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　東京精密は今年の3月28日に創立 70 周年を迎えました。これもひとえに、お客様を 

はじめとする各ステークホルダーの皆様のご支援の賜物と厚くお礼を申し上げます。

　今後も全従業員一丸となって、80 周年や100 周年、そしてさらにその先の未来へと 

ベクトルを合わせながら、更なる成長を目指してまいります。皆様には引き続きご支援、 

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　さて、10月23日から開催される工作機械・技術の展示会である「メカトロテックジャパン 

2019」では、「ものづくりの未来を切り開く ACCRETECH 東京精密」をテーマに、 

高精度三次元座標測定機やポータブル表面粗さ測定機などを出展いたします。また、 

近年 AIやIoT、自動化など「ものづくり革新」が急速に進んでいます。その一例として、 

当社では異なる複数の測定機データを一つのデータベースに収集・蓄積して一元管理 

できるソフトウェアを開発しました。これにより、データ管理の面から自動化をサポート 

させていただきます。

　また、現在自動車産業が転換期を迎えており、EV への移行が急激に加速しています。

そのような背景のなか、新しくグループに加わった（株）アクレーテク・パワトロシステムとも

技術開発を連携し、測定の幅を広げ、EV 向けバッテリーの測定機やモーター制御用 

半導体など、多岐に渡る需要の増加が見込めます。このように、新たに広がるモノづくりに

おいて、私たち東京精密は社会に貢献いたします。

　その他、製品サポートについては、世界中何処の国でも、国内と同様にすべての 

お客様に即したサービスを心掛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。

　今後も東京精密はもの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 

そして多様化するものづくりの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。

新たに広がっていくものづくりに
敏感に適応し、社会に貢献

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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episode 02 	

海外赴任先での仕事について

吉田　海外にはどのくらい赴任されていたのですか？

石井　シンガポールに 3 年半ほど赴任していました。 

その後半年ほど日本に帰っていましたが、すぐに今度は

タイへの赴任が決まりました。確か 30 歳ぐらいのころで

すね。当時は第一次タイ進出ブームで、タイの人気が出始

めた本当に最初のころでした。

　タイへの赴任の目的は、工場を造ることでした。当社は

1974 年にシンガポールに工場を建て、平面研削盤を造っ

ていました。ですが 80 年代前半になるとシンガポールで

労働者が雇えなくなるということと、鋳物も手に入らなく

なるという理由から、近隣にお助け工場を作ることになり、

タイに白羽の矢が立ったのです。

吉田　かなり早い時期にタイに行かれたのですね。弊社

がタイに進出した時は、自動車メーカーなどのお客様が進

出した後で日本社メーカーが多く、タイは海外というより、

 　

episode 01  

入社までの経緯

吉田　石井社長はどのような経緯で御社に入社されまし

たか？

石井　私は成蹊大学で経済学部経営学科に在籍していま

した。中学以来熱を注いでいた卓球に、大学でも熱中して

ましたね。神奈川県小田原市の出身で、実家から通勤した

かったので当社に入社しました。経済学部でしたので、経

理部に配属されました。

　入社後、4 年間経理部で働いていましたが、26 歳の

時結婚し、その後半年ほどしてファイナンシャルマネー

ジャーとしてシンガポールに赴任しました。実は赴任先の

シンガポールでも日本人の卓球クラブに入るほど卓球命

だったんですよ。

吉田 均
株式会社東京精密  

代表取締役社長CEO

1983年　明治大学工学部電子通信工学科　卒業

1983年　（株）東京精密　入社

2010年　日本精密測定機器工業会　会長就任

2015年　代表取締役CEO就任（現任）

2016年　NDマーケティング大賞受賞 

m o n o

モノづくりの未来を切り開いてきた男達が、今を語らう。

対 談

T P

Hitoshi Yoshida
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日本国内の延長という印象でした。ですが石井社長がタイ

に行かれた当時は、タイに工業団地は少なかったと記憶し

ています。そんな中で工場を設立するというのは、とても

ご苦労されたのではないですか？

石井　ええ、とても苦労しました。特に大変だったのは、

建設開始直前に土地を変更したことです。法律が変わり、

当初建設を予定していた土地のタックスインセンティブ

に変更が出たことが要因です。そうして紆余曲折があり、

アユタヤの民有地に工場を建てることが決まりました。今

でこそアユタヤには工業団地がたくさんありますが、当時

はありませんでした。

　土地が決まった後も、結構苦労しましたね。なにしろ申

請することが多く、3 カ月ほどかかりました。申請の説明

や進捗状況を聞くために毎日電話をかけていました。

　またそういった申請と並行して工場の建設も始まり、工

場の従業員として 40 人ほど雇いました。シンガポールに

導入しているものと全く同じ機械をタイにも導入したので、

彼らには、シンガポールにトレーニングを受けに行っても

石井 常路
株式会社岡本工作機械製作所 
代表取締役

1979年　成蹊大学 経済学部卒業

1979年　（株）岡本工作機械製作所 入社

2003年　 OKAMOTO（THAI）CO.,LTD  
取締役社長

2014年　 （株）岡本工作機械製作所  
代表取締役社長（現任）

2018年　ND マーケティング大賞受賞

モノづくりの未来を切り開いてきた男達が、今を語らう。

らいました。当初は工場を建てた目的通り、シンガポール

のお助け工場として稼働していましたが、1990 年にタイ

にも鋳物工場を建設したこともあり、タイでも完成品を造

るようになりました。今では、台数ベースで言えば 7 割ほ

どをタイで生産しています。また、従業員も 900 人近くに

まで増えました。

　最初の 4 年程は、日本人は私一人でしたので頼る人も

おらず、けれど達成しなければならない仕事だったので最

後まで頑張り貫きました。これは私の座右の銘でもありま

すが、「為せば成る」ということを非常に実感しましたね。一

生懸命にやっていればできるものだなと思いました。

もちろん、私一人だけの力ではなく、色々と助けは借りま

した。タイに行く前は経理部で、機械を売ったことがな

かったため、いきなり現場に出て引き合いがきてもどう

いった付属品があるかなど分かりませんでした。そういう

時は営業担当の社員に電話して助けてもらいました。その

あとお客様に機械の説明をしたんですが、営業のノウハウ

も知らなかったため、なかなか難しかったです。けれどな

んとか売ることができました。

吉田　そうでしたか。石井社長が日本の工作機械をタイ

に広める先駆けとなったんですね。

episode 03  

弊社とのかかわりのきっかけ

石井　御社とのかかわりは、自動計測機器であるマシンコ

ントロールゲージ・パルコムΣを導入したことがきっかけ

です。その後、汎用測定機器である三次元座標測定機、真円

度・円筒形状測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、という

ふうに付き合いが広がっていきました。

吉田　そうでしたね。弊社でも、御社の平面研削盤にはと

てもお世話になっています。八王子工場や土浦工場はもち

ろん、タイのブレード工場でも御社の製品には大変お世話

になっております。

episode 04  

社是「技術は正しく」について

吉田　弊社では、わが社とかかわる全てのステークホル

ダーと WIN-WIN な関係を築くことを目指す、”WIN-WIN 

Tsuneyuki Ishii
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RELATIONSHIP” という MOTTO を掲げています。

御社にも、「技術は正しく」という社是があると伺いました。

これは、どのような言葉なのでしょうか？

石井　社是「技術は正しく」は、昭和39年にできたものです。

創業者の岡本覚三郎氏の言葉で、戦時中も、業績が落ち込

んで逆境の時も、正しい技術を求めて節をまげなかった岡本

覚三郎氏の精神がその後も社内で受け継がれ、社是となり

ました。「技術は正しく」の技術とは、単に設計技術や生産

技術に限らず、もっと広義に、我々が仕事を遂行する上で

必要とされる専門知識や技能、販売技術をも含んでいます。

また、それを正しくとは、仕事を遂行するためには専門的な

知識、技術、技能を正しく身につけることが必要であるので、

そのための研究や勉強を怠らず 仕事に対しては常に真摯

に取り組み、ごまかしがあってはならないということです。

　しかしこの「技術」という面に関して、今まで技術を口で

伝えてきたため、今後の伝承をどうしていくのかというこ

とが大きな課題となっています。今でも現場で「触って」良

品かどうかを判断する所もありますし、こうした人間の感

覚を定量化できればいいなと思います。

吉田　そうですね。そういう、いわゆる匠の技というもの

を感覚だけでなく数値で定量化できれば、匠が造ったもの

と同じものを機械で量産できるようになりますし、伝承も

楽になりそうですね。

episode 05  

顧客満足度を上げるために

吉田　御社は、顧客満足の向上を目的としてどのような

ことに取り組んでいますか？

　弊社では、ショールームの拡充に加えて、計測センター

という施設を八王子・土浦の両工場と、大阪・名古屋の拠

点に構えています。マシンをただ並べるだけではなく、お

客様のニーズを聞き出しながら、きっちりと測定提案がで

き、技術的にサポートができる体制を作りたい、という思

いで建設しました。

石井　当社では、近年営業所にも機械を置くようになり

ました。シンガポールやタイなど、工場があるところには

もちろん機械を置いてありますし、シカゴやヨーロッパな

どにもショールームを構えています。ただカタログを見

せるだけよりも、実際に機械を見て、研削して機械の質が

良いところを見せなければいけないと思ったからです。日

本の機械の様に、付加価値の高い機械を売っていくために

は、ショールームなどの施設も充実させなければなりませ

ん。そしてショールームでお客様から聞いたことを吸い上

げ、フィードバックしていく形をとっていきたいですね。

吉田　やはり実際に現場で信頼性のある結果が出せるか

が重要ですよね。シェアを確立するためには顧客満足度は

重要ですし、海外のシェアを広げていくために、弊社では

日本と同じ質のサービスを海外でも展開していきたいと

思っています。

石井　そうですね。日本と海外は、文化や考え方が違って

いることが多々あるので全く同じサービスを、というわけ

ではないですが、海外でも質の良いサービスができたらと

考えています。当社の海外販売はディーラーによるもので、

ディーラーにしてもらうサービスも多いため、日本と全く

同じサービスをすることが難しく、海外のサービスが一歩

遅れているというのが現状です。今後、海外に日本と同じ

付加価値の高い機械を売っていくために、今色々と準備し

ている最中です。

episode 06  
未来について

吉田　最近は、IoT や AI、自動化などが注目されていま

すが、御社ではどのような取り組みをされていますか？

石井　主に、工場の見える化などを進めています。稼働率

をどうあげていくかに取り組んでいますが、IoT や AI は

近年取り組み始めたばかりです。機械がどうあるべきか、

更なるモノづくりの
m o n o

未来へ。
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ということを考え、少しずつ変わってきています。

　例えば、故障の予防保全の AI ソフトウェアを開発する

ために、当社の研削盤で「こういう振動が出てこういう熱

が出たら危ない」というデータを集めている最中です。そ

ういった事象が発生する原因の分析まではまだ着手してい

ませんが、とにかくデータを集めないことには始まらない

ので、ひたすらにデータを集めています。当社は研削盤を

非常に多く出荷しており、その分多くの故障を経験してい

ます。その強みをデータ収集に活かしています。

吉田　弊社でも TESCHART Plus や ZEISS の PiWeb といっ

た、異なる複数の測定機データを一つのデータベースに収

集・蓄積して一元管理できるソフトを開発しました。これ

により、傾向分析や検査成績書の作成が簡単にできるなど、

自動化や省人化の対応を進めています。生産全体の効率

をどう上げていくか、どう精度を高めていくかというとき

に、測定機が生産ラインの中に入ってきて、生産財の一つ

となってきます。そして測定機抜きでモノがつくれないと

なると、よりいっそう測定機のニーズが高まっていく。

　測定機のかたちを流れに合わせて変えていけたら、ニー

ズがより高まっていくのかな、と考えています。

　今後、こんな機器を開発して欲しいなど、弊社に期待し

ていることはありますか？

石井　非接触など色々なものがあると思いますが、お客様

の現場で簡単にある程度の精度のものが測れる測定機が欲

しいですね。研削した後に一度ワークを外して精度を測定

し、足りなければまた研削する、というのは手間もかかる

し、再び研削する際に最初と全く同じセッティングをする

のは難しい部分があります。そのため、当社では机上測定

という、研削が終わったときにワークを入れたまま測定し、

ターゲットとした研削結果が出ているかどうかを確かめて、

ずれていたら再度研削するという方法を採っています。そ

ういうプロセスをもっと進化させて簡単にしていけるよう

な機器を是非開発して欲しいですね。

吉田　現場計測系の機器ですね。工作機械としては、い

かに不良品を作らないかが大事ですし、現場ですぐに測れ

るというのは重要なことですよね。

石井　また、今まで人間の感覚でしか測れなかったもの

を定量化することも大事だと思っています。電波が目で見

られるようになるとか。先ほど社是の話をする際にもお話

ししましたが、人間の感覚を数値で定量化できれば、当社

の技術技能の伝承課題も解決できますし、そういった測定

機があれば本当に便利だなと思います。

吉田　そうですね。将来さらに社会に貢献していくためにも、

そういった製品を開発していけるよう、全力を尽くします。

更なるモノづくりの
株 式 会 社  岡 本 工 作 機 械 製 作 所

1926 年、創業者の岡本覚三郎によって岡本専用工
作機械製作所としてスタート。その後、1935 年に現
在の岡本工作機械製作所に組織及び社名を変更し、
国内初の平面研削盤の開発や世界初の CNC 平面・
成形研削盤を開発するなど世界で活躍している。研削
盤・半導体関連装置・歯車・鋳物など多岐に渡る事
業を持つ、世界唯一の総合砥粒加工機メーカー。
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製品ピックアップ

洗練されたデザインで生まれ変わったハンディサーフが新登場
多様なニーズに応える、グローバル対応のポータブル表面粗さ測定機

触針やピックアップへのダメージ軽減のほか、クランクシャフトのピ
ンやジャーナルなど、従来測定が難しかった狭所の測定が可能です。

2.4 インチフルカラー LCD により、視認
性が格段に向上。また、6 つのボタンと
新開発の UI により、シンプルで直感的
な操作を実現しています。

主な特徴
高分解能と広測定範囲を両立。測定レンジ設定が不要。
クラストップレベルの Z 方向測定レンジ 370 µm を有し、その全域で 0.0007 µm の高分解能を実現。レンジを意識せずに測定を行えます。

ポータブル表面粗さ測定機

NEW!

Japanese Chinese
(Traditional Chinese
  /Simplified Chinese)

Korean Thai Malay Vietnamese Indonesian English German

French Italy Portuguese Czech Hungarian Turkish Swedish Dutch SpanishPolish

優れた操作性20ヶ国語の表示切替が可能
世界各国で使用できるマルチ言語対応

ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能

35（標準タイプ） 40（リトラクトタイプ）

トップ画面

メニュー画面 測定条件設定画面

45（横トレースタイプ）

9

・�AGV、ワークストッカ�
双方向に搬送が可能
・ワークストッカにワークを配置

1

・�ロボットによるワーク搬送を行い、�
三次元座標測定機で高精度測定を実現

4

・�AGV がロボットステーションまで�
移動し、ワークを移設

3

・�ID リーダにて、積載ワークの識別を行うと�
ともに、測定プログラムを自動で判別。

2

ポータブル表面粗さ測定機 三次元座標測定機 XYZAX AXCEL、ロボット、AGV（無人搬送車）の
組み合わせによるフレキシブル完全無人検査セルを実現

XYZAX AXCEL RDS +自動化・検査セル

1

4

3

2
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会
社
紹
介

なによりも「精度」にこだわり、世界で勝負ができる企業へ

昭和52年創業。
主に自動車部品・産業機械部品等の試作品製造や精密アルミ砂型鋳造、三次元座標測定
機検証用ゲージの製造・販売を行っている他、依頼測定業務やブロックゲージ校正業務
を行っている。また、N.I.S.T（米国標準技術研究所）よりNVLAPの認定や、JCSS計量
法に基づいた通産大臣の認定を取得するなどしている他、革新的な鋳造技術である	
「金型と砂型のハイブリットモールド」を開発するなど、積極的な技術の研鑽を行っている。
本　　社

：〒431-1103　静岡県浜松市西区湖東町4079-1第一工場		
第二工場：〒431-1103　静岡県浜松市西区湖東町5948-1
http : //www.asanuma-g . jp/ index .html

株式会社 浅沼技研 様

産業機械部品の試作品製造や、三次元座標測定機の検証用ゲージを製作している
株式会社浅沼技研様に、人材教育の秘訣やより精度を高めていくためのこだわりを伺いました。

特集：ユーザーズインタビュー ①

会社概要について教えてください。

　世界に通用する「ものづくり」を目指し、素材・加工・測定までの

一貫体制を採っています。これらを総称して「ものづくり維新」と題

し、①ハイクオリティーへの挑戦、②トータルコストダウンの提案、

③短納期対応を実現して、お客様にとって最良なトータルメリット

実現へのニーズに応えています。事業としては、輸送用機器部品の

「試作」を主に行っています。そして試作だけではなく、自社製品

の開発を思案し、10 年にも及ぶ研究の結果、三次元座標測定機

検証用ゲージとしてクオリティーマスターを開発しました。米国国

家標準技術研究所（N.I.S.T）より、この製品の校正事業者として

NVLAP 認定（LAB CODE:200536-0）を取得し、ドイツ標準研

究所（PTB）でも校正された製品です。更には NIST により、新たに

アルミニウム合金の NVLAP 認定も取得見込みとなっています。 

また国内においては、長さの基となるブロックゲージ校正事業者と

しての国家認定（JCSS）を取得しています。現在は自社製品の世

界での更なる拡販を目指し、楽しんで仕事をしている最中です。

どのような教育方針をとっていますか。

　社長として、いかに部下のことを信頼して、任せられるかが大事だ

と思っています。そのため、大まかな方針などは伝えますが、基本的

には部下たちのことを信頼して多くのことを任せています。部下た

ちは方針に沿って、とてもよくやってくれていますよ。また、私のモッ

トーは、「他人に生かされる」です。この言葉の通り、私は従業員や家

族に迷惑をかけながら生かされていると感じています。従業員たち

がよくやってくれているおかげで、私は自由な発想ができています。

　会社を繋げていくためにも、時代の変化による考え方の違いなど

に対応していかなくてはなりません。そのため、何事も部下中心で考

え、「部下がやりやすい会社」にしていかなければと考えています。会

社の今の利益が薄くなったとしても、教育に投資して部下を育てるこ

とで、会社の明るい未来が見えてきます。最近では、会社の資金を使

い、博士号取得のため社員に大学に通ってもらっています。

　また、月一で課長や係長などを集めて利益などの情報を共有し、話

Q

Q

三次元座標測定機検証用ゲージ測定の様子

会
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し合いをしています。そして現状を現実的に把握したうえで、どうして

いけばいいのかを各々考えさせるようにしています。この作戦が功を

奏し、みんなの考え方がとても変わってきています。この勢いで、もっ

と面白い会社にしていかなければならないと思っています。

事業を行ううえでのこだわりを教えてください。

　なによりも精度を追及しています。そのため、測定機を選ぶ際に

は精度が良ければ価格は問いませんし、設備も室温維持のため窓が

無い設計にしたり、天井を高くしたりするなどしています。

　また、鋳造材料にも非常にこだわっています。例えば、砂。費用は

かかりますが、天然の砂ではなく人工の砂を使っています。これは、

天然の砂の粒が不揃いなことに比べ、人工の砂は粒が全て綺麗な

円形で均一なので、鋳造した際の詰まり方が違うためです。この他

にも、同じ名称であっても、作る国やメーカーによって特徴が異なる

材料は多々あります。わずかな違いでも、鋳造品の出来は大きく左

右されます。そのため、研究室で材料の成分含有量や強度などを測

定し、違いを精査しています。そしてより高い精度のものが造れる材

料に惜しまず投資して、製品の質を高めています。こうして突き詰め

て研究することで、他社が行っていないもので、かつお客様にはな

いものを提供しています。そのため、お客様の中には製品の質の違

いについて相談にいらっしゃる方も多く、材料の測定を行い何がど

う違うのかを評価し、どうしたらいいのか指示を出したりもしていま

す。

これからの目標をお聞かせください。

　「世界で勝負できる企業」になることです。今後日本から出て、アメ

リカやドイツなどの欧州、そしてゆくゆくは東南アジアにも手を伸ば

していきたいと考えています。そのため、より高い精度の製品を造る

ことと、それらを造りだす人材の教育や設備にはこだわり、惜しまず

投資しています。今回御社から導入した、「XENOS」もその投資の 1

つです。莫大な費用がかかりますが、こうして生まれた良い製品は、

世界で勝負していくうえで必要不可欠ですし、勝負に勝てると思って

います。負けては意味がないので、そういう勝てる製品を造っていき

たいですね。

Q

Q

株式会社浅沼技研
代表取締役社長

 浅沼  進 様

東京精密より、対談を終えて

より高い精度の製品を作り出すため、測定機だけではなく

人や設備、素材にまで強くこだわり、日々奮闘されている浅

沼技研様。それらの強いこだわりから、ものづくりに関する

数々の賞を受賞しています。国内だけではなく、常に世界を

見据えて研究を重ねる姿勢が、現在までの継続・発展に繋

がったのだと感じました。今後も浅沼技研様のより精度の

高い製品づくりに寄与できるよう、製品開発に取り組んで

いきます。

旭日単光章

三次元座標測定機　XENOS
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なによりも「精度」にこだわり、世界で勝負ができる企業へ

昭和52年創業。
主に自動車部品・産業機械部品等の試作品製造や精密アルミ砂型鋳造、三次元座標測定
機検証用ゲージの製造・販売を行っている他、依頼測定業務やブロックゲージ校正業務
を行っている。また、N.I.S.T（米国標準技術研究所）よりNVLAPの認定や、JCSS計量
法に基づいた通産大臣の認定を取得するなどしている他、革新的な鋳造技術である	
「金型と砂型のハイブリットモールド」を開発するなど、積極的な技術の研鑽を行っている。
本　　社

：〒431-1103　静岡県浜松市西区湖東町4079-1第一工場		
第二工場：〒431-1103　静岡県浜松市西区湖東町5948-1
http : //www.asanuma-g . jp/ index .html

株式会社 浅沼技研 様

産業機械部品の試作品製造や、三次元座標測定機の検証用ゲージを製作している
株式会社浅沼技研様に、人材教育の秘訣やより精度を高めていくためのこだわりを伺いました。

特集：ユーザーズインタビュー ①

会社概要について教えてください。

　世界に通用する「ものづくり」を目指し、素材・加工・測定までの

一貫体制を採っています。これらを総称して「ものづくり維新」と題

し、①ハイクオリティーへの挑戦、②トータルコストダウンの提案、

③短納期対応を実現して、お客様にとって最良なトータルメリット

実現へのニーズに応えています。事業としては、輸送用機器部品の

「試作」を主に行っています。そして試作だけではなく、自社製品

の開発を思案し、10 年にも及ぶ研究の結果、三次元座標測定機

検証用ゲージとしてクオリティーマスターを開発しました。米国国

家標準技術研究所（N.I.S.T）より、この製品の校正事業者として

NVLAP 認定（LAB CODE:200536-0）を取得し、ドイツ標準研

究所（PTB）でも校正された製品です。更には NIST により、新たに

アルミニウム合金の NVLAP 認定も取得見込みとなっています。 

また国内においては、長さの基となるブロックゲージ校正事業者と

しての国家認定（JCSS）を取得しています。現在は自社製品の世

界での更なる拡販を目指し、楽しんで仕事をしている最中です。

どのような教育方針をとっていますか。

　社長として、いかに部下のことを信頼して、任せられるかが大事だ

と思っています。そのため、大まかな方針などは伝えますが、基本的

には部下たちのことを信頼して多くのことを任せています。部下た

ちは方針に沿って、とてもよくやってくれていますよ。また、私のモッ

トーは、「他人に生かされる」です。この言葉の通り、私は従業員や家

族に迷惑をかけながら生かされていると感じています。従業員たち

がよくやってくれているおかげで、私は自由な発想ができています。

　会社を繋げていくためにも、時代の変化による考え方の違いなど

に対応していかなくてはなりません。そのため、何事も部下中心で考

え、「部下がやりやすい会社」にしていかなければと考えています。会

社の今の利益が薄くなったとしても、教育に投資して部下を育てるこ

とで、会社の明るい未来が見えてきます。最近では、会社の資金を使

い、博士号取得のため社員に大学に通ってもらっています。

　また、月一で課長や係長などを集めて利益などの情報を共有し、話

Q

Q

三次元座標測定機検証用ゲージ測定の様子
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し合いをしています。そして現状を現実的に把握したうえで、どうして

いけばいいのかを各々考えさせるようにしています。この作戦が功を

奏し、みんなの考え方がとても変わってきています。この勢いで、もっ

と面白い会社にしていかなければならないと思っています。

事業を行ううえでのこだわりを教えてください。

　なによりも精度を追及しています。そのため、測定機を選ぶ際に

は精度が良ければ価格は問いませんし、設備も室温維持のため窓が

無い設計にしたり、天井を高くしたりするなどしています。

　また、鋳造材料にも非常にこだわっています。例えば、砂。費用は

かかりますが、天然の砂ではなく人工の砂を使っています。これは、

天然の砂の粒が不揃いなことに比べ、人工の砂は粒が全て綺麗な

円形で均一なので、鋳造した際の詰まり方が違うためです。この他

にも、同じ名称であっても、作る国やメーカーによって特徴が異なる

材料は多々あります。わずかな違いでも、鋳造品の出来は大きく左

右されます。そのため、研究室で材料の成分含有量や強度などを測

定し、違いを精査しています。そしてより高い精度のものが造れる材

料に惜しまず投資して、製品の質を高めています。こうして突き詰め

て研究することで、他社が行っていないもので、かつお客様にはな

いものを提供しています。そのため、お客様の中には製品の質の違

いについて相談にいらっしゃる方も多く、材料の測定を行い何がど

う違うのかを評価し、どうしたらいいのか指示を出したりもしていま

す。

これからの目標をお聞かせください。

　「世界で勝負できる企業」になることです。今後日本から出て、アメ

リカやドイツなどの欧州、そしてゆくゆくは東南アジアにも手を伸ば

していきたいと考えています。そのため、より高い精度の製品を造る

ことと、それらを造りだす人材の教育や設備にはこだわり、惜しまず

投資しています。今回御社から導入した、「XENOS」もその投資の 1

つです。莫大な費用がかかりますが、こうして生まれた良い製品は、

世界で勝負していくうえで必要不可欠ですし、勝負に勝てると思って

います。負けては意味がないので、そういう勝てる製品を造っていき

たいですね。

Q

Q

株式会社浅沼技研
代表取締役社長

 浅沼  進 様

東京精密より、対談を終えて

より高い精度の製品を作り出すため、測定機だけではなく

人や設備、素材にまで強くこだわり、日々奮闘されている浅

沼技研様。それらの強いこだわりから、ものづくりに関する

数々の賞を受賞しています。国内だけではなく、常に世界を

見据えて研究を重ねる姿勢が、現在までの継続・発展に繋

がったのだと感じました。今後も浅沼技研様のより精度の

高い製品づくりに寄与できるよう、製品開発に取り組んで

いきます。

旭日単光章

三次元座標測定機　XENOS



12

会
社
紹
介

多様な加工を行い、「痒いところに手が届く」会社として幅広い分野をサポート

昭和38年に設立以来、着実に金属加工の事業範囲を広めながら日本のものづくりを支
えている。産業用ガスタービン部品を主に取り扱い、難削材の加工を最も得意とし、機械
加工全般に加えて放電加工やTIG溶接など多岐に渡る金属加工を行っている。さらに航
空機関連部品事業への参入を目指すなど、さらなる事業拡大へと積極的に展開している。
本 	社：〒671-0208　兵庫県姫路市飾東町八重畑583-8
MML：〒671-0208　兵庫県姫路市飾東町八重畑1395-6
物品管理センター：〒671-0224　兵庫県姫路市別所町佐土511-1
https://www.ma2moto-f.jp/

株式会社 松本製作所 様

難削材の機械加工から放電加工、TIG溶接、金属表面処理加工まで金属部品製品を
一貫製作する松本製作所様に、測定機導入のきっかけとその後の感触について伺いました。

特集：ユーザーズインタビュー ②

事業内容と御社の強みについて教えてください。

　主に発電用ガスタービン部品を取り扱っており、難削材である耐

熱合金などの機械加工を最も得意として、放電加工や TIG 溶接と

いった金属加工を行っています。2 年程前に金属の表面処理加工

にも事業を広げました。また日本国内だけではなく、中国にも子会社

である「佛山松和金属加工有限公司」を設立しています。

　機械加工、放電加工、TIG 溶接だけでなく、子会社を含め金属表

面の加工やコーティングといった幅広い加工を一貫して行うことで、

お客様にとって便利な会社として貢献できるよう日々努めています。

　また、今後は航空機関連部品事業にも参入しようと考えているた

め、今までの「ISO9001」に加え、航空宇宙産業向けの品質管理規

格「JISQ9100」も取得いたしました。発電用ガスタービン分野には

変わらず力を入れつつ、航空機関連分野に関する工作機械などの設

備投資を積極的に行い、事業を伸ばしていきたいです。

「松本マシニングラボ」を開設されたとお伺いました。

　航空機関連部品事業への参入に伴い、今後航空機専用工場を設

立する予定ですが、その前身として新工法の開発などの実証施設で

ある「松本マシニングラボ（以下、ラボ）」を設立いたしました。ラボで

航空機関連部品事業の技術力を高め、航空機専用工場開設の足掛

かりにしたいと思っています。ラボには加工機だけでなく、温度や湿

度を調整できる環境維持設備や、工作機械の稼働データを一元管理

する IoT 機器を入れることで、多種多様な IoT システムの中でも当

社とどのシステムがマッチングするのかを検証し、航空機専用工場設

立に活かす予定です。

東京精密とのかかわりのきっかけについて 
教えてください。

　東京精密さんとのかかわりは 10 年程前に、三次元座標測定機

「SVA800」を導入したことがきっかけです。その時初めて三次元

Q

Q

Q

会
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MML（松本マシニングラボ）
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座標測定機を導入したので、他社とも迷いました。当社のメインは機

械加工なので、どうしても工作機械に投資をしてしまいがちです。そ

のため今までなかった測定機を導入するにあたり、なるべくコストパ

フォーマンスが高い、良い製品をと思い探した結果、東京精密さんの

製品にたどり着きました。また東京精密さんの測定機を導入してい

るお客様が多く、お客様との互換性も考え、導入に至りました。一台

目導入の際には、営業の方が素早い対応で来訪してくれたため、安

心感もありました。

東京精密の測定機を導入してみて 
いかがでしょうか。

　導入当初は単なる「測定機」として認識していましたが、導入して

時間が経つにつれ、測定機として以外にも付随した効果を感じるよう

になりました。東京精密さんの製品を導入し、三次元座標測定機を正

しく使える環境を揃えた三次元計測ルームを保持して事業を行うこ

とで、お客様に品質への取組意識が高いというイメージを与え、安心

感と信頼性を上げる下支えとなってくれています。測定機としての品

質はもちろん、そういった付随効果もあり、東京精密さんの測定機は

今では絶対に必要な、マストな設備になっています。

今後東京精密に期待することはありますか。

　各種機器の互換性を高めて欲しいです。現在でも互換性が悪いと

いうわけではありませんが、ラインや意味合いの違いがあります。当

社は SVA800 だけでなく、CONTURA もあり、加えて PRISMO

も導入しました。そのため、互換性を高めていってくれるととても助

かります。

　また、操作がより簡単になると嬉しいです。操作者のスキルに左右

されず、簡単な設定をするだけで一定レベルの測定ができるとより

幅が広がると思います。

　他にも、工作機械メーカーとタイアップしてもらえるとありがたい

ですね。例えば、工作機械から測定機にワークを移す際に、パレットか

らワークを降ろさなくともパレットごと移してそのまま使用できると

いったようなことができれば便利だと思います。先ほど測定機同士

の互換性の話もしましたが、加えてそういった工作機械との互換性

も高くなるとよりよいと感じています。

　操作の簡素化と各種機械との互換性が高まれば、測定機はもっと

普及していくのではないでしょうか。

Q

Q

松本製作所
代表取締役社長

松本  和樹 様

東京精密より、対談を終えて

「良いものを安く早く」を極めるため、日々高品質・ローコスト

な製品を世界に提供し続ける松本製作所様。新事業参入の

際にもプレ工場で経験を積んでから大々的な工場を建てる、

といった着実に事業を進めていく姿勢が、現在までの継続・

発展に繋がったのだと感じました。今回の取材を通して、弊社

製品が測定機としてだけではなく、松本製作所様の下支えと

してもお役に立てていることを知ることができました。今後

も松本製作所様の期待に応えられるよう、より一層製品開発

およびサービス体制の充実に取り組んでいきます。

三次元計測ルーム

計測管理メンバー
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 事業について教えてください
　電源技術をベースにして、主にバッテリーと呼ばれる二

次電池・キャパシタや燃料電池の研究・開発・製造などの

段階において必要不可欠な充放電試験装置（以下、ETシ

ステム）の製造・販売や電池の受託評価サービスを提供し

ています。またEMSビジネスとして、電源装置の製造を

行っています。

　ニッケル水素電池やリチウムイオン電池など、あらゆる

電池は必ず測定しなければならないので、ETシステム

は必要不可欠な装置です。電池を試作した際にはもちろん

測定しなければなりませんが、次にその電池を量産する段

階に入った際にも測定しなければなりません。それに加え、

その電池をリユース・リサイクルすることになった際に

も、状態を知るために測定する必要があります。このよう

に、一つの電池でも測るポイントが何回か出てきます。そ

のためいろんな所でこのETシステムは必要となる、重

要な装置です。

 会社の強みはなんですか？
　近年、ハイブリッド車や電気自動車に搭載されるニッケ

ル水素電池やリチウムイオン電池、燃料電池などは電力密

度の向上とともに特性・信頼性・寿命などの向上が求めら

れています。その中で、当社のETシステムは電池単体の

評価と、実際に使用されている状態のシミュレーションを

行いつつ蓄電池製品の充放電をすることで、リアルな性能

試験を行うことができます。

　また、当社は充放電装置のパイオニアとして電源技術を

ベースに4つの強みを持っています。①電池を計測する

際の「高い計測精度」、②測定した情報をいち早く活用でき

る「早い応答性」、③多様な電池に対応できる「広い電圧範

囲」、そして④「軽量・コンパクトな設計」です。この強み

を活かし、自動車メーカーをはじめ、電池メーカーなど幅

広いお客様にご利用いただいています。

  スマートエネルギー社会をより発展させる 
ために必要なことは何でしょうか？

　進化し続けている電気エネルギーの活用において電源技

術の進歩はこれまでの人類の様々な夢を形にしてきまし

た。電気エネルギー活用における課題として、「電気エネル

ギーを蓄え&必要な時に、必要なところで、必要な量を使

える」ことがあります。この課題を解決するために様々な

【会社紹介】
1935年に、株式会社河津無線研究所として設立。
スマートエネルギー社会の創造に挑むお客様のエネルギーソリューションパートナーとして、
開発からアフターサービスまで一貫した体制でトータルに課題解決に貢献している。
本社：〒963-8304　福島県石川郡古殿町松川大作50
https://www.acct-powertro.jp/index.html

代表取締役社長 

鈴木 誠一
Seiichi Suzuki

グループ会社のご紹介
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行っています。

　ニッケル水素電池やリチウムイオン電池など、あらゆる

電池は必ず測定しなければならないので、ETシステム

は必要不可欠な装置です。電池を試作した際にはもちろん

測定しなければなりませんが、次にその電池を量産する段

階に入った際にも測定しなければなりません。それに加え、

その電池をリユース・リサイクルすることになった際に

も、状態を知るために測定する必要があります。このよう

に、一つの電池でも測るポイントが何回か出てきます。そ

のためいろんな所でこのETシステムは必要となる、重

要な装置です。

 会社の強みはなんですか？
　近年、ハイブリッド車や電気自動車に搭載されるニッケ

ル水素電池やリチウムイオン電池、燃料電池などは電力密

度の向上とともに特性・信頼性・寿命などの向上が求めら

れています。その中で、当社のETシステムは電池単体の

評価と、実際に使用されている状態のシミュレーションを

行いつつ蓄電池製品の充放電をすることで、リアルな性能

試験を行うことができます。

　また、当社は充放電装置のパイオニアとして電源技術を

ベースに4つの強みを持っています。①電池を計測する

際の「高い計測精度」、②測定した情報をいち早く活用でき

る「早い応答性」、③多様な電池に対応できる「広い電圧範

囲」、そして④「軽量・コンパクトな設計」です。この強み

を活かし、自動車メーカーをはじめ、電池メーカーなど幅

広いお客様にご利用いただいています。

  スマートエネルギー社会をより発展させる 
ために必要なことは何でしょうか？

　進化し続けている電気エネルギーの活用において電源技

術の進歩はこれまでの人類の様々な夢を形にしてきまし

た。電気エネルギー活用における課題として、「電気エネル

ギーを蓄え&必要な時に、必要なところで、必要な量を使

える」ことがあります。この課題を解決するために様々な

【会社紹介】
1935年に、株式会社河津無線研究所として設立。
スマートエネルギー社会の創造に挑むお客様のエネルギーソリューションパートナーとして、
開発からアフターサービスまで一貫した体制でトータルに課題解決に貢献している。
本社：〒963-8304　福島県石川郡古殿町松川大作50
https://www.acct-powertro.jp/index.html

代表取締役社長 

鈴木 誠一
Seiichi Suzuki

グループ会社のご紹介

15

蓄電池の進化が起こっています。

　スマートエネルギー社会の発展には蓄電池の進化がキー

となると思います。近年、太陽光発電や風力発電という2

つの再生可能エネルギーが普及し始め、かなりの電力をそ

の2つによって発電することが可能となりました。しか

し、これらは恒常的に発電し続けることはできません。そ

のため、昼に太陽光で発電した電力、そして風が吹いてい

る時に風力で発電した電力の余剰分をいかに蓄電し、必要

な時に利用するかということが大事になってきます。化石

燃料が枯渇していく未来を考えると、ますます「溜める電

池」というものが必要となってきます。そのためそこに対

する市場はこれからかなり拡大していきます。当社はその

市場のお客様にしっかりとお応えしていくため、まず体制

整備の部分から進めていき、着実にお客様の声を聴きなが

ら対応していきたいと考えております。

 今後の経営の展望はありますか？
　東京精密グループになったということで、まずは顧客対

応力を強化しました。今年の8月から大阪・浜松・新横浜・

古殿（本社）の4拠点に営業・保守サービスを配置し、お

客様対応力の向上を図りました。また、お客様の要望に応

えるため新しい製品開発にも着手しています。順次、製品

ラインアップの充実を図っていきます。さらには、電池評

価サービスにおいては従来の評価支援サービスに加え、電

気評価、安全試験や成分分析のワンストップサービスへも

チャレンジを開始し、9月には受託評価センターも開設し

ました。今まで以上に、お客様の声に耳を傾けて対応して

いきます。

　また、蓄電池の市場はEV車を中心に今後急速に拡大

すると予想しています。次世代の電車や電気バス、無人機

などの産業機器から、住宅用の蓄電池やメガソーラー、近

年出てきた電子タバコやワイヤレスイヤホンなど、どんど

ん電池の活用領域は広がっています。この電池の市場拡大

に合わせ、電池生産に係る設備投資も同じように拡大して

いくことが予想されます。そして拡大していく上で、安全

性が高く、安価な電池が求められるでしょう。安価な蓄電

システムを構築するには蓄電池の4R市場も重要な役割

を担いますし、電池を測定し、安全性を保障することも重

要です。そのため、電池の安全性を正確に評価し、正しい

データが取れる装置を造ることで皆様に貢献していきたい

と思っています。

 未来について
　今後、社会の発展に貢献していくためにも、当社だけで

開発していくのではなく、色んな企業と連携して技術を組

み合わせた開発をしていかなければなりません。東京精密

の祖業である寸法計測と当社の電気計測では計測する対象

は違っても連携できる部分はたくさんあると思います。製

品開発段階や製造レベルでの連携も検討し、東京精密の

MOTTOである「WIN-WINの仕事で世界No.1の製

品をつくろう」を実現していきたいです。

2019年9月に東京精密名古屋営業所内に電池
評価センターを開設いたしました。関西地区、東
海地区のお客様にはぜひとも足を運んでいただ
き、実際に当社装置を見ていただきたいです。
◦業務内容 当社製品のデモ
  電池の受託評価
  電池評価のトレーニング　等
◦設備 セル電池用充放電試験装置 1台
 モジュール電池用充放電装置 1台
 恒温槽　465L安全増し機能付 2台

電池評価センター開設のお知らせ

回生式充放電試験装置　測定の様子

パック電池用充放電試験装置
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■ 計測機器取扱営業所
東北営業所 （022）224-0121

北関東営業所 （029）831-6801

埼玉営業所 （048）667-8583

東京営業所 （042）642-0186

厚木営業所 （046）229-7031

長野営業所 (0263)	44-7770

新潟営業所 （0256）97-4665

本　　　社 （029）830-1888

東北出張所 （023）625-3957

太田営業所 （0276）48-5221

さいたま営業所 （048）669-0055

東京営業所 （042）631-9757

厚木出張所 （046）229-2448

長野出張所 (0263)	33-2004

浜松営業所 （053）546-0181

株式会社 東京精密 株式会社 東精エンジニアリング
■ 計測機器サービスステーション

浜松営業所 （053）546-0151

名古屋営業所 （0561）32-8501

北陸営業所 （076）422-6755

大阪営業所 （06）6821-0221

姫路営業所 （079）222-5480

広島営業所 （082）293-5660

九州営業所 （092）737-1821

名古屋事業所 （0561）32-3601

北陸出張所 （076）422-6401

大阪営業所 （06）6821-0231

姫路駐在所 （079）222-5480

広島営業所 （082）291-8501

福岡駐在所 （092）713-2155

九州出張所 （096）383-2788

※	2019年末まで下記住所に一時移転いたします。現電話番号及び
　FAX番号に変更はございません。
〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3-25-13（吹田江坂ビル4F）


