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ごあいさつ

お客様の「グローバル化」に積極対応
近年、国内のモノづくりが急速にグローバル化してきています。超円高や
不安定な電力事情をはじめとする所謂六重苦ともいわれている日本の産業が
置かれている環境を背景に、モノづくり産業の海外シフトが加速しています。
長引く債務問題による欧州経済の停滞は、中国をはじめとするアジア諸国にも
影響しはじめていますが、変わらない円高の流れや変遷する消費市場などによ
り、生産の海外シフトはこれからも続くと思われます。
このような中で、現在、海外でのトレーサビリティをはじめ品質の安定化
が重要なポイントとなっており、海外での計測ニーズは益々高まっています。
また、日本での試作品とのデータ相関や日本からの品質確認などでも海外の生
産拠点との計測データネットワークが必要となってきています。
一方で国内のモノづくりは、海外生産の難しい高精度部品や複合部品、信頼
性の必要な耐久性に優れた部品など、高付加価値なモノづくりへのシフトが進
んでいます。また、徹底した自動化対応も方向の一つです。
こうした変化するモノづくり産業において、私たち東京精密は、お客様が日
頃感じている計測でのさまざまなお悩みやご相談を一緒になって解決してい
きたいと考えております。
当社は、お客様のニーズに沿った製品開発を心掛けています。特にグローバ
ル化に対応するべくすべての測定機が多言語化に対応しています。また、製
品の操作性は高機能と効率 UP の両立を目指し、より高度な解析、より高精
度な測定においても、世界中の誰もが簡単に操作できる製品になっています。
データの互換性については、ネットワークによる情報の共有化を推進してお
り、例えば三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度・円筒形状
測定機は、すべての測定・解析の作業がドキュメント（測定結果シート）上
で操作でき、データや情報も関連付けて保存格納できるので、一枚の検査シー
トにまとめることが可能です。さらに、非接触測定技術により今まで測定でき
なかった部品や飛躍的な効率化への対応など、新たな測定技術への挑戦も怠り
ません。
また、サポート体制については、世界中何処にいても国内と同じ情報とサー
ビスを受けることができます。製品のトレーニング、メンテナンスなどのサ
ポート体制も充実しており、皆様には、安心して当社の測定機をお使いいただ
けると思います。
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産業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。
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株式会社東京精密
代表取締役
計測社 執行役員社長

吉田

均

汎用計測機器

新製品紹介

■小型 CNC 三次元座標測定機

設置場所を選ばないコンパクト設計で、中小型の機械加
工部品の測定に適した小型ＣＮＣ三次元座標測定機

ｍｊ
ｕは、当社従来機に比べ、設置面積を約４０％
削減し、クラス最小レベルのフットプリントを実現
しました。パソコンなどのデータ処理装置が本体
と一体となっており、設置場所を選ばないコンパク
ト設計です。また、高剛性特殊リニアガイドと、実
績・定評のあるエアベアリングを併用したＨｙｂｒ
ｉ
ｄ
Ｇｕ
ｉ
ｄｅ Ｔｅｃｈｎｏ
ｌ
ｏｇｙを搭載し、安定した測定精
度の維持と省エネルギー化を実現しました。エア
消費量も当社従来機の約７５％に削減し、測定機
のためのエア増圧も不要です。
ｍｊ
ｕは、手狭な設置環境下での使用を可能にす
ると共に、工場のコストリダクションにも大いに貢
献する三次元座標測定機です。

■検出器回転型 CNC 真円度・円筒形状測定機

ダウンサイジングに伴う中小型エンジン部品に対応する
クラス最高精度の世界標準モデル

ＲＯＮＤＣＯＭ７３Ａは、コンパクト設計でありながらワンランク上の測定精度を実現し、シ
リンダブロックやクランクシャフトなど、高精度で大型の自動車部品の測定に最適な検出
器回転型のＣＮＣ真円度・円筒形状測定機です。回転精度・Ｚ軸真直度精度・Ｚ軸平行度精度
は、それぞれクラス最高を実現。外観はコンパクトな設計にもかかわらず、当社従来機を上
回る測定範囲を確保しています。さらに、安全機構やＣＮＣ機能の標準搭載、必要なエア圧
力の大幅低減、
ご要望に応じた特別仕様の設計対応など、あらゆる面からお客様にご満足
いただける製品に仕上がりました。
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汎用計測機器

新製品紹介

■ CNC 三次元座標測定機

小型、超高精度のＣＮＣ三次元座標測定機

ＭＩＣＵＲＡは、カールツァイス製のブリッジ型三次元測定機の中で最も小
さいフットプリントとクラス最大の測定範囲を両立しました。また、アクティ
ブスキャニングプローブ VAST XT gold を標準搭載し、非常に高い測定
精度を実現しています。人口関節等の医療用機器、歯車、
レンズ等の光学部
品をはじめ、超高精度測定が要求されるさまざまなアプリケーションに対応
します。
ＭＩＣＵＲＡは、コンパクトクラスの新基準となる小型、超高精度の三次元測
定機です。

■テーブル回転型真円度測定機

小型・軽量 真円度測定機

RONDCOM TOUCHは、円筒度測定が可能な小型
真円度測定機です。Blue Tooth対応のタブレットPC
を採用することで超簡単操作を実現しています。さら
に、ご好評いただいているACCTeeプログラムも搭載
しています。また、移動式コラムを採用したことで、複
雑形状のワークでも容易に測定ポジションの確定が可
能になりました。
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■ CNC 三次元座標測定機

測定スループットを大幅に向上する三次元座標測定機

ザイザックス AGILは、5軸同時制御により測定
時間を大幅に短縮することで測定の生産性をアッ
プさせることを実現した三次元座標測定機です。
高速タッチプロービングにより測定時間を短縮し、
さらに、PH20の無段階の位置決め機能により最
適な角度姿勢が得られ、最小限のスタイラス交換
で測定が可能になりました。

■表面粗さ・輪郭形状測定機

表面粗さ・輪郭形状 統合測定機

SURFCOM Nexは、ひとつの検出器で表面粗さと輪郭形状を
測定できる世界最高水準の高精度ハイブリッド検出器を搭載した
統合型 表面粗さ・輪郭形状測定機です。アナログ技術とデジタル
技術を融合したマルチセンシング技術を確立し、グローバル化に
対応しています。また、高精度低振動のリニアモータを搭載したこ
とで長時間の精度維持が可能になりました。

■ CNC 三次元座標測定機

東京精密とカールツァイスの技術を融合した三次元座標測定機

ザイザックスFUSION NEXは、東京精密とカール
ツァイスの技術を融合した、スキャニング測定の有効性
をバックアップする三次元座標測定機です。測定力を常
に一定に保ち、ワーク面に直角に測定圧をかけるアク
ティブスキャニングプローブ VAST XTを搭載したこと
で、さらなる高精度機に進化しました。
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自動計測機器

新製品紹介

ご好評いただいている、ＡＴＣ振れ検出システムにつきまして、新製品、および仕様改良した製品を、
JIMTOF2012 にて発表いたします。

■組み込み型・非接触センサ

アルミ高速切削加工監視装置

ＡＴＣ振れ検出システム
表示ユニット
常設タイプの専用表示ユニットを用意しました。
● PCを生産現場へ持ち込む必要がありません。
● カラー液晶表示、
タッチパネルにより、直感的な操作が可能です。
● USBメモリへのデータ保存が可能です。
● ATC振れ検出システム付属のWindowsアプリケーションと同等の
操作が可能です。

センサケーブル10m
センサケーブルの長さを10mにしました。
● 大型や多軸マシニングセンター、
複合加工機への設置が容易です。
● 設置性、
メンテナンス性が大幅に向上します。
● 従来型の上位互換です。
従来型からの乗せ換えが容易です。

小型マシニングセンタへの搭載
JIMTOFでは、2台の小型マシニングセンタへ
の設置事例を展示します（取付け、施工は当社
実施）。
最近では、海外工場における設置要望が多く、
中国、東南アジア、インドなど、世界中で対応し
ています。
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新興国市場向け

新製品紹介

海外工場では、現地オペレータが測定機の取り扱いに慣れていない場合が多く見受けられるため、
「簡単に扱え
る測定機」
、
「セット変更が簡単な測定機」
、
「故障しにくい測定機」の要求が高まっています。このような要求に応
えた新製品を JIMTOF2012 にて発表いたします。

■ポストプロセス専用

ＭＩＮＩＣＯＭ－Ｘ
言語対応
６ヶ国語（英語・日本語・中国語・韓国語・タイ語・
インドネシア語）

簡易操作
とにかく簡単。スマートフォンのように誰でも
簡単に操作できます。

データ保存
USBメモリにデータ保存、各種条件も保存で
きるので、段取り換えが容易です。

アプリケーション
A/E 変換機を介してエアジェットで内径測定、
外径、段差など３ランク、
５ランクの表示が可
能です。

■ペンシル型高精度デジタルゲージ

PHA シリーズ
段換え時にゲージ調整不要
PHA-１３であれば、測定範囲13mm、精度サブミクロン。型番違いの
ワーク測定時でも、ゲージの調整は不要です。

高精度
小型ながら、高精度光学スケールを内蔵しています。すべり軸受の採用に
より、ボール軸受型に共通する突然のデータとび現象を防止しています。

小型・省スペース
ペンシル型（最大径φ１０）
により隣接した多点測定が可能です。

防水対応
防水型のPHA-13W、PHA-26W はIP67です。

耐久性
すべり軸受の採用により優れた耐久性を実現しました。

表示部
MINICOM-X のデジタル型MINICOM-XD と接続することで、段換え不
要、高精度、簡単操作を低価格で実現しました。

7

特集：ユーザーズインタビュー ①

高い精度と作業の効率化が求められる試作品の制作現場で、
ACCRETECH の円筒形状測定機や三次元座標測定機を導入してくださっている
株式会社 ケーヒン様に、製品に対する感想や要望について伺いました。

株式会社 ケーヒン 様
会社紹介

本田技研工業 株式会社をはじめ、国内外の主要二輪メーカーや四輪メーカーに製品を供
給する総合システムメーカー。昭和 31 年の創業以来、確かな品質で多くのカスタマー
の信頼を得て今日に至っている。主要製品は燃料供給系やトランスミッション系部品、
またカーエアコン関連からガソリンやハイブリッド車用の電子制御系関連など多岐にわ
たり、キャブレターメーカーとして世界トップクラスのシェアを持つ。「小さな部品が世
界を変える」をスローガンに、常に新しい価値を創造するモノづくりに挑戦している。
本社：〒 163-0539 東京都新宿区西新宿 1-26-2
角田開発センター：〒 981-1505 宮城県角田市角田字流 197-1
http://www.keihin-corp.co.jp/

高精度の測定機器を通して、私たちの業務に貢献してくれている
Q

生産本部 生産技術第一部 試作二課では、
どのような業務が行われているのでしょうか

Q

測定用機器を導入される際には、
主にどのような点について検討されますか

毛藤： 開発部門が考案したアイデアを、具体的なひとつの形に

毛藤： どこの会社も同

するのが我々の仕事で、エンジン関係の補機類であるポンプや

じだと思いますが、まず

フューエルインジェクション、スロットルボディーやエアコンのコン

は 導 入 を 予 定して いる

プレッサーなどの試作品を作っています。開発しながら作ってい

機種が、当方の予算枠に

く作業が多いため、多種多様なスペックやさまざまな形状の試作

収まっているかどうかと

品を手がける点が特長です。最近はグローバルな部品調達が増

いう点について検討しま

えたことから、海外拠点における開発・試作の仕事も増え、それに

す。次に開発に携わる仕

したがって海外で技術指導に当たることや、作業に協力すること

事ですので、測定精度の

も増えてきました。また、それとは別に海外で試作された製品を

高さだけではなく、さま

当センターに持ち帰り解析する仕事も増えつつあります。

ざまな形状やレイアウト
の部品についても、容易
に測 定 できる汎 用 性 の
高さが要求されます。こ
の点が量産部門と試作部門で異なるところです。

Q

製品導入後の感想についてお聞かせください

毛藤： 東京精密とは長いお付き合いで、CNC真円度・円筒形状
測定機などを使用していますが、必要にして十分な性能が確保さ
れ、ラインアップも充実していることから、期待通りの効果が得ら
れています。随分前になりますが、初めてCNC真円度・円筒形状
測定機を導入した時は、それまで悩みの種だった回転テーブル上
の芯出しや、測定ワークの傾きによる傾斜補正などに要する時間
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ケーヒン 生産本部
生産技術第一部 試作二課

毛藤 淳

様

30ミリ程度になります。また最近の傾向として、性能は現状を維
持し、その上でダウンサイズ化やコストダウンが求められるように
なってきました。その意味から考えると、私たちやサプライヤーに
とっても、導入しやすい小型・高精度、費用対効果に優れた設備の
ラインアップが期待されます。
また、グローバル供給に際して、私たちは世界のどこでも日本と同
じ条件で測定したいと考えています。ところが現実には搭載ソフ
トの相違や言語の違いによって、スムーズに事が進まなかったり
測定内容が若干異なったりすることもあります。中でも操作系に
表示される言語については、さらなるマルチ化や使いやすさを追
求してもらえると助かります。
メンテナンスやサポート体制については、昨年の3月11日（金）
に起きた東日本大震災において、東京精密の素早いサポートが、
が大きく短縮され、誰が測っても同じように精度の高い結果が得

我々を随分と助けてくれました。震災翌日には、当方から要請が

られることに感心しました。それ以外に、私が予想していなかった

入る前に被災状況の確認に訪れ、設備復旧の手配を行い、14日

こととして、自動的に測定されることにより、自動運転中の空いた

（月）
には設備が使えるまでに復旧していただきました。

時間を他の仕事に活用でるので測定作業全体の効率が大きく向

今後の要望ということでは、海外においても日本同様のメンテナ

上したことが強く印象に残っています（しかし、搭載されている解

ンスや測定サポート環境の充実化と、日本においては測定オペ

析オプションのなかには、製造開発の現場ではあまり必要とされ

レーターの指導教育のため通常の講習会だけでなく、当方に赴き

ない物も多くありました）。

日常的に使用している機器を用いた指導教育にご協力いただけ

私たちが作っているものは試作品ですが、お客様の試作車にも

ればと考えています。

搭載されさまざまな試験と評価を行います。そういう意味で、精
度の高い製品をいかに早く納入できるかは量産を獲得する上で
大きなポイントとなるので、東京精密は高精度の測定機器を通し
て、私たちの業務に貢献してくれていると思います。

Q

計測機器について、また東京精密に対して
期待することはございますか

毛藤： 現在の計測機器は、精度にしてもスピードにしても完成
度が高く、十分満足のいくレベルにあると思っています。しかしそ
の一方で、もっと機種選択の幅が広がればよいと感じているのも
事実です。その理由として、高精度測定機は測定範囲の大きいも

東京精密より、対談を終えて

のが多いですが、インジェクターに用いる小さな製品を測定する

試作品作りは量産品作りとは異なる要望があることや、小

場合や、当社に部品を納入しているサプライヤーが部品を測定す

型化対応や、海外展開を念頭に置いた製品開発の重要性に

る時などは、要求精度は高くても小さな測定範囲で十分です。今

ついて貴重なご意見をいただきました。迅速に対応してい

は精度という観点で選ぶと、東京精密の真円度・円柱測定機の場

きたいと思っています。

合、65とか60になりますが、単品測定に必要なサイズは20とか
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特集：ユーザーズインタビュー ②

冷間圧造工具を鋼材切り出しからコーティング処理まで一貫生産・販売する総合メーカー。
精度の高い金型作りを支える ACCRETECH 製品を導入してくださっている
三豊機工 株式会社様に、製品に対する感想や要望について伺いました。

三豊機工 株式会社

様

会社紹介

冷間圧造工具の製造から販売までを手掛ける総合メーカーで、材料の切断から荒加工、熱処理、研磨、最
終仕上げ、コーティングに至るまでの一貫生産を行い、ほぼすべてのタイプの圧造工具に対応できる日本
でも数少ない会社である。昭和 56 年に開発された DoubleHex は６ピース構造をもつ独特の金型で、三
豊機工飛躍の原動力となった製品として知られている。このようなオリジナリティーと高品質を追求するオ
ンリーワン企業、それが三豊機工である。
本社：〒 486-0816 愛知県春日井市東野新町 1-14
鹿児島工場：〒 897-0202 鹿児島県南九州市川辺町清水 1542-1
http://www.mitsutoyo.co.jp/

本社

先行投資が特長あるモノづくりを支える
Q

貴社の特長についてお聞かせください

舟橋： 冷間圧造工具を製造から販売まで一貫して手掛けること
も特長ですが、それだけでなく自動車や建築関係のような大きな
ボルト・ナット工具から、時計や眼鏡、パソコンに用いるようなマイ
クロネジ用のものまで、幅広く工具を製造できるのも当社の特長
といえます。また顧客からのニーズを積極的に具現化するのも当
社の特長で、昭和56年に開発し特許を取得したDouble Hexが
その典型です。これは割れにくく長持ちする金型が欲しいといと
いう顧客の声にお応えした製品で、6ピースの等脚台形から構成
されています。つまり最初から分割されているので割れにくい、
と

種製品を含めて業界ではDouble Hexと呼称されるほど知名度

いう逆転の発想から生まれたものです。特許が切れた今でも、同

の高い製品です。

Q

測定用機器を導入される際には、
主にどのような点について検討されますか

舟橋： 私はイニシャルコストよりもトータルコストを評価基準に
しますので、測定機が多少高くても、機能の充実であるとか当社
へのマッチング、またアフターフォローの良し悪しなどを重視し
て導入を決めています。営業担当者とのコミュニケーションも重
視し、当社についてどこまで把握・理解していただけるか、という
点も採用の可否につながることがあります。東京精密とは30年
近いお付き合いで、最初の形状測定機は、プロッターで描くＸＹレ
コーダの導入に始まり、現在は、パソコンの解析機能を搭載した
形状測定機を9台、また三次元測定機PRISMO5やDuraMaxな
ども導入しています。
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三豊機工 代表取締役

舟橋 佳孝

様

鹿児島工場

Q

製品導入後の感想についてお聞かせください

舟橋： 検査用測定機器の導入によって、当社の技術力が向上し
ました。昔のようにペンとドラフターを用いていた時代は、極端な
話、製品を図面に合わせてしまうこともできました。ところが今の
ようなパソコンによる解析の時代になると、解析の精度が非常に
高いので、製造現場は否応なくその精度に対応しなければなりま
せん。それで結果的に自然と技術が向上するのです。また、検査
の基準を一番高い品質を要求してくる顧客のところに合わせます
ので、不良率も自然と減りました。東京精密の測定機を導入した
ことによる予想外の効果としては、各工程に必要とされる測定機
を設置したことで、社員の品質に対する考え方が「検査に任せる

高い精度で測定できるような機器を充実してもらえるとありが

だけでなく自分も責任を持つ」というように変わってきたことが挙

たいですね。同じような需要はあると思います。東京精密にはア

げられます。金型製造の仕事は、作る人ひとりひとりのモチベー

フターフォローも含め熱心に対応していただいておりますが、欲

ションによって左右されますので、これはとても重要な点だと思

をいえば、機器の入れ替えや修理に際して、当社の現場の不満を

います。

もっと吸い上げて、それに対応するような提案をしていただける

Q

計測機器について、また東京精密に対して
期待することはございますか

と助かります。金型製造の技術は、機械の進歩によって大きく向
上しました。しかしその一方で、人から人へと技術の伝承が必要
な部分もありまして、当社が求めるような品質の製品は、今のとこ

舟橋： 当社では自動車用からパソコン用まで、あらゆるボルト・

ろ海外で作るのは難しいと思っています。それを示すように、海外

ナット用の工具を製造しています。メガネや携帯電話用のネジの

から当社に取引を依頼してくる会社は「高品質が要求されるケー

ように細かい製品では、穴径がφ1.0というケースもあり、このよ

スは三豊に依頼する」といっています。使ってみて費用対効果を

うな大きさになると測定自体が難しくなります。また世の中の風

考えるのでしょう。値段が高くても指名買いしてくれます。そうい

潮として、どんどん物が小型化する傾向にあるため、小さな物も

う意味で、精度の高い当社の製品作りには、東京精密の計測機
器が貢献していると思います。品質とは作る人の想いから生まれ
る、私はそう考えていますから、これからも従業員一同、モチベー
ションの向上を図りながら品質の追及に努めていきます。

東京精密より、対談を終えて
品質の高い独創的な製品を生み出すために、必要とあれば
十分な先行投資をして、ひとつ上を行く製品作りに還元す
る。そんなモノづくりの原点について、大切さを教えていた
だきました。
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特集：ユーザーズインタビュー ③

光学結晶の研磨から航空機産業まで、超精密研磨加工の世界で
一貫生産を推し進める株式会社 クリスタル光学様に、
その精度の高い製品群を支える ACCRETECH 製品に対する感想や要望について伺いました。

株式会社 クリスタル光学 様
会社紹介

株式会社 クリスタル光学は、光学結晶の精密研磨会社として 1985 年に設立され、
その高度な技術力を武器に、新素材や一般素材に至るまで超精密研磨加工に挑戦し
てきた。そして現在はマシニング・超精密切削、研削、研磨、測定に至るまで一貫
生産を行いながら、環境保全、航空・宇宙、分析、半導体、液晶、光学関係と幅広
い分野に挑戦し、日本の最先端産業を支えている。
本社工場：〒 520-0241 滋賀県大津市今堅田 3-4-25
京都工場：〒 622-0021 京都府南丹市園部町瓜生野京都新光悦村 47
http://www.crystal-opt.co.jp/

超精密研磨加工を武器に光学結晶から航空機産業まで
からです。それだけに製品を作るための機器と同じように、検査の
ための機器についても十分吟味した上で導入しています。

Q

測定用機器を導入される際には、
主にどのような点について検討されますか

桐野： 東京精密の測定機は複数導入していますが、私はこれら
の機器を選定するに当たり、機器の優劣に加え、人間的なつなが
りをとても重視するようにしています。そういう意味で、東京精密
とは今までのお付き合いを通して、
しっかりとした信頼関係がで
きており、誠意のある会社という印象が強いですね。最近導入し
たカールツァイスＭＭＺ-Ｇに際しては、世界に3台しかないうちの
1台だけに大いに期待しましたが、それだけではなく、東京精密と
カールツァイスというブランドに対する信頼も導入の動機づけに
なったことは否めません。

Q
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クリスタル光学のモノづくりに対するお考えと
測定に対するお考えをお聞かせください

Q

製品導入後の感想についてお聞かせください

桐野： 超精密研磨加工の世界では、精度の良し悪しがすべてに

桐野： カールツァイスＭＭＺ-Ｇを導入して一番に感じたのは、顧

おいて優先されます。たとえ見た目が非常に美しい製品であって

客が寄せる信頼感に違いが出てきたということです。この機器を

も、
ミクロンの単位、時にはナノの単位における精度が問題になる

持っているのなら信頼できる。そういう反応が感じられるようにな

こともあります。それだけに、当社では最終工程だけでなく製造

りました。また将来性のある事業として、航空機産業への参画を

工程における中間測定も行うなど、十分な製品精度が確保できる

開始できたのも大型の三次元測定機があったからだと思ってい

ように注意を払っています。一貫生産を行っているのも、設備投

ます。

資の面にかかる費用などは不利かもしれませんが、一次加工会社

「常に自分と時代の一歩先を見つめる」という社訓どおり、今まで

から仕入れ、当社で二次・三次加工をしていると、納期的な問題や

も液晶や半導体など、世の中の動きより一歩先に参入して成功を

価格的な問題だけでなく、精度的な問題も生じかねないと考えた

収めてきました。またその一方では、いくら挑んでも精度が出せ

クリスタル光学 代表取締役社長

桐野 茂

様

ないというケースを経験したこともありました。そういうときでも

術者になれ」といっています。職人は１つのものにはすばらしい技

測定したデータを顧客に示し、
「ここがへこんでいます」、
「ここが

術を持っていますが、それ以外の分野は不得手というケースが多

ぶれています」と、お話しすることで、精度は出せなくても顧客が

く、やはり自ら作ったものを自ら測定し、評価しながら技術を向上

データを把握できるようにすれば、最終製品化する時に対処でき

させていくことが必要でしょう。次にはもっと上のレベルを目指そ

ます。一応の合格ラインだから大丈夫だと納品してしまうのでは

う。その繰り返しが技術を向上させ、日本のモノづくりを支えてい

なく、さらなる誤差についてデータで提示できるのは、精密な測

くと信じています。

定機を持っているメリットだと思っています。今、我々は航空宇宙
機器の関連部品を製造する工場としての規格の認証取得に向け
た取り組みをしており、来春には認証取得の予定です。より付加
価値の高いモノづくりをさらに進めていこうと考えています。

Q

計測機器について、また東京精密に対して
期待することはございますか

桐野： 我々の製品は磨き上げたものです。したがって少しの傷
もつけたくはありません。そこで球面でも精度を高く測定できる

Q

海外展開については、どのようにお考えでしょうか

非接触型の機器があったらよいと思います。また持ち運びができ
て、機械の上でも高精度に測定できる簡易型の測定機があると便

桐野： 今後は、付加価値の高い製品は国内生産、標準的なもの

利でしょう。東京精密のサービスやメンテナンスについては満足

は海外生産という流れになっていくと思います。それだけに、い

していますが、欲をいえば関西における拠点をもう少し充実して

いものを作るという意味で、若い人には「職人になるな、優れた技

もらえるとありがたいですね。

東京精密より、対談を終えて
精度の裏付けとなる検査の重要性を改めて実感することが
できました。光学結晶から航空・宇宙産業まで、扱う製品の
幅広さには驚きましたが、その根本にある技術は同じという
のも興味深いことでした。
京都工場全景／写真提供 京都府
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特集：ユーザーズインタビュー ④

県内の産業育成を目的に設立された島根県産業技術センター様をお尋ねし、
ACCRETECH 製品を導入してくださっている生産技術グループに、
製品に対する感想や要望などについて伺いました。

島根県産業技術センター 様
センター紹介

島根県の産業育成のために設立されたセンターで、新産業創出のための先導
的な研究開発や、産業力向上のために既存産業への技術的な支援を行ってい
る。現在は 15 のチームで構成されており、企業からの技術相談、共同・受
託研究、依頼試験・分析、技術者養成などを通して、企業と一体となった製
品開発、技術力の向上をサポートしている。
〒 690-0816 島根県松江市北陵町 1
http://www.shimane-iit.jp/

研究開発から産業力向上まで、県内企業の育成とサポートを推し進める
Q
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生産技術グループの業務について

Q

お聞かせください

機器の評価ポイントについてのお考えは？

古屋： 主に機械金属関連の製造業に対し、生産技術に関する支

古屋： 一般的にカ

援を行っています。その中で私と中澤は切削加工を柱とした機械

タ ロ グ で 謳って い

加工分野の企業を担当していますが、他にも鋳造技術や金属分

る精 度が、どのくら

析などを担当する者もいます。特殊鋼や鋳鉄といった素材関連

い 安 定 的 に供 給 で

産業の集積があるのも本県産業の特徴です。当グル―プは、金属

きるの か 、どのくら

およびそれに起因した製品の製造方法・品質管理に関する支援を

い 信 頼 性 が あるの

行っているセクションだと思ってください。業務としては主に2つ

かということがポイ

ありまして、
１つは研究開発、もう１つは依頼測定や機器開放など

ントになると思いま

を通じた技術支援業務です。依頼測定では企業から持ち込まれた

す。また当センター

製品を職員が測定し、その結果に応じた成績書を発行します。機

のように、特定のサ

器開放では、より信頼性の高い機器を実際に使っていただくこと

ンプルを大量に繰り

で精密測定の重要性を深く知る機会を提供しています。東京精密

返し測るのではなく、いろいろな種類の形状のサンプルを測定す

とは、カー ルツァ

るようなケースでは、ある程度の融通性を持たせた上での精度も

イスの 三 次 元 測

必要になります。

定機導入をきっか

中澤： 現在使用している三次元測定機については、クリックやド

けにお 付き合 い

ロップをする際に感覚的に操作できる点が印象的ですし、出てく

するようになりま

る数字も安定しているように思います。特に新しいソフトにバー

した 。現 在 で は 、

ジョンアップしたことで、
ＣＡＤ操作がさらにイメージ的に使えるよ

他 部 署にも 装 置

うになり、今まで以上に直感的で使いやすくなっています。視覚的

を 導 入し て い ま

に確認できるという点も操作する立場からすると非常に重要なポ

す。

イントになります。

島根県産業技術センター 主任研究員

島根県産業技術センター 主任研究員

様

様

中澤 耕一郎

古屋 諭

思います。現場の人であっても、まだ関心が高いとはいえない面
もあります。
中澤： 当センターには、簡単には測れないものが持ち込まれる
ケースが多く、より信頼性の高い評価をするために頭を使いま
す。例えば薄物のサンプルや樹脂成型品などの測定では、測定時
の触圧が強すぎると変形してしまい、弱すぎてもデータが安定し
ないため試行錯誤を繰り返すことになります。こういったノウハウ
の部分をソフト側からアドバイスしてくれたり、最適なパラメータ
を探索してくれる機能があるといいですね。
古屋： 東京精密に対する要望としては、ユーザー以外の人も含
め、当地でも計測に関する最新技術の研修を受けられるようにし
ていただけると大変に助かります。そうすることで、測定の重要性
を啓発することにもなりますし、基本知識の普及も兼ねられるの
ではないでしょうか。
中澤： 当センターでも、品質に関する高い意識を持っていただく
ため、モデル形状を何社かの県内企業で加工し、加工精度にどの
ような差が出るのかを試す取組みを行っています。今後は計測器
メーカーも含めた連携を通じ、国内の技術向上につながる取組み

Q

高性能機を導入したことによる

ができればいいですね。

予想外の効果は？

中澤： ハイエンド機がある当センターの性格上、各企業ができな
いことを引き受けたり、
ここでしかできないことについて企業から
依頼されたりします。したがって、今、各企業が何に悩んでいるの
かを県として把握できるのは重要なことだと思います。最先端を
知ることも重要ですが、むしろ県として、また支援機関としては、
企業の悩みを知ることの方が大切ではないでしょうか。
古屋： 三次元測定を依頼してくる企業の多くは、すでに自社で三
次元測定機を所有しているケースが多かったのは意外でした。自
社の機器の精度を確かめるという意味もあって、当センターに依
頼されるようです。レベルの高い精度を要求された場合、自社の
測定機のデータでは心配というようなケースも多いようです。

Q

計測測定機器について、また東京精密に対して
期待することはございますか

古屋： 測定機に対する要望の前に、計測や幾何公差の評価に対

東京精密より、対談を終えて
さまざまな形状、さまざまな素材からできた製品の測定を
依頼されるため、それに対応する苦労が窺えました。さらに
便利で使いやすい測定機の開発に取り組みたいと思ってい
ます。

する認識について、もっとたくさんの方に知っていただきたいと
15

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。

計測センター
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
2. 電車・タクシー

常磐自動車道「土浦北 IC」下車 約 10 分（約 4km）
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 10 分（約 3km）

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. 車
2. 電車
３. 電車・バス

東名高速「東名三好 IC」下車

約 5 分（約 3km）

名鉄豊田線「黒笹駅」下車 タクシー約 10 分
地下鉄鶴舞線「赤池駅」
より名鉄バス
（豊田市行）乗車・
「三好高峰」下車 徒歩約 1 分

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
1. 電車

株式会社東京精密 (ACCRETECH)
（022）224-0121

浜松営業所

1 番出口「北口」
より徒歩約 5 分

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

地下鉄御堂筋線「江坂駅」下車

計測サービスステーション
（053）460-7131

本社

（029）830-1888

浜松営業所

（053）460-9260

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

名古屋事業所（0561）32-3601

埼玉営業所

（048）667-8583

北陸営業所

（076）422-6755

太田営業所

（0276）48-5221

北陸出張所

（076）422-6401

東京営業所

（042）642-0186

大阪営業所

（06）6821-0221

さいたま営業所（048）669-0055

大阪営業所

（06）6821-0231

厚木営業所

（046）229-7031

姫路営業所

（079）222-5480

東京営業所

（042）631-9757

広島営業所

（082）291-8501

長野営業所

（0266）23-0595

広島営業所

（082）293-5660

厚木出張所

（046）229-2448

福岡駐在所

（092）713-2155

新潟営業所

（0256）97-4665

九州営業所

（092）737-1821

長野出張所

（0266）21-1089

九州出張所

（096）383-2788
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