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我々工具メーカーの眼前に堂々とそびえ立つ大きな
山、
それは絶え間なく進化を続ける新素材の山である。
軽くて高強度な材料が次々に開発され、様々な用途で
使用されている中、特に航空機用のエンジンや機体は
その最先端を走っている。航空機産業に携わるお客様
と共に、新たな加工技術の確立という頂上を目指し、手
を取り合って山登りをしていくことが我々の使命である。
この山道は、非常に険しく、
まだ誰も入ったことがなく、獣
道すらないかもしれない。刻々と変化する天候に応じた
適切な判断力と臨機応変さも大切である。頂上にたどり
つくには、最後まで諦めない強い意志と十分な体力をも

ち、かつ必要な物資がきちんと揃っていることが前提と
なる。我々が準備すべき物資は製品や加工技術、生産
能力など、一方で体力は投資する資金や人材である。
これらを完備し、お客様の登山計画を一緒になって考
えることで、双方の強い想いが全体を包み込み、
はじめ
て過酷な山登りに挑戦できる。
我々のCRAFTSMAN STUDIOは、そんな
“挑戦
者達”
にとって、必要に応じた中継地や一時避難地、
さ
らには頂上を極めた喜びを分かち合う場所になると良
いと思う。

といえます。

峰の超硬製品ブランドに育てていきたいと

お客様の真のビジネスパートナーになる

考えております。さらに、
「製品だけではな

ためには、書面のやり取りだけでなく、実際

く、営業もDIAEDGEであれ！」と営業部門
にも奮起を促しています。

現在、あらゆる分野において、目まぐる

に削った状況を体感し、より深い理解や気

しい速さで技術革新が進んでいます。今

付きを我々と共に得ていただくことが大切で

号で取り上げた航空機産業もまさに最新テ

あると考えています。当社ではお客様にき

ン」を持ち、お客様の課題解決のために、

クノロジーの結晶であり、工具メーカーに

め細かい技術サポートを提供するため、世

当社のさまざまな部署が一体となって取り

は、アルミリチウム合 金やCMC（Ceramic

界各地に5カ所のテクニカルセンターを展開

組む集団になるべく、従業員一人ひとりが

Matrix Composite）
などの新素材に対す

していますが、この度新たに中部テクニカ

真摯に尽力してまいります。お客様のビジネ

る切削加工技術の早期確立が求められて

ルセンターを岐阜に開設致しました。航空

ス成功のために、当社の技術・製品・人材

います。

機・自動車産業の中核である中部地区に

の全てを、ぜひご活用ください。

このような最先端の素材を多く使われる

加え、さらには西日本地区のお客様まで幅

お客様のご要望にしっかりとお応えしていく

広くサポートできる体制を整えました。今後

ためには、お客様のニーズを最優先に考え

も、グローバルな視点でテクニカルセンター

る、いわゆるマーケットインの姿勢が重要と

のさらなる拡充を図ってまいります。

なります。工具メーカーが自らの製品・サー

また、本年 5月には、我々の超硬事業に

ビスの限界を決めるのではなく、お客様の

かける熱い想いをものづくりに込め、製品

求める高い理想に共に挑戦していくことで、

を通じてさらに魅力的な企業価値をお客

今までにない、想像を超える事象を生み出

様に提供していこうという考えのもと、新た

せるものと考えています。そのために、我々

な商品ブランド「DIAEDGE」を立ち上げ

工具メーカーとしては、
「選択と集中」を積

ました。
「DIA（ダイヤ）のような高品質」と

極的に行い、お客様の専門領域に深く入り

「EDGEの効いた洗 練された性 能 」を併

込むことが重要になってきます。当社では

せ持つ製品を次々と生み出していくことで、

航空機、自動車、医療といった産業別への

お客様にワクワクと感動を提供してまいりま

取り組みを強化しておりますが、今号でご

す。
「YOUR GLOBALCRAFTSMAN

紹介する航空宇宙部は、文字通り航空宇

STUDIO」をもっと身近に感じていただき、

宙産業に深く入り込むことに特化した部署

お客 様と共に「DIAEDGE」を世 界 最 高

常に「スピード感」と「高いモチベーショ

三菱マテリアル株式会社
加工事業カンパニー
バイスプレジデント兼営業本部長

中村 伸一
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EYE on MARKET

EYE on MARKET

EYE on MARKET

AEROSPACE INDUSTRY

AIRBUS A320neo 2016年就航

BOEING 737 MAX 2017年就航
人と地球に優しい新型機が続々登場

世界の
空で競う

進化を続ける航空機向け
新素材に挑む切削工具メーカー
航空旅客需要の伸びに対応したジェット旅
客機増産にともない、関連部品製造メーカーも

旅客機において、機体やランディングギアにはよ

多忙を極めており、特に切削加工現場におい

り軽く・より強く・より錆びにくい素材が、ジェット

てはさらなる生産性向上が喫緊の課題となって

エンジンには燃焼効率を高めるためにより高温・

います。

高圧に耐えられる素材が使われています。

機体

新興国を中心に、世界の航空旅客需要
（航

口の多い国々における短・中距離路線でニー
ズが高く、2強両社合計で年間約1,000機が生

紀になって開発・就航した旅客機には、低騒音

が見込まれています。ジェット旅客機市場をリー

産・納入されています。また、座席数100席前

かつ低燃料消費量を実現した、人と地球に優

ドするAIRBUS社
（欧州）
とBOEING社
（アメリ

後のリージョナルジェット旅客機では、実績のあ

しい新型ジェットエンジンが搭載されています。

カ）
の2強による確定受注残機数からみたシェア

るEMBRAER社
（ブラジル）
、BOMBARDIER

このように、今後もますます成長が見込まれる

合計は、2016年末で85%以上を占めています。

社
（カナダ）
の2社に対し、SUKHOI社
（ロシア）
、

航空機産業ですが、もちろんそれを支える切削

特に座席数150席前後で中央に1本の通路を

COMAC社
（中国）
、そして三菱航空機社
（日

加工業界も、常に変革と進化が求められている

有する小型旅客機は、中国やインドといった人

本）
が新規参入を目指しており、世界の空にお

ことはいうまでもありません。

年率５％で
成長を続ける
世界の
航空旅客需要

工作機械メーカーと連携を図り、高能率・高品
位・高精度な加工の実現に向け、たゆまぬ研
究開発を続けています。

CFRP主翼
穴あけ加工

ランディングギア

ヘッ
ド交換式
エンドミル

航空旅客輸送量
（兆人キロメートル)

実績

難削材旋削加工用インサート

2.5倍

予想

今後20年で

16

年率4.7%増

12

8

過去20年で

2.6倍
超耐熱合金ディスク
外径・端面・内径加工

ジェットエンジン
1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

特集
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れており、切削工具メーカーは航空機ならびに

チタン合金ビーム
ポケッ
ト加工

ける競争は一段と激化しています。また、21世

0

3

の新素材は例外なく切削加工が難しいといわ

20

4

出典：一般社団法人日本航空機開発協会

金・アルミニウム合金、さらにはCFRPに代表さ
れる複合材料の使用が増加しています。これら

CVDダイヤモンド
コーティングドリル

旺盛な需要が業界の発展を促す
空旅客輸送量）
は今後も年率5%の高い成長

部品総数300万点以上ともいわれるジェット

近年、航空機用素材の進歩は目覚ましく、よ
り高強度に改質された超耐熱合金・チタン合

世界の空で競う
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航空機産業と共に、世界へ飛躍
三菱マテリアルのグローバルネットワーク
民間航空機産業は、全世界のエアラインか

2016年秋に航空宇宙部を設立しました。また、

所に展開したテクニカルセンターや、国内外の

らの旺盛な受注に支えられ、活況を呈していま

日本を基点に欧州とアメリカに専任スタッフを配

大学および航空機の製造に関わる研究機関と

す。三菱マテリアルは、より専門的でレベルの

置し、スピーディーで、きめ細やかな対応を実

密接に連携することで、革新的な切削加工技

高い製品とサービスをお客様へ提供するため、

現する体制を整えました。さらに、日欧米亜6カ

術の創出に注力しています。

JAPAN

ニッポンから全世界へ羽ばたく切削加工の精鋭プロ集団

航空宇宙部は、本社
（東京）
を司令塔として、

に測定・分析機器を備え、さまざまな切削加工

ています。このような研究機関や工作機械メー

国内の各拠点にマーケティング・開発・設計・試

試験に対応可能です。スタッフは、全世界のテ

カーさらには当社の中央研究所
（那珂）
と連携し

作といった必要不可欠な機能を効果的に配置

クニカルセンターとも有機的な連携を図っており、

た技術の追求が、独創的かつ高性能な切削工

し、日欧米さらには躍進著しいアジアのお客様か

日々お互いの専門技術に磨きをかけています。

具へと結実します。

らのご要望に対し、迅速かつ的確にお応えして
います。

また、大学とも積極的にコンタクトをとってお

航空宇宙部は、お客様の生産性向上実現に

り、経済産業省の支援の下で東京大学生産

不可欠な信頼できるベストパートナーとして、航

加工技術センター
（大宮）
および本年6月に開

技術研究所に設立されたCMI
（Collaborative

空機産業と共に全世界へ羽ばたき続けます。

設した中部テクニカルセンター
（岐阜）
には、5軸

Research Centre for Manufacturing

加工機や複合加工機など最新工作機械ならび

Innovation）
へも2013年の開設初期から参画し

EUROPE

国境を越えたチーム
ワークで航空機産業
へアプローチ

U.S.A.

航空機産業の本場で
高い専門性を発揮

中国テクニカルセンター
（天津）
欧州エアロチーム
（ドイツ）

航空機は米国を代表する産業の一つです。
全米各地にある大小さまざまなメーカーが、巨

当社はヨーロッパ各地およびロシア、トル

大な市場を形成しています。

欧州エアロチーム
（ドイツ）

コに販 売オフィス、スペインにテクニカルセ

三菱マテリアルU.S.A.はロサンゼルスに本

ンター
（M-VEC）と切 削 工 具 の 製 造 拠 点

社、シカゴにマーケティング部門とテクニカルセ

を有しています。販 売 戦 略を担う MMC
HARTMETALL GmbH
（ドイツ）
に組織した
欧州エアロチームは、英国・フランス・イタリア・
スペインほか各国に在籍する技術スタッフと常
時連携して、航空機関連メーカーへ最新のソ

欧州テクニカルセンター
（スペイン）
北米エアロチーム
（シカゴ）
北米テクニカルセンター
（シカゴ）

リューションを提供しています。
また、2014年 に 英 国 の 先 進 製 造 プ ロ

航空宇宙部
（東京、筑波、岐阜、明石）
加工技術センター
（大宮）
中部テクニカルセンター
（岐阜）
三菱マテリアル中央研究所
（那珂）

北米エアロチーム
（シカゴ）
航空宇宙部
北米テ
クニ
カルセ
ンター
（シカゴ）
（東京、
筑波、
岐阜、
明石）
加工技術センター
（大宮）
中部テクニカルセンター
（岐阜）
三菱マテリアル中央研究所
（那珂）

東南アジアテクニカルセンター
（タイ）

セ ス 研 究 セ ン タ ー /AMRC
（Advanced
Manufacturing Research Centre）
に加入しま

東南アジアテクニカルセンター
（タイ）

した。次世代製造技術の研究開発・テストを担

中国テクニカルセンター
（天津）

応えています。
近年、チタン合金やアルミニウム合金の大物
構造部品における高能率加工への要求がま
すます強くなっており、北米エアロチームは、高
度な専門知識を生かして魅力的かつ効果的な
ソリューションを日々提供しています。当社は、
広範なグローバルネットワークを通して、北米か
各拠点へスピーディーな対応が可能です。さら

なメーカーが多数参加しており、当社はさまざ

に、次世代の切削加工技術に関しても、専門

まなプロジェクトで高い評価を得ています。さら
る航空機関連見本市のパリ・エアショー
（フラン

切削工具製造拠点を有し、お客様のニーズに

ら全世界へと展開している航空機メーカーの

うAMRCには、航空宇宙産業に属する世界的

に、隔年で交互開催される、世界最大級を誇

ンター
（CTC）
を、さらにその隣接州に2カ所の

の研究機関と連携を進めています。

欧州テクニカルセンター
（スペイン）

ス）
とファンボロー・エアショー
（英国）へも継続
的に出展しています。

三菱マテリアルのソリューション
航空機産業のお客様一人ひとりに対して

お客様との商談

工具設計

ソリューション提案と同時に見積もり

仕様・目標性能決定

工具試作

の、世界の、総合工具工房」へと成長し、

ピーディーに提供することを目指して、航空

三菱マテリアルのソリューションが航空機産

宇宙部を組織しました。設立後半年が経ち

業の発展に貢献できるものと確信していま

ますが、あらためてお客様の求める専門性

す。世界の空へ力強く飛躍する、これから

や技 術、品 質、スピードのレベルの高さを

の航空宇宙部の進化と挑戦にぜひご期待

三菱マテリアル 加工事業カンパニー

実感しています。我々はまだまだ発展途上

ください。

航空宇宙部 部長 長田 晃

ですが、共に考え、課題を解決することで、

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO

試作工具納品

世 界中のお客 様 から信 頼される「あなた

ベストなソリューション
（製品とサービス）
をス

特集
5

切削試験

世界の空で競う
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AEROSPACE INDUSTRY
MACHINE ROOM

航空機・自動車産業の中核
中部地区に、
テクニカルセンター誕生！
総投資額約15億円をかけ、三菱マテリア
ル岐阜製作所の敷地内に新設された中部
テクニカルセンター。CAD/CAM/CAEへ
の対応、多種多様な加工機による切削試
験、充実した技術サポート、今話題の切削
アカデミーなど、三菱マテリアルのブランド
メッセージである「あなたの、世界の、総合
工具工房」を体現した、魅力的なソリュー
ションを提供する同施設をレポートする。

いく拠点となります。
中部テクニカルセンターでは、高精度マシニ

善、
トラブルシューティング、さまざまな測定・解
析装置を駆使したライン改善など、幅広い分野

ングセンター、複合加工機、自動盤など、それ

での技術の伝承を目的とした「切削アカデミー」

ぞれ仕様の異なる10数台の最新の加工機を

を開催しています。今後は、同様のサービスを

導入しています。お客様が実際に削られてい

中部テクニカルセンターでも展開し、最先端の

る部品の形状や材質から、現在使用されてい

加工技術、加工ノウハウをお客様の技術者へ

る工作機械まで、お客様の加工現場と可能な

体系的に伝承する、人材育成の場を提供して

限り近い条件にてCAE解析やCAMのシミュ

いきます。

レーションを行うことが可能です。実際の最終

お客様と共に考え、創り、感動を分かち合

製品を切削する際の最適な加工方法の提案

い、お客様一人ひとりに合わせたベストなソ

三菱マテリアルは、お客様への技術サポート

のほか、お客様のさまざまなご要望に応じた複

リューションとサービスを提供し、お客様のビジ

の拠点として、国内は加工技術センター
（埼玉

数の加工条件をシミュレーションと実際の加工

ネスを成功へ導く。三菱マテリアルは、ものづく

県さいたま市大宮区）
、海外はアメリカ、スペイ

試験にて検証し、お客様の立会いのもと、加

りのプロフェッショナルとして、これからも、お客

ン、中国、タイに4カ所と、全世界で計5カ所の

工試験の結果を目の前でご覧いただけます。ま

様に選んでいただける総合工具工房を目指し

テクニカルセンターを展開しています。この度、

た、標準的な工具だけでは解決することが困

ていきます。

中部テクニカルセンターを新設し、国内を埼玉

難な加工や、より細やかなニーズに対応した加

県
（東日本）
と岐阜県
（中部）
の2拠点とすること

工を行うための特殊工具の開発・ツーリング支

で、航空機産業・自動車産業の一大集積地で

援も併せて実施することも可能です。

ある中部圏はもちろん、西日本のお客様まで幅
広くフォローできる体制を整えました。

■ テクニカルセンターの機能

SEMINAR ROOM / RECEPTION ROOM

ENTRANCE

三菱マテリアルでは、加工技術センター及び
中部テクニカルセンターを基点に、世界各地の

大宮の加工技術センターは、最先端の設備

テクニカルセンターと密接に連携し、世界中の

とこれまでにない新しい被削材を積極的に使

いつでもどこでも、スピーディーに、お客様視点

用し、お客様と共に次世代の切削加工技術の

のソリューションを提供していきます。また、お

開発を意欲的に推進しています。一方、今回

客様はもちろんのこと、大学や研究機関との

新設された岐阜の中部テクニカルセンターは、

オープンイノベーションを積極的に推進し、将来

大宮よりもさらに多くの設備を設置し、これまで

を見据えた加工技術の研究・開発も進めてい

培ったさまざまな知見・ノウハウをもとに、一層多

ます。さらに、加工技術センターでは、2016年6

くのお客様に充実した技術サービスを提供して

月より切削理論の基礎から応用、工具損傷改

特集
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IHI 相馬第二工場
航空機用エンジンの
さらなる増産に向けて
新たな生産技術の確立に挑む

株式会社IHIの相馬第二工場は、航空機用エン
ジン部品のディスク、ブリスク、ギヤなど3,500種類
以上もの部品を生産しています。700台を超える
設備を保有し、延べ10万以上の製造工程を駆
使することで、多品種少量生産を可能としている
工場です。今回は、世界の航空機産業を支えて
いる、最先端の切削加工の現場を訪ねました。

日本の航空機用エンジン生産のリーディングカンパニーとして
株式会社IHIは「資源・エネルギー・環境」

を支えています。また、日本の防衛省が使

ンの開発・製造で積み上げたノウハウは、メ

「社会基盤・海洋」
「産業システム・汎用機

用する航空機のほとんどのエンジンを主契

ンテナンス・整備事業にも生かされ、海外エ

械」
「航空・宇宙・防衛」の4つの領域で事

約者として生産しています。小型から大型ま

アラインからの整備委託を受けるなど、多く

業を展開しています。中でも航空宇宙事業

で各種民間航空機用エンジンの国際共同

のお客様から高い評価を得ています。

は、日本で生産される航空機用エンジンの

開発事業にも参画し、モジュールや部品を

60〜70%を担当しており、世界の空の交通

開発・製造、供給しています。さらに、エンジ

航空・宇宙・防衛事業領域 生産センター 相馬第二工場
生産技術部長 髙橋良二氏

航空機の需要は今後も安定して増加していく

たって数々の加工試験や工具の性能評価など

岡田氏 近年は航続距離をできるだけ長くする

といわれる一方、環境にやさしい航空機用エン

が行われ、最終的に製造工程が固定化されま

ために、特に燃費の良い高性能な次世代航空

ジンのニーズも高まってきています。このような背

す。つまり、一度登録された工具は簡単には変

機の開発が積極的に行われています。このよう

景のもと、低圧タービン部品などを多く生産する

更できない、ということになります。もちろん、生産

な航空機に搭載されるエンジンには、さらなる高

相馬第二工場では、どのようなものづくりがなさ

性の大幅な向上が見込まれる場合、製造メー

温耐久性を持つ新素材が適用されるほか、より

れているのでしょうか。同工場の生産技術部の

カーとしては工程変更をしてでも工具の変更を

一層の軽量化が求められます。

髙橋良二部長、岡田初雄主査、安藤正恵技術

行う価値は十分にあるのですが、厳密な手順を

髙橋氏 そのため、至近10年くらいで複合材料

担当の3名に、最新の切削加工の現場について

踏む必要があります。規定化された工程変更の

が非常に多く使用されるようになりました。運航コ

お話を伺いました。

手順に沿って手続きを行い、再度厳格な審査を

ストを抑えつつ、CO2の排出を削減するには、と

受けて承認を取り直さなければならないため、実

にかく燃費を良くする必要があります。これが、

―貴社の高いシェアを支える
強みとは何でしょうか。
髙橋氏 当社は航空機用エンジン部品の生産
ウハウがあります。特にシャフトと低圧タービン部
品においては、多くのお客様から信頼をいただ
いていると自負しています。我々の事業は、もとも
とは防衛省向けのビジネスで成長してきた経緯

IHIは航空機用エンジン部品の生産から

一・第二工場
（福島県相馬市）
の4つの工場

内陸へ10㎞、なだらかな丘が続く相馬市大

組み立て、整備までを呉第二工場
（広島県

で行っています。そのうち最大規模である

野台の丘陵地にあります。

呉市）
、瑞穂工場（東京都瑞穂町）
、相馬第

IHI相馬工場は、福島県の太平洋沿岸から

相馬第一工場は1998年に航空宇宙事業本
部の4番目の生産拠点として田無工場(東京都
西東京市)の機能を一部移設して誕生し、航
空機用エンジンの部品などの加工を行っていま
す。その後、2006年に田無工場の残りの部分を
全面移転したのが、相馬第二工場です。広大
なスペースを生かし、電気の配線や圧縮空気
の配管を建屋の梁に沿って各種設備に供給す
る仕組みをとっています。そのため、設備のレイ
アウトを自在に行え、需要の増減に柔軟に対応
できるのが特徴です。工場内は切削油の匂い
もなく、とても清潔で、作業者にとっても働きやす
い環境が整えられています。
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同事業領域 同センター 同工場 同技術部 主査 岡田初雄氏

航空機用エンジン部品のものづくりの奥深さ、
新たな切削加工技術確立への執念

および組み立てにおいて、非常に長い経験とノ

最新鋭の設備を備えた相馬第二工場

同事業領域 同センター 同工場 同技術部 技術担当 安藤正恵氏

際には口で言うほど簡単ではありません。そうい

軽くて強い炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）
や

う意味では、量産前にいかに高精度な加工が

セラミック基複合材料
（CMC）
の使用比率が増え

可能で、生産性の高い製造工程を組めるかが、

ている理由です。一方で、従来使用されている

我々生産技術の存在価値といえます。

金属もまだまだ必要とされており、さらに強度を上
げるための合金開発も絶えず行われています。

―近年の航空機用エンジン部品加工の
現状についてお聞かせください。

素材の強度が上がれば、それだけ板厚を薄くし
軽量化することができるため燃費は向上します

がありますが、近年は民間企業向けの売上比
率の方が高くなっています。また、製造技術とい
う観点では、エンジン全体を製造することができ
る多くの技術・技能を有する数少ない企業の一
つだと考えています。
―航空機部品製造の奥深さに
ついて教えてください。
髙橋氏 航空機のエンジンには、軽量かつ高
強度、つまり切削加工が困難な素材が多く用
いられています。航空機用エンジン部品のほと
んどのものには、0.01ｍｍ単位の加工精度が求
められます。これらの厳しい品質を支えている
のが、細部まで徹底的に管理された製造ルー
ルです。エンジンの開発においては、長期にわ

10

F OCU S on P E R F OR M A NCE

（左）
三菱マテリアル 加工事業カンパニー 営業本部 仙台営業所 寺島幸史朗

が、複合材・高強度の合金ともに、切削加工とし

ジを与えないような加工方法を考えることも大切

しかったため、従来の製造方法と全く違う方法が

ては年々難しくなる一方なんです
（笑）
。また、今

になってきます。いかに加工コストを低減しなが

確立できないか、
ということを模索していました。そ

後航空機の需要が大きく拡大するということは、

ら高い品質の製品が提供できるかという基本的

こで、まずはダブテール部の荒加工を転削加工で

それだけたくさんの航空機が航行するということ

な課題に加え、加工中になんらかの不具合が生

やってみようということになり、2年間ほどかけてよう

ですから、環境への負荷という観点での基準も

じたとしても、製品には極力影響が出ないように

やくモノになってきたところです。転削加工に変更

ますます厳しくなっていくでしょうね。

しなければなりません。

するメリッ
トは、
まず工具が安定して入手できること、

岡田氏 今後、さらに素材が進化していくことを

しかも形状や材種の改善がしやすいことがありま

考えると、今のような切削加工ではどうしても削

すが、そもそもブローチの切削加工と比べて生産

―素材の進化と切削加工技術の発展には
どのような関係があるのでしょうか。
髙橋氏 軽量化の効果はとても大きく、例えば

れない素材が出てくるかもしれません。仮に切削

性が段違いに高いですよね。
しかし、デメリッ
トもあ

回転する部品が全て軽量化されれば、ベアリン

加工は残っていたとしても、レーザー加工や放

ります。加工数量に対する純粋な工具費という意

電加工などの別の加工方法との併用が普及し

味では、通常はブローチの方が転削加工よりも安

ているかもしれません。もしそんな時代が来たら、

いということです。つまり、転削加工の場合、総工

切削工具も今の姿とは全く違っているのかもしれ

具費用を削減しなければ目標は達成できず、それ

ませんね。

にはツールパスを工夫して使用する工具の本数を

グや他の静止部品も強度を下げることができ、
軽量化することができます。エンジン全体がます
ます軽量になることで、燃費が大幅に向上し、
絶大な経済効果が期待できます。しかも、同時
に環境への負荷も少なくなりますので、いいこと
くの場合切削加工は難しくなります。どんなに良

―切削加工技術の進化に対して、
生産技術はどのように対応しているのですか。
岡田氏 直近の例を一つ挙げますと、需要が拡

い素材ができたとしても、それを加工する技術が

大してきている航空機用エンジンの増産に対応す

伴わなければ産業は発展しません。切削工具そ

るため、ディスクと呼ばれる部品の生産性を大幅

のものはもちろん、それを使う加工技術の双方が

に向上させる必要がありました。特にダブテール部

高いレベルになければ、軽量化を実現することは

（※ディスクにブレードを取り付けるための嵌合箇

ずくめです。しかし、素材の強度が上がると、多
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最少にし、かつ工具１本ずつの工具寿命を最大

できません。

所）
の加工は従来ブローチ加工で製造していた

安藤氏 近年の航空機用部品に使用される素

のですが、ブローチ盤自体が非常に高価であり、

材は、難削材であることは当然として、加えて非

工具の納期も比較的長くかかってしまいます。ま

常に高価であるという特長があります。そのた

た、ブローチは低切込みの切削加工であることか

め、加工中に工具が破損しても、製品にダメー

ら、どうしても生産性を劇的に向上させることが難

限に延ばすことが必要でした。ブローチ加工から
転削加工への工程変更は前例のない挑戦でした
ので、大変多くの困難がありましたが、当社の若い
スタッフが根気よく取り組み続けてくれました。取り
組みの当初は加工試験をしては工具が折れる、
と
いうことが大変多くあり、弊社の担当者の心も合わ
せて何度も折れそうになるなど、
「もう諦めるか・
・
・」
という思いが頭をよぎることがありましたが、三菱マ
テリアルさんと共に、さまざまな加工方法の考案や
数多くの試作工具の評価などを地道に重ねてきま
した。双方の技術者の最後まで絶対に諦めないと
いう執念が実を結んだのだと思います。

「世界一の加工」
、そして「世界一の工場」を目指して
優れたエンジンをつくることは、高精度化と軽

スモデルがあります。それが開発プログラム・国

サー部品、ファン部品と、その担当領域を着実

量化を極限まで追求することと同義です。部品

際パートナーシップです。この民間航空機用エ

に拡げています。我々が今まで担当してきたこ

精度の向上はエネルギーロスを低減させ、軽量

ンジンの開発には、非常に長い期間と多額の

れらの部品を、当社の得意事業として成長さ

化はエンジンの重量当たりの出力を向上させま

資金が必要であり、各分野のベストプレーヤー

せていくことで、世界での競争に挑んでいます。

す。それは、低燃費・低騒音・低排出ガスといっ

がパートナーシップを組むという国際共同開発

今後も「世界一の工場」というスローガンのも

た環境性能の向上にもつながりますが、そのカ

が主流になっています。各パートナーは出資比

と、切削加工技術を含めた製造技術、品質管

ギを握るのは間違いなく素材の進化です。より

率に応じて開発費を負担し、ビジネスリスクを分

理技術を追求し、世界レベルのものづくり力に

耐熱性に優れ、より強く軽量になっていく素材に

散します。また、パートナー同士が一体となって

さらに磨きをかけていきます。その結果、いつ

対し、切削加工の技術も常にその進化に追従し

長期的かつ戦略的な関係を構築し、製造、技

かはIHI製のエンジンを搭載し、その他の部品

ていかなければなりません。このような高い切削

術開発、プロダクトサポート、アフターマーケット

も全て日本製のオールメイドインJAPANの民間

加工技術をベースに、新製品を生み出し続けて

サービス
（スペアパーツ、エンジンメンテナンス

航空機を飛ばすことができればと思うと、とても

いくのが相馬第二工場の使命なのです。

サービス）
などを担当部品群ごとにそれぞれの

ワクワクしてきます。日本で航空機の開発や製

最後に生産技術部長の髙橋氏は今後の展

会社が請け負います。IHIは、航空機用エンジ

造に携わっている人にとって、これは叶えたい

望について次のように語ってくれました。
「近年

ンの部品をほぼ全て、一通り製造できるノウハ

共通の夢なのではないでしょうか」。相馬から

当社での売上比率がますます高まっている民

ウがあることが大きな強みであり、パートナーと

世界の空へ。IHI相馬第二工場の世界一への

間航空機用エンジンの開発には特有のビジネ

の交渉の中でタービン部品、シャフト、コンプレッ

挑戦は、これからも続いていきます。
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創業当時の鉱業研究所。超硬合金の研究はこの建物で始まった。

1937
（昭和12）
年当時に撮影された記念写真

大増産対応のため6階建ての新館建設

回

東京都心にあった、加工事業の故郷

東京
製作所
当社の加工事業は、1931年に発売された超硬工具「トリ
ディア」に始まります。その誕生と歴史の中心にあったのが
東京製作所でした。当時の工場としては珍しく、東京都心
の一角にあり、戦前戦後から高度経済成長期、バブル経済
と激動の時代の流れを見つめながら、日本の超硬合金メー
カーとしての礎を築き上げてきました。

超硬合金加工の始まり

増築工事を繰り返した東京製作所

筑波製作所移転前
（1986年頃）
の東京製作所

工具設計作業の様子

CAD稼働による作業の様子

跡地は現在「しながわ中央公園」に

され、世界各国で超硬合金の研究が加速。

品の生産が相次ぎ、従業員が次々に出征し

23）年10月31日にほぼ全ての従業員がいっ

業にまで成長します。1969（ 昭和44）年には

陥りました。この状況を打破するため、茨城

当時の鉱業研究所の研究員も、1927
（昭和

ていく中、工場はなんとか生産を続けます。

たん退職という道を選ぶこととなります。しかし

「大井だけでも日本一にはなれるかもしれな

県の筑波研究学園都市近郊にある結城郡

東急大井町線の下神明駅から歩いて数

2）年のイギリス留学中に「ウィディア」の切

1943
（昭和18）
年には、超硬合金の月産は1ト

「いつかきっと、また皆で再開できる」とお互

いが、世界一にはなれない」と判断し、岐阜

石下町（現常総市）が東京製作所の新たな

分。現在「しながわ中央公園」となったそ

削実演を目の当たりにし衝撃を受けます。超

ン、ステライトは3トンを超え「東京金属工業

いに固く信じ合い、工場の維持と技術の温

工場を設立。1970（ 昭和45）年には同大井

移転先として持ち上がります。そして、1992

の場所には、元気に走り回る子供たちの声

硬合金の未来を確信した当社は、研究所に

所」として鉱業研究所から独立を果たすの

存ができる最少人数のみを残すことを決めま

工場を「三菱金属東京製作所」に改称しま

（ 平 成4）年3月に筑 波 製 作 所に正 式に移

が響き渡ります。今でこそビルが立ち並ぶこ

おける開発を加速。しかし当時の超硬合金

です。東京への空襲が始まった頃、同工業

した。当時、欧米で使われ始めていた鉱山

す。トリディア誕生から約35年が経過し、当

転。東京製作所は、その歴史に幕を下ろし

の東京都心部に、25年ほど前まで稼働して

の開発はまだまだ課題が多く、なかなか実

所は国の重要工場に指定されていました。

用ビットの開発を地道に進めながら再起の時

社の超硬事業が本格的に世界へ進出して

ます。戦前から現在に至るまで、激動の時

いた当社の東京製作所。今から遡ること約

を結びませんでした。なんとか製造段階へ

1944
（ 昭和19）年には、工場も大きな戦禍を

を窺います。幸いにも間もなくして念願が叶

いくことを決意した節目の時期となりました。

代を生き抜いてきた「チャレンジ精神」
「自

100年。この場所で日本の超硬合金加工の

と辿り着いたのは研究開始から約8年後の

受けましたが、従業員たちは懸命に設備を守

い、同年12月には工場が再開。退職者も速

立自存の精神」こそが、東京製作所

始まりともいえる当社の超硬事業は産声を

1931(昭和6)年。ついに「トリディア」の製品

り抜きます。終戦後、同工業所は賠償工場

やかに戻り、全員で再興に情熱を燃やしました。

上げたのです。きっかけとなったのは、1916

名で販売にこぎ着けます。この頃、鉱業研

に指定され、全てを没収される恐れが浮上し

今も息づく東京製作所のDNA

のDNAといえます。このDNAは、筑

（大正5）年。三菱合資会社社長に就任し

究所全体としては大宮に移転を決定しまし

ましたが、当時の経営層の苦心の末、なんと

た岩崎小彌太の発案により日本初の民間企

たが、軌道に乗り始めていた超硬合金開発

か指定解除にこぎ着けます。こうしてさまざま

業による研究機関「三菱合資会社査業部

事業だけが「大井支所」として、この地に

な苦難を乗り越え、ようやく生産の再開を果

内鉱業研究所（現三菱マテリアル 中央研究

残留することになります。

たします。しかし、戦前軌道に乗り始めてい

1952(昭和27)年には、同工業所は「三菱

所）
」がこの地に設立されました。タングステ

た超硬事業も時代の影響を受け、製品の買

金属鉱業大井工場」と改称。時代は高度

の大幅な需要拡大に徐々に対応できなくな

月日が経過しました。この85年

ン関連の研究にいち早く着手し、1923（ 大

い手がなかなかつかず、やがて経営不振は

経済成長期を迎え1955（ 昭和30）年には戦

り、さらには顧客サービス力、開発力なども

を次の100年へ。さらなる飛躍

正12）年には超硬合金の研究が開始されま

厳しい戦禍をくぐりぬけて

高度経済成長と
バブル経済の波を受けて

「三菱金属鉱業大井工場」が「三菱金

波製作所をはじめ、全ての従業員
に着実に受け継がれています。

属東京製作所」として生まれ変わり、ますま

1931（ 昭和6）年に当社が「トリ

す勢いに乗り始めた当社の超硬事業です

ディア」という名称で超硬工具を

が、急激な成長が仇になります。短期間で

商品化、発売をしてから85年の

深刻化。経営側は工場と従業員の部分縮

後初めての黒字を計上します。その後も増

低下し始めます。立地が都市部であるが故

に向け、私たちは歩

1939
（昭和14）年に第二次世界大戦が開

小を提案しますが、労働組合側は「部分縮

産に次ぐ増産を重ね、1967
（昭和42）年上期

に、工場の建屋が拡張しにくく、従業員へ

み続けていきます。

社により世界初の超硬工具「ウィディア」が

戦すると、その影響は日に日に増していきまし

小により、1人でも抜けてしまうのであれば工

から翌年の上期まで、3期連続で社内No.1

の福利厚生面においても、この場所で永続

登場します。その驚異的な切削性能に触発

た。当時、超硬合金やステライトなどの軍需

場閉鎖」と主張。最終的には、1948
（ 昭和

の収益を達成し、全社を支える屋台骨の事

的に事業を拡大していくのは困難な状況に

す。1926（ 大正15）年には、ドイツのクルップ

13

高度経済成長期
（1960年頃）
の大井工場
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C LO S E U P

CFRPとは

能が大きく変わるという特徴があるため、

の4つの工程で構成されます。

用途に合わせて適切に設計することでさま

１）
PANを重合し、製糸機械から押し出

ざまな特性を発揮させることができます。

２）できた糸に熱処理を加えて耐炎化

炭素繊維と樹脂を組み合わせてつくら
れる複合材料です。このように、複数の材
料を用いることで、単体では得られない特
性を実現したものを「複合材料」と呼びま
Ⓡ

す。航空機用部材として使われるトレカ プ
リプレグは、太さ約５μｍの炭素繊維単糸
を24,000本組み合わせた糸束を、シート状
に揃えてエポキシ樹脂などの熱硬化性樹

して糸をつくる。

〈 CFRPの特長 〉

（酸化）
する。

◯比重が1.7程度で、鉄の約4分の1と軽
量である。

３）
さらに熱処理を加えて炭化する。
４）最終的に表面処理を施すことで、炭

◯ 引 張 強 度は、高 強 度 糸で最 大 約

素繊維が完成する。

7Gpa。
◯引張弾性率は、高弾性率糸で最大
約630Gpa。

脂を含浸させたものです。このシートを積

◯他にも優れた寸法安定性、振動減衰

層して硬化させることで、炭素繊維が持

性、高熱伝導率、非磁性、耐蝕性、高

つ高い強度と弾性率を引き出すことができ

疲労強度などの特長を備えています。

ます。
CFRPには炭素繊維の量、配置
（糸の
方向・プリプレグの積層構成）
などにより性

〈 炭素繊維の製造プロセス 〉
PAN系炭素繊維の製造プロセスは、次
直径7μm

〈 製造プロセスと極限追求のための要素技術 〉
PAN重合・製糸

素材を通じて
世の中を変える、
CFRP半世紀の歴史
黒い飛行機が、
空飛ぶ日を
夢見て
15
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アルミより軽く、鉄よりも強い。次 世 代のものづくりを支える新 素 材CFRP
（Carbon Fiber Reinforced Plastics：炭素繊維強化プラスチック）は、民
間用中型ジェット旅客機を中心に、主要構造部材として多く採用されている。
CFRPのもととなる炭素繊維の研究が日本でスタートしたのは、1960年代初期
のこと。半世紀に及ぶ炭素繊維およびCFRPの開発の歴史について、東レ株
式会社ACM技術部 航空・宇宙技術室の野田俊作室長と大皷寛主席部員の
お二人からお話を伺いました。

ポリマー設計
繊維構造制御

1

Part

1950 ~

炭素繊維誕生のルーツをさかのぼると、19

耐炎化

炭化（黒鉛化）

200℃〜300℃

1,000℃〜3,000℃

欠陥生成抑制
繊維延伸・配向

黒鉛結晶制御
（サイズ、配向）

サイジング

炭素繊維

炭素繊維の誕生と
研究開発のはじまり
れたのです。

使った炭素繊維の開発が本格的にスタートし、

世紀末にトーマス・エジソンとジョセフ・スワン

一方、日本では1959年に大阪工業技術試

1970年には、進藤博士が持つ特許の実施許

が発明した電球に至ります。この電球で使わ

験所の進藤昭男博士が、PAN
（ポリアクリロニ

諾を東レが取得します。一般的に、企業は自

れたのが竹を焼いてつくられたフィラメントであ

トリル）繊維の炭化による炭素繊維製造法を

社製品の今後の市場性や売り上げ予測など

り、これこそが世界初の炭素繊維と呼べるも

発明します。これを機に、日本国内でも炭素

に基づいた経営を行うのが基本ですが、当時

のでした。その後、電球のフィラメントにはタン

繊維の研究開発と製品化が進んでいきます。

の東レは、炭素繊維を用いたCFRPという新

グステンが使われるようになったことで、炭素

炭素繊維は優れた強度特性を持っていたた

素材の将来性を信じ、まずは生産体制をしっ

繊維は世の中から徐々に忘れられていきます。

め、複合材料の高機能素材として最適でし

かり整えることが重要であると判断し、今の時

その存在が再び注目されるようになったのは、

た。1967年には、世界的に有名な航空機用

代ではなかなか考えられないような、かなり大

半世紀後の1950年代。高い耐熱性が要求さ

エンジンメーカーのロールス・ロイス社がCFRP

胆な投資に踏み切りました。

れるロケットの噴射口に最適な材料として、ア

をジェットエンジンへ採用すると発表。ほぼ同

メリカで炭素繊維の研究開発が急速に進めら

じ頃に、東レでもアクリル繊維「トレロン」を

YOUR GLOBAL CR AFTSMAN STUDIO
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用途がはっきり
見えぬままの生産開始

2

そのような中、1975年に転機が訪れます。
1973年のオイルショックにより、航空機メーカー

1971 ~

翌1971年、東レはPAN系高強度炭素繊維
「トレカ®T300」の製造・販売を開始します。

各社では低燃費実現のための機体軽量化
が最重要課題となり、運航の安全性に直接
CFRPが採用されることになりました。東レとし
ては念願であった「航空機用部材へのCFRP

一方、東レの炭素繊維が使われた市販製

の適用」という夢がようやく叶った瞬間でした。

品として最初に販売されたのは、1972年の鮎

その後、ボーイング社に加えてエアバス社でも

釣り用の釣り竿でした。従来品と比べて2分

航空機用部材としてのCFRPの採用が進んだ

始めてはいたものの、その明確な使用用途は

の1まで軽くなったことによる高い操作性が評

ことで、1988年までには、
トレカ の炭素繊維の

®

決して明らかになっていませんでした。その上

価され、高価格ながらも市場に受け入れられ

累積生産量は10,000トンを超えるに至ります。

で、当時としては世界最大の年間12トンもの製

ました。さらに同年、プロゴルファーのゲイ・ブ

当時は、イギリス・アメリカなどの海外素材メー

造能力を持つ新工場の建設を決定。この経

リューワー氏が、CFRP製のブラックシャフトの

カーの多くが、CFRPの事業は採算が合わな

営陣による大英断の背景には「本質的に強

ゴルフクラブを使って太平洋マスターズ大会

いと判断して、次々と撤退していった時代で

いものは、必ずいつか認められる」という確固

で優勝。一気に認知度が高まり、多くのゴル

す。しかし、東レをはじめとした長期的な視点

たる信念がありました。さらに「
（黒い炭素繊

ファーがこぞって買い求めるようになります。そ

で技術を伝承していく日本企業は、引き続き高

維を用いたCFRPでつくられた）
黒い飛行機を

の後、テニスラケットにもCFRPが採用されるな

性能炭素繊維を用いたCFRPの開発および

ど、徐々に世の中に浸透していきました。しか

製造に取り組み、とうとう2010年度には、日本

し、娯楽・スポーツ用途が中心であったため、

の炭素繊維メーカーが世界シェアの約7割を占

ス・ロイス社の航空機用ジェットエンジンの製造

一般的な工業製品向けの素材であることを考

めるに至ります。

がうまくいかず、その取り組みが失敗に終わっ

えると、その流通量はごくわずかに過ぎません

た時期でした。

でした。

2003年に開始されたボーイング787プロ
ジェクトでは、航空機の一次構造材として胴
体や主翼など機体重量の約50％にCFRPが
採用され、その存在感は揺るぎないものとな
りました。2006年には東レとボーイング社の
間でCFRP供給に関する長期包括契約が
締結され、2021年まで一次構造部材を提供
することが決定されています。

鉄
10%

コンポジット
3%

チタン
6%
鉄
10%

その他 5%

CFRP
CFRP
（サンドイッチ構造）
GFRP
アルミ
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えて、実に多種多様な産業に使用され始めま

CFRPは、世界の産業を支える最先端の高機

す。
炭素繊維複合事業は、東レの事業区分別

能材料として、これからも進化を続けていくこと
でしょう。

基本戦略において、戦略的拡大事業に位置
づけられています。自動車、航空機、新エネ
ルギー産業などの成長産業における需要拡
大を狙い、経営資源を重点的に投入していま

炭素繊維の需要動向
（千トン / 年）
150

チタン
15%
アルミ
77%

アルミ
20%

おいても理論値の10分の1程度であるため、さ
らなる高強度化の余地が十分に残されてい
ます。また、現在は高価な素材であるが故に、

100

なかなか市場に浸透しないという事実がありま
す。しかし、今後自動車パーツとしての採用が
増えていくことが期待されており、そうなれば
量産化効果による大幅なコストダウンが見込め

50

ることから、近い将来一気に需要が拡大する
可能性を秘めています。
東レが世界で初めて炭素繊維の商業生産
を開始してから、今年で46年が経ちました。
確固たる市場を獲得するまでに長い年月がか

その他金属

コンポジット
50%

産業用途
航空宇宙用途
スポーツ用途

0
1970

1975

1980

1985

1990

CFRPの歴史を振り返って

ボーイング787

CFRP

CFRP

うした数々の苦労の歴史の上で生み出された

エアバスＡ３８０

ろな形に成形できるという大きなメリットがあり
ます。

ボーイング787

フラップ

続」という企業ポリシーであったといえます。こ

など、従来のスポーツ用途、航空機用途に加

ボーイング７８７

強度と優れた疲労強度を持ち、さらにいろい

ボーイング767

CFRP

つくりあげた、東レの社風ともいうべき「超継

産業用途本格化

るCFRPの特長は、鉄と比較して約4分の1

アルミ

自動車のタンク、液晶基板搬送用のロボット
フォーク、高速列車の車体、パソコンの筐体

ボーイング７７７一次構造材

材
（運航の安全性に直接影響する重要部

尾翼

機を飛ばしたい」という経営陣の強い信念が

エアバスＡ３２０一次構造材

を得ます。炭素繊維と樹脂の複合材料であ

アルミ

の自動車部品、天然ガス自動車や燃料電池

テニスラケット＆ ゴルフシャフトブーム

がボーイング社の航空機本体の一次構造

主翼

は、まぎれもなく「CFRPでつくられた黒い飛行

す。2020年には北米でさらなる追加投資を行

の軽さでありながら、鉄の10倍以上の引張

材）
に採用されたことで、CFRPが高い信頼

性を持つ高機能材料であるというお墨付き

CFRP

景にあったものは何だったのでしょうか。それ

ブレード、ルーフやフード、
ドライブシャフトなど

「トレカ」生産開始

航空機用
構造材としての
採用が広がる

アルミ

かりながらも、粘り強く取り組みを続けてきた背

炭素繊維の強度は、技術的には現時点に

®
（シート状CFRP）
合わせたトレカ プリプレグ

胴体

2010年代に入ると、世界的にCFRPに対す
る需要が一気に拡大します。風力発電機の

い、同地でのビジネスを拡大する予定です。

1990 ~

ボーイング767

産業用途が
広がり、急成長へ

2010 ~

自動車用途本格拡大

いつか飛ばしたい」という経営陣の夢もありま
した。ちょうどその頃は、CFRPを使ったロール

1990年、炭素繊維にエポキシ樹脂を組み

4

影響を与えるリスクの少ない二次構造部材に

炭素繊維は、次世代の新素材として注目され

3
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1995

2000

2005

2010

2015

2020

がけた仕事であり、自分は間接的にしか関わっ
ていませんでした。今から10年後ぐらいには、
自分が発明した素材でつくられた航空機に乗

野田氏 素材に関わる仕事のやりがいは、例

部分が多いといえます。その無限の可能性を

る。そんな夢を実現できるよう、日々の仕事に取

えば航空機に使われて低燃費化に貢献する

信じて、世の中をさらに良い方向に変えていく

り組んでいます。

など、自分たちが開発した製品が世の中を良

きっかけをつくっていきたいと思います。

い方向に変えられることにあります。当社の先
輩たちが長い年月をかけて諦めずに育ててき

大皷氏 子どもの頃から航空機が大好きだっ

たCFRPは、今や東レでも戦略的拡大事業と

たからでしょうか、いつの間にか航空機やロケッ

なりました。この事業をさらに大きく飛躍させ、

トに関連する仕事に就いていました。研究開

今後の基幹事業にしていくのが私たちの役割

発に携わる人間としての最大の夢は、自分が

だと考えています。金属材料の成熟性と比べ

設計した素材によってつくられた航空機に自分

れば、炭素繊維をベースにした複合材料は、

で乗ること。ボーイング787に使用された当時の

その種類も、量も、応用分野もまだまだ未知な

CFRPは、あくまでも先輩たちが主役として手

東レ株式会社 ACM技術部 航空・宇宙技術室
（左）
室長 野田俊作氏 （右）
主席部員 大皷寛氏
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CFRPの穴あけ加工
特有の現象とは？

■CFRPの穴加工の不具合事例
入口：アンカットファイバー

出口：デラミネーション

ファイバーブレークアウト

―まず開発の背景を教えてください。
柳田

当社では十数年前より航空機用部

品を加工されているお客様へCFRPの穴
加工用ドリルを納入しており、長年にわたり
少しずつ改良を重ねてきた経験がありまし
た。これらの取り組みの中で培ってきたノウ
ハウを結集し、さまざまな種類があるCFRP
を包括的にカバーできる幅広いソリューショ
ンを提供することが目標でした。CFRPは、

工専用のドリル「MCシリーズ」を開発し、

なく流れていくようにしました。まさにスタッ

炭素繊維層と熱硬化した樹脂層が交互に

2017年4月に発売しました。

ク材に特化した溝設計です。

重なる構造になっています。鉄に比べ、約
1/4の軽さで約10倍の強 度を持ち、また、
耐 腐 食 性・耐 熱 性・高 剛 性などの特 性も
備えています。また、炭素繊維層は硬い反
面脆く、樹脂は軟質で弾性変形しやすい

CRAFTSMAN STORY
Vo l . 6

柳田 一也

航空宇宙部 岐阜エアログループ 1997年入社

航空宇宙部 岐阜エアログループ 2008年入社

「MCシリー
ズ」

CFRP加工用ドリル

未知なる新素材への挑戦
2011年のボーイング787就航以来、胴

山本 匡

的な金属とは異なり、炭素繊維と樹脂

からなる新素材である。これまでとは全

く異なるアプローチが必要となるこの新

素材の切削加工に対し、真正面から取

り組んだ航空宇宙部 岐阜エアログルー
プの開発メンバーに話を聞いた。

は当社の既 存 製 品である深 穴 加 工 用の
MWSドリルの技術を応用したものです。穴
壁 面の品 位を高めるための良好な切りく
ず排出は、スタック材加工と深穴加工の共

特徴があります。

―7種類の製品の中から、いくつかピック

通課題だったのです。さらに、MCAにはも

山本

アップして紹介してください。

う一つの当社の既存製品である自動車の

そのため、金属加工とは根本的に

加 工の現 象 が 異なります。CFRPの穴あ

柳田

本日は、MCAとMCCの2種類を紹

ハブ加工用MHEドリルの技術も生かされ

け加工における代表的な不具合は、
「アン

介します。MCAはCFRPとアルミニウムのス

ています。MHEは自動車の車軸とホイー

カットファイバー
（未切断の繊維）」や積層

タック材専用のドリルです。約10年前から

ルをつなぐハブのボルト穴をあけるドリルで

体構造であるために起きる「デラミネーショ

特殊品として提供しているCFRP加工用の

す。自動車のハブは、穴径の寸法精度が

ン
（表層・層間剝離）」、またCFRPとメタル

ドリルをベースに、大幅な性能向上を目指し

厳しい上に、穴周辺の面品位にも非常に

のスタック材（重ね板加工）
で生じる「バック

ました。スタック材では、炭素繊維とアルミニ

高いものが要求されます。この加工では、

カウンター」などです。今回のプロジェクト

ウムという被削性が異なる素材を一つのドリ

ドリルが加工穴に食いついた瞬間に生成

は、こうしたCFRP特有の穴あけ加工の現

ルで加工しますが、このときに特に問題とな

される切りくずがハブの表面を傷つけること

象としっかりと向き合い、不具合が発生す

るのが「バックカウンター」といわれる現象

を防ぐ必要がありました。MHEは、通常の

る技術的なメカニズムを徹底的に追求する

です。ドリルがCFRP層を越え、アルミニウ

ドリルよりも溝幅を狭くすることでこの問題

ことから始めました。

ム層を削っていく際に、アルミニウムの切りく

を解決しています。

柳田

航空機用部品に用いられるCFRP

ずがCFRPの壁面の一部を削りとってしまい

山本

には、熱硬化性や熱可塑性樹脂を使用し

ます。結果的にCFRP層とアルミ層の穴径

の2種 類の既 存 製 品のノウハウを同 時に

たものがあり、それらCFRPにアルミやチタ

にギャップが生じてしまうのですが、これを

応用したことになります。穴あけ開始時は、

ンのリブ（ 補 強 材 ）
を重ねたスタック材の2

防止するために、MCAの開発では、溝形

意 図 的に小さな切りくずを生 成させて狭

種類があります。加工方法も大きく分けて

状の設計を一から見直しました。

い溝の中に包み込み、その後、切りくずは

2種類あり、マシニングセンタなどによる機

山本

特にこだわったのはドリルの溝幅設

徐々に広がっていく溝の中を穴壁面に干渉

械加工と、人が手加工する手動送りによる

計でした。一般的なドリルの溝幅は全て一

することなく排出されます。まさに、MCAは

ケースに分けられます。このように異なる材

定ですが、MCAは先 端 部 分から根 本に

スーパーロングドリルMWSの胴体部とハブ

料・加 工 方 法がある中、1種 類のドリルで

向かうにつれ、徐々に溝 幅を広げていま

ドリルMHEの先端部を合体させて生まれ
た、新しいコンセプトのドリルといえます。

全てのシーンを網羅することは非常に困難

す。最初は細い溝で切りくずをコンパクトに

です。そのため、今回は各用途別に最適

生成させ、その後は小さくまとまった切りく

な形 状、材 種を持 つ計7種 類のCFRP加

ずが大きな溝の中を穴壁面に干渉すること

体 や 主 翼 などの 素 材として採 用 率 が
徐々に高まってきているCFRPは、一般

MCAは「バックカウンター」
を抑えるスタック材専用の
溝設計

柳田 このスタック材専用の溝設計は、実

■バックカウンターとは

MCA

結 果 的 にMCAは、MWSとMHE

■新溝形状
切りくずを覆うような溝形状により、切りくずとCFRPの
穴壁面との接触を抑え、バックカウンターを抑制

CFRP

CFRP内壁

Al

CFRPとメタルとのスタック材
加工で生じる穴径のギャップ

MCA

従来ドリル
切りくずがCFRP内壁に接触し、
バックカウンターの原因に
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■形状最適化(刃先の状態比較)

MCC

■90度先端角
鋭角な先端角により、加工開始からスラスト
を低減しデラミネーションを抑えます

MCCは切れ味重視の
ポジ刃形

は、硬い炭素繊維層はスムーズに切断できま

―次にMCCの開発の経緯についてお願いします。

い角を大きくしています。手で直接切れ刃に

山本 MCCはCFRP単体用のドリルです。航

触れると簡単に切れてしまうくらいの鋭利さで

空機部品の分野ではCFRP単体だけでなくス

す。この鋭利な切れ刃でCFRPの炭素繊維を

タック材も使われていますが、自動車や風力

凹凸有り
従来刃先処理

均一な稜線

■Rサイズの抑制
切れ味向上
■均一な刃先稜線
長寿命

CFRP単体用新刃先処理

柳田 MCシリーズの開発では、オーストリア

研削盤を操作し、切込み角度やスピード、砥

ど、さらに難削材化していくことが予想されま

のウィーン工科大学と共同実験を行ってきたこ

石の種類など、最適な研削条件を考え、実際

す。当社は、炭素繊維の製造メーカーとの共

とも大きかったですね。
ドリルのコーティングの

に試作品をつくってみることを繰り返すことで、

同研究や先進的な研究を行う大学との連携

山本 最重視した性能である切れ味を向上

膜厚や、刃先の丸み、すくい角などを変更し

技術者として必要な肌感覚を養っています。

を進めていくことで、CFRP切削に対する理解

させるために、切れ刃先端の刃先処理に加

た試作品の切削試験を実施する際に、ウィー

山本 MCCの試作品は、とにかく切れ味重

を深め、より高度化する市場のニーズに応え

えて、
ドリルの基本要素である、ねじれ角、す

ン工科大学に協力を依頼し、基礎的なデータ

視ということで、研削条件を何度も見直しなが

ていきたいと思います。

一気に切断し、出口側の「デラミネーション」

くい角、逃げ角などそれぞれをどこまで大きく

取りをしっかりできたことが成功につながった大

ら、地道にシャープエッジをつくり続けました。

きな理由の一つだと思います。

化を実現しています。

せん。MCCは、当社の工具材種の優れた耐
欠損性を利用して、回転軸に垂直方向のすく

―開発途中には、どのような工夫をされましたか。

―最後に、お客様へのメッセージをお願いします。

発電などの分野ではCFRP単体の方が多く

の他に「アンカットファイバー」も抑制していま

できるのかを追求しました。どのような角度の

なっています。実際に我々のお客様の中でも、

す。また、先端角を90度にすることで、加工開

組み合わせであれば、
ドリルが折れたり欠けた

CFRP単体の加工ニーズは高く、特に薄板を

始からスラストを低減したことも「デラミネーショ

りしないか。とにかく限界まで試すことから始

穴あけする事例がよく見られます。

ン」の抑制に役立っています。

めました。一般的に、これらの角度は、それぞ

「デラミネーション」を抑えることが最も大きな

―コーティングにはどんな特徴があるのでしょうか。

いのは当たり前ですが、超硬合金は原則とし

―MCCの開発で苦労したことを教えてください。

るからこそ、性能の微妙な差まで、頭と体で

が大きく異なります。
ドリルも素材の種類や求

課題でした。スタック材のように出口側に金属

山本 CFRPの炭素繊維は、優れた機械的

て脆性材料であるため、耐欠損性という観点

山本 切削メカニズムが通常の金属と異なる

しっかり理解できるのだと思います。MCCも山

められる穴品位に合わせて細かく調整してい

が重なっていないため、
「バックカウンター」は

性質を持っているため、いかに超硬合金でで

でどこかに限界値があります。また、
ドリルの

CFRPの加工について、苦労は沢山あります

本自身が試作したからこそ気づいた工夫が施

く必要があります。お客様それぞれのニーズ

柳田 CFRP単体の穴あけでは、出口側の

れの値が大きければ大きいほど切れ味が良

その中で、特にうまくできたものをお客様にテス

新素材と向き合う
「難しさ」と「面白さ」

トしていただいたとき、
「今使っているドリルより

柳田 CFRPの構造はJISやISOなどで基準

（穴品位が）良いね」とおっしゃっていただけ

が定められているわけではありません。樹脂

たことは本当にうれしかったですね。

の種類や炭素繊維の太さ、編み方にさまざま

柳田 自分で設計し、試作し、切削試験をす

な違いがあり、まさに素材一つひとつの性質

発生しませんが、出口側がフリーとなることか

きたドリルであっても、コーティングをしていな

各要素の影響が合算され、さらにドリル材種

が、楽しいことも多いです。私は、航空宇宙

され、だからこそ自信を持って提供できる製品

に合わせて丁寧に対応させていただきますの

ら、ドリルがCFRP層を抜ける瞬間の切削抵

い場合、切削開始後に一瞬で摩耗してしまい

の組み合わせで最終的な性能が決まるため、

部岐阜エアログループが発足した2016年10

が生み出せたのだと思います。

で、何なりとご相談ください。

抗を支える面がありません。これにより、出口

ます。そのため、MCA、MCCでは、耐摩耗

実際に試してみないと分からないことが多くあ

月にこの部署に異動してきて、MCCの開発に

側のCFRPの表層が盛り上がって剝がれてし

性を高めるためにCVDダイヤモンドコーティン

りました。切れ味という意味では、先ほどお話

携わりました。金属を加工するドリルの開発は

―CFRP用ドリルの今後の方向性を教えてく

に掲載して標準品として販売していますが、

まうという現象が発生します。

グをしています。

しした刃先処理も重要です。当社の従来品

経験していましたが、CFRPのような素材は初

ださい。

この製品の本来の販売スタイルは、お客様の

山本 MCCは「デラミネーション」を防止する

柳田 ドリル先端の切れ刃を限界までシャー

は、コーティング前の処理により、刃先に微小

めてでした。加工時に発生する特有の現象

柳田 航空機の部品には安全性が第一に求

状況に応じてカスタマイズして納入するセミス

ために、切れ味を極限まで高めてCFRPの炭

プにするためには、刃先形状だけでなく、ダイ

な凹凸が残る状態でした。これに対し、MCC

など、見るもの全てが新しく、とても面白かっ

められます。
ドリルの長寿命化も当然求められ

タンダードが主流であると考えています。お客

素繊維をスパッと切ることを重要視し、切削抵

ヤモンドコーティングの結晶粒の大きさまで考

では従来品とは全く別の加工方法で刃先を

たです。また、CFRPは切削加工をするように

ますが、それ以上にあけた穴の品質の高さ

様に対して、スピーディーな対応をすることを

山本 今回のMCシリーズは、製品をカタログ

抗を抑える形状にしました。特にこだわったの

慮しなければなりません。当社の新しいCVD

処理することで、美しく均一な刃先稜線をつく

なってからの歴史が浅いこともあり、新しいこと

が重要です。今後もその両立をとことん追求

心がけていきますので、ぜひお気軽にお声が

が刃先形状です。一般的なドリルは、刃先の

ダイヤモンドコーティングは、結晶粒が非常に

りあげました。新しい刃先処理に変更したこと

にチャレンジできる醍醐味を感じました。

していきたいですね。また、将来的にはCFRP

けください。

すくい角をネガにして耐欠損性を重視すること

細かいことから、刃先への密着性が高く、従

で、切れ味と強度を両立し、
ドリルの長寿命化

柳田 我々の部署では、山本を含めて開発

自体の一層の強度向上や、ステンレスなどを

で、長寿命化を図りますが、ネガのすくい角で

来コーティングと比較して、約10倍の長寿命

と同時に穴品位の向上を実現しました。

者自らが試作品をつくっています。自分で工具

組み合わせた新しいスタック材が登場するな

■強すくい溝

■CVDダイヤモンドコーティング膜表面比較

回転軸に垂直方向の切刃すくい角を強くし、
シャープな切刃でアンカットファイバーやデラミネーションを抑えます

独自のCVDダイヤモンドコーティングにより
優れた耐摩耗性と平滑性を両立

■MCシリーズのラインナップ
加工機

ハンドツール

CNCマシン

被削材
CFRP

従来品

MCC

P713G

CFRP単体専用

MCC
DD2105

CFRP/CFRTP、
CFRP/Alスタック材
高精度穴加工専用

CFRTP

CFRP単体の
ハンドツール加工専用

MCCH
DT2030

MCW
DD2110

CFRP/Alスタック材
ハンドツール加工専用

CFRP/Alスタック材専用
CFRP

溝断面

MCA

MCAH

DD2110

従来品

ポジ

DT2030

Al

CFRP

CFRP/Tiスタック材専用

MCT
TF15

CFRP/Tiスタック材
高精度穴加工専用

MCW
HTi10

Ti

ネガ
最外周部

*CFRTP=炭素繊維強化熱可塑性樹脂

新コーティング
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高度な分析・評価技術を基盤とし、
先駆的な研究開発に取り組む

と生み出されています」。
高耐摩耗Al2O3層技術を含む先進技術を

日本初の民間研究機関として1917年に品川

取り入れ、既存製品に比べ寿命を大幅に向

に設立された三菱マテリアル 鉱業研究所。埼

上させた鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材

玉県大宮市
（現さいたま市）
への移転を経て、

種「UC5105/UC5115」などの革新的な製品

2007年に茨城県那珂市に拠点を構えるととも

に適用される要素技術を送り出してきた薄膜

に、大宮、小名浜、北本に3支所を置く中央研

材料研究部。
「現在はCFRP加工用PCDドリ

究所として新たにスタートし、今年創立100周年

ルの要素技術の研究にも取り組んでおり、すで

を迎えました。薄膜材料研究部は、中央研究

に基本的な材料設計は完了しています。また、

所の中で最も多くの研究員が在籍しています。

CFRP加工用のCVDダイヤモンドコーティング

硬質焼結材料や機能性コーティングの組成、

の研究も同時に進めており、実際の製品に対

組織や界面等をナノレベルで制御し、従来に

する早期適用を目指しています」。さらに、革新

はない新機能を発現させるなど、新材料の開

的な技術開発に向け積極的に挑戦していると

発を行っています。同研究部の部長である大

大鹿は語ります。
「例えば、素材の粒子をある

鹿高歳は、中央研究所の強みを次のように語り

大きさまで微小にすることでコーティングの強度

ます。
「日本に数台しかない分析機器など、最

が2倍になったとします。しかし、現在の装置で

新鋭の設備を導入し、それらを高度な技能で

は粒子をそれ以上小さくすることができない場

使いこなす優れた研究者が多くいることが強み

合、必然的に装置そのものを大幅に改造しな

でしょう。また、中央研究所には当部以外にも、

ければなりません。それが、結果として、世界

材料解析や電子材料などさまざまなテーマに

にたった一台しかない装置を保有することにつ

取り組む9つの研究部があり、お互いの多様な

ながります。このように付加価値の高い設備を

技術を素早く連携、応用できるシナジー効果こ

自らつくり出し、使いこなすことで、革新的なマ

そが、複合事業体である三菱マテリアルならで

テリアルの創出が可能になるのだと信じていま

はの強みといえます。実際に、世界最薄の温

す。例えるなら、某野球漫画の投手が投げる

度検知センサー
『フレキシブルサーミスタ』など、

魔球のようなものでしょうか。投球技術を高めて

異なる事業の技術が融合された新製品が次々

カーブやシュートの切れ味に磨きをかけるので

が組み合わさった材料も使用されます。異なる
素材を同一の工具で一度に加工するため、工

入社20年目の藤原和崇は10年前に中央研

具側に求められる性能はより一層厳しくなり、同

究所に配属となり、5年ほど前から切削工具用

じCVDダイヤモンドコーティングであったとして

CVDダイヤモンドコーティングの研究開発に取り

も、非常に高いレベルが要求されます。
「CFRP

組んできました。藤原は、この仕事の面白さを

単体の加工であれば、基本的にはダイヤモンド

次のように語ります。
「研究所は、製作所の開

の比率が高ければ高いほど、つまり硬ければ硬

発部門と比較すると、お客様との距離が少し離

いほどコーティングとしての性能は向上します。

れています。そのため、私はお客様と接点を多

逆に、アルミニウムやチタンなどの金属では、ダ

く持ち、その想いをよく知る製作所の開発陣と

イヤモンドの比率を上げていくと、被削材と反応

の連携を普段から密に取るように意識していま

して工具への溶着などが発生しやすくなり、加

す。その想いをしっかりと理解した上で、研究

工精度が低下する上、工具寿命も短くなります。

所にしかできない原理原則を地道に追究し、新

このような相反する課題を同時に解決し、異な

たな仮説や真実を見出しています。その成果

る被削材において同一のコーティングで優れ

が、最終的に製品の飛躍的な性能向上につな

た性能を示し、工具寿命の大幅な延長を図る

がります。自分たちが生み出した新技術を適用

ことが、今回のCVDダイヤモンドコーティング開

した製品が市場から評価を得ていることを間接

発における最大の目的です」。藤原が目指すの

的にでも聞くことができたときは本当に嬉しいで

は、
『既存製品比3倍』の工具寿命を実現する

す」。そんな藤原が現在力を注いでいるのが、

CVDダイヤモンドコーティング。早期市場投入を

航空機の機体などに使われるCFRP加工用工

目指し、チーム全員で一丸となって研究開発に

具のCVDダイヤモンドコーティングの研究開発

励んでいます。
「私たち中央研究所のミッション

です。
「当社ではこのコーティングを被覆したドリ

は、これまでにない先進的な技術を生み出すこ

ルやエンドミルの製品をすでにリリースしている

と。三菱マテリアルだからこそできるオンリーワン

のですが、現在はそれらの既存製品に対して、

の新技術を開発し、その技術を取り入れた製

大幅な性能向上を目指した新コーティングの研

品で世界のお客様にワクワクをお届けしたいで

究に取り組んでいるところです」。

す」。

研究部員
に聞く
！

3

倍の

中央研究所
薄膜材料研究部

研究部の全員が一丸となって新たな価値の創造に果敢に挑み、

大鹿 高歳

三菱マテリアル 中央研究所 薄膜材料研究部。最先端の研究開発の現場をレポートする。

誰も見たことのない「魔球」を生み出したい

部長に聞く！

切削工具の飛躍的な性能向上を目的に、
新たな材料やコーティングの研究開発に取り組む

CFRP加工用の
CVDダイヤモンドコーティングの開発

既存製品比

中央研究所
薄膜材料
研究部

航空機の部品にはCFRPのみならず、CFRP
とアルミニウム、またはチタンといった複合素材

C
V
D

ダイヤモンドコーティングの開発に取り組む

ABOUT US

材料・コーティング
開発で航空機産業
を支える研究拠点

れが、私たち薄膜材料研究部が描く未来です」
。

オンリーワンの新技術を開発し、
その技術を適用した新製品を送り出したい

工具寿命を実現する

はなく、目の前で球が消えるなど、
今まで誰も見た
ことのない魔球を目指して、
常に挑戦し続ける。
そ

藤原 和崇
薄膜材料研究部

中央研究所
主任研究員

中央研究所の施設特長

1
最新鋭の
分析機器を
多数保有

2

交流スペースを利用した、
研究員同士の気軽な
情報共有

3

研究に役立つ多くの専門書・
資料・文献が保管されている
専用の書庫
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第５回

次世代ロータリー
工具への挑戦

一般的な被削材に比べ、工具寿命が著しく短くなる難削材を多く使用する航空機用部品。
難削材加工時に工具寿命を飛躍的に向上させる画期的な加工方法はないのだろうか、とい

う市場の期待に応えるべく、次世代のロータリー工具の開発に挑戦した三菱マテリアル。今

加工中の様子

開発段階の機構
（奥のものほど開発初期の機構）

回は、複合加工機専用の「駆動型ロータリーバイト」と、一般的なマシニングセンタで使用で
きる「従動型ロータリーカッター」の二つの新たなロータリー工具の誕生秘話に迫ります。

能動的に工具自らを回転させる

今回開発した駆動型ロータリーバイトに
は、次のような特長があります。

複合加工機の利点をうまく活用した駆動型ロータリーバイトの開発
インサートが加工中に回転する旋削加工用

安定的に発生させることができれば、新たなロー

一方で、工具形状の開発における最大の課

ロータリーバイトを三菱マテリアルが初めて開発

タリー工具の可能性が生まれるのではないか。

題は、インサートをバイトに取り付けた際に、互い

約10年前、そんな構想が浮かんでいました。

の中心のズレをいかに少なくできるか、という点で

ちょうどその頃、東京農工大学 笹原研究室

した。このズレが大きくなってしまうと、バイトの回

してインサートを従動的に回転させるものでした。

が進めていた、同様のコンセプトを持つ駆動型

転軸に対してインサートが偏心して回転します。

インサートが切削中に回転することで、難削材加

ロータリーバイトの研究に出会い、約3年前から

その結果、切込み量が変動し、部品が所定の

工時に工具寿命が低下する主な原因の一つで

は、三菱マテリアルと同研究室との本格的な共

寸法に入らなくなります。また、切込み量が変動

ある境界損傷を抑制し、大幅な寿命延長を実現

同研究を開始することとなりました。複合加工

することで、切削抵抗も不安定になりますので、

しました。このように難削材加工に優れた性能を

機を使用することにより、工具側の回転を任意

切削中にビビリなどが生じやすくなり、インサート

発揮し、好評を得た初代ロータリーバイトでした

に制御できるようになったため、従動型ではなく、

が突発欠損するなどの恐れもあります。

が、複雑な機構であるため工具剛性に限界があ
り、また多くの部品を組み込んでいることから標
準的なバイトに比べるとかなり高価なものでした。

「駆動型」のロータリーバイトの構想が現実的
なものになったのです。

インサートの中心とバイト本体の中心をどれだ
け合わせられるかという課題に対し、多くの試作

しかし、工具の回転数と共に工具の接触角も

と検証を繰り返した結果、最終的にインサートと

一部のお客様には引き続きご使用いただいてい

自由に設定できてしまうため、最初に立ちはだ

バイトの同軸度を0.01mm以下に抑えることので

ますが、時代の流れと共に需要は徐々に減少

かった大きな壁は、最適な切削条件、工具傾斜

きる精巧な機構を実現しました。

し、発売当初は標準在庫品であったものの現在

角の組み合わせを見つけることでした。

では特殊受注品となっています。

工具側の回転数
（工具回転速度）
はもちろ

また、もう一つの大きな特長は内部クーラントに
あります。今回はインサートの穴とクランプねじの

しかし、その水面下では、初代ロータリー工具

ん、工具を被削材に接触させる角度
（工具傾

すき間からクーラントを供給するよう設計。このよ

の開発により蓄積されたノウハウを生かし、新型

斜角）
も重要になります。工具寿命に大きな影響

うな機構にすると、インサートをバイトに取り付け

のロータリーバイトの開発が進められてきました。

を及ぼす切りくずの厚みや流出方向などは、被

るクランプ力が低下してしまう傾向がありますが、

新たな回転機構を考案するにあたり、大きなヒン

削材の切削速度や送り、切込みといった基本的

独自の機構にて必要なクランプ力を確保していま

トになったのが複合加工機の登場です。初代

な切削条件によって大きく変化します。今回は、

す。工具自身が一定の回転数で安定して回転

ロータリーバイトでは、切削中に生じる切削抵抗

これらに加えて、さらに工具傾斜角が変わるた

することで、切削中に発生する熱も切れ刃全周

を利用してインサートを従動的に回転させていた

め、最適な切削条件の組み合わせを見極める

にわたって安定して分散されますが、さらにバイト

ため、切削条件によって回転力にバラつきが生

ことがかなり困難でした。そこで、同研究室の力

の内部からクーラントを供給することによりインサー

じ、常に安定した性能を発揮することが困難で

をお借りし、学術理論的にこれらの値を検討し、

ト全体を効果的に冷却できるほか、切りくずがス

した。もし、どんな切削条件でも所定の回転力を

最適な推奨条件の調査を進めました。

ムーズに排出できるといったメリッ
トがあります。

■駆動型ロータリーバイトの概略図

β：工具傾斜角

旋盤主軸
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Vw

Vm
（アップカット）

Vw：切削速度
Vm：工具周速

■駆動型ロータリーバイトの仕組み

（特許出願中）

ワークのみ回転させ
刃先の1点のみで切削

インサート
ノズル

1．
インサートの切れ刃全周を満遍なく使用す

したのは約20年前。当時としては斬新な機構を
大胆に採用し、切削中に生じる切削抵抗を利用

■クーラントの内部構造

ワークの回転と共に
切れ刃を“強制的に回転”

送り

送り

切れ刃

切れ刃

ることにより、工具摩耗を均一に分散し、イ

回転

ンサート自身の工具寿命を最大まで効率的
に使い切ることが可能

ワーク

2．
工具自身の安定的な回転により、切削熱
の効果的な分散と、内部クーラントによる冷
却により、インサートの摩耗を大幅に抑制す

クランプねじ

ることが可能

ワーク

・高温
・摩耗が１ヵ所

ホルダ

・一旦冷却
・摩耗が全周

■Inconel718での工具寿命曲線

3．
独自の高精度、高剛性のクランプ機構に

0.4

より、安定した高能率の加工が可能
これらの特長により、右のグラフの通り、
Inconel718の切削において、一般的なイン
サート式バイトと比較して飛躍的な長寿命化
を実現しました。また、耐熱合金などの難削
材はもちろんのこと、アルミと鉄などの複合材
の切削にも適していると考えています。夜間
の無人加工や複数の加工機を少人数で分
担するなど、工具交換の頻度を減らし、か

逃げ面摩耗量 [mm]

PROJECT 1

一般的なインサート式バイトと比較して、約10倍の長寿命を実現

一般的な丸形インサート式バイト N-1
0.3
駆動型ロータリーバイト N-2
一般的な丸形インサート式バイト N-2

0.2

駆動型ロータリーバイト N-1
0.1
被削材：Inconel718 工具径：Φ12mm 汎用バイト：PRDCN2525M12
切削速度Vw：75m/min. 工具周速Vm：40m/min
工具回転方向：アップカット 切込み：0.5mm 送り：0.2mm/rev
工具傾斜角：5deg クーラント圧：1MPa

つ工具寿命を延長させることで、トータルで
のランニングコストを大幅に抑えたいという
ニーズには特に適しています。

0

0
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15
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25

30

35

40

切削時間 [min.]

初代ロータリーバイト開発時の疑問が今回明らかに？
初代のロータリーバイト開発時、熱伝導率

り受動的に回転させるため、回転速度を制

が低い難削材の加工でしばしば問題となる

御することはできず、当時、厳密にこの仮説

値が、初代ロータリーバイトの際に想定して

すくい面摩耗を抑制しようとする場合、イン

の検証は行われませんでした。

いた、被削材の切削速度に対する工具側

サートが回転する速度は、切りくずの流出速

新型ロータリーバイトでは、設定すべきパ

度と同じ程度が理想的であると考えていまし

ラメーターが複数あり、お客様ごとに異なる

は徐々に分かってきていますが、その推奨

の回転速度が約3分の1付近になっているこ
とはとても興味深いことではないでしょうか。

た。すなわち一般的な切りくず圧縮比の理

切削条件において、厳密な最適値を見つけ

駆動型ロータリーバイトは2017年内の発売を

屈からいえば、切削速度の約3分の1が理想

ることはとても難しいといえます。多くの実験

目指し、開発を進めています。

です。初代ロータリーバイトは、切削抵抗によ

結果から、汎用的に使用する上での推奨値
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（左）従動型ロータリーカッターの開発を手掛けた航空宇宙部 筑波エアログループ 高木 優次
（右）駆動型ロータリーバイトの開発を手掛けた開発本部 加工技術センター 次世代加工グループ

PROJECT 2

高橋 亘

インサートが切削中に回転する
従動型ロータリーカッター

初 代ロータリーバイトのノウハウを受け

ら名古屋大学、三菱重工業株式会社、三

継ぎながら、ミーリング工具として新たに開

菱マテリアルの3社による新たなロータリー

した。同大学では複雑な計算式を確立し、

発されたのが今回の従動型ロータリーカッ

カッターの共同開発を開始しました。

数値解析によりインサートの回転に最適な

この難題を解決したのが名古屋大学で

開発における最初の課題は、切削抵抗

配置角度を理論的に算出することに成功。

初代ロータリーバイトの発売以来、切削

を受けて従動的にインサートを回転させる

初代ロータリーバイト開発時は経験則と多く

抵抗によりインサートを回転させるという機

上で、どのような角度でインサートを配置す

の実験結果によりインサートの配置角度を

構を、エンドミルや正面フライスなどのミーリ

れば最適な回転力が確保できるか、という

決定していましたが、今回はそれを理論的

ング工具にも何とか応用できないものかと

点でした。切 削 抵 抗が低くなるようにイン

に算出できたことで開発期間が大幅に短

考えていた三菱マテリアル。しかし、ミーリ

サートを配置すると、発生する回転力が小

縮されました。

ング工具に初代ロータリーバイトの回転機

さくなり、インサートが十分に回転しません。

構をそのまま搭載することは、その大きさが

しかし、逆に大きな回転力を確保しようとし

最大のネックとなり、当時は現実的に不可

て、切削抵抗が高くなるようにインサートを

能という結論が出ていました。

配置してしまうと、切削時にビビリなどが生

しかし、さまざまな産業で被削材の難削

じ、場 合によってはインサート、もしくは工

材化が進んだ現在、ミーリング加工におい

具本体が破損してしまいます。つまり、なる

ても加工能率の向上・工具の長寿命化が

べく広い切削条件において、安定してイン

一層求められるようになりました。そして、

サートを回転させることのできる切削抵抗を

その解決策としてインサートを切削中に回

発生させることが重要であり、そのためのイ

転させることが魅力的な手段の一つだった

ンサート配置角度を導き出す必要があった

のです。このような背景から、約10年前か

のです。

初代ロータリーバイト

当社従来工具に対し、8 ～ 10倍の長寿命を実現

理論的にインサートの回転力を算出する

ターです。

加工中の様子

次なる課題は、ミーリング工具の形状面

化できますが、切削抵抗を受けとめる超硬

めとして、さらにはターニング加工用のバイ

における特有の課題ともいえる、非常に狭

シートは均一に荷重されることがなく、主に

トタイプなどへの展開も予定されています。

いスペースへのインサートの配置でした。こ

切れ刃直下部分に集中して負荷がかかり

また、インサートサイズを展開することで、ラ

の狭いスペースに搭載できる、なるべく小さ

ます。インサート、超硬シートのどちらも超

ンピング加工への対応なども検討しており、

な回転機構を考案しなければなりません。

硬でつくられていますので、局所的に負荷

従動型ロータリーカッターとしても、さらなる

そのためには、切削中にインサートをスムー

がかかった状態でそれぞれが接触して回

進化を図っていきます。

ズに回転させるべく、インサートの穴とクラン

転し続ければ、その部分が偏摩耗すること

プねじとのクリアランスを最適にする必要が

が避けられません。この問題を解決するた

あります。小さすぎると引っかかりが生じて

め、インサートと超硬シートの間に、金属で

しまい、大きすぎるとガタつきが発生します。

できた可動シートを緩衝材として組み込むこ

また、工具剛性という観点からは、インサー

とになりました。

トの大きさに対するクランプねじの太さも重

■機構の仕組み

インサート

このようにさまざまな課題を一つひとつ着

要になってきます。この課題に対しては、検

実に解決していくことで、切削抵抗を利用

討・解析・試作・実験を何度も繰り返し、最

してインサートを回転させる新型のロータ

終的にはクランプねじの上部にばねを組み

リーカッターがついに完成しました。ロータ

込むことなどを行い、最適なクリアランスと

リー工具の最大のメリットは、コーナーチェ

強度を両立する回転機構を考案しました。

ンジが不要となる長時間の
（無人）切削で

回転機構のシンプル化・小型化の実現によ

すが、実際に下記グラフの通り、耐熱合金

り、ロータリーカッターの完成に目途が立ち

の加工において、当社従来カッターの1コー

始めた矢先、新たな課題が発生します。そ

ナーに対し、8 ～ 10倍の長寿命を実現して

れが、インサートの底面と工具本体に取り

います。

付けられている超硬シートが回転接触する

この従動型ロータリーカッターは、2017

ことによる偏摩耗の発生です。インサート

年内の発売を予定していますが、今後は、

が回転することで、切れ刃の損傷は均一

エンドミルタイプ、正面フライスタイプをはじ

可動シート

ばね

固定シート
回転軸

軸固定ねじ

特開2016-2638

■耐熱合金切削試験結果〈エンドミル転削加工〉
■インサート回転の駆動力の仕組み

切削力

0.35

逃げ面摩耗量(mm）

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
インサート半径方向への分力
インサート周接線方向への分力⇒駆動力
インサート厚み方向への分力
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0

2

従来固定式工具 N-1

ロータリー工具 N-1

従来固定式工具 N-2

ロータリー工具 N-2

4

6

8

10

12

14

切削長[m]（12m：除去体積200cc）
切削条件：vc=30m/min. fz=0.1mm/t ap=1.0mm ae=18mm単刃・Wet切削 被削材：Inconel718
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WA

和をやしなふ

WA

手裏剣

手裏剣の種類
手裏剣には、大きく分けて棒手裏剣と車剣が

メージしやすいのが車剣だと思います。周囲

あります。棒手裏剣は、その名の通り一直線

全てに刃がついているので、どの部分が当

の棒状の手裏剣で、車剣よりも製造が簡単な

たっても敵に傷を負わせることのできるメリット

上、威力も大きいものです。車剣は棒手裏剣

があります。

と違い、さまざまな形があります。一般的にイ
右上の棒状のものが棒手裏剣、
その他が車手裏剣。それぞれさまざまな形がある

手裏剣の持ち方・打ち方
持ち方

使用する場面によってさまざまな持ち方があります。特に決まった型はなく、どんな状況でも確実に的に命中すれば良しとされていました。

【棒手裏剣】

【車手裏剣】

持ち方１

持ち方２

持ち方３

打ち方
【本打ち】

【横打ち】

手裏剣の最もオーソドックスな打ち方。上から振り下ろして打ちます。

手裏剣を片手で持ち、横からスライド
させて打つ方法。マンガによく見られ
る両手をこすりながら打つ方法に似て

歌川国貞「艶紫娯拾餘帖」
屋敷に忍び込んだ忍者が戦う様子が描かれている

いますが、あれは現実には不可能で
しっかりグリップしなければ威力は出ま
せん。

手裏剣とは

「忍

者の専売特許」というイメージの強

説が存在しています。手裏剣は打つと最大

す。その形は、流派ごとに異なり、統一はされ

い手裏剣。しかし、実際は武士のほ

で14〜15mほど先の敵を攻撃することができ

ていませんが、色は真っ黒という共通点があり

とんどが弓・槍・剣術と共に修練し、忍者以外

ます。小さく黒いのは見えにくくするためであ

ます。この黒は焼き入れの前に、熱した手裏

も使用していた武器でした。江戸幕府最後の

り、敵にとっては避けにくい武器でした。しか

剣に綿布をかけて炭をこびりつかせることで

将軍、徳川慶喜も好んで修練し、その技術は

し、急所に当たらなければ致命傷を与えるこ

つくられています。こうすることで目立ちにくく、

名人の域だったといわれています。手裏剣は

とはできません。そのため、主に投げつけて

錆びにくく、そして表面が適度にざらつくため、

いつ誕生し、どうやってつくられたのか、確か

敵を油断させて斬りかかるまたは逃げる、もし

持ちやすく、毒をつけやすくしたのです。

な定説はありません。ただ、戦国時代の「打

くは手裏剣自体に毒を塗るなどして使用して

ち物」が発展したという説や中国の投擲
（とう

いたといわれています。手裏剣には大きく分け

てき）術が伝来して手裏剣になったなどの諸

て「棒手裏剣」と「車剣」の２種類がありま
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に入れて腰に下げていました。また、
胸元の隠しポケットなどに数枚忍ばせ
ておき、いざというときの防弾・防刃に
もしていたそうです。

の「忍び」が姿を消していく江戸後期になる

鳥時代。聖徳太子が「志能備
（しの

主君に敵の状況を伝えました。そのため、生

と、小説・芸能では虚像としての忍者が描か

び）
」と呼び用いた、朝廷の情報を収集する

きて逃げ帰ることが最も重要であり、手裏剣を

れていきます。そこでは、摩訶不思議な忍術

集団といわれています。その後「忍び」とし

はじめとしたさまざまな技術を習得していまし

を使って盗みに入るというパターンが多く描か

て、史料上存在が確認できるのは南北朝時代

た。また、忍者といえば屋根裏に潜んで盗み

れ、歌舞伎や浮世絵などで「黒装束に手裏

（1336〜1392年）以後であり、
「忍者」という

聞きをするというイメージがありますが、実際は

剣」という現代につながる忍者のイメージが

呼び方が定着したのは1955年頃
（昭和30年

土地の人と仲良くなって情報を聞き出すことが

形成されていきました。ただ、忍者の情報は

代）
になってからとされています。

多かったようです。平和な江戸時代が訪れる

まだまだ謎が多く、今後研究が進んでいくこと
で、さらなる発見があると考えられます。

を自国の政治に生かすための情報収集とい

んでした。戦国時代の忍びは、各地の大名に

う仕事も行っていたようです。だんだんと実在

本号は、第1号の続編となる航空機
産業にフォーカスしています。世界最
く投入され、つくられている航空機。
今回は、そのような航空機の部品を実
際に切削加工している現場の生の声
をお伝えすることで、この業界ならで
はのものづくりの醍醐味や奥深さ、楽
しさなどが感じられるのではないでしょ
うか。また、本号では新素材として普
段よく耳にするCFRPの特集も組んで
ですが、その誕生の歴史に迫ってみ

手裏剣をまっすぐに的に向かって打ち込む

ると、そこには何としてでも製品化を実
現させるという日本メーカーの熱い想

仕え、敵国への侵入・情報収集などを行い、

と、警護が主な任務となり、隣国の政治状況

くお礼を申し上げます。

います。今でこそ日の目を見たCFRP

一

忍者の役割や認識も時代と共に変化してい

ご支援のおかげで発刊することができ
ました。まずはこの場をお借りして、厚

いがありました。

者の起源の一説は、約1,400年前の飛
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手裏剣を持ち歩くときは、鹿の皮の袋

忍者の豆知識

きますが、その主な役割は戦闘ではありませ

今回のMMCマガジン第5号も、前
号までと同様、多くの関係者の皆様の

先端の素材や加工技術が惜しげもな

【手裏剣の携帯方法】

的に向かって手裏剣を構える

忍者とは

忍

編集後記

忍者の武器

手裏剣の他にも、忍者は多くの武器を持って
いました。その中のひとつ「鎖鎌」はコンパク
トにできていて、柄は片手で握って少し余る
程度の大きさだったそうです。これを懐中に忍
ばせ、いざというときに使っていました。

二

歴史上の人物の忍者説！
？

「実は忍者だったのではないか」と噂されて
いる歴史上の人物は少なくありません。例え
ば、
「奥の細道」の著者で、日本中を渡り歩
いた松尾芭蕉や大盗賊の石川五右衛門な
ど。私たちが知らないだけで、多くの人物が
忍者だったのかもしれません。

これからも一層の拡大が見込まれる
航空機産業。本号が、この業界の素
晴らしさ、やりがいを含め、ぜひそこで

三

忍者装束は黒ではなかった

忍者といえば「黒い服」というイメージがあり
ますが、必ずしもそうではありません。忍術三
代秘伝書の一つ「正忍記」には濃い茶色や
紺色の装束を着ていたと記されています。電
気のない時代では、黒に近い色なら十分闇
に紛れることができていたのです。

働いてみたいといったワクワク感を一
人でも多くの人に感じていただくきっか
けになることで、今後の航空機産業の
一助となれば幸いです。
編集部 名田 豊
Your Global Craftsman Studio Vol.5
2017年6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-17-E0 04
2017.6DS Printed in Japan EK(4C)

加 工 事 業カンパニー

あなたの、世界の、総合工具工房。

http://www.mitsubishicarbide.com

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

