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1 は じ め に

1―1 研究の背景と目的

日本の NC工作
（1）
機械（以下，NC機）は，高度な電子技術力を背景に１９６０年代初期に工作機械

メーカー各社によって開発された。１９７０年代初期には，NC機が生産現場において主導的役割

を担いつつあり，１９８０年代初期に入ると NC機の生産台数は世界1位の座を獲得し，今日まで

堅持している。

NC機の代表的機種としては，NC旋盤とマシニングセ
（2）
ンタ（Machining Center，以下，MC）が

あるが，なかでも MCは，２０１０年現在，NC機総生産数量の
（3）
４１％に達している。NC旋盤は，

旋削加工に特化した機能をもつが，MCは複数の加工工程を要する加工物を1台で完成させる

機能を備え，飛躍的な生産性向上をもたらした機種である。そこで工作機械メーカーは，MC

の高速化，自動化，複合化などを重点に置いて開発してきた。

これまで工作機械における研究は，技術的特性の解明を中心としており，また耐久消費財に

比べ，デザインの導入は約２０年間も遅れたといわれて
（4）
いる。こうしたことから，MCのデザイ

ンの変遷に関連した研究は，現在のところ見当たらない。

工作機械業界では，１９７０年代後期からファクトリーオートメー
（5）

ション（Factory Automation，

以下，FA）が注目され始め，１９８０年代には，機械の安全性向上や工場環境の改善が進む。一方，

この時期，事務部門にもオフィスオートメーション（Office Automation，以下，OA）化に伴う職

場環境の大きな変化がみられた。こうした動きは，MCの開発においてデザインが導入される

大きな転機になったと考えられる。

以上の点から本論では，戦後の工作機械におけるデザインの変遷，なかでも MCにデザイン

が導入された経緯について考察する。

1―2 研究の方法と対象

本研究は，我が国の MCの草創期から１９８０年代前期までを対象とする。方法として NC工作

（1） NC（Numerically Controlled）工作機械とは，「工具と工作物との相対運動を，位置，速度などの
数値情報によって制御し，加工にかかわる一連の動作をプログラムした指令によって実行する工作機
械」である（日本規格協会編『JISハンドブック１３ 工作機械』日本規格協会，２００８年，１９頁）。

（2） JISB０１０５「工作機械―名称に関する用語」はマシニングセンタを次のように定義している。「主
として回転工具を使用し，工具の自動交換機能（タレット形を含む）を備え，工作物の取付け替えな
しに，多種類の加工を行う数値制御工作機械。」

（3） 経済産業省経済産業政策局調査統計部編『平成２２年 機械統計年報』経済産業調査会，２０１１年。
（4）『産業機械分野におけるデザイン開発の現状と課題』機械振興協会経済研究所，１９８７年，1頁。
（5） FAとは，工場の生産機能の構成要素である生産設備（製造，搬送，保管などに関わる設備）と
生産行為（生産計画，生産管理を含む）をコンピュータを利用する情報処理システムの支援のもとに
統合化し，総合的に自動化を行うことである（日本規格協会編『JISハンドブック１４産業オートメー
ションシステム』日本規格協会，２００８年，１６６頁）。

技術と文明 １８巻１号（２）
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機械の技術進展とデザインとの関連について，文献史料，フィールド調査により行う。とくに

フィールド調査は，工作機械業界の動向とその背景，およびユーザーの利用環境を知ることが

できる。それぞれの調査の内容は以下の通りである。

（１）文献史料調査

・特許庁発行の意匠登録公報類

・日本国際工作機械見本市等の一般生産者（機械の操作従事者または生産技術関係者）向けの展

示会資料

・『日刊工業新聞』，『月刊・生産財マーケティング』，『機械と工具』，『機械設計』等の新聞，

雑誌の工作機械に関する記事，広告

（２）フィールド調査

・工作機械メーカー，オフィス家具メーカーへの聞き取り調査

2 マシニングセンタの誕生と発達

NC機の開発は，１９４９年，ミシガン州トラパースにあるパーソンズ社のジョン・T・パーソ

ンズ（John T.Parsons）が米国空軍に提案したことに始まった。

１９４９年6月１５日，米国空軍はパーソンズ社による数値制御および工作機械における研究プロ

ジェクトに出資した。その後，マサチューセッツ工科大学（MIT）サーボシステム研究室に開

発が委託され，１９５２年3月には，シンシナティ社のハイドロテルと呼ばれる立フライス盤を3

軸制御する NC機が完成した。

１９５８年，カーネィ・アンド・トレッカー社（Kearney & Trecker Corporation : K&T社）は，自

動工具交換装置（Automatic Tool Changer : ATC）付き NC機を開発した。これが世界最初の MC

であり，NC機の技術的発展の延長線上で生まれた新機種である。その翌年2月には，「ミル

ウォーキ・マティックⅡ型」と称された新製品の MCを発表した。K&T社は，その後，多様

なニーズに合わせた機種を続々と世に送り出していった。

我が国で MCを最初に手掛けたメーカーは，日立製作所であった。１９６０年に ATCを装着し

た NC立て形フライス盤「NC万能工作機」を試作して，翌６１年の東京国際見本市に出品した。

その後は，牧野フライス製作所，日立精機，安田工業，池貝鉄工の4社によって初の国産 MC

が開発され，１９６６年，第3回日本国際工作機械見本市（以下，見本市）で一般に公開さ
（6）
れた。

この見本市の舞台が我が国の MC時代到来の嚆矢となった。

（6） 出品された機種は，牧野フライス製作所（MCP―７０），日立精機（ME―V），安田工業（YBM―８０NR），
池貝鉄工（A０８０HNC形）。これらの機種で ATCを装備していたのは，日立精機の機種だけであった。
しかし工具交換時間は長かった。他の3機種は手動による工具交換であった。

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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１９６８年の第4回見本市では，国産 MCが１０台出品された。そのなかで牧野フライス製作所が

出品した MCP１００は，量産機として実用化された。

MCの開発にあたって国内各社が苦心した技術課題は，工具を自動交換させるための ATC

であった。その装置の構造は，K&T社をはじめとして，外国メーカーが広い範囲で特許出願

していたため，国内各社の開発はその特許に抵触しないよう制約を受
（7）
けた。

しかしながら，各社の開発努力により，１９７０年第5回見本市においては，MCの出品台数は

２９台と急増し，７０年の生産台数は３００台を超えた。このことから，すでに一部の企業では，MC

を導入していたことがわかる

3 マシニングセンタの形態別分類

MCのデザインは，形態の特徴から以下のように分類できる。

3―1 基本構造による分類

MCは基本構造により，大きく横形，立て形，門形の3タイプに分類できる（表―1）。横型

は主軸の方向が水平，立て形は垂直である。このうち門形 MCは，生産台数が少ない
（8）
ため，本

研究では，横形，立て形タイプの MCを対象として考察を進める。

3―2 ATCの取付位置による分類

ATCは，主軸と工具収納マガジン間で工具交換する機能を持つ，MCに不可欠な装置である。

ATCの取付位置は，MC全体の外観造形に特徴を与える重要な要素で，コラム側面取付タイプ，

コラム上部取付タイプ，別置きタイプの3つに分類される（表―2）。

3―3 工具収納マガジンの形状による分類

工具収納マガジンは，ATCの取付位置，工具収納本数により形状が異なり，円形タイプ，

楕円形状タイプ，矩形タイプの3タイプに分類できる（表―3）。工具収納マガジンの形状の違

いにより，MCの外観イメージは大きく異なる。

4 工作機械の技術進歩とデザインとの関連性

4―1 戦後の工作機械業界の動向とデザイン事情

戦後復興期に工作機械メーカーは，第二次大戦中に生じた機械技術の遅れを取り戻すため，

（7） 細川学「マシニングセンタにおける米国企業の特許戦略」『トヨタ技報』１９７１年，Vol．１２，No．
3，６８～７７頁。

（8） ２０１０年の MC生産台数は，前掲『機械統計年報』によると，横形３，８５２台，立て形２１，８１４台，門
形３６０台である。

技術と文明 １８巻１号（４）
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横形マシニングセンタ 立て形マシニングセンタ 門形マシニングセンタ

外観
写真

機種
機械メーカー

MH-630
倉敷機械(株)

ATC取付
位置 コラム側面

MC100-A
(株)牧野フライス製作所 (株)牧野フライス製作所

コラム上部

MC40-A

別置き

外観
写真

機種
機械メーカー
ATC取付
位置

VR3A
三井精機工業(株)

円形タイプ

VMC530
遠州製作(株)

楕円形状タイプ

HC500
日立精機(株)

矩形状タイプ

表―1 マシニングセンタの基本構造による分類

出所：筆者作成。

表―2 マシニングセンタの ATC取付位置による分類

出所：各機種のカタログより作成

表―3 マシニングセンタの ATCマガジン形状による分類

出所：各機種のカタログより作成

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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外国産工作機械を手本にして技術の獲得に努力した。その業界の姿勢と経済復興における工作

機械などの基礎的機械工業の重要性に鑑みて，政府は１９５２年4月に工作機械輸入補助金交付規

定を公告した。これにより工作機械のメーカーもユーザーも，欧米の優秀工作機械の導入が容

易となった。また政府は主な工作機械メーカーに対し，１９５３年から3カ年間，工作機械試作補

助金を交付し，国産工作機械の開発を助成
（9）
した。さらに日本工作機械工業会は，外国工作機械

性能審査事業により，輸入した優れた欧米工作機械を分解して性能・構造などを調べ，評価し

たのである。

このような状況のもとで開発した工作機械を，一部のメーカーは１９５５年に開催された第2回

日本国際見本市（東京）に出品した。しかし，国産工作機械は全般的に外国機より性能面でも，

品質面においても劣勢であった。機械によっては外国機を模倣して出品したと酷評されたもの

もあった。

１９５８年5月9日『日刊工業新聞』朝刊6面に，「今度は模倣工作機」という記事が掲載され

ている。それによれば，

……外国メーカーの工作機械を模倣するばかりでなく，特許までも無断で盗用したのでは

ないかとみられる国産工作機械が最近，相次いで発表され，心ある技術者からつよい反省

が求められている。ベアリングの意匠盗用が英国で問題になり，学術書の『海賊版』が米

国から指摘されているおりだけに，業界ではこの問題を重視しているが，正式に外国メー

カーからクレームのつけられる以前に善処することが望ましく，工作機械の輸入商社筋で

もこのまま放置すれば今後日本には最新型の工作機械はその輸入ができなくなるだろうと

強調している……

とある。この背景には，１９５５年から１９５７年にかけての「神武景気」と呼ばれた大型景気を迎え

た経済状況があった。ユーザーの活発な生産設備投資により新規に高性能な工作機械の需要が

生じた。これにより工作機械業界では，その市場競争に参入するため，一部のメーカーにおい

て，技術的な焦りがあったことが推察される。

デザイン類似問題は，国際的問題となる傾向があった。これにより機械全般を対象とするデ

ザインセンター設立構想が浮上し，１９５９年9月，財団法人日本機械デザインセンターが発足した。

１９５０年代前期は，国内メーカーが欧米のデザインを模倣したことにより，海外からの非難を

受けたが，その対策として輸出品デザイン法の制定，機械デザインセンター，デザイン奨励審

議会の設置など，一連のデザイン政策が開始された。１９５７年にはグッドデザイン商品選定制度

（Gマーク制度）も発足した。そうしたデザインの振興に対して，当時の通商産業省工業技術院

意匠部長豊口克平は，下記のように記述している。

（9） 工作機械等試作補助金は3年間で計2億８０００万円，交付件数は，切削研削工作機械のみで，昭和
２８年度２４件，昭和２９年度２０件，昭和３０年度１８件に達した（永瀬恒久「第5編 技術」『工作機械工業
戦後発展史（Ⅱ）』機械振興協会経済研究所，１９８５年，１３６頁）。

技術と文明 １８巻１号（６）

６



……最近の工業製品のイミテーション問題が国際的問題として採り上げられることがしば

しばであるため，通産省もこれを重要視して，省内にデザイン課を新設したり，その他デ

ザインセンターを確立してこれに防止を図りさらにデザイン振興に力を入れだしたので，

業界も強く自覚する態勢になってきたのは喜びに耐えない
（１０）
……

当時は，家庭電気製品，光学機器の大量生産ラインが軌道にのり，各社が勢い対米輸出に向

かった。しかし商社から海外製品と比較して，デザインが見劣りすることが指摘されていたよ

うに，自社にデザイン部をもつ企業は一部だけであった。そのような状況で，わが国のデザイ

ン政策が実施されたことは，企業におけるデザイン活動の進展につながったといえる。一方工

作機械業界は，依然として機械のデザイン性を重視しておらず，外国産の優秀な機械技術を学

び，品質の安定した高精度の機械を生産することを目指していた。

4―2 工作機械のデザイン事例

工作機械の意匠模倣が問題になっていた時期に，独自で開発したフライス盤にデザインを取

り入れたメーカーの事例が二つある。

1例目は，１９５８年，織機のメーカーである遠州織機株式
（１１）
会社が最初に取り組んだ。新たに立

て形フライス盤の開発をおこなう際，当時静岡大学工業短期大学部機械工学科の教授であった

豊沢昇にデザインを依頼
（１２）
した。通常，工場に設置する生産機械の色彩は，灰色系が慣習的に使

われ，工場設備機器のイメージとして定着していた。それは，切屑や切削油類の飛散による汚

れが目立たないためであった。しかし，豊沢がデザインしたフライス盤は，機体上部を明色と

し，下部には視覚上の安定感を与える暗色を施したツートンカラーであった。工作機械におい

て開発段階から色彩計画がされたのは，はじめてのことであった。

外観デザインでは，各種ハンドルを合理的に整理して減らし，操作性を高めた。全体の造形

は凹みを少なく，緩やかな凸面を持つよう考慮された。またボルト頭なども埋め込む構造にし

て，油や切屑などによる汚れを防止するよう配慮された。

この製品は VF形立フライス盤（図―1）として，１９５９年１２月に市販され始めた。同時期，既

に生産されていた同じ2番
（１３）
仕様の代表的な立フライス盤（図―2）と比較すると，操作性の良

（１０） 豊口克平『生産工学講座３４インダストリアル・デザイン』日刊工業新聞社，１９５９年，7頁。
（１１） 遠州織機（現エンシュウ）は，第二次世界大戦時に遠州機械株式会社の社名で工作機械を生産し
ていた。１９５８年に工作機械の製造を再開し，他社が手掛けていない特長あるフライス盤の製品化を目
指した。

（１２） 豊沢昇「工作機械 特に立フライス盤の工業デザインについて」『静岡大学工学部研究報告』１１
号，１９６０年，３２～３７頁。

（１３） フライス盤の大きさを表すのに慣習的に用いられた称呼番号である。NC機械が主流の昨今にお
いては，この表現はほとんど聞かない。称呼基準はテーブルの左右最大移動距離（X軸方向）である。
1番で５５０～７００mm，2番で７００～８００mm，3番で８５０～１０５０mm，4番で１０５０mm以上の移動量であ
る。これにより加工可能な加工物の大きさが判断できる。

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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表―4 MDH―４V形フライス盤のデザイン仕様

項目 内容

外観
1．企業イメージを具体化
2．機械のもつ性能および堅牢度の象徴化
3．加工が容易な形状。

操作部関係

1．操作部の集中化
2．操作部の機能性を高めた造形
3．目盛部の視認性を考慮した字体と設置位置
4．安全を考慮してパイロット・ランプの採用

カラー・プランニング
1．本体外観に調和した強調力のある色彩
2．汚れが目立たない色
3．個性のある色

出所：中尾恵一「外観と性能を活かした MDH４型フライス盤のデザイン」（『大
阪府立工業奨励館報告』No．３５，１９６５年）より作成

図―1 量産された VF形立フライス盤 図―2 MF―７０形立フライス盤（牧野フライス製作所）

出所：『エンシュウ８０年史』２０００年 出所：機械資料調査会編『工作機械集覧（国産編）』１９６１年

図―3 MKH―４V形フライス盤 図―4 MDH―４V形フライス盤

出所：『大阪機工 五十年史』１９６６年 出所：MDH形フライス盤カタログ１９６５年

技術と文明 １８巻１号（８）
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さが感じられるとともに，外観の造形は，面の構成から生じる交線を曲線になるように仕上げ

ている。

次の事例は，１９６５年に大阪機工株式
（１４）
会社が製品化した MDH―４V形フライス盤のデザインで

ある。デザインは大阪府立工業奨励館デザイン部デザイン課に所属していた中尾恵一によるも

ので
（１５）
ある。そのデザイン仕様（表―4）によると，工作機械の機能を造形的に高めようと努力

した実例である。従来品（図―3）の外観と比較すると，新製品（図―4）の斬新なデザインが

読み取れる。特に全体が直線を主体にした面構成となっており一体鋳造構造によるコラム部は，

剛性感の高い造形である。当時の国産フライス盤の外観は曲線を主体として造形されていたが，

外国機ではすでに直線を基調とした外観デザインが見られた。西独から輸入されていたマホー

社（
（１６）

MAHO）の万能工具フライス盤がそれである。旧型（図―5）の外観とは対照的に，新型機

MH８００型（図―6）は直線で構成された造形で，テーブルとコラムの直角度を保持するための，

剛性の高さを感じさせるデザインである。MDH―４V形フライス盤のデザインを担当した中尾

は，このマホー社の新型フライス盤に既に着目していたと推察できる。

完成したフライス盤は，１９６４年１１月の第2回日本国際工作機械見本市に出品された後，量産

された。

（１４） 大阪機工は，OKKのブランド名で中小型を主力としたマシニングセンタを製造する老舗の工作
機械メーカーである。１９６０年には数値制御フライス盤を完成し，マシニングセンタは１９６７年に販売を
開始している。

（１５） 中尾恵一「外観と性能を活かした MDH４型フライス盤のデザイン」『大阪府立工業奨励館報告』
No．３５，１９６５年，３６～３７頁。

（１６） MAHO社は，１９２０年に設立されたドイツの老舗工作機械メーカー。当初は製図機器の製作を手
掛けていた。１９５０年代に万能中ぐり・フライス盤を開発し，逐次生産機種の拡大を図る。１９７０年代に
は，NC機を市場に投入した。１９９３年にデッケル社（DECKEL）と合併した。

図―5 MH８００A型（万能工具フライス盤）

出所：別冊マシナリー『工作機械綜合カタロ
グ集』小峰工業技術，１９５８年

図―6 MH８００型（万能工具フライス盤）

出所：別冊マシナリー『工作機械綜合カタログ集』小峰
工業技術，１９６５年

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）

９



当時は，頑丈で操作性と精度の良い立て形フライス盤の需要が
（１７）
高く，特に1番，2番タイプ

が多く使われていた。そこで，新たにフライス盤を開発するメーカーは，他社製品に対する自

社のフライス盤の特徴をアピールするためデザインを適用した。しかしながら，工作機械業界

でその広がりは見られなかった。その理由は，NC工作機械が実用段階に達した１９６０年代後期

に入ると，機械メーカー各社は新しく NC工作機械を開発し市場に投入することを優先したた

めと考えられる。

5 機械工業デザイン賞にみるマシニングセンタ

１９６０年代は，生活者の身近な商品にデザインの関心が高まり，自動車などの大型消費財をは

じめ産業機械もデザイン向上がのぞまれるようになった。こうした動きのなか，工作機械は品

質と性能そして NCの技術開発も格段に進歩したばかりでなく，外観の造形も重視する傾向が

みられはじめた。

機械工業デザイ
（１８）
ン賞は，日刊工業新聞社が工業製品のデザインの振興・発展を目的として，

１９７０年に創設したものである。この時期は，すでに主要な工作機メーカーが MCを製造してお

り，市場に普及し始めていた。表―5は，第1回１９７１年から第１６回１９８６年までの間で機械工業

デザイン賞に選定された MCの一覧である。

5―1 大手メーカーのデザイン導入の動き

第1回では東芝機械の横中ぐり盤 BT―１０Aが選定されている。この機種は NC機ではないが，

その後同じ機体に NC装置と ATCを追加装備して MC化した。当時日本インダストリアルデ

ザイナー協会（
（１９）
JIDA）会員であった豊沢昇と東芝機械の技術者

（２０）
3名が中心になり，BT―１０Aの

デザインに取り組んだ。従来機種 BT―８Aの性能は，実用機として海外の優秀機と肩を並べて

いたが，外観面は配慮に欠けていた。その機種を見た豊沢は「商品としてアピールするものが

たりない」と指摘して
（２１）
いた。新しい操作盤（図―7）を旧型（図―8）と比較すると，ハンドル

やレバーの集中配置により作業者の操作性を高める配慮がなされており，周囲をグレーの枠で

カラーリングし，取付ボルト頭が表面に出ない設計にするなど，明るい印象を与えた変化が確

（１７） 牧野常造「工作機械に賭ける」『経営のこころ第9集』日刊工業新聞社，１９７３年，１５８～１６０頁。
（１８） 機械工業デザイン賞は，主として生産財を対象としたデザイン賞である。１９７０年にデザインの振
興・発展を目的に，日刊工業新聞創刊５５周年を記念して創設された。「審査委員会は関係省庁，大学，
各工業団体の権威者で構成されています。審査は，製品の品質や安全性に力点が置かれていますが，
合わせて性能向上や産業振興のために，新しい時代のデザインの在りようを明らかにしていくことが
目的としています」（『第４０回機械工業デザイン賞募集要項』２０１０年）。

（１９） JIDAは１９５２年に創立された工業デザイナーをもって構成する職能団体である。
（２０）「製品開発の苦心」『日刊工業新聞』１９７１年7月２６日によると，東芝機械の専務取締役沼津事業所
長藤島一夫，工作機械製造部長飯村和雄，工作機械技術部汎用機設計課長本多弘幸であった。

（２１） 同上『日刊工業新聞』。

技術と文明 １８巻１号（１０）
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受賞年度

受賞年度

受賞年度

受賞回

受賞回

受賞回

機種名

機種名

機種名

機械メーカー

機械メーカー

機械メーカー

機械写真

機械写真

機械写真

MC分類

MC分類

MC分類

1971年
（昭和46）
第 1回

BT-10A

東芝機械（株）

横中ぐり盤

1972年
（昭和47）

1973年
（昭和48）

1977年
（昭和52）

第 2回 第 3回 第 7回

MCP-50

（株）牧野フライス製作所 東芝機械（株） 東芝機械（株）

BTS-13A BMC-6B

横形MC

横形MC

横形MC 横形MC 横形MC

横形MC 横形MC

1978年
（昭和53）

1979年
（昭和54）

1981年
（昭和56）

第 8回 第 9回 第11回
ヤスダプロダクション

YPC-45
安田機械工業（株）

マイクロセンターV

（株）山崎鉄工所

立て形MC 立て形MC 立て形MC

VR5A

三井精機工業（株）

三井精機工業（株）

FNC106-A20

（株）牧野フライス製作所

（株）牧野フライス製作所

1982年
（昭和57）

1983年
（昭和58）

1986年
（昭和61）

第12回 第13回 第16回

MH-630 VR-3A MC1210-A60 HF300

倉敷機械（株） 日立精機（株）

立て形MC

表―5 機械工業デザイン賞（第1回から第１６回）MCの受賞機一覧

出所：機械写真は，各機種のカタログによる

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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認できる。

第2回（１９７２年）の受賞機である牧野フライス製作所製 MCP―５０型 MCでは，手動レバーや

ハンドルをダイヤル・スイッチ化し，操作が簡単容易になるよう配慮されている。

第3回（１９７３年）においては，再び東芝機械が BTS―１３A型 MCで受賞した。NCテーブル形

横中ぐり盤機種に，はじめて ATCを採用するにあたってイメージを一新する必要から，デザ

インを外部デザイン会社と共同で完成させた。直線を基本として，外観面に凹凸をなくし，角

部を２５Rで統一した結果，エッジ感のない親しみやすい印象を与えている。１９７０年代前期にお

いて，一部のメーカーが MCにインダストリアルデザインを採用し，商品価値を高めたことは，

他社の MC開発に影響を与えたと推察できる。

5―2 エンジニアのデザインに対する意識変化

第7回（１９７７年）の受賞機である東芝機械の BMC―６B横形 MCでは，機体色にツートンカラー

を採用し，機械の操作部が集中する上部を明るい色，下部を暗い色に配色している。明るい色

はものを大きく見せるという視覚心理を利用して，作業性向上の効果をねらったのである。

デザインについて開発チーフの東芝機械沼津事業所工作機械技術部の佐藤実治は，

……作業者は機械をいつも見ているのですから疲れるようなデザインではいけません。そ

れに工作機械は今や国際商品ですからね。その意味でもデザインを重視しなければ
（２２）
……

と述べている。

このことは，技術者が工作機械に，人間工学的なアプローチとしてデザインの必要性を認識

してきた表れともいえる。

（２２） 同上『日刊工業新聞』。

図―7 BT―１０Aの操作盤 図―8 BT―８Aの操作盤

出所：東芝機械株式会社様より提供 出所：東芝機械株式会社様より提供

技術と文明 １８巻１号（１２）
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5―3 機電一体構造によるコンパクト化

第8回（１９７８年）受賞機となった安田工業の YPC―４５では，技術者の視点からコスト削減を重

視して，機械構造のシンプル化が徹底的に追求された。これまでの MCに比べてコンパクトに

デザインされ，NC装置を本体に装着した機電一体構造としている。この時期は，マイクロコ

ンピュータ技術の大きな進展により，制御装置もコンパクト化が可能になった。その後登場す

る MCは，機電一体化を図り据付床面積をできるだけ小さく設計する特徴が見られた。

第9回（１９７９年）の受賞機である山崎鉄工所製立て形 MCマイクロセンター Vにおいては，

機能面を最重要視した設計により全体をまとめ上げている。NC装置の操作盤を前面にビルト

インした大きな主軸頭が目立つユニークな形態となっている。

７０年代後期は，新機種の MCが市場に多く登場した。NC装置の小型化により MCはコンパ

クト化の傾向を示し，一部機種ではカラーリングで商品価値を高めていたことが注目される。

5―4 樹脂製部品の採用と明るいイメージ色のデザイン

１９８０年に開催された日本国際工作機械見本市では，出品された５１３台の半数を NC機が占
（２３）
めた。そのうち MCは９３台で前回より増加が著しく，市場において，MCが一般化してきたこ

とが推測できる。その翌年の第１１回機械デザイン賞には立て形 MCが2機種選出された。三井

精機の VR―５Aは，楕円形の ATC工具収納マガジンを有し，そのカバーの材質は FRP製で美

しく仕上っている。また，テーブルの周囲には切屑の飛散を防ぐアクリル樹脂製のスプラッシュ

ガードが採用されている。牧野フライス製作所の FNC１０６―A２０は，NC装置，油圧装置，制御

盤をビルトインした構造をとり，ケーブル・パイプ類が外部に出ないように処理され，機械全

体にオレンジ系と白系の明るい色彩を採用して，スマートなイメージ効果を出した。

第１２回（１９８２年）の受賞機は倉敷機械の MH―３０である。同社は本機の開発にあたってデザイ

ンを重視して，基本構想設計から GKインダストリアル研究所プロダクトデザイン部を参画さ

せた。当時デザインを担当した山川美朗は，「新規に市場に投入する機種なので，従来機にな

い明るいイメージのカラーリングと，操作性を高める配慮を技術者と打合せした」と述べて
（２４）
いる。

本機のデザインは意匠登録され
（２５）
たが，日本国特許庁への MCの意匠出願は，１９７５年から，１９８２

年にまでに１７件のみで，一般化していなかった。

第１３回（１９８３年）には，2機種の MCが受賞した。牧野フライス製作所の MC１２１０―A６０は，

（２３） 日本国際工作機械見本市２０年誌編集委員会編『日本国際工作機械見本市二十年誌』大阪国際見本
市委員会，東京国際見本市委員会，１９８２年。

（２４） 山川美朗（現在は株式会社 GKインダストリアルデザイン代表取締役社長）からの聞き取り調査
（２０１２年5月１９日）による。

（２５） 意匠登録第６３８１６６号。１９８２年7月１６日に出願され１９８４年8月２７日に登録されている。創作者は栄
久庵憲司，意匠権者は倉敷機械株式会社である。

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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第１１回の受賞機種と同じカラーリングを施され，大型機種の雄大な印象を与えている。ATC

マガジンには多数の工具が収納可能であるが，機械設置面積は従来機より圧縮されており，カ

バーに FRPを採用している。三井精機の VR―３Aは，機電一体化を図り，フロアースペースを

圧縮している。最も目立つ工具収納マガジンは，やはり FRP製のカバーを装着し，機械本体

と一体感のある形態に仕上がっている。

８０年代前期の MCは，据付面積の省スペース化，そして外装の一部に，樹脂製部品が使用さ

れ始めたことが特徴である。

5―5 スプラッシュガードによる環境への配慮

１９８５年に開発された日立精機の HF３００は，翌年第１６回に選定された。この横形 MCは，従来

はオプション設定であったスプラッシュガードを標準装備した。切削加工では，切屑や切削油

が機械周囲に飛散するが，この全閉スプラッシュガードにより作業環境は清潔に保たれること

になった。機械加工工場の作業環境は，当時3K（きつい，きたない，危険）といわれており，

職場環境に対する意識が高まってきた時期でもあった。

機械工業デザイン賞の受賞は，これら機械メーカーのブランド力向上につながったと推察さ

れる。また，技術者は，デザインを商品である工作機械の付加価値を高める要素と認識してい

たことが，日刊工業新聞に掲載された受賞コメントからみてとれる。

6 FAによる工場環境の変化

MCをはじめ NC工作機械は，１９７０年代後期から，中小企業にも急速に普及し始めた。技術

面から見たその背景には，NC工作機械を稼動させるためのプログラム作成が，コンピュータ

技術の進歩により容易になったことがあげられる。生産部門では，MCをはじめとした NC工

作機械の導入と，CAD／CAMシステムを核とした FAが推進された。それに伴い機械のオペ

レータの作業内容は，ハンドル操作よる加工作業から，加工状況とディスプレイに表示される

加工情報の監視，そしてデータの入力操作に移行した（図―9）。

機械加工工場では，自動化に伴い働き方が変化するとともに，NC工作機械の導入は，クリー

ンな工場環境を作り出し，工場全体の雰囲気に影響を与える重要な要素となったといえる。

7 OA化によるオフィス環境の色彩変化

１９６０年代後期，ビルの超高層化及び経済発展などを背景として，オフィス環境が高級志向へ

と移行した。オフィスで使用されるスチール製机の天板を木目調としたり，収納庫にツートン

カラーを採用し，従来のグレー色一辺倒からの脱却がみられた。７０年代後半になるとオフィス

部門では，そろばん，タイプライターを主体とした事務作業に代わり，ワープロ，ファクシミ

リ，オフコンなど新たな事務機器の普及がすすみ，OAの幕開けとなった。
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年代

工
場

事
務

技術

環境

環境

色彩

色彩

1950 1960 1970 1980 1990

NC機実用化
K&T
日立

MC開発
万能工作機開発

NCフライス盤 MC
横形MC

立て形MC普及
機電一体化・低価格化

立て形MC FMC FMS

ホワイト系の機体色

アクセント·カラー採用 ツートンカラー採用

機体はグレー系またはグリーン系の単色

スチール家具普及
グレー

オフィス環境高級化志向 OA化

ベージュ　

ニューオフィス推進運動
オフホワイト

アイボリー

機種

主とする操作方法 ハンドル操作

加工物の段取り
工具の取付
工具の交換

ハンドル操作

作業者

図面の読解力
加工の熟練度
切削条件
材料知識

作業内容

加工精度

精度の決定者

必要とする技能

汎用フライス盤

キー入力とダイヤル

データ入力（NCテープ読取）
加工物の段取り
工具の取付
工具の交換

NCプログラム

作業者（データ作成者）

NCプログラムの習熟度
図面の読解力
加工手順
NCプログラムチェック

NCフライス盤

キー入力とダイヤル

データ入力（DNC通信操作）
加工物の段取り
工具の取付（ATC装置）

NCプログラム

作業者とプログラマー

加工物段取り
工具の準備

立形マシニングセンタ

キー入力

データ入力（DNC通信操作）
加工物の段取り
工具の取付（ATC装置）

NCプログラム

プログラマー

加工物段取り
工具の準備

立形マシニングセンタ

１９８０年代前期からの OA化によって，オフィスに設置される OA機器の色彩との調和が意識

されるようになり，オフィス家具もオフホワイトやアイボリーの明るい色相へと変化した。こ

のようなオフィス環境の変化は，既に FA化が進んでいた生産部門においても，明るい環境の

整備を促進し，工作機械の塗装色も，グレー色から脱皮させることになった（図―１０）。

8 お わ り に

草創期から１９８０年代前期までにわたって，我が国の MCのデザインの変遷を考察して得られ

図―１０ 工場とオフィスの色彩の傾向

図―9 汎用フライス盤から MCへの移行による機械作業内容の変化

出所：機械写真は，牧野フライス製作所様提供カタログによる

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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た結論を以下にまとめる。

（１）MCの草創期におけるデザイン

１９６０年代初期の MC草創期においては，米国が技術面で優れており，主要な特許を取得して

いた。日本の工作機械メーカーは，その特許に抵触しないように技術的な課題を克服し，完成

度を高めることを重視した。また日本製 MCを導入した企業は，生産効率向上や省力化を優先

したため，メーカーもユーザーも，MCの商品価値を高める要素としてのデザイン性を求める

ことはなかった。

（２）機械工業デザイン賞によるデザイン振興効果

工作機械は，高い精度の加工を求められ，それを維持できる構造が前提である。そのため，

メーカーやユーザーは，機械の形が技術的に決まると受け止めていた。ゆえにメーカーの開発

者は，一般的に機械設計にデザイン性まで求めることはなかった。

しかし，１９７０年に創設された機械工業デザイン賞は，それまでデザインに配慮していなかっ

た工作機械も含めて，生産財を主な対象とした。一般消費者が日常生活で生産現場に設置され

る MCを目にすることはないが，この賞では，工作機械のデザイン性も審査された。賞の創設

はデザインが商品価値を高めるという認識を開発者に与えるとともに，機械設計とデザインの

調和も開発に取り入れる傾向が高まったといえる。

（３）FA化と OA化がもたらす色彩変化によるデザイン

工場では，１９７０年代後期から，FA化が進み，その過程で切屑の飛散が見られない清潔な環

境が維持されるようになった。MCは，あたかもオフィス部門に設置されたコンピュータ端末

機と同様に，明るい色彩やクリーンなイメージを取り入れることとなった。一方，オフィス部

門においても，１９８０年代初期からの OA化による効果として明るい色彩が見られた。特にスチー

ル家具類は，それまでのグレー色から，明るいイメージに変化した。新たに導入した OA機器

の色相と，机や椅子，収納庫との色彩的調和が必然的に求められた。

FA化も OA化も中核は，コンピュータである。ゆえに工場とオフィス部門の色彩変化は，

コンピュータの導入により始まり，相互に影響したといえる。

本研究では，草創期からの MCとデザインとの関連について考察してきた。１９８０年代後期以

降，MCのデザインがどのように変容していくかについては，次報の報告とする。
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The Evolution of Numerically Controlled Machine Tool Design in Japan

With a Focus on the Machining Center（1）

by

Ryosaku UMEMOTO & Shin-ichi ISHIMURA

（Graduate School of Kyushu University/Kyushu University）

This study attempts to review how the importance of good industrial design of a machining

center（MC）, a typical example of producer goods, was initially recognized and how the design

was developed.

Good design, which here means functionality and attractive outward appearance, of working

machines was first recognized with two models of milling machines as early as the late １９５０s

to the early １９６０s. However, no additional machine tools with good design were seen in the

late １９６０s, during which time machine designers were required to focus on designing machine

tools with greater emphasis on performance. That time was a technology-development-driven era.

In the early １９７０s, when MCs started penetrating the market, the machine tool industry

made more effort to incorporate the idea of good design in the whole process of designing.

This was caused by a growing awareness of good design in consumer durable goods that influ-

enced machine tool manufacturers to take more consideration of good design. In the meantime,

the Machine Industry Design Award was established in １９７０. It also contributed to the introduc-

tion of good design in the industry.

A closer look at the winners of the Machine Industry Design Award from the first competi-

tion（１９７１）through the １６th（１９８９）demonstrates the transition in MC designs. During this time

period, computer technology experienced such rapid advances that it brought benefits to high-

performance MC production. In addition, it is evident that the design of MCs was affected by a

variety of factors, such as changes in operators’ skill level, the introduction of office automation

equipment, and market shifts.

日本における NC工作機械のデザインに関する変遷――マシニングセンタを中心として（1）――（梅本・石村）
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