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来春60周年を迎える
ACCRETECH。
世界ナンバーワンの
ブランド確立のために
邁進する現状と
これからについて、
社長の吉田、
専務の伊藤、
常務の山本、
執行役員の丸山から
お話しいたします。
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特集 ： ACCRETECH

国内外の計測機器市場を
広げる

60 周年

計測社 リーダーインタビュー

そして、この度、土浦工場リニューアルの締めくくりとして
10 月に計測センターが完成しました。この施設は、単なる展
示室としてだけではなく、お客様がさまざまな計測機器に実
際に触れ、測定についての知識を深め、楽しみながら当社
の歴史やブランドについてご理解いただく場となっています。

―― 計測社の現況についてお聞かせください。

これまで、工場は地道に製品の製造に励んで参りましたが、
こ の 計 測 セ ンタ ー で は、お 客 様 や 外 部 の 皆 様 に

吉田

2001 年頃から日本経済の活況を受けて、当社業績

も比較的順調に推移してきました。また、品質に対する意識

ACCRETECH の計測事業を発信するという大変重要な役
割を果たします。

の高まりに伴い、計測機器市場もすそ野を広げてきました。
しかし、今期あたりからサブプライムローンなどに端を発した

吉田 中期経営目標の中の重点目標の一つに、ブランドイ

景気後退の影響が出始めて業界全体の元気が落ちてきてい

メージの 確 立 が あります。私 たちは、
「計 測といえば

ると感じています。そのような中、私たちは来年に控える

ACCRETECH」と世界のトップブランドの地位を確立したい

ACCRETECH 60 周年を前に、さらに、計測機器の活躍

と思っています。そのためにも、従来のような製品展示室で

する領域を広げ、計測範囲の拡大や測定レベルの向上を目

はなく、お客様に喜んでいただけるような施設にしようと計画

指していきたいと思います。具体的には、メインのお客様で

を進めました。

ある自動車産業に加えて、今後はエネルギー産業や航空機、
建機などの分野へも市場を広げていき、より高度な測定ニー
ズ、品質管理ニーズにお答えしていきたいと思います。
海外市場も、北米から世界へと景気悪化が広がっていま
すが、当社にとってはまだまだ事業拡大を十分に狙える状況
です。特に、中国や東南アジアなど、日系企業が多く進出し
ている地域からシェア拡大を続け、世界へと広げていきたい
と考えています。
伊藤

景気の減速感が否めないといって、これまで重視して

きたことを変えることはありません。まず、よい製品を作る。
そして、真心をもって売る。特約店の皆様との情報共有をよ
り多くして、製品に精通してもらう。こうした正攻法以外に、
営業として取るべき手はないと思っています。もちろん、海外
については、当社のプレゼンスがまだまだ低く、また、計測ニー
ズの萌芽が芽生えた地域もあるため、シェア拡大を加速しな
ければなりません。

計測センターの設立で、
広く計測機器のＰＲを行う

―― 今後、計測センターをどのような場にしたいと
考えていますか。
山本 ご来場いただいたお客様に、何らかのポジティブサプ
ライズを感じていただける施設にしたいですね。また、単に
当社のお客様だけでなく将来的には社会貢献の一環として、

―― 今期は計測事業において設備投資を行ってき
ましたが、その目的と内容はどのようなものですか。

近隣の皆様や社員のご家族にご覧いただいたり、また、小
学校の社会科見学コースなどに組み込んでいただいたりし
て、計測機器についての「学びの場」として活用されること

山本

現在、生産性の効率化を目的として、近年徐々に土

を期待しています。

浦工場の全面リニューアルを行ってきました。今年の 5 月に

このような施設ができることは、社員自身にとっても大変大き

組立棟などが完成し、稼働を始めましたが、早くも上期中に

な自信と誇りにつながりますね。

リニューアル効果が表れています。
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伊藤 営業の立場からみても計測センターは重要な施設に

することが肝要と思っています。こういった局面は、かえって

なってくると思います。これまで、営業は製品を販売する、

営業部隊の真価が問われる時期だと思いますから、お客様

または実際に扱っていただくという目的でお客様に製品の機

からのご要望や苦情など一つひとつのお声にこれまで以上に

能や操作方法をご説明してきましたが、今後は当社の成り立

真剣に取り組んでいきます。

ち、業務内容など、より幅広く計測機器についてご説明でき
るようになりました。このような施設を通じて、お客様と末永く
お付き合いしていきたいと思います。

山本 生産部門はここ５年ほど目標を変えていません。品質
向上、コスト削減、納期順守、サービス向上です。これま

また、この施設を運営していくうえで大切なことは従業員

で品質、コスト、納期に関しては生産効率の向上ということ

の教育です。施設の完成で世界ナンバーワンブランドを目指

で仕組みの改善やハードの整備を行い、毎年改良結果を残

す環境は整備されました。そこで重要になってくるのは、そ

しています。サービスに関してはこれまでアフターサービスが

の施設を運営する従業員の姿勢です。丁寧なあいさつや明

主体でしたが、計測センターの完成でお客様に対するサー

るい笑顔などお客様をおもてなしする上での基本を徹底しな

ビスの幅を広げることができます。成果に関しては、毎期、

ければなりません。お客様をお迎えする社員一人ひとりが当

工場独自に顧客満足度の測定を行っています。ここ数年は

社の顔としてお客様に喜んでいただける対応が出来てこそ、

目標に対し一定水準を保ってきましたが、うれしいことにこの

世界ブランド確立への扉は開けるものです。社員全員で、

上期は、ついに目標を超える値を獲得することができました。

良いセンターの確立を目指していきたいと思います。

生産部門では、今後もこの４本の柱については変えること
なく改善・向上を継続していきます。土浦工場のリニューア

世界ナンバーワンの
製品開発に向けて
―― 今年の計測社の目標を教えてください。
吉田 計測社の重点目標は、先にあげたブランド力強化や
売上目標などもありますが、何より重要なのは、製品力と思っ
ています。特に、品質については、
「個人の品質が製品の

ルでハードは整いました。今後これらを最大限活用し、結果
を出して行くには使用する人間の情熱次第です。社員一人
ひとりの健康と安全を守りながら、モチベーションを高めてい
くことが重要になるでしょう。

お客様のニーズを的確に捉え、
ご満足いただける商品を
開発する

品質に、製品の品質が会社の品質になる」と特に強力に品
質管理を徹底しています。また、品質ととも
もに、機能性にお
に、機能性にお
積極的に進めたいと思います。

―― 今回、JIMTOF に出展する製品について教え
てください。

丸山 技術グループとしては設計品質の向上、開発日程の

丸山 今回は、新製品を４点出展します。まず、これまで

厳守、技術力の向上、新規製品分野の開拓の４項目を重点

の制御解析ソフトを一新しました。改良されたソフトウェアの

目標として掲げています。例えば、世界ナンバーワンの技術

名称は「ACCTEE（アクティー）
」と言い、表面粗さ・輪
名称は「ACCTEE（アクティ）」と言い、表面粗さ・輪郭

力を養うために、毎年勉強会を行ったり講師を呼んでトレーニ

郭形状測定機や真円度・円筒形状測定機を一新させる機
形状測定機や真円度・円筒形状測定機を一新させる機能

ングを積んだりしています。また、新規製品に関しては東京

能を有しています。
「ACCTEE」の特徴は、
主に３点。まず、
３点。まず、
を有しています。
「ACCTEE」の特徴は、主に

大学など産学連携での開発も進めています。これらを行うこ

Windows 系のソフ
系のソフ
ト
と融合性を持たせるこ
ト
と融合性を持たせる
こととで初心者の方
で初心者の方に

とで、特に 20 代の若手メンバーは日常業務以外の知識を得

にも格段に使いやすく
な
り
ました。また、ウ
ィザー
ドや
機
も格段に使いやすく
なり
ま
した。また、ウ
ィザー
ドや
AIAI
機能

ることができ、新鮮な驚きを感じているようです。

能な
どアシス
ト機能を充実させま
した。粗さ測定に関して
も図
な
どアシス
ト機能を充実させま
した。粗さ測定に関して
も図面

また、重点目標の達成を目指す中で、社員が部署の枠を越

面通り
に入力すれば特別な経験がな
くても扱える
よになってい
うになって
通りに入力すれば特別な経験がな
くても扱える
よう

えて自主的に集まり相談し合うなど、共に何かを作り上げよう

います。さ
らに、真円度において、自動測定の測定パスを
ます。さ
らに、真円度において、自動測定の測定パスをオフ

という意識が芽生えたように感じます。

オフ
ラインで生成でき
うにな
り、使い慣れている方に
も
さら
ラ
インで生成でき
るよる
うよ
にな
り、使い慣れている方にも
さ
らに

いても世界ナンバーワンでありたいです。そのための開発も

に便利にな
りした。
ました。
便利になりま
伊藤 営業部門としては、景気に一喜一憂するのではなく、
営業として足元を固め、私たちがやるべきことを着実に遂行
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このソフト
トに関しては、本当に使い勝手が良く
なっ
伊藤 このソフ
に関しては、本当に使い勝手が良くなった

吉田 この開発を得て、非接触測定機の ISO の規格認定
の規格認定

たと思います。特に
Windows
との融合性が強みになって
と思います。特に
Windows
との融合性が強みになってい

を目指し、積極的な提案を行っています。こ
を
目指し、積極的な提案を行っています。ここで認定を受け

いるよ
うです。また、自己診断機能が備わっているので問
るよ
うです。また、自己診断機能が備わっているので問題

ることができれば、国際規格として認められ、市場を牽引す

題が起こっても早期発見が可能で、使用される方の安心
が起こっても早期発見が可能で、使用される方の安心感

るきっかけになります。

感につながっている
ようです。
につながっている
ようです。
その他の新製品として、
「DuraMax」と「Rondcom
丸山 その他の新製品と
して、
「
DuraMax」と「Rondcom

―― J I M T O F の 来 場 者 に向 け てメッセ ージを
お願いします。

Zero1」があります。これらは現場計測において、従来の
製品よりも小さくて扱いやすいものが求められている
て扱いやすいものが求められているという
というこ
こ

吉田 「日本のものつくりを支える計測のエキスパート東京

とで、市場のニーズに対応した改良を行いました。

精密」をテーマに、総合精密測定機器メーカーとして、

そして、三鷹光器とのコラボレーションで実現した非接触

世界Ｎｏ．１の商品を取り揃え、お客様の生産性向上に寄

型測定機です。従来の非接触測定器では、光沢感のある

与できる新製品をご提案をさせていただきます。

素材に関しては、レーザが反射してしまい正確に測定する
素材に関しては、レーザが反射してしまい正確に測定する

また、お客様の質問にお答えするブースを設置致しまし
また、お客様の質問にお答えするブースを設置致しました。

ことができませんでした。
しかし、三鷹光器社が開発したレー

た。日頃、皆様がお使いの測定機につき
ましての疑問や
日頃、皆様がお使いの測定機につき
ましての疑問やお悩

ザプローブを使用することで接触型と同じ測定結果が得ら

お悩みをお伺いし、解決策のご提案をさせていただきたい
みをお伺いし、解決策のご提案をさせていただきたいと存

れるようになりました。

と存じます。ご不明な点については、気軽に周囲のスタ
ッ
じます。ご不明な点については、気軽に周囲のスタ
ッフに
フにお声を掛けて頂けたら
と思います。
お声を掛けて頂けたらと思います。

執行役員常務

山本 清二

執行役員社長

吉田 均

執行役員

丸山 聡

執行役員専務

伊藤 芳司
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新 製 品 / 計 測センター
砥石接触検知システム

新型センサ

パルコム

がラインナップに
加わりました。

新製品
紹介

PULCOM GE-10
ノイズに埋もれた砥石接触音を確実に検知！業界
初のDSPによるデジタルノイズリダクション
◆特

長

・サイクルタイムの短縮、
砥石の寿命延長に貢献。
・独自技術により周囲騒音をカット、
接触検知能力を飛躍的に向上。
・故障自己判断機能による高い信頼性。
・アンプ内蔵高感度AEセンサーを採用

新型ソフト

ACCTEE
（アクティ）

誕生

モバイル真円度測定機

ィ
ト アクテ
新型ソフ

E
+ACCTE

ロンコム

RONDCOM Zero1
シリンダボア内面の真円度測定に特化した
可搬式内径真円度測定機

表面粗さ測定機

SURFCOM 1500DX3

◆特 長
・現場のラインサイドへ持ち運び
可能な軽量コンパクト設計
・シリンダボアの測定部での
ワンタッチセンタリングが可能
・測定子交換方式により、
３５mm径差に対応

測定・解析のスタイルを革命的に変貌させる
最先端ソフトウェア ACCTEEを搭載！
◆特 長
・高性能小型粗さピックアップを搭載。
測定倍率50万倍の評価に対応可能。

計測
センター

日本のものづくりを支える
“計測のエキスパート東京精密”

オープンハウス 2008
ACCRETECH Metorology Center

※11月28日（金）にオープニング
セレモニーを開催いたします。

● 期間：2008年11月28日（金）～12月5日（金）

お客様の無限の課題に応える様々な計測機を取り揃えてお待ちしています。来て見て良かった、感動
したと喜んでもらえる計測センターを目指します。

講演会及びセミナー
オープン記念として下記期間に「計測センター」をご紹介するとともに、社外
から著名な講師をお招きし、記念講演を開催いたします。ぜひ、この機会に
「計測センター」にご来訪していただきますようお待ち申し上げます。
13：00

11/28
（金）

13：15
14：15
15：45
13：00

12/1
（月）

13：15
14：15
15：00
16：30

挨拶 藤森 一雄（東京精密 代表取締役社長）
記念講演：柳 和久
（長岡技術科学大学 教授）
「表面粗さ測定と検証法に関する一研究者の取り組み」
計測センター及び工場見学会
謝辞 吉田 均（東京精密 計測社社長）

開演
記念講演：高増 潔
（東京大学 教授）
「三次元測定等の精密測定における研究動向」
製品セミナー
計測センター及び工場見学会
質疑応答

※講演会の受付は、PM12：30より開始いたします。
※11/29（土）、11/30（日）、12/3（水）はお休みです。

�

13：00

12/2
（火）

12/4
（木）

12/5
（金）

13：15
14：15
15：00
16：30
13：00
13：15
14：15
15：00
16：30
13：00
13：15
13：45
15：00
16：30

ゼロ ワン

開演

記念講演：中村 義一（三鷹光器株式会社 代表取締役会長）
「偏光星観測の装置が現在のオートフォーカスに変身」
製品セミナー
計測センター及び工場見学会
質疑応答
開演
技術セミナー
製品セミナー
計測センター及び工場見学会
質疑応答
開演
製品セミナー
記念講演：吉田 誠一 （トヨタ自動車北海道株式会社 取締役）
「トヨタ自動車北海道の計測ルネッサンスと品質保証活動」
（仮）
計測センター及び工場見学会
質疑応答

●お問合せ・申込みメールアドレス / acctmc@accretch.jp

現場向け小型三次元座標測定器

DuraMax

◆特 長
・小型スキャニングセンサー
VAST XXTを標準装備。
・低測定力のため、φ0.3mmの
小径スタイラスまで対応可能。
・低熱膨張のガラスセラミックス
ケールを採用。
・省設置スペースを実現した
コンパクトなデザイン。

マシンコントロールゲージ
インライン測定ヘッド
ラインアップ
外径専用定寸計測ヘッド
MODゲージ

内径専用定寸計測ヘッド
MIDゲージ

汎用測定ゲージ
ΓⅡゲージ

非接触表面粗さ測定機

LPS 5000
◆特 長
・分解能：1nmを実現
・測定対象ワーク
・工作機械用バイト刃先形状
・測定圧を掛けると変形しやすい物の
うねり形状
・精密ガラス基板の平面度形状
・ICチップ等のハンダ形状やパターンの
凹凸形状
・フレネル・リニアフレネルレンズの形状

誠意

技術
常時開設ショールーム
高精度な計測製品を支える高度な
技術を理解して頂くため、
お客様のニーズに応える様々な
計測製品を常時展示しています。
新製品紹介の定期的な開催や
お客様向けのプライベートセミナー
等も企画しています。
また､JCSS 認定に基づく校正
事業も紹介しています。

広範囲外径専用
定寸測定ヘッド
ΣーDゲージ

情熱

ソリューションエリア
お客様のワークに対する測定技術
ノウハウの提供や、三次元測定機を
はじめとする測定プログラム作成、
自動化支援、固定冶具設計・製作な
ど、お客様と一緒に考え、
迅速・的確なサービスを
提供します。

ガイド付ボアゲージ
BG-100ゲージ

安心

ACCRETECH の
社員一人一人が
熱意を持って
計測センターを支えます。
お客様を社員全員が
笑顔でお迎え
いたします。

顧客サポート

計測トレーニングスクールや
技術セミナーでお客様の計測
知識・技能を支えます。国内
だけでなく、海外拠点のサー
ビスエンジニアトレーニング
でお客様の測定機器をいつ
も快適な状態に保ちます。

�

ユーザーズインタビュー
ファナック株式会社様

ファナック最大の強みである
長時間無人運転を支える
いわずと知れた世界最大のFA、ロボット、ロボマシンの総合メーカーである
ファナック社。三次元座標測定機の無人稼動をも実現しています。

ファナック株式会社
専務取締役
生産技術研究所長兼本社工場長

山口 賢治 様

ファナック社とACCRETECH

�

歴史・背景、ACCRETECHとのかかわり
を簡単に教えてください。

に的確かつ正確に着脱する知能ロボット2台で構成され

富士山麓山中湖畔、標高1,000m、約45万坪の広大な敷

「ファナックロボットセル」はファナックが開発し

地に本社、研究所、工場群を展開するファナックは、世

た、月720時間連続で、多品種中少量の鋳物部品を切削

界トップシェアを誇るFA&ロボットメーカーです。

加工 する最新鋭の加工システムです。

ACCRETECHとの関わりも深く、「サイザックス

加工後の部品は測定機室内に自動搬送され、二次元セ

SVA」をはじめ、多くのACCRETECH製品を採用し、

ンサーと三次元センサーを備えた知能ロボットで、左右

さらなる自動化を進めています。

に2台設置されたACCRETECHの三次元座標測定機「ザ

�
�

る「ファナックロボットセル」を多数導入しています。

ファナック社ならではの測定機ニーズを
教えてください。

イザックスSVA」1220A型に交互に測定ワークを脱着
し、無人かつ連続的に自動計測を行っています。
720時間の連続無人運転をしている知能ロボットとの

当社の切削加工工場には、大型マシニングセンタに、

コミュニケーションという難しい課題に、「SVA」

分散倉庫から搬送される部品ごとに、加工機のパレット

1220A型はよく応えてくれています。また精度が良く故

ユーザーズインタビュー ： ファナック株式会社様

ファナック株式会社
【設
立】 1972年
【事業内容】 FA、ロボット、ロボマシン
【本
社】 〒401-0597 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
TEL：0555-84-5555 FAX：0555-84-5512

障も少ない、取り扱いが容易であることなども高く評価
しています。
今後は、測定プログラム作成の容易さやブログラム言
語の標準化などで、さらに工夫してほしいと思います。
当社では、「ファナックロボットセル」により、切削
加工の長時間無人稼働を実現しました。さらに、この考
え方を自動計測にも取り入れ、三次元座標測定機の長時
間無人稼働も実現しました。近い将来には、三次元測定
機では測定できない外観検査について、どう無人化して
いくかが課題だと考えています。この方面での
ACCRETECHの技術に大いに期待しています。

�

ユーザーズインタビュー
東洋精機工業株式会社様

ACCRETECHの測定機があるから
超精密な加工ができる
日頃からACCRETECH製品をご愛用いただいているお客様に、製品の使い勝手、
ACCRETECHへの期待などをお話しいただきました。

東洋精機工業株式会社
取締役 工機事業部長

坂本 美雄 様
プロフィール

1968年、東洋精機工業株式会社に入社。
製造、営業、設計と一連の業務に携わる。
2003年に工機事業部次長に就任。
2005年より現職。

精密加工へのニーズが高まる

�

東洋精機工業株式会社の歴史を簡単に
教えてください。

当社が設立されたのは1956年のことです。長野県諏訪
地域は昔、「東洋のスイス」と呼ばれていました。時
計、カメラなど精密機器業界の企業が数多くこの地に工
場を構えていたためです。当社は精密機器業界向けの治
工具メーカーとして誕生しました。

の後はマシニングセンタなども手がけるようになり、こ
の数年は精密加工分野に改めて力を入れています。

�

現在の工作機械業界を取り巻く環境について
教えてください。

電子部品、自動車用部品をはじめとして、精密加工の

その後、大量消費の時代になって需要が高まっていっ

ニーズが高まりを見せており、当社もデスクトップファ

たのが部品の穴加工、ねじ加工の技術です。そこで当社

クトリーや超精密金型加工機などの分野の開拓を進めて

は多軸ボール盤の製造・販売に力を入れるようになりま

います。求められる精度はますます高くなっており、当

した。

社も超精密分野に向けて技術力を高めていかなければな

昭和50年代に入って興隆してきたのが自動車産業で
す。当社はそれまで培ってきた精密加工技術を生かして
自動車部品専用の工作機械分野に参入しました。以降、

��

自動車部品向けの製品が当社の主力となっています。そ

りません。その上で、ACCRETECHの精度の高い測定機
の力は非常に大きいですね。

ユーザーズインタビュー ： 東洋精機工業株式会社様

ACCRETECHとは40年近くの付き合い

�

いつ頃からACCRETECH製品をお使いになっ
ているのでしょうか。

ACCRETECHとのお付き合いは1971年に始まりまし

た。最初に導入したのは三次元測定機「Ｅ‐ＤＣ」で
す。当時、三次元測定機を保有していたのは一握りの大
手企業だけでした。当社は「三次元測定機で評価ができ
る」ことをセールスポイントにしていたほどです。この

設置しました。その他に真円度・円筒形状測定機
「RONDCOM 65A」、表面粗さ・輪郭形状複合測定機
「SURFCOM 1800D」を保有しています。

�

長く測定機をお使いになられていて、測定機の
進化をお感じになりますか。

そうですね。精度ももちろん高くなっていますし、速

とき導入した三次元測定機は今なお現役で、深さの精度

度がずいぶん速くなりました。また、表面粗さ測定機な

測定に使用しています。

らば形状測定が同時にできるなど、複合的な測定ができ

その後、三次元測定機では「M1200A」、

るようになっているのは大きな進化だと思います。

「GS1000D」を導入し、昨年には「PRISMO」を新たに

「PRISMO」だから大丈夫、と言い切れる

�

「PRISMO」を導入された経緯について教えて
ください。

でトラブルは全くなく、営業の方やサービスの方が頻繁に

昨年、非常に高い精度を求められる部品加工を請け負

てくださいます。プログラムの作り方など、丁寧にアドバ

うことになりました。測定機にはどうしても誤差が発生

来てくださるのでわからないことがあればすぐフォローし
イスしていただけるのは本当にありがたいですね。

しますが、それを極限にまで減らさないと要求品質を満
たすことができません。極めて精度の高い測定機が必要
不可欠となり、「それならばACCRETECHの
『PRISMO』にしよう」と導入を決意しました。
実際に使ってみて、その精度の高さにとても満足して
います。お客様の方で評価したデータと、当社で評価し
たデータが食いちがった場合、以前だったら改めて計り
直すのですが、今は「当社は『PRISMO』で計っていま
す」と申し上げればお客様は納得してくださいます。
「PRISMO」が高精度で信頼性の高い測定機である、と
いうことがお客様との共通認識になっているのです。
また、自動化されているので測定のスキルがない作業
者も簡単に評価することができ､業務の効率化にもつな
がっています。

�

「PRISMO」を導入するにあたり、
ACCRETECH以外の測定機メーカーと比較は
されましたか。

一応検討はしましたが、やはりACCRETECHを選びま
した。ACCRETECHとは37年もの間お付き合いをいただ
いています。かつては、知名度から外国製品を選んだこ
ともありましたが、結果として性能、サービス、耐久性
などでACCRETECH製品の方が優れていました。これま

��

優れた測定機があるから優れた製品ができる

�

今後、ACCRETECHとその製品に期待する
ことは何ですか。

日本のものづくり、品質の優位性は世界一だと言われ
ています。品質の優れた製品ができるのは、それを評価

当社は、自社で加工したものだけでなく、お客様から

する測定装置があるからです。ACCRETECHを始めとす

部品をお預かりしての評価も行っています。測定する部

る計測機器メーカーが技術力を高めてきたからこそ、

品も、一つの部品の測定項目もかなりの数に上ります。

我々のような工作機械業界も成長することができまし

作業効率を上げるため、三次元測定機でも一度に複数の

た。ACCRETECHは日本工業界の発展を担ってきた存在

項目が評価できるようになるとありがたいですね。

です。これからもより高い品質を目指して私たちと共に

あとは精度です。今後当社はより高精度の分野に踏み

歩んでくださることを期待しています。

込んでいきます。計測機の精度がより高くなれば非常に
心強いですね。

精度・作業効率ともに
大きく向上しました
「PRISMO」は繰り返し精度が非常に優れています。手動
のものではどうしても誤差が出ますが、「PRISMO」ならば
極限にまで抑えることができます。
また、操作が簡単なのでプログラムさえ作っておけば誰で
も測定することできます。現場の作業員が部品を持ち込んで
そのまま測る、といったことも可能です。測定する部品の数
が多く検査員の手が空いていないときなど「PRISMO」の力
の大きさを実感します。

��

東洋精機工業株式会社

管理課

検査班

矢崎 収一様

ユーザーズインタビュー ： 東洋精機工業株式会社様

東洋精機工業株式会社
【設
立】 1956年
【事業内容】 工作機械の設計・製造・販売（専用機・マシニングセンタ・多軸加工機・治具・ストッカー）
半導体製造装置の設計・製造・販売、時計・自動車・コンピュータ関連部品の製造・販売
【事 業 所】
】 本社工場 〒391-8585 長野県茅野市宮川2715 TEL：0266-72-4135 FAX：0266-73-2872

「言葉のおしゃれ」
社内に掲げられている「言葉のおしゃれ」。人と話をする際、忙し
くて余裕がないときなどはつっけんどんになったり、冷たい言葉を
かけてしまうことがある。そんなときも、ウィットに富んだ、お
しゃれな言葉使いを意識していることで、柔らかくて温かな話し方
ができる̶̶。創業者の思いが今も社内には生きています。

��

ユーザーズインタビュー
株式会社日進製作所様

１００％合格品。
不良を作らない加工ラインの陰には、
「ＡＴＣ振れ検出システム」がありました。
日進製作所を高精度部品の供給で支えるタンゴ技研。そのたゆまぬ品質管理への
取り組みと、高品質を支える計測製品についてお話を伺いました。

株式会社日進製作所
専務取締役

衣川 道夫 様
プロフィール

昭和45年同社入社。以来一貫して生産技術に携わる。
2007年より株式会社タンゴ技研代表取締役社長を兼務。

「ＡＴＣ振れ検出システム」で、不良を作る前に止める

�

（株）日進製作所と（株）タンゴ技研の会社概要と
関係を教えてください。

日進製作所は、ミシン部品の専門メーカとして創業以来、

各種精密機械部品、工作機械の生産に不断の努力を重ね、

��

�

（株）タ ン ゴ 技 研 で
「ＡＴＣ振れ検出
システム」を導入された経
緯を教えてください。

精密鍛造から熱処理、機械加工までの一貫生産によるすぐ

これまでも品質第一を徹

れた品質・性能において世界的にも高い信頼をいただいて

底し、特にアルミの高速切

います。特に精密加工技術の集積を活かして開発しました

削加工品については、加工

縦型自動ホーニング盤は幅広い業界で製造工程の合理化、

機の工程能力と重要部位の

省力化、高精度化に大きく寄与しご好評を頂いております。

チェックで対応してきまし

タンゴ技研は、昭和 34 年創立し、各種精密部品（工業用

たが、稀に発生する加工不

ミシン部品、自動車・オートバイ用エンジン部品など）の

良は避けられず、全数検査

機械加工・研削等の量産加工を主業務としている重要グルー

で不良を特定し排出してきました。このように突然発生し、

プ子会社です。

原因の特定に工数を要する加工不良に手をこまねき、クーラ

株式会社タンゴ技研
専務取締役 永砂 達郎様

ユーザーズインタビュー ： 株式会社日進製作所様

ントフィルタの多重化や、クーラントの量を増やして周辺

証」という方針で取り付けましたが、やはり「品質」は

の切粉を徹底して洗い流したりしたものの、全廃できず対

「安全」同様、起こる前に止めることがベストと実感して

策をあぐねていました。非常に困り果てていた時に、「機

います。

械と工具」の広告で「ＡＴＣ振れ検出システム」を見て
「これだ！」とすぐに話を聞きました。

�

結果、
「ＡＴＣ振れ検出システム」を一つの加工
ラインすべてに取り付けて頂きましたが、効果
はいかがでしょうか。

導入後一年以上経過し、取り付けたラインでは600万個を
超える加工実績がありますが、以来100％合格品で満足して
います。もともと他の対策を講じていたので、かみ込み率
は低いものの、時折機械が停止しＮＧが発生すると、かみ
込んでいる状態であることが分かります。「自工程での保

装置メーカとの二人三脚で装置の性能を最大限に引き出す。

�

他にもたくさんの計測機器を導入していただい
ておりますが、ACCRETECH に対するご要望を
お聞かせください。

三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機などの汎用
計測機器を導入し、自社加工はすべてデータで保証できるよ
うにしています。データと共にお納めできるということがブ
ランドであり、高品質の屋台骨と考えています。
要望としては、メンテ性の向上は限りない改善テーマで
あり、今後も最適解を追い求めていただきたい。また、装

置を活用することは加工メーカの力量と思いますが、活用
事例や諸条件をもっと積極的に紹介してもらい効率化をは
かりたいと思います。

�

将来的に当社計測機器に求めることは？

今後は、より高精度の部品加工をし、ミクロン単位の精度保

証をしていきたいと考えていますが、世界精度の汎用計測器
の信頼も重要な役割です。夢のマシンかも知れませんが、加
工しながら計測できたら素晴らしいですね。

株式会社日進製作所
【設
立】
【事業内容】
【本

社】

昭和 21 年 9 月
精密部品（工業用ミシン部品他）、自動車部品、オートバイ部品、小型エンジン部品、
精密鍛造品（鋼及びアルミ合金）、工作機械（竪型高速自動ホーニング盤・その他専用機）の製造・販売
京都府京丹後市峰山町千歳 22 番地 TEL：0772-62-1111（代） FAX：0772-62-3202

株式会社タンゴ技研

��

ACCRETECHでは、単なる展示室ではなく、お客様がさまざまな計測機器に実際に触れ、
測定についての知識を深め、楽しみながら測定機を理解して頂く場と考えております。
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1. 電車
2. 電車・バス
至豊田

県道153

〒470-0213 愛知県西加茂郡三好町大字打越字新池浦 96
TEL ：（0561）32-8501
FAX ：（0561）32-8618
■交通のご案内

名古屋営業所

県道520

連絡先（名古屋営業所）

3. 車

名鉄豊田線「黒笹駅」からタクシーで約 10 分
地下鉄鶴舞線「赤池駅」より名鉄バス（豊田行「
）三好高峰」下車
徒歩約 1 分
東名高速「東名三好 IC」
下車 約 5 分（約 3km）

バス停「三好高嶺」
打越
インター

至豊田

大阪ショールー ム
連絡先（大阪営業所）
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27
TEL ：（06）6821-0221
FAX ：（06）6821-0210
■交通のご案内
電車

株式会社東京精密 (ACCRETECH)

株式会社東精エンジニアリング

計測機器取扱営業所
東北営業所

（022）224-0121

浜松営業所

御堂筋線「江坂駅」から徒歩約 5 分

計測サービスステーション
（053）460-7131

本社

（029）830-1888

名古屋事業所（0561）32-3601

北関東営業所 （029）831-6801

名古屋営業所 （0561）32-8501

東北出張所

（023）625-3957

北陸出張所

（076）422-6401

埼玉営業所

（048）667-8583

北陸営業所

（076）422-6756

太田営業所

（0276）48-5221

大阪営業所

（06）6821-0231

東京営業所

（042）642-0186

大阪営業所

（06）6821-0221

京浜営業所

（044）978-1122

広島営業所

（082）291-8501

厚木営業所

（046）229-7031

姫路営業所

（079）222-5480

厚木出張所

（046）229-2448

福岡駐在所

（092）713-2155

長野営業所

（0266）23-0595

広島営業所

（082）293-5660

浜松営業所

（053）460-9260

九州出張所

（096）383-2788

新潟営業所

（0256）97-4665

九州営業所

（092）737-1821

長野出張所

（0266）21-1089

編集後記
「もっともっと多くの方に、ACCRETECH 東京精密」を知ってもらう為に第 3 号を発刊
しました。来年 60 周年を迎えるにあたり計測社のリーダー 4 人の熱い思いを語ってもら
いました。計測社の未来像がおわかり頂けたでしょうか。また、社外の方に弊社や弊社製品
がどのように見られているのか、率直な意見を伺うことで、より良い製品開発ができると
思っています。第 3 号の発刊にあたりご協力して頂いたお客様や関係者の皆様、本当に有
難う御座いました。
株式会社東京精密 広報・IR 室

