
第 18 回研究評価委員会 

資料 4-2-4 

 

 

 

「高度機械加工システム開発事業」 

事後評価報告書（案）概要 

 

 

目  次 

（頁） 

 

分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・  １ 
 
 
プロジェクト概要・・・・・・・・・・・  ２ 
 
 
評価概要(案)・・・・・・・・・・・・・  ８ 
 
 
評点結果・・・・・・・・・・・・・・・   １７ 

 

 
 
 
 



 1

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 
「高度機械加工システム開発事業」（事後評価） 

分科会委員名簿 

 
（平成２０年７月現在） 

 
氏名 所属、肩書き 

分科 
会長 安井

や す い

 平司
へ い じ

 

熊本大学 大学院自然科学研究科教授 

分科会長

代理 松本
まつもと

 將
すすむ

 

早稲田大学 大学院情報生産システム研究科教授 

金武
かねたけ

 直
なお

幸
ゆき

 

名古屋大学 大学院工学研究科教授 

鈴木
す ず き

 裕
ひろし

 

九州工業大学 情報工学部機械情報工学科教授 

先端金型センター長 

竹内
たけうち

 芳
よし

美
み

 

大阪大学 大学院工学研究科教授 

古
ふる

君
きみ

 修
おさむ

 

九州大学 大学院工学研究院教授 

森田
も り た

 浩
ひろ

充
みち

 

（株）デンソー 生産技術部第２生産システム室室長

委員 

山下
やました

 郁
いく

雄
お

 

日刊工業新聞社 編集局科学技術部部長 

敬称略、五十音順 
 

事務局：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
研究評価広報部 

 
 
 



 2

プロジェクト概要 

 作成日 平成２０年６月２６日 

制度・施策（プログラム名） 新製造技術プログラム 

事業（プロジェクト）名 高度機械加工システム開発事業 プロジェクト番号 Ｐ０５０２４ 

担当推進部／担当者 機械システム技術開発部／大石 朗 

０．事業の概要 

我が国製造業の源泉は製品を生産する手法や過程におけるプロセス技術とそれらを
支える工作機械をはじめとする高度な機械加工システムにあるといわれている。しか
しながら、近年、国際競争の激化による製造現場の海外流出など様々な要因を背景に
その製品を生産する手法や過程における技術に係わる国際的優位性が失われつつある
との懸念があり、これが我が国製造業の競争力の低下につながりかねない事態となっ
ている。 新の技術を導入し、プロセス技術の革新を図ることにより、我が国経済社
会の基盤である製造業の競争力を維持・強化するとともに、新たな高付加価値産業を
創造するプロダクトイノベーションを促す環境を整備することを目的とする新製造技
術プログラムの一環として、本プロジェクトは機械加工システムの飛躍的高度化を推
進する。 

自動車産業は現在 40 兆円超の市場を持ち、今後もこの市場を維持することを期待さ
れている。また、情報家電産業は近年注目を集めている産業分野（新産業創造戦略の
一分野に指定）であり、2010 年の市場予測では 18 兆円産業と言われている。市場のグ
ローバル化やアジア諸国の製造業の台頭が著しい状況の中、これらの産業界が市場を
維持・拡大するためには、製品性能の向上・安定化、製造コストの削減、製品モデル
変更への迅速な対応、高度な部品の供給、環境問題への対応など、製造に係る技術の
向上で国際競争力の強化を図る必要がある。 

このような状況の中、製造業を支える機械加工システムに対しては、従来以上の高
効率化・高精度化、生産ライン変更の迅速化、省エネルギー化等が強く望まれている。

上記背景を踏まえ、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「Ｎ
ＥＤＯ技術開発機構」という。）は、我が国製造業の国際競争力維持・強化を図ること
を目的として、我が国自動車産業や情報家電産業などの製造現場に導入され、高付加
価値製品の高効率加工に資する高度機械加工システムの研究開発事業を行う。 
当該研究開発事業は、経済産業省において研究開発の成果が迅速に事業化に結びつき、
産業競争力強化に直結する「経済活性化のための研究開発プロジェクト（フォーカス
２１）」と位置付けられており、次の条件のもとで実施する。 
・技術的革新性により競争力を強化できること。 
・研究開発成果を新たな製品・サービスに結びつける目途があること。 
・比較的短期間で新たな市場が想定され大きな成長と経済波及効果が期待できること。
・産業界も資金等の負担を行うことにより、市場化に向けた産業界の具体的な取組が
示されていること。 
 

Ⅰ．事業の位置付け・必要
性について 

量産製品においては、従来以上のコストダウンだけでなく、一層の高付加価値化が
望まれている。量産製品であってもユーザニーズの多様化により、多様な製品の供給
が求められている。このため、加工システムには、高精度化・高効率化を実現すると
ともに、製造仕様や生産量の変化に迅速且つ低コストで対応可能な製造ラインをフレ
キシブルに構築できるシステム開発が必要である。 

また、機械加工システムの飛躍的な高効率化、高精度化を図る上では構造部材の持
つ機能の高度化（例えば制振性、熱特性、剛性、減衰能等の向上や軽量化）を図るこ
とも重要となる。そこで、高度機械加工システムを構成する新構造部材の開発が必要
とされている。 
 

Ⅱ．研究開発のマネジメントについて 

 

事業の目標 

従来以上に付加価値の高い製品の製造効率を飛躍的に高めるとともに、省エネルギ
ーに資する高度機械加工システム等を確立する。この目標を達成するために、研究開
発高項目毎に達成目標を設定。 
 
 
 



開発項目 H17fy H18fy H19fy  

事業の計画内容 

＜助成事業＞ 
① 量産品の高度機械加工システムの開発 
② 少量生産品の高度機械加工システムの開発 
③ 高度機械要素の開発 
④ 高度制御・補償技術の開発 
＜委託事業＞ 
①高度機械加工システムの新構造部材の開発 
Ⅰ．高剛性高減衰能構造材料と評価技術の開発
Ⅱ．軽量高剛性構造材料と評価技術の開発 
②高機能摺動部材と評価技術の開発 
 

    

会計・勘定 H16fy H17fy H18fy 総額

一 般 会 計 0 0   0 0

助成事業 80 240 149 469

特 別 会 計 
（高 度 化） 

委託事業 231 356 153 740

開発予算 
（単位：百万円） 

総 予 算 額 311 596 302 1,209

経済産業省担当原課 製造産業局産業機械課 

運営機関 新エネルギー・産業総合開発機構 

プロジェクトリーダー
兼アドバイザー 

稲崎一郎 

助成先 

富士機械製造株式会社、株式会社ジェイテクト、キタムラ機
械株式会社、ヤマザキマザック株式会社（再委託先：国立大
学法人京都大学、三菱電機株式会社、日本精工株式会社）、
オークマ株式会社 
 

開発体制 

委託先 

独立行政法人産業技術総合研究所、東芝機械株式会社、株式
会社森精機製作所（再委託先：国立大学法人大阪大学産業科
学研究所、国立大学法人大阪大学接合科学研究所） 
 

情勢変化への対応 

学会等での情報収集や国内外での研究機間の 新研究開発状況の把握を行い、技術・
社会・経済動向をプロジェクトに的確に反映させるため、常にＰＬ・委託先・助成先
との連携をとり、情勢の変化に対応できるように努めた。また、限られた予算でより
大きなプロジェクト成果を挙げるために、参加企業の責任の明確化を行うことが必要
であり、委託事業についてはＮＥＤＯと企業とが直接に契約を結んだ。さらに、国際
的優位性を維持・強化するべく、高い目標設定とした。 
 

Ⅲ．研究開発成果について

以下、本プロジェクトによって得られた主な成果の概要を記す。 
＜助成事業＞ 
：実用化を目的とした機械加工システム、機械要素、制御技術等
の開発 
①量産品の高度機械加工システムの開発 

Ⅰ．一体型ディファレンシャル・ギアケースの量産加工 
システムの開発 

・ 内面加工切削を世界で初めて実現し、ワーク内面の旋盤
加工技術を確立した。 

・ これにより加工精度は従来比 1/2 を実現した。 

  
 

図 内面加工ツール
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Ⅱ．量産品の高度工程集約を実現する複合加工機の開発 
・ 高能率荒加工新工具・機上レーザ熱処理技術・高精度砥

石自動交換技術・高速高精度多自由度機構の開発を行
い、シャフト形状量産部品において、旋削・穴あけ・溝
加工・焼き入れ・研削・ラップの多段工程を 1台に集約
することに成功した。 

・ これにより、加工精度 1/5、生産コスト 2/3、ライン変
更期間 1/3（ 終評価中）を実現した。 

②少量生産品の高度機械加工システムの開発 
・ 1クランプで６面加工を可能とする新クランプ機構の開

発に成功（世界初）。 
・ これにより、複数の機械による加工を 1台に集約し、段

取り時間の大幅短縮と省スペース化ができるようにな
った。 

③高度機械要素の開発 
・ ＤＮ値 300 万（50000min-1）、立ち上がり時間 3秒以内の

小型主軸ユニットが可能となった。 
・ 90 度旋回に要する時間 0.38 秒、位置精度 1.31 秒の旋

回性能が得られた。 
④高度制御・補償技術の開発 

・ 高度適応制御機能を開発して適用することにより、加工
異常を抑制・回避し、トータル加工時間や工具コストを
2/3 以下に削減できた。 

・ 送り軸の加減速に伴うたわみ誤差を検出してフィード
バックするシステムを開発し、主軸のたわみを補償し
て、加工誤差を大幅に低減することに成功した。 

 

＜委託事業＞ 
：新構造部材開発及び新機能表面創製や設計支援ツール開発等の
基礎的・基盤的研究 
①高度機械加工システムの新構造部材の開発 
Ⅰ．高剛性高減衰能構造材料と評価技術の開発 

・ 世界 高水準の減衰能と剛性を両立する（現用鋳鉄材料
比で３倍以上の対数減衰率と同等の剛性を有する）構造
用鋳鉄材料の開発に成功した。 

・ また、この開発材を実機適用し部材単体としての減衰性
能を確認した。工作機械全体としての効果にも評価中。 

・ 工作機械の設計指針の導出が可能な設計支援ツールの開
発を行い、設計評価が行えることを確認した。 

・ 開発材料性能を考慮した設計評価を試算可能となった。 
Ⅱ．軽量高剛性構造材料と評価技術の開発 

・ 窒素ガス圧 2.5MPa で溶解して大気中で連続鋳造するこ
とにより気孔率 50%のロータス炭素鋼が得られた。 

・ この構造部材を複数本溶接して作製した工作機械用サド
ル部材では単体で 41%の軽量化、工作機械としての消費
電力は 15%削減に達した。 

・ 対数減衰率は鋳鉄製及び一般構造用圧延鋼材製サドルに
劣るが、残留振動測定では両者より優れることを確認。 

・ ロータス炭素鋼に適した溶接方法として、マグアーク溶
接を基本とした新溶接施工法を考案した。 

②高機能摺動部材と評価技術の開発 
・ コーティングによる摺動材料の開発、パターニングによ

る摺動特性発現、適切な潤滑油分子選定により、混合潤
滑から流体潤滑領域で、摩擦力変動を従来の 1/8、境界
潤滑領域で 1/3 に低減できる見通しが得られた。 

 

・   

 
図 微細パターニ

ング技術で形成さ

れたマイクロディ

ンプル摺動表面 

 
図 高剛性高減衰能

鋳鉄のミクロ組織 

図 ロータス型

ポーラス炭素鋼

連鋳材の断面マ

クロ組織 

図 １チャッキン

グ６面加工機 

図 高度適応制御

機能を有する主軸

ユニット

 
図 小型高速主軸

と高精度位置決め

旋回軸 

図 機上レーザ熱

処理技術 
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表 成果一覧表（括弧内は国外対象分を示す） 

 特許 発表 論文 著書解説 展示会 新聞発表 受賞 

助成事業 39(4) 3(1) 1 - 2 1 - 

委託事業 11(4) 44(13) 15(13) 2 2 - 1 

 

合 計 50(8) 47(14) 16(13) 2 4 1 1 

Ⅳ．実用化、事業化の見通
しについて 

＜助成事業＞ 
一体型ディファレンシャル・ギアケース新加工システム 

開発加工システムは内覧会や展示会にて積極的に市場ＰＲしていく。既にユーザ
からの引き合いが来ており、平成２０年度にユーザーワークによるテストカット
や加工ワークの組み付け評価および市場動向再調査結果をもとに市場投入機設計
を行い、市場投入する。 

高度工程集約複合加工機 
高能率荒加工新工具、機上レーザ熱処理技術等、設備コスト、ランニングコスト
の 終評価、及び社内量産ラインでのＦＳによる適用性の見極めを行った後に商
品化（平成２０年１２月に商品化機先行開発、平成２１年度には商品化の計画）

1チャッキング６面加工機 
携帯電話用金型の作製時間は従来比 1/4 が見込め、実用化事業化に向けて改造、
検証を行い、平成２２年度に見本市に出品する計画。 

インテリジェント主軸ユニット、高度適応制御機能、動的たわみ補償機能 
平成２０年度に実証機評価を行い、動的たわみ補償機能については平成２１年度、
に商品化を目指す。インテリジェント主軸ユニットおよび高度適応制御機能につ
いては平成２０～２１年度の商品化を目指す。 

主軸ユニット 
主軸用高速高出力コンパクトモータ、スーパーリーン潤滑、予圧切替機構として、
当面は要素技術ごとの実用化を目指す。信頼性の向上、製造技術見直しによる量
産対応でコストダウン、高性能主軸に対応した来機体本体の開発等を行う。 
 

＜委託事業＞ 
高剛性高減衰能構造材料 

世界 高レベルの特性（剛性・減衰能）が得られており、その性能が 大限に 
発揮できる適用部材・構造を求めて実用化していく。大容量溶解、コスト削減、
品質安定に課題があり平成２０年にこれらの課題に対応し、平成２１年に事業化
検討を行う。また、工作機械の概念設計評価手法については動剛性向上のより確
かな検証やソフトウェアのプログラミング等を行い、平成２１年度には一般公開
して、情報収集と改良を併行して進める。 

 軽量高剛性構造材料（ロータス型ポーラス炭素鋼） 
ロータス型ポーラス炭素鋼の基本的な製造条件が得られた。今後、実用化、事業
化のために、作製条件 適化、コストダウン、及び量産技術開発を行い、自動車
部品加工用マシニングセンタの適用に繋げる。 

 高機能摺動部材 
案内面試験機による速度変動試験・加重変動試験、工作機械によるベンチ試験を
行い、実機対応型評価方法を確立することで実用化に繋げていく。 
 

事前評価 開発期間３年につき中間評価の実施なし  

Ⅴ．評価に関する事項 

評価予定 平成２０年度事後評価実施予定  
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Ⅵ．基本計画に関する事項

（１）改訂履歴 
・平成１７年３月、制定。 
・平成１８年３月、プロジェクト基本計画等の体系の整理に伴う様式の変更。 

（２）基本計画の変更 
   ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経

済的状況、内外の研究開発動向、政策動向等を総合的に勘案し、達成目標、実
施期間、研究開発体制等基本計画の見直しを弾力的に行う。 

（３）根拠法 
  本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第

１５条１項第１号ハ及び３号に基づき実施する。 
以上、基本計画書記載の通り 
 

 



 高度機械加工システムプロジェクト全体の研究開発実施体制 

 

オークマ
株式会社
②(高度制御・補

償技術の開発）

株式会社
ジェイテクト
④（量産品の高度
機械加工システム
の開発)量産品の高

度工程集約を実現す
る複合加工機の開発

富士機械製造
株式会社
④(量産品の高度機械

加 工 シ ス テ ム の 開
発）一体型ディファレ
ンシャル・ギアケースの
量産加工システムの開発

キタムラ機械
株式会社
③ (少量生産品の

高度機械加工シス
テムの開発）

ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ
株式会社
（再委託)

京都大学京都大学
日本精工株式会社日本精工株式会社
三菱電機株式会社三菱電機株式会社

①(高度機械要素
の開発）

ＮＥＤＯ技術開発機構

アドバイザー
中部大学 総合工学研究所長・教授
稲崎一郎

助成１／２以下

オークマ
株式会社
②(高度制御・補

償技術の開発）

株式会社
ジェイテクト
④（量産品の高度
機械加工システム
の開発)量産品の高

度工程集約を実現す
る複合加工機の開発

富士機械製造
株式会社
④(量産品の高度機械

加 工 シ ス テ ム の 開
発）一体型ディファレ
ンシャル・ギアケースの
量産加工システムの開発

キタムラ機械
株式会社
③ (少量生産品の

高度機械加工シス
テムの開発）

ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ
株式会社
（再委託)

京都大学京都大学
日本精工株式会社日本精工株式会社
三菱電機株式会社三菱電機株式会社

①(高度機械要素
の開発）

ＮＥＤＯ技術開発機構

アドバイザー
中部大学 総合工学研究所長・教授
稲崎一郎

助成１／２以下

 （助成事業） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図     研究開発の実施体制 
2.3.2 推進委員会の設置について 

四半期に一度の開催頻度で、外部識者を加えた推進委員会を設置して専門的立場から

技術的助言を受けられるようにして、プロジェクトの実施計画、進捗状況、成果 研究開発

（委託事業） 

・株式会社森精機製作所
（再委託)大阪大学産業科学研究所

大阪大学接合科学研究所

①-Ⅱ（高度機械加工システムの

新構造部材の開発）
軽量貢剛性構造材料と評価技術の開
発

・独立行政法人産業
技術総合研究所

・東芝機械株式会社
①-Ⅰ（高度機械加工システ

ムの新構造部材の開発）
貢剛性高減衰能構造材料と評価
技術の開発

ＮＥＤＯ技術開発機構

プロジェクトリーダー
中部大学 総合工学研究所長・教授
稲崎一郎

・独立行政法人産業
技術総合研究所

②（高機能摺動部材と評価
技術の開発）

・株式会社森精機製作所
（再委託)大阪大学産業科学研究所

大阪大学接合科学研究所

①-Ⅱ（高度機械加工システムの

新構造部材の開発）
軽量貢剛性構造材料と評価技術の開
発

・独立行政法人産業
技術総合研究所

・東芝機械株式会社
①-Ⅰ（高度機械加工システ

ムの新構造部材の開発）
貢剛性高減衰能構造材料と評価
技術の開発

ＮＥＤＯ技術開発機構

プロジェクトリーダー
中部大学 総合工学研究所長・教授
稲崎一郎

・独立行政法人産業
技術総合研究所

②（高機能摺動部材と評価
技術の開発）
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「高度機械加工システム開発事業」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
近年、我が国におけるモノづくり技術の重要性が各方面から指摘され、我が国の

製造業が更に国際競争力を高めなければならない現状に鑑み、モノづくり技術の中

のキ－技術である「機械加工技術」について、その高度化の研究開発事業が非常に

少ない中、十分に費用をかけて本事業が行われており、NEDO 事業の方向としては

適切であると考えられる。 
基礎技術、要素技術、統合技術の 3 分野、合計 8 件のテーマ選定は妥当であり、

バランスも良い。大きな新規性が感じられる開発技術も含まれ、当プロジェクトの

狙いとする「製造技術高度化による国際競争力の強化」につながる成果が概ね得ら

れている。 
しかしながら、各テーマの目標設定については、なぜ、その目標を定めたのか、

根拠や背景を、かなり詳細に検討し達成度の評価を行う必要性がある。 
また、このようなコンペティティブな分野で一つの開発目標を掲げて参加企業が

協同することが困難であることは十分理解できるが、全体の事業構想における目標

と各事業個々の目標との関連が必ずしも明確ではない部分もあり、結果として本技

術開発と国際競争力向上と今後の改善の必要性等との関係が曖昧になっていること

は否めない。また、要素技術の開発にとどまり、実用面での実証に至っていないテ

ーマがいくつかあった点は改善すべきと考える。 
終目標である実用化に至る道程は必ずしも容易であるとは限らない。逐次成果

を確かめながら、費用対効果の検討を行い、実用化推進が図られることが望まれる。 
 
２）今後に対する提言 
今後の実用化にあたっては、個々のプロジェクト実施者が、費用対効果を考え、

再度厳密なベンチマークを行い、世界の中での技術の位置づけを明確にしながら、

本技術領域の開発を継続していけば、新たな国際競争力強化につながる可能性が大

きい。基礎技術として材料、トライボロジー、主軸などに加え、更に幅広い工作機

械要素の開発を行うことも、機械加工技術の高度化に寄与するものと考えられる。 

我が国の国際競争力を更に高めるために、要素技術を高度化するとともに、その

要素技術を総合的・融合的に一体化し、まとめ上げて、今までにない斬新な高度機

械加工システム構築を行うことが重要な課題であろう。競合する企業がそれぞれ得

意な技術を核に、要素技術を展開しており、それを融合化、総合化するのは極めて
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困難が伴うと考えられるが、コンソーシャムを形成する等により、新規の高度加工

システムを実現することが望まれる。 

 

２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
モノづくりの基盤技術である機械加工技術の高度化は、国際競争力強化に不可欠

であり、事業目的は妥当である。製造コスト削減、モデル変更への迅速な対応、高

機能な部品の供給等を実現する技術の高度化には多額の費用がかかり、企業、研究

機関単独では非常に困難であり、NEDO が取り組むべき課題と考える。また、個別

テーマの実施者間での競争が激しい産業分野でありながら、助成事業と委託事業と

をうまく組み合わせ、参加企業の研究開発促進を後押ししている点は高く評価でき

る。 
しかし、費用対効果についての検討は十分ではない。高付加価値な革新的新技術

を創成することが基本であるが、事業として見た場合、この点を明らかにしておく

ことが重要であると考えられる。 
本技術開発は自動車、情報家電等以外の多くの機器への適用が可能と考えられる。

各機器に対応する材料、トライボロジー特性、機械特性等を明確化し、本開発技術

の使用拡大を行うことが望まれる。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
国際競争力の強化を目指した機械加工技術の高度化という事業の目的に対して、

各個別テーマの開発項目、実施計画、実施体制は、概ね妥当である。材料とトライ

ボロジーなどの基礎技術も含めて実施した点は高く評価できる。プロジェクトリー

ダー選任も妥当であり、斬新なアイデアを提案し、実施できる企業が選定されてい

る。 
しかしながら、現有技術との相対値を目標とした点は、成果が現有技術のレベル

に支配されるので曖昧であり、現有技術レベルが低い方が、改善度が大きくなる傾

向になる。現状の技術ベンチマークを徹底し、できるだけ定量的な絶対値で管理す

る管理が望ましい。達成目標の設定根拠（精度や効率への効果）が明確に示されて

いないテーマも多く、個別テーマの設定と到達目標が、各実施体の提案に沿って実

施されている。事業実施前に、目標値の総合的な検討と調整が必要であったと思わ

れる。 
 
３）研究開発成果について 
助成事業は、目標が概ね達成されている。ハードルが高くリスクの大きい委託事

業は目標達成度が比較的低いが、得られた成果を総合的に判断すると、その水準は

世界的に見て高水準である。目標値自体を高く設定しており、本到達度でも国際競
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争力強化に寄与できる。各テーマでバラツキはあるが、特許化の取り組み、論文な

どの発表、展示会への参加、新聞発表は積極的に行われており、工作機械分野での

新たな技術領域の開拓に期待できる。 
しかし、目標未達成の開発テーマにおいて、目標達成までの課題解決の具体的な

方針が明確に示されていないものがある。国際標準化などの取り組みは、今後の課

題として挙げられる。成果の汎用性を高めるためには、各実施事業体の成果を、テ

ーマごとに汎用化のために再構築しておく必要性がある。 
知財（特許）の件数が比較的少ない。これは、ノウハウに属する開発案件もある

ことで理解できるが、周辺特許も含めた特許調査結果が十分に行われていない可能

性もある。ノウハウと特許の棲み分けを明確にし、成果の項目にノウハウの事項も

評価して行くと良い。なお、個々の開発技術の論文・特許等も、もちろん重要なこ

とであるが、その技術を適用した実用化機器での成果についての更なる発表が期待

される。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
開発された技術や機器は、初期に立案した目標に到達しているか、あるいは近い

レベルまでに至っている。ほとんどの案件は実用に至る手順が明確に示されており、

事業化が期待できる。 
 しかしながら、その結果が 終目標である実用化と直接的につながる状態になる

には、現段階で考えるとまだ課題があり、実用化は必ずしも容易ではない。また、

事業化、市場投入の際には、マーケットリサーチや売上高予測が欠かせない。今回

の資料の中には、その種のデータがあまり見当たらなかったが、出来る限り市場性

に関わるデータを検討し、実用化に繋げることが必要である。 



個別テーマに関する評価 

 

 成果に関する評価 実用化・事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①高度機械加

工システムの

新構造部材の

開発（委託事

業） 

新構造用材料として、大きな減衰能をも

つ新たな鋳鉄が開発されたことは評価で

きる。また、ロ－タス炭素鋼の製造技術を

確立し、ロ－タス炭素鋼を工作機械に適用

した場合の軽量化・高制振性等の効果も見

られることは評価できる 
概念設計支援ツールは、加工機メーカだ

けでなくユーザーにも複雑構造化する加

工機の 適構造を把握する技術として意

義がある。 
しかし、開発された工作機械の概念設計

ツールは、シミュレーション技術に基づく

ものであり、実機での検証を考慮しない

と、どの程度の有用性があるのか不明確の

ままとなる。また、剛性の目標値は、本材

料の適用される部位によって異なるので、

その観点から適用限界を見極める必要が

ある。 
新開発鋳鉄材料やロータス炭素鋼を用

いた工作機械を使用し、機能特性の変化

を、より詳細に検討し、その優位性を更に

明確に示すことが、開発した新材料技術を

活かすために重要である。 
 

新開発鋳鉄材料を工作機械に適用

し、既存の鋳鉄材料に比較して、良好

な結果が得られている。ロ－タス炭素

鋼の実用化については、工作機械のサ

ドルや主軸筒等に用い、幾つかの効果

ある結果を見い出しており、実用化が

期待される。 
しかし、新開発鋳鉄材料やロータス

炭素鋼を構造材として使用した場合の

長期的精度安定性を始めとする材料特

性の詳細な検討や、製造価格を含む製

造技術の構築等に課題を残していると

考えられる。実用化に向けた諸課題を

上手く摘出し解決して行くことが望ま

れる。なお、ロータス炭素鋼の場合、

部材を溶接して構造体にしているが、

その現状での実用的有効利用を、コス

トや強度から勘案しながらも将来的に

は強度的に信頼性の高い一体鋳造体の

製造技術の確立も目指して欲しい。 
 

今後の工作機械には

工作機械メーカ毎の要

望を取り入れた汎用性

の高さを求めるよりも

工作機械メーカ毎の専

用システムとして開発

を進めるべきと考え

る。高減衰能を持つ材

料を開発することは工

作機械の高性能化に不

可欠であり、積極的に

推し進めて頂きたい。

合わせて、設計支援ツ

ールの改良改善も推し

進め、概念設計の段階

で有用なツールの構築

を目指して欲しい。ま

た、工作機械の構造部

材として実用化するだ

けでなく、今までの成

果を基に他製品の構造

部材としての展開も広

く視野に入れた検討が

望まれる。 
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 成果に関する評価 実用化・事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②高機能摺動

部材と評価技

術の開発（委

託事業） 

摺動機構には多くの複雑な要素が関係

し、定量的な検討が難しい中、プラズマ溶

射等を用いたコーティング技術による摩

擦特性、パターニングによる摩擦特性、潤

滑油と摩擦特性といった内容で、案内面試

験機を製作し、総合的に案内面の摩擦特性

改善に取り組み、案内面の設計指針を出そ

うとしている点は評価し得る。 
しかし、革新的な新技術の開発の観点か

ら、定性的解析とは明確に異なる、より定

量的解析に踏み込んだ、摺動部材としての

機能向上法の検討が期待される。 
設定目標については、相対的あるいは抽

象的であり、目標達成のための研究開発の

内容についても具体性に欠ける。いずれの

設定目標も未達成であり、研究開発の実施

計画が不十分であったと判断せざるを得

ない。また、機能向上に対するアプローチ

の考え方が不明確であり、実験に用いたパ

ラメータの必然性または考え方を明らか

にして行くことが必要である。      

高速域では効果が見られないもの

の、低速域では摺動特性に効果がある

ことが見い出されている。しかし、予

定していた実機に使用できる寸法での

評価が未完であり、現状では実用化が

できるとの結論は得られていない。今

後、これまでに得られた実用化につい

ての可能性を示すとみられる成果を、

十分に精査し、早急に、実用化の可能

性の可否を明確にする必要がある。と

の結論は得られていない。 
また、目標達成までの課題の十分な

抽出や課題解決の具体的な方針・対策

を明確にすべきである。特に、実用化

に向けての課題である動特性評価にお

ける精度向上と、実機をシミュレート

できる評価方法の確立を早期に達成す

ることが必要である。 
 

摩擦特性改善のメカ

ニズムの解明が望まれ

る。また、実機の案内

面の評価が可能になる

よう、案内面試験機の

改良に努めるべきと考

える。 
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 成果に関する評価 実用化・事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

 
③高度機械要

素の開発（助

成事業） 

荒加工から仕上げ加工まで一台で加工

可能な工作機械の開発を目標に、主軸を構

成する各部品を改善して組み合わせた新

型主軸がまとまったことは高く評価でき

る。また、主軸ユニット・旋回軸ユニット

の特性値が、初期に立案した目標値を達成

していることも評価し得る。 
 しかし、実加工の事例が少なく、加えて、

高回転数を用いた実機テストの結果が

明らかにされていないので、開発技術の実

用的効果が不明確である。実機テスト等を

行い既存工作機械との比較を行うことが

必要である。また、高速、高剛性化のため

の技術的な課題やグローバルなベンチマ

ーク結果が見え難い。これらの点を検討

し、今回の開発方向の妥当性を明確にする

ことが望まれる。 
 

モータの小型化、DN 値 300 万の実

現、優れた応答特性等は、種々の実験

において確認されている。今後は実切

削試験を繰り返しながら性能の確認を

取る段階にあり、複合加工機への適用

実用化が期待される。 
特に、今回実施した複数の要素開発

は必ずしも全てを同時に用いる必要は

無いので、対象機種に応じて使い分け、

コスト低減を図る工夫をして行くこと

が、実用化を大きく進捗させ、波及効

果を高くすると考えられる。 
 しかし、開発ユニットを組み込んだ

工作機械の評価は不十分であり、既存

ユニットを組み込んだ工作機械に対す

る開発ユニットを組み込んだ工作機械

の性能や価格の優位性を明確にし、実

用化に繋げることが必要である。 

 主軸ユニット・旋回

軸ユニットを組み込ん

だ工作機械の販売数

量・販売価格の予測を

行い、製造価格との比

較による利益を検討

し、実用化できる目途

を付けることが重要で

ある。今後、費用対効

果を考慮し、実用化を

推進することが期待さ

れる。 13 

 



 
 成果に関する評価 実用化・事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④高度制御・

補正技術の開

発（助成事業）

 各種のセンサを内蔵したインテリジェ

ント主軸ユニットの開発と適応制御の活

用により、 適な加工状態を維持し加工時

間の短縮及び工具寿命を延長することを

実現している。さらに、機械構造のたわみ

を自律的に補償する機能を開発すること

で、加工の高精度化をシンプルな制御手法

で実現したことは評価できる。 
 しかし、制御の必要性と効果は機械の剛

性に支配されるので、本開発技術が効果を

生む適用範囲を明確にするアプローチが

必要である。構造剛性を変えた更なる検証

実験が重要と考えられる。 
 また、切削加工では、加工初期には異常

がないが、加工を行うと工具摩耗により加

工精度低下が生じたり、力の変動に加え

て、温度変化によるたわみが発生したりす

る。これらに関しても新技術の観点から検

討し、技術構築がなされることが期待され

る。 
 

 既存の機械加工においては、加工異

常現象が検知し得ず、加工状態を改善

し得ないため、加工精度を維持するた

めに加工能率を低下させて作業を行う

場合も多い。これに対し今回の開発は、

センサを活用し、適応制御による工具

異常監視や負荷情報から加工異常の発

見、更には動的なたわみ補償等の多く

の機能が即実用化できるレベルまで行

っており、評価できる。 
しかし、高度インテリジェント工作

機械では、定常安定加工状態から異常

加工状態に至る場合の予知が出来るこ

とも重要であり、開発した技術をより

高度化し、広範な加工に適用できるよ

うな検討をすることが望まれる。また、

研究開発のスピードをさらに速めて、

信頼性と価格の問題をクリアして商品

化に繋げることが必要である。 
 

 時間的変化を伴う誤

差要因に対する補正機

能の開発は、工作機械

の高精度化を実現する

上で、今後ますます重

要になると考える。適

切なセンシング機能の

開発を含めて今後の展

開に期待する。 
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 成果に関する評価 実用化・事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤少量生産品

の高度加工シ

ステムの開発

（助成事業）

モールドベース 6 面すべての加工を 1
回のクランプで行える、独創性のある新ク

ランプ機構および 7 軸マシニングセンタ

ーの開発、制御ソフトの開発、干渉チェッ

ク機能を含めた 7 軸用ポスト処理の開発

を行っている。加えて、実加工も実施し、

システムの性能検証を行い、その開発目標

をすべて達成している。自動車や情報家電

以外の機器の部品加工分野への拡がりも

見られ，次世代に向けた開発技術と高く評

価できる。 
 その成果を 大限にするために、対象分

野の詳細な検討と、それに対応する製品ラ

インナップの戦略性が必要である。直方体

の工作物のみならず、多様な工作物への加

工事例を増やして、加工機の性能評価を進

め、更に汎用性の高いシステムにすること

が望まれる。 
 

NC 工作機械で 7 軸制御を本格的に

試みたのは世界で初めてであり、既に

基本技術の構築が済んでおり、対象部

品は限られるが、加工応用範囲が広い

ため、市場への適用が進むことが期待

できる。 
 制御軸数を増やすと自由度が増え、

その場合において生じる高速な CAM
及びポスト処理の実現が困難になると

いう問題を解決しており、多軸加工機

の実用面での利用拡大にも貢献できる

と考えられる。 
しかし、繊細な把持機構でもあり、

より多くの加工例で、開発技術の優位

性を明確にしておくことが望まれる。

また、加工のベースとなる７軸制御ポ

ストプロセッサの開発は外国に依存し

ているが、ソフト開発能力は十分有し

ているので、今後は独自で行える技術

の蓄積を目指すことや、操作性に優れ

た CAD／CAM の開発が重要な課題と考

えられる。 
 

 より詳細に適用可能

な加工物を検討し、そ

の優位性を明確にする

ことが実用化につなが

るとともに、販路拡大

と大きな普及につなが

ると考えられる。今後、

費用対効果を考慮し、

精力的に実用化を推進

することが期待され

る。 
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 成果に関する評価 実用化・事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥量産品の高

度機械加工シ

ステムの開発

（助成事業）

a)量産品の高度工程集約を実現する複合加工機

の開発 

シャフトの量産において、工程を集約化

した複合加工機を開発している。高能率工

具、可変傾斜研削法、といったオリジナリ

ティの高い技術開発を行うことで、目標ど

おりの面粗さ、真円度を実現して、目標を

ほぼ達成し、十分な成果が得られたと判断

できる。 
今後、更に、個々の開発要素技術の特性、

例えば、研削における砥石の寿命特性や形

直し・目直し特性等を検討し、 適技術を

構築することが望まれる。 
 
 
 

b)一体型ディファレンシャル・ギアケースの量

産加工システムの開発 

バイトを活用した内面切削装置の開発、

動力源と分離された工具（スライド）によ

る新しい内面加工技術を開発し、ディファ

レンシャル・ギアケースの加工精度向上と

工程集約を実現している。初期に立案した

目標値をほぼ達成しており、評価し得る。

今後の課題は、丸物仕上げ加工に特化した

点を汎用化することであろう。 

a)量産品の高度工程集約を実現する複合加

工機の開発 
2009 年度にも商品化を目指してお

り、実用化に向けてスピーディーな取

り組みがなされている。開発された各

要素技術の部分的な実用化も可能であ

り、それらを踏まえて、順次、 終的

な複合加工機の実用化につながる可能

性がある。 
しかし、多様な加工を一台でこなす

には、利用技術の開発（ソフトウェア

の開発）も実用化には欠かせない。ま

た、コストは、実用化に対する重要な

因子であり、コスト削減を十分に検討

し、実用化に繋げることが望まれる。

 

b)一体型ディファレンシャル・ギアケース

の量産加工システムの開発 

専用加工ラインとして見れば完成度

は高く、市場の反応を既に見ているの

で、実用化の可能性が高いと判断され

る。その反面、専用的な面が強い開発

であるので、汎用化を目指して加工技

術を更に開発することも大きな課題で

ある。また、市場投入のためには、加

工機の更なる低コスト化に取り組む必

要がある。 

量産品の高度工程集

約を実現する複合加工

機の開発は、一台に各

工程を全て集約する利

点もあるが、工程分割

して、各工程を簡素に、

適化する方向もある

のではないか。各加工

要素機構をユニット

化、ベースを共通化し

てフレキシブルな設備

群にすると、ユーザー

は選択肢が増えて良い

のではないか。 
「一体型ディファレン

シャル・ギアケース」

の量産加工システムの

開発は、本技術を発展

させて、是非内面加工

の仕上げ加工の加工精

度、加工速度を向上し、

さらに形状に対する適

用範囲（アスペクト比、

袋孔など）を拡げるこ

とを期待する。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.8

1.9

2.3

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

(4)実用化、事業化の見通し

(3)研究開発成果　　　　　

(2)研究開発マネジメント　

(1)事業の位置付け・必要性

平均値

 
評価項目 平均値             素 点 （注１） 

１．事業の位置付け・必要性 2.6 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

２．研究開発マネジメント 2.3 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

３．研究開発成果 1.9 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

４．実用化・事業化の見通し 1.8 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ

（注 1）Ａ= 3，Ｂ= 2，Ｃ= 1，Ｄ= 0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 

・非常に重要         →Ａ  ・非常によい         →Ａ 
・重要            →Ｂ  ・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた →Ｄ  ・妥当とはいえない      →Ｄ 

(2) 研究開発マネジメントについて   (4) 実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・非常に明確     →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・明確         →Ｂ 
・概ね適切          →Ｃ  ・概ね明確     →Ｃ 
・適切とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 
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評点結果〔個別テーマ〕 

① 高度機械加工システムの新構造部材の開発（委託事業） 

1.6

2.1

0.0 1.0 2.0 3

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果　　　　　

平均値

.0

 
 
 

② 高機能摺動部材と評価技術の開発（委託事業） 
 

1.1

1.1

0.0 1.0 2.0 3

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果　　　　　

平均値

.0

 
 
 

③ 高度機械要素の開発（助成事業） 

2.3

2.5

0.0 1.0 2.0 3

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果　　　　　

平均値

.0
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④ 高度制御・補正技術の開発（助成事業） 

2.4

2.1

0.0 1.0 2.0 3

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果　　　　　

平均値

.0

 
 
 

⑤ 少量生産品の高度加工システムの開発（助成事業） 

2.3

2.8

0.0 1.0 2.0 3

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果　　　　　

平均値

.0

 
 
 

⑥ 量産品の高度機械加工システムの開発（助成事業） 

2.3

2.6

0.0 1.0 2.0 3

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果　　　　　

平均値

.0
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個別テーマ 平均値 素点（注２） 

① 高度機械加工システムの新構造部材の開発（委託事業） 
１．研究開発成果 2.1 b ａ b b b b b b 

 
２．実用化・事業化の見通し 1.6 c b b c b b b c 

② 高機能摺動部材と評価技術の開発（委託事業） 

１．研究開発成果 1.1 c b b c c c c d 
 

２．実用化・事業化の見通し 1.1 c b b c c c c d 

③ 高度機械要素の開発（助成事業） 
１．研究開発成果について 2.5 b ａ a b b b a a 

 
２．実用化・事業化の見通し 2.3 b b a a c b a b 

④ 高度制御・補正技術の開発（助成事業） 
１．研究開発成果 2.1 b b a b b b b －

 
２．実用化・事業化の見通し 2.4 a b a a b b b －

⑤ 少量生産品の高度加工システムの開発（助成事業） 
１．研究開発成果について 2.8 a ａ a b b ａ a a 

 
２．実用化・事業化の見通し 2.3 b b b b b a b a 

⑥ 量産品の高度機械加工システムの開発（助成事業） 
１．研究開発成果 2.6 b ａ a a b b a －

 
２．実用化・事業化の見通し 2.3 b ａ a b b b b －

（注 2）ａ= 3，ｂ= 2，ｃ= 1，ｄ= 0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 

(1) 研究開発成果について       (2) 実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・非常に明確     →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・明確      →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね明確     →Ｃ 
・妥当とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 
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