかったと思います。でも、私たち

「切削しながら切りくずを吸引できる工具」が

の依頼を快く笑顔で受け止めてくれた。これ

標値の90％を超えていたことが確認できてい

あったことを思い出しました。それが応用でき

が何よりうれしかったですね。筑波製作所に

ましたので、これはいけると確信しました。

れば、自動化への大きな一歩になるのではな

訪問した際に、とても丁寧におもてなしをして

いか、と考えたことがスタートです。

いただいたことも印象に残っています。工場

―自動化の取り組みはいつ頃開始されたの

めての経験で、とても良い思い出です。

ですか？

佐藤 いろいろとほめていただき、ありがとう

奥田氏 金型の作り方を根本的に見直そう

ございます。ただ、最初に私がこの話を聞い

と考え、本腰を入れて取り組み始めたのは

たときは、果たして切りくずをうまく吸引できるも

見学で記念写真を撮っていただいたことも初

2012年からです。私たちは「新造型プロセ

のなのか、正直半信半疑でした
（笑）
。これま

ス」と呼んでいますが、生産工程のさまざま

でにはない、明らかに重力に逆らう方向で切

な無駄を一つひとつ丁寧につぶしていこうと

りくずを吸い上げることになります。そこでいろ

いう中で、切りくずを吸引する工具の発想が

いろと悩んだ末、過去にドリル開発を担当して

生まれました。

いたときの経験が役に立ち、これが新たな形

佐藤 最初の打ち合わせは、今から2年半前

状を発想するきっかけになりました。このアイデ

の2015年の6月でしたね。

アを思いついた瞬間が、いけそうだと手応え
を感じたときですね。

トヨタ車体
（株）
工機部 工機技術室
室長 奥田光正氏
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工機部 工機技術室
主担当員 井戸田章弘氏

工機部 工機技術室
金型グループ 松本哲宜氏

左から、三菱マテリアル 佐藤隆広、
トヨタ車体
（株） 井戸田章弘氏、松本哲宜氏、
三菱マテリアル 営業本部 三河営業所 杉浦義幸、
トヨタ車体
（株） 奥田光正氏

「魔法のような加工」を追求するパートナー
奥田氏 そのときの加工テストの様子を初め

決してきています。

ものの、形あるモノを入手するうれしさはいつ

て見たときの違和感はかなりのものでした。切

佐藤 75度の傾斜面の加工では切りくずの

の時代にも変わらずあるはずです。金型を削

削加工では切りくずが出てくるのは当たり前だ

吸い残しがやや多く、これについてはまだ改

るという仕事も、モノの価値を生み出す行為

と脳に刷り込まれていますので、それがないと

良の余地があると見ています。

の一部であるというプライドを持ち続けたいと

いう事実は「魔法のようだ」と感じ、何とも不

奥田氏 ケースとアーバーが干渉しないように

思っています。

思議な感覚でしたね。

全体の設計を変更した段階で、すでに96～

井戸田氏 切削加工は世の中からすればマ

佐藤 当時、皆様から「うわ！魔法のようだ」

97％ほど吸引できていましたし、傾斜面でも

イナーな世界ではありますが、未開拓の領域

という声をいただいたのがうれしくて、さらに

90％以上吸引できていたので、こちらとしては

はまだまだあり、今回のQing NEOもその一つ

良くしたい、もっと驚かせたいという想いがこ

満足だったのですが佐藤さんがこだわってく

です。従来の技術では削ることが難しい被削

み上げてきました。まさに、お客様の想像を超

れました
（笑）
。大きな課題であったATCへの

材などが次々に誕生し続ける中で、多くの新

え、感動させてみたいというワクワク感が自分

対応も目処が立ちそうです。工具の費用面で

技術を創り出せる可能性があると思います。

の中に芽生えた瞬間だと思います。

はまだ気になるところがありますが、引き続き改

奥田氏 当社でも、従来工具のカスタマイズ

井戸田氏 佐藤さんは、我々の期待するス

善してもらっているところです。

程度の改善は多くありますが、今回のように

ピードによく対応してくれました。打ち合わせで

井戸田氏 今回の共同開発にあたっては、

ゼロから両社で工具を共同開発することはほ

は毎回いくつかの課題が出てきますが、その

お互い共通の目標に向かって、常に前向きな

とんどありません。本音を言えば、三菱さんの

次の試作品では全てしっかりと改善されていま

意見交換ができたこと、また、困難だと思った

ようにユーザーと一緒になって問題に立ち向

したから。

ことは素直に困難と言い合える関係をつくれ

かってくれるパートナーがもっと多く現れてほし

佐藤 毎回出る宿題をきちんとこなしたときの

たことが良い結果につながりました。共同開

いと願っています。現在の加工時間を半分に
するというような、大胆でハードルの高い取り

皆様の反応を見ていると、とても喜んでいただ

発は今後も続いていきますので、将来的には、

けているという実感がありました。ですから、

周辺機器や加工機メーカーも巻き込んで進め

組みも決して不可能ではないと思いますし、プ

苦労とか大変と感じたことは実はあまりなかっ

ていければと思っています。

レス金型の切削加工の理想を共に描き、これ

たりします
（笑）
。今回の共同開発のように、お

からも力を合わせて追求していきたいですね。

客様と一緒になって
“こういうことはできないか

―最後に、皆様にとって切削加工の世界の

な？”
“こんなふうにすれば解決するかな？”
と

魅力とはなんでしょう？

時間を割いて真剣に議論を交わせるケース

佐藤 一見シンプルに見えますが、実は複雑

は、私の経験では今までなかなかありませんで

な世界です。切りくずをきちんと処理する、工

した。打ち合わせのたびに皆様とお会いする

具の寿命を延ばす、仕上げ面をしっかり出す

のが楽しみでさえありましたね。

など、お客様ごとに要望やゴールは異なり、

井戸田氏 毎年11月に社内の上層部に加工

それらを達成する手段もまた無数にあります。

技術の改善を発表する場があり、今回取り組

その中から自分で答えを導き出し、一つひとつ

んでいるQing NEOの試作品をなんとか間に

の結果を確実に出していくことで、理想に少し

合わせてもらったことがありました。その場で

ずつ近づいていっている実感が得られたとき

は私がプレゼンをしたのですが、加工の様子

は、大きなやりがいを感じられますね。

を動画で公開したところ、切りくずが出ない様

松本氏 自分で考え、実行したことが数字と

子に驚いていて、まさにしてやったりという気

して確認できることですね。例えば、従来1時

持ちでした
（笑）
。

間かかっていた切りくずの清掃が数分に短縮
できたとか、2時間も要していた加工が1時間

―その後の開発も順調でしたか？

に短縮できたというように、成果が明確な数値

井戸田氏 被削材の形状や加工形態によっ

で表れます。当然、現場も喜んでくれますの

ては、ケースとアーバーの干渉が出てしまった

で、それがうれしいですね。

り、切りくずの吸引率が落ちたりといった課題

奥田氏 社会全体の求める価値が、モノか

がありましたが、地道な努力で一つひとつ解

らサービスに移ってきている流れは確かにある
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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。
そのため、私たちは世界にひとつしかない、
あなたのための「工具工房」でありたいと思っています。
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。

三菱マテリアル

編集後記

関係者の皆様の多大なご厚意とご協力のもと、この度MMC

てしまいがちです。確かに、絶対的な切削総量は減少し、その

マガジン第6号を発刊することができました。まずはこの場をお

こと自体に疑いの余地は無く、今後の競争はより一層激しくな

借りして厚くお礼を申し上げます。
的に注目を集めている次世代自動車に関する今後の動向です
が、ときには数カ月単位で市場予測が大きく変化するなど、専
門家によっても大きく意見が分かれるほどです。
「自動車の歴史は切削工具の歴史でもある」といっても過言

るはずです。しかしながら、需要が縮小するから将来性が無い
と考えるのではなく、新たな市場が誕生しようとするときにこそビ
ジネスチャンスがあると捉えるべきではないでしょうか。
我々は、多くの理系学生、技術者が憧れる自動車業界にとっ
てこれからも必要な存在として、今までがそうであったように、こ
の先もそうずっとあり続けたいと願わずにはいられません。

ではないほど、両業界にはとても深いつながりがあります。工具
メーカーは、どうしても次世代自動車への移行を悲観的に捉え
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