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VOL.4 STORIES

ものづくり。
表現する言葉は一つだが、
本当に奥深い。
こ
の世に存在しているほとんどの「もの」が、
人の手によって
生みだされ、
我々の生活を支えている。
その真髄は何かと
なると、
「こだわり」ではないかと思う。
こんなものをつくったら
世の中の役に立つ、
人々に喜びを提供できるという思いか
ら、
ものづくりはスタートする。
そして、
完成に向かって、
デザ
インにこだわり、
材料にこだわり、
さらにはつくり方や手順に
もこだわり、多くのこだわりが積み重なって、
ものづくりは進
んでいく。
こだわりによって生み出された製品は、
色や形と
いった視覚的な美しさ、
または性能や品質といった機能性
の高さなど、
必ずどこかに素晴らしい輝きが表現され、
人々

を魅了する。
多くの人に素晴らしいと認められるものもあれ
ば、
特定の人から絶賛されるものもある。
では、
工具の世界
はどうだろう。
工具の位置づけは消耗品で、
高い性能と妥
当な価格であれば良い製品と言われる。
そこに、
見かけの
美しさを語る人は少ない。
しかし、
工具という製品には、
使う
人、
開発する人、
製造する人、
サービスする人、
販売する人
などのこだわりが凝縮されている。特に、
工具を使う人は、
多くのこだわりが凝縮された工具で、
さらにこだわりを加え
た新たな製品を生み出すという「ものづくり」
をしている。
我々のCRAFTSMAN STUDIOは、
そんな全ての人たち
の
“こだわり”
が交り合う場所になると良いと思う。

お客様のビジネスを成功に導きたい
2015年4月 に 創 刊 し た 情 報 誌Your

が生まれて来たのだと思います。世界のお

らも「こんなもの
（こと）ができないか」という

Global Craftsman Studioも第4号を迎え

客様のニーズが多様化している現代、我々

ご要望をどしどし出していただきたいと思っ

ることになりました。今号では日本のものづ

はジャパンクオリティを大切にしながら、皆

ています。

くりの真髄をもう一度内側から見てみようと

様の声を一つずつ聞いて、価値の高い製

いうことで、多くの匠の方々に登場していた

品を提供していくことを目指します。

皆様と一緒に新しい製品や技術をつくる、
皆様と一緒にスピーディーに解決策を見出

だいております。そこに脈々と流れるのは日

さらに、上記のような製品の品質に加え

す、皆様と一緒に驚きやワクワクを共有す

本品質で世界を制覇したいという熱い想い

て、サービスの品質も重要なクオリティの一

る、これが我々三菱マテリアルの目指してい

であることに疑いはありません。日本品質

側面と捉えています。サービスとは具体的

る姿です。これからもどんどん変わっていく

=ジャパンクオリティという言葉を我々は何

には、お客様に製品を納期通りお届けした

三菱マテリアルに大いにご期待ください。

気なく使っていますが、実は我々が思うより

り、リーズナブルなプライスで提 供したり、

ずっと高い技術の集積なのかもしれないと

お客 様のお困りごとに的 確に対 応すると

最近再認識しました。海外で配布を受けた

いったことになりますが、特に「何かあった

資料のホチキスの針を外そうとしたのです

ときに頼りにしていただける企業体になりた

が、曲がった針をまっすぐにする度に折れ

い」というのが我々の強い想いであります。

てしまいます。外すのに苦労しましたが、日

本 誌 の 題 名 はYour Global Craftsman

本の針はこんなことはありません。また、中

Studioですが、これは、
「あなたの、世界

国は年間400億本というボールペンの生産

の、総合工具工房になります」という宣言

大国なのだそうですが、ペン先の非常に小

でもあります。単なる工具メーカーでなく、

さなボールだけは高精度な加工・固定技術

お客様一人ひとりの異なる課題にものづく

が必要で、いまだに日本製だそうです。品

りのプロフェッショナルとして全力で向き合

質に厳しい目を持つ消費者に鍛えられ、精

い、お客様のビジネスを成功に導きたい。

巧さを追い求める気質と相まって、知らな

我々からも「こんなもの
（こと）ができるので

いうちに他国では容易に真似できない製品

すが」という提案をして参りますが、皆様か

三菱マテリアル株式会社
加工事業カンパニー
品質保証本部長

谷内 俊之
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〜下町ボブスレーネットワークプロジェクト〜

最高速度は140kmにも達し、
「氷上のF1」とも呼ばれるウインター
スポーツ、ボブスレー。選手の操縦技術とともに、競技用ソリの性
能も勝敗を大きく左右し、イタリアではフェラーリ社、ドイツでは
BMW社、イギリスではマクラーレン社と国の威信をかけてソリ
の開発が行われている。そんな世界最高峰の戦いの舞台に、
従業員数名規模の町工場が互いの技術を結集し、戦いを
挑む「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」。その挑

取材協力：
公益財団法人
大田区産業振興協会
奥田耕士氏
内田磨貴子氏
た。調べてみると、日本のボブスレー界は資金

急速に消えゆく町工場
「君たちのクラフトマンシップは最高だ！」。

不足に悩み、多くの選手が古い外国製のソリ
を使っているという。さらに、ボブスレーは五輪
競技の道具としては部品点数が多く、そのほと
んどが金属部品のため、まさに大田区の町工

先端の加工を手掛ける町工場が存在する。し

場が誇る技術が適していた。小杉氏のこのア

ジャマイカ ボブスレー連盟のクリス・ストークス

かし、1980年代以降に本格化した発注側大

イデアは区の職員提案制度で入賞するが、行

会長は2016年1月16日、長野でテスト滑走を

手企業の海外生産シフトや、高度経済成長期

政主導でできるプロジェクトではないと判断さ

行い下町ボブスレーの採用を即決した。ソリ

に創業した町工場の経営者の高齢化・引退に

れ、町工場の一つである細貝氏に相談を持ち

の安定性に加え、部品の加工精度の高さと、

より、1983年のピーク時に約9,000社あった町

かけることになった。技術のPRで同じ危機感

選手の要望に合わせその場で改修する対応

工場は、約3,500社まで減少していた。規模の

を持っていた細貝氏は、
「最悪、誰も協力して

力が高く評価されたのだ。ジャマイカ ボブス

小さな町工場が得意とするのは、大量生産に

くれなければ、自社で全て負担しよう」とその

レーチームは、雪の降らない南の島から1988

よる低コスト加工ではなく、小ロットの試作品な

場で腹を決める。2011年12月のこの日、大田

年のカルガリー冬季五輪に初めて挑戦、映画

ど難易度が高く、短納期での製作だ。技術力

区在住の元ボブスレー選手、レーシングマシン

『クール・ランニング』により世界的な人気チー

には自信がある。課題は、どうやってそれをPR

メーカー、大学教授など多くの仲間を巻き込ん

ムとなった。ジャマイカの身体能力と日本のもの

していくかだった。のちに「下町ボブスレーネッ

だ「下町ボブスレーネットワークプロジェクト」が

づくり力を組み合わせ、2018年の韓国・ピョン

トワークプロジェクト」の鍵を握る、株式会社マ

動き始めたのだ。

チャン五輪に挑む新たな物語が始まった瞬間

テリアルの代表取締役である細貝淳一氏は、

だった。しかし、ここに至るまでの道のりは平た

その回答のひとつとして五輪競技で使用する

んではなかった……。

道具を提供し、大田区ものづくりの力を世界に

「ものづくりのまち」として、機械・金属加工

アピールすることを考えていた。同じ頃、大田

を中心とした町工場が集積する東京都大田

区産業振興協会の小杉聡史氏も偶然「大田

区。その９割は従業員19人以下の中小企業だ

区の町工場が力を合わせ、ボブスレーをつくり

が、小惑星探査機「はやぶさ」の部品など最

オリンピックを目指すのはどうだろう」と考えてい

SHITAMACHI BOBSLEIGH

「仲間まわし」という、ものづくりの絆
かつての大田区の町工場には、
「図面の紙
飛行機」という言葉があった。さまざまな得意
分野を持った町工場に、図面を紙飛行機にし
て投げ込めば、翌日には完成した製品になっ

ボブスレーの構造

ブレーキ

カウル
（炭素繊維強化樹脂<CFRP>）空気抵抗
を減らせるようコンピューター解析でデザイン
フレーム
（スチール製など）

て出てくることを意味する言葉だ。これを実現
させていたのが「仲間まわし」という文化であ
る。多くの町工場が隣接する特長を活かし、自
社でできないことは周りの会社に自ら声をかけ、
連携しながら、みんなで一つの最終製品を完

キャリア
ステアリング部分
ランナー
（ステンレス鋼製）
氷の上に接
する「刃」の部分。スピードやコント
ロール性能を左右する重要な部品

成させるというものだ。細貝氏は、平成版「仲
間まわし」ができれば、このプロジェクトは実現
できると感じていた。そこで、まずは色々な仲間

バンパー

アスクル
（フロントとリヤに1本ずつ使用されている車軸）

に「ボブスレー」という同じ夢を見ないかと語っ
ていった。この夢に賛同する仲間は徐々に増え

かけ、
「1号機部品協力説明会」を開催する。

とお互いに口にしながら、図面を手に取り始め、

始め、たくさんの協力を得て、仙台大学からボ

集まったのは約30社。部品製作の依頼は極

机の上にあった膨大な図面がなくなっていった

めてシンプルで、全ての図面を机の上に広げ、

のだ。驚きはさらに続き、翌日には納品の連絡

ブスレーを借りられることとなった。メンバーはこ

戦の歩みを辿り、日本のものづくりの本質に迫る。

のとき初めてソリの構造を目にし、すぐにソリを

「できるものを持っていってほしい」と伝えるも

が入り始める。最終的にはなんと実質10日で全

分解、各部品を細かく測定。併せて国際ボブ

のだった。ただし、条件があった。
「材料費・作

ての部品が揃ったのだ。さらには、町工場同

スレー連盟が定めるソリのレギュレーションを研

業費は出ない。しかも、納期はたった12日」。会

士が自主的に連携をとりあってくれたおかげで、

究し、下町ボブスレー 1号機を設計、ソリは瞬く

場がざわつく。しかし、細貝氏の心配をよそに

全ての部品が最初の組み立てで寸分の狂いも

間に総数150点ほどの部品の図面に変換され

一通りの説明を終えると、職人たちは「この穴

なくピッタリとハマり、下町ボブスレー 1号機はわ

た。さっそく、細貝氏は大田区の町工場に声を

はうちがやるよ」
「このシャフトはうちがやろうか」

ずか1カ月半で完成してしまった。

下町ボブスレー実戦へ

の猶予はたった1日。そんな無理な注文にも、
仲間たちは名乗りを上げてくれた。材料調達か
ら溶接までを各町工場で分担し、夜12時に完

1号機の初試走には、全日本選手権を2連覇

べ物にならないほど操作しやすい」と選手から

成。新たな部品は翌朝の始発の新幹線で会

しているコンビが協力してくれた。当初は実績

評価され、細貝氏は「10日後の全日本選手権

場に運ばれ、下町ボブスレーはついに全日本

のないソリに乗ることに対して大きな不安を感

でも使いたければ、突貫で改良するよ」と選手

選手権という公式レースでの滑走を実現させ

じていたそうだが、職人たちの本気の姿勢を

たちに声をかけた。返事は、
「乗ってみたいで

る。さらに、10日前の試走時から1秒以上短縮
し、大会初参加にもかかわらず、見事優勝を

見て、その期待に応えたいと思い搭乗してくれ

す！」の即答だった。そして、大会に間に合わ

たのだ。初試走の結果、いきなり前年の優勝タ

せるため大急ぎで改良を進める中、作業終盤

飾る。下町ボブスレーはこの一件で、さらに注

イムを上回る好成績を叩き出す。
「海外製と比

になって新たな部品の必要性に気づく。製作

目を浴びることになった。

夢と挑戦のゆくえ
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け、ジャマイカ向け新型機の開発へすぐに移
り、一体削り出し部品の活用でフレームの精
度を高め、ボディも歴代で最も空気抵抗の小

その後、下町ボブスレーは５号機まで開発・

さいソリを2016年10月に完成させたのだ。夢

改良を続けるが、日本ボブスレー連盟は「テス

物語と思われたこのプロジェクト。しかし、大田

ト時間が足らない」としてソチ五輪では不採

区の町工場全体が一つの夢を追うことで、新

用となり、続くピョンチャン五輪も外国人新監督

たな絆が生まれ、その職人魂と技術力は今、

がドイツ製ソリを選択することとなった。しかし、

世界へ届き始めている。フェラーリ、BMWな

メンバーは諦めなかった。すぐに海外の３チー

どの名だたるメーカーと、従業員数名規模の

ムにソリ提供をオファー、最初に返信のあった

小さな町工場の集まりが同じ土俵で勝負する。

ジャマイカチームに急遽来日してもらい、テス

そんな「下町ボブスレー」の終わりなき挑戦

トを実施した。結果は即決で採用。それを受

は、まだまだ続いてゆく。

特集
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プロジェクトメンバーに聞く！
下町ボブスレーと町工場の未来

グローバル時代を生き抜く、
「ニュータイプの職人」を
育んでいく
株式会社マテリアル 代表取締役 細貝淳一氏

EYE on MARKET
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素材から加工後の部品販売までの全てを手掛
ける株式会社マテリアル。下町ボブスレーネッ
トワークプロジェクトにおいて、推進役として
類い稀なリーダーシップを発揮する細貝淳一社
長に、同プロジェクトと日本のものづくりにつ
いて伺った。
は、モチベーションを高く維持するのに不可欠
なのです。
―国際競争力の観点から、日本のものづくり
についてのお考えをお聞かせください。
細貝

例えば、大手メーカーであれば、人材

が豊富なこともあり、部署ごとの役割がはっきり
分かれている傾向があります。そうすると、購
買担当者は購買のプロではありますが、専門

―会社設立の背景について教えてください。

―御社は人材育成にも注力しており、多くの

的な加工技術にはそれほど詳しくない、というこ

細貝

1級技能士を誕生させていますね。

ともときにはあり得ます。しかし、発注する製品

会社設立以前は小さな材料販売メー

カーに入社し、町工場のお客様向けに素材

細貝 オペレータは現在11人いますが、その

の特性によっては、単純な価格もしくは納期だ

―下町ボブスレーネットワークプロジェクトを支え

じに」など、
トップアスリートの繊細な感覚に対

ね
（笑）
。苦しくても継続することで新たに掴め

を販売していました。機械加工の現場を伺っ

うち9名が1級技能士です。学生の頃は学校

けではなく、技術的な面も合わせて考慮しなけ

た、大田区の「仲間まわし」の強みとは。

して、何をどれだけ変更するか、数値にしたら

るチャンスもたくさんあると思っています。

たとき、ふと「100円で売れた材料が加工後

の勉強不足を塾で補うことができますが、社

ればならないこともあると思います。だからこそ、

細貝 この地域にある町工場を総合的に見

どれくらいの値に相当するかを、選手との会

はいくらで売れるのかな？」と疑問に思いまし

会に出るとそうはいきません。学ぶことは学生

発注元の大手メーカーは、加工に精通した目

ると、1社で何でもできるか、というとやはり難

話を通じて、その場で素早く判断しなければ

て。その場で聞いてみたらなんと10万円で売

以上に多くありますが、仕事後に外で勉強す

利きができる中小企業ともっと向き合うべきだと

しい。その一方で、特殊なメッキ処理技術を

ならないのです。

れると言うのです。素材を販売する自分たち

る時間もお金もない。そのため、本当は才能

思うのです。一方で、町工場としては、単純な

持っていたり、高度な切削加工技術や板金

は100円で8円を必死に稼いでいるのに、加工

がある人間でも、それを発揮する前に周りに

価格競争に巻き込まれないよう、自らの得意分

技術があったり、それぞれがニッチな分野で

細貝

大田区は、世界の困りごとを助けられ

るようなものづくりの地域であると考えていま
―ボブスレーも構造自体が進化していると思

す。ここには多くの仲間がいますし、いずれ、
自分の子どもたちがここで成長したときに、大

の技術次第では、100円の素材に10万円とい

ついていけなくなって、最後は退職してしまう

野をさらに磨き、高付加価値加工ができること

突出した力を発揮する、個性のある町工場

いますが、現在の新型ボブスレーの特長を教

う付加価値を付けられるのか、と衝撃を受け

ようなことが業界全体で当たり前のように起き

を積極的にPRしていく必要があります。自分で

が多く存在しています。もし、これらの技術を

えてください。

田区がより良い地域になっていることが望ま

ました。さっそく、当時勤めていた会社の社長

ているのです。それであれば、
「じゃあ社内で

会社を設立した当時は、まだこれといった得意

1社で全て持とうとすると、莫大な費用がかか

細貝

しいですね。言ってみれば、
「株式会社大田

に「私が加工を覚えますので、ぜひ加工まで

塾を開こう
！」と考え、1級技能士を取得するた

分野はなかったのですが、
「取ってきた仕事は

りますので、そもそもお客様が重要視してい

なくしていこう、という方向でアプローチを進

区」のような構想でしょうか
（笑）
。また、今後、

やりましょう」と提案したら、
「材料屋が加工を

め、毎週金曜日に技能士の先生に教えてもら

ぜんぶ得意分野にしていこう」という信念を持

る「コスト」が合わなくなります。いくら便利で

めています。その理由ですが、金属同士を溶

日本中のいろんな地域とタイアップしながら、

新型ボブスレーでは溶接構造を極力

やるというのは得策ではない」と、即座に却下

うことにしました。従業員は、分からないことを

ち、努力をしてきました。人は、
「こんな仕事を

技術があって融通が利くとしても、価格が高い

接して接合すると、溶接後に必ず縮みが発

地方再生にも貢献できれば、とも思っていま

されましてね。でも諦められないし、
「じゃあ、

遠慮なく聞けることが分かると、自然と自ら成

したい！
こういうお客様と一緒に仕事がしたい！」

ものはやはり買われません。そこで、それぞれ

生し、わずかですが歪みが生じます。これを

す。私自身、日本人であるからこそ、日本なら

付加価値を売る会社を自分でやるか！」と独立

長しようと思い始めます。
「あなたはこの資格

という強い想いや明確な目標を持っていれば、

が蓄積している高度な専門技術を「仲間まわ

回避するには、可能な限り一つの素材から一

ではの良さというものを肌で感じています。私

を決意し、1992年の26歳のときに現在の会社

を持っています」
「あなたには優れた技術があ

そのレベルに達するための努力を続けられるも

し」によってリーズナブルに提供し合うことで、

つの部品を全て削り出すことと、どうしても組

たちがさらに高度な、高品質なものづくりを追

を設立しました。

ります」といったことを公に認めてあげること

のだと思うのです。

大手加工メーカーの価格に対する競争力を

み合わせなければならない箇所は、機械的な

求し続けることで、世界中から信頼される日本

つけていこう、というのが大田区にある町工場

「はめ合わせ」のみでつくるのがベストでは
ないか、という考え方ですね。実際に、従来
8個の部品を溶接してつくっていた箇所があり

―最後に、細貝社長にとって職人とはどんな

―ボブスレーの部品加工において町工場が力

ますが、これを一体物にして全て削り出しでつ

人ですか。

を発揮しているなと感じるところはどこですか。

くったという実績もあります。

細貝

例えば、
「ここの傾斜がグーッとなって

職人とはブレない人。一度やると言っ

たら、最後まで絶対やる。その精神は昔から

いるから、こういうふうにシューッとして」など

―下町ボブスレーは日本で不採用になりまし

変わらないと思います。しかし、今はAI、イン

抽象的な言葉を、パッと数字で把握できると

たが、諦めずにやり続けている動機はなんで

ダストリー 4.0、IoTなど、新しい時代の波が

ころでしょうか
（笑）
。感覚的なものを数値化

次から次へと押し寄せています。したがって、

して、素早く手作業で微調整できるのはフット

しょうか。
「世界的に
細貝 大田区の町工場全体が、

ワークの軽い町工場の職人ならではの強みだ

知名度を上げる」という目標を掲げて立ち上

はなく、経営的な視点をいかに持つことができ

と思います。これはボブスレーの改良にはとて

がったのに、
「日本チームで不採用になったか

るかが一層大切になってくると感じています。

も重要な能力です。選手たちは、ボブスレー

らもうやめた」となると、
「ほら、やっぱりできな

昔から変わらないブレない精神力と、柔軟に

設計のプロではありませんので、具体的な数

かったよな」と周りから見られてしまう。それは

時代の変化に対応する経営力の両方を兼ね

値による改良指示はできません。
「少し柔らか

絶対にいやなんです。諦めたらそこで終わり

備えた「ニュータイプの職人」を育める環境

く感じる」
「もう少し反応がキュッと返ってくる感

ですが、勝つまで続ければ絶対負けませんよ

を大田区の中につくっていきたいですね。

特集
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製品をもっともっと広めていきたいですね。

の強みだと考えています。

細貝
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―今後の展望について教えてください。

今後の職人においては、技術的な面だけで

日本からの挑戦状

〜下町ボブスレーネットワークプロジェクト〜
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EYE on MARKET

EYE on MARKET

EYE on MARKET

SHITAMACHI BOBSLEIGH

プロジェクトメンバーに聞く！
下町ボブスレーと町工場の未来

同じ夢を見ることで
再び結ばれた町工場の絆

空気圧縮機の部品加工を中心に創業68年を
迎える株式会社三陽機械製作所。旋盤15台
とマシニングセンタ4台を保有し、精密部品の
切削技術で信頼を得ている企業だ。3代目社
長の黒坂浩太郎氏は、高付加価値加工を追
求すべく、日々社員とともに奮闘している。

会社の名前は聞いたことはあるけど、こういう
仕事をしていたんだ」とか、
「腕は良いが気難

株式会社三陽機械製作所 代表取締役 黒坂浩太郎氏

しいと聞いていたけど、話してみると気さくな人

―御社の得意な加工について教えてください。

のが好ましいのか、といったことを考えます。こ

そんな関係ができてくると、
「それじゃあ一度お

黒坂

のような心くばりができるのは、日本人ならでは

薄肉のパイプや平板など、ワークを加

工機に把持させる際に、変形が生じやすいも

の強みだと思います。

のでしょうか。中でも得意なものは、肉厚が極め

だった」という、新たな発見が次々とありまして。
願いしてみようかな」となり、祖父の時代にあっ
たような「仲間まわし」の輪に、自然と入って
いったのです。同じものづくりをしているもの同

て薄く、しかもアルミのような軟らかい素材です。

―相手を考えるという心くばりは、下町ボブス

士ですから、全て言わなくても相手の気持ちは

このようなワークはわずかな力で大きく変形して

レーの部品加工にも活かされた、まさに大田区

なんとなく理解できます。このような絶妙な意思

しまいますので、取り付けのチャック方法から

の「仲間まわし」の真髄と言えますが、
「仲間

の疎通がベースにあるからこそ、お互いのもの

切削条件、もちろん工具の選定も含めて、全て

まわし」という文化について、どう感じています

づくりにかける熱意、プロ意識が共有でき、安

を適切に設定しなければ狙い通りの寸法に仕

か。

心して協力し合うことができるんです。

上げることはできません。

黒坂

私の祖父は、1948年に大田区で町工

場を始めましたが、祖父が活躍していた頃は今
―日本のものづくりの強みをどうお考えですか。

よりもさらにたくさん町工場がひしめき合ってい

黒坂 かゆいところに手が届くと言うか、相手

ました。現在は、後継者がいない、事業環境

の気持ちを考えながら、思いやりの心を持った

の悪化、あるいは大手メーカーの海外展開に

ものづくりができるのが日本人だと思います。こ

合わせて移転するなどの理由から工場数は激

の部品は最終的にどう使われるのか、後工程

減し、大田区の様子も大きく変わりました。今で

の加工が予定されていればどういう状態で渡し

は、かつての町工場の跡地にどんどん新しい

てあげるべきか、というように、自分の仕事の向

マンションが建ってゆき、必然的に町工場同士

こう側にいる相手を想像するんです。例えば、

の横のつながりも薄くなっていきました。私も下

はめ合わせて使う部品をそれぞれ別の会社で

町ボブスレーネットワークプロジェクトに携わる前

つくるときは、図面上の公差の範囲はあるもの

は、主要な取引先が地方にあることもあり、大

の、実際はどこを狙ってつくるのがベストなの

田区内の町工場に親しい人は多くはありませ

か、大きめか小さめかどちらがいいか、相手の

んでした。しかし、このプロジェクトに参加した

加工はどうだろう、最終製品としてはどうはまる

ことで、一気に状況が変わりました。
「あそこの

―下町ボブスレーネットワークプロジェクトに参
加して印象に残っていることはありますか。
黒坂 あるとき、5軸加工が求められる部品が
ありましてね。そこで、仲間から「せっかく5軸を
持っているんだから、よろしくね」と、まずうちに
加工が回ってきました。しかし、当時は5軸加工
機というよりは多面加工機のように使用していた
ので、どう使えばいいか困ってしまいました。誰
か代わりにやってくれないかな、と周りの町工場
を探していたら、運良く5軸の機械を活用してい
るところが見つかったんです。ところがそこは親
方が独りで奮闘している工場で、親方は、
「仕
事としては代わりに引き受けられないが、加工
の指導はしてやれる。プログラムは俺がつくる

下町ボブスレーの部品加工において、曲面加工には三菱マテリアルの『小径ラジアスエンドミル』
、荒加工には『バイオレッ
トファインラフィングエンドミル
（S）
』が使用された。

から削りは黒坂さんのとこでやってよ」と言って

るようになりましたね。あとは、なんと言っても一

ますので、全体のバランス計測装置をつくって

くれて。本当に、電話で2、3点ほど要点をお話

番大きかったのは、社員のモチベーションアップ

部品ごとのバランスを測っています。一般的な

ししただけで、すぐにうちの5軸加工機に合わ

です。我々が普段つくっている部品は、最終製

せたプログラムを作成してくれました。実際に、

品の一部であり、個々の部品自体は一般的に

ソリは、溶接を多用し、板も曲げてつくっている
ようですが、下町ボブスレーは極力削り出しで

この親方とうちは取引の実績は一度もないのに

はなじみがありません。ところが、ボブスレーを

部品をつくっていますので、他国のメカニックも

（笑）
。常識的に考えて、取引もないような会

製作しているメーカーを見てみると、世界でも

滑らかで美しいソリの構造に驚きます。実際、

社からプログラムだけもらっても、どんな動きをす

名だたる一流メーカーの会社ばかりです。世界

削り出しで部品をつくることによってどれだけボ

るか分からないし、怖い気持ちもありましたが、

を相手に堂々と同じ土俵で勝負できる製品をつ

ブスレーの性能が高まっているかは分かりませ

信じてボタンを押すと、そのままきちんと見事に

くっているわけです。我々が加工した部品を搭

ん。しかし、
「なぜそこまでこだわるのか？」と問

加工できてしまったのには驚きました。

載した下町ボブスレーがオリンピックで活躍す

われれば、
「可能性が少しでもあるなら徹底的

れば、さらに自分たちの仕事に大きな誇りを持
―下町ボブスレーネットワークプロジェクトに取り
組んでから、会社として変化を感じていますか。

らは、剛性が高く、コーナーを曲がるときに余計

黒坂 受注の仕方が変わってきましたね。今ま

―ボブスレーの部品加工で難しいな、と思った

では、大田区内でもどの会社が何をできるか知

ところはどこですか。
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な振動がないように感じると聞いています。

らなかったので、どんな仕事がお願いできるの

黒坂 一つのブロック材から全て削り出しでつ

―最後に黒坂社長にとって、職人に重要なも

かが分かりませんでした。それが、下町ボブス

くったフレームは困難でした。S45Cのブロック

のとは何でしょうか。

レーに参加することで、実はこんなことができる

材のかたまりから一つのフレームを削り出した

黒坂 常に「創意工夫」することです。我々

会社なんだ、と分かるようになってきました。町

んですが、このフレームは中をくり抜いて軽量

がつくっているのは工業製品であり、芸術的な

工場同士で、自分のところだけではちょっと難し

化するんです。この加工は、CAMを使わない

伝統工芸品をつくっているわけではありません。

い、納期も厳しいといった仕事があるときは、窓

とプログラムがつくれないんですが、CAMのシ

世の中がすごいスピードで動いているのであ

口はそこがやるとしても、この工程はあの会社

ミュレーションで干渉チェックをしてOKでも、実

れば、今優れた技術を持っている職人といえど

が得意だから頼んでみようか、という流れが自

際には加工時のたわみや変形などでワークに

も、新しいことに貪欲に取り組んでいかなけれ

然にできてきて、大田区全体に良い連鎖が生ま

削り残し、または削りすぎなどが発生します。ボ

ば、取り残されてしまいます。常に現状に満足

れてきています。また、今では「下町ボブスレー

ブスレーでは軽量化が重要になりますが、単純

することなく、前に進んでいくことが重要ではな

をつくっている」という一言で他の地域のお客

な軽量化だけではダメで、ボブスレーに乗り込

いでしょうか。

様にも、大田区の町工場の良さを知ってもらえ

む選手の体重は前に乗る人と後ろの人で違い

特集
7

にこだわるのが職人だから」ということでしょうか
（笑）
。事実、下町ボブスレーに乗った選手か

つことができるようになると思います。

日本からの挑戦状

〜下町ボブスレーネットワークプロジェクト〜
YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

8

「高品質」と賞され続けてきた日本の製品。その

F OCUS

歴史を紐解くと、確かな「品質」を支えるために、

PART1

中小企業の姿があった。今回は、少人数でありな

PART2

厳しい競争の中で技術を磨き続けてきた無数の

on

P E R F O R MANC

がら、自らの視点で切削加工業界の未来を見据

E

え、生き残りをかけた独自のものづくりの手法を

確立してきた３つの企業を訪ね、ものづくりへのこ

PART3

だわりやそこにかける熱い想いを探った。

株式会社正真鉄工所

（兵庫県神戸市）

キリシマ精工株式会社

（鹿児島県霧島市）

ケー・エム・エス株式会社

（埼玉県さいたま市）

独自の進化を遂げる

日本の切削加工の匠たち
PART1

株式会社正真鉄工所
（兵庫県神戸市）

来たるAI搭載の工作機械時代
に向け発想力を磨いていく
精巧な般若の面を5軸マシニングセンタで再現
株式会社正真鉄工所は、神戸市の先端

独自の切削加工ノウハウを結集した作品づく

技術型産業の集積地「神戸ハイテクパーク」

りを続けています。ステンレス製の完全削り出

の一画で、50年にわたり切削加工ひと筋に実

しのタンブラーやビアグラスの製作に始まり、

績を積み重ねてきた企業です。創業者の真

江戸切り子風グラス、ワイングラス、さらには日

島正一氏が新しいもの好きだったこともあり、

本の伝統工芸品の一つである般若の面まで

約20年前に『5軸マシニングセンタ』を同業他

製作してきました。中でもこの般若の面は、5

社に先駆けて導入し、常に最先端の加工機

軸マシニングセンタで製作した、同社の技術

を揃え、高品質、高精度な部品加工を追求

の集大成とも言える作品です。
「旅行先の土

してきました。現在は火力発電プラントのガス

産店で見つけた木彫りの般若の面を目にした

タービン部品から、航空機や潜水艦のエンジ

とき、この職人の手によってつくられた精巧さ

ン部品まで、幅広く手掛けています。

を、5軸マシニングセンタによる切削加工で再

2010年頃から、その高い技術力を効果的

現してみたくなりました」と真島昌伸社長は話

にPRする目的で、通常の受注業務とは別に、

します。製造工程は、まず180mm×180mm

×300mmのアルミ合金のブロック材を荒加工
した後、ソリッドエンドミルを駆使して般若の角
や顔の表情、皺などの細かい部分まで、素材
を一度も掴みかえることなく仕上げていきます。
「このような超精密な加工は高性能な工作機
械があるだけではできません。私たちの経営
方針でもある『発想を豊かにものづくり
！』にも
つながりますが、最適な工具を選定し、切削
プロセスを考え、独自に治具を工夫するなど、
技術者としての豊かな発想力が不可欠です。
5年後10年後には確実にAI
（人工知能）
を搭
載した工作機械が普及しているでしょうが、
AIでは思いつかないような発想力を鍛えるた
めにも、このような作品づくりに取り組んでいま
す」。この般若の面は、5軸切削加工コンテス
ト『MACHINING EXPERT CONTEST』
で、日本代表10社のうちの1社に選ばれ、高

株式会社正真鉄工所 製造部リーダー 小南佑允氏

独自の発想による作品の数々

いい職人は完成までのプロセスをイメージできる
「腕のある職人は図面や簡単なスケッチを見

ルを折り、小南に渡しただけで、現場のスタッフ

技は決して真似できませんが、こだわりの職人

と協力して完成まで仕上げてくれました。いい

魂は見習う点が多かったです」
。

の全体の加工プロセスをイメージし、早く美しく

職人でしょ」と笑う真島社長に、小南リーダーは

そして真島社長は、
「職人とは感性。その感

仕上げる方法を思いつきます。私は、これこそ

こう答えます。
「私の技術なんて、まだまだです。

性はたゆまぬ努力により養うもの」と言い切ります。

が日本の職人の強みではないかと思っていま

私の理想とするところは、以前、当社に常駐し

す。ここまでが自分の仕事、後は誰かがやって

ていた協力会社の職人さんです。その方は汎

た若手社員にろう付けバイトをプレゼントします。

くれるので気にしない、ということではなく、全体

用旋盤を使い、工具は自分で研いだバイト一つ

そのバイトを自分で研き、指先で刃先の形状を

の工程を常に考え、その中で自分のベストを尽

で、荒取りから仕上げまで、誰が見てもNC加

確かめ、汎用旋盤の手送りの感覚を体感するこ

くす。実は、このアルミ飛行機も私が紙でサンプ

工機で仕上げたような加工精度と切削速度で

とで、若いうちから感性を磨かせています」。

難削材に適した三菱マテリアルの切削工具
同社が三菱マテリアルの工具を使い始めた

技術パートナー：DMG森精機株式会社）
。

ると、少しでも力の加減を間違うと板が曲が

切削業界においても、今後ますます超薄肉

る、折れる、もしくは破れてしまうため、極め

加工や超微細加工のニーズが高まると予想

て慎重に、しかもなるべく早く削らなければ

されています。真島社長は、
「このような加

なりません」と語り、製造部の小南佑允リー

工領域では、AIを搭載した工作機械といえ

ダーは「普段の作業でも同じですが、特に

ども、そうそう簡単には削れないはずです。

微細加工では『機械と会話』しながら加工

現在、当社では究極の薄肉加工に挑戦して

することが大切です。オペレーターが身体の

います。それが、厚みがわずか0.2mmしか

一部を機械に触れながら、感性を研ぎ澄ま

ない、アルミ合金でできた紙飛行機形状の

して音や振動を肌で感じとり、その感覚を基

再現です。アルミ板を0.2mmの厚みまで削

に、切削条件や治具の形状、クランプ方法

り、表面をソリッドエンドミルで微細加工して

などを調整していきます」と職人としてのこだ

いくもので、ここまでワークが薄肉になってく

わりを語ってくれました。

株式会社正真鉄工所 代表取締役 真島昌伸氏

たが、より品質の良い工具を探していると商社

のは、ミラクルコーティングエンドミルを発売した

様を通じてお聞きし、訪問いたしました。早速、

2000年頃からです。当時のことを三菱マテリア

三菱の工具を試していただいたところ、ステンレ

ルの數原はこう語ります。
「正真様は、それまで

スが鉄のようにサクサクと削れていく様子に現場

は海外メーカーの工具を主に使っておられまし

の皆さんは一様に驚き、以来、当社の工具をメ

「当社では、いい職人を育てるために、入社し

インにご愛用いただいています」
。真島社長は、
三菱マテリアルの工具の評価を「切れ味が良く
て寿命が長く、品質のバラ付きがありません。特
に難削材の64チタンや55チタン、ニッケル、イン
コネル、そしてガスタービンの部品に使われてい
る超耐熱合金の切削は三菱さんなしには考え
られません」と話してくれました。

い評価を得ることができました
（主催：ドイツ ハ
ノーバー大学生産工学・工作機械研究所／

工作機械と会話する職人たち
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加工していました。完成までの工程管理、品質
チェックまで自分でやっていましたね。あの職人

るだけで、設計者の意図を汲み取り、完成まで

中小企業の地位向上を目指す「宣教師」のように
グローバル化の時代を迎え、ますます厳

最終製品の軽量化・小型化が進む今日、

厚さわずか0.2mmのアルミ製紙飛行機

けます。このように、本来必要であるはずの
経費を含めた費用算出の考え方を私たちが

や光熱費、品質管理、納期管理に対する

『 宣教師 』となって同業者や顧客に広め、

しくなるコストダウン要請の中で、自ら安易

経費が含まれていないと思います。当社は

日本の切削加工業界全体における中小企

に値下げして仕事を獲得しようとする同業

そのような必要経費を全て含んだ上で見積

業の地位を向上していくことができればと考

他社が増えてきたと言う真島社長。
「私た

りを出していますが、中には競合他社と比

えています。また、今後も好奇心を持って

ちの業界で常識となっている部品加工費の

べて高いと言われるお客様もいらっしゃいま

新しい加工に挑戦し続けるとともに、日本の

算出方法の多くは、人件費と加工機の費用

す。しかし、費用算出の根拠を丁寧に説明

機械加工産業発展のために貢献していきま

は入っているものの、工場や事務所の家賃

すれば、大抵のケースでは理解していただ

す」。
(右) 三菱マテリアル 加工事業カンパニー 大阪支店 明石営業所 數原武宣
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PART2

キリシマ精工株式会社
（鹿児島県霧島市）

今ある機械を工夫して使うことがものづくりの醍醐味
設立から約3年間は無我夢中で操業し、安

3軸マシニングセンタで
5軸と同等以上の
超複雑形状の加工を実現する

い注文から急ぎの注文まで、とにかくやれるこ

高難易度の部品加工を実現するカーブカット工法
鹿児島県の中央部に位置する県第二の

「当社が現在得意としているのは複雑形状

都市・霧島市。国内の有名な製造メーカー

の部品加工ですが、通常は5軸の高性能な

の主要拠点が進出していることから、高い

マシニングセンタが必要です。しかし当時の

技術力を有する部品加工の中小企業が点

資金力ではそのような工作機械を揃えること

在しています。キリシマ精工株式会社西重

はできませんでした。そこで、当時保有して

保社長は、もともと光通信や半導体の精密

いた3軸のマシニングセンタでなんとかしてみ

キリシマ精工株式会社 代表取締役 西重保氏

部品加工を手掛ける企業で工場長をしてい

ようと5名で知恵を出し合い、専用の治具を

ましたが、過剰な設備投資により倒産。
「西

開発し、創業から1年をかけて独自の『カー

に加工精度も向上するため、超微細加工

重さんが会社を興すならついていきます」と

ブカット工法』を編み出しました」と話す西

が可能となり、歩留まりも向上します。この

いう仲間の声や、設備を無償で提供してく

重社長。複雑形状であっても、ワークの掴

工法を確立したことで、2008年に鹿児島県

れるかつての関係会社の後押しもあり、わ

み直しをすることなく一発加工を行うこの独

経営革新企業に認定され、現在の地に24

ずか5名の社 員と5台の設 備で2006年8月

創的な工法により、工程数を大幅に削減さ

時間稼働可能な工場の新築・移転を果たし

にキリシマ精工株式会社を立ち上げました。

せました。一発加工は、加工スピードと同時

ました。

一辺が0.2mmの極小サイコロや文字が消えるオブジェを製作
「キリシマ精工さん、東京の展示会に出展

ぶら下がっているピラミッドなどを次々と製作。

直近では、押し込むと文字が消える「匠」

しませんか」。2009年に、かごしま産業支援

特にピラミッドは工作機械メーカーのドリームコ

のオブジェを製作。炭素鋼で「匠の文字」と

センターに誘われたことが、同社のPRを目的

ンテストの試作・テスト加工部品部門で技能

「クリアランス3μmの台座」のそれぞれを切

とした作品づくりのきっかけとなりました。
「3

賞を受賞するなど高い評価を受けました。作

削加工のみで製作しました。
「あるときTVで

軸マシニングセンタで複雑な微細加工ができ

品はさらに進化し、わずか0.2mm角の極小

似たようなものを見ていたときに、これうち
（切

ることをアピールしようと、パッと見でインパクト

サイコロまでつくってしまいました。肉眼では

削）
でもできるかな？」と西重社長が佛山部長

のある作品をつくって人々の目を引こうと考え

ほとんど見えない0.2mm角のステンレス鋼の

に尋ねてみたところ、その場で「できますよ
！」

ました」と製造部の佛山正信部長。溶接や

立方体に、自社で製作した極小ドリルで賽の

と即答。
「本当かな？と思って任せてみたら、

組み立て、パーツの取り付けなどは一切行わ

目を加工したもので、この極小サイコロは地

2、3日後には完成品をちゃんと持ってきました

ず、切削加工のみで一発加工した継ぎ目の

元の新聞などに取り上げられるなど大きな話

よ」と嬉しそうに西重社長は語ります。この

ないチェーンや、カゴと小鳥が一体になった

題を呼び、展示会や同社の工場を訪れてこ

柔軟性と知恵、ものづくりへの探求心が同社

鳥かご、三角錘のフレームの中にチェーンが

れを見た人は一様に驚きの声をあげました。

の強みと言えるのではないでしょうか。

微細加工により生み出された、数㎜サイズの作品たち
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キリシマ精工株式会社 製造部 統括部長 佛山正信氏

米粒より遥かに小さい0.2mm角の極小サイコロ

らえるので、とても頼りにしています」と佛山
部長は言います。

とは何でもやり、毎日夜遅くまで働き、さらには

また、同社ではお客様からの注文を受ける

休みの返上までもしていました。その頃の心

際、幹部社員が集まる毎日の昼礼で、お客様

境について、西重社長はこう語ります。
「本当

の図面を全員で見て問題点を洗い出し、こう

にこれでいいのか？自分はこういう会社をつくり

すればさらに品質が安定する、低コストででき

たかったのだろうか？これで従業員は幸せと言

るなどの方法を検討しています。その結果を

えるだろうか？」と。そのような苦しい日々の中、

お客様に提案し、了承を得た上で正式な見

何気なく参加した展示会で、非常に高い評価

積もりを出すなど、付加価値の高い部品加工

を受けました。
「これで大きな自信がつき、他

を行うための工夫をしています。

社ができないような難易度の高い、複雑な精

さて、従業員の皆さんは最新の5軸のマシ

密加工に特化することを決意しました」と西

ニングセンタを欲しくはないのでしょうか。その

重社長は当時を振り返ります。
『できないとは

質問に対し、佛山部長はこのように答えてくれ

言わず、挑戦しよう』を合言葉に、難削材や

ました。
「5軸よりも3軸のマシニングセンタを2

超微細加工が得意であることを積極的にPR

台導入してもらった方が作業を分担できて効

し続けることで、現在では半導体、医療、衛

率的です。また、今ある機械で試行錯誤しな

星部品、装置関連など、幅広い業界の超精

がらもみんなの知恵を出し合って工夫していく

密部品を手掛けるようになりました。このような

ことにものづくりの醍醐味を感じます。3軸で5

難易度の高い加工には三菱マテリアルの工

軸に負けない加工を目指した方が面白いです

具が欠かせないとのこと。
「工具の精度や切

し、技術も向上します。職人としての誇りも感

れ味が良く、急ぎの場合でもすぐ持ってきても

じますね」。

「メイド・イン・キリシマ」を世界に
創業から今年で10年。その高い技術力は

アットホームな社風だからこそ、従業員は安

マスコミにも紹介され、ますます成長を続け

心して働くことができ、ものづくりに打ち込める

ています。関西や関東の企業との取り引きも

のでしょう。それが日本の中小企業の強みの

広がり、従業員数も設立当初の5名から36名

一つとも言えるかもしれません。

まで増えました。
「今年8月には10周年記念イ

「ここまで成長することができたのは従業

ベントとして、当社の敷地内で社員が分担し

員や地元の人々のおかげです。その恩に報

て、かき氷や焼き鳥の屋台を出し縁日風パー

いるためにも、常に逃げない気持ちで難しい

ティーを開催しました。当日は社員やその家

加工に挑戦し、高品質なメイド・イン・キリシ

族、関係者など約150名に集まっていただ

マの製品を世界に発信していきたい。また、

き、皆さんにとても喜んでいただきました。ま

技術的にはカーブカット工法をさらに超える新

た、最後には従業員からサプライズでプレゼ
ントをもらうこともできて、社長として本当に嬉

しい加工技術を開発し、さらなる効率化とコ
スト削減に取り組んでいきたい」と語る西重

しかったですね」という西重社長。このような

社長の目は、すでに未来を見据えています。

（左）
三菱マテリアル 加工事業カンパニー 大阪支店 九州営業所 金坂義幸
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（左）
ケー・エム・エス株式会社 代表取締役 北見雄一氏
（右）
ケー・エム・エス株式会社 常務取締役 村田智之氏

PART3

ケー・エム・エス株式会社（埼玉県さいたま市）

ものづくりの現場の常識を
打ち破る「図面のない工場」
というイノベーション
「日本のものづくりを元気に」する金型製造の新星
世の中のさまざまな製品を生み出している

職人の技と経験でした。しかし、そこにこだわる

「金型」
。埼玉県さいたま市にあるケー・エム・

あまり、グローバルな競争で負けてしまっては本

エス株式会社はこの金型を取りつける土台とな

末転倒です。市場のグローバル化に伴い、お

るモールドベースを製造・販売している企業で

客様からの品質、納期、コストといった基本的な

す。経験やノウハウの蓄積が重要とされるものづ

ニーズは一層厳しくなってきています。私たちは

くりの業界において、2002年に創業した若い企

『日本のものづくりを元気に』を合言葉に、過去

業が頭角を現し、躍進を続ける背景には何があ

の伝統を受け継ぎながらも、スピーディに対応で

るのでしょうか。

きる生産体制を確立しようと考えたのです」と語

「かつての日本のものづくりを支えてきたのは、

るのは、同社の北見雄一社長です。

お客様の満足を優先するため15年前に独立

（左）
ケー・エム・エス株式会社 岩槻第二工場 工場長 飯塚邦彦氏
（右）
ケー・エム・エス株式会社 CAD システム開発 部長 福原雄太郎氏

プログラム室では、多くの若手女性社員が活躍している

きました。これは、競合他社でもそう簡単に真似

います。そうではなく誰でも段取りから加工、測

できないと自負しています」と語ります。驚くべき

定までできるようにしています。加工指示書の記

書によって、作業のムダや品質のムラは最小限

点は、現場には一切図面がなく、その代わりとな

載内容、表現方法については、多くの時間をか

になりました。まだまだ改善の余地はありますが、

る加工指示書があるのみで、作業者が図面を

けて議論しました」と語るのは村田智之常務取

我々が目指しているのは作業者が誰であっても

見ることなくものづくりをしていることです。
「図面

締役です。当初は、図面がないことに不安を感

高品質な製品をスピーディにつくれる工場です」

を見て内容を読み取る力には個人差が出てしま

じていた飯塚邦彦工場長も「いまでは図面があ

と目標を語ってくれました。

全体最適化で他社の5倍から10倍のスピードを達成
同社のものづくりの基本的な考え方として、

る方が古いと感じてしまうくらいです。加工指示

ツのチームをつくり、日々積極的に活動を行っ
ています。レースの日には多くの社員が自分た

取り入れていることも特徴です。一人の作業

ちの会社のクルマを応援しにサーキットまで足

「特定の工程を部分的にいくら速くしても、全

者が一つの工程に完全に専念することで技

を運びます。このような活動を続けることで、

体のスピードUPにはつながりません。大事な

術の習得時間が早くなり、ムリ・ムダ・ムラを排

社内に一体感のある雰囲気が生まれ、社員

「この業界で仕事を始めたころ、日本の中

時勤めていたベテランの職人たちは、その職

のは機械を最初から最後まで、全ての工程を

除することにもつながりました。現在、同社は

の仕事のモチベーション向上につながってい

小企業のトップは創業者が多く、個々のお客

人気質ゆえに、自らのものづくりのスタイルに

同じペースで動かすこと。機械が止まってい

競合他社の5倍から10倍の驚異的な生産ス

ます。北見社長は「日本の社会において、も

様とのつながりを大切にし、なるべく多くのお

固執することが多く、仕様変更や納期など、

る時間を極力短くすればスピードが上がるの

ピードを実現しており、特に納期面におけるお

のづくりをする製造業で働くことが、特に若い

客様との信頼関係を築くことで事業を拡大し

市場からの要望に柔軟に応えられないケース

は、当然と言えば当然です」と北見社長は語

客様からの信頼は非常に高いものになってい

人たちにとって魅力的に思われるようになって

ていきました。ところが私が以前に勤務してい

が増えてきたのです。それが原因となり競合

ります。そのため、全ての工程を一つひとつ

ます。一方、ユニークなのは、ものづくりの手

いくことを期待して、こうした活動を今後も続

た会社は、お客様のニーズにきちんと対応す

他社へ注文が流れることも多く、だんだんと会

の作業レベルまで分解し、徹底した分業制を

法だけではありません。社内にモータースポー

けていきたい」と語ります。

ることに積極的ではなかったのです。それに

社の存続すら危ぶまれる状態にまで陥ってい

違和感を持ち、困っているお客様のご要望に

きます。しかし、このとき、北見社長の生粋の

応えるには、自分で会社を興すしかないと考

負けず嫌いの性格に火がついたのです。こ

えたのが創業のきっかけでした」と、営業畑

の状況を打破するヒントを探して、海外のもの

出身の北見雄一社長は語ります。しかし、自

づくりの現場に自ら足を運びました。

社工場を持たず、生産を外部に委託してい

「そこで気づいたのは勘や経験に頼るので

た創業時の同社にとって、お客様のさまざま

はなく、いわゆるデータによるものづくりが日本

なご要望を満たすにはかなりの労力が必要で

よりはるかに進んでいて、その生産性の高さ

した。そんな厳しい状況を一つひとつ乗り越

に驚かされました。日本との違いがあるとすれ

え、2005年にやっとの思いで念願の自社工場

ば品質だけです。つまり海外で通用する効率

の設立を果たします。しかし、事業がようやく

的な生産体制を確立し、そこに日本の品質を

軌道に乗り始めてからも苦難は続きます。当

プラスすれば勝てると確信しました」。

競合他社には真似できないものづくりの追求は続く

ても、なかなか売り上げにはつながらず、みん

「弊社において切削工具に期待することはと

があると現場からも聞いています」と北見社長

な苦しい思いをしていました。今までの古い常

にかく耐久性です。表面的な工具の価格は二

は話してくれました。同社の優れた生産体制を

識を打ち破ることは簡単ではありませんが、日

社員が毎晩遅くまで作業して納期を守ろうとし

の次です。とにかく機械を止めないことが重要

実現させるという点において、切削工具も重要

本の企業として、独自の進化とスピード感をもっ

なので、丈夫さが最優先です。工具に不安が

な役割を果たしています。
「各工程の加工時

て世界と戦うことが、我々のお客様と社員の幸

あると、作業者は加工から目を離すことができな

間が精度よく予測できますので、ムダな残業も

せにつながると信じています」と北見社長は力

くなり、複数のかけもち作業が同時にできなくな

かなり少なくなりました。切削工具の重要性は

強く語ってくれました。2015年には新たな本社

ります。そうすると、全体の加工スピードが落ち

非常に高く、三菱マテリアルさんには今後も期

ビルも完成し、これからは人材育成にさらに力

て、結果的にコストも上がってしまう。その点、

待しています」と飯塚工場長。

を入れていくという同社の成長は、ますます勢

三菱マテリアルさんのMVXシリーズは安心感

最後に「現在のスタイルを確立するまでは、

いを増しそうです。

入社2週間で一人前の仕事ができるシステムを求めて
北見社長が辿り着いた結論は、現在のものづ

ばこその考え方でしょうね」
。

くり手法の常識を大きく超える発想でした。
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まず手がけたのは、同社独自の加工プログラ

「コンビニやファストフードのように、経験の浅

ムの開発と生産体制の確立です。CADシステ

い人間でも一定レベルの安定した加工ができる

ム開発部の福原雄太郎部長は「弊社独特の

仕組みをつくれないかと考えたのです。私が技

生産体制を可能にするシステムとソフトの開発

術畑の出身であったならば、やはり自分の経験

は、気が遠くなるほどの地道な作業の繰り返しで

を大切にしたでしょうから、こんな発想は思い浮

したが、長年の苦労の甲斐あって製造工程の

かばなかったかもしれません。営業出身であれ

約80％の手順は、完全にシステム化することがで

（右）
三菱マテリアル 加工事業カンパニー 営業本部 流通営業部 堀内鉱平
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「三綱領」 岩崎小彌太筆

回

初代社長

岩崎彌太郎

二代目社長

岩崎彌之助

岩崎久彌

四代目社長

岩崎小彌太

受け継がれる三菱のDNA

三菱
三綱領
三 菱マテリアルの 発 端 は、三 菱 グル ープ の 起 源 である
九十九商会において、1871年、三菱の創始者・岩崎彌太郎
が炭鉱･金属鉱山事業を手掛けたことにあります。その後三
菱は、岩崎彌太郎から弟の彌之助、彌太郎の長男の久彌、
彌之助の長男の小彌太へと四代にわたり事業を拡大してい
きます。その歴史を振り返ると、いつの時代にも連綿と引き
継がれてきた共通の心がありました。それを端的に表したの
が「三菱三綱領」です。今回は、2011年に「三菱グループ
各社の活動の道標」として約650社にも及ぶ三菱グループ
共通の経営理念となった「三綱領」をご紹介します。

其の一【所期奉公】
「事業を通じ、物心ともに豊かな社会の実現
に努力すると同時に、かけがえのない地球環
境の維持にも貢献する」
四代目社長、岩崎小彌太は第一次大戦中
の1916
（大正5）
年から第二次大戦直後の1945

大阪西長堀
（明治初期）

神田淡路町の三菱社社屋
（明治21年）

三菱幹部
（明治13年頃）

ことである。生産活動に携わっているわれわれ
は、国から極めて重要な任務を任されていると
もいえる。よって、事業の究極の目的は『国のた
め』にすることであって、その目的達成のために

東京南茅場本社
（明治10年頃）

其の二【処事光明】
「公明正大で品格のある行動を旨とし、活動
の公開性、透明性を堅持する」

物の考え方や言動において人々の模範でな
ければならない。…何事に当たっても大切
なのは公明正大であることである。一発狙

三菱合資会社本館
（三菱本館、大正11年頃）

吉岡鉱山
（明治35年頃）

其の三【立業貿易】
「全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展
開を図る」

ナーの事業や資産に）法的な措置をとること
は当然あるとしても、これまでに培われたわれ
われの信頼と友情が損なわれることがあって
はならない。法律の許す限り彼らの身辺と権

処事光明とは、何事であれフェアー・プレ

いや社会正義に反する手段で成果をあげよ

近代日本にとっての最大の課題は国際社

益を守ることは、人の道を大切にする日本人

でなくてはならない」
（大正9年、三菱鉱業臨時

イに徹することです。事業経営において、不

うとすることは恥ずべきことである…」
（ 大正

会にどう適合していくかということでした。グ

の情義であり責務である。…いずれ平和が

場所長会議における告辞より）
。

当な利得を得てはならないということは、初

4年、当時副社長岩崎彌之助。三菱倶楽部

ローバルな視野を持つこと、それは初代岩崎

再び来たならば、彼らと協力して世界の平和

の会誌への寄稿「倶楽部に対する希望」）。

岩崎小彌太は、大正から昭和にかけての日

代岩崎彌太郎社長はじめ歴代の社長が繰

てきました。彼は「事業経営は私利の追求を

本の資本主義経済の成長過程にあって、期す

り返し述べてきました。特に四代目岩崎小彌

第一義とするのではなく、常に国家的事業観

るところは社会への貢献なのだという確固たる

に立つべきだ」とさまざまな機会に明快に訓示

経営哲学を持っていました。今日の私たちの豊

しました。これこそ岩崎彌太郎、彌之助、久

かな生活が結果として地球環境を破壊してきた

彌そして小彌太の、各社長に引き継がれてき

ことも事実です。そうであれば、三菱各社はこ

た三菱の精神でした。

のかけがえのない地球環境の維持・修復に貢

彌太郎社長の創業時からの基本姿勢でし

や人類の福祉に貢献するときが来るであろう」

自由な創意に基づく公正な競争が市場

た。1941年、太平洋戦争勃発2日後に三菱

太社長は、ことあるごとに、正義を守り誠実

経済の大原則ですが、法を守ることはもちろ

各社の幹部を前にして四代目岩崎小彌太社

三菱創業以来の基本姿勢に、
「義を重ん

を旨とし、儲けんがため安易に投機に走らぬ

ん、庶民感情や国際社会の慣習にも当然

長は、
「不幸にして国と国とは戦争になってし

じること」があります。戦争のさなかにおいて

よう、訓示してきました。そして、いかなる行

配慮すべきです。常に公明正大で品格のあ

まったが、三菱が今日こうあるのは米英の提

もなおグローバルな視野に立ち信義を重んじ

為であれ正々堂々としたものでなければなら

る行動を心掛けるとともに、企業活動の透明

携先のお蔭であるから、彼らの身辺と権益を

た三菱のこの姿勢こそ、創業以来の
“三菱

ないと説いています。

性・公開性を図ることを忘れてはなりません。

守らなければならない」と述べました。時代

の心”
の表れと言えます。三菱マテリアルを

背景を考えると、これは驚くべき、勇気ある発

始め、三菱グループはこれからも「三菱三綱

献するとともに、物質的のみならず精神的にもさ

「…企業の社会的地位も高まり企業が国

である。それは、国力にかかわることであり、経

らに豊かな社会を実現することを目指すべきで

の発展に大きくかかわるようになった今日、

済のみならず社会文化の繁栄に影響を及ぼす

しょう。それが「所期奉公」の今日的意味です。

人々のモラルがかえってダウンしたように見え

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

るのはまことに遺憾なことである。企業人は、

三代目社長

最善の努力をするということがわれわれの理想

（昭和20）
年まで、29年にわたって三菱を率い

「…生産活動は国の最も重要な活動の一つ

15

三菱創業の地

言でした。
「…国が
（英国や米国のわれわれのパート

（昭和16年、三菱協議会における演述）
。

領」の思いを胸に、さらなる未来へと歩んで
いきます。

協力・写真提供／三菱史料館

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO
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―まずは、この技術の特徴について教えてくだ
さい。
髙橋 新クーラント技術「ジェットテック」の最
大の特徴は、ホルダの先端に独自のL型形状
のノズルを設置し、インサートの逃げ面方向か
ら刃先近傍に向かって、クーラントを勢いよく
噴射
（Jet）
する点です。一般的なクーラントの
供給手段として、インサートのすくい面側、あ
るいは逆バイトとして逃げ面側にクーラントを
供給する手段が用いられます。しかし、図1左

ジェットクーラント技術
「ジェットテックホルダ」

図のようにすくい面から供給しようとすると、切
りくずが邪魔をしてしまいます。一方で、逃げ
面から供給しようとしても、そもそもわずかな隙
間しかない上に、高速で回転する被削材表
面と工具逃げ面が接する高温・高圧のスペー
スにはクーラントが入っていかない。いずれに
しても、本来直接冷却したい刃先近傍までは
クーラントが届かないわけです。
「ジェットテッ
ク」は、図1右図に示す通り、逃げ面側から
供給するクーラントを「高圧
（高速）
」にするこ
とで、高温となる刃先近傍にクーラントを供給
できる技術なのです。これにより、今までは困
難であった高温の刃先を効率的に冷却するこ
とに成功し、結果としてインサートの耐摩耗性

CRAFTSMAN STORY
Vo l . 5

今井 康晴

次世代加工グループ
開発スタッフ
1991年入社

清水 博康

次世代加工グループ
グループリーダー
1993年入社

帯川 利之 氏

東京大学 生産技術研究所
機械・生体系部門 教授

髙橋 秀史

次世代加工グループ
開発チームリーダー
2000年入社

ジェットクーラント技術

「ジェッ
トテックホルダ」
クーラント技術の進化により、耐摩耗性を向上させる

向上を実現しました。実際にすくい面側から
給油する一般的な外部給油の場合と比較し、
約30〜50％の寿命延長効果が得られることを

品化の難しさはありましたが、このクーラント技

には難しい。花形と言われるミーリング製品と

術こそが「次世代加工」という名称にふさわ

は違って、積極的には誰も手を付けたがらな

しい題材だと感じましたね。

い分野です。しかし、髙橋からジェットテックの

髙橋 開発を進める上で最も大きなターニン

基本コンセプトを聞いたとき、直感的に面白い

グポイントだったのは、クーラントを勢いよく噴

なと思いましたね。すでに基礎的な効果は検

出させるために、エアーでアシストする方法と

証されているし、これをなんとか製品化するこ

切削油を直接加速させる方法のどちらを採

とができれば、私の名前もさらに売れるかな、

用するかでした。さまざまな議論の末、お客

とも密かに思っていました
（笑）
。

様が保有する工作機械の種類に左右されに

髙橋 なんて言っていますが、最初に話をし

くく、どんな環境でも使いやすいことが最優先

たときの「え～、バイトかよ・・・」という今井

だと考え、最終的にはエアーではなく、切削

の残念そうな反応は今でも覚えてますよ
（笑）
。

油を選択しました。その後も、切削油を放出

結局は、難題だらけだったこの製品の設計を

確認しています。

する穴形状はどうあるべきか、大きさはどれく

今井に任せたことは、やはり正しかったと言え

らいか、流量はどれほど必要なのかなど、課

ますね。

―開発の経緯を教えてください。

題は山積みでした。これらを解決していく上

今井 私は開発が好きですし、難題に挑戦

で、帯川先生が活用していた流体解析を積

するのが性に合っているんでしょうね。

清水 開発着手の背景として、難削材加工
時の工具寿命の著しい低下という課題があり
ました。当時は、競争力のある新製品開発を
行うためには、社内のリソースのみでは不十
分だと考え、外部機関との連携を重要視して
いました。その中で、難削材加工の寿命改善
につながる研究をされていた東京大学の帯
川利之先生と出会ったのです。帯川先生は、
逃げ面からエアーを噴射し、刃先を空冷する
ことで工具寿命を延長させる研究を行ってい
ました。クーラントの供給方法により、難削材
加工に対する新たな回答を導こうとしていた
姿勢に強い魅力を感じ、2008年より共同研究
がスタートしました。

極的に弊社でも取り入れたことが非常に役立
ちました。私自身、流体解析の知見が不十分

―製品化の難しさはどういうところにありましたか。

でしたので、慌てて学生の頃に勉強をした本

今井 このクーラントを出す穴の形状、これが

を何冊も引っ張り出して見直しました
（笑）
。こ

機械加工ではつくれなかったのが一番の課題

のような苦労の末、やっとの思いでジェットテッ

でした。ここまで刃先に近い位置にクーラント

クの基本的な設計コンセプトが完成しました。
ここからは、量産化・製品化に向けた開発が
本格的に始まることになりますが、最も重要で
ある設計の主担当として今井を任命したので
す。
今井 当時の私は、ちょうど大型製品の開発
を終えたところでした。本音を言えば、工具形
状の開発者にとってバイトの開発は地味なわり

髙橋 当時、クーラント技術は、国内工具メー
近年、航空機産業を中心に、難削材の高能率加工へのニーズ

バイトホルダが徐々に使用され始めているが、切りくず処理性の
向上に対しては一定の効果が得られているものの、もう一つの大

きな狙いである工具の長寿命化に対しては、安定した効果が得

られにくいのが現状だ。しかも高圧クーラントを使用するには特

別な設備が必要となることから、多くの加工現場からは汎用的

な設備で耐摩耗性が改善できるバイトホルダが切望されていた。
今回は、東京大学 帯川利之教授と協力し、極めて効果的なクー

ラント技術を開発した3人の開発メンバーに話を聞いた。
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のような状況の中、この共同研究のお話をは
じめて伺ったときはとても面白い発想だとは
思ったのですが、同時に「実際に製品になる
だろうか、果たして売れるのだろうか」という
不安を覚えたことを記憶しています。
清水 私たち「次世代加工グループ」という
部署は、2 ～ 3年以内に発売して売れる製品

ワークの動き

る。このような難削材加工においては、高圧クーラントを用いた

クーラント流れ
ワークの動き

は高まりをみせ、高い切削条件で長く使える工具が求められてい

カーではあまり着目されておらず、弊社として
も積極的には取り組んでいませんでした。そ

クーラント流れ
→切れ刃近傍に届かない

の開発ではなく、5年後、10年後の将来を見
据えた工具や技術の開発を行っています。製

逃げ面側から
高速のクーラントを
切れ刃へ

図１「ジェットテック」の原理

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO
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東京大学 帯川教授 インタビュー

―今回のクーラント技術の開発で難しかったことは？
帯川 最初は、どのような大きさと形状の穴がいいのか調べま

切削加工の第一人者である東京大学・帯川利之教授が
切削加工の研究を始めたのは修士のとき。そのときの研

究テーマは快削鋼で、快削鋼の中に入っているマンガン

サルファイド
（MnS）の効果を研究したのが始まりだった。
今回、帯川教授が三菱マテリアルと共同開発した「ジェッ

トテックホルダ」の完成に至るまでのいきさつを伺った。

穴のあるバイトホルダは今まで存在せず、機

かり、ねじの改良を余儀なくされました。

清水 競争という意味では少しずれますが、

械加工での製造が一般的なバイトホルダにお

今井 この頃は、途中からあれもこれもと要

この技術は弊社だけが囲い込むものでもない

―難削材への研究テーマで難しかったことは？

いて、この形状をそのまま量産化することは不

望が増えてきた頃で、髙橋と何度もケンカをし

かなと思っています。基本的な寿命延長技術

可能でした。つまり、この部分だけ独立させる

ました
（笑）
。
「そもそもそういう話じゃなかった

の一つとして認知度が上がり、業界のスタン

帯川 私が助手になった1980年当時は、削るといったら鋼ば

部品化が必要でした。しかし、日頃から今ま

でしょ
！」
って。

ダードとなっていくのであれば、多くのお客様

で誰もやっていないことをやりたいと思っていま

髙橋 こうした仕様の変更をもちかけるたび

の生産コスト低減に貢献できる。つまり、将来

したので、前例はありませんでしたが、量産に

に、
「最初と言っていることが違う
！」
って何回も

的に切削加工業界全体に貢献していければ

対応させるための部品化に踏み切りました。

今井に言われましてね
（笑）
。それでも、最後

良いのです。また、海外に比べ、日本の工具

清水 たしかに、この穴形状はどうやっても

はお客様のニーズに応えるため、ということを

メーカーでは産学協業という文化がまだまだ

機械加工ではできないな、という限界がありま

信念に妥協は一切せず、今井とともに改善を

弱いと感じていますので、今回のような取り組

したので、機械加工は諦めたとしても部品化

進めていきました。

みをさらに増やしていきたいと思っています。

でなんとかしてみようと、今井に知恵を絞っても

今井 3Dプリンターで試作をするメリットは、

らいました。

すぐに実物を試作できて、実際に試験、検証

―最後にものづくりの面白さについて教えてください。

今井 まず悩んだのは、部品の試作を何の

ができるところですね。3Dプリンターの普及に

今井 やはり、自分の頭で考えたものが現実

材料でつくるかでした。すでに樹脂の3Dプリン

より工具の開発工期はもちろんですが、いろ

になることじゃないでしょうか。しかも、それを

ターは他の開発品で使用していたため、樹脂

んな業界の製品開発の期間が短くなっていく

お客様に使っていただき、さらに喜んでもらえ

でまずつくって、きちんとクーラントが狙った通り

と感じています。

るなら本当に最高です。開発をするということ

出るか、という単純な確認だけを最初にしてみ

髙橋 最終形状が確定してからは、さまざま

は、新しいことをやるということですので、失敗

ることになりました。ところが、実際に試作品が

な切削条件でクーラントの種類、流量などを

しない、苦労しないってことは絶対にないし、

完成すると欲が出てきて。当初の目的を超えて、

変更しながら検証を重ねていきました。そして

むしろ失敗する、苦労するのが当たり前です。

「実際に削ってみるか？」という話になっていく

やっとのことで昨年の展示会で社外発表を行

そういう意味では、今回は「失敗しても気に

わけです。結果としては、案の定切りくずの熱

うまでに至りました。会議室はほぼ満員で、質

せずどんどんやっていけ！」と言ってくれた上司

で穴が開いてしまったんです、そりゃそうですよ

問も多くいただき、お客様の関心の高さを肌

がいてくれたことが成功の秘訣だったのかもし

ね
（笑）
。それで、
「やっぱり金属で試作するし

で感じることができました。特に「常圧でもい

れません
（笑）
。こういう挑戦ができる環境こそ

かない！」ということで、当時としては珍しかった

いのか？」という質問が多くありましたが、日本

が、どんどん新しいものを生みだしていくので

金属の3Dプリンターを扱う業者をなんとか見つ

の工具メーカーが新しいクーラント技術に取り

はないかと思います。

け、再度試作品をつくりました。

組むことにも関心があったようです。このとき

髙橋 私も開発に従事して16年になりますが、

髙橋 開発当初は水道水レベルの常圧で効

は、諦めずに開発を続けてきて良かったと胸

自分が考えたことを具現化して、理論を実証

果が出せるように設計していましたが、高圧

にこみ上げるものがありました。

し、実際にその通りになったときが一番気持ち
いい。開発には、世の中にないものを、世界初

クーラントを使っているお客様がいるのも事実
です。仮に高圧クーラントで使用した際、ノズ

―今後の展望について教えてください。

なり、No.1なり、オンリーワンなり、これらを目標に

ルがスポーンと飛んでしまっては危険なため、

髙橋 まずは、C形での販売を先行して始め

できるということの楽しさというか、ありがたさが

常圧でも高圧でも対応できる形状に途中から

ましたが、現在では、W形、D形、S形、T形、

あります。そんな可能性を持った仕事に就いて

設計を変更することにしました。ところが、試作

V形の６形状への展開と発売もすでに終えて

いる誇りを持ちつつ、これからも新たな製品を

と検証を繰り返すうちに、高圧だと部品をバイ

います。今後は、この技術をバイトホルダ以外

お客様にお届けしていきたいと思います。

ト本体に留めるねじが曲がってしまうことが分

の他の工具にも展開したいと考えています。

かりでした。当時、チタン合金やニッケル基耐熱合金などの難
削材は非常に高価で、入手しづらいもの。それでも難削材を
テーマにしようと思ったのは、日本が航空宇宙関係の切削加
工技術で後れをとっていたことに危機を感じていたためでし
た。若い頃の私は
“解析屋”
と呼ばれるほど、解析ばかりしてい
ましたね。切削は高い熱が出て大きな変形が生ずる現象で、
これらの現象を解くための解析は非常に難しかった。当時の
専門書に記載されていた解析理論は、大変形解析のための
ものではなく、通常の応力解析法だったので、とても苦労した
思い出があります。
―その後はどういった研究をされましたか？
帯川 私が教授になった頃、環境に優しい切削法ということ
で、MQL切削が流行りだしました。大量の切削油を使用す
るのではなく、微量のオイルミストを使うのがブームでした。電
力消費が少なくなり、加工費の削減が実現できるということで、
あっという間に拡がっていきました。1990年代後半にはある自
動車メーカーが、工作機械のクーラントポンプを使わないと消
費エネルギーが約40％も減少する、というデータも出していまし
た。これは、工作機械のスピンドルよりもクーラントポンプの消費
電力の方が大きい、ということになります。私もこの頃、MQL切
削の効果を認め、流体解析を使って色々と調べました。あると
き、逃げ面、すくい面の2カ所からオイルミストが出てくるMQL
切削用の工具を見ていたのですが、そのときに通常の湿式切

したが、学生がこの穴を自由に変えて試作品をつくるのはとて
も大変です。そこで、実際の工具ではなく、ノズルの先に小さ
い穴のついたアダプタのようなものをつくり、その穴径を変えつ
つ、流量と流速の両方を測るというやり方をしました。穴の径
が大きくなると流れる量が増えますが、一定以上径が大きくなる
と速度が落ちてしまう。その結果、2㎟あたりの断面積の穴が
流速も流量も良い条件になるということが分かり、それを設計
の基準にしました。逃げ面、すくい面の両方から切削油をかけ
たいと思ったこともありましたが、流量が増えると流速が落ちて
しまうので、最終的には逃げ面のみからかけることにしたので
す。
―三菱マテリアルとのやりとりの中で印象に残っていることは？
帯川 色々苦労していただいたと思いますが、ＡＪＡ切削のエ
アー用の穴より穴の断面積が大きいので、当初は接着剤で穴
埋めをするような部分もありました。それが、実際に切削油を
出してみたところ、接着剤が切削油でふやけてしまい、一気に
崩壊したこともありました。最終的に丸い穴からL字の穴に変
わり、それもインサートの先端角によって形状が全部違うので、
三菱マテリアルさんがいろんな形状をつくって検証されたこと
は、非常に大変だったと思います。
―製品が完成したとき、どんなお気持ちでしたか。
帯川 逃げ面から切削油をかけるというアイデアに共感し、一
緒に試行錯誤をしながら製品をつくりあげてきました。実際に
完成した製品を見たとき、
「美しいな、キレイだな」と思いました
ね。切削工具は付加価値の高い製品です。私がざっくりと計
算したところ、ある航空機は1gあたり200円くらい、最新のハイ
ブリッド自動車は1gあたり2円くらいです。しかし、インサートは
1gが50円ほどです。さらに、数㎎ほどすり減っただけで捨てら
れてしまう。それだけ切削工具には価値があり、たくさんの技
術が込められています。今後も、その可能性をさらに拡げてい
くような新たな研究を続けていきたいと思います。

削においてこの穴から圧縮空気だけを出したらどうだ、と思い
ついて実験してみたところ、ある程度良い結果が出たのです。
これがＡＪＡ
（Air Jet Assist）
切削法です。空気を使うのは意
外にコストがかかることが分かりましたので、それならばここか
ら切削油を出せばいいんじゃないかと考えました。そして、小
さい穴からオイルミストを吹き出す、次は圧縮空気だけを出す、
最後は切削油を出す、という段階を踏んでいったのです。
―エアーでやろう、という発想が斬新ですね。

写真右が開発当初の試作品

帯川 AJA切削法では、エアーで切削油を押せばいいので
は、と考えたんですね。切削油の流出速度は秒速1 ～ 2m、そ
れに対して圧縮空気は100 ～ 200mあるので約100倍速度が
違う。MQLでエアーを効率よく出せることは知っていましたか
ら、
「これは使えるな！」と。私の研究者人生でラッキーだった
のは、総じて、最初にとったデータが非常に良い結果であった
ことですね。最初から悪いデータが出てしまうと、やる気がなく
なってしまいますので
（笑）
。
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熱い想いと歩んだ
溝入れ工具
進化の軌跡。
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1956 ~

多くの職人が
腕を競った、
ろう付けバイト

職人たちの腕の見せ所でもあったのです。
また、ろう付けバイトは適応できる被削材別

に超硬合金が使い分けられており、その種類

をひと目で判断できるよう、シャンクの後端部
が、鋼用は青色、ステンレス用は黄色、鋳鉄
用は赤色に着色されていました。今でも、その

カラフルなバイトが現場の棚などに置かれてい
たのを覚えていらっしゃる方も多いのではない
でしょうか。現

ろう付けバイトとは、鋼製シャンクの先端に超

合金は耐摩耗性、耐欠損性に優れていたた

硬合金でできた切れ刃を銀ろうで接合したもの

め高い切削性能を誇り、戦後復興期の製造

を言います。三菱マテリアルが溝入れ用ろう付

業を支えることとなりました。

けバイトを発売したのは、今から約60年も前の

当時の加工現場の職人たちは、被削材の

1956年でした。ろう付けバイトは寸法がJIS 規

種類や加工形態に合わせて、寸法精度や仕

格
（JIS B4105）
で厳格に定められており、工具

上げ面精度、工具寿命等を向上させるため、

メーカー間での形状的な差異はなく、主に切

ろう付けバイトの切れ刃の形状やすくい角、

れ刃としてろう付けされている超硬合金材料

ホーニングなどを、グラインダーと呼ばれる研削

の良し悪しでその性能が決まります。当時は

加工機を用い、自分が最適と思う形状に調整

超硬合金を国内で製造できる工具メーカーは

してから使うのが一般的でした。いかに高性

まだ少なく、その中でも三菱マテリアルの超硬

能なバイトを自らの手でつくり出せるか、それが

2

Part

在では、ろう付

けバイトの使用
頻度はとても少
なくなってきて
いますが、今
でも若手技術
者の育成用と
して、多くの教
育機関等で使
われています。

採用することができたのです。この結果、ろう

1985 ~

付けバイト時代では考えられないような高速で

インサート式に
進化した
「DGバイト」

の切削加工を実現し、市場を驚かせました。

またインサート製造時にはプレス焼結技術を用
いますが、その際にインサートのすくい面に切

りくず処理のための「チップブレーカ」が付与
されました。この「チップブレーカ」の効果によ

り、従来のろう付けバイトでは不可能であった

ろう付けバイトは、切れ刃が一定量以上

と呼ばれる工具が登場しました。三菱マテリア

摩耗、もしくは一部が破損するなどした場合、

ルでは1960年に外径加工用のカムロック式バイ

シャンク部分を含めたバイト全体を廃棄しなけ

トを皮切りにインサート式工具の発売を開始。

ればならず、経済的とは言えません。また、あ

溝入れ用のインサート式工具としては、それか

る程度の摩耗量までであれば再研削により再

らやや遅れた1985年に「DGバイト」が発売さ

使用できるものの、再研削自体にも高度な技

れました。

術が必要であり、度重なる再研削毎に切れ

インサート式工具である「DGバイト」のメリッ

刃の品質
（状態）
を一定に保つことは困難でし

トは単純な経済性や品質だけではなく、その

た。そのため、経済性と品質を両立したいとい

性能にもありました。インサートを単体で製造で

う要望が徐々に高まり、超硬合金の切れ刃部

きるため、超硬合金の素材やコーティングの自

分
（インサート）
だけを交換できる、インサート式

由度が高く、高性能なインサート材種を開発し

H I S TO RY

美しき機能美に
隠された時代の先を
読む挑戦の歴史
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溝入れ工具の歴史は古く、1898年のハイス工具の誕生時にはす
でに存在していたという説もある。三菱マテリアルで溝入れ工具を
ラインナップしたのは1956年発売のろう付けバイトから。その後、
1980年代にDGバイトでインサート化（刃先交換式）を果たし、2008
年に発売したGYシリーズは従来品と大きく異なるクランプ機構を採
用し、瞬く間に市場を席捲。今回は、三菱マテリアルにとって挑戦
の連続であった溝入れ工具の歴史を追った。

1931

横方向への加工にも対応できるようになり、溝
入れ工具は単なる溝入れ専用工具から、多
機能工具へと進化していくのです。

溝入れ工具の歴史

超硬工具「トリディア」発売

2004

インサート式新溝入れ工具
の開発スタート
インサート式新溝入れ工具
「GYシリーズ」発売

1956

ろう付けバイト
（溝入れ用含む）
を発売

2008

1985

インサート式溝入れ工具
「DGバイト」発売

2017 「GYシリーズ」の

新アイテム追加発売予定
YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO
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Part

分全体をこの技術でつくったのは我々が初め

2008 ~

オートバイのディスク
ブレーキキャリパーから
発想を得た「GYシリーズ」

てだったのではないでしょうか。また、常に細
かい部分を見ないと違いが分からないもので

はなく、ひと目見て他との違いが分かる製品を
つくろう、とにかくカッコイイものをつくろうと思っ

ていました。モジュラーブレードの側面形状も、

レーシングカー部品によくある強度と軽量化を
両立した肉抜きからヒントを得ているんですよ」

と開発秘話を語ってくれました。
最終的に、GYシリーズはモジュラー型であ

りながら本体一体型と同等の高い工具剛性

三菱マテリアルが1985年にDGバイトで開拓

け交換できるため経済的ではあるが、どうして

した多機能溝入れ工具という分野に関し、他

も剛性が劣ってしまう。そこで我々は「モジュ

の超硬工具メーカーも次々と新製品を投入し

ラー型ながら、本体一体型に匹敵する剛性を

てきました。その結果、先駆者であったDGバ

有する新溝入れ工具」を開発コンセプトとする

イトは市場での競争力を徐々に失うこととなり、

ことにしました。

三菱マテリアルとしても新製品の開発が急務

長屋は、大学時代は自動車部に籍を置き、

となりました。このプロジェクトのリーダーに抜

三菱マテリアルに入社後も自動車競技の一種

擢されたのが、当時の開発部で主にミーリング

であるJAFジムカーナ選手権に参戦を続ける

工具を担当していた長屋秀彦でした。

ほどの無類の自動車、オートバイ好きの男でし

「私は当時まだ若手で、分野が違う工具群

た。
「プロジェクトがスタートしてからは、寝ても

をメインで開発していました。そんな中、大きな

覚めても新しいアイデアを考案するのに必死で

プロジェクトの社命を受けたときは本当にビック

した。そんなある日、息抜きのためバイク雑誌

リしましたし不安でした。ただ、経験や予備知

を読んでいると、ディスクブレーキキャリパーを

識がない分、先入観も持たずに自由に取り組

通常の横方向からではなく、縦方向から固定

もうと考え方を変えてみました」と長屋は当時

することで取り付け、剛性を飛躍的に上げられ

を振り返ります。
長屋の下でスタートを切ったこのプロジェクト

「これだ！」と閃いた長屋は、このラジアルマ

様の声に耳を傾けました。その結果、他の超

ウント式キャリパーのように従来の常識とは異

硬工具メーカーからも多く発売され、剛性が

なる方向からの固定に着目、モジュラー型の

優れるため当時の主流となっていた「本体一

主流であった横方向からの固定だけではなく、

体型」に不満を持つお客様が多いことが分か

前と斜め上からを加えた合計3方向から固定

りました。その理由はインサートが欠損すると、

することで、どの方向からの切削抵抗にも強

本体まで破損してしまい、総取り替えとなるた

固に耐えうる「トライロック方式」を考案したの

めに経済的ではないからでした。一方、DG

です。
「形を見ればナルホドと思う単純な発想

バイトのようにインサート取り付け部が交換式と

ですが、前方向から固定するという溝入れ工

なっているモジュラー型は、破損時に先端だ

具はそれまでには存在しませんでした。誰か
たいと必死でした」。こうして生まれたトライロッ
ク方式の設計はスムーズに進み、試作品でそ
の性能の高さが実証されたものの、複雑な形
状を持つモジュラーブレードの製造コストが大
きな壁として立ちはだかったのです。
「試作時
は総削り出しでつくりましたが、これをそのまま
製品化するには、製造する時間もコストも全く
採算が合うものではありませんでした。そこで、
今だから話せますが、長年培ってきた当社の
インサート製造ノウハウの一つである独自の
プレス焼結技術を駆使してつくることにしまし
た。インサートを取り付けるための工具本体部
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動を抑制し、高品位な仕上げ面と長寿命を実

CLOSE UP

GYシリーズの開発を
陰で支えた知財担当
三菱マテリアルが保有する切削工具特許は国内工具メーカーの中でNo.1を誇り、世界の工具メーカー
の中でもトップクラスとなっています。切削工具の特許登録件数は、通常１つの新製品に対して1 ～ 2件
程度ですが、GYシリーズは全部で19件と、特許登録件数の多さで群を抜いています。GYシリーズの特
許取得にまつわるストーリーを知財担当の小山技術主幹と桧山技術主幹に伺いました。

現することに成功しました。2008年に発売以

2004年のGYシリーズ開発プロジェクト

来、市場からの反響は大きく、後発ながら瞬く

のスタートにあたり、開発本部の小山が

間に他社製品を追い抜く勢いで市場に浸透。

調査した他社特許の数は実に約500件。

業界への技術的な貢献度も大きく評価され、
2009年には、超硬工具協会
（現 日本機械工

靴を履いて切削試験に立ち会っていまし

迷っている我々に、あかりを灯し、進むべ

た
（笑）」。

き道を指し示してくれたのが、この二人

GYシリーズの発明は①モジュラーブ

です。本当に感謝しています」と話す長

その調査と並行するように、長屋たちが

レードの形状、②インサートのクランプ機

屋。普段から開発メンバーと知財担当は

作成した新製品の設計図をチェックする

構、③インサートのブレーカ形状、④内

常に連携し、情報を共有しながら開発を

具工業会）技術功績賞を受けました。三菱

作業も進めました。
「設計図を見て、他社

径・端面用と多岐にわたります。そんなあ

進めているとのこと。これが三菱マテリア

マテリアルの20年ぶりの溝入れ工具新製品と

の特許に抵触するからとNGを出したこと

る日、海外競合メーカーから突然欧州特

ルの大きな強みにもなっており、これから

して、GYシリーズはその使命を果たしたので

も何度かありますが、彼らは諦めることな

許に対する異議申立書が舞い込んだの

も連携して、斬新な製品を世に送り出し

す。現在は、2017年春に発売が予定されてい

く、すぐに改良した図面を持ってきました。

です。
「異議申立には驚きましたが、これ

ていくことでしょう。

るGY新アイテムの開発が進んでいます。

その情熱には頭が下がりましたね」と小

もGYシリーズが注目されて

3

山は話します。
Lock

るというラジアルマウント式キャリパーの記事を

他の人が発表してしまう前に我々が具現化し

23

を実現し、幅広い切削条件においてビビリ振

目にしました」。

では、メンバー総出で徹底的に世界中のお客

TECHNOLOGY ARCHIVE

TECH N O LO G Y AR CH I VE

TECHN OLOGY ARCHI VE

2

Lock

1

Lock

いる証 拠。相 手 方が示し

一方、弁理士資格を持つ知的財産

てきた先行文献を綿密に

室の桧山は、GYシリーズの開発途中の

検討し、相手方と議論を戦

2006年に切削工具事業部門の担当に抜

わせ、最 後はGYシリーズ

擢されます。
「この部門は他社との特許

は斬新な形状によりこれま

係争が多く、当初は不安でした。この不

でにない性能を発揮すると

安を喜びに変えてくれたのが、切削工具

の我々の主張が認められま

の特許に精通し開発者から絶大な信頼

した」と当時を振り返る小

を寄せられている小山、自らの発明を熱

山。

く語る長屋たちです。彼らの情熱にどん

「数多くの他社の特許が

どん巻き込まれ、あるとき気が付くと安全

混沌としていた暗闇で道に

当時の苦労話を語り合う3人。中央は技術開発部 知的財産室 桧山典子技術主幹、
右は開発本部 材料・コーティング開発センター 小山孝技術主幹

溝入れ工具の歴史を振り返って
ろう付けバイト時代の溝入れ工具は、JIS

バーや知財担当の皆さんをはじめ、製造や

ていく過程を見ていますが、成功体験を得る

で工具形状や寸法が決められており、超硬

営業の方々の協力のおかげで製品化に漕ぎ

ことで開発者は見違えるほど成長していきま

合金の材料自体の差はあったものの、各社

つけることができました。GYシリーズは三菱

す。今後も貪欲に「カッコイイ」切削工具を

ほぼ同じような性能でした。それがインサート

マテリアルが一丸となって開発した製品であ

追い求めていってほしいですね。

式になったDGバイトからは、形状の制約がな

ると言い切れます。またその開発を通して、

くなったわけです。DGバイトの開発部隊の

携わった全員が成長できたと思います。

諸先輩方は他社との差別化を図る醍醐味を

現在、私はリーダーとして工具グループを

感じていたのではないかと思います。我々が

管理運営する立場となり、私自身が直接開

担当したGYシリーズは、溝入れ工具として

発する機会はほとんどなくなりましたが、若手

は、当社が手がける20年ぶりの新製品でし

メンバーとの技術ディスカッションでは容赦な

たので、大変なプレッシャーがありましたが、

く議論を戦わせています。上司も部下も関係

本当に自由に開発させてもらいました。開発

ありません。そんな中から新しいアイデアを考

途中では困難なこともありましたが、開発メン

案し、苦労して開発を進め商品化につなげ

開発本部 インサート工具開発センター 工具グループ 長屋秀彦
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スピーディーで効果的な
ソリューションの提供を追求する

客様に対しては、その逆の対応も可能になりま
すが、このようなスピーディーな対応ができるの

シカゴテクニカルセンター
（CTC）
は、お客様

は、世界各地にテクニカルセンターを構えてい

へのトータルソリューションの提案とトレーニング

る三菱マテリアルならではの特徴です。さらに

プログラムの提供を目的として、2013年にシカ

CTCでは、実機でデモンストレーションを行う

ゴオフィス内に設立されました。当センターの

加工ルームと各種専門技術の講習を行う講義

マーケティング部長であるMike Paceは、施設

室を隣接させたレイアウトにすることで、お客様

の特徴を次のように語ります。
「我々は、お客

にとって学びやすい環境を整えています。講

様のニーズを満たすユニークな素材、製品、

義室にて座学で学んだ内容について、最新の

サービスを提供し、切削工具業界で尊敬され

マシニングセンタと4軸旋盤を備えた加工ルー

るリーダーとなることを理念とし、切削試験や

ムですぐに実際の加工結果とその場で比較し

電話技術相談、講習会、技術サポートなど多

ていただくことで、より高い学習効果を上げて

岐にわたるソリューションを提供し、さまざまな

います。一回のトレーニングは、あらゆる面で

お客様に対して、当社の切削工具の能力を

効果的かつ効率的に運営できる16名の受講

最大限に発揮していただきたいと考えていま

者によって構成されており、毎年9回のトレー

す」。CTCはアメリカでも有数のハブ空港であ

ニングを実施しています。アメリカは広大な国

る、シカゴのオヘア空港から車ですぐの所に在

土を有していることから、CTCに直接お越し

るため、この恵まれた立地条件を活かし、北

いただくことが困難な遠方のお客様に対して

米だけでなく、メキシコ、カナダまで幅広く存在

は、我々の専任の講師スタッフを派遣し、お客

するお客様に対し、きめ細かな充実したサー

様のもとで講習をしています。Mikeは、
「一人

ビスを提供しています。また、日本との時差は

でも多くのお客様に、一つでも多くの課題に対

−15時間ほどありますが、この時差を利用し、

して、我々のCTCを活用していただき、工具

CTCが現地で夕刻に受け付けた切削試験を

費用の低減をはじめとした加工コストの削減

すぐに日本に依頼することで、現地の翌朝に

提案や、より高能率に加工するためのソリュー

は完了しているといったスピード感あふれる対

ションを提供することで、お客様のさらなる生

応ができることも強みです。もちろん日本のお

産性向上に貢献したい」と語ってくれました。

CTCでは、講習会に参加いただいたお
客様にとって、単に学習の場を提供するこ

切削試験を行っていますが、お客様から依頼

とだけでなく、お客 様 同 士の交 流を深め

された試験だけでなく、難削材切削や各種部

ることを大切にしています。セッション初日

品加工のデータの蓄積にも力を入れています。

の終わりには、地元のボウリング場へ移動

それは、お客様からトラブル改善依頼を受け

し、ディナーを取りながらボウリングを楽しみ

た際に、実際の加工データをもとにした改善策

ます。初日にメンバー同士の交流を促し、

をお客様と一緒になって考えることで、要望を

お互いを理解することで、翌日以降のセッ

満たすソリューションを素早く提供できるからで

ション内容についてより深く互いに学び合

す。Marcは、具体的な加工データの蓄積につ

え、参加メンバー同士での効果的なコミュ

いて、次のように話します。
「特に、自動車部

ニケーション活性化に繋がるのです。さら

品、航空機部品、医療部品、Oil＆Gas部品の

に、2日目のランチ後には、参加メンバー全

加工事例の蓄積には力を入れており、これら

員でシカゴのダウンタウン、ミシガン湖に観

の分野におけるトータルソリューションの提案に

光に出掛け、その後は湖畔にあるレストラン

は自信があります。現在までCTCに蓄積され

でディナーを楽しみます。このようにCTCで

てきた加工事例の総数は、1,000件以上にもの

は、講習会に参加していただいたお客様

ぼり、良質なVA提案を可能にしていると自負

に対して、本来の目的である「切削加工の

しています。また、お客様における切削条件、

技術習得、トラブルに対するソリューション

工具の使用環境は実にさまざまであり、中には

考案」だけではなく、異なるお客様同士で

我々が想定していない使われ方をされている

あっても「同じ切削工具業界で仕事をする

ケースもあるため、あえて通常は推奨しない加

仲間としてのパートナーシップを築いていた

工条件を積極的に試すなどして、より独創的

だくための機会」を提供するために、さまざ

な工具を開発するヒントを探ったり、新たな加

まな取り組みを行っているのです。

蓄積した豊富な加工事例で

三菱マテリアルUSA
CTC マーケティングディレクター

一人でも多くのお客 様の

Mike Pace

リューション提供の概要、
ユニークな講習会プログラムについてレポートする。

一つでも多くの課 題を解決したい

マーケティング
ディレクターに聞く！

アメリカのシカゴに設立されたシカゴテクニカルセンター
（CTC）
。当センターのトータルソ

Marc Kinnemann
（ 入社12年目）は、CTC
の運営責任者です。CTCでは、日々さまざまな

最適なソリューションを

シカゴ
テクニカル
センター

講習会参加メンバー同士の
パートナーシップを深めるために

素早く提供する

ABOUT US

広大な地域を
くまなくカバーする
アメリカの教育拠点

膨大な加工データの蓄積で、
最適なトータルソリューションを提供

マネージャー
に聞く
！

Marc Kinnemann
三菱マテリアルUSA
CTC マネージャー

工方法の可能性を追求しています」。

CTCの研修プログラム

1 講義室での座学

2 加工ルームでの
切削実演

参加メンバー
3 同士の交流
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CUT TING EDGE

CUT TING EDGE

CUTTING
EDGE
第４回

（左から）MMCリョウテック株式会社
MMCリョウテック株式会社
MMCリョウテック株式会社
MMCリョウテック株式会社

1kmでわずか0.48mmの
変化という驚異の真直度
ングする際に使用する工具であり、液晶パ

がないため、クリーンで効率的と言われて

た。さらに第10世代と呼ばれる2,880mm×

います。

3,130mmの大型液晶パネルをはじめ、リチ

ネルや高機能フィルム、リチウムイオン二次

超硬工具メーカーとしてのノウハウを応

ウムイオン電池の電極コーティングなど、時

電池などの精密なコーティングが必要な製

用し、超硬刃先付スロットダイを初めて開発

代の変化に合わせた進化を続け、スロット

品に使われています。スロットダイは、左右

したのは、1981年の三菱金属株式会社東

ダイのリーディングカンパニーであり続けて

対になった「ステンレス製の本体」と「塗

京製作所（現在の三菱マテリアル株式会

います。

布口となる超硬の刃先」を組み合わせた

社筑波製作所の前身）であり、当時はオー

構 造となっており、塗 布 液は本 体のマニ

ディオテープや磁気テープの製造に使用す

ホールドという液溜まりから超硬の刃先へ

るため、フィルムメーカー向けとしてダイコー

押し出され、対象物に均一にコーティング

タ方式のスロットダイを製造。その後MMC

されていきます。スロットダイによる塗布は、

リョウテック株式会社に移管され、2000年

スプレーなどの一般的な塗布方法に比べ、

には液 晶テレビやパソコンのFPD（フラッ

塗布液が空間に蒸発、または飛散すること

トパネルディスプレイ）業 界に進 出しまし

精密技術グループ 係長補佐 林 敦
製造部スロットダイ係 係長 長屋渉
精密技術グループ サブリーダー 磯田孝洋
精密技術グループ グループリーダー 金山利彦

真直度、面粗度など、極限の精度を追求

液体コーティングのプロセスで活躍するスロットダイ
スロットダイは、液体を対象物にコーティ

耐摩工具事業部
耐摩工具事業部
耐摩工具事業部
耐摩工具事業部

■スロットダイの使用イメージ
【ダイコータ】

移動

マニホールド

MMCリョウテックのスロットダイは、30年

さらに、塗布性能に大きく影響を及ぼす

以上にわたり培ってきた高度な研削技術と

「 面 粗 度 」についても、刃 先である超 硬

若い磯田は、1台で3つの塗布液を同時に

ノウハウを駆使し、真直度、面粗度、溝幅

部分はRzで約0.1μｍ、本体であるステンレ

コーティングできる3層塗工スロットダイを開

偏差を極限まで抑えてつくられています。

ス部分においても約Rz0.2μｍという値であ

発するなど、多様化する顧客のニーズに応
えて、日々新しい製品を開発しています。

醐味を話します。さきほどの3名と比べると

反りのない真っすぐな刃先であることを示す

り、その表面はピカピカな鏡面になっていま

「真直度」は、約1mあたり1 ～ 2μｍの精

す。また、塗布液を排出する刃先の溝幅

度となっています。直近では、大型液晶パ

偏差についても、1mあたり約1 ～ 2μｍに

リチウムイオン二 次 電 池と液 晶 パネルの

ネル向けの2.5mの長尺スロットダイにおい

抑えられています。

市場において、グローバルでトップクラスの

現在、MMCリョウテックのスロットダイは、

て要求された真直度はなんと1m程度の従

「私と林、そして長屋の3名は、スロットダ

来品と同じレベル。この長さで従来品と同

イの開 発当初から30年 近く設 計・製 造に

誇っていますが、来年には刃先の再研削

程度の真直度を出すことは困難を極めまし

携わり、そのノウハウを蓄積してきました」

サービスを現地で開始し、今後成長が見

た。熱処理や機械加工の工程を根本から

と話す金山。
「スロットダイは、図面上の寸

込まれる中国市場での地位を確固たるもの

シェアを獲得。中国では現在トップシェアを

見直し、粗から中仕上げ工程で発生する

法が全て同じであっても、一台一台、
“顔つ

にしていく考えです。さらに、まだスロットダ

残留応力や曲がりなどを可能な限り減らし

き”
が違います。図面通りに仕上げ加工を

イを使用していない塗布業界の新規開拓
についても、積極的に取り組んでいきます。

た上で、仕上げ工程の研削加工において

しようとしても、素材のロット違いや熱処理

も、ワークの取り付け方法や研削条件など

の加減などによって、仕上げ工程の研削

を徹底的に追求した結果、見事に2.5mと

条件をかなり変えなければならないこともあ

いう長さで1.2μｍの真直度を達成しました。

ります」と話す技術部の林。製造部の長

これは1kmに換 算 すると0.48mmと、わず

屋は「その
“顔つき”
の違いを把握して、図

かにシャープペンの芯１本分の範囲の変化

面の指示通りの精度を出せたときは大きな

しかないという驚異的な値です。

達成感があります」とスロットダイづくりの醍

スロットダイ製造場所の歴史
1981年 三菱金属株式会社東京製作所で製造開始
1989年 三菱金属株式会社岐阜製作所に製造移管
2000年 株式会社リョウテックに製造移管
2011年 MMCリョウテック株式会社に社名変更

※真直度について／真直度の考え方は、任意の位置で測定した一方向の真直度
（その方
向に垂直な幾何学的に正しい平行な二平面で、その直線形体を挟んだとき、平行二平面の
間隔が最小となる場合の二平面の間隔で表す。JIS B0621）
としています。

【ロールtoロール】

塗布口となる
超硬の刃先

SUS

移動

マニホールド
マニホールド
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日本刀

WA

和をやしなふ

WA

日本刀ができるまで

日本刀を一振りつくりあげるには、高度な技術力と精神力が必要です。刀匠は、日本刀の着想から素材
選び、仕上げまでの責任を負う重要な役割になります。今回は一般的な日本刀のつくり方を紹介します。

に ほ ん ざ

「二 本差し」スタイルが確立さ
れます。この頃、海外において
はその美しさから、重要な貿易
品として扱われるようになってい
きました。そして、織田信長や
豊臣秀吉が活躍した戦国時代
（16世 紀 ）
。名 工による刀は、

た

ま

へ

つ

1.玉圧し

か さ

し た ぎ た

2.積み重ね

たまはがね

かわがね

う わ ぎ た

3.下鍛え

4.上鍛え
じがね

刀身の基となる玉 鋼を加 熱・鍛 打して6 ～

に適し
刀匠の目により、刀身の外側
（皮 鉄）

約1,300度まで加熱・鍛打し、
不純物を取り除く。

仕上がったときの刀身の肌の模様
（地鉄）
を予測

10mmの厚さにし、玉鋼を小割りにする

た硬い素材を見抜き、てこ皿に積み重ねる

その後、
縦・横に折り目を入れて鍛錬を繰り返す

しながら、さらに加熱・鍛打。皮鉄が完成する

戦の戦利品や褒美として所有
者が目まぐるしく変わり、
「権力
の象徴」という側面を持ってい
きます。そして戦に鉄砲が登場
すると、武具や刀も急速に変化
します。重い鎧では動きが鈍る
ため甲冑は軽量になり、強度も
向上。これに伴い、刀も厚みは
増し、肉弾戦で使いやすい重
うちがたな

さと長さに調整された「打 刀」
が誕生します。この打刀が現代

今

なお多くの人々の心を魅了する、日本

流となっていきます。その背景の一つは、騎

刀。そんな日本刀の歩みは、戦の歴史

馬戦の登場でした。馬に乗って刀を振り下ろ

でもありました。刀剣が武器として用いられる

して戦うために、刀は長寸で反りの大きい湾刀

のは古墳時代
（3世紀）
まで遡ります。その姿

「太刀」へと進化を遂げます。日本で初めて

は、斬るのではなく突くことに特化した、反り

武士が生まれる鎌倉時代
（12世紀）
には、幕

のない真っ直ぐな形状の「直刀」でした。こ

府の保護のもと各地に名工が輩出され、短刀

の「直刀」の時代は飛鳥、奈良時代
（7 ～ 8

や薙刀、槍など新たな刀剣が生まれました。

ちょくとう

た ち

世紀）
まで続きます。この頃は海外から輸入さ

次の変化が訪れたのは、鎌倉時代後期の2

れた刀剣が最良とされていましたが、日本で

度に亘る蒙古の来襲でした。これまで一騎打

最初の全国的な内乱とも言われる源平合戦

ち主体の騎馬戦から、集団戦・歩兵戦となっ

を迎える平安時代
（11世紀）
には、輸入品だ

たことから、作刀はさらに活気づき、現在の国

けでは間に合わず、日本独自の刀を進化させ

宝とされる多数の名刀が製造されます。室町

ていく「刀匠」が生まれました。刀は合戦のた

時代
（14世紀）
に入ると、
「小反り」と呼ばれる

びに刀匠により改良され、この時期より日本刀

短い刀や室内での戦闘を想定した「脇差」

の象徴である反りが付けられた「湾刀」が主

が生まれ、私たちが想像する武士の姿である

とうしょう

わんとう

こ ぞ

わきざし

鎌倉

南北朝

室町

し

あ

つ

ち

お

や

い

完成した皮鉄と、同様に鍛錬した刀の内側に

火で沸かしながら棒状に延ばし成形。鎚を使っ

刃文の仕上がりを予想しながら、焼 刃土
（粘

刀身を元から先まで均一な温度に熱し、刀身を

を組み合わせ、火床
用いる軟らかな素材
（心鉄）

て反りの浅い刀の形をつくり、砥石等で荒仕

土・砥石粉・炭粉などをまぜたもの）
を置く

水中で急冷することで「反り」をつくる

に入れ加熱しながら、皮鉄と心鉄を鍛着する

上げする

しんがね

8.焼き入れ
やきばつち

編集後記
皆様の多くのご協力のもと、この度
MMCマガジンの第4号を発刊するこ

が厳しく取り締まられましたが、町人も短い脇

とができました。まずはこの場をお借り

差を一本差すことは許されていたといいます。
泰平の世が続いたこの時代は、武器としての
刀の需要は減っていきます。幕末期
（1853）
に
は再び機能性が重視され、合戦で用いられま
したが、明治9年
（1876）の廃刀令により、戦

して、取材を快く引き受けていただい
そ

な お

め

9.反り直し

るからではないでしょうか。

江戸

明治～
新々刀

廃刀令

関ヶ原の戦い

新刀

た関係者の方々に厚くお礼を申し上げ

完成

ます。第4号のコンセプトを「JAPAN

銘を下書きし、
タガネで銘を切り、刀身が完成。

QUALITY」としたのは、世界中でも

事で調整していく

その後、鞘師など他の職人へと引き継がれる

のづくりに携わる人々が日本に注目する

さや

「JIMTOF2016」と、本 号の発 刊 時
期が重なったことが大きな理由の一つ

日本刀の豆知識

くの人を魅了し、親しまれています。それは、
てきた数々の歴史と武士の誇りを感じとってい

き

焼き入れによってできた曲がりや反りを、手仕

刀剣」となった現代における日本刀は、今も多
その美しい刀身から、現代の日本を築き上げ

い

10.銘切り

での日本刀の役割は終焉を迎えます。
「美術

一 「折れず、曲がらず」は素材にあり

二

日本刀の強さは、各部分に最適な素材選び
を組み合わせていることにあります。軟らかさ
と硬さを両立する工程は「造り込み」と呼ば
れ、粘りのある素材
（心鉄）
を芯にして衝撃を
抑え、硬い素材
（皮鉄）
でくるむことで「曲がら
ず」を叶えているのです。

日本刀は、刀身をつくる刀匠だけでなく、切
とぎし
れ味や美しさを引き出す研師、刀に合わせ
た鞘をつくる鞘師、鞘に漆などで化粧を施
す塗師、刀身と柄の間の金具部分をつくる
しろがねし
つかまき
白銀師、鞘に鮫皮などで柄巻をつくる柄巻
つば
師、刀に合わせた鍔をつくる鍔師により生み
出されています。

現代刀

日本刀にかかわる職人たち

です。今回は、ものづくりに対して独自
の強いこだわりを持つ多くの方に登場

三

太刀と打刀の見分け方

刀を鑑賞する際、刃が上向き、下向きにそれ
ぞれ展示されていることに気づきます。これは
太刀と打刀の違いであり、太刀は、馬上でも
抜き差しがしやすいよう刃を下に向けて腰に
はいとう
吊るし
（佩刀）
、打刀は、徒歩の乱戦に抜刀
しやすいよう刃が上に向くように帯に指すこと
たいとう
（帯刀）
を示しています。
太刀
（佩刀）

脇差
短刀
槍

していただきましたが、経営者から現
場の職人まで、幅広い立場の方のお
話を伺うことができました。厳しい競争
を勝ち抜くための経営者としての熱い
想いや、切削加工に懸ける職人たち
の高い志とそれを可能とする匠の技術
を目の当たりにしたときの、私が感じた
ワクワク感を皆様と少しでも共有できれ
ばうれしい限りです。本号が、今後一
層グローバル化が進むであろう機械
加工の業界において、日本、世界の
双方ともに良い方向に発展するきっか

心鉄用
（軟らかい鋼）

けとなれば幸いです。
打刀
（帯刀）

皮鉄用
（硬い鋼)

太刀
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ら

る法制度が定められ、身分によって刀の所持

打刀
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あ

7. 土置き

大刀

参考：臺丸谷政志著『日本刀の科学』
（SBクリエイティブ、2016 年）

の

私たちが想像する「日本刀」の姿になったの

戦国

応仁の乱

古刀
歩兵戦

騎馬戦

元寇

上古刀

わ

6.沸かし延べ・荒仕上げ

です。江戸時代
（17世紀）
に入ると刀に関す

刀剣時代区分

前九年・
後三年の役

日本刀の変遷の歴史

平安

こ

まで続く主流となり、一般的に

時代

奈良

つ く

5.造り込み

四

日本刀の魅力「いわく」

鬼 の 首 を 斬 り 落 とし た と さ れ る
どうじきりやすつな
「童子切安綱」
、織田信長が所有し、その
切れ味から刀身を押し付けただけで棚ごと茶
は せ べ
坊主を斬ったとされる「へし切り長谷部」
、女
あおえ
性の幽霊を斬ったとされる「ニッカリ青江」な
ど、刀の「いわく」
（伝説）
も現代の楽しみの
一つとなっています。

編集部 名田 豊

五

刀匠になるには？

日本刀は刀匠のもとで5年～ 10年修行した
後、文化庁の試験に合格した人間のみ製作
が許可され、現在日本には、約350名の刀
匠が存在しています。ちなみに、刀匠が1年
につくれる刀は24振りまでと定められており、
これは集中して優れた刀を打ってもらうためだ
とされています。

写真提供：一般社団法人全日本刀匠会事業部 ／ 株式会社テレビせとうちクリエイ
ト ／ 備前長船刀剣博物館

六 日本刀を買うには？
日本刀は刀剣専門店や骨董品店などで購入
することができます。美術刀剣として認可され
た刀剣類には「登録証」が付帯されており、
この「登録証」があれば誰でも刀剣を所持す
ることができます。もちろん、鑑賞用なので、
公共の場での使用、抜刀などは禁止されてい
ます。

Your Global Craftsman Studio Vol.4
2016年11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
戦略部
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。
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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。

YOUR GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO
三菱マテリアル
EXP-16-E0 12
2016.11DS Printed in Japan EK(5C)

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。

発 行：三 菱マテリアル株 式 会 社

そのため、私たちは世界にひとつしかない、

