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　近年、ネットワーク技術が急速に進歩し、あらゆる情報がいつでも、どこでも、誰でも

手に入る環境が整いつつあります。そのような背景のなか、モノづくりにも変化が現れて

きています。それは、モノのインターネット（Internet of Things、IoT）の出現です。

様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、そこからの大量な情報を生産に活用

しようというものです。これにより、工場は、最適な生産を行うためのSmart Factory

（考える工場）が実現できます。当社の測定機もこの環境下で価値あるものとするために、

IoTに即したSmart Instrument（考える測定機）である必要があります。そのためには、

一つ目は自動測定による省人化（ワーク情報の抽出、測定プログラムの選定、効率の良

い測定機の運用、人と協働する自動化）、二つ目はデータ管理（測定データの保管、統

計解析、傾向解析、レポート作成、ワークと測定データの関連付け）、三つ目は測定機管理

（状態監視、予兆予知、メンテンス、予防保全）に対応していきます。

 また、当社は今まで同様にお客様のニーズを大切にし、特にグローバル化するモノづくりに

対してはソフトウェア多言語化と自動判断機能の充実、また前述のIoTに即した測定機の

開発に注力しています。現在では、三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円

度・円筒形状測定機は、数十か国の言語に対応すると共に、今まで熟練者における測定

知識をソフトウェアに展開した自動判断機能を拡充し、世界中の誰もがいつでも、どこでも

同じ測定を同じ品質で安定した測定ができる測定機、また測定データを共有化し、統一

したレポート作成が出来るように、お客様への貢献を常に目指しております。さらに、新しい

光学測定機器により今まで測定できなかった部品へのアプローチや飛躍的な効率化への

取り組みを行い、大型または複雑且つ高精度な測定が要求される次世代産業に最適な

機種の開発など、新たな測定技術への挑戦も行っていきます。

 また、製品サポートについては、世界中何処の国でも、国内と同様に全てのお客様に即し

たサービスを心がけていくことを念頭に、海外拠点の拡充と、現地サービスへの製品トレー

ニング、各種セミナーや教育に取り組み、体制の充実を図っております。

  今後も東京精密はモノづくりに必要不可欠な計測機器という観点から、グローバルに

そして多様化するモノづくりにお役に立てるよう努めてまいりますので、よろしくお願い申し

上げます。

I oT対応とグローバル化

株式会社 東京精密
代表取締役 社長 CEO

吉田  均

ごあいさつ
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超精密技術を駆使し、精密治具や金型を手掛ける本間製作所様に、
ACCRETECH製品の導入の決め手、要望について伺いました。

特集：ユーザーズインタビュー ①

本間：　本間製作所は昭和16年、東京都板橋区で創業しました。

創業当時、深川にあった大手鉄鋼メーカーの工場との取引が

スタートとなりました。いわゆる町工場であり、私の祖父が3名

ほどで立ち上げた会社です。その後、昭和36年に大手鉄鋼メー

カーが熊谷に工場を作り、フェライトのマグネットの生産を開始

するということで、弊社は“そのマグネットの金型を作ってみたら

どうだ”という話をいただきました。そこで今後自動車や白物

家電において、フェライトマグネットの需要は大幅に見込めると

いう予測から、その事業に着手しました。今でもその金型は弊社か

ら熊谷工場、アメリカ、インドネシアといった海外拠点にも提供

しています。

　バブル崩壊後、90年代においては、パソコンの需要拡大が

予測されたため、パソコンのHDDに関する治工具の製作に力を

入れました。その分野ではミクロンレベルでの高精度の測定が

要求されるため、しっかりとした測定機を設けなければならない

という結論に達しました。精確な測定をした上で受注先に提供

することが、企業の付加価値にもなると考えたからです。

本間：　そうですね。そういったものを作っていくためには、高

性能の真円度測定機、三次元測定機、表面粗さ測定機が必要に

なってきました。お客様も測定表に基づいて全測定しますので。

本間：　一番はやはり、精密な測定が本間製作所の信頼を生んで

いるという点だと思います。本間に頼めばしっかりとした測定を

やってくれる、環境が整った測定室で測定をやってくれる。そし

て、正確なデータというのは、お客様にとって安心となる。お客様

からは、本間製作所から入ってくる測定データはマスターになっ

ている、とも言っていただけております。

会社概要について教えてください。Q

株式会社 本間製作所 様
超硬部品の製作における加工技術やミクロンレベル寸法公差に対応できる技術で、HDD
用の精密治具や食品・医療用金型を手がけるメーカー。特に多面形状や難形状の加工を
必要とする部品・精密な電子機器に必要となる精密治具・特殊な金型・抜き型・切り刃
仕上げなどにおいて豊富な経験があり、極小クリアランス1.0 ～ 2.0µmの金型および
精密治具を数多く手掛けている。
本　　社	：〒174-0055　東京都板橋区泉町49番3号
熊谷工場	：〒360-0843　埼玉県熊谷市三ヶ尻5361番	
http : //www.honma-k .co . jp/ index .html

会
社
紹
介

そこで、東京精密の測定機を
採用していただいたのですか。Q

75年培った経験と実績をベースに、独自の開発技術を構築

精密な測定に関するポリシーの
バックボーンとなっていることを教えてください。

Q

熊谷工場

東京精密の測定機の導入の決め手は何ですか。Q

真円度・円筒形状測定機 RONDCOM60A
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本間：　弊社がこういった精密な測定を必要とする事業を始めた

当時は、海外メーカーの製品の方がブランド価値が高かった

です。しかし国内においては、他社と比べてお客様からの信頼が

高い、東京精密のブランド力が決め手となりました。お客様から

うちの製品は東京精密の測定機で測ってくれ、と言われることも

ありました。

本間：　もちろん安くて良い物が一番です。しかし実際のところ、

安い物はそれなりの精度・品質なのが現状です。すべてのモノ

づくりの分野において、企業として勝ち組になっていくには、

やはり付加価値のある製品作りが必要です。そのためには自ずと

高性能・高品質が要求されます。1ミクロンにこだわった測定がで

きないといけないため、私が優先するものは当然、精度というこ

とになります。

本間：　現場において、簡易的に測ることができる測定機があれば

良いなと感じます。作業者としては、高精度の作業を行っているた

め、途中加工の段階で次工程に進む前に一度測定してほしいとい

う事情がありますが、測定者としては、完成後出荷前の最終段階

にある製品の測定を優先してしまうことになります。そういった

問題点が出てくるため、今ある測定機よりもリーズナブルで、現場

レベルで運用ができる測定機があれば大変助かります。

本間：　常に「改善」を意識しながら仕事に取組む姿勢を求めてい

ます。改善に終わりはありません。決められた時間、与えられた仕

事をこなすだけの従業員は、私は高く評価はしません。会社として

も、従業員に改善を提案させるような環境作りを行っています。

　「モノづくり」の企業であるとはいえ、結局のところ「ヒトづくり」

が重要です。いくら良いマシンがあり、良い環境があり、良い測定

機があっても、ヒトづくりが上手くいっていないと良い製品はでき

あがってきません。それくらい企業にとって人は重要だと考えて

います。

測定機に関して、価格や精度などのうち、
何を最も優先しますか。Q

東京精密より、対談を終えて

近年は、半導体・太陽電池・液晶関連といった最先端分野

における精密部品や治具等、さまざまな可能性を切り開

く新たな技術開発に日々取り組んでいる本間製作所様。

お客様の信頼・安心を生むために、そして、他社に打ち勝つ

企業となるために、精度の高い測定に関してポリシーを持

ち、「付加価値のある製品づくり」への強いこだわりを感じ

られました。今後も、ACCRETECHの製品が、本間製作所

様のより良い製品づくりに寄与できることを願っています。

今後、測定機に関して望むことは何ですか。Q

本間製作所 
代表取締役社長

 本間 聖敏 様

従業員には、どのようなことを求めますか。Q

東京精密の測定機の導入の決め手は何ですか。Q

〈精密治具サンプル〉

三次元座標測定機 ZEISS MICURA®
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日本で初めて鉄鋼の高周波焼き入れ技術を開発する等、高い開発力を持つ応用科学研究所様に、
ACCRETECH製品導入のきっかけや印象について伺いました。

独自の技術開発で、日本の国際競争力向上を支援

特集：ユーザーズインタビュー ②

久保：　応用科学研究所は大正時代、京都大学工学部電気工学科

の青柳教授がタングステンフィラメントの研究を始め、その研究

所として始まりました。その後、鉄鋼の高周波誘導加熱方式によ

る強化処理技術（高周波焼入れ）を日本で初めて開発しました。

さらにプラズマ窒化技術に関する研究も進め、これら2つは現在、

他ではやらないような難度の高いものを扱っています。そして、

社会が求める新たな研究開発のため、一昨年には機械基盤研究施

設を立ち上げ、CADで設計したものを製作してその場で幾何形状

精度を測り、冶金学的な性質検査も同じ場所でできるようになりま

した。

久保：　若い頃しばらくドイツにいて、帰国後Carl Zeiss社より

三次元測定機を日本で販売したいから手伝ってくれと頼まれま

した。そのころのCarl Zeiss社の担当者に東京精密さんを紹

介されて以来、親しくさせていただいております。そして機械

基盤研究施設の立ち上げにあたり三次元測定機の導入が不可

欠と思い、今の御社の社長とも懇意だったので、御社からCarl 

Zeiss社の測定機を導入させていただきました。

久保：　実際に使わせていただいて、結構満足しています。白色

光干渉の測定機は、外乱の影響を受けたり非常に敏感だといった

話はよく聞くのですが、東京精密さんの測定機はそれほど気難

しくなく使えており、そこは大したものだと思います。

　今、Opt-scopeを一番よく使っているのは、事故が起こった

機械部品の損傷面を見るという場面です。私の専門は機械部品、

とくに歯車が潰れたときに、その原因や対策を考察することなの

ですが、損傷面を細かい精度で見られる測定機はなかなか難しい

のですが、表面の形状を写真のように見られるという点で重宝し

ています。普通の写真だと、光の影響を強く受けてしまい、写真の

撮り方によっては、事実と違う印象を人に与えてしまいます。しか

し、Opt-scopeの場

合には、オプティカル

フラットからの距離を

精密なマップとして

測る機械なので、そう

いった影響は受けま

せんし、かなり色々な

ことがわかります。

研究所の概要について教えてください。Q

公益財団法人 応用科学研究所 様
大正6年、京都大学工学部電気工学科青柳栄司教授が青柳研究所を創設、後に応用科学研究所
となる。工学系で多方面の研究実績を上げてきたが、中でも鉄鋼の高周波誘導加熱方式による
強化処理技術（高周波焼入れ）の発祥の地として、独自の技術を開発・運用している。機械部品
の長寿命化・高性能化・省資源化に関する研究も行い、低炭素社会すなわち地球環境の保全に
寄与することを目指し、研究を続けている。
所在地：〒606-8202	　京都府京都市左京区田中大堰町49
http ://www.r ias .or . jp/ indexp.php

会
社
紹
介

東京精密の測定機について、
どのような印象をお持ちですか。Q

東京精密の測定機導入の
きっかけについて教えてください。Q

Opt-scope で見た耐久運転後の歯車歯面
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久保：　被験物を測れるか測れないかというのは、やってみなけ

ればわからないという点です。機械部品の形状によっては、レン

ズ周りがぶつかってしまって測れないといったことがあります。

これは、Opt-scopeだけの問題ではなく、測定機一般に言える

非常にプリミティブな問題だとは思いますが、そこをクリアでき

るとユーザとしてはありがたいと思います。

久保：　鉄鋼の品質というのは、機械にとって非常に重要ですが、

現在では価格面の事情で外国製など安価なものを使いたいとい

う要請があります。そういった際に、思っていたものと実際の品質

が違うことがあり、トラブルを生むこともあります。現在では、そ

の品質に関して最適な判定手段がありません。そういった場面で

Opt-scopeなどをうまく利用すると良い判断が出来るようになる

のではないかと思います。実現すれば、今までとは違う分野の人が

興味を持ってくれます。これは今後の課題として一緒に研究してい

ければと思います。

　私は、Opt-scopeを単なる表面粗さ測定機というよりも、精密

な三次元の形状測定機というメリットを打ち出していくべきだと考

えます。「粗さ」と「形状」というのは、単に表面のどれほどの周波数

成分を取るかだけの差です。そして、機械にとってはどちらかとい

うと形状、低周波成分の方が重要です。そこを非接触で、3D立体

形状として精密な寸法精度とともに見られるというのはなかなか

有用なものです。

久保：　測定機というのは難しいもので、使う人によって要求が

全く異なります。できるだけ真に近い値を求めるところもあれ

ば、それほどの精度を必要としないところもある。難しいことで

すが、精度だけに限らず、様々な面で用途に合った対応をする

ことが大事ではないでしょうか。

測定機について不満はありますか。Q

今後、測定機が活躍できる場面については
どうお考えですか。

Q

今後、測定機もしくは東京精密に期待することを
教えてください。

Q

東京精密より、対談を終えて

近年は、鉄鋼材料や各種金属材料の表面改質加工技術に

加えて、金属材料の新評価法の開発にも一段と注力してい

る応用科学研究所様。長い歴史の中での研究実績はもちろ

んのこと、産業界への技術指導・技術移転や人材育成事業

への取り組みや、任意三次元形状製作法の開発・表面処理

のサーフェイスインテグリティ向上に関する研究開発の体

制も整えています。他国の追い上げが激しい中、新たな戦

略の推進にも積極的に取り組む姿勢で、日本のモノづくり

を支えていることが感じられました。

応用科学研究所の前身
である財団法人 青柳研
究所を創設（１９１７年）
した青柳教授が研究した

『タングステン電球（フィ
ラメントにタングステン
を使った白熱電球）とセ
レン整流器』。

三次元座標測定機 ZEISS PRISMO navigator 非接触三次元表面粗さ形状測定機 Opt-scope

応用科学研究所 常務理事 
兼 京都大学名誉教授

 久保 愛三 様
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幅広い事業を展開し、革新的な製品を提供する川崎重工業様に、
今回はガスタービン産業と当社とのかかわりについて伺いました。

特集：ユーザーズインタビュー ③

板橋：　ガスタービンとは、ディーゼルエンジンやガソリンエンジン

と同じ内燃機関の一種であり、製品群を示しているわけではなく

機能を示しています。我々ガスタービンビジネスセンターでは基

本的に二つの分野を柱としています。一つは航空機の輸送システ

ム、いわゆる航空機のエンジン。もう一つは環境エネルギー、いわ

ゆる発電機などです。

板橋：　ガスタービン機械カンパ

ニーのガスタービンビジネスセ

ンター品質保証部門で、航空機、

舶用主機及び発電装置等のエン

ジン部品の寸法検査、非破壊検

査や完成検査を担当している検

査部門の設備の導入計画や業務

管理を担当しています。

板橋：　現場をご覧いただければ

わかると思いますが、ガスタービン

の部品は非常に複雑な形状をしています。これは、加工技術の

向上により、分割されていたパーツが一つになり複雑化したの

です。この複雑な形状の計測には、従来使用していたマイクロ

メーター等の汎用測定器だけでの計測は難しくなっています。計

測機能に優れている御社の三次元測定機をメインに、様々な測

定機器を使って全ての寸法を検査しています。

板橋：　1986年です。当時、航空機の歯車は歯当たり（※1）が

製品の良し悪しを判断する上でメインの時代でした。しかし、あ

る機種から歯当たりではなくてデジタル的に測定の値を出すこ

とが必須の要求になりました。そのときに、いろいろな計測機を

検討し、御社の三次元測定機にたどり着いたのが始まりです。

ガスタービンについて教えてください。Q

東京精密とのかかわりはいつからですか。Q

川崎重工業 株式会社 様
創業者の川崎正蔵が明治11年に東京・築地に川崎築地造船所を開設したのを起源として、明治29年
10月に設立。航空機やジェットエンジンはもちろん人工衛星まで手掛ける航空宇宙事業、造船事業、
鉄道車両事業、エネルギー・環境関連システム事業、油圧機器や産業用ロボット等の各種産業機械事業、
モーターサイクルやジェットスキー ®等のレジャー製品等、“Kawasaki”ブランドのもと幅広い事業を
展開し世界に製品を送り出している。
東京本社：〒105-8315	東京都港区海岸一丁目14-5
神戸本社：〒650-8680	兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号（神戸クリスタルタワー）
明石工場：〒637-8666	兵庫県明石市川崎町1番1号
http : //www.kh i .co . jp/ index .html

会
社
紹
介

板橋様は、その中で
どういったお仕事をされていますか。Q

どういった形で検査を
行われているのですか。Q

陸・海・空はもとより、はるかな宇宙から深海にまで、あらゆる
分野に多彩な製品を送り出す

※1）	歯当たり：	歯車のかみ合い状態の良否を示すもの
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御社の測定機は、非常に精度がよくハード的にも優れた機械で

あり、その時に導入した三次元測定機は約30年を経過した今も

現役で動いています。その間、定期的なメンテナンスをしていた

だいておりますが大きな故障もなく働いてもらっています。

現在、検査対象となる部品や対象機種が増え、それらの歯車や

スプラインといった重要特性を計測する為に、更に三次元測定

機を導入させていただく予定で納入待ちの状況です。

板橋：　はい。航空機業界から非常に厳しい要求がフィールドにで

ますので、我々もそれに則って、高い精度を追及しています。この

要求をクリアするために、計測機器の導入や計測作業にも以前と

比べて数倍の負荷がかかってきています。例えば、異なる人が複

数回の計測を行い、その計測結果（約100回のデータを収集）を

用いて評価する「ゲージR&R（※2）」や、計測者、計測プログラム、

計測機と言った異なる条件での計測を行いその結果を評価する

「インディペンデント検査」いうものも適用している場合があります。

それとは別に、航空機は今、需要過多です。EUは2012年から航

空機を対象に含めた温暖化ガス排出規制を導入しました。どこの

航空会社も航空機の更新時期がきており航空機の需要が増え、検

査にかかる負担は大きくなっています。

歯車やスプラインは
高い精度が要求されますよね。Q

板橋：　計測機本体や周辺環境はこれからもっと優れたものに

発展させることができると思います。その中で計測機器がいかに

「計測値」に信頼を付与できるかがポイントになります。「計測機

を使ってそのプロセスをどうコントロールするか」が明確になるこ

とを期待します。また、測定だけを考えるのであれば、いかに準備

（時間/情報等）を短縮できるのか、計測機器としてどこまで難し

い要求に対応できるのかが重要だと感じています。

今後測定機に期待することはありますか。Q

東京精密より、対談を終えて

国内産業用ガスタービンのパイオニアメーカーとして、

国内外での研究開発プロジェクトや技術提供等を積極的に

行いながら、製品化をすすめる川崎重工業様。中でも、高い

精度を要求される航空機部品は、近年急激な需要過多に

よって、検査にかかる負荷も大きくなっています。そのよう

な状況下でも、従業員には、検査数にこだわらず、納得いく

まで検査をするよう伝えている、という言葉が印象的でし

た。このような取り組む姿勢が、これまでの企業の発展につ

ながったのだと感じる取材となりました。

川崎重工業 
品質保証部 検査一課担当課長

板橋　敏 様

旅客機用ターボファンエンジン
ジェットエンジンの一種で、コアとなるターボジェットエンジンにファンを追加した
ターボファンエンジン。現代のジェットエンジンの主流となっている。

※2）	ゲージR&R	：	繰り返し性と再現性

真円度・円筒形状測定機 RONDCOM60A
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丹下：現在、当社の三次元座標測定機は、国内はもちろん、中国や

東南アジアを中心に、グローバルに販売しています。近年、国内では

航空機産業が活況を呈しており、それに伴い大型部品を測定する

測定機の需要も高まってきています。しかし、当社製品はこれらの

部品を測定するためのサイズになると劣勢を強いられていました。

そこで、この市場にターゲットを当てる開発が急務でした。そして、

この開発にあたり、将来にわたり、国内だけでなく、海外で競合他

社に勝ち続けられる製品でなければならないことを念頭におき、

「高精度」「高速」「耐環境性」の3つに重きをおいて開発をスタート

させました。

菅野：駆動方法を今までのスチールベルト駆動（※1）からロー
ラー駆動のフリクションドライブ式（※2）に変えたところです。
駆 動方法を変えると、その駆動力によって、先端の触針に与える
振動等の挙動が変わってくるので大変でしたが、駆動を変えたこと
で、スピードが上がり、サイズバリエーションアップにつながり
ました。また、静的な精度等はシミュレーションでわかりますが、
実際の駆動部の動的な部分はシミュレーションが大変で、その辺り
も苦労しました。
丹下：まず、設計の段階から機能、性能を向上させることは勿論、
市場ニーズに合わせたコストで完成させることがミッションでした
ので、色々と制限のある中で新しい発想を取り入れたり、試行錯誤
してコンセプトを満足させた製品に仕上げるのは大変だったと思い
ます。しかし、エンジニアとしては腕の見せどころであり、楽しみも
あったかと思います。

菅野 ：若いときによく上司に、「知らないものは使うな。」と言われ

てきました。それは、知っているものだけ使えばいいということでは

なく、新しいから、勧められたから、等の理由だけで使わないという

ことです。そのまま使ってしまうと、問題が起きてしまうかもしれな

いので、よく知ってから使うべきだと教わり、日々仕事をする上で、

心掛けています。今回の開発でも、いまだつくったことないものを

作る上で、調べて作って体感しての繰返しでした。また、知らない事

は怖い事と思っていると自分の仕事の周辺の事も知りたくなりま

す。得意分野以外の事も少しずつ知る事によって、仕事の幅や

スキルアップにもつながると思います。

「精度」・「スピード」・「耐環境性」の向上をコンセプトに掲げて新規開発した
三次元座標測定機“XYZAX AXCEL”の開発者である菅野さんと、責任者である丹下さんに
開発のきっかけや、苦労した点等について伺いました。

●開発の狙いについて教えてくだ さい。

ザ イ ザ ック ス  アク セ ル

XYZAX AXCEL

●開発中、苦 労した 点 は何 で すか。 ●仕事をする上で、心掛けていることはありますか。

計測社
CMMグループ
リーダー

丹下 浩一

新製品
開発ストーリー

高 速・高 精 度・耐 環 境 性 に 優 れ
グ ローバ ルスタンダード 機 と位 置 付 けた
新 世 代 の高 精 度 三 次 元 座 標 測 定 機
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計測社
CMMグループ
開発担当

菅野 幸男

菅野：ぜひ、技術を盗んでほしいです。技術職にとって、経験を重

ねることが大事なので、自分でやってみるということが大切ですね。

若いときに、「なにか考えるときに、3日考えてだめならやめろ。3日

考えてできると思ったらやってみろ。」と言われ、いろいろ挑戦しま

した。なので、「やりたい。」と思ったことは止めないので、ぜひ挑戦

してほしいですね。また、わからなかったら先輩に聞くことも大切だ

と思います。「忙しそうだから。」と先輩に遠慮して聞かないままで

いると成長しません。聞かないまま進めたことが原因で失敗するこ

ともあると思います。知りたいことがあったら、先輩に聞いてほしい

です。また、知らないことを知ることは楽しいので、好奇心にもつな

がると思います。

菅野：「精度」・「スピード」・「耐環境性」の3つです。まず、「精度」

は、新開発の高剛性ブリッジ採用により、高精度を実現しました。

また、X軸のガイド形状を見直し、Y方向、ねじれ方向も大幅に剛性

がアップされました。次に「スピード」は、各軸の駆動方法に新開発

の駆動機構を採用すると共に、エアパッドの配置を最適化する事に

より、高速かつ安定した駆動を実現しました。また、駆動速度がアッ

プし、測定スループットが向上したので、測定効率 を大幅に改善し

ました。最後に「耐環境性」は、新設計のカバーを採用し、ガイドや

キャリッジが直接に影響を受けないようにしました。また、温度変

化における石定盤の変形を抑制する構造を取り入れ、温度保証範

囲を向上させました。

菅野：やはり、お客様に満足してもらえるマシンを作りたいですね。
また、ドイツでは「ロードマップ・エネルギー政策2020」（※3）にて
化石燃料による熱消費量を2020年までに1/4に削減すると発表
されました。将来的にレシプロエンジン(※4）がなくなるかもしれな
いので、それが今後の課題だと思います。
丹下：今回の製品がベストセラーとなり工場から毎日世界中に出荷
されることを期待しています。また、この開発で培った技術やマイン
ドを若手に浸透させて、これからを担うエンジニアを育てていきた
いと思います。
※1）	軸の回転運動を他の方向に伝動するために、ある程度間隔の開いた平行する軸間の動力伝動
								に「ベルト」と呼ばれる柔軟な素材でできた輪を利用する方式。

※2）	駆動装置の接触による摩擦力を利用して動力を伝達する方式。

※3）	ドイツ連邦環境省（BMU）のマヒニグ事務次官が2020年までの今後の気候保全、エネルギー
　　	安全保障、エネルギー価格に関する取り組みを総合的にまとめたもの。
※4）	自動車や船舶、電化されていない鉄道車両等に使用される内燃エンジン。

最大許容長さ測定誤差	Ｅ０，ＭＰＥ 1.8＋3L ⊘1000µｍ

最大温度保証範囲 15℃～30℃
最大加速度 2300ｍｍ ⊘ｓｅｃ²
最大駆動速度 700ｍｍ ⊘ｓｅｃ

【主な仕様】

XYZAX AXCEL 

「精度」・「スピード」・「耐環境性」の向上をコンセプトに掲げて新規開発した
三次元座標測定機“XYZAX AXCEL”の開発者である菅野さんと、責任者である丹下さんに
開発のきっかけや、苦労した点等について伺いました。

●AXCELの特徴を教えて下さい。

●後輩にはどのように仕事をしてほしいですか。 ●今後どのようなことにチャレンジしたいですか。

最大許容長さ測定誤差　Eo,MPE :1.8+3L /1000µm
新開発の高剛性ブリッジ採用により、クラストップレベルの高精 度を実現。

駆 動速度 最 大700mm/s　　加速度 最大　2300mm/s²
各軸の駆 動機 構を根本から見直し、駆 動速 度64％アップ
加速 度35％アップのハイスピードを実現。

新開発の駆 動機 構や新設計の高剛性ブリッジ 採用。
2軸回転式プローブヘッドRDSとスキャニングプローブ VAST XXT搭載。
さまざまな角度からスキャニング測定が可能。アプリケーションの幅が広がります。

精度

高速

耐環境性 精 度保 証温度　15℃-30℃
ジャバラ状のカバーでX軸ガイドを保護するとともに、Y 軸キャリッジ にも
新設 計のカバーを採 用し温度変化によるガイドやキャリッジの変形を防止。
測定室の温度調整のコスト等を抑え、環境面でも優れた省エネ効果を生み出します。
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JIS Q 9100 認証取得

JIS Q 9100 認証取得

  当社の計測社では、この度航空、宇宙及び防衛分野の品質マネジメン

トシステムの認証（認証範囲：受託部品の形状測定）を取得しました。

 今回の取得により、航空・宇宙・防衛分野におけるワーク測定、お客様か

らの受託（委託）測定の依頼に対応いたします。

 今後、より一層の当該市場の発展に貢献して参ります。



13

測定でお困りの方へ

ご相談は最寄の営業所へ
お気軽にご相談ください。

 航空機ビジネスに既に参入し、新たな加工にチャレンジ中のお客様 へ

仕事 量 の 増 加で自社 で 測 定しきれ な い とお困りのお客 様 へ

	 	“これまでより仕事量が急激に増えた”、“今後、仕事量が増加する見込みだ”等、自社で処理しきれない数量の
ワーク測定を抱えている場合も、弊社へお声掛けください。貴社に代わって測定し、お客様の負担を軽減いたし
ます。
		また、“一時的な仕事量の増加で、今後の測定機の増設まではできない”等、将来の不安を抱えているお客様も、
ぜひ、お気軽にご相談ください。

		“ワークが大きすぎて測定できない”、“高精度なワークで正しく測れているか不安”等、お手持ちの測定機で
は、新しいワークに対応できない場合も、弊社へご相談ください。東京精密では、大型測定機や高精度
測定機を取り揃えて、お客様の新たなビジネスをサポートします。

　	試作品等のサンプルワーク測定は、ぜひ、弊社へご依頼ください。
JIS	Q	9100を認証取得（認証範囲：受託部品の形状測定）している弊社が、ワークを測定し責任を持って確か
な測定結果をお届けします。（品質を保証する安心のデータ付き）
　また、測定機を導入の際には、ワーク固定用治具やパートプログラムの作成まで、ご一緒に検討いたします。

取引先からゲージR&Rが満足できる測定機か？疑問を投げかけられた。

東京精密ではゲージR&Rに対応した測定も可能。検証のお手伝いをいたします。

 航 空 機 ビジネスに新規参入をご検 討中のお客様 へ

困
っ
た
な
ぁ

く
だ
さ
い
！

お
ま
か
せ

測定でお困りの方へ
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Accretech Korea Co., Ltd. Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd. Accretech (Singapore) Pte. Ltd.Accretech (Europe) GmbH Accretech (China) Co., Ltd.Accretech America Inc.

世界に広がる ACCRETECH

東京精密タイランドは、2010年開設以来「お客様の満足」を基本理念とし、お客様の生産性向上に

役立てるカスタマーサポートに注力してまいりました。

東京精密の半導体製造装置と精密測定機器の販売、アフターサービス、アプリケーション

サポート、粗さ真円度などのセミナーの実施により、お客様のものづくりのお手伝いをしてまいります。

今後とも皆様の暖かいご理解とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

Accretech(Thailand) Co., Ltd. 

ACCRETECH ショールーム

ACCRETECH東京精密は世界の各拠点でお客様をサポートいたします

世界のショールームPickup
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海外でサポートご希望の方は、下記拠点までご相談下さい。

トータルサポートサービスのご案内

トータルサポートサービスのご案内

東京精密の 4つのサポートが世界中で受けられます。

メンテナンスパック
サービス （保守契約）

パートプログラム
作成サービス

点検校正サービス 受託測定サービス*1：ISO/IEC17025：2005　登録No.0198
　　国際MRA対応認定事業者

当社が取扱う	三次元座標測定機、 表面粗さ・輪郭形状測定機、 真円度・円筒形状測定機 などがサービス対象製品です。

常に安心して測定機をご使用いただくために、

各種メンテナンスパッケージをご用意しています。

自動測定に必要なプログラムを

当社がお客様に代わって作成するサービスです。

測定機の保守点検、校正を当社が受託し、点検結果と校正証明

書を以って、測定機の品質と測定結果を保証するサービスです。

当社がお客様に代わって

測定、評価、解析を行うサービスです。

Head Office
2968-2, Ishikawa-machi, Hachioji-city, 
Tokyo 192-0032, Japan
TEL: +81(0)42-642-1701  FAX: +81(0)42-642-1821

International Sales and Marketing
4, Higashi-Nakanuki-machi,Tsuchiura-city, 
Ibaraki 300-0006, Japan
TEL: +81(0)29-831-1240  FAX: +81(0)29-831-1461

Vietnam / Accretech Vietnam Co., Ltd.
Hanoi Representative Office
356 room, 6th Floor, Office Building, 85 Nguyen Du St, 
Hai Ba Trrung Dist, Hanoi, Vietnam
TEL: +84-4-3941-3309  FAX: +84-4-3941-3310

Ho Chi Minh Office
Room 1101-1102, 11th Floor, Broadcast Office building, 
343 Dien Bien Phu Street, Ward,15, Binh Thanh District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL: +84-8-3512-6760  FAX: +84-4-3941-3310

Brasil / Accretech do Brasil Ltda. 
77 Room, 7th Floor, Rua Nove de Julho 72
Santo Amaro, Sao Paulo 04739-010, Brazil
TEL: +55(0)11-3360-9531

China / Accretech (China) Co., Ltd. 
Head Office / Shanghai
Room 2101C, No 1077, Zuchongzhi Road, 
Pudong New Area, Shanghai, China, 201203
TEL: +86(0)21-3887-0801  FAX: +86(0)21-3887-0805

Korea / Accretech Korea Co., Ltd. 
Head Office / Seongnam
(3F, Fine Venture Bldg., Yatap-dong) 
41, Seongnam-daero 925 beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-828, Korea
TEL: +82(0)31-786-4000  FAX: +82(0)31-786-4090

Ulsan Office
(1F 841-8, Myeongchon-dong)
30, Myeongchon 7-gil, Buk-gu, Ulsan, 683-390, Korea
TEL: +82(0)52-268-2136  FAX: +82(0)52-268-2137

Thailand / Accretech (Thailand) Co., Ltd. 
HQ & Metrology
2/3 Moo 14, Bangna Tower A, 16th Fl., Bangna-Trad Road. K.M. 
6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand
TEL: +66-2-751-9573, 9574  FAX: +66-2-751-9575

Germany / Accretech (Europe) GmbH
Head Office
Landsberger Str. 396, D-81241 Munich, Germany
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Metrology Division
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Komplek Rukan Cikarang Square Block D No.68
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土浦工場	 （土　浦）	 〒300-0006	 	茨城県土浦市東中貫町4	 	TEL.（029）831-1234	 	FAX.（029）831-4453

■ 計測機器取扱営業所

■ 工場

東北営業所	 （仙　台）	 〒984-0816	 	宮城県仙台市若林区河原町2-6-22（ロイヤルヒルズ河原町）		TEL.（022）224-0121	 	FAX.（022）224-7083

北関東営業所	 （土　浦）	 〒300-0006	 	茨城県土浦市東中貫町4(東京精密	土浦工場内)	 	TEL.（029）831-6801	 	FAX.（029）831-6808

埼玉営業所	 （さいたま）	 〒331-0814	 	埼玉県さいたま市北区東大成町1-497	(MJ赤柴ビル8F)	 	TEL.（048）667-8583	 	FAX.（048）667-8578

東京営業所	 （八王子）	 〒192-0032	 	東京都八王子市石川町2968-2(東京精密	八王子工場内)	 	TEL.（042）642-0186	 	FAX.（042）642-0385

厚木営業所	 （厚　木）	 〒243-0014	 	神奈川県厚木市旭町4-11-26（ジェントビル1F）	 	TEL.（046）229-7031	 	FAX.（046）229-7033

長野営業所	 （松　本）	 〒390-0815	 	長野県松本市深志2-8-6	(OTKビル1F)	 	TEL.(0263)	44-7770	 	FAX.	(0263)	44-7771

新潟営業所	 （分　水）	 〒959-0132	 	新潟県燕市分水あけぼの1-1-74	 	TEL.（0256）97-4665	 	FAX.（0256）97-1773

浜松営業所	 （浜　松）	 〒435-0045	 	静岡県浜松市中区細島町7-5（東山第6ビル1F）	 	TEL.（053）460-7131	 	FAX.（053）460-7132

名古屋営業所	 （みよし）	 〒470-0213	 	愛知県みよし市打越町新池浦96	 	TEL.（0561）32-8501	 	FAX.（0561）32-8618

北陸営業所	 （富　山）	 〒939-8015	 	富山県富山市中川原31-1（ウインドスクエア101）	 	TEL.（076）422-6755	 	FAX.（076）422-6757

大阪営業所	 （吹　田）	 〒564-0063	 	大阪府吹田市江坂町1-18-27	 	TEL.（06）6821-0221	 	FAX.（06）6821-0210

姫路営業所	 （姫　路）	 〒670-0948	 	兵庫県姫路市北条宮の町385（永井ビル201）	 	TEL.（079）222-5480	 	FAX.（079）222-5489

広島営業所	 （広　島）	 〒733-0011	 	広島県広島市西区横川町1-10-18（シャルマン辻101）	 	TEL.（082）293-5660	 	FAX.（082）292-2218

九州営業所	 （福　岡）	 〒810-0022	 	福岡県福岡市中央区薬院1-13-8（九電不動産ビル5F）	 	TEL.（092）737-1821	 	FAX.（092）737-1822

  株式会社 東精エンジニアリング

	本　　　社	 																	〒300-0006				茨城県土浦市東中貫町	4-6	(東京精密	土浦工場隣)											 TEL.	(029)	830-1888						FAX.	(029)	830-1881

	東北出張所 															 	 〒990-0056	 		山形県山形市錦町	3-20（須藤ビル1F）																											TEL.（023）625-3957						FAX.	(029)	832-4053

	太田営業所 																 〒373-0818				群馬県太田市小舞木町	454-2（NKマンション1F）														TEL.	(0276)	48-5221						FAX.	(029)	832-4053

	さいたま営業所 																	 〒331-0814		 埼玉県さいたま市北区東大成町1-497	(MJ赤柴ビル8F)				 TEL.（048）669-0055						FAX.（029）832-4053

	東京営業所 																	〒192-0032				東京都八王子市石川町	2968-2(東京精密	八王子工場内)	 	TEL.	(042)	631-9757						FAX.	(029)	832-4053

	厚木出張所 																		〒243-0014				神奈川県厚木市旭町4-11-26（ジェントビル1F）																	TEL.（046）229-2448						FAX.（029）832-4053

	長野出張所 																	〒390-0815				長野県松本市深志2-8-6	(OTKビル1F)																											TEL.(0263)	33-2004							FAX.	(029)	832-4053

■ 計測機器サービスステーション

	浜松営業所 																	〒435-0045			 静岡県浜松市中区細島町7-5（東山第6ビル1F）															 	TEL.（053）460-9260						FAX.（029）832-4053

	名古屋事業所 																		〒470-0213			 愛知県みよし市打越町新池浦	96																																				TEL.	(0561)	32-3601						FAX.	(029)	832-4053

	北陸出張所 																	 〒939-8015				富山県富山市中川原31-1（ウインドスクエア101）														TEL.（076）422-6401						 FAX.（029）832-4053

	大阪営業所 																	〒564-0063			 大阪府吹田市江坂町	1-18-27																																						TEL.	(06)	6821-0231						FAX.	(029)	832-4053

	姫路駐在所 																 	〒670-0948			兵庫県姫路市北条宮の町	385（永井ビル201）																		TEL.	(079)	222-5480			 			FAX.	(029)	832-4053

	広島営業所 																	 〒733-0011		　広島県広島市西区横川町1-10-18（シャルマン辻101）					 TEL.	(082)	291-8501						FAX.	(029)	832-4053

	福岡駐在所 																	〒810-0022			 福岡県福岡市中央区薬院	1-13-8（九電不動産ビル5F）　　	TEL.	(092)	713-2155						FAX.	(029)	832-4053

	九州出張所 																	 〒862-0950				熊本県熊本市中央区水前寺	1-29-1（ナビオ水前寺102）　 	TEL.	(096)	383-2788						FAX.	(029)	832-4053
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土浦神立工場	 	 〒300-0015	 	茨城県土浦市北神立町2-14		 TEL.（029）830-1882									FAX.（029）832-5742

■ 工場


