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株式会社東京精密 (ACCRETECH)
計測機器取扱営業所

株式会社東精エンジニアリング
計測サービスステーション

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

長野営業所 （0266）21-1089

厚木出張所 （046）229-2448

本社 （029）830-1888 浜松営業所 （053）460-9260

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

広島営業所 （082）291-8501

福岡駐在所 （092）713-2155

九州出張所 （096）383-2788

名古屋営業所（0561）32-8501

浜松営業所 （053）460-7131

北陸営業所 （076）422-6756

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

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 （0266）23-0595

新潟営業所 （0256）97-4665

編集後記

株式会社東京精密　広報・IR

「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５号を発刊しました。社外の方に当社製品について率直な意見を伺うことができました。今回、株式会社常陽産
業研究所様には次世代産業を担うのは「地域の活性化と人材ネットワーク」が不可欠と熱い思いを語って頂きました。古河パワーコンポーネンツ株式会社様には、日本でのＤｕｒａＭａｘ１号
機購入についてのお話を頂き、これが弾みとなり当社の販拡につながりました。日産自動車株式会社様には、ものづくりをおこなう上で「等質化」と言う言葉を教えて頂きました。有難う御
座います。今回皆様から頂いた内容を今後の製品開発に生かして行きたいと思います。第５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。

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。

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　　御堂筋線「江坂駅」から徒歩約 5 分

名古屋ショールーム

連絡先（名古屋営業所）
〒470-0213　愛知県みよし市打越町新池浦 96
TEL ： （0561）32-8501
FAX ： （0561）32-8618
■交通のご案内
1. 電車 名鉄豊田線「黒笹駅」からタクシーで約 10 分
2. 電車・バス 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
3. 車 東名高速「東名三好 IC」下車　約 5 分（約 3km）

連絡先（土浦工場）
〒300-0006　茨城県土浦市東中貫町 4
TEL ： （029）831-1234
FAX ： （029）831-4453
■交通のご案内
1. 車 常磐自動車道「土浦北 IC」より約 10 分（約 4km）
2. 電車・タクシー 常磐線「土浦駅」下車　タクシー約 13 分（約 6km）
 常磐線「神立駅」下車　タクシー約 7 分（約 3km）

連絡先（土浦 場）

計測センター
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測定技術は「ものづくりの原点」

ごあいさつ

　日本工作機械見本市が２５回を迎えられますことを心よりお喜び申し

上げます。当社は、１９５２年（昭和２７年）高圧流量式空気マイクロメー

タを初の国産化に成功しました。また、１９５７年（昭和３２年）には差

動変圧器式電気マイクロメータを国産化し、以来、高精度のものづくりに

貢献してまいりました。１９６２年から開催された日本工作機械見本市

には初回から当社も参加させて頂き今日まで至っております。

私ども東京精密は、ものづくりに計測機器は必要不可欠であり、「ものづ

くりの原点」との思いで今日までその責務を担い計測技術の向上に努め

てまいりました。

　今回は当社の強みである「インライン計測」―「現場計測」―「計測室」と

いう流れで展示をおこないます。「インライン計測」においては、お客様の

加工ワークに沿った最新のアプリケーションを取り揃え展示致しており

ます。「現場計測」において、現場で手軽にお使い頂ける三次元測定機や表

面粗さ計を展示して実際にお客様に操作して頂く「体験コーナー」をご用

意しております。「計測室」では、最新鋭の高精度三次元座標測定機をはじ

め、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度・円筒形状測定機を展示して皆様

のお越しをお待ちしております。

　日本工作機械見本市は、世界最大の展示会であります。この展示会を

支える自動車業界をはじめ、同部品メーカー、航空機産業、工作機械メー

カーなどが数多くあり、これら業界の「ものづくり」をサポートする為

に、私たち東京精密は、計測機分野で高精度、高効率、高信頼性、耐環境

性、省力化などを意識した計測機の開発を今後も継続的におこなって参

ります。

株式会社東京精密
代表取締役社長

藤森　一雄
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グローバルな変化への対応

　常に最新のものづくり技術を発信し続けてきた日本工作機械見本市が

今回で半世紀となる２５回目を迎えます。お祝いを申し上げると共に、関

係各位のこれまでの多大なご尽力とご努力に対し深く敬意を表します。

　一昨年末の世界同時不況により、ものづくり産業全体は急激に冷え込み

ましたが、昨年春から徐々に回復してきております。しかし、その回復も

新興国市場の拡大を背景とした外需に支えられており、このところの急激

な円高により先行きの不透明感が増しています。このような環境化で、低

コストを狙った海外への生産シフト、拡大する新興国市場でのシェア獲

得、差異化戦略を打ち出した国内生産、エネルギーや航空機など次世代産

業への進出など、ものづくり産業は多様化と共にグローバル化が加速され

ています。

　このようなものづくり産業の動きに合わせて当社では「インライン計

測」―「現場計測」―「計測室」という幅広い測定ニーズへの対応というコン

セプトで各種測定機を展示しております。今回の目玉は、様々な加工効率

の向上に寄与する各種インラインツール、世界販売を狙った新型ポータブ

ル粗さ計サーフコムフレックス、現場環境で高精度測定を実現する三次元

測定機DURAMAX、差異化戦略に対応した高精度・高効率の非接触ライ

ンレーザセンサ搭載の三次元座標測定機SVAシリーズ、エネルギーや航

空機など次世代産業に向けた新大型三次元座標測定機ＡＣＣＵＲＡⅡな

らびに大型ベアリング用真円度・円筒形状測定機RONDCOM GRANDE

（ビデオ展示）が挙げられます。

　今後も「ものづくりの原点」として産業界の発展にお役に立てるよう、高

精度、高効率、高信頼性、耐環境性、省力化、ローカライゼーションと、今ま

で培ってきた測定技術を更に発展させ、多様化しグローバルに変化してい

るものづくりを支える計測機器を市場投入して参る所存です。

西３ホール（株）東京精密ブースにて皆様のお越しをお待ちしております。

株式会社東京精密　計測社
執行役員社長

吉田　均
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私は、地域で活動する中小企業の「次世代産業」へのシフトを加速するため、各種プ
ロジェクトを立ちあげ、技術革新、新事業展開支援に取り組んでいます。人材ネット
ワークについては中心的なハブ人材を中心に、地域で熱心に取り組んでいる人材を掘
り起こし研究会や委員会に参加していただき連携することです。私の役割は、持てる
資源で可能な限りの具体的なアクションプランと段取りを明確にして実行する。これ
らの活動を繰り返しおこなうことで、次第に価値を共有する同士が増え、自然と仕組
みが構築されていくと考えます。

次世代産業を担うのは
「地域の活性化と人材ネットワーク」

株式会社　常陽産業研究所　顧問　　
もの作り企業支援推進役＆新事業・技術開発支援プロデユーサー
兼　埼玉大学　総合研究機構地域オープンイノベーションセンター　特命教授（産学官連携コーディネーター）

地域で活動する中小企業の「次世代産業」支援に取組んでいる常陽産業研究所、久野様に次世代産業における測定機の役わりや
今後に期待することについてお話を伺いました。

久野　美和子 様

Q・久野様のお仕事について教えてください 

　ひとつは、常陽産業研究所の「ものづくり企業支援
推進役」として、ものづくり分野を主とした中小企業
支援をおこなっています。特に、茨城県南、県西から
埼玉、千葉（東葛）の広域地域で活動する技術力のあ
る頑張る中小企業や、ベンチャー企業の新規事業展開
に関する（ハンズオン）支援が主な取り組みです。
　もうひとつは、埼玉大学の特命教授として、「総合
研究機構地域オープンイノベーションセンター」に属
し、埼玉大学の教授の研究シーズとマーケットニーズ
を組み合わせ、共同研究開発を推進する産学官の連携
をプロデュースしています。埼玉大学を中心とした研
究開発の成果を地元企業に上手く活用していただく、
あるいは、企業ニーズを汲み取り、新規事業に展開し
ていくためのコーディネートが私の仕事ですね。

Q・埼玉大学での具体的な活動内容を教えて
　  ください

　政府が掲げる新成長戦略では、ライフイノベーションに
おける国家戦略プロジェクトのひとつとして、医療分野や
福祉分野を挙げています。今後、日本は一層の高齢化社会
に向かっていきますので、医療に関わる先端機器や材料の
開発は大変重要です。私は、インプラントや義肢義足の開

発、ブレインインターフェースを活用した福祉機器の開発
を支援するために、各種研究会を立ち上げています。これ
らの研究会を軸に、企業と大学の先生とを結びつけるプロ
ジェクトを作ることで、多くの中小企業が、現状のビジネ
スから、新しい分野へ進出していけるような後押しをして
います。
　もうひとつは、さいたま市の地域全体で、環境に配慮し
た次世代自動車を有効利用する拠点を作る研究会を立ち上
げています。どうすれば次世代自動車が普及するインフラ
を整備できるかなど、産学官の連携をとりながら、活動し
ています。

Q・久野様と東京精密の関わりについて教えて
　  ください

　以前から、計測機器の会社として東京精密の名前は知っ
ていました。ある会社の社長さんが航空機分野に参入する
際に、自社では計ることができない製品を御社の三次元座
標測定機を使って測定してもらい大変助かったと言う話を
聞きました。その際に、「このような計測機器が備えられ
ている施設があるのなら、計測や品質保証のニーズを持っ
ているのに計測機器を購入することが難しい中小企業のた
めに、東京精密の計測機器を有効的に利用できるような仕
組み作りをして欲しい」との依頼を受けました。私は、高
品質で高精度なものづくりが日本の強みと感じ、このもの

特集：ユーザーズインタビュー ①
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づくりがいかに優れているかを証明する品質保証がなによ
りも大切だと考えていたため、この依頼を受けました。実
際に、東京精密さんにお願いに行ったところ快く了承して
いただき、大変感謝しています。このようなきっかけで東
京精密とのお付合いが始まりました。
　現在、私の活動の中心である茨城から埼玉、千葉の広域
地域では、航空機、医療、福祉、次世代自動車等の先端分
野で活躍する志のある立派な中小企業が数多く集まってい
ます。特に、すでに技術的にも鍛えられ、精密・高性能・
高品質なものづくりができる中小企業が多いため、航空機
産業に参入している、あるいは、参入しようと志す企業が
多いのもこの地域の特徴でもあります。中小企業の計測・
品質保証の環境整備を図るため、大手企業へのヒヤリング
をもとに、実証的研究会では、さまざまな課題も見えてき
ました。今まで航空機の仕事をしている中小企業は工程外
注しか受けていませんでした。それを切削加工、研磨から
特殊工程、組み立てを一貫し、品質保証までやれる加工外
注を受けることができるような環境をつくり、次世代に生
き残れる企業の育成に取り組んでいきたいと考えていま
す。今後もこうした取り組みを東京精密さんや常陽銀行、
常陽産業研究所と協力しておこなっていきます。

Q・久野様が中小企業支援に注力している理由
　  を教えてください

　以前は多くの企業は、大手企業の一次下請け、二次下請
け、三次下請けというピラミット構造の中に組み込まれた
中小企業として事業活動をしていました。１９９０年代以
降、経済のグローバル化に伴い、大手企業が海外進出をし
ていく中で、国内に残った中小企業は、大手企業との受注
関係の中で、苦しい経営環境に置かれました。中小企業が
大手企業と組むことは重要です。しかし、大手企業からの
受注を受ける際に、言われたことをやるだけの上下関係で
はなく、自らも提案していく自立した中小企業が増えて、
大手企業と網の目のような補完関係を構築していくこと
が、私は大事だと考えています。そんな意欲のある中小企
業を、ぜひ航空機産業などの次世代分野へ進出させたいで
すね。航空機分野は大きな市場ではないけれども、実際に
航空機に参入している企業は先端分野である医療機器や原
子力などのエネルギー分野などにも進出しています。それ

だけの難易度の高い、高精度で高品質な部品をつくれると
いうことは技術の他分野への横展開ができます。私は、中
小企業の技術の横展開を支援して、活力ある企業を応援し
ていきたいと考えています。

Q・最後に「地域活性化と人材ネットワーク」
　  への思いを語ってください

　活性化はイノベーターによってもたらされます。イノ
ベーターは創意工夫をして周りに賛同者を作りだんだん輪
を大きくします。これを自己組織化と呼んでいます。一粒
の種を蒔いて反応が起きてそれがだんだん連動していきな
がら化学反応が起きていく。私は今の日本や地域がどのよ
うな状況にあるか情報を集め何をすべきかを考え、最適な
パートナーと組みイノベーションを起こしていきたいと考
えています。
　しかし、世の中イノベーターだけではうまくいきませ
ん。イノベーターが起こした反応を組織化する能力を持っ
た人間も必要です。こういう人間が集まり互いに補完し合
いシステムを作ると、それがひとつの活動体になって動き
始め物事が進んでいきます。このような人間が地域内に
もっともっと出てきて協力しあうことで地域の活性化につ
ながると考えています。
　また、今は官民協働でお互いの強みを活かしていかなけ
れば世界のスピードについていけないと思います。東京精
密さんは優秀な人材が多くいらっしゃるので、そこを活か
して次のステージへ向かって欲しいと思っています。

　当社及び常陽産業研究所は、茨城県内外の製造業関連会
社様に計測センターにお集まりいただき、「航空機産業セミ
ナー」を開催しました。「航空機部品産業、及び宇宙関連産業
の現状と将来の展望」、「航空宇宙部品設計/製造への取り組
み」について専門家からお話しをいただき、その後各種計測
機器のご説明、計測センターの見学会を実施するなど、盛大
に終えることができました。
　今回のテーマは「航空機」でしたが、これからも、エネル
ギーや医療といった成長分野を取り上げ、お客様と意見交換
できる場を設けていきたいと考えています。

出典：常陽産研NEWS　2010年7月号抜粋

東京精密／常陽産業研究所
共同セミナー開催

土浦計測センター
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私たちは、電力会社様、電気工事会社様、電線メーカ様、鉄道会社様、その他産
業用のコネクタ関連の企業様に高品質のアプリケーションを提供し、多くのお客
様の信頼を得ております。今回、更なる品質向上のために、新たにＣＮＣ三次元
測定機を導入しました。今後益々高品質の要求が高まると思いますが、私達はこ
れからもお客様の要求に対して会社一丸となって取り組んで参ります。

更なる信頼と実績のパワーコンポーネンツへ

古河パワーコンポーネンツ株式会社 様

特集：ユーザーズインタビュー ②

日頃から ACCRETECH 製品をご愛用いただいている古河パワーコンポーネンツ株式会社様にお伺いし、雑談形式で製品の使い勝手、
今後に期待することを率直にお話いただきました。

Q・今回DuraMaxを導入していただいた経　   
　  緯をお聞かせください

松本：私達は電力用コネクタとそれを圧縮接続するため
の油圧工具を中心に生産を行っていますが、どの製品に
も高い寸法精度、加工精度が求められています。そのよ
うな製品や部品の検査を効率良く高い精度で行うに当
たっては、以前から三次元測定機の導入を望んでおりま
した。当初はRVF（手動機）を導入予定でしたが、人
的な時間節約も含めてCNC（自動機）であるDuraMax
の導入を決定しました。当社の製品は円柱形状のものが
多く、真円性や歪みなどを測定するうえでもCNC(自動
機)でないと難しいと理由もあります。その結果、当初
の計画予算を超えてしまいましたが、社長に直談判して
承認を得ました。

Q・他社さんも検討されたと思いますが、
　   一番の決め手をお聞かせください

松本：まずは、新規の設備ということですのでCNC測定で
スキャニングが可能なことソフトウェアを加えることで複
雑な形状測定なども簡単に測定できる。この測定機なら将
来も活躍できる場が出てくること、5～10年では陳腐化しな
いものと考えました。

Q・当初予定していた導入コストを超えてし  
　  まったというお話がありましたが、実  
　  際に使用されてコストに対して見合っ  
　  た対価はありましたか

松本：コストに見合った対価と聞かれると難しいところで
す。ただ、新しい設備を入れたときにうまく運用されない
事例があるという話を聞きます。そう言った意味ではほぼ
毎日使用しています。当社の検査というセクションには4人
在籍していますが、4人とも東京精密のトレーニングを受講
済みです。今年度も品質保証グループから2人受講を予定し
ています。

Q・実際に使用してみていかがですか

岩崎：当社の製品の中には破壊サンプルを作らなくては測
定ができないものがありますが、それが今回DuraMaxを導
入したことで破壊サンプルを作らずに測定できるようにな
りました。大変助かっています。

常務取締役　生産本部長 田辺　彰 様

生産本部　品質保証部
部長代理　松本　利宏 様

常務取締役　生産本部長
田辺　彰 様
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Q・岩崎さんは以前他社さんの三次元測定機を
　  使用していたということですが比べてみて
　  いかがですか

岩崎：コンパクトな測定機であり、更に本来なら電気以外
にエアーも必要ですがDuraMaxは電気のみで使用できるた
めすばらしいものであると感じています。

松本：100Vコンセント一つで設置できるというのは環境面
でのハードルは低いですね。

遠藤：私は他社の三次元測定機を使ったことはないので比
べることはできませんが、実際に使用して、非破壊で自動
測定できるので測定中にも他の検査が可能になり助かって
います。初めての部品の検査を行う場合は今までは投影機
やノギスを使用していましたが、そこに三次元測定機を加
えることで検査における測定精度の向上につながったと感
じています。

Q・導入前は破壊サンプルを作って検査してい
　  たのですか

松本：ゲージを当てて嵌合のチェックなどは可能でした
が、測定はできませんでした。

田辺：外側に加工がされている製品は特に問題ありません
でしたが、内側に加工がされているものが多いのでそう
いったものは検査できませんでした。またこれからは内側
に加工されている製品はより増える予定ですので活躍する
機会は増えてくると考えています。
　破壊サンプルを作るには時間もかかります。その後測定
していたのではかなりの手間です。それを考えても今回の
DuraMax導入の意味は大きいと思います。

松本：また、破壊サンプルでは円周上の1ラインしか測定が
できません。スキャニング可能な測定機だと円周上の複数
点を計測できるため高精度な検査が可能です。当社では円
周上で360個のデータを取り測定しています。導入以前にく
らべ360倍のデータをもって測定できていることになりま
す。

Q・破壊サンプルは作るのにどれくらい時間が
　  かかるものなのですか

岩崎：1ロットの検査で5個のサンプルを作るので1個5～6
分と考えて約30分はかかります。それが多いときには1日5
ロットくらいあります。

松本：その時間をかけた割には1ラインしか測定できないた
め測定精度と作業効率のバランスがよくありません。

Q・三次元測定機を導入してメリットはありましたか

松本：そうですね。当社では導入後何らかの形で測定機を
切れ目なく使用しています。非破壊でまた自動で測定でき
ることや、測定値をデータとして蓄積できるなどのメリッ

トがあると言えます。とにかく今はどんどん使っていくと
いう感じです。

Q・今後弊社に対するご意見やご要望はありますか

松本：まず一つはDuraMaxに自動温度補正機能があればい
いですね。あとは測定データがExcelにダイレクトに入って
行くと便利ですね。

Q・当社のサービス体制に関してはいかがですか

松本：サービスの方は非常に対応がよいと思います。日本
ではDuraMaxの1号機であり、導入して日が浅い段階でト
ラブルがでて不安な面もありましたが、早い対応をしてい
ただきありがたく思っています。トラブルが起きるのはい
いことではありませんが、トラブルが起きたことにより御
社のサービス体制が確認できたと今ではプラスに考えてい
ます。

今回導入された小型ＣＮＣ
三次元座標測定機
（DuraMax）

生産本部　品質保証部
検査グループ　岩崎　祥士 様

生産本部　品質保証部
検査グループ　遠藤　善博 様
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我々の立場は R&Dと生産現場の間に位置し、量産まで見越した品質・コストなどを
つくりあげて、それを量産工場へ渡していくことと位置づけています。
「量産に入った段階で、一切問題は出さない。」という考えのもと仕事を進めています。
量産工場で起こりうる問題は、下流の現場で修正を図ろうとするほど多くの労力を要
します。上流の段階で、問題となりうることを議論・解決しすることで、開発期間も
短縮され、資源節約にもつながるものと考えています。

技術・品質・コストも全てここで決まることが理想

日産自動車株式会社 様

パワートレイン生産技術本部
パワートレイン技術開発試作部統括・企画グループ　部長

特集：ユーザーズインタビュー ③

日頃から ACCRETECH 製品をご愛用いただいている日産自動車株式会社様にお伺いし、雑談形式で製品の使い勝手、
今後に期待することを率直にお話いただきました。

福神　健字郎 様

Q・パワートレイン生産技術本部での業務　　 
 内容を簡単に教えてください

福神：パワートレイン生産技術本部ではパワートレインの
生産に関する技術開発から、試作、量産ライン設計、量産
立上げまでを担当しています。その中で技術開発試作部と
いうのは、一番上流となる部署です。「こんなものを作っ
てほしい」「こんなことができないか」という設計者から
のアイディアに対し、実際にモノをつくりだすような、一
品モノ試作から、プロジェクトとして生産性を評価しなが
ら試作をし、開発部門に引き渡すことも大切な業務の一つ
となっています。
　以前、当部は開発部門にありました。その当時、開発
部門だけの中で製品スペックが決められていたことによ

り、量産移行時にスペックが量産に適してないなど、量
産間際で問題が発生し、業務の効率化の妨げとなってい
ました。そこで我々が生産側につくことで、開発部門に
対しては生産の立場からみた提案をし、生産に対しては
開発での課題を事前に明確化し、事前対応することが可
能になりました。
　ここまでお話してきた体制を当社では、量産と等質な条
件で試作することから「等質化」と呼んでいます。我々は
開発のときに試作をしていますが、試作の方法そのものを
量産と同じ方法で行います。それによって量産で起こりう
る課題を事前に明確にでき対策を講じることが可能になり
ます。そういう意味で「等質化」で試作を行うことになっ
ています。

Q・御社における測定機の役わりや位置づけに 
 ついて教えてください

福神：モノづくりは図面どおりに作るのが使命です。本当
に精度の高いモノづくりが出来ているかを確認する手段
として、測定機を使用しています。ノギスやマイクロメー
タ、極端に言えばモノサシなどでも測る必要があります。
　我々の製品は常に高精度を求められており、近年モノづ
くりの求められる精度が上がっています。それに伴い、測
定機にも非常に高い精度が要求されています。要求された
品質条件をを満たすため、より高い製品精度を確認する手

商品開発試作グループ
杉山　精一 様

第一試作課
辻　正治 様
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段として、測定機を導入しています。

田中：今迄はある測定範囲に入っていれば、良いモノとさ
れていましたが、それを追求していく上で、公差の上限品
と下限品を狙って作っていくことが重要になってきます。
それが品質の向上に繋がるわけですが、そのためにもきち
んと測ることが出来る測定機が必要と考えます。

Q・実際に当社の測定機を使ってみてた感想を 
 お聞かせください

辻：御社の「真円度測定機」、「三次元座標測定機」、
「表面粗さ・形状測定機」を以前より使用しています。そ
うですね、御社のハード面については満足しています。長
いもので30年近く使用しているものもありますが、いまだ
に現役で、精度も規格内です。やはり使う側としては、そ
こが品質を確保するうえで最も重要だと考えていますの
で、安心して使わせていただいています。

福神：やはりハードがしっかりしていて長い間使っても精
度がしっかりしていることは信頼できますね。

辻：正直な話し、ソフトについては、若干の不安を持って
います。
ソフトの不具合修正でのバージョンアップがほとんどない
ですよね。しかしながら、新製品が出たときには、しっか
りとこちらが要求した内容がソフトに反映されている点は
すばらしいと思います。
　今後は既存製品にもソフトのバージョンアップすること
をお考えいただくと、より満足する製品になるのではと期
待します。
　他には、例えば三次元座標測定機にある３Ｄのスキャニ
ングなどが、当社の現有設備では付けることができませ
ん。新規開発された計測機器が現有の機器に接続可能にな
り、古い機器にも対応可能となることを期待します。

Q・今後、東京精密に求めることは何ですか

福神：先にもお話しましたが、当社はモノをつくる上で
「等質化」を図っています。測定の面でも「等質化」を図
りたいと考えています。我々の所で、こういう測り方をす
れば製品の良し悪しを判断できるという基準を決め、量産
現場でも常に同じ測定が可能で、一定基準値以上の測定結
果が得られるような取り組みをしています。
　しかし、当社全てに同じ機種が入っているわけではあり
ませんし、他のメーカーさんの測定機もあります。その意
味でも測定の「等質化」ができるような仕組みを機械メー
カー側で作っていただけるとユーザーとしてはとても助か
ります。特に最近では、海外での生産も増えていますが、
測るという作業だけでも意見の相違が生じています。これ
ができると大変ありがたいことです。

田中：私も同感です。最近では他社さんで測ってきて問題
のなかったものが当社で測ってみると問題が生じることが
よくあります。この様な問題は計測技術が統一されている
と解決される話です。メーカー側に測定機の「等質化」が
あると、使う側としてはありがたいですね。

辻：それと、今の測定機は機能がとても多く取扱説明書だ
けでは使えないのが現状ですよね。取扱説明書をもっとわ
かりやすい内容にして頂けるとありがたいなと思います。

福神：理想を言えば説明書を読まなくても使えるくらいに
して欲しいですね。そして誰が測定しても同じ値が出るよ
うにしてくれると理想的です。

杉山：開発サイドから言うと、他社を含めて非接触に強い
ところがあまりない気がします。非接触で測ることが出来
ないために開発がなかなか前に進んでいかないこともあり
ます。一例ですが、試作ではシリンダーボアをボアゲージ
で測定します。その際ボアに縦線が入ってしまいますが、
設計からは縦線を入れないように測定して欲しいと要望さ
れています。非接触に対するニーズは確実に高まっている
ように思います。
　また、弊社ではシリンダーブロック、クランクシャフト
など、比較的大きいものを測ります。懐が大きく精度が高
い測定機があるとありがたいです。環境性能から様々な部
品の軽量化、フリクション低減が求められており、今後、
様々部品、大きな部品を測定する要求が高まっています。
新たな開発を期待します。

福神：最後に、当部署ではモノをつくると同時にデータを
作っています。そのデータで貢献するためには測定機の精
度がかなり重要になってくると思います。これからも東京
精密さんの製品に期待しています。

第一試作課
課長　田中　堅司 様

統括・企画グループ
部長　福神　健字郎 様
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JIMTOF2010 出品　新製品紹介

■ 汎用計測

ACCURA II シリーズは、電子プローブセンサーのバリエーションにより、３タイプをライン
ナップしています。用途に応じた機種サイズとプローブシステムをご選定できます。

モバイル型で、小型コンパクト設計。現場でも確認しやすい大きなカラー画面を搭載し、
ワークに合わせて駆動部を自由に付け替えることが可能です。

ACCURA II はカールツァィス製のブリッジ型三次元座標測定機の新製品で、
ACCURA/ACCURA-J の後継機となります。アクティブスキャニングプロー
ブやラインレーザー等の様々なプローブと組み合わせが可能で、高い拡張性を
誇るシリーズです。国内ではエネルギー業界、航空機業界、建機業界等が活況、
大型の測定機の引き合いが増えています。ACCURA II では門幅 2000mm の
ラインアップを用意、最大 800mm/s の駆動速度と併せ、大型ワークを効率
良く測定するのに最適な製品です。

粗さ計の小型シリーズを拡張し、これまで粗さ管理がされていない潜在ニーズを掘り起し
て粗さ測定を全世界で普及させる為に開発しました。コンパクトで手軽に使えるアンプに
するため、外観、形状、操作性については何度も見直しを行い、設計者泣かせの開発でし
たが、その甲斐あって練りに練ったデザイン、ソフトウェアとなりました。
また、このアンプはスキッドレス対
応の５０ｍｍ駆動部の他に従来のハ
ンディサーフの駆動部にも対応して
います。世界中のものづくり現場で
活躍してくれる一品です。

CNC三次元座標測定機

小型表面粗さ測定機

SURFCOM FLEX
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■ 自動計測

ATC振れ検出システムは、マシニングセンタ、アルミ高速切削加工時における切り粉噛み込み防
止策として、発売以来、沢山のユーザ様から不良が減ったあるいは工具寿命を適切に管理できるよ
うになったなどの反響をいただいている人気製品です。
今回の展示では、小型マシニングセンタ専用のシステムとして、簡単に取り付けができる専用キッ
トとして提供できることになりました。
また、機能面でも、小型マシニングセンタに適応した専用版としましたので、使い勝手が向上し
ています。今後、沢山のユーザ様に噛み込み検知による品質向上効果をご確認いただきたいと考
えています。

ATC 振れ検出システム

センタレス研削盤や大型円筒研削盤に使用される大径重量砥
石は、機外でのバランス修正作業が難しいため、バランシン
グをしないでそのまま使用される事例も見受けられます。ア
ンバランスな状態のままで研削すると、振れ振動が発生する
ため、研削面にうねりや粗さが発生し、品質に影響すること
が考えられます。この問題を解決するためオートバランサＡ
Ｂ－１０のラインナップに大容量バランスヘッドを追加しま
した。ＡＢ－１０を研削盤に装着することによって、砥石取
り付け後、約1分程度でサブミクロン台の振動値に抑えるこ
とができ、品質向上、省力化、安全性に効果を発揮します。
また、稼動中の研削盤に後付けすることも可能です。

大型研削盤用オートバランサ

複合加工機の増加に伴い、工作機械の補正（ピッチ誤差・バックラッシュ誤差）
と出荷規格検査（ISO230-2、VDI3441）において、角度補正作業の省力化を
希望される工作機械メーカ様が増えています。この角度割り出しシステムは、ロー
タリエンコーダとレーザ干渉計の組み合わせで、角度の補正から出荷検査までを
自動的に連続して行えるシステムとなっており、この度初めて商品化させました。
当社推定ですが、従来比１／３の時間で角度検査作業を終わらせることができま
す。省力化、高精度化に貢献できるシステムです。

角度割り出しシステム
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株式会社東京精密 (ACCRETECH)
計測機器取扱営業所

株式会社東精エンジニアリング
計測サービスステーション

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

長野営業所 （0266）21-1089

厚木出張所 （046）229-2448

本社 （029）830-1888 浜松営業所 （053）460-9260

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

広島営業所 （082）291-8501

福岡駐在所 （092）713-2155

九州出張所 （096）383-2788

名古屋営業所（0561）32-8501

浜松営業所 （053）460-7131

北陸営業所 （076）422-6756

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

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 （0266）23-0595

新潟営業所 （0256）97-4665

編集後記

株式会社東京精密　広報・IR

「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５号を発刊しました。社外の方に当社製品について率直な意見を伺うことができました。今回、株式会社常陽産
業研究所様には次世代産業を担うのは「地域の活性化と人材ネットワーク」が不可欠と熱い思いを語って頂きました。古河パワーコンポーネンツ株式会社様には、日本でのＤｕｒａＭａｘ１号
機購入についてのお話を頂き、これが弾みとなり当社の販拡につながりました。日産自動車株式会社様には、ものづくりをおこなう上で「等質化」と言う言葉を教えて頂きました。有難う御
座います。今回皆様から頂いた内容を今後の製品開発に生かして行きたいと思います。第５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。

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。

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　　御堂筋線「江坂駅」から徒歩約 5 分

名古屋ショールーム

連絡先（名古屋営業所）
〒470-0213　愛知県みよし市打越町新池浦 96
TEL ： （0561）32-8501
FAX ： （0561）32-8618
■交通のご案内
1. 電車 名鉄豊田線「黒笹駅」からタクシーで約 10 分
2. 電車・バス 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
3. 車 東名高速「東名三好 IC」下車　約 5 分（約 3km）

連絡先（土浦工場）
〒300-0006　茨城県土浦市東中貫町 4
TEL ： （029）831-1234
FAX ： （029）831-4453
■交通のご案内
1. 車 常磐自動車道「土浦北 IC」より約 10 分（約 4km）
2. 電車・タクシー 常磐線「土浦駅」下車　タクシー約 13 分（約 6km）
 常磐線「神立駅」下車　タクシー約 7 分（約 3km）

連絡先（土浦 場）

計測センター


