
　開発技術にこだわり、最先端の加工を提案する姿
勢は同社の DNA とも言える。1986 年に入社し、三
菱日立ツールの前身である日立ツール時代から工具
開発や設計に携わってきた坂本靖開発技術本部長
は、「会社のロゴに『開発技術の日立ツール』と刻ま
れていた頃から変わらない当社の基軸」と話す。受
賞 歴も多く、新 素 材 エンドミル「ESM/MAX1」は
1987 年の日刊工業新聞社十大新製品賞を受賞し、
2001 年にはアルファ高送り正面フライスも同賞を受
賞。その後もモノづくり部品大賞を 2004 年から 16
年連続で受賞するなど魅力ある製品を世に送り出して
きた。

今年 4月 1日に三菱日立ツールから社名変更したMOLDINO（モルディノ）。金型の切削加工用工
具で業界をけん引する同社がこだわり続けるのが「開発技術」だ。金型の高精度化や複雑形状化
が進む中、革新的な切削工具を次々と生み出し、ユーザーの競争力強化をバックアップ。近年は加
工能率の向上による金型製作コスト削減や、荒加工の精度を高めることによる磨き・調整時間の短
縮など、金型づくりをトータルで効率化する“考え方”そのものを提案する。「金型加工向けでナンバー
ワンの工具メーカー」を目指す挑戦が始まっている。

部分が高能率に加工できるため、金型の荒加工用工
具としてユーザーから高評価を得た。
　同社の掲げるコンセプトはこれにとどまらない。加
工半減の発展形として提案したのが「Hi-Pre2（ハイ
プレツー）」。High Precision Pre-finishing の略で、荒・
中仕上げ加工工程から高精度に、削残しを少なく加
工することで後工程の仕上げ加工や磨き・調整の工
程にかかる時間を短くしようという画期的な考え方だ。
1 つの工程を短縮するのではなく、金型製作全体で
リードタイム短縮を狙う。

高送り工具を拡充

　Hi-Pre2 のコンセプトをもとに同社では高送り工具
の製品群を拡充している。昨年市場投入した刃先交
換式の「TD6N」は工具径 50 ～ 125mm の大物金
型の荒加工向け工具だ。インサートは高送り用の

「FC/FB ブレーカ」と高切込み用の「HC ブレーカ」
を用意し、いずれのブレーカも複合 R を採用している。
以前は、複合 R を CAM でうまく定義できず加工誤差
が発生するケースがあったが、TD6N は選定するブ
レーカにより適切なプログラミング R を設定すること
で誤差を極力抑えた加工を実現した。TD6N の中径
タイプとして「TD4N」も先行投入している。
　1 枚のインサートで加工する「プレシジョンシリー
ズ」も Hi-Pre2 を実現する鍵を握る工具だ。刃先交
換式工具とソリッド工具の中間を狙った同シリーズは、
複数のインサートをもつ刃先交換式工具より加工精度
に優れ、削残しの少ない加工が可能になる。同社は
今後も TD6N や TD4N、プレシジョンシリーズを使う

　独創性に富んだ他社にない工具を開発するのと並
行して、近年力を入れてきたのがユーザーの“困りごと”
を解決できる工具開発だ。その一例が高硬度鋼への
対応。成形時の金型への負荷が高まり、より硬くて丈
夫な型材が開発されている。一方、硬い型材を切削
しようとすると工具が摩耗しやすくなり、加工面が粗く
なったり、加工に必要な工具の本数が増えたりといっ
た課題があった。
　こうした高硬度鋼加工のために同社が 2001 年に
開発したのがナノ結晶構造をもつ「TH コーティング」
である。皮膜組織を微細化することで、従来コーティ
ングに比べて皮膜の硬さを向上させ、耐摩耗性に優

れたコーティングとした。2007 年には第 2 世代の
「ATH」をリリースし、2017 年 には 第 3 世 代 の
「TH3」を 商 品 展 開。TH3 を 施した 工 具 は 硬 さ
65HRC 以上の粉末ハイス鋼を素材とする金型も問題
なく加工でき、高硬度鋼加工で従来使われてきた
cBN（立方晶窒化ホウ素）工具の代替としても期待さ
れている。坂本本部長は、「切削工具の性能に果た
すコーティングの役割は非常に大きく、優れたコーティ
ングを提供できる技術も当社の強みとなっている」と
自信をのぞかせる。

「加工半減（Production50）」から
「Hi-Pre2」へ

　金型づくりの短納期化やコスト削減による国際競争
力の強化もユーザーの課題となっている。そこで同社
が提案したのが高性能な工具を使うことで加工能率を
高めて、加工コストを削減する「加工半減」のコンセ
プトだ。金型加工コストに占める工具費の割合は数％
にすぎず、たとえ工具費が 2 倍になってもコスト全体
に与える影響はわずか。であれば、多少高価でも高
性能な工具を使い、加工にかかる時間を減らした方
がユーザーの利益拡大につながるという考え方だ。
　加工半減のコンセプトをもとに世界に先駆けて開発
されたのが、高送り工具「ASR」である。ASR は複
合 R をもつインサートを採用。切りくずを薄く排出で
きるため、1 刃当たり送り量を高めることに成功した。
しかも切削抵抗が軸方向にかかる工具設計としたた
め、横方向からの負荷に強く、工具の突き出しを長く
しても安定して加工できる。ポケットや溝などの深い

ことによる工程全体での効率化を訴求する方針だ。

開発者がユーザーのもとへ

同社の製品・技術開発は、①ソリッド工具、②刃先
交換式工具、③材料・コーティングの 3 部門に分かれ
て行われている。いずれも各工具を担当する生産拠
点の中で行われており、ソリッド工具は野洲工場（滋
賀県野洲市）、刃先交換式工具と材料・コーティング
は成田工場（千葉県成田市）で開発。全従業員の 1
割に近い人員が開発業務に携わっている。各部門の
中にはテーマごとに数人のチームを形成。ベテラン、
中堅、若手を同じチームに入れることで、ベテランの
経験、中堅の実行力、若手の斬新なアイデアを融合
できるよう配慮している。

製品開発では、開発者本人がユーザー企業を訪問
し、ユーザーの声を直接聞くことを重視している。「お
客様が何に困っているのか、どんな解決方法が考え
られるのかを知ることで、ニーズに合致した開発目標
を設定できる」（坂本本部長）。

ユーザーの状況を知ることは、同社が得意とする独
創的な製品開発にもつながる。一例が 2016 年に発
売した異形工具「GALLEA（ガレア）シリーズ」だ。
レンズ形状やバレル形状が特徴の同シリーズは、従
来のボールエンドミルやコーナーラジアスエンドミル
よりも大きな R 切れ刃をもち、加工ピックを大きく設
定できる。そのため、工作機械の送り速度に依存す

金型加工に関連するメーカーとの連携をさらに強化す
る。「『MOLDINO に相談すれば、金型加工のどんな
問題も一緒に解決してくれる』、そんな存在を目指し
たい」と坂本本部長。新社名のもとでも、「技術開発
の MOLDINO」とユーザーに認めてもらえるような新
製品開発を続けていく。

ることなく加工能率を向上でき、従来工具より短い時
間で高精度な面に仕上げることが可能になる。

発売当初は工具形状を定義してツールパスを作成
できる CAM がほとんどなかったが、CAM メーカーへ
の周知を図り、徐々に対応する CAM が増えてきた。
もともと 5 軸制御マシニングセンタ（MC）での使用
を想定していたが、現状の金型加工は 3 軸制御 MC
が主流のため、3 軸加工に適したインサートも追加。
金型加工へ適用できる環境が整いつつある。
　GALLEA シリーズの開発にあたっては、開発部門
内でも賛否両論あったという。既存の市場の置換えを
狙うのではない “市場創出型”の工具は、発売後のユー
ザーの評価が読みにくい。それでも開発を断行した
のは、同シリーズが顧客の生産性向上に役立つとい
う強い思いをもつ開発者がいたからだ。坂本本部長
は、「まったく新しいアイデアを受け入れて、商品化で
きるのは当社ならでは」と胸を張る。

製品開発では、開発部門と生産技術部門との連携
も不可欠だ。金型の高精度化が進み、工作機械の加
工精度も年々レベルアップしている。切削工具も高精
度化に追随しなければ生き残れない。同社では、開
発の初期段階から生産技術部門と密に連携し、安定
した工具生産につなげている。両部門で頻繁にディス
カッションし、求める性能を損なうことなく安定生産で
きる工具形状に落とし込む。「安定品質を供給できる
生産態勢をしっかりと構築してから商品を送り出すの
は、工具メーカーとしての使命」と坂本本部長は話す。

工具と加工方法をセットで提案

金型加工向けの多彩な工具を世に送り出してきた

同社が常に念頭に置くのは、「顧客にとって工具は道
具（手段）でしかない」という考えだ。「顧客が求め
るのは “穴” であってドリルではない。その点をしっ
かり押さえてこそ、顧客の競争力強化につながるよう
な工具や加工方法を提案できる」（坂本本部長）。例
えば、1 本の工具で下穴とねじ切りを同時に加工でき
る「エポック D スレッドミル」は、プログラムの組み
方や切りくずの飛ばし方に独自のノウハウがある。こ
うした工具は加工方法とセットで提案してこそ真価を
発揮する。

ユーザー視点での工具開発を重視する同社が、次
の一手として取り組んだのが金型の製作だ。社内で
金型の構想設計から加工までを手がけ、来客用のカッ
プを成形する射出成形金型を製作した。ベースプレー
トに S50C、製品部に焼入れ鋼（52HRC）、入れ子に
ベリリウム銅を使用。携わった坂本本部長は、「いろ
いろな気づきがあった」と振り返る。
　開発部門として提案する工具は、金型の形状部（入
れ子）を加工するためのものが多いが、実際の金型
づくりでは思いのほかベースプレートの加工比率が高
い。また、実際に金型を加工してみると、「失敗しな
いか」「面が粗くならないか」と心配になり、送り速
度を上げることに慎重にならざるを得なかった。「工
具メーカーとして画期的な提案を心がけてきたが、実
際に加工して初めて、『より確実に良いものをつくりた
い』というお客様の気持ちに近づくことができた」（坂
本本部長）。

同社は今後、得意分野である高送り工具や高硬度
鋼加工用工具の開発に力を入れる。また、5G（第 5
世代移動通信システム）向けの市場を視野に、微細
加工用の小径工具の開発も重視する構え。加えて、
工作機械や CAD/CAM、ツーリング、測定機器など

革新的な工具・加工法を生み出す「開発技術」で
金型づくりの競争力強化をサポートする

Hi-Pre2コンセプト 高送りラジアスミル「TD6N」
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う強い思いをもつ開発者がいたからだ。坂本本部長
は、「まったく新しいアイデアを受け入れて、商品化で
きるのは当社ならでは」と胸を張る。
　製品開発では、開発部門と生産技術部門との連携
も不可欠だ。金型の高精度化が進み、工作機械の加
工精度も年々レベルアップしている。切削工具も高精
度化に追随しなければ生き残れない。同社では、開
発の初期段階から生産技術部門と密に連携し、安定
した工具生産につなげている。両部門で頻繁にディス
カッションし、求める性能を損なうことなく安定生産で
きる工具形状に落とし込む。「安定品質を供給できる
生産態勢をしっかりと構築してから商品を送り出すの
は、工具メーカーとしての使命」と坂本本部長は話す。

工具と加工方法をセットで提案

　金型加工向けの多彩な工具を世に送り出してきた

同社が常に念頭に置くのは、「顧客にとって工具は道
具（手段）でしかない」という考えだ。「顧客が求め
るのは “穴” であってドリルではない。その点をしっ
かり押さえてこそ、顧客の競争力強化につながるよう
な工具や加工方法を提案できる」（坂本本部長）。例
えば、1 本の工具で下穴とねじ切りを同時に加工でき
る「エポック D スレッドミル」は、プログラムの組み
方や切りくずの飛ばし方に独自のノウハウがある。こ
うした工具は加工方法とセットで提案してこそ真価を
発揮する。

ユーザー視点での工具開発を重視する同社が、次
の一手として取り組んだのが金型の製作だ。社内で
金型の構想設計から加工までを手がけ、来客用のカッ
プを成形する射出成形金型を製作した。ベースプレー
トに S50C、製品部に焼入れ鋼（52HRC）、入れ子に
ベリリウム銅を使用。携わった坂本本部長は、「いろ
いろな気づきがあった」と振り返る。
　開発部門として提案する工具は、金型の形状部（入
れ子）を加工するためのものが多いが、実際の金型
づくりでは思いのほかベースプレートの加工比率が高
い。また、実際に金型を加工してみると、「失敗しな
いか」「面が粗くならないか」と心配になり、送り速
度を上げることに慎重にならざるを得なかった。「工
具メーカーとして画期的な提案を心がけてきたが、実
際に加工して初めて、『より確実に良いものをつくりた
い』というお客様の気持ちに近づくことができた」（坂
本本部長）。
　同社は今後、得意分野である高送り工具や高硬度
鋼加工用工具の開発に力を入れる。また、5G（第 5
世代移動通信システム）向けの市場を視野に、微細
加工用の小径工具の開発も重視する構え。加えて、
工作機械や CAD/CAM、ツーリング、測定機器など

理事
開発技術本部長

坂本　靖 氏
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社内で構想設計から加工までを手がけた射出成形金型
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