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ごあいさつ

東京精密は、
これまで培ってきたコアテクノロジーに基づき、
世界 No.1商品を継続的に市場に投入していきます。
東京精密は、精密計測機器と半導体製造装置メーカーとして精密位置決め技術、精密測定
技術をバックボーンにマシンコントロールゲージ、表面粗さ測定機、ウェーハプロービングマシン
などの装置を市場に提供してきました。今後、東京精密は、これまで培ってきたこれらのコア・
テクノロジーに基づき、世界 No.1の新商品を続々と市場に投入していきます。

計測を基盤に、さらなる成長を。
計測社は、世界の自動車産業・工作機械・航空機等、あらゆる産業界において、東京精密が
提供する
「高精度精密測定機器」は、精密測定室あるいは機械加工ラインで用いられており、
お客様に高い評価を頂いております。これからも、耐環境性の向上、小型化、オペレーション
の自動化など、たゆまぬ製品開発をおこなってまいります。
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グローバル化と様々なアプリケーションへの対応
このところの円安傾向や政府の景気対策により国内のモノづくり産業も少しずつ回復
に向かっています。しかし、一度海外に流出してしまったモノづくりが簡単に戻ることは
難しく、力強い回復と言うにはもう暫く時間がかかると思います。また、新興国を中心
とした消費が伸びる地域でのモノづくりの発展は自然な流れであり、今後もモノづくり
のグローバル化は進むものと考えます。
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

このような中で、日本のモノづくりの方向感は海外生産では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である
ことは間違いありません。それと同時に自動化を始めとする徹底した効率化によるコスト
競争力の確保も重要と考えます。
また、航空機や医療、エネルギー産業など所謂、次世代産業の発展が一段と加速
する中、新しいアプリケーションに対応したモノづくりが必要となっています。
このようにグローバル化、高付加価値化、そして新たな要求など多方面に広がるモノ
づくりにおいて、私たち東京精密は計測という観点で皆様のモノづくりをサポートし、
そして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
するモノづくりに対しては測定機の多言語化と共に、ネットワークの充実に注力してい
ます。現在では十数カ国の言語に対応すると共にソフトウェアによる自動判断機能を
強化し、世界中の誰もが簡単に操作できる製品になっております。また、ネットワークに
よる情報の共有化も推進しており、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）上で操作し、複数の測定機のデータを一枚の検査シートにまとめることが
可能です。さらに、データや情報も関連付けて保存格納できるので、世界中の測定データの
共有化が可能となっています。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や大型且つ高精度な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
受けることができるよう海外拠点の拡充と、現地での製品トレーニング、メンテナンス
などのサポート体制の充実にも取り組んでおります。

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。
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汎用計測機器

製品紹介

■マルチセンサ測定機

接触式測定技術と光学式測定技術を1台に集約

接触式による三次元測定と、
高速・高精度・高解像度の画像測定の
双方を兼ね備えた三次元座標測定機
• 定評と実績のあるCarl Zeiss実体顕微鏡Discoveryを搭載
• 物体への距離に依存せず、正確な寸法を測定できるテレセントリック
ズームレンズを採用
• コネクタ、部品付基板及び3次元的形状の板金のほか、小型自動車部品、
医療機器部品等の測定に最適

■非接触 表面粗さ・輪郭形状 総合測定機

レーザープローブを採用し、接触式と高い相関性で測定

オートフォーカス方式センサにより、
接触式では測定の難しい微細形状ワークや傷付きやすいワークを、
接触式と高い相関性で測定
• スキャニングモードに対応
• 広測定範囲（10mm）、高分解能（1nm）
を実現
• 実際の測定場所を画面上で確認できる測定位置確認機能を搭載
• 表面粗さ・輪郭形状統合測定解析用ソフトウェアACCTeeを標準搭載

■ 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

ラインレーザセンサ
• ポイント走査型で出射光パワーを自動制御するため、光沢品や反射率の
高いワークの非接触測定が可能
• パウダーレス・ノイズレス測定が可能
• 未知形状の点群データの取り込みが可能なため、
リバースエンジニア
リングに最適
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自動計測機器

製品紹介

■加工現場向けスケール内蔵ゲージ

ＰＨＡシリーズ、Γ－ＤⅡゲージ
PHAシリーズ
例えば、実験室・クリーンルームのような穏やかな環境では「使える」センサーは
世の中に数多くありますが、
ＰＨＡゲージのように生産加工現場（過酷な使用
条件・環境下）でも「使える
（正確に測れる）」センサーはそう多くはありません。
広い測定レンジで高精度
小型光学スケール内蔵により、高い分解能(0.1μm)、広い測定範囲において
高精度(0～26mmの測定範囲において指示精度1μm以内)な測定ができます。
スリムでコンパクト、汎用性が高い
スリムなペンシル形状（最大径Φ10）だから、隣接した箇所の多点測定が可能
です。コンパクトで使い勝手が良く、PHAゲージ単体同士もしくはＬＶＤＴ
ゲージと組み合わせて様々な形状の計測・検査システムを構築でき、応用（アプ
リケーション）範囲の広いゲージです。
厳しい使用条件・環境下でも使える現場指向のセンサーです
耐環境性： 保護等級IP67準拠で、高い耐環境性を有しています。
耐 久 性： すべり軸受機構を採用しており、滑らかなストロークで摩耗に
強く、優れた耐久性があります。摺動回数8000万回達成
(当社試験方法による)。
耐ノイズ性：ノイズに対して強く、
ノイズ環境の厳しい現場でも正確な測定が
行えます(CEマーキング適合)。

Γ－ＤⅡゲージ
Γ－ＤⅡゲージは、内部に光学円弧スケールを搭載、高い分解能(0.1μm)を維持し
つつ、連続して広範囲（最大２０㎜）
を測定できるマシンコントロールゲージです。
段取替えなしで異なる寸法のワークを定寸加工
多品種異径ワークの生産ラインにおいて、
どの品番ワーク
（測定寸法違い）に
であっても、
ゲージ調整することなく同じ精度、同じ倍率で測定できます。
偏芯ワーク、非真円ワークを定寸加工
Γ―ＤⅡは、コンタクト先端の稼動範囲が大きく、正確に測定対象に追従測定
できるので、
カムシャフトリフト量測定、
クラウニング研削、
プロファイル研削、
コンプレッサー用クランクなど、偏芯ワーク、非真円ワークの測定に威力を
発揮します。
抜群の起動特性、温度特性
従来から広範囲ゲージの難点とされてきた起動特性（電源を投入してから
しばらく続く指示値のドリフト）の悪さは、主にアナログ系の部品特性に拠るもの
でした。
Γ―ＤⅡでは光学スケールを搭載し、その問題を一気に解決、
アナログ系
部品を排除したことで抜群の起動特性、温度特性を実現しました。
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特集：ユーザーズインタビュー ①

ファインブランキングという特殊なプレス加工を行う、
日本でも数少ないメーカーである株式会社アキタファインブランキング様に、
ACCRETECH 製品導入の経緯や使用した感想について伺いました。

株式会社 アキタファインブランキング 様
会社紹介

精密なプレス加工技術を武器に、ターボチャージャーをはじめ、ミッション用パーツ、自動車ドアロック
用パーツ、二輪車用の各種ギアなどの試作・生産を幅広く行うメーカーである。地下 100 メートル
に円周 27 キロの巨大なドーナツ型トンネルを作り、光に近い速さで素粒子を衝突させ、宇宙の起源を
探ろうという目的で行われている CERN（欧州合同原子核研究機関）の超伝導加速器プロジェクト・
LHC 計画では、超伝導加速装置の高収束マグネットがアキタファインブランキングのものが採用され
ている。このように、アキタファインブランキングの高度なプレス技術力は海外でも知られている。
本社・工場：〒427-0103 静岡県島田市中河 168
http://www.akitafb.co.jp

高精度なプレス加工でクリーンなディーゼルエンジンの開発に貢献
System）
と呼ばれるものです。このターボチャージャーは、羽の
部分に排気ガスが効率よく当たるように設計されており、低出力時
でも高出力時でも最適な燃焼を得ることができます。この技術が、
黒煙発生といったディーゼルエンジンの弱点を克服し、
クリーンな
ディーゼルエンジンを実現しています。最近は、ヨーロッパへの
輸出に加えてアジアへの輸出も増えきました。

Q

東京精密の測定機を導入された経緯について
お聞きします

太田： 当社がはじめての東京精密の三次元測定機を導入したの
は、もう20年も前のことだと聞いています。今では東京精密の
三次元測定機だけでも7台保有していますし、表面粗さ測定機や
輪郭形状測定機も順次導入し、すべてを合わせると15台ほどに
なります。

Q

これらの機器の用途としては、試作品の品質評価はもちろんで

貴社の事業内容について教えていただけますか

すが、当社ではそれとは別に、工程内検査用にも三次元測定機を
用いています。このように東京精密の製品を多く導入しているの

太田： 一般のプレス加工では、不可能に近い高い精度を要求され

は、精度に加え汎用性であるとか繰り返し性を考慮した結果であ

るファインブランキングというプレスの技術を得意としています。

り、
とくに東京精密の三次元測定機は、われわれの用途にもっとも

ファインブランキングを行える企業は、まだ国内では数が少なく、

適しているということで導入しました。

そのなかで当社は金型から製品までを一貫して生産できる会社と
して知られています。

Q

実際に導入したご感想についてお聞かせください

主な製品としては、排気ガス規制に対応するためのディーゼルエ
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ンジンに使うターボチャージャーの部品を作っていますが、通常の

太田： 製品が高精度になるに従い、それを評価する基準も当然

ターボチャージャーとは異なり、当社で作るものは更なる高性能化

のように高度化していきます。今から20年近く前には、測定する

を狙った可変翼タイプで、可変ノズルVGS（Variable Geometry

のに投影機や輪郭測定機などを使ってきたと聞いていますが、

アキタファインブランキング 品質管理部 部長

太田 智幸

それでは高度化する製品の品質管理には応えられなくなってきま

そういった意識が芽生えてきたことの意味は大きいと思います。

した。そこで必要に迫られて、より高度な測定機が必要になり、
東京精密の測定機を導入したのだと思います。
このように測定精度の高さは、今も昔も変わらない要求事項であ

様

Q

精度の向上意外に東京精密の測定機が
寄与したこと、またご要望などはございますか

り、はじき出される数値の精度には感心しています。加えて技術

太田： 不良品が少なくなったということや生産性の向上など、

的な面以外に予想していなかった効果があらわれました。三次元

どの測定機も私たちの業務に、非常に貢献していると思います。

測定機で工程内検査も実施するようになったことから、作業者の

東京精密への要望としては、小型で持ち運びが簡便な三次元測

品質に対する意識が大きく向上したことです。自分が作ったも

定機があったらよいと思います。私たちの作業は現場で行われる

のを自分で精度測定を行うのですから、ものを作っている人間と

ものですので、金型そのものが大きいということもあり、測定す

して、その製品を保証しなければならない、そんな気持ちが強く

る場所まで運ぶだけでも苦労します。そういうときに、金型の細か

なってきたのです。

い部分をプレスしている場所で、プレスした状態を調べられたら

今までは、生産すれば良いという考えになりがちでしたが、そう

便利だと思います。また必要とされるプログラムは、最初から標準

ではなく自分たちが良い製品を作らなくてはならないという風に

装備していただけると、後から追加しないですむので助かります。

考え方が変わってきました。本来、三次元測定機は、現場からみ
ると取っ付きにくいものなのですが、やはり時代が変わったので
しょう。自分で触れて評価しながら良いものを送りだしていこう。

東京精密より、対談を終えて
モノづくりの世界は、年を追うごとに高精度化し、測定精度
の高い測定機が求められるようになってきました。そのよ
うな流れの中で、モノを作る技術者たちの意識を変えるお
手伝いができたことを光栄に思っています。モノづくりは人
づくりと言われるように、一人ひとりの創意や工夫がなけれ
ば、よいものを作ることはできません。そのような思いの結
集が、超伝導加速装置の高収束マグネットの製造に活かさ
れたのではないかと思いました。
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特集：ユーザーズインタビュー ②

モータースポーツから得られたノウハウを注ぎ込み、
精度の高いチューニング用自動車パーツを製造販売する株式会社キャロッセ様。
その製品群の開発を支えるACCRETECH 製品について感想や要望を伺った。

株式会社 キャロッセ 様
会社紹介

「自分たちが必要とするものを、自分たちが使って満足するクオリティで製作する」
をモットーに創業して 36 年。モータースポーツに自社チームを参戦させ、サス
ペンション、駆動系、ボディー剛性パーツ等の開発を行ってきた。2012 年には、
アジア・パシフィックラリーのアジアカップチャンピオンを獲得するなど、高品質
で安全な製品作りに取り組み、チューニング用の自動車部品メーカーとして、
国内外で広く知られる。
本社：群馬県高崎市新保町 1664-1

競技用から街タウンユースまで、
高精度の自動車用チューニングパーツを製作
Q

性能や耐久性を実際にモータースポーツの場で
証明しているわけですね。

本多： サスペンションにしても、実際に売られているのは主に街
乗り用で、ミニバンやワゴン車用、スポーツカー用など、車種を問
わずモータースポーツで得たノウハウを注ぎ込んでいます。性能
や品質に十分こだわり、実戦で磨きぬいたものを提供するのがわ
たしたちの姿勢で、モータースポーツで良い成績をあげれば、そ
れを実 証するだけでなく、知 名 度も上がります。百 の 言 葉より
一の実績の方を大切にしたいと思っています。

Q

自分たちが使いたい部品を製造することから
始まった会社だそうですが

本多： ええ。自分たちが欲しいと思った競技用の部品を作るため

Q

に生まれた会社なので、わたしたちの作るパーツは、モーター

キャロッセの業務内容について教えてください

スポーツの血統を大事にしています。モータースポーツに求めら
れる性能や耐久性は非常に厳しいものですから、いちばん突き詰

本多： 当社は自動車に後から装着するチューニング用パーツの

めたものを知り、その経験を市販品に活用できるのは当社の強み

開発と販売をしています。具体的には、車高や足回りの硬さを調節

だと思います。

するサスペンションや、駆動力を路面に効率よく伝えるノンスリップ
デフ、またボディーの剛性を高めるストラットタワーバーなどが
中心です。チューニング用のパーツは、競技に使用するものから
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Q

東京精密の測定機を導入した
きっかけは何だったのでしょう。

街中での使用を想定したものまで幅広く取り揃えていますが、それ

本多： 製品を開発するために精度の高い測定機が必要でした。

らの部品を開発するにあたり、当社では自社製品を装着した自動

たとえば新しいリミテッドスリップデフを作るにしても、クラッチの

車でラリーやダートトライアルなどに出場し、そのノウハウを生か

容量が大きく、できるだけ高性能のものを既存のデフケースぎり

した高品質の製品を提供しているのが特徴です。

ぎりに効率よく収める必要があります。

キャロッセ 専務取締役

取締役工場長

本多 亨

様

そこでノギスや当時持っていたアーム式の三次元測定機などを
使用してデーターを取って検討・図面・製品化していたのですが、

Q

導入前と導入後で変わったことはありますか

さらに性能を追求していくと測定精度もワンランク上を目指さな
いと実現できません。そこで、より精度の高い東京精密の三次元

本多： 商品開発に費やす時間の短縮や製品の精度向上があげら

測 定 機を導入することを決めました。結果的に従来と比べより

れます。わずか1ミリとか2ミリと思われるかもしれませんが、わた

正確なデーターを取ることができるようになりました。

したちにとってはとても大きなことですし、急ぎで対応しなければ
ならないときにも重宝しています。

Q

実際にお使いになったご感想は

今後は、日本だけでなくアジアへの販売をもっと広げて行く予定
で、アジア・パシフィックラリーに出場し、2012年にはアジアカップ

本多： 今までできなかったことができるようになり、より高精度

チャンピオンを獲得するなど成績で性能を実証しています。アジア

の製品を作ることができたのは期待通りでした。もっとも製品開

では、まだ昔の日本のように車を持つことはステータスだし、人と

発用に導入したので、毎日測定機を使っているわけではありませ

は違うドレスアップをしたい、チューニングをしたいという人も

んから、本来もっている測定機の能力を十分に使いこなしている

多くなっていくと思います。

とはいえないと思います。したがって、どういうことができるのか
が、簡便にわかるようなマニュアルがあると便利だと思います。
またバージョンが変わると、操作方法と画面説明が違ったりする
ので戸惑うこともあります。

東京精密より、対談を終えて
高品質のパーツを開発するため、実戦に投入して過酷な環
境下で性能を磨く。そんな株式会社キャロッセ様の考え方
が、多くの自動車好きに支持されているのだと思います。
ユーザーと共に夢を求めながら、ひとつひとつ課題を解決
してきたスタッフたちの、熱い想いが伝わってくる。そんな
精鋭たちの集まりでした。
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特集：ユーザーズインタビュー ③

高精度の研磨技術を保証するために ACCRETECH 製品導入し、
新規参入や受注拡大を果たした有限会社大堀研磨工業所様に、
測定機導入の経緯やそれによって仕事がどのように変わったのか伺いました。

有限会社 大堀研磨工業所 様
会社紹介

工作機械を中心に、航空機や工作機械用部品に関連した精密加工を手掛け、
ＮＣ加工では対応できないような、研削加工技術を得意分野としている。
2008 年以降会社の経営方針を大きく転換し、高精度、高付加価値を追求し、
大手重工系企業からの受注にも成功するなど変貌を遂げつつある。
本社・工場：〒504-0842 岐阜県各務原市蘇原寺島町 1 丁目９番地
第二工場：〒504-0842 岐阜県各務原市蘇原寺島町 1 丁目 1 の 1

研磨一筋・技術追求。夢は大きく、新規事業にも積極的に参入
導入を考えたことはありませんでした。しかし、精度の高い製品を
作るには、それを証明する測定機を導入しないことには、顧客が
信 用してくれな いことに気 がつき、2 0 1 0 年に東 京 精 密 から
3次元測定機と真円度測定機を導入しました。
実際に品質重視の方針に切り替えて営業してみると、想像以上に
顧客の品質志向は高く、特に我々が目指した航空機への参入で
は、第三者による全数検査を求められることから、測定器を購入
し検査員を育成することが必須となりました。このとき測定器購入
を後押ししたのは、東京精密の営業担当者が「測定器はお金を
生みませんが仕事は生みます」と話した一言でした。事実、新しい
顧 客が工 場 見 学に来たときも、東 京 精 密 の 測 定 機を見て安心
していたのが印象に残っています。

Q
Q
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御社の業務内容と
測定機を導入するに至った経緯について

測定機を導入したことで何が変わりましたか？

大堀： 測定機の導入により、新たに参入したのが航空機分野で
すが、仕事としては新規参入なので、今はまだ全体の1割を占め

大堀： 有限会社 大堀研磨工業所は、研削加工の専門会社で、

るだけです。しかし、今後は成長分野として伸びていくことを期待

主に工作機械業界を得意先としています。創業以来業績は順調

しています。特に3次元測定機、真円度測定機等のデータは、航空

に伸びていましたが、2008年のリーマンショックをきっかけに

機産業の仕事をするときは必須だったのですが、これを先行導入

売り上げが 減 少し、第 二 の 創 業ともいえる経 営 方 針 の 転 換を

したことが、他の仕事でも好結果を生むことになりました。

図り、今日に至っています。以前は高度成長期の方法を継続し、

2011年ころから工作機械の仕事でも、航空機産業同様に、精度

生産重視、納期重視を基本方針に事業を行ってきましたが、それ

に関するデータを求められるようになってきたからです。その

を品質重視、付加価値重視に方向転換しました。

背景には、工作機械メーカーでも技術者が減少傾向にあり、組立

測定機の持つ重要性については、以前からいろいろとお話いただ

技術が維持できにくくなっている為、部品単体の精度を上げて

いておりましたが、測定機はお金を生まないと捉えていたことから、

組立コストを下げる狙いもあるからだと思います。そこで、高性能

大堀研磨工業所

代表取締役社長

大堀 憲

様

な測定機を持っている会社に仕事を依頼するようになってきたの
でしょう。現在、取引先は500社ほどで、重工系の大手企業から
測定器を持っていない町工場までいろいろですが、当社では研磨
だけでなく検査まで行うことから、年々依頼先は増えてきていま
す。特に真円度測定機に関しては600πサイズを保有していると
ころは少なく、真円度、円筒度、直角度はお客さんが一番気にされ

今、
３人で製品の検査に当っていますが、
東京精密の測定機は、精度の高い数値が得ら
れるだけでなく、使い勝手がよいことも特長
で、品質保証課一同、非常に重宝しています。
また検査に要する時間についても、特に真円
度測定機の場合、自動で基準出しができるため、作業時間が短縮

るところであり、
「これが計測できなければ仕事は出せない」とい

されるだけでなく、時間に余裕が生まれ、その間に他の仕事が

う大 手 企 業も少なくありませ ん。そういった意 味で、測 定 機 の

できるなど仕事全体の効率化に寄与しています。

導入は期待以上の効果を上げているといえます。予想外の効果と
しては、技術者が測定機を拒まず、比較的すんなりと受け入れて
くれたことでしょうか。もちろん、はじめのうちは自分が作った物
を身内に計測されるのを嫌がりましたが、自分の作ったものが

当社製品の精度について、証拠（エビデンス）がつけられるという
のは、実際の作業に当っている技術者はもちろんのこと、検査に
携わっている我々にしても大きな自信となっています。

品質保証課 主任検査員

河合 憲壱郎

様

どの程度の精 度をだしているのか知りたがるようになり、知る
ことでさらに上を目指すようになりました。
現在、導入３年目に当りますが「大堀研磨工業所の品質は向上
した」とお言葉をいただけるまでになっています。検査員は３人
おりまして、彼らが測定して現場にフィードバックすることで、社内

毎年、小学生の工場見学を実施されており、
見学に来た児童へのお土産に、えんぴつを渡しているそうです。

教育、技術の向上にもつながっています。

Q

測定機への期待はございますか

東京精密より、対談を終えて
リーマンショックによる業績の低迷を、
リストラではなく経営

大堀： お客さまの要求は年々厳しさを増しており、どんどん0に
近い精度が要求されるようになってきました。当社としては逆に
そこを強みにしていくことも必要で、より精度の高い測定が可能

方針の変更で克服し、新たな成長戦略を歩もうとしている点
が新鮮であり驚きでもありました。テレビや新聞で取り上げ
られるのも、
このようなドラマ性があったからだと思います。

になるような製品を開発していただけるよう期待しています。
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特集：ユーザーズインタビュー ④

受注生産の 1 品ものから試作品、また航空機の部品まで、あらゆる金属を削り続けて 62 年。
日本の、そして富山の技術を大切にする株式会社石金精機は、ACCRETECH 製品を導入し
新規ビジネスの受注拡大を図っています。測定機の導入は微妙な手仕事の精度をどう変えたのでしょうか。

株式会社 石金精機 様
会社紹介

昭和 26 年、
（株）不二越のマイクロメーターの基準ゲージ等、測定器具
専門工場として創業し、アルミサッシ用金型、IC 用加工機、ハイブリッド
車用プライマリーシャフト、NC 旋盤用回転工具などの生産に当る。近年
は、高精度の単品製作の部品や試作品等なども受注し、航空機製品用機
械加工部品の製造にも乗り出すなど、新しい分野への拡大を進めている。
本社・工場：〒939-8032 富山県富山市流杉 255
（富山第二機械工業センター内）

”高付加価値部品の世界のトップブランド”を目指し
モノづくりの発展に貢献
用フライス盤を使います。古い機械は同じものをたくさん作るの
は苦手ですが、
１個だけの加工や削りには非常に効率的です。
新入社員にはNC機ではなく、まず普通旋盤や汎用フライス盤を
使い、加工の基礎を体で覚えてもらうようにしています。鉄を削る
のにはどのくらいの力が必要なのか。ステンレスを削るにはこれ
だけの力が必要ということを、体で感じることが大事だと思ってい
るからです。NC機は後からでも慣れることができますが、削り屋
としての基本を最初から体に染み込ませることが大切です。

Q

なぜ、そうしているのですか

清水： NC機中心の時代やロボットを導入しようした時期もあり
ました。当時は1オーダーで20個や30個作る仕事が多かったの
ですが、徐々に海外から安価に調達できるようになると、1オー

Q

株式会社石金精機の業務内容について
お聞かせください

ダーで1個とか2個を製作する仕事が増え、そうしているうちに汎
用の旋盤を扱える技術者が減っていきました。景気の後退もあり
海外に進出する道もありましたが、先代社長の「石金精機は日本

清 水： 株 式 会 社 石 金 精 機 は機 械 部 品を作る会 社 で 、扱 い の

の会社。富山で雇用を守ることが企業の責任」という決意は固く、

70％を工作機械用の部品製作が占めています。残りの20％は

日本でやっていけるような仕事に変えるために、品質の高い超多

半導体製造装置の部品で、残りの10％が製薬会社や食品会社な

品種微量生産を目指すことになりました。そこでもう一度原点に

ど様々なメーカーの工場内で使われる機械の部品です。さらに仕

帰り、汎用機を使える技術者の育成も視野に置くようにしました。

事の多くを占める工作機械の部品製作は、1オーダーで10個程
度作る一般汎用の部品と、1オーダーで1つか2しか作らない受

Q

航空機産業に参入されたそうですね

注生産部品の仕事に分けられます。
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当社の特長は超多品種微量生産で、一度に複数個以上の部品を

清水： 当社は創業時に測定器を作っていた会社ですが、その後、

作る必要がない場合は、NC機ではなく昔ながらの普通旋盤や汎

アルミサッシ用の金型作りや工作機械用の部品を作るなど、時代

石金精機 代表取締役

清水 克洋

様

の変化に合わせて作るものを変えてきました。そういった社風な

した。

ので、可 能 性を考えて航 空 機 産 業に参 入したのは至 極 当 然 の

昔と違い、製品が図面通りであることを証明しなければならない

結果です。見方を変えれば、作るべき製品の対象は変わっても、

今、測定機は必須のものであり、我々のようなミクロンオーダー

一貫して金属を削るという仕事の根本は変えてきませんでした。

の製品を作っている会社では、三次元測定機や真円度測定機は、

自分達の本業は金属を削ること。それは創業から62年経った

公道で走るために必要な自動車免許のようなものだと思っています。

今も変わりません。

研削の技術者も、当初は否定的でしたが、徐々に自分の加工した
製品の精度に興味を持つようになりました。やはり万分の単位で

Q

東京精密の測定機を導入されたきっかけは？

測定する三次元測定機での結果が知りたいということなのだと
思います。仮に作ったもののどこかに不具合があったとしても、今

清水： ブランドのもつ信頼です。多くの顧客が東京精密の測定

では自分のやり方が悪かったのかもしれないと考え、改善に取り

機を導入しており、東京精密の測定機は、それだけ信頼性が高い

組むようになったのは驚きでした。こういった細かいところにも

ということを物語っていると思います。直接導入に関係したのは、

気を配れるのが、日本の技術者の優れたところでしょう。

膝の人工関節を加工する仕事でした。この製品は三次元形状な
ので、図面通りに削られているか確認するために三次元測定機が
必要になりました。実際に導入してみた感想を検査員に尋ねたと
ころ、精度はもちろんのことですが、操作性の良さをあげていま

東京精密より、対談を終えて
熟練の技術者による単品生産から、航空機の翼に用いられ
る骨格の削り出しまで、削ることに特化した精鋭集団という
のが株式会社石金工機の印象です。オトーマチックトラン
スミッションのトルクコンバーター用ブレードを、削り出しで
試作した技術力には眼を見張りました。継続されてきた技
術と新しい技術の融合で日本のモノづくりを支えています。
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ACCRETECH ショールームのご案内
ACCRETECH では各計測機器のご紹介、トレーニングのために、各地区にショールームを設置しております。
計測機器のご検討時には、ぜひともご来場いただき製品性能をお確かめ下さい。

Bosch
Rexroth

JR常磐線「神立駅」下車  タクシー約10分（約3km）

〒 300-0006
茨城県土浦市東中貫町 4
土浦

至東京

土浦方面

常陽 Bank

常磐自動車道「土浦北IC」より約10分
（約4km）

●電車・タクシー JR常磐線「土浦駅」下車  タクシー約13分（約6km）
国体道路

至東京

国道 6 号

●車

コカコーラ

日産

土浦ショールーム（計測センター / 土浦工場）
交通のご案内

東精エンジニアリング

公園

常磐道
土浦北 IC

神立

石岡方面

至水戸

土浦工場

TEL.（029）831-1234

FAX.（029）831-6623

課題を抱えたお客様が来訪され、それに応える様々な測定機や手段・提案で解決を図り、
来て見て良かった、感動したと喜んでもらえる、そんなお客様の利益に繋がるセンターを目指しています。
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。

ソリューションの提供

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。

お客様サポート

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、海外拠点のサービスエンジニアを育成し、高品質なサービスを提供することにより、
お客様の測定機器をいつも快適な状態に保ちます。

計測センターでは、お客様のワークに対する測定技術の
ご相談やソリューションのご提案を行っています。
たとえば、
「測定したいワークがあるけれど…」

測定機を持っていない。また、すぐには測定機を購入出来ない。
新規試作開発品の評価用に、既存の測定機では測れない。

（高精度機種、大型機種、非接触方式 等による評価が必要になった）

パーツ数量が多く、既存の測定機だけでは足りない。
専任のオペレータがいない。
（自動測定のプログラムを作成したい）等々
もっと効率的な測定をしたい。

上記の様な課題を抱えていらっしゃるお客様は、ぜひご相談下さい。
計測センターがきっとお役にたちます。弊社最新鋭測定機をラインアップ
してお客様の多様なご要求にお応えします。
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八王子ショールーム
交通のご案内
●車

中央自動車道｢八王子IC｣より約6分（約2km）

●電車

JR八高線｢北八王子駅｣下車  徒歩3分

●電車・バス

JR中央線｢日野駅｣北口より京王バス（八王子北口
行き）乗車「コニカ・ミノルタ」前下車  徒歩10分

●電車・タクシー

JR中央線｢豊田駅｣下車  タクシー約7分（約3km）

〒 192-0032
東京都八王子市石川町 2968-2

TEL.（042）642-0381

名古屋

地下鉄東山線

伏見

至

御器所

名古屋ショールーム（名古屋営業所）

名古屋 IC

地下鉄鶴舞線 名鉄豊田線

至豊田市駅

赤池

黒笹

三好ケ丘

東名
三好IC

名古屋営業所

バス停「三好高嶺」

県道 520

至豊田

打越
インター

地下鉄御堂筋線

ユングビル

名鉄豊田線「三好ヶ丘駅」下車  タクシー約10分
地下鉄鶴舞線「赤池駅」より名鉄バス（豊田市行き）

〒 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
大阪営業所

江坂パークビル

大同生命
江坂
至 梅田

東名高速「東名三好IC」下車  約5分（約3km）

●電車

大阪ショールーム（大阪営業所）

至 千里中央

三菱東京 UFJ

●車

「三好高嶺」下車  徒歩約1分

至豊田

県道 153

交通のご案内

●電車・バス
東名高速

地下鉄桜通り線

GS

FAX.（042）642-0385

江坂公園

グリーンコーポ
江坂

●電車

地下鉄御堂筋線「江坂駅」下車

徒歩約5分

〒 564-0063
大阪府吹田市江坂町 1-18-27

TEL.（06）6821-0221

FAX.（06）6821-0210

大阪内環状線
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■ 海外営業部 ･ 海外拠点
計測社

Thailand / Tokyo Seimitsu (Thailand) Co., Ltd.
HQ & Metrology

〒 300-0006 茨城県土浦市東中貫町 4
TEL:（029）831-1240
FAX:（029）831-6676

2/3 Moo 14, Bangna Towers B 1st floor, Bangna-Trad Rd.,
K.M. 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
TEL: 662 (751) 9573, 9574  FAX: 662 (751) 9575

Germany / Accretech (Europe) GmbH
Head Office
Landsberger Str. 396, D-81241 Munich, Germany
TEL: 49 (89) 546788-0   FAX: 49 (89) 546788-10

Vietnam / ACCRETECH Vietnam Co., Ltd.
Hanoi REPRESENTATIVE OFFICE

Sao Paulo / ACCRETECH (Europe) GmbH
Sales Representative in Sao Paulo, Brazil

356 room, 6th Floor, Office Building, 85 Nguyen Du St,
Hai Ba Trrung Dist, Hanoi, Vietnam
TEL: 84 (43) 941-3309
FAX: 84 (43) 941-3310

Rua Irineu Marinho 179, 04739-040,
Sao Paulo - SP, Brazil
TEL: 55-11-2539-4051

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

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 (31) 786-4000  FAX: 82 (31) 786-4090

Indonesia / PT Accretech Indonesia

Komplek Rukan Cikarang Square Block D No.68
JL. Raya Cikarang-Cibarusah KM 40 No.1 Cikarang
Bekasi 17530, Indonesia
TEL: 62 (0) 21-2961-2375   FAX: 62 (0) 21-2961-2376

Ulsan Office
2015, 2F Jinjang Deplex,
16, Jinjangnyutong-ro, Buk-gu, Ulsan, Korea
TEL: 82 (52) 268-2136  FAX: 82 (52) 268-2137

China / Accretech (China) Co., Ltd.
Head Office / Shanghai

Taiwan / ACCRETECH (TAIWAN) CO., LTD
Metrology Division

Room 2101C, No 1077, Zuchongzhi Road,
Pudong New Area, Shanghai, China, 201203
TEL: 86 (21) 3887-0801  FAX: 86 (21) 3887-0805

2F., No.199, Zhonghe St., Zhubei City,
Hsinchu County 30267, Taiwan (R.O.C)
TEL: 886 (3) 553-1300  FAX: 886 (3) 553-1319

■ 工場
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
東北営業所

（仙

台）

〒984-0816

宮城県仙台市若林区河原町 2-6-22

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

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

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

TEL.（046）229-7031

FAX.（046）229-7033

長野営業所

（岡

谷）

〒394-0028

長野県岡谷市本町 2-2-4

TEL.（0266）23-0595

FAX.（0266）23-0636

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

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 番地 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

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

TEL.（092）737-1821

FAX.（092）737-1822
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