
三菱マテリアルの中村でございます。このたび栄えある日本機械工具工業会の副会長を

仰せつかりました。私にとりましては初めての大役であり、身の引き締まる思いでございま

す。微力ながら当工業会の発展に粉骨砕身尽力させていただきたいと思っておりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、世界のビジネス環境は堅調に推移しており、欧州や中東地域等では地政学上のリ

スクを抱えてはいるものの、日本企業の2017年度業績は総じて高い水準でございました。

一方で、今後の事業環境を見ると、自動車の脱ディーゼルエンジンやEV化、製販含めた

IoTへの対応など、過去に例を見ない規模とスピードで我々の市場環境は変化を始めていま

す。

こと自動車業界では、搭載部品が変わることによるお客様の加工方法や被削材の変化、

或いは従来は自動車産業には直接関係しなかった業界からの自動車市場への参入といった

産業構造自体に、100年に一度と言われる大きな変化が起きております。

一方IoTへの動きでは、我々工具メーカーが生み出す製品単体の価値のみならず、その

表示・表現の仕方やお客様とのコミュニケーションの仕方に変化が出始めております。それ

らの根幹となるデータ書式やコンテンツに日本企業の意向が組み入れられるよう、当工業会

を含め関係各社と連携しながら活動していくことが期待されるところであります。

ところで、Industrie 4.0を提唱するドイツは、労働人口の減少や労務費の高騰が主たる

背景にあったと言われています。我々日本はいかがでしょうか。ドイツと同じように労働人

口は減少の一途を辿っています。ドイツでは数多くの移民を受け入れていますが、日本は文

化の特異性や諸々の規制により外国人にとって決して働き易い国ではありません。むしろ日

本の方がドイツよりも抱えている問題は深刻なのかもしれません。

では私たち日本のモノづくりを支える企業は、この人手不足という課題にどう取り組むの

か。新興国への生産シフトで対応する、或いは教育・改善によって今以上に労働生産性を

向上させる、更にはAI等の活用による大幅な効率化を模索する企業もあろうかと思います。

政府は働き方改革を提唱していますが、これは単なる残業抑制を訴えているのではなく、従

来の豊富な労働力を背景とした仕事のやり方やモノづくりから脱却し、仕事自体の内容・手

法を抜本的に変えていくことが求められているものです。

私は、重要なのはイマジネーション力だと思っています。どのような変化が生じ、どんな

影響が生まれるのか、克服するにはどうすれば良いのか。もちろん最終的には個々の企業の

力で乗り越えることが大事ですが、当工業会のような組織を活用して互いに議論を行って頂

くことで、幾つかヒントが出てくるものと思います。

会員皆様のご理解ご協力の下、活動して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

（三菱マテリアル㈱　常務執行役員　加工事業カンパニープレジデント）
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　6月6日、第4回定時総会がアーバンネット大手町
ビル21階「東京會館」にて62社が参加し、日下部専
務理事の司会の下、開催された。

冒頭、牛島会長より
「2017年 度 の 生 産
実 績は対 前 年 度 比
8.9 ％ 増 の4,824億
円と過去最高であっ
た。ハイスのドリル、
ねじ切り工具、超硬
のインサート、エン
ドミル、リーマーが

高い伸び率を示した。出荷ベースでは内需は7.5％増、
輸出は11.8％増で円安の恩恵も大きかった。2018年度
の見通しは5,101億円で初の5,000億円達成が見えてい
る。工作機械も好調で、4月の内需の受注が前年同月比
36％増加しており、昨年は外需中心の受注であったが、
今年は内需の伸びが目立つ。ボールねじなど工作機械
の部品の供給体制はひっ迫している状況で、出荷は受
注の2/3程度の水準が続いている。また、設備の納期
が長くなっているため、納期が短い海外の設備へ代替え
してしまう事態や、国からの補助金の申請に間に合わな
いという話も一部にある。
　自動車の電動化も我々のビジネスに大きな影響が
あり、数字は概算であるが2017年度、世界中での乗
用車の生産台数は2％増の9,200万台、最も増加した
のはアイドリングストップ付エンジン車で20％増の
660万台であった。プラグインを含むハイブリッド車
は20％増の30万台であった。EVは伸び率が最大の
65％増で80万台。エコカーはいずれも大幅に増加し
ているが、従来型のガソリン及びディーゼルエンジン
車は10％減少し5,000万台であった。
　北米の80％、中国の75%が従来型のエンジン車を
生産している。日本は全生産台数の内、ハイブリット
車が190万台、アイドリングストップ付エンジン車が
390万台となっており、従来型のエンジン車の生産は
35％と、エコカー化が進んでいる。

ヨーロッパでは2,500万台生産しているが、1,800万
台はアイドリングストップ付エンジン車で、従来型の
エンジン車は30%しか生産していない。
　2023年、全世界の生産台数予測は1億400万台。
その内EVは450万台へ伸びるが、今のままのリチウ
ムイオン電池では、450万台でコバルトを6万トン消
費する。今後少しは産出量が増えると言われているが、
全世界の産出量12万トンの内将来50%も電気自動車
に使われるということは非常に大きな問題である。工
具は、重要な原料のタングステンやコバルトを、安定
価格で調達することが益々重要となる。
　日本の加工技術、工具技術がグローバルで生き残っ
て勝ちぬくために、当JTA内でも会員である工具や
原料メーカーの切磋琢磨が不可欠である。そのために
本年より技術功績賞の選考方法を見直した。審査にあ
たり、選考委員会での議論活発化を目的に、委員の絞
り込みを行う一方、加工技術を専門とされている東京
電機大学 松村教授に外部有識者として参画していた
だく。」と開会挨拶
があった。
　審議に入る前に役
員交代の報告があり、
三菱マテリアル㈱の
中村新副会長から挨
拶があった。
　 審 議 事 項は4件、
報告事項は8件。

平成30年度定時総会

定時総会の様子

中村新副会長挨拶

牛島会長挨拶
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　第1号議案の平成29年度の事業報告・収支決算につ
いて事務局から説明・藤原監事（㈱共立合金製作所）に
より監査報告の後、承認可決された。
　第2号議案の平成30年度事業計画に関しては、政府
の実施する経済振興・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、ISO13399への対
応でWebミーティングを毎週木曜日16時～ JTAと日
本工作機器工業会とで行っており、技術委員各社の更
なる参加を募った。各委員会の計画、広報活動、会合
の開催について説明し、承認可決された。
　第3・4号議案では、平成30年度の会費および収支
予算に関して説明があり、承認可決され、休憩に入った。
　その後、報告事項に移り、新規入会会員紹介、平成
30年度生

い
悦
け

住
ずみ

賞・新庄賞の受賞者発表（P.5参照）、平
成30年度生産額見通しについて事務局より報告が行わ
れた。
　続けて、各委員会からの報告が行われた。
　総務委員会（報告者：田中滋彦委員長 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、規定や内規の規則整備の取り組み
を説明した。また業界功労賞、生悦住賞・新庄賞候補
者検討・選出、ISO13399への対応は技術委員会と連
携、WCTC2022は国際委員会との連携検討との報告
があった。
　国際委員会（報告者：田中博信委員長 オーエスジー
㈱）からは、9月シカゴで行われるIMTS2018にJTA
ブースが初出展し、会員会社・グループ会社、会員会
社からご紹介頂く関係者様へツアーの参加を募った。
また11月タイで行われるMETALEX2018のJETRO
ブース出展会員の募集、EMO2019の企業出展、JTA
ブースやツアーの検討中であると報告した。
　技術委員会（報告者：村上委員長 三菱マテリアル㈱）
からは、技術功績
賞の選考、技術交
流発表会、合同委
員会（技術委員会・
環境委員会）、ISO/
TC29/WG34会 合
への参加等について
報告があった。また、

各専門委員会のJIS、ISOの規格変更審議、投票などの
活動報告をした。
　環境委員会（報告者：梅澤委員長 ㈱不二越）からは、
2017年度環境活動概要、環境調査の結果などを報告
した。環境調査より環境改善に有効な事例を紹介して
会員企業各社の有益となる支援を目指す旨、説明した。
調査結果として平均得点は昨年と同様、環境マネジメ
ントの得点は前年度に比べ増加した企業が多いが、改
善活動は前年比で評価する項目が多く毎年改善させ続
けることが難しい為、悪化した企業が多い。より正確
な精度を出す為や受賞企業の偏りを減らす為にも、回
答の提出率向上の協力依頼をした。
　続いて、事務局より11月に行われるJIMTOF2018
の開催概要、今後のスケジュールを説明し、生悦住副
会長の閉会挨拶、そ
の後、生悦住賞・新
庄賞受賞者の表彰式・
記念撮影をし、閉会
した。
　その後の懇親会は、
牛島 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 片岡課長によ
る祝辞に続き、中村
新副会長の乾杯のご
発声で開宴した。歓
談後、新入会員挨拶、
最後に石川副会長の
中締めによって閉会し
た。

生悦住副会長挨拶

経済産業省 片岡課長 来賓祝辞

石川副会長中締め懇親会の様子
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日本機械工具工業会　役員一覧

会　　長 牛　島　　　望 住友電気工業㈱　専務取締役

副 会 長

石　川　則　男 オーエスジー㈱　社長兼CEO

中　村　伸　一 三菱マテリアル㈱　常務執行役員加工事業カンパニープレジデント

生悦住　　　歩 ダイジェット工業㈱　社長

岩　田　昌　尚 ㈱イワタツール　社長

理　　事

植　山　　　浩 高周波精密㈱　常務取締役

山　本　誠　司 サンアロイ工業㈱　社長

田野井　優　美 ㈱田野井製作所　社長

木　下　　　聡 ㈱タンガロイ　社長

寺　島　誠　人 ㈱ 東鋼　社長

天　野　孝　三 日本特殊陶業㈱　常務執行役員

塚　本　　　裕 ㈱不二越　取締役

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

高　橋　　　勉 大和精密工具㈱　社長

専務理事
日下部　祐　次 日本機械工具工業会

関　口　紳一郎 日本機械工具工業会

マパール株式会社は平成30年5月付けにて賛助会員より正会員に会員資格変更となりました。

旧：エイチ・シー・スタルク株式会社
新：エイチ・シー・スタルク・タングステン合同会社　（6月付け）

旧：島津メクテム株式会社
新：島津産機システムズ株式会社（4月付け）

旧：トライバッハ インダストリ エージー
新：トライバッハ・インダストリ・ジャパン株式会社　（3月付け）

三井金属鉱業株式会社の会員代表者が交代されました。
新会員代表者　執行役員機能粉事業部長　丸山　憲行様　（3月付け）

会 員 資 格 変 更

会 員 社 名 変 更

新会員代表者紹介
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新入会員紹介
◆正会員

◆賛助会員

ジィー・エヌ・エス 株式会社（平成30年5月入会）
会員代表者 	 代表取締役　野村　宣人
本社所在地 	 〒457-0012
	 愛知県名古屋市南区菊住2-5-17

電話番号 	 052-908-3777
FAX番号 	 052-822-8282

URL 	 http://www.gns2000.jp/
主要製品 	 エンドミル（ジェットエンジン用）

エレメントシックス株式会社（平成30年5月入会）
会員代表者 	 代表取締役社長　フーベルト	クーゲル
本社所在地 	 〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-22-13　PMO八丁堀9F
電話番号 	 03-3523-9311　　 FAX番号 　03-3523-9315　　 URL 　https://www.e6.com/jp/	
主要製品 	 工業用合成ダイヤモンド＆CBN砥粒、PCD、単結晶ダイヤモンド等（外国メーカーの販売子会社）

創信日本株式会社（平成30年5月入会）
会員代表者 	 代表取締役社長　劉

りゅう
　拓
たく

本社所在地 	 〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-28　アクア神田ビル9F
電話番号 	 03-6206-8525　　 FAX番号 　03-6206-8824　　 URL 　http://www.chuangxin.jp/	
主要製品 	 	プリント基板用超硬工具、金属加工用超硬工具類（XIATEC製品の販売子会社）

日本金
きん

鷺
ろ

硬質合金株式会社（平成30年5月入会）
会員代表者 	 取締役副社長　張

ちょう
　志
し　もう
猛

本社所在地 	 〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町3-10-2　SKKビル4F
電話番号 	 03-3527-3282　　 FAX番号 　03-3527-3283　　 URL 　http://www.gesac.com.cn
主要製品 	 	超硬合金丸棒素材、タングステン合金及びこれらの各種加工品等の販売（アモイGESACの販売子会社）

平成30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。

平成30年度生悦住賞受賞者：2名
◎倉持　建 元 高周波精密株式会社
功績の概要
　氏は、1984（昭和59）年より、日本工具工業会技術委員を皮
切りに技術委員長、環境委員、歯切工具専門委員、バイト専門委
員、Myツール編集委員等を歴任された。また、1977年にはISO
／TC29／ SC2の総会に出席、1985年からは日本歯車工業会規
格委員会、さらに鉄鋼協会鋼材規格3者委員会へ参画されるなど、
会員内外の標準化について主導的立場で活躍されるなど、標準化
を中心に貢献された功績。
◎森　良克 住友電気工業株式会社
功績の概要
　氏は、『超硬工具ハンドブック』改訂版の編集委員として参画。
その豊富な知識と経験から超硬質工具材料、切削工具、耐摩耗
工具、鉱山・土木工具などバランスの取れた内容とすることに腐
心され、同社から7名の技術者を選任、それぞれの分野を担当し、
最新技術を余すところなく執筆された。技術委員長時代は、旧日
本工具工業会技術委員会と連携し、超硬ボールエンドミルのISO
規格化など、技術的課題に果敢に取り組まれた功績。

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。

平成30年度新庄（陰徳の士）賞受賞者：5社5名
◎ 株式会社 栄工舎 佐藤　　健
◎ 東海合金工業株式会社 坂　美佐子
◎ 株式会社 畑滝製作所 杉原　　勉
◎ マコトロイ工業株式会社 栢下　雅士
◎ 山本精工株式会社 黒石　　清
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　2018年9月10日（月）から15日（土）まで開催され
るIMTS2018（米国国際工作機械見本市）の視察ツアー
の催行が、締め切りを前に、最少催行人数に達したため
決定致しました。
　また、国際委員会で企画立案したJTAブースでの商
談会やJETRO（日本貿易振興機構）と共同企画した商
談チャレンジ等を行います。

〈IMTS見本市の概要〉
1．名称： IMTS（米国国際工作機械見本市）
 通称：シカゴショー
2．主催： The Association For Manufacturing 

Technology
3．期間： 2018年9月10日（月）～ 9月15日（土） 
 6日間
4．会場： アメリカ　シカゴ市　マコーミックプレイス
5．主な取扱品目：工作機械・金属加工、工具、金型、

機械・工業技術／金属製品、その
他産業用機器、設備、製造・生産
技術、品質管理、情報・通信、情
報処理、環境、廃棄物処理、リサイ
クリング等

6．見 本 市 概 要：IMTS2018は通算32回目となる世
界的な工作機械見本市です。2,000
社以上の出展企業が、イリノイ州
シカゴのマコーミックプレイス会場
で、13万平米以上の展示スペース
に出展します。IMTSはシカゴ市に
おいて隔年開催され、112カ国以上
から11万4千人に上る売り手と買
い手が一堂に集まる展示会です。

7．出展会員：14社
8．工業会主催ツアーの概要
　①期間： 9月9日（日）成田発～ 15日（土）成田着　
　　 5泊7日
　②視察： IMTS2018見本市：2日間（シカゴ市）
  フォード社工場見学（デトロイト市）
 ◎アメリカで最も象徴的なトラックで新しい

軍用アルミ合金ボディのフォードF-150
トラックを製造しています。工場の最終
組み立てラインを見学。1分間に1台のト
ラックをフルラインスピードで生産するた
めに稼働する複雑な生産設備、ロボット、
パーツデリバリー、熟練労働者の様子を
直接見学します。

  ボーイング社工場見学（シアトル市）
 ◎1916年に設立された世界最大の航空宇宙

機器開発製造会社ボーイングはアメリカ

で唯一の大型旅客機メーカー。民間機だ
けでなく軍用機やミサイル、宇宙船、宇
宙機器などの研究開発と設計製造を行っ
ており、その技術は航空宇宙機器業界の
リーダといえます。ボーイングはシアト
ルで誕生し、市街地から40Kmほど北に
あるペインフィールド空港のそばに東京
ドーム89個分の広さを持つ世界最大の旅
客機工場です。次世代ジェット旅客機と
して注目を集めている787ドリームライ
ナーや777,747,767などの組み立て工程
を視察します。

 航空機博物館（シアトル市）
　③ツアー企画立案：国際委員会
　④旅行会社及び添乗員：近畿日本ツーリスト株式会社
9．日本機械工具工業会ブースの出展（初出展）
　①EMO2017同様、主催者による招待で無料出展
　②会場では工業会事務局と日本人通訳を会期中常駐
　③IMTS出展会員PR用パンフレットの配布、会員出

展フロアー図を設置
10．商談チャレンジの開催
　①JTAブースを拠点とした正会員の商談活動をサ

ポート
　②商談チャレンジ受付中（7月末締め切り）
　③内容
　　・商談スペースの利用
　　・企業のロゴマーク、カタログを展示
　　・JTAブース訪問者との面談
　　・通訳によるサポート
11.その他の活動
　①JETROブースの出展決定時に会員への出展募集を

実施
　②期間中JETROブースにおいて、来場者に工業会出

展者の出展案内・紹介を実施
12．今後の海外展示会
　◎METALEX2018
　①期間：11月21日（水）～ 24日(土)　　
　　　　　2017年の来場者：91,000人
　②JETROブースへの出展会員2社

日本機械工具工業会主催　IMTS2018 視察ツアー催行決定

IMTS2016より
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JIMTOF2018　日本機械工具工業会出展者（69 社）　西 1 ホール配置図
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2018年11月1日～ 6日に東京ビッグサイト（東京国際展示場）にて開催される、JIMTOF2018（第29回日本国際工作
機械見本市）日本機械工具工業会会員出展者69社の小間配置が下記の通り決定いたしましたので、ご報告いたします。
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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	 牛島　　望…住友電気工業㈱
委　員	 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
　〃	 成瀬　喜啓…㈱タンガロイ
　〃	 寺島　誠人…㈱東鋼
　〃	 山田　正通…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㈱
　〃	 大田晋一郎…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　滋彦…住友電気工業㈱
委　員	 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㈱
　〃	 田渕　　繁…ダイジェット工業㈱
　〃	 田野井優美…㈱田野井製作所
　〃	 成瀬　喜啓…㈱タンガロイ
　〃	 寺島　誠人…㈱東鋼
　〃	 山田　正通…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㈱
　〃	 大田晋一郎…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	 日下部祐次…日本機械工具工業会
委　員	 石橋　一葉…㈱アライドマテリアル
　〃	 久保田くみ子…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	 関口紳一郎…日本機械工具工業会
　〃	 堤　加世子…日本機械工具工業会

　資材専門委員会
委員長	 岡森　良充…住友電気工業㈱
委　員	 甲斐　匡介…㈱アサヒ工具製作所
　〃	 太田　光男…㈱アライドマテリアル
　〃	 山際　利輝…エフ・ピー・ツール㈱
　〃	 村野　健一…京セラ㈱
　〃	 坪田　信吾…㈱共立合金製作所
　〃	 稲垣　陽通…サンドビック㈱
　〃	 大澤　敏志…ダイジェット工業㈱
　〃	 渡辺　　潤…㈱タンガロイ
　〃	 川瀬　幸久…㈱中京
　〃	 前田　英二…日本タングステン㈱
　〃	 後藤新太郎…日本特殊陶業㈱
　〃	 丸山　　茂…日本ハードメタル㈱
　〃	 左右田　彰…富士精工㈱
　〃	 城井　久之…マコトロイ工業㈱
　〃	 種田　修一…ユニオンツール㈱

　技術委員会
委員長	 村上　靖典…三菱マテリアル㈱
副委員長	 足立　吉章…オーエスジー㈱
　〃	 奥野　貴博…住友電気工業㈱
　〃	 干場　俊洋…㈱不二越
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
　〃	 田中　宏季…日本タングステン㈱
　〃	 小出　　実…日本特殊陶業㈱
　〃	 田栗　裕輔…日本ハードメタル㈱
　〃	 林　　憲一…㈱ノトアロイ
　〃	 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㈱
　〃	 河野　賢祐…三菱マテリアル㈱
　〃	 大橋　忠一…三菱マテリアル㈱
　〃	 三井　雅夫…㈱彌満和製作所
　〃	 佐藤　　彰…ユニオンツール㈱

　ソリッドドリル専門委員会
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
　〃	 山本　剛広…オーエスジー㈱
　〃	 岡部　晴峰…㈱岡部工具製作所
　〃	 齋藤　智義…㈱サイトウ製作所
　〃	 川畑　文浩…日本超硬㈱
　〃	 中村清一郎…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
　〃	 岩田　正巳…三菱日立ツール㈱
　〃	 田中　洋光…三菱マテリアル㈱
　〃	 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	 小出　文也…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㈱
　〃	 藤嵜　和寛…三菱マテリアル㈱
　〃	 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㈱
　〃	 河田　洋一…サンドビック㈱
　〃	 奥野　貴博…住友電気工業㈱
　〃	 行成　伸二…ダイジェット工業㈱
　〃	 小出　　実…日本特殊陶業㈱
　〃	 齋藤　　実…冨士ダイス㈱
　〃	 木内　康博…三菱日立ツール㈱
　〃	 大橋　忠一…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	 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㈱
　〃	 田中　宏季…日本タングステン㈱
　〃	 林　　憲一…㈱ノトアロイ
　〃	 東脇　啓文…マコトロイ工業㈱
　〃	 高橋　和彦…三菱マテリアル㈱（ＭＭＣリョウテック㈱）
　〃	 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㈱
副委員長	 虻川　宏平…日本特殊陶業㈱
委　員	 福井　康雄…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㈱
　〃	 田栗　裕輔…日本ハードメタル㈱
　〃	 藤井　章博…富士精工㈱
　〃	 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	 梅澤　重一…㈱不二越
副委員長	 郷田　　靖…住友電気工業㈱
委　員	 桒原　浩之…㈱宇都宮製作所
　〃	 浅井　　純…エフ・ピー・ツール㈱
　〃	 清水　文人…オーエスジー㈱
　〃	 山川　寿康…兼房㈱
　〃	 三好　正法…京セラ㈱
　〃	 寺岡　孝憲…㈱共立合金製作所

委　員	 段林　克和…サンアロイ工業㈱
　〃	 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㈱
　〃	 林　　憲一…㈱ノトアロイ
　〃	 市川　博規…富士精工㈱
　〃	 伴　　昭夫…冨士ダイス㈱
　〃	 塚本　雅淑…三菱日立ツール㈱
　〃	 長谷川明宏…三菱マテリアル㈱
　〃	 矢野　和義…矢野金属㈱
　〃	 高橋　裕二…理研製鋼㈱

　国際委員会
委員長	 田中　博信…オーエスジー㈱
委　員	 岩田　昌尚…㈱イワタツール
　〃	 熊田　　実…㈱栄工舎
　〃	 スザン	カルキ…㈱栄工舎
　〃	 俵　　正憲…㈱カワイエンジニアリング
　〃	 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
　〃	 和泉　豊一…㈱不二越
　〃	 小谷　二郎…三菱マテリアル㈱

　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
　〃	 熊田　　実…㈱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㈱
　〃	 畑下　康治…㈱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
　〃	 森山　　亨…㈱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	 関口　　徹…㈱不二越
副部会長	 植山　　浩…高周波精密㈱
部会員	 仲野　尉二…㈱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㈱
　〃	 宮嶋　和也…㈱ユーテムプレシジョン

平成30年（2018年）７月1日現在
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プロバスケットボールのBリーグを皆さんご存知でしょ
うか。最近TVなどでも放映される機会が増えて参りまし
た。今回バスケットボールについて、私目線でご紹介させ
ていただきます。私は長年に渡り、バスケットボールの協
会・連盟・審判に関わり、またバスケットボールチームを
応援してきました。
中学時代はバスケットボール部に所属し、鬼先生の下、
練習に励み、休みはお正月のみだったような気がします。
私たちも頑張りましたが、先生もすごいと思いました。高
校・大学は違うスポーツを経験しましたが、社会人になっ
てバスケットボール部に入りました。このころ（35年ほど
前）から、チーム強化が始まり、地元の大学や高校の有力
選手に声をかけるようになりました。今まで5人集めるの
がギリギリのチームの強化が始まったということです。ち
なみに私は強化とは全く関係なく入りましたが、今では協
会・連盟・審判で貢献できているのかなと感じています。
チームが強くなるにつれて、私はいろいろ仕事が増えて

いきました。特に審判は今でも毎年、更新試験（フィット
ネス、ルールテスト、セミナー）を受けています。添付写
真はその証拠品です（ルールブック、ワッペン、笛……私
の宝です）。国体や実業団の全国大会あるいは地元（愛知県
東三河）の高校等の大会の審判を経験させていだだいてお
り、現在でも切磋琢磨しております。
また弊社オーエスジーは、現在バスケットボールのプロ

リーグ（Bリーグ）の三遠ネオフェニックス（前 浜松・東
三河フェニックス）のトップスポンサーを担っております。
私が入部した35年ほど前は愛知県実業団リーグの11部
で、その後ほぼ毎年リーグで優勝し、やがて1部になり、

当時の日本リーグへ参入しました。そのころ、弊社は体育
館を建て、女子の日本代表監督経験者を監督に迎えてトッ
プリーグへと進んでいきました。そして当時のbjリーグで
3度の優勝（写真紹介）を経験することになりました。5人
が精一杯のチームがここまで登り詰めたのは、数多くの皆
様のご尽力の賜物と思っております。
現在、三遠ネオフェニックスはBリーグにて、シーズン

になるとホームアリーナとして豊橋総合体育館他にて熱戦
を繰り広げております（10月～5月）（写真紹介）。また、オー
エスジーは、フェニックスを通じてスポーツの貢献をし続
けております。球団社長の浜武氏は6月に退任し、7月か
らはBリーグのさらなる発展のため、Bリーグの副チェア
マン（専務理事）に就任します。太田選手は、2011年から
7年間日本代表として活躍しております。そして長年選手
として活躍してきました、レジェンド大口真洋氏は、日本
プロスポーツ初の、プロクラブの全面監修による大学バス
ケ部（浜松学院大学）の監督に就任しました。
10月からBリーグの2018-19のシーズンが始まります。
お時間あります時は是非お近くのBリーグ、そして三遠ネ
オフェニックスの観戦にお越しいただければ幸いに存じま
す。私も体力と気力が続く限り、審判活動を継続したいと
思っておりますし、協会・連盟に少しでも寄与できれば思っ
ております。私ごとの随想ではありますが、少しでも皆様
がバスケットボール、そしてスポーツに興味を持っていた
だき、来るべき2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
クを応援していただければ幸いに存じます。ありがとうご
ざいました。

（オーエスジー㈱ 経営企画室）

バスケットボールについて
国際委員長　田中　博信

リレー随想

【審判グッズ】 【bjリーグで優勝した「浜松・東三河フェニックス」】
（提供　フェニックス）

【ホームアリーナ豊橋総合体育館での熱戦】
（提供　フェニックス）
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工場自慢
ツール
風土記

◆会社紹介
　当社は1963年に創業して以来、精密切削工具と腕時計
の開発・製造・販売を行う従業員89名のモノづくり企業
であります。秋田県羽

う ご
後町と湯沢市に本社と工場、千葉県

柏市に営業所を持っております。

　当社は2006年に「明日の日本を支える元気なものづく
り中小企業300社」に選ばれ、2007年は「ものづくり日
本大賞」東北経済産業局長賞、2011年には「超ものづく
り部品大賞」機械部品賞を受賞するなど、50年以上培っ
た「技術」と「人材」を持った会社であります。
　また環境マネジメントシステムの構築に取り組み、
2011年6月にISO-14001の認証取得をしております。

【工具事業】
　PCD（ダイヤモンド焼結体）の小径ドリルやエンドミル、
CBNエンドミル、超硬ドリルやエンドミル、カッター等
の微細工具を得意として製造・販売しております。標準カ
タログに無いサイズ、材質、形状等の特殊工具を小ロット・
短納期でお客様へお届けしています。

【時計事業】
　1994年に湯沢市（旧皆瀬村）にウオッチ製造拠点を設
立して以来、約30年以上にわたり宝飾業界向けのOEM
時計を製造してきましたが、2005年には自社ブランド時
計 のGREADY（ グ レ ー デ ィ）、 次 い で2011年 に は
MINASE（HiZ）を販売し、時計全体売上げの20％を占め
るまでに成長してきました。

◆ご当地紹介
○羽後町　羽後町と云えば「西

に し も な い
馬音内盆踊り」が有名です。

日本の三大盆踊りに数えられている一つで、古くから受け
継がれてきた伝統行事です。毎年8月16日～18日に開催
されている同観光イベントには、全国から多くの皆様にお
越しいただいております。

○湯沢市　秋田県の南部に位置しており、川
かわら
原毛

げ
地獄山や

小
お
安
やす
峡
きょう
大噴湯などの西栗駒山系の雄大な自然と、その中

に点在する泥湯、秋の宮・小安峡温泉のほか、院内銀山異
人館・稲庭城などに歴史資料館、酒・うどん・漆器・さく
らんぼなどの特産品、そして七夕絵どうろうまつり、小町
まつり、犬っこまつりなど、たくさんの観光スポットや行
事があり、大勢の観光客を集めています。

協和精工株式会社
〒012-1103　秋田県雄勝郡羽後町林崎字三ツ森34-1
TEL 0183-62-4566　FAX 0183-62-2030
http://www.kyowaseiko.co.jp

切削工具製造例

腕時計・自社ブランド

本社工場
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◆会社紹介
　初代山本勝也社長の父　山本謙造は1930年代からタン
グステンの研究を始め、山陽製鋼の一部で超硬合金の製造
を始めました。その後戦後の中断を経て、1963（昭和38）
年、山本勝也が山陽合金研究所を兵庫県神崎郡香寺町（現：
姫路市香寺町）に設立し、超硬合金の製造及び販売を始め
ました。1975（昭和50）年には、社名をサンアロイ工業
株式会社へ変更し、2001（平成13）年に事業拡大のため
本社所在地を兵庫県神崎郡福崎町（福崎工業団地）へ全面
移転しました。2005（平成17）年にはタイ国アユタヤ市（ロ
ジャナ工業団地）に生産拠点を設立し、東南アジア地域で
の超硬合金の生産・販売を開始しましたが、2011（平成
23）年の洪水被害を受け
たため、新たにラヨン県（ア
マタシティ工業団地）に
SANALLOY	 INDUSTRY
（THAILAND）CO.,LTD.を
設立しました。
　生産品目は、自動車部品量産化の基盤技術ともいえる鍛
造工程に用いられる鍛造金型用の超硬合金素材を主として
おります。その他にも「お客様の数だけオーダーの数があ

る」を合言葉に、電子部品、航空機、
医療機器、都市開発など多岐にわ
たる分野にて使用されている耐摩
工具用超硬合金素材を製造し、産
業界の発展の為に限りない挑戦を
続けております。

◆ご当地紹介
　本社所在地である福崎町は、朝鮮半島から大和地方への
街道の要衝として古くから発展し、昭和31年5月3日、田
原村、八千種村、旧福崎町の1町2村が合併して現在の福
崎町が誕生しました。東西を結ぶ中国自動車道、南北を結
ぶ播但自動車道の交差地点であり、周囲は緑の山にかこま
れ、中央部を清流市川が流れています。近隣の山々は、中
国山地の東端に当たりますが、所々で金属資源が採れてい
たことから、町の近郊にはたたら製鉄の遺構や、精錬に由
来する地名も多く、渡来系の人々の進んだ精錬技術が早く
からもたらされていたと言われています。
　特に中国山地でとれる砂鉄から取れる和鉄は、福崎を
通って三木、堺に送られ、姫路では製鎖、船釘などの産業
が発展しました。

　豊かで、調和のとれた自然環境のなか、交通の要衝であっ
たことから、古くから兵庫県南西部の中核都市として発展
し、多くの文化人も輩出しています。
　吉

よし
識
き
雅
まさ
夫
お
は、船舶工学の権威として知られ、福崎町名誉

町民でもあります。船舶の構造力学に関する研究並びに教
鞭に従事し、特に船の大型化および溶接に関する研究に専
念し、日本造船業を世界一の造船王国に導くことに大きく
寄与しました。
　『遠野物語』などの著作で知られる柳

やなぎ
田
た
國
くに
男
お
は、日本民俗

学の父と称され、福崎町が生誕の地です。柳田以前は、全
国各地に残された民話や伝承は体系づけられておらず、噂
話や世間話の域をでていませんでした。柳田自身が全国を
周り、八百万の神のみならず、妖怪などにまつわる言い伝
えまで“文学”に昇華させたことにより、現代の人々にも“人
ならざるもの”の存在を知ることができています。有名な
『遠野物語』をはじめ『妖怪談義』『日本の昔話』など、数多
くの著作を残した柳田國男ですが、彼が初めて“人ならざ
るもの”と“出会った”場所こそ、ふるさとである福崎の地
でした。
　福崎町の特産品は“もちむぎ”が有名であり、もちむぎ
の中でも最高品質のひとつとされています。特にもちむぎ
麺は古来の石臼製法に基づいて製粉されたものを使用して
おり、粉の練り、熟成、伸ばし、乾燥まで、伝統的な製法
を受け継ぎながら、独自の製法を編み出しました。一般的
な麺に使用される小麦と比べ灰分が多く、高タンパク・高
ミネラルで、コレステロールを低下させる働きがあるとい
われるβグルカンを多く含んでいます。粘性があり、普通
の麦よりも「もちもち」した食感が楽しめます。地元の郷
土食として、福崎町では古くからもちむぎを栽培し、団子
として食べられていた歴史があります。

本社・工場

超硬合金工具

河童のガタロウとガジロウ

工場自慢
ツール
風土記

サンアロイ工業株式会社
〒679-2216  兵庫県神﨑郡福崎町高橋290-44
TEL 0790-24-2280　FAX 0790-24-2290
http:// www.sanalloy.co.jp

もちむぎ麺 もちむぎカステラなど

柳田國男生家
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訃報
増田 昭賢 様　  三菱日立ツール株式会社 代表取締役社長 増田照彦氏のご尊父

平成30年6月20日ご逝去（享年91歳）
ご葬儀は近親者により執り行われました
喪主は増田 照彦氏
謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします

東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原12階
TEL 03-3526-6200　FAX 03-3526-6301

URL  http://www.jta-tool.jp
E-mail  info@jta-tool.jp

印刷・製本：（株）アサヒ・エンタープライズ

編集後記
　梅雨も明け、夏空のまぶしさが感じられるころとなりまし
た。みなさまはお元気でいらっしゃいますか。
　さて、本号では平成30年度生悦住賞・新庄賞受賞者を紹
介させていただきました。長年、業界の発展や所属する企業
内外を問わず活躍された諸先輩方に深く敬意を表するととも

に、次代の担い手として責任のある私たちは、日々精進して
いかなければとあらためて思いました。
　JTAジャーナルでは、今後も会員みなさまのご活躍を紹介
してまいりますので、引き続き宜しくお願いいたします。

（Y．S）

 （単位：百万円、％）

品　　　目
平成28年度実績 平成29年度実績 平成30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 9,093 8,997 9,541 104.9% 9,868 109.7% 19,409 107.3% 9,847 103.2% 9,868 100.0% 19,714 101.6%
エ ン ド ミ ル 3,976 3,588 3,494 87.9% 3,479 97.0% 6,973 92.2% 3,452 98.8% 3,347 96.2% 6,799 97.5%
カ ッ タ 561 641 599 106.8% 551 86.0% 1,150 95.7% 607 101.3% 549 99.7% 1,156 100.5%
ギ ヤ カ ッ タ 4,178 4,274 4,451 106.5% 4,650 108.8% 9,101 107.7% 4,723 106.1% 4,896 105.3% 9,619 105.7%
ブ ロ ー チ 6,220 5,826 5,803 93.3% 5,650 97.0% 11,453 95.1% 5,745 99.0% 5,667 100.3% 11,412 99.6%
ね じ 加 工 工 具 16,908 17,487 18,120 107.2% 18,733 107.1% 36,853 107.1% 19,388 107.0% 19,932 106.4% 39,320 106.7%
バ イ ト 758 832 804 106.1% 867 104.2% 1,672 105.1% 828 103.0% 883 101.8% 1,711 102.4%
リ ー マ 1,086 1,011 981 90.3% 920 91.0% 1,901 90.6% 984 100.3% 894 97.2% 1,878 98.8%
鋸 刃 カ ッ タ 745 749 774 103.9% 866 115.6% 1,639 109.8% 843 109.0% 940 108.5% 1,783 108.7%
耐 摩 工 具 1,376 1,344 1,421 103.3% 1,423 105.9% 2,845 104.6% 1,435 101.0% 1,423 100.0% 2,859 100.5%

特殊鋼工具計 44,902 44,747 45,988 102.4% 47,007 105.1% 92,995 103.7% 47,852 104.1% 48,399 103.0% 96,251 103.5%
ド リ ル 19,407 20,242 20,015 103.1% 21,101 104.2% 41,116 103.7% 21,917 109.5% 22,494 106.6% 44,411 108.0%
エ ン ド ミ ル 20,834 21,002 23,008 110.4% 23,689 112.8% 46,697 111.6% 25,562 111.1% 25,466 107.5% 51,028 109.3%
カ ッ タ 3,285 3,002 3,215 97.9% 3,646 121.4% 6,860 109.1% 3,424 106.5% 3,832 105.1% 7,255 105.8%
ね じ 加 工 工 具 1,683 1,719 1,727 102.6% 1,760 102.4% 3,487 102.5% 1,917 111.0% 1,936 110.0% 3,853 110.5%
バ イ ト 5,810 5,550 6,001 103.3% 6,506 117.2% 12,507 110.1% 6,517 108.6% 6,838 105.1% 13,355 106.8%
リ ー マ 1,385 1,374 1,662 120.0% 1,818 132.3% 3,480 126.1% 1,817 109.3% 1,913 105.2% 3,729 107.2%
鋸 刃 カ ッ タ 375 313 366 97.3% 345 110.2% 711 103.2% 387 106.0% 356 103.0% 743 104.5%
イ ン サ ー ト 72,759 70,460 79,007 108.6% 85,105 120.8% 164,113 114.6% 85,091 107.7% 89,275 104.9% 174,366 106.2%
耐 摩 工 具 18,737 18,966 18,900 100.9% 19,588 103.3% 38,487 102.1% 19,542 103.4% 19,686 100.5% 39,228 101.9%
鉱 山 土 木 工 具 4,215 4,201 4,534 107.6% 4,050 96.4% 8,584 102.0% 4,561 100.6% 4,075 100.6% 8,636 100.6%

超硬工具計 148,490 146,831 158,435 106.7% 167,609 114.2% 326,044 110.4% 170,735 107.8% 175,870 104.9% 346,604 106.3%
ド リ ル 532 565 549 103.1% 598 105.8% 1,147 104.5% 613 111.7% 647 108.1% 1,260 109.8%
エ ン ド ミ ル 937 960 971 103.6% 1,275 132.8% 2,246 118.4% 1,068 110.0% 1,345 105.5% 2,413 107.4%
カ ッ タ 389 441 393 101.1% 442 100.3% 835 100.7% 432 110.0% 469 106.0% 901 107.9%
イ ン サ ー ト 9,621 9,535 10,276 106.8% 11,359 119.1% 21,635 112.9% 11,581 112.7% 12,234 107.7% 23,815 110.1%
ダイヤ・CBN計 11,478 11,501 12,189 106.2% 13,674 118.9% 25,863 112.6% 13,694 112.4% 14,694 107.5% 28,388 109.8%

ド リ ル 29,032 29,804 30,105 103.7% 31,567 105.9% 61,672 104.8% 32,376 107.5% 33,008 104.6% 65,384 106.0%
エ ン ド ミ ル 25,747 25,550 27,473 106.7% 28,443 111.3% 55,916 109.0% 30,082 109.5% 30,158 106.0% 60,239 107.7%
カ ッ タ 4,235 4,084 4,207 99.3% 4,639 113.6% 8,846 106.3% 4,463 106.1% 4,849 104.5% 9,312 105.3%
ギ ヤ カ ッ タ 4,178 4,274 4,451 106.5% 4,650 108.8% 9,101 107.7% 4,723 106.1% 4,896 105.3% 9,619 105.7%
ブ ロ ー チ 6,220 5,826 5,803 93.3% 5,650 97.0% 11,453 95.1% 5,745 99.0% 5,667 100.3% 11,412 99.6%
ね じ 加 工 工 具 18,591 19,206 19,847 106.8% 20,493 106.7% 40,340 106.7% 21,305 107.3% 21,868 106.7% 43,173 107.0%
バ イ ト 6,568 6,382 6,805 103.6% 7,374 115.5% 14,179 109.5% 7,346 107.9% 7,721 104.7% 15,066 106.3%
リ ー マ 2,471 2,385 2,643 107.0% 2,738 114.8% 5,381 110.8% 2,801 106.0% 2,806 102.5% 5,607 104.2%
鋸 刃 カ ッ タ 1,120 1,062 1,139 101.7% 1,211 114.0% 2,350 107.7% 1,231 108.0% 1,295 106.9% 2,526 107.5%
イ ン サ ー ト 82,379 79,995 89,284 108.4% 96,464 120.6% 185,748 114.4% 96,672 108.3% 101,509 105.2% 198,181 106.7%
そ の 他 工 具 8,489 8,733 9,246 108.9% 9,587 109.8% 18,833 109.4% 9,865 106.7% 9,875 103.0% 19,740 104.8%
ボ デ ィ 関 係 9,278 8,669 9,085 97.9% 9,585 110.6% 18,671 104.0% 9,976 109.8% 9,873 103.0% 19,849 106.3%

切削工具小計 198,310 195,969 210,088 105.9% 222,401 113.5% 432,489 109.7% 226,584 107.9% 233,526 105.0% 460,110 106.4%
耐 摩 工 具 20,113 20,310 20,321 101.0% 21,011 103.5% 41,332 102.2% 20,978 103.2% 21,109 100.5% 42,087 101.8%
鉱 山 土 木 工 具 4,215 4,201 4,534 107.6% 4,050 96.4% 8,584 102.0% 4,561 100.6% 4,075 100.6% 8,636 100.6%

総　合　計 222,638 220,481 234,943 105.5% 247,463 112.2% 482,405 108.9% 252,123 107.3% 258,710 104.5% 510,832 105.9%

（出典：日本機械工具工業会	会員統計）

機械工具　平成 28、29 年度生産額実績及び 30 年度生産額見通し（会員統計）


