
去る6月12日の日本機械工具工業会総会において、牛島前会長の後を受け、第3

代の会長に就任いたしました。大変光栄に存じますとともに、重責に身の引き締ま

る思いでございます。誠に微力ではございますが、当工業会の発展に尽力致す所存

でございますので、会員皆様におかれましては倍旧のご支援を賜りますよう、心よ

りお願い申し上げます。

超硬工具協会と日本工具工業会の統合により発足した当工業会は現在会員数137

社を数え、2018年度の生産金額は5,188億円と、発足後4年間の時を経て順調に

発展してまいりました。初代会長の本間会長は業界団体としてのコンプライアンス

の強化に取り組まれ、2代目の牛島会長は旧団体間の融和を進め、そして当工業会

の運営面においても強化されました。両会長に敬意を表しますとともに、ご尽力に

感謝申し上げます。

さてリーマンショック以降、極めて順調に拡大してまいりました機械工具事業

は主力の自動車産業が100年に一度の変革の時代に直面し、CASEと呼ばれる

Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動運転）、Shared （カーシェアリ

ング）、Electric （電気自動車）の新技術に伴い、業態そのものに変化が求められる

時代を迎えようとしています。機械工具メーカーにとっても縮小する需要と拡大す

る新たなチャンスが混在する時代がやって来ます。チャンスを需要に換える対応力

が求められます。日本国内の市場に留まらずグローバルな視点で柔軟に対応すれば

当工業会が益々発展するポテンシャルは大きいと考えます。もう一つの注目すべき

点は、米中の貿易戦争が次世代の覇権争いになりつつあることです。世界の工場と

して中国台頭の末にできあがった現在のサプライチェーンから今後大きく舵が切ら

れ、中国抜きの新たなサプライチェーンが作られることにもなりかねません。まさ

に縮小する需要と新たなチャンスが混在する新時代の到来と言えます。この観点か

らも、柔軟に、しかもグローバルな視点で対応していくことがより一層求められます。

このような時代の中、当工業会にとって、世界の製造業に貢献し、その存在感を

大きくすることは、喫緊の重要な目標であり課題です。日本の工具技術の粋を結集

し、その総合力で日本ブランドが世界市場においてより一層高い地位を得られるよ

うに、微力ではございますが皆様とご一緒に努力したいと存じます。これからの2

年間、皆様の忌憚のないご意見を頂戴しながら当工業会発展のために運営に当たる

所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

（オーエスジー㈱　代表取締役社長兼CEO）
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　6月12日、第5回定時総会がアーバンネット大手町
ビル21階「東京會舘」にて開催された。冒頭、日下部
専務理事より出席
者 は63社（ 代 理
人出席含む）、委
任状提出19社で、
定款に定める定足
数 を 満 た し て お
り、本総会が有効
に成立する旨の報
告 が あ り 開 会 し
た。
　始めに牛島会長
から「世界経済の状況は、1月から3月までは日米中
欧の各地域で実質GDP成長率が前年同期比を上回っ
た。当工業会の状況は、5年前に統合の方針を決めた
時の2団体の会員生産金額の合計は3,900億円であっ
た。2018年度の生産金額は5,188億円と、目指して
いた5,000億円に到達することが
できた。2018年度は米中貿易摩擦
や中国と欧米の自動車需要の減速
もあり、必ずしも順風ではなかっ
たが、会員各社の皆様の努力が成
長につながった。今年度は米中貿
易摩擦に関連して、中国によるレ
アアースの輸出規制強化の動きも
あり、それが超硬の主原料である
タングステンにも波及しないこと

を祈るばかり。そのような中で今年
度の生産見通しは昨年実績より2％
減ではあるが、引き続き5,000億円
超の5,078億円とした。達成に向け
会員各社の奮闘をお願いしたい。
　EV化の状況について、ある調査
会社によると2026年になっても
EV比率は1割弱で、残り9割強は
内燃機関が残り、EV車は総数でも
1,000万台には届かないとのこと。

また、自動車の電動化や自律化とともに、センサー類
の搭載がさらに進み、いずれは自動運転化が現実にな
るだろう。部品点数については増えることこそあれ、
EV化による部品点数減といった状態は当面、危惧す
る必要はあまりないかと思う。
　さて当工業会としての取り組みについては、統合か
らの4年で規程類等の業務基盤の整備がおおむね完了
し、今後は運用が重要になる。また工業会統計は精度
が上がると共に、内容も充実し、提供情報についても
機械工具に加え、関連する業界や行政の取り組み等、
あらゆる情報が会員に提供されるようになってきた。
また、日米欧の工具の事業団体で3年ごとに開催す
る世界切削工具会議WCTC2019が今年はドイツで
開催されるが、次回2022年は日本で開催することと
なった。今年度から開催に向けた準備を行うので、こ
れを通して海外事業ネットワークが広がり、会員皆様
の将来のビジネス拡大に直接または間接的につながる

2019年度定時総会

理事会の様子

挨拶　牛島会長

定時総会会場
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ことを期待している。」と開会挨拶があった。
　その後、牛島会長を議長として議案審議に入った。
　第1号議案の2018年度事業報告並びに収支決算に
関する件は事務局からの説明・高橋監事（大和精密工
具㈱）による監査報告の後、承認可決された。
　第2号議案の2019年度事業計画については、①政
府が実施する経済振興・助成策等公的施策の情報収集
と会員への情報伝達の迅速化と徹底 ②本年度の重点
実施事項（工業会組織の活性化と充実、国際化と中小・
中堅会員の支援策の検討と実施）③各委員会・地区連
絡会の実施計画 ④関連団体との連携 ⑤広報活動の充
実 ⑥会合の開催についての説明があり承認可決され
た。
　第3号議案、第4号議案では2019年度会費及び収
支予算について説明があり、承認可決された。
　第5号議案では役員の改選が行われた。今年度が役
員改選となる為、5月8日の理事会で承認された理事
15名、専務理事1名、監事2名の候補者が上程され、
承認可決された。
　ここで総会を一時中断し、新役員による理事会にて、
新会長・新副会長の選出が行われた。再開した総会で
は第6号議案として、新会長には石川理事（オーエス
ジー㈱）、新副会長には中村理事（三菱マテリアル㈱）、
塚本理事（㈱不二越）、岩田理事（㈱イワタツール）、
山本理事（サンアロイ工業㈱）が選出され、承認可決
された。
　牛島前会長から退任の挨拶後、石川新会長から「こ
れからの時代は切削工具、耐摩耗工具それぞれ単独
ではなく関連団体の皆様と日本の技術の粋を結集し
て、生産財という仕事の中で日本ブランドが世界で地
位を得られるよう
に、当工業会発展
の為、会員の皆様
と努力したいと思
いますのでご協力
よろしくお願いい
たします。」と就任
挨拶があり、議長
席についた。続い
て塚本新副会長、

山本新副会長から
就任の挨拶後、関
口専務理事の進行
のもと、以下の事
項が報告された。
まずは会員の種別
異動並びに新規入
会会員の紹介、生
悦住賞・新庄賞受
賞者の紹介に続い
て、各委員会から
の活動報告がなさ
れた。
　田中総務委員長

（住友電気工業㈱）
からは、業務基盤
の強化・効率的な
業務運営に向けた
制度整備に関する
各種取り組み、会員の満足度に関するアンケート結果
が報告された。
　村上技術委員長（三菱マテリアル㈱）からは、技術
交流発表会や環境委員会との合同委員会開催、ISO/
TC29/WG34会合への参加、各専門委員会の活動報
告がなされた。
　梅澤環境委員長（㈱不二越）からは環境活動交流発
表会や2018年度環境調査票の結果報告、化学物質規
制対策ワーキンググループ発足の報告が行われた。環
境調査の結果では総合点は向上しているものの、環境
調査票の回答企業数が減少しており、工業会としての
データ蓄積のためにも、環境調査への協力が呼びかけ
られた。
　 田 中 国 際 委 員 長（ オ ー エ ス ジ ー ㈱ ）か ら は
METALEX2018への出展報告と、今年度の出展募集、
WCTC2019ドイツの案内と2022年日本開催の宣
言、EMO2019のツアーや出展の案内がなされた。
　その後、2019年度生産額見通しが報告された。
2018年度実績5,188億円に対し、本年度は上期2,516
億円（前年同期比98.9%）、下期2,640億円（前年同
期比99.9%）となり通期では5,078億円（前年度比

塚本新副会長

挨拶　石川新会長

山本新副会長
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令和元年度生悦住賞・新庄賞受賞者紹介
生
い

悦
け

住
ずみ

賞
　ダイジェット工業㈱故生悦住貞太郎会長が、1978（昭和53）
年に傘寿を迎えられ、また同年は旧超硬工具協会創立30周年に
あたることを記念して、協会に多額の寄付をいただきました。ご
寄贈者のご意向に則り、その有効活用を目的として生悦住基金
が設けられました。本賞は、この基金をもとに①会員で草の根的
に功労のあった人②会員内外を問わず業界発展に貢献された人
を顕彰するために制定された表彰制度です。

令和元年度 生悦住賞 受賞者：2名 
◎本田　晴彦 元、日立ツール株式会社
功績の概要
　氏は、平成15年（2003年）より、日本工具工業会初代環境委員
長として環境委員会の立上げに尽力頂いた。4年間の任期を務め
られたが、その間、環境賞の創設を主導し、現在の定量的な評価
制度を確立するなど、大きな実績を残された。環境賞の表彰制度
は任期を終えられた次の年の平成19年より始まった制度である。

◎松原　純二 元、株式会社 アライドマテリアル
功績の概要
　氏は、約17年間にわたり旧超硬工具協会の『関東地区懇』委員
を皮切りに、関西、中部の3地区会員懇談会並びに業務委員会に

参画された。主要原料のタングステン、コバルト等の需給動向に
ついて会員企業に的確な情報提供をされた。協会幹部から委員会
参加者等幅広く交遊され、協会理念の一つである全員参加に大き
く貢献された。

新庄賞
　故新庄鷹義氏が55年在任された冨士ダイス㈱社長職から会
長職へ昇格され、合わせて米寿の慶事にあたり、同氏からの多
額のご寄付をもとに新庄基金が創設されました。受賞資格者は、
会員企業（正会員）の“陰

いん
徳
とく

の士”的立場にある人（一般には目立
たないながら、会社にとって非常に有用なことを実践している人、
ボランティアを含む）で、所属企業からご趣旨にそった方の推薦
を受け表彰する制度です。

令和元年度新庄（陰徳の士）賞受賞者：6社6名
◎ 高周波精密株式会社 椛　沢　二三男
◎ 三洋工具株式会社 佐々木　徳　栄
◎ 株式会社 東鋼 井　坂　広　徳
◎ 日本新金属株式会社 坂　口　　　孝
◎ 株式会社 光機械製作所 門　　　正　次
◎ 冨士ダイス株式会社 吉　岡　　　健

97.9%）となる見通しとなった。
　続いてEMO視察ツアーの募集案内、今後の主要行
事の報告がなされた。
　最後に、生悦住賞・新庄賞の表彰式が行われ、閉会
した。

　続いて開催された懇親会は、石川会長の開会挨拶、
来賓の経済産業省製造産業局産業機械課 玉井課長に
よる祝辞に続き、山本副会長の乾杯のご発声で開宴し、
歓談の後、岩田副会長の中締めにより閉会した。

懇親会の様子岩田新副会長

生悦住賞受賞者

新庄賞受者
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日本機械工具工業会　役員一覧

会　　長 石　川　則　男 オーエスジー㈱　社長兼CEO

副 会 長

中　村　伸　一 三菱マテリアル㈱　執行役常務

塚　本　　　裕 ㈱不二越　取締役

岩　田　昌　尚 ㈱イワタツール　社長

山　本　誠　司 サンアロイ工業㈱　社長

理　　事

甲　斐　匡　介 ㈱アサヒ工具製作所　社長

植　山　　　浩 高周波精密㈱　社長

牛　島　　　望 住友電気工業㈱　副社長

生悦住　　　歩 ダイジェット工業㈱　社長

田野井　優　美 ㈱田野井製作所　社長

寺　島　誠　人 ㈱東鋼　社長

太　田　雅　和 日本特殊陶業㈱　執行役員

森　　　　　誠 富士精工㈱　会長

西　嶋　守　男 冨士ダイス㈱　社長

岩　﨑　啓一郎 三菱重工工作機械㈱　社長　

監　　事
藤　原　啓　郎 ㈱共立合金製作所　社長

齋　藤　智　義 ㈱サイトウ製作所　社長

専務理事 関　口　紳一郎 日本機械工具工業会

新入会員紹介
◆正会員

◆賛助会員

株式会社 神戸製鋼所（2019年7月入会）
会員代表者 	 部長　古賀　隆郎
本社所在地 	 〒141-8688
	 東京都品川区北品川5-9-12

電話番号 	 03-5739-6761
FAX番号 	 03-5739-6990

URL 	 http://www.pvd-coating-kobelco-jp.com/
主要製品 	 コーティング装置・コーティング受託処理

YG-1ジャパン株式会社（2019年4月入会）
会員代表者 	 代表取締役社長　文　正一
本社所在地 	 〒532-0011　大阪市淀川区西中島2-14-6	新大阪第2ドイビル3Ｆ
電話番号 	 06-6305-9897　　 FAX番号 　06-6305-9898　　 URL 　http://www.yg1.kr	
主要製品 	 超硬ソリッドドリル、（超硬・ハイス）エンドミル、（超硬、ハイス）タップ、刃先交換式超硬コーティングインサート、

ツーリング等

ホーン（Paul Horn GmbH）（2019年4月入会）
会員代表者 	 Managing	Director		Markus	Horn
本社所在地 	 GERMANY	Unter	dem	Holz	33-35	D-27072	Tubingen
電話番号 	 06-6747-6184（日本連絡先）

URL 　http://www.phhorn.jp/
主要製品 	 	超硬溝入れ工具
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1．開催日
 2019/5/13～14AM 1．Sub Committee 09（SC9）
   Tools with defined cutting edges, holding tools, 

cutting items, adaptive items and interfaces
 2019/5/14PM 2．Task Force（TF） ※自由参加可
  規格の修正・追加の審査前準備作業部会（検討）
 2019/5/15 3．Maintenance Agency（MA）
  規格の修正・追加を審議する会合（審査）
 2019/5/16 4．Working Group 34（WG34）
  TF、MAで討議した内容を確認・修正する会合
 2019/5/17 5．Technical Committee 29（TC29）
  SC、TF、MA、WG34のまとめ

2．開催場所
 ドイツ、ベルリン、DIN e.V.（DIN本部）

3．出席者
国 会　社 人 数

フランス

UNM 2
CETIM 1
Dassault systems 1
Seco Tools 1

ドイツ

DIN 4
SIEMENS 2
TDM Systems 1
Zoller 1
Shulz 1
Paul Horn 1
WALTER 1
MAPAL 2
HAIMER 1
HEXAGON MI 1
Cimsource 2

スウェーデン SANDVIK Coromant 3
Seco Tools 1

イギリス ICD 1
スイス AWV Informatik 1

イスラエル ISCAR 3

日本

日研工作所 1（三角）
日本工作機器工業会 1（堺）
住友電気工業 1（沖田）
三菱マテリアル 1（高橋）

合計 35

4．まとめ
　5日間の会議は、ISO/TC29総会を最終日とし、SC9、TF、
MA、WG34を同時開催として、2 年に一度開催される「Plenary 
Meeting」と呼ばれるもので、各国のISO/TC29規格関係者が
一同に会し（Physical Meeting）、それぞれのTC、SCでの規
格の追加、修正をじっくりと話し合う場として行われている。5日間
の内訳としては、5部構成となっており、1日目と2日目の午前中が
SC9、2日目の午後にTF、3日目はMA、4日目がWG34、最終
日にTC29総会が開催される。
　初日から始まったSC9は工具全般のISO規格の検討部会で、メ
ンバーの変更、会議前に行われた投票結果や、規格の追加案件
などが話し合われる。
　2日目からISO13399関係の会議となった。初めのTFは基本的
に自由参加となっており、各国のエキスパートにより、MA審査前に、
ISO13399規格の追加、修正を検討する場である。
　3日目のMAはメンバー登録制となっており、Ticketと呼ば

れるナンバ ーを 取 得し て、
ISO13399規格の追加、修正
を審査する場となる。
　4日目のWG34は正式なメ
ンバーの登録が必要である。
前の2日間で行ったTF、MAの
結論に関して、主として修正と

確認を行う会議となっている。また、規格化対象ではないその他の
案件なども、議論する場となっている。
　5日目最 終日のTC29総 会では、4日目に同 時 開 催された
SC8の内容や、その他のSCの活動報告、ISO13399のMA、
WG34の内容を確認し、承認する場となる。
　各セッションでは、プロジェクトリーダーのもとで、多数の参加者
が活発に議論を行う。また、今回はSC9、TF、WG34で新し
い議題が提供され、前回2018年10月のISO/TC29/TF/MA/
WG34よりも議論が白熱するシーンが多いと感じた。
　各セッションは、前回の会議の継続案件が主であり、WEBミーティ
ングでの検討内容や、各WGでの結果報告などが主テーマとなる。
テーマの背景や前の会議の検討内容を把握して会議に臨むことで、
議論の内容が把握できる。継続的な会議への参加が必須であり、
今後もJTAとして参加を続けることが必要と考える。

5．SC9会議内容トピックス（5月13日、14日午前中開催）
　会議の冒頭で、事務局よりメンバー変更の報告があった。インド
がO（Observing）-memberからP（Participating）-memberに
変更、イタリアがP→O-memberに変更となる。
　ISO22180：ダイヤモンドコート関連の規格については、以前
JTAから修正提案を行った結果、昨年12/11に修正版が承認され、
今年の1月に発行された。
　ISO6262-3：HSK一体型カッターについては、予備段階が承
認された。今後Working Draftに移り、詳細な検討が始まる。
　ISO12164-1：HSKホルダの呼称変更に関する内容。HSKホ
ルダのバランス取りの寸法を規定し、バランスを取ったHSK-A、C、
EをHSK-AB、HSK-CBおよびHSK-EBとする。本案件には、ス
ウェーデン、日本が反論。既存のA、
Cタイプを変えることに対して、市場の
混乱を招くとして反対し、本規格を進
めようとするドイツ側と議論があった。
結果としては、既存のHSK-A、Cも
加えるべきということで、タイトルに
加えることとなり、ドイツがWorking 
Draftを準備する。
　ISO12164-5：Part1と同様、HSKホルダの呼称変更に関する
内容。HSKホルダのテーパサイズの小さいものを、それぞれAS、
CS、ESとする。本案件には、日本が反論。ESタイプとFタイプ
は同一のものであるため、FをESとすると混乱を招くと主張。一方、
ドイツは規格としての統一性を求めた。結果としては、現状Fは前
述のEとともにDINにしか規格として
存在しないため、Fを変更すべきでは
ないとの日本の主張は退けられたもの
の、今後、SC9の作業部会へ日本
及びスウェーデンが参画することをプ
ロジェクトリーダーへ要望することに
なった。
　HSK-i：今後の課題としてDINより話題提供。HSKインター
フェースを有するSmart toolに関し、Stuttgart大学、Komet、
Mapal、Ceratizitなどが参画。主にHSKの工具側/機械側で電
気接点を持たせ、切削中のモニタリングを可能となる。特許化は
行わず、標準化を進めるとのことで、次回のISO/TC29/SC9会
議で登録へ向けて審議されていくことになった。

6．TF会議内容トピックス（5月14日午後開催）
Cutting Tool Assembly
　SandvikのMs.Huangが、図のようなボーリング工具に代表さ
れる工具の表現方法として、CUT、NOCUTに加えて“NOCUT_
MOVE”を定義し、可動なBodyとして定義することを提案。今
後の流れとしては、SIS（Sweden Industry Standard）で案を作

ISO/TC29　会合報告
技術委員　高橋　秀史（三菱マテリアル㈱ 加工事業カンパニー 開発本部 加工技術センター長補佐）

　　　　　沖田　淳也（住友電気工業㈱ ドイツ E-DECセンター長）

ISO13399会合開催場所
（DIN本部）

2019/5/15　ISO/TC29/MA　会議風景

HSK-ASの図

HSK-ABの図

※ 各会議で入れ替わりがある為、上記は5日間の会議の延べ参加
者とした。
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成し、WG34で議論することで進
めることとなった。
Package/Bundle
　WalterのMr. Breuningより、
DIN26100のISO化に関する提
案があった。“Container”と称す
るパッケージを工具サプライヤ／
顧客間でやり取りするもので、サプ
ライヤおよび顧客情報、工具、工
具アッセンブリ、さらにワークや冶具、機械に関する情報をxml形
式のファイルで記述するという内容。現在すでに各国投票中で、
6/21が締め切りとなっている。これで承認されれば少人数のワー
キンググループを作って、規格化に向け進める予定。日本工作機
器工業会から三角委員（日研工作所）、日本機械工具工業会から
は高橋委員（三菱マテリアル）が参加予定となった。

Body parameters for adaptive items
　SandvikのMr.Kinnvallより、回転工具（アーバ含む）の形状
をシンプルにするために、形状定義案
が示された。円筒とコニカル形状のみ
を組み合わせ、また番号を付与するこ
とで、ISO13399のパラメータへ付番
することを提案した。（例：BDであれ
ばBD1、BD2、BD3など。）Ticket
＃969が発行されており、MAにて審
議予定となった。
7．MA会議内容トピックス（5月15日開催）
　Ticketと呼ばれる申請ナンバーを取得した案件（下表）に関し
て、討議が行われた。

Ticket
# Action Decision from

ISO/TC29/MA

949

Replacement of PLGL (plug length) and PLGANG (plugangle)
PLGL、PLGANGをPL、SIGへ置き換えについて、PL、SIGはリーマで
は使用できず、一方、PLGL、PLGANGはリーマでの使用に限定されて
いるため、置き換えできず本Ticketは取り下げ。

Cancelled

950
Improve the quality of PLIB file dictionary and images
PLIBファイルで使用する説明用の図の品質向上について、TIFF、PNG、
SVGでどれが適しているか、再検討。

Left opened

951
New creation of variant 01 SAM screw connection Mitsubishi 
Materials SAM 01 - Changed to SAD
ヘッド交換式工具のインターフェイスコード“SAD 01”

Fixed

958 Corner chamfer length 
CHLをインサートへの追加について、#949と同理由で取り下げ。

Cancelled

966 Properties defining coordinate system, point and direction
3Dデータへ座標系、ポイント、方向の9パラメータを追加。

Left opened

967 Correct Figure F.3 in ISO/TS 13399-50 
ISO13399-50 CRPポイントの位置などが誤っているため、修正。

Approved

968 New parameter PDZ applicable to solid thread mills
ねじ切り用ミリング工具へ新しいプロパティー PDZの追加。

Approved

969 Informative Annex proposal to ISO/TS 13399-4
TFで検討したBody Section CountのISO13399-4への追加。

Approved

970 New connection interface feature SGL
SECO社ヘッド交換式のターニングシステムの取付規格登録申請。

Approved in 
principle

971 Invalid NON_QUANTITATIVE definition for property SALP 
プロパティSALPの定義が誤っているため、修正。

Fixed

972 Invalid NON_QUANTITATIVE definition for property PHT 
#971と同様、プロパティー PHTの定義が異なっているため、修正。

Approved

　11件の申請のうち、審査完了したものが2件、申請が承認された
ものが5件、申請の修正が必要なものが2件、取り下げとなったもの
が2件となった。審査完了した2件の中に、JISCから申請した#951

ヘッド交換式工具のコネクションコードの登録申請があり、今回の
MA会議での完了を受け、ISO13399-60へ登録されることとなった。
　次回WEBミーティングは2019/6/26 日本時間16：00～（約2
時間）。

8．WG34会議内容トピックス（5月16日開催）
　前の2日間の結論の確認と修正が主な内容となる。TFおよび
MAでの結論に関して、議事録の確認を行い、参加メンバーの認
識の一致を図る。今回は大きな異論はなく、TFとMAの内容につ
いては承認された。
　その他の項目の中で、2件のテーマについて確認された。
ISO13399文書の改訂とPLIB 2への移行予定
　Phase 1：ISO13399-2、3、4、50 2020年12月発行予定
　Phase 2：ISO13399-1、60、61、150 2021年3月発行予定
　Phase 3：ISO13399-5、6、PLIB 未定

ISO13399の広告・宣伝
　ICDのMr. Brooksより、ISO13399の広告宣伝に関する新議
題の提案があった。ISO13399というのは、言葉では言いにくく、
また、内容も分かりにくいため、広く普及させることが難しいと感じ
るとのこと。一般的にも分かりやすいものを考えて、広く啓蒙すべ
きとの提案があった。（例：DOCT Data of Cutting Tool　など）
　今後のWG34の会議で検討を行うこととなった。
9．TC29総会内容トピックス（5月17日開催）
　5日間のPhysical Meetingの最終審議の場となる。
　フランス、ドイツ、イスラエル、日本、スウェーデン、イギリスの6
カ国が代表として参加し、それぞれに投票権が与えられる。そのほ
かDIN関係者やゲストを合わせ、参加者の合計は25人であった。
　下記に示すISO/TC29に関わる全てのSCの活動報告が確認さ
れた。
　ISO/TC 29/SC 5  “Grinding wheels and abrasives” 
　ISO/TC 29/SC 8  “Tools for pressing and moulding” 
　ISO/TC 29/SC 9  “ Tools with defined cutting edges,  

holding tools, cutting items, adaptive 
items and interfaces” 

　ISO/TC 29/SC 10  “ Assembly tools for screws and nuts, 
pliers and nippers” 

　また、ISO16084：Balancing of rotating tool systemsの
改訂について、WalterのMr. Breuningをリーダーに再稼働する
こととなった。
　WG34の議事内容についても議事録をもとに確認し、承認が行
われ、最後に、下表に示すMAメンバーの変更について承認された。

10．次回フィジカルミーティングスケジュール
ISO/TC29/TF、MA、WG34
　2020年1月21日～2020年1月23日
　フランス・パリ・UNM事務所で開催予定
　　1月21日～22日AM ：ISO/TC29/TF
　　1月22日PM  ：ISO/TC29/MA
　　1月23日  ：ISO/TC29/WG34
ISO/TC29会議
　2021年4月19日～23日　パリで開催の予定

コンテナファイルの構成

アーバ簡略化の例

径調整式ボーリング工具の例
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委員会、専門委員会、部会  名簿 （順不同）

　コンプライアンス委員会
委員長	 石川　則男…オーエスジー㈱
委　員	 甲斐　匡介…㈱アサヒ工具製作所
　〃		 岩田　昌尚…㈱イワタツール
　〃		 田中　博信…オーエスジー㈱
　〃		 植山　　浩…高周波精密㈱
　〃		 村上　由記…サンアロイ工業㈱
　〃		 田中　滋彦…住友電気工業㈱
　〃		 田渕　　繁…ダイジェット工業㈱
　〃		 田野井優美…㈱田野井製作所
　〃		 寺島　誠人…㈱東鋼
　〃		 武田　一生…日本特殊陶業㈱
　〃		 浦本　武志…㈱不二越
　〃		 大久保　照…富士精工㈱
　〃		 我妻　真一…冨士ダイス㈱
　〃		 大田晉一郎…三菱重工工作機械㈱
　〃		 小谷　二郎…三菱マテリアル㈱

　総務委員会
委員長	 田中　博信…オーエスジー㈱
委　員	 甲斐　匡介…㈱アサヒ工具製作所
　〃		 岩田　昌尚…㈱イワタツール
　〃		 植山　　浩…高周波精密㈱
　〃		 村上　由記…サンアロイ工業㈱
　〃		 田中　滋彦…住友電気工業㈱
　〃		 田渕　　繁…ダイジェット工業㈱
　〃		 田野井優美…㈱田野井製作所
　〃		 寺島　誠人…㈱東鋼
　〃		 武田　一生…日本特殊陶業㈱
　〃		 浦本　武志…㈱不二越
　〃		 大久保　照…富士精工㈱
　〃		 我妻　真一…冨士ダイス㈱
　〃		 大田晉一郎…三菱重工工作機械㈱
　〃		 小谷　二郎…三菱マテリアル㈱

　機関誌編集委員会
委員長	 関口紳一郎…日本機械工具工業会
委　員	 石橋　一葉…㈱アライドマテリアル
　〃	 森口　友乃…オーエスジー㈱
　〃	 柿島　夏紀…㈱不二越
　〃	 小川真由子…冨士ダイス㈱
　〃	 市東有希子…三菱マテリアル㈱
事務局	 堤　加世子…日本機械工具工業会

　技術委員会
委員長	 関口　　徹…㈱不二越
副委員長	 足立　吉章…オーエスジー㈱
　〃	 村上　禮三…住友電工ハードメタル㈱
　〃	 高橋　秀史…三菱マテリアル㈱
委　員	 福田　勝利…㈱アサヒ工具製作所
　〃	 常川　　稔…㈱アライドマテリアル
　〃	 神田　保之…兼房㈱
　〃	 山寄　　勉…京セラ㈱
　〃	 荒木　　毅…㈱共立合金製作所
　〃	 柳田　秀文…サンアロイ工業㈱
　〃	 河田　洋一…サンドビック㈱
　〃	 行成　伸二…ダイジェット工業㈱
　〃	 望月　　桂…㈱タンガロイ
　〃	 安河内利一…日本タングステン㈱
　〃	 磯部　健二…日本特殊陶業㈱
　〃	 田栗　裕輔…日本ハードメタル㈱
　〃	 志田穣太郎…㈱ノトアロイ
　〃	 干場　俊洋…㈱不二越
　〃	 齋藤　　実…冨士ダイス㈱
　〃	 東脇　啓文…マコトロイ工業㈱
　〃	 深作　伸一…三菱重工工作機械㈱
　〃	 岩田　正巳…三菱日立ツール㈱
　〃	 三井　雅夫…㈱彌満和製作所
　〃	 渡邉　英人…ユニオンツール㈱

　ドリル専門委員会
委員長	 干場　俊洋…㈱不二越
委　員	 岩田　昌尚…㈱イワタツール
　〃	 高田　　明…㈱宇都宮製作所
　〃	 伊藤　一豊…オーエスジー㈱
　〃	 岡部　晴峰…㈱岡部工具製作所

委　員	 齋藤　智義…㈱サイトウ製作所
　〃	 神代　政章…住友電工ハードメタル㈱
　〃	 川畑　文浩…日本超硬㈱
　〃	 松永　光平…三菱マテリアル㈱
　〃	 深谷　賢一…理研製鋼㈱

　ソリッドエンドミル専門委員会
委員長	 足立　吉章…オーエスジー㈱
委　員	 村上　　勉…㈱不二越
　〃	 影山　康裕…三菱日立ツール㈱
　〃	 大﨑　英樹…ユニオンツール㈱

　ねじ切り工具専門委員会
委員長	 三井　雅夫…㈱彌満和製作所
委　員	 萩野　敦紀…オーエスジー㈱
　〃	 八馬　厚雄…酒井精工㈱
　〃	 神田　洋平…㈱田野井製作所
　〃	 林　　達志…㈱野村工具製作所
　〃	 高見　俊輔…㈱不二越
　〃	 谷米　　学…㈱彌満和製作所
　〃	 横田　茂夫…レッキス工業㈱

　歯切工具専門委員会
委員長	 河野　賢祐…三菱マテリアル㈱
委　員	 橋本　桂輔…㈱小笠原プレシジョンラボラトリー
　〃	 中村　和幸…㈱不二越
　〃	 深作　伸一…三菱重工工作機械㈱
　〃	 楠井　鉄治…大和精密工具㈱

　刃先交換工具専門委員会
委員長	 望月　　桂…㈱タンガロイ
委　員	 常川　　稔…㈱アライドマテリアル
　〃	 山寄　　勉…京セラ㈱
　〃	 村上　禮三…住友電工ハードメタル㈱
　〃	 行成　伸二…ダイジェット工業㈱
　〃	 磯部　健二…日本特殊陶業㈱
　〃	 齋藤　　実…冨士ダイス㈱
　〃	 高橋　秀史…三菱マテリアル㈱

　耐摩耗工具専門委員会
委員長	 齋藤　　実…冨士ダイス㈱
委　員	 髙月　満広…ＭＭＣリョウテック㈱（三菱マテリアル）
　〃	 荒木　　毅…㈱共立合金製作所
　〃	 柳田　秀文…サンアロイ工業㈱
　〃	 近藤　敏史…㈱三和ダイヤモンド工業所
　〃	 梶岡　　彰…ダイジェット工業㈱
　〃	 安河内利一…日本タングステン㈱
　〃	 志田穣太郎…㈱ノトアロイ
　〃	 東脇　啓文…マコトロイ工業㈱
　〃	 大澤　幹雄…瑞穂工業㈱

　知的財産専門委員会
委員長	 谷川　宣人…京セラ㈱
委　員	 水谷香名子…オーエスジー㈱
　〃	 佃　　雅司…㈱共立合金製作所
　〃	 上野　智之…サンアロイ工業㈱
　〃	 河田　洋一…サンドビック㈱
　〃	 田川　昌宏…住友電気工業㈱
　〃	 竹田　容大…ダイジェット工業㈱
　〃	 平野　雄亮…㈱タンガロイ
　〃	 林　　寛之…日本新金属㈱
　〃	 辰巳　公一…日本特殊陶業㈱
　〃	 田栗　裕輔…日本ハードメタル㈱
　〃	 中村　瑞穂…冨士ダイス㈱
　〃	 橋屋　昌徳…三菱日立ツール㈱
　〃	 桧山　典子…三菱マテリアル㈱

　環境委員会
委員長	 郷田　　靖…住友電工ハードメタル㈱
副委員長	 清水　文人…オーエスジー㈱
委　員	 桒原　浩之…㈱宇都宮製作所
　〃	 浅井　　純…エフ・ピー・ツール㈱
　〃	 佐築　賢治…兼房㈱
　〃	 三好　正法…京セラ㈱
　〃	 寺岡　孝憲…㈱共立合金製作所
　〃	 段林　克和…サンアロイ工業㈱

委　員	 後藤　　猛…サンドビック㈱
　〃	 井川　貴夫…ダイジェット工業㈱
　〃	 木暮　一彦…㈱田野井製作所
　〃	 諏訪　岳之…㈱タンガロイ
　〃	 太田　吉保…日本特殊陶業㈱
　〃	 丸山　　茂…日本ハードメタル㈱
　〃	 志田穣太郎…㈱ノトアロイ
　〃	 大窪　雅之…㈱不二越
　〃	 市川　博規…富士精工㈱
　〃	 伴　　昭夫…冨士ダイス㈱
　〃	 三ツ谷精敏…三菱日立ツール㈱
　〃	 前村　紀裕…三菱マテリアル㈱
　〃	 矢野　和義…矢野金属㈱
　〃	 馬場　健一…理研製鋼㈱

　国際委員会
委員長	 小谷		二郎…三菱マテリアル㈱
委　員	 岩田　昌尚…㈱イワタツール
　〃	 佐々木正城…㈱栄工舎
　〃	 スザン	カルキ…㈱栄工舎
　〃	 田中　博信…オーエスジー㈱
　〃	 齋藤　智義…㈱サイトウ製作所
　〃	 田中　滋彦…住友電気工業㈱
　〃	 高萩　敦之…大洋ツール㈱
　〃	 田野井優美…㈱田野井製作所
　〃	 寺島　誠人…㈱東鋼
　〃	 吉江慎太郎…㈱東陽
　〃	 浦本　武志…㈱不二越

　ドリル・フライス部会
部会長	 大野　博巳…オーエスジー㈱
副部会長	 柴田　　信…三菱マテリアル㈱
部会員	 岩田　昌尚…㈱イワタツール
　〃	 宇都宮崇寛…㈱宇都宮製作所
　〃	 佐々木正城…㈱栄工舎
　〃	 田中　　修…エフ・ピー・ツール㈱
　〃	 松本　博一…㈱エムエーツール
　〃	 大見　満宏…大見工業㈱
　〃	 岡﨑　　華…岡﨑精工㈱
　〃	 岡部　晴峰…㈱岡部工具製作所
　〃	 金森　　誠…㈱金森ドリル製作所
　〃	 齋藤　智義…㈱サイトウ製作所
　〃	 今橋　孝弘…㈱齋藤ツヰストドリル製作所
　〃	 上瀧　正己…㈱山陽製作所
　〃	 高萩　敦之…大洋ツール㈱
　〃	 林　　安繁…㈱日研工作所
　〃	 寺原　泰治…日本エリコンバルザース㈱
　〃	 都築　定文…日本超硬㈱
　〃	 藤平　欣司…㈱不二越
　〃	 山本　　稔…山本精工㈱
　〃	 古澤　正弘…㈱彌満和製作所
　〃	 吉田　信夫…㈱吉田製作所
　〃	 中嶋　義隆…理研製鋼㈱

　ねじ切り工具部会
部会長	 古澤　正弘…㈱彌満和製作所
副部会長	 大友　広樹…㈱田野井製作所
部会員	 石橋　秀男…㈱イシハシ精工
　〃	 田中　博信…オーエスジー㈱
　〃	 石上　英孝…㈱大岡製作所
　〃	 赤松　直樹…酒井精工㈱
　〃	 伊藤　和夫…㈱野村工具製作所
　〃	 早坂　　儀…㈱早坂精密工業
　〃	 小幡　光由…㈱不二越
　〃	 横田　茂夫…レッキス工業㈱

　歯切工具・バイト部会
部会長	 五島　　康…㈱不二越
副部会長	 古川　雄一…高周波精密㈱
部会員	 小笠原真智…㈱小笠原プレシジョンラボラトリー
　〃	 千地　克典…㈱三和製作所
　〃	 寺島　誠人…㈱東鋼
　〃	 平田　泰史…三菱重工工作機械㈱
　〃	 栂井　　浩…三菱マテリアル㈱
　〃	 高橋　　勉…大和精密工具㈱

2019年７月１日現在
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久しぶりに、心地よく、充実した気分を味わった気がし
ました。
その日は、5月としては異常なほど気温が上がっていまし

たが、湿度が低く適度に風の流れる気持ちの良い休日の午
後でした。
私は、浜松市北区三ヶ日町、猪

いのはな
鼻湖

こ
の湖岸に5年ほど前

に移住しました。
猪鼻湖は、浜名湖の北西に位置する、周囲12kmの支湖

です。奥浜名湖と呼ばれる地域にあり、周囲を山で囲まれ
た静かな湖のたたずまい。絶景だと勝手に思っています。
三ヶ日といえば「みかん」ですが、他にも浜名湖のおかげ

で「うなぎ」や「カキ」「ふぐ」といったおいしい海の幸もた
くさんあります。
温暖な気候のため、地域の人々も穏やかでのんびりして

います。そのためか浜松市は20大都市の中で、健康寿命が
3期連続で第1位となっています。風景・食・人、と私の中
ではとっても住みやすいところだと感じています。
その日もいろいろとやりたいことがあったのですが、あま

りのもったいなさに作業を中止し、コーヒーと本を持って小
さな庭に出て、美しい湖を前景に木漏れ日の下でボ～ッと
無心で本を読んでいました。
すると、そのうちに頭の中では脳が勝手に他のことを考

えていたようで、突然に本の内容とは異なる（日頃気にして
いた問題点の）アイデアが、自分では無意識のうちに浮かび
上がってきました。
以前にも軽いジョギングをしているときに、無心で走っ

ていると頭の中が勝手に動き出し、ふと気がつくと良いア
イデアが浮かんでいた、そんな感じの経験もありました。
心地よい雰囲気の中で無心で何かに集中していると、頭

の中は安ど感から余裕ができて、脳が自律的に動き出し、
日頃から考えていた事を整理して、解決のアイデアを生み

出してくれる…（理論的なことはわかりませんが）そんな感
覚でした。
5月の休日、充実感を味わっているとき、ふと「徒然草」
の冒頭の文章が頭の中に浮かんできました。なぜ？この時
の状態を現したのがこの文章に近いと感じたからでしょ
う。
“つれづれなるままに……あやしうこそものぐるほしけれ”
この文章はいろいろな解釈ができると思います。その時私
が感じたのは「人は、何とはなしに無心で物事に集中してい
ると、何かにとりつかれたように不思議な状態になって、思
いもしないようなアイデアが生まれてくる。」私はこんなイ
メージを描きました。
「つれづれなるまま」が常ではいけません。仕事をしてい
て壁に当たったとき、考えに行き詰ったときは、一旦その
仕事から離れ、気に入った環境で何かに無心で集中してみ
たらどうですか。きっと先が見えてきます。
世の中、変化のスピードが速くなっています。改善の積

み重ねから改革が求められる時代に。アイデアも現在の延
長線上から革新的なものが求められ、時間も量から質へと
使い方が変化しています。これらの変化に対応するための
改革が「働き方改革」の本質だと考えます。
労働時間に関することが多いですが、それだけでなく私

たちの働く姿勢も変化させる時だと思います。常に同じ場
所・同じ環境で働くのではなく、その時々の仕事の内容に
より、働く環境を変えてみる。革新的なアイデアを出すな
ら会社以外の場所を使うのもいいかも。真の「働き方改革」
ができる環境を整備していきたいと思います。
これからは、とにかく焦らず、忙しい時ほど5月の休日の
ように「つれづれなるまま」の状態を作り出して、脳の力も
借りながら、効率的に働いていこうかな。
	 （オーエスジー㈱　執行役員　製造本部副本部長）

つれづれなるままに……
ドリル・フライス部会長　大野　博巳

リレー随想

三ケ日猪鼻湖夕景 天浜線
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工場自慢
ツール
風土記

◆会社紹介

　当社は1964年、故小野豊によって東京都北区に設立さ
れました。1967年に長野県下伊那郡高森町に自社工場（高
森工場）を建設し（現長野事業所）「超硬の回転工具」の製
造、販売開始、1975年には自社ブランド「STC」を立ち
上げ本格的に超硬切削工具の設計・製造・販売に取り組み
始めました。1978年に本社を現在の品川区大崎に移転。
創業当時は、今のようにインフラが整備されておらず、物
流には大変苦労致しました。現在2027年の東京～名古屋
間の開通を目指して、リニア中央新幹線の工事が進んでい
ます。高森町は、リニア長野県駅ができる飯田市に隣接、
駅までは車で5分～ 10分程度という至近距離にあり、リ
ニア開通後は品川まで40分、名古屋まで20分で移動が
可能になります。
　当社は2019年、創立55周年を迎えます。
　1、誠の心をこめて製品を作るべし
　1、誠の心をもって社内の和を図るべし
　1、誠の心をもって客先に盡

つく
すべし

　これは、創業者である故小野豊が作った社訓です。これ
からも、社訓と共に邁進します。

◆長野県 高森町
●豊かな河岸段丘が織りなす、南信州のコンパクトタウン

　高森町は、中央アルプスと南アルプスに囲まれ、天竜川
がその間を流れる信州伊那谷の南部、天竜川の西側に広が
る段丘の町。晴天率が高く県内でも温暖な気候です。この
類を見ない特有の河岸段丘が、豊かで美しい自然を育み、
人々の暮らしや伝統文化・産業にも多様な恩恵を与えてき
ました。当社長野事業所からの眺望は、東方に仙丈ヶ岳・
塩見岳・赤石岳など、南アルプスの3千メートル峰の絶景
が広がります。

●市田柿……特有の自然風土と人情豊かな匠の技が生んだ
宝物

　干し柿の最高級ブラン
ド「市田柿」発祥の地でも
あります。農家では渋柿
を秋に収穫し、皮をむい
て簾
すだれ
状に吊るします。晩

秋の天竜川から沸き立つ
朝霧と、昼間の日照が繰
り返す寒暖差が、熟成の
秘訣。飴色の柿に白く結
晶化した糖分が薄化粧を施します。この美しく素朴な一粒
が、贈答品やスイーツとして人気を呼んでいます。

●観光を超える「感動」体験が待つ高森町へ、こんど是非
おいでなんしょ！

　春は咲き誇るサクラと獅子舞、初夏はさくらんぼ狩り、
盛夏は落差30mの名勝「不動滝」、秋はブドウやリンゴ狩

りなどが楽しめます。
ゴルフ場「高森カント
リークラブ」も人気。
　また、1972年から
続く「全日本天竜川カ
ヌー競技大会」には県
外から多くの選手が集
い、全国一長いといわ
れる13kmの急流を
多種多様なカヌーで流
れ下り、タイムを競い
ます。

三洋工具株式会社
〒141-0027  東京都品川区大崎3-6-21 ニュー大崎213
TEL 03-3490-6821　FAX 03-3490-0027
http://www.sanyotool.co.jp

長野事業所（工場）

市田柿

南アルプス遠景

不動滝
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◆会社紹介
　当社は、1946年3月三重県津市で創業しました。終戦
から半年、戦争の傷跡は生々しいながら復興のエネルギー
のなかで、技術により産業界の一隅を照らしたいという思
いをその社名に込めました。
　紡績機械の製造から始まった当社の事業は、現在、研削
盤を主とする工作機械の製造と切削工具の加工に加え、
レーザーによる超微細加工の研究と試作に拡大してきまし
た。工作機械部門では、切削工具やエレクトロニクス分野
に向け一台ごとにスペックが異なる専用タイプを製造・販
売しています。一方、切削工具部門では、ドリルボディや
超硬インサートを製造しています。また、レーザー Lab.

では、ガラスを含
めた薄膜材等への
超微細加工法の研
究・試作を行って
います。本社は三
重県津市に、Lab.
は千葉県の柏市に
置いています。

　当社は、“Be	professional ！”の基本理念のもと、目指
すべき企業像を、「なるほど！」と言われる技術とアイデア
と感性で世界の工場へ生産効率をあげる製品とサービスを
提供する、それを通じて1.	社員の幸せ　2.	お客様のよろ
こび　3.	社会への貢献を実現する　と定め、事業を展開
しています。また、“3G：Gender	free、Generation	
free、Global”を人材方針として掲げ、人にフォーカスし
た経営を推進しています。その取り組みが評価され、
2014年に経済産業省より「ダイバーシティ経営企業100
選」、2015年にはアジア太平洋経済協力会議の閣僚会議
にて「APEC女性活躍推進企業50選」に選定されました。

◆ご当地紹介
　三重県中部に位置している津市は、人口約27万人を擁
する県庁所在地です。市東部は伊勢湾に面し、西部は奈良
県と接しており、自然に恵まれた地域で、その面積は
711km2と、東京23区やシンガポール、あるいは琵琶湖
に匹敵します。
　津市は伊勢に近いこともあり、歴史や文化に影響を与え
た場所でもありました。歴史的には南北朝時代に伊勢国司
として栄華をきわめた北畠氏が居住した場所であり、また

築城と生涯に8人も主
君を変えたことで有
名な藤堂高虎の居城
の地でもありました。
　浄土真宗の高田派
の本山専

せん
修
じゅ
寺
じ
も当地

にあります。当寺は栃
木県真岡市にある本寺専修寺と共に境内の御廟に親鸞聖人
のご遺骨をお守りしています。本山専修寺の境内に建つ御
影堂・如来堂は2017年に県内初の建造物国宝指定を受け
ました。

　加えて、市内には浅草観音、大須観音と並ぶ日本三大観
音の一つ真言宗の寺院「恵日山観音寺」があります。709
年に創建されたとする通称「津観音」は、桃山・江戸時代
に豊臣秀吉や徳川将軍家、藤堂家から特別な庇護を受けて
いた他、伊勢神宮への往復に立ち寄る参拝者からは、「阿
弥陀に詣らねば片参宮」と言われるほど賑わっていました。
　人材の輩出については、昭和期に「東の魯山人、西の半

はん

泥
でい
子
し
」と称された川喜田半泥子（本名は川喜田久太夫政令）

が活躍したのも当地です。半泥子は百五銀行の頭取を務め
ながら、書画、茶の湯、俳句、写真などの才を発揮し、特
に還暦近くから始めた陶芸ではその道を究め、生涯に3万
点とも5万点とも言われる作品を生み出しました。また、
KJ法を考案したことで知られる文化人類学者、川喜田二
郎氏も川喜田家の系譜です。スポーツ振興にも力をいれて
おり、五輪3連覇を達成したレスリングの吉田沙保里さん
も津市出身です。
　食も楽しめます。鰻店の
数も多く、B級グルメとし
て津ぎょうざが有名であ
る他、エビの天ぷらを入れ
て結ぶ天むすの元祖店も
津市にあります。

工場自慢
ツール
風土記

株式会社 光機械製作所
〒514-0112  三重県津市一身田中野8-1
TEL 059-227-5511　FAX 059-227-5514
http://www.hikarikikai.co.jp

本社及び本社工場

藤堂高虎像

高田本山	専修寺 恵日山	観音寺

天むす
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編集後記
　6月末をもって、12年間勤務しました工業会を退職致しま
した。Myツール（日本工具工業会）の8年間、JTAジャーナ
ル（日本機械工具工業会）の4年間に亘り、編集委員長とし
て機関誌を発行して参りました。執筆者並びに編集委員の皆
様、そして何よりも支えて頂きました読者の皆様、大変お世
話になりました。改めまして御礼申し上げます。
　在任中は、リーマンショック、東日本大震災、WCTC日

本開催、工業会統合など、大きな出来事がありました。これ
からも、工業会を取り巻く環境は、大きく変化していくと思
いますが、このJTAジャーナルが日本機械工具工業会の素晴
らしい活動の足跡を残していけるよう、益々進化して頂きた
いと願っています。今後は、一読者としてJTAジャーナルを
楽しみにして行きたいと思います。

（編集委員長　日下部祐次）

 （単位：百万円）

品　　　目
2017年度実績 2018年度実績 2019年度見通し

上期 下期 上期 前年同期比 下期 前年同期比 年度 前年度比 上期生産額 
見通し 前年同期比 下期生産額 

見通し 前年同期比 年度見通し 前年度比

ド リ ル 9,541 9,868 9,949 104.3% 10,576 107.2% 20,525 105.7% 9,909 99.6% 10,351 97.9% 20,260 98.7%

エ ン ド ミ ル 3,494 3,479 3,433 98.2% 4,010 115.3% 7,443 106.7% 3,282 95.6% 3,889.7 97.0% 7,171 96.4%

カ ッ タ 599 551 569 95.0% 599 108.7% 1,168 101.6% 553 97.2% 565 94.3% 1,118 95.7%

ギ ヤ カ ッ タ 4,451 4,650 4,649 104.4% 4,820 103.7% 9,469 104.0% 4,542 97.7% 4,497 93.3% 9,039 95.5%

ブ ロ ー チ 5,803 5,650 5,577 96.1% 5,796 102.6% 11,373 99.3% 5,856 105.0% 5,707 98.5% 11,562 101.7%

ね じ 加 工 工 具 18,120 18,733 19,016 104.9% 20,434 109.1% 39,449 107.0% 18,350 96.5% 20,336 99.5% 38,686 98.1%

バ イ ト 804 867 869 108.1% 848 97.7% 1,717 102.7% 874 100.5% 817 96.3% 1,690 98.4%

リ ー マ 981 920 990 100.9% 1,065 115.8% 2,055 108.1% 995 100.5% 1,040 97.7% 2,036 99.0%

鋸 刃 カ ッ タ 774 866 859 111.0% 861 99.4% 1,719 104.9% 923 107.5% 864 100.4% 1,787 103.9%

耐 摩 工 具 1,421 1,423 1,361 95.7% 1,307 91.8% 2,667 93.8% 1,361 100.0% 1,268 97.0% 2,628 98.5%

特殊鋼工具計 45,988 47,007 47,271 102.8% 50,315 107.0% 97,585 104.9% 46,644 98.7% 49,334 98.1% 95,978 98.4%

ド リ ル 20,015 21,101 22,103 110.4% 23,191 109.9% 45,294 110.2% 22,346 101.1% 22,855 98.6% 45,202 99.8%

エ ン ド ミ ル 23,008 23,689 24,364 105.9% 24,133 101.9% 48,497 103.9% 24,315 99.8% 23,503 97.4% 47,818 98.6%

カ ッ タ 3,215 3,646 3,773 117.4% 3,896 106.9% 7,668 111.8% 3,762 99.7% 3,707 95.2% 7,469 97.4%

ね じ 加 工 工 具 1,727 1,760 1,951 113.0% 2,484 141.1% 4,435 127.2% 2,201 112.8% 2,746 110.6% 4,947 111.6%

バ イ ト 6,001 6,506 6,505 108.4% 6,721 103.3% 13,226 105.7% 6,512 100.1% 6,545 97.4% 13,057 98.7%

リ ー マ 1,662 1,818 1,979 119.1% 2,011 110.6% 3,990 114.6% 1,971 99.6% 1,941 96.5% 3,912 98.0%

鋸 刃 カ ッ タ 366 345 374 102.3% 392 113.5% 766 107.7% 378 101.0% 384 98.0% 761 99.4%

イ ン サ ー ト 79,007 85,105 86,393 109.3% 91,341 107.3% 177,734 108.3% 84,492 97.8% 88,158 96.5% 172,650 97.1%

耐 摩 工 具 18,900 19,588 20,397 107.9% 20,418 104.2% 40,815 106.0% 20,234 99.2% 19,567 95.8% 39,801 97.5%

鉱 山 土 木 工 具 4,534 4,050 4,359 96.1% 4,155 102.6% 8,514 99.2% 4,446 102.0% 4,204 101.2% 8,650 101.6%

超硬工具計 158,435 167,609 172,198 108.7% 178,741 106.6% 350,939 107.6% 170,657 99.1% 173,611 97.1% 344,267 98.1%

ド リ ル 549 598 609 111.0% 678 113.3% 1,287 112.2% 606 99.4% 647 95.4% 1,253 97.3%

エ ン ド ミ ル 971 1,275 1,374 141.6% 1,406 110.3% 2,780 123.8% 1,351 98.3% 1,340 95.4% 2,691 96.8%

カ ッ タ 393 442 464 118.0% 493 111.5% 957 114.6% 455 98.0% 469 95.1% 923 96.5%

イ ン サ ー ト 10,276 11,359 12,154 118.3% 12,706 111.9% 24,861 114.9% 12,239 100.7% 12,461 98.1% 24,700 99.4%

ダイヤ・CBN計 12,189 13,674 14,602 119.8% 15,283 111.8% 29,885 115.6% 14,651 100.3% 14,917 97.6% 29,568 98.9%

ド リ ル 30,105 31,567 32,661 108.5% 34,445 109.1% 67,107 108.8% 32,861 100.6% 33,854 98.3% 66,715 99.4%

エ ン ド ミ ル 27,473 28,443 29,171 106.2% 29,549 103.9% 58,720 105.0% 28,948 99.2% 28,733 97.2% 57,681 98.2%

カ ッ タ 4,207 4,639 4,806 114.2% 4,987 107.5% 9,794 110.7% 4,770 99.2% 4,740 95.0% 9,510 97.1%

ギ ヤ カ ッ タ 4,451 4,650 4,649 104.4% 4,820 103.7% 9,469 104.0% 4,542 97.7% 4,497 93.3% 9,039 95.5%

ブ ロ ー チ 5,803 5,650 5,577 96.1% 5,796 102.6% 11,373 99.3% 5,856 105.0% 5,707 98.5% 11,562 101.7%

ね じ 加 工 工 具 19,847 20,493 20,967 105.6% 22,917 111.8% 43,884 108.8% 20,551 98.0% 23,082 100.7% 43,634 99.4%

バ イ ト 6,805 7,374 7,375 108.4% 7,568 102.6% 14,943 105.4% 7,385 100.1% 7,362 97.3% 14,747 98.7%

リ ー マ 2,643 2,738 2,969 112.3% 3,076 112.4% 6,045 112.4% 2,966 99.9% 2,981 96.9% 5,948 98.4%

鋸 刃 カ ッ タ 1,139 1,211 1,232 108.2% 1,252 103.4% 2,485 105.7% 1,301 105.5% 1,248 99.6% 2,548 102.6%

イ ン サ ー ト 89,284 96,464 98,547 110.4% 104,047 107.9% 202,594 109.1% 96,732 98.2% 100,618 96.7% 197,350 97.4%

そ の 他 工 具 9,246 9,587 10,198 110.3% 9,362 97.7% 19,560 103.9% 10,392 101.9% 9,209 98.4% 19,600 100.2%

ボ デ ィ 関 係 9,085 9,585 10,262 113.0% 10,602 110.6% 20,865 111.8% 9,339 91.0% 9,050 85.4% 18,389 88.1%

切削工具小計 210,088 222,401 228,415 108.7% 238,424 107.2% 466,838 107.9% 225,641 98.8% 231,081 96.9% 456,722 97.8%

耐 摩 工 具 20,321 21,011 21,757 107.1% 21,724 103.4% 43,482 105.2% 21,594 99.3% 20,835 95.9% 42,429 97.6%

鉱 山 土 木 工 具 4,534 4,050 4,359 96.1% 4,155 102.6% 8,514 99.2% 4,446 102.0% 4,204 101.2% 8,650 101.6%

総合計 234,943 247,463 254,531 108.3% 264,303 106.8% 518,834 107.6% 251,682 98.9% 256,120 96.9% 507,802 97.9%

（出典：日本機械工具工業会	会員統計）

機械工具　2017、2018 年度生産額実績 及び 2019 年度生産額見通し（会員統計）


