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ごあいさつ

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。
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
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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、私たちは「新しいモノづくりを計測技術で支えるアクレーテク東京精密」をテーマ
にお客様の新たな挑戦を計測技術でサポートさせていただきます。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、新しい光学測定機器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、各種セミナー、
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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製品ピックアップ

白色干渉顕微鏡

Opt-scope
機械加工部品の表面粗さ・輪郭形状を非接触３次元で測定
トライポロジーの表面性状解析に応える白色干渉顕微鏡
主な仕様
● 高効率
短時間で三次元表面性状を測定
● 安定性
微細粗さ形状から機械加工面まで当社独自の白色干渉縞ピーク検出
アルゴリズムにより、鮮明で安定した形状データを取得

非接触干渉変位センサー

Opt-measure
白色干渉法を用いた非接触距離センサー、被測定物から 600 mm 離れた
距離より測定が可能。高精度、広温度範囲、センサーヘッドがコンパクトで
光ファイバ光学系を採用し、センサーヘッドと制御部を 100 m 以上離して
使用する事が可能。1 つの制御部で、最大 4 本までセンサーを接続。

主な仕様
● 測定精度：±5 μm（15 ～ 30℃）
● 測定距離：600 mm
● 測定範囲：±30 mm
● センサーヘッド外形寸法：φ 38 mm x 80 mm
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汎用計測機器

製品紹介

輪郭形状測定機

SURFCOM NEX
SURFCOM NEX シリーズに
高精度輪郭測定用検出器をラインナップ
NEX040

主な仕様
● 高精度スケールを搭載し指示精度が向上
NEX 040 Z 軸指示精度 ±（0.8 + ¦2 H¦/100）μmを保証
● 測定範囲が 60 mm（±30 mm）に拡大
● 測定力自動調整機能を搭載

ＣＮＣ三次元座標測定機

ZEISS CONTURA
仕様、デザインを一新し、スキャニングプローブを搭載した
世界標準の三次元座標測定機
主な仕様
● ＣＡＡ補正による高い測定精度
Ｅ０: 1.5 ＋ Ｌ/３５０μｍ
●Ｌ
ｉ
ｎｅＳｃａｎ２の搭載が可能
ＲＤＳヘッドに取り付けることができる高速・高精度スキャナーで、
測定範囲や精度に応じて3 種類のヘッドより選択できます。

小型ＣＮＣ三次元座標測定機

XYZAX mju NEX
幅広い用途で使用できる省エネ、省スペースのエントリーモデル
主な仕様
● リアルタイムスケール湿度補正機能と振動に強く
長いスタイラスが利用できるＴＰ２００Ｂを搭載
● 精度向上
最大許容長さ測定誤差 E0, MPE
２．
２ ＋ Ｌ/２５０μｍ（18℃～ 22℃）
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現場向け小型ＣＮＣ三次元座標測定機

ZEISS DuraMax RT
ＤｕｒａＭａｘにロータリーテーブルを搭載、各種ギアやタービンブレード等
の複雑なワークピースの測定と評価に最適な小型の三次元座標測定機
主な仕様
● 幅広い湿度環境下で精度保証
Ｅ０（μｍ）
２．
４ ＋ Ｌ/３００μｍ（１８℃～２２℃）
２．
７ ＋ Ｌ/２５０μｍ（１８℃～２６℃）
２．
９ ＋ Ｌ/２９０μｍ（１８℃～３０℃）
● ロータリーテーブルを標準搭載

テーブル回転型ＣＮＣ真円度・円筒形状測定機

RONDCOM NEX Rs
充実した新機能を搭載し、機械加工部品の高精度測定の要求に応える

クラストップの高精度

真円度・円筒形状測定機

主な仕様
● クラストップの回転精度
回転精度（０．
０２ ＋ ３．
２Ｈ/１００００）
μｍ
● 充実の新機能
－Ｒ軸追従Ｚ軸真直度精度
測定範囲を超えたテーパ測定に対応
－対向直径測定機能
内外径を高精度に測定できる唯一の機能
－スパイラル測定機能
スパイラル円筒度の測定が可能

高精度

真円度・円筒形状測定機

RONDCOM 65B
世界最高の回転精度でオートセンタリング チルチング機能で
ハイスループットを実現。
ＣＮＣ検出器で振るオートメーションを可能にしました
主な仕様
● 世界最高の回転精度０．
０１μｍを保証
● 世界最高のハイスループットを実現
（オートセンタリング チルチング時間６０秒以内）
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特集：ユーザーズインタビュー ①

高精度で高品質な試作品をつくるための板金加工と樹脂加工を得意とする西村製作所様において、
ACCRETECH の製品がどのように活躍しているのでしょうか。

株式会社 西村製作所 様
会社紹介

私たちは、モノつくりのプロであることに誇りを持ち、
「技術」と「諦めない心」でお客様と社会に貢献します。
私たちは、仕事に価値を見出す、価値創造企業を目指します。
私たちは、人財育成企業として次代のモノつくりの「プロ」を育てます。
本社・工場：〒547-0001 大阪市平野区加美北 9-11-8
http://www.nishimura-seisakusyo.jp

門外不出の技術とノウハウを武器に、日本のモノづくりを支援
欲しいなどの品質についての要求が厳しくなりました。当時は
とにかくお客 様から製 品 の 測 定 指 示をたくさん受けていたの
で、測定機の必要性を感じていました。他社メーカーさんもあり
ましたが、ご縁があって東京精密の測定機を購入しました。使い
方は思っていたよりも簡単で、機械の苦手な女性社員でも教え
てあげればすぐに使えるようになりました。

Q

測定機を導入してみて
製品の品質は変わりましたか？

西村： かなり変わりましたね。試作品が綺麗になりました。でも
その反面、試作のスピードは落ちました。測定機で試作を測り、綺
麗かどうかの確認作業をひとつずつ行いますので測定機の順番
待ちが発生し作業効率が落ちてしまいました。ただし、品質は

Q

会社概要について教えてください

確実に向上しました。仕事が忙しくなっていくにつれ2台目3台目の
測定機が必要だと感じ、今では多くの測定機を使っています。

西村： 私たちは、お客様のベストパートナーとしての自覚を一時
も忘れることなく高精度・高品質な試作品を迅速なスピードで作り
上げていく仕事をしています。主にファクス・コピー機・プリンター

Q

東京精密のサービス・サポートについて
お聞かせください

などのOA事務機器のプレス加工をおこなっています。元々プレス

西村： サービスは早いと思います。電話をしたらすぐに飛んで

の金型師である私たちは、持っているノウハウを使いゴムを利用し

きてくれたこともありますので対応にはとても満足しています。

て押さえ込み絞り込む方法などの独自の技術を考え出しました。

私は測定機についてはあまり詳しくない人間でしたから、導入

本型を起こさなさなくても絞ることができるこの技術は普通の絞

当初測定機は直接お金を生まない二番煎じだと思っていました

りものの型を作るよりも早く、コストは通常の1/5～1/10で済む

が、今では測定機は必要だという考えに変わりました。しっかり

ことから、お客様に大変喜んでもらっています。

測ってデータをとり、それを添付して品物を送ることでお客様か
らの信頼を得るようになりました。また、弊社の中でも測ること

Q

東京精密製品との出会いを教えてください

が難しいものについてはお客様と測り方の工程を打合せしてか
ら作業に入ることや、軸関係の部品作成でも少し仕様に間違い

西村： 大 手に納 めるようになると、絞りの 高 さや 幅 を 測って
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があった際にはすぐに客先へ飛んで行き直接話をするなど、より

西村製作所
代表取締役

西村 彦藏

良い製品づくりができるよう心がけています。

様

げさせることで頭 の 中に叩き込ませています。常にそ の 意 識
を持って仕事に望むべきだということを覚えて欲しいですね。

Q

東京精密への要望は？

社内にはぼそぼそしゃべる人やハキハキしゃべる人など色々な
人がいますが、良いものづくりにコミュニケーションは欠かせ

西村： 欲を言えば、もう少し精度面で誰もが簡単に測定できるよ

ませ ん 。まずは全 社 員 が 人 の 前に立 ち、自 分 の 意 見や 物 事を

うにして欲しいです。これは全ての会社に共通して言える事です

しっかり話せるようになるということを目指しています。作業を

が、世の中の技術が急速に進化している今、もう少しビシッと1度

して いると没 頭し、話をすることを忘 れがちになります 。毎日

で測れるしっかりした測定機を作って欲しいと考えています。

一人ひとつは話をすることを実践しています。

測定機はビシッと正確に測れること。それが最終的にお客様への

また、私たちは毎 年 必 ず 全 員 で 社 員 旅 行 へ 行き、仕 事を忘 れ

信頼にも繋がるので。

て思いっきり遊ぶように話をしています。私は社員一人ひとり

Q

最後にこれだけは。
ということがあれば教えてください

を大切に思っていますので、まるで私が親父で社員は娘・息子
のような 感じです 。ただ最 近 思うことは、アットホームな 会 社
ゆえ社 員 の 社 歴と平 均 年 齢が高くなったのが少し気になりま

西村： とにかくい い 物を作って いることは仕 上 がりを見 れば

すね。これからも社員一同よいものづくりを目指して精進して

必 ずお 客 様 がわかってくれると思 います 。若 い 社 員には常に

いきます。

い い 物を作ってくれと言 い 聞 か せ て います 。技 術につ い ては
基本的に熟練者が直接指導する形をとり、うちの会社で育った
人間はどこに行っても通用するように教育しています。そのた
め仕事は他社より厳しいと思います。ものづくりに高い意識を
持ってもらう為 、毎 朝 の 朝 礼 で 社 訓を一 人 ずつ 順 番に読 み 上

東京精密より、対談を終えて
高精度・高品質な試作品を作る金型師である株式会社西村
製作所様。板金加工と樹脂加工を得意とする会社で、技術と
ノウハウは頑固なまでのこだわりがあります。これが日本
企業のお家芸ともいえる精密機器の進化につながるのでは
ないでしょうか。40年以上にわたってモノづくりの世界一筋
に生きてこられた自身と誇りを感じる取材となりました。
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特集：ユーザーズインタビュー ②

大型精密機械加工で高い品質を誇る株式会社川崎製作所様に
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 川崎製作所

様

会社紹介

旋盤やマシニングセンタの高精度加工で、航空機エンジン部品・原子力機器部品・
医療機器部品など、幅広い業種の仕事を手がけているメーカーである。最大加工
径φ2500mm、最大加工長さ L=6000mm という大型スペックの五軸複合加工
機をはじめとして、計 5 台の五軸複合加工機を保有しており快削材から難削材まで
様々な材料を扱っている。近年では高い技術力が必要とされるオブジェの加工
という新たな挑戦をしている。
本社：〒311-1251

本社工場

茨城県ひたちなか市山崎 60

http://www.kawasaki-ss.jp

夢工場

日本トップクラスの品質を誇る、大型機械加工のスペシャリスト
ています。これから競争は厳しくなっていきますが、中国ができる
機械加工をいくら頑張っても意味がないと思います。コストでは
どうしても勝てませんしお客様は喜びません。日本国内に残って
仕事をするということはお客様から要求される品質・納期・コスト
の3つに関して中国に真似できないレベルでやることなのです。
私たちはこの差別化の為に大物サイズの高精度品質保証に力を
入れてきましたので、これからもこれに経営資源を注いでいきた
いと思っています。

Q

業務内容について教えてください。

川崎： まず、長く続いているのが半導体露光装置部品ですね。
あとは航空・宇宙関連部品、医療機器の血液分析装置や電車の
モーターフレーム、エレベーターの開閉装置などになります。エレ

Q

川崎製作所について教えてください。

ベーター関連部品につきましては日本国内のシェアは約70%で
す。これの生産に昔はターレット旋盤を使い1日200個しか作れま

川崎： 弊社は地元大手電機メーカーの下請けとして創業した

せんでしたが、東京精密の内径測定ヘッドのパルコムを組み込んだ

精密機械加工メーカーです。今年2014年でちょうど創業50年

ことで1日３０００個へと生産能力が上がりました。人を安全に運ぶ

になります。当時から品質管理には力を入れており、検査員の資格

モノの部品を作るうえで、1個たりとも間違ったモノを出したくない

を取得したりQCサークルを実施したりしていました。厳しい時代

ので検査を自動化できるパルコムは最適の計測設備でした。量産化

もありましたが、その時に大型旋盤加工の需要に気がつき、計画

部品の効率はどれだけ品質管理を自動化できるかであると思って

的な設備投資と品質管理を徹底していくことで弊社の礎を築い

いますが、日本の信用されるものづくりはこうした品質保証の考え

ていったのです。

方如何にかかっていると私は考えています。

私たちの存在意義は、旋盤加工屋として大きいモノを高精度で
加工することです。例えば直径2000mmで20μmの平面度
や寸法公差をだせるような仕事がしたいのです。機械加工のオン
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Q

東京精密との出会いや
測定機を買うきっかけは何だったのでしょうか

リーワンに近い精度を求め、品質は社内で完璧なまでに保証で

川崎： あれは、25年前に東京精密から弊社に仕事のお願いが

きる体制を作っていくことで今後も十分生き残れる企業だと思っ

あったことがきっかけです。その当時東京精密にはできない加工

川崎製作所
代表取締役社長

川崎

大型三次元測定機 MMZ-B

修

川崎製作所
執行役員

酒本 輝夫

様

様

最新鋭同時５軸複合機 DMU210FD

があったようで弊社が必要とされたことで出会いました。三次元

国内最大級の同時５軸復号旋盤機 e-650

測定機購入のきっかけはたまたま私が仕事をいただいていた
お客様が東京精密製の測定機を使用しており、繰り返し精度がと
ても良いとの評判を聞いていたことです。その実力は実際使用して
しっかりと確認できました。また、MMZの購入のきっかけは、海外の
展示会でカールツァイスの活躍を生で見て日本には未だなかった
大型部品の寸法精度保証の必要性を強く感じたことですね。

Q

導入の効果はいかがでしたか。

川崎： 航空機部品の仕上げ加工をする場合には三次元での実測
が不可欠になって来て、MMZでそれが初めて可能となり、お客様

素晴らしいと思います。また、ソフトウェアの使いにくさが少し気

の信用が大きく向上したことでしょう。また、粗引き加工ならそこ

になります。我々のようなユーザーからの意見を汲み取った効率

まで精度は求められませんが、突き詰めていけば長さや角度、幾

的なバージョンアップに期待しています。

何公差なども必要になります。そういった意味では測定機を入れ
たことで仕事の幅が広がりましたし、更なる品質を保証した製品

Q

東京精密へひとことお願いします。

の納入が可能となりました。部品を作っても測定機が無いから測れ
ませんということは許されませんからね。

川崎： 営業の方も非常に丁寧に対応くださり、おおかた満足して
います。これからもよろしくお願いします。

Q

東京精密への要望がありますか。

川崎： 3ヶ月に一度くらいでレベル分けをしたトレーニングが
あったらいいなと思います。私どもも自社だけでは人材を教育し
きれないですし、複雑な測定機を使いこなしきれていないので
す。それでもこれだけ立派な機械ですから有効に使いたいです
し、後々は夜間無人運転なども実現したいと思いますのでトレー
ニングの充実は考えていただきたいところです。
酒本： 私たちは自己流の計測業務になっているところがあるの
で、疑問が出てきたときに自分たちでは解決できないことが多々
あります。ですから、使いこなすことを目的とした教育があったら

東京精密より、対談を終えて
近年コスト低減のために生産拠点を海外へ移す日本企業が
多く見られる中、それをせず差別化として品質・納期・コスト
の総合力で海外生産に打ち勝つという信念を持ち、新たな
挑戦を続けていく株式会社川崎製作所様からは、日本の信
頼されるものづくりを支えていくという強い意志を感じまし
た。その意志は日本国内のみならず海外にも伝わるのでは
ないかと思えるような熱い対談となりました。
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特集：ユーザーズインタビュー ③

唯一無二を生み出すモノづくりカンパニーを目指し、歩み続ける株式会社ユタカ様。
その高い技術と品質を支えるACCRETECH 製品について感想や要望を伺いました

株式会社 ユタカ 様
会社紹介

1977 年に「二神機械産業」として創業し、家庭用ビデオデッキの製造装置
に使 用する部 品を受 注したことで注目を浴びるようになった精 密 機 械 加 工
メーカー。高い品質の製品をどこよりも安く提供することで、顧客の信頼を
獲得している。近年では航空宇宙分野の仕事が拡大し、航空機受注メーカー
や JAXA からの依頼にも取り組んでいる。
本社：〒791-8044

愛媛県松山市西垣生町 822-2

http://www.kk-yutaka.co.jp

“唯一無二を生み出す、モノづくりカンパニー”
を目指して、難削材への加工にも挑戦
加工を始める時期でした。その5軸機械加工を行うにあたり、品質
を保証するために加工物を測定できなければいけないということ
で、東京精密の測定機を導入しました。また、難形状への挑戦とい
う意味でも測定は重要になってきていましたので、そういった点
から判断して測定機を導入しました。

Q

測定機導入の効果はいかがでしょうか。

中矢： 導入以前と比べるとやはり難形状の仕事は増えましたね。
また、保証精度が必要になる加工の依頼も増えました。私たちは
ただモノを作るだけではなく、品質保証検査記録などの証明書を
つけて納品しています。これにより多くのリピートも獲得できてい
ますのでお客様からの品質への信頼は着実に確保できてきてい

Q

ると感じています。

ユタカの業務内容についてお聞かせください。

また、弊社の検査業務は管理部に所属する10名程度によって行
われ装置は毎日稼働しているのですが、装置の使い勝手は大変

中矢： 私たちは半導体や航空機、医療、食品など多岐にわたる

良いと思います。装置導入当初はユーメスというソフトウェアでし

分野での精密機械加工をおこなっております。強みは高品質の

たが、カリプソに替わったことで操作性がさらに良くなりました。

精密機械加工であり、特に品質保証には力を入れています。ま

そのおかげでリピート品の測定は格段に速くなり、検査業務の大

た、最近では難形状への取り組みも進めており、中には情報は

幅な効率化につなげることができました。

3Dデータのみというような加工依頼もありますが着実に難形
状加工の件数は増えてきております。

Q
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東京精密の測定機を
導入したきっかけを教えてください。

Q

東京精密のサポートはいかがでしょうか。

中矢： 営業の方やメンテナンス・ソフトを見てくれる方々にはよく
相談にのってもらっており感謝しています。ただ、こちらの勉強不

中矢： 東京精密との出会いは、2003年頃に三次元座標測定機

足もあるのですが、聞いて出てくるというよりは先に教えて欲し

を入れたことです。その当時、当社の新たなチャレンジで5軸機械

かったことも多々あるのでそこを改善してください。また、測定機

ユタカ
管理部品質管理課 係長

ユタカ
管理部品質管理課 課長

様

様

中矢 洋人

高瀬 寛之

5 ピース構成から削りだし加工を行った
航空宇宙関連の排気ダクト部品の測定

の新人教育は基本的に社内で行っているのですが、東京精密の
トレーニングも受けさせていただいています。私たちの手の届か
ない部分についてトレーニングを行っていただけるのはありがた
いです。

Q

今後のユタカが目指すところについて
お聞かせください。

高瀬： 常に相手の立場になって考えることは意識していきたい
と思っています。その製品がどのような使われ方をするのかを考

Q

東京精密への要望をお願いします。

えることで、ひとつの製品でも測り方が変わってきますし工夫す
る意識が生まれます。これを考えずにいると間違った方向に行っ

中矢： 事情は存じていますが、東京精密の営業所が遠いことが

てしまうこともあるので、製品においても人と人においても相手

ネックです。デモ測定をお願いしたいときに最も近くのデモ測定

の立場に立つことは重視していき、スムーズに物事を運べるよう

可能な場所が大阪営業所になるので、やはり少し遠いと感じま

にしていきたいです。

す。ですので、もう少し近くにデモ測定可能な営業所があればい

また、将来的にはもう少し品質管理に注力したいです。受注した段

いなと思います。いまや製品の流れる時間と製品にかける時間の

階での品質管理の取り組みが不足しているために、加工が終わっ

スパンはますます早くなってきておりますのでスピードを重視し

て検査の段階で問題が見つかることもありますので、早い段階で

ていただきたいと思います。

の品質管理の徹底に力を入れていきたいです。

東京精密より、対談を終えて
航空宇宙関連の高精度加工や様々な難削材への取り組み
などの実績に裏打ちされた高い技術力と徹底された品質
管理により顧客から厚い信頼を得ている株式会社ユタカ
様。2014年春にISO14001を取得したことで環境マネ
ジメントへの取り組みも評価されています。これからも唯
一無二を歩み続けるモノづくりカンパニーとして前進して
いくという気持ちが伝わってくる対談でした。
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特集：ユーザーズインタビュー ④

国内でも有数の加速器施設である高エネルギー加速器研究機構様に、
ACCRETECH 製品導入の経緯やその効果について伺いました。

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構（KEK）様
会社紹介

電子や陽子などの粒子を光の速度近くまで加速して高いエネルギー状態
を作り出す加速器と呼ばれる装置を使って基礎科学を推進する研究機関。
つくばキャンパスと東 海 キャンパスの 2 つ の 研 究 施 設を有している。
これらの施設では、最先端の加速器を用いて宇宙の起源や物質・生命の
根源を日々探求している。
つくばキャンパス：〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1
http://www.kek.jp

人類の知的資産の拡大のため、
加速器を用いて様々な研究を行う研究施設
Q

東京精密の測定機導入の
きっかけについて教えてください

阪井： まず、加速器内には電子ビームが通っているのですが、その
ビームがまっすぐ進むようにしっかりと調整していく必要があります。
その電子ビーム自身は人が直接手を出せないほど冷えた超伝導
空洞の中を通っているため、何らかの測定機で空洞の位置を精密
に測る必要がありました。当時、いくつかの思いつく案を検討して
いましたがうまくいかずにいたところ、東京精密の技術者の方と
知りあいました。そこで本件について相談したところ、東京精密が
光計測事業を立ち上げたばかりということをお聞きしました。話を
続けていくうちに、そういう需要があるならと一緒に開発していた
だけるということになり、
これが導入するきっかけになりました。

Q
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業務内容について教えてください

Q

測定機の導入に際し、
他の装置も検討されたのではないですか

阪井： 私は高エネルギー加速器研究機構で加速器の研究をして

阪井： はい。他の測定装置ですと東京精密さんの前にワイヤー

おります。加速器には様々な用途があるのですが、私は放射光を

型の測定方法も一度検討しました。しかし、まずこちらは私たちの

発生するタイプの加速器の研究に携わっています。電子を光に近

要求している±10μmの精度を出すことが難しいという問題があ

い速度で回すと放射光が発生し、
この放射光が様々な研究に利用

りました。また、ワイヤー型はもしそのワイヤーが切れてしまった

されています。この電子を回す加速器の研究開発が私たちの担

りした場合、一旦空洞を温め直し、装置を止めて交換する必要が

当している部分になります。その中でも私は次世代のエネルギー

出てきます。加速器実験というものは一度動かしたら最低でも半

回収型の放射光源(ＥＲＬ)の開発を行い、そこで必要とされる最新

年間はずっと稼動させ続けることになり、稼働中に扉は開けられ

の超伝導加速空洞の開発を担当しております。このＥＲＬプロジェ

ませんので運用上の問題もありました。これらを改良することも

クトが立ち上がったのは2006年になります。今日まで研究開発

考えましたが、様々なリスクを考慮するならば一から開発したほう

を続けて、ようやく試験加速器(コンパクトＥＲＬ)が完成、2013年

がベストという判断にいたりまして、その後東京精密の開発者の

からビーム加速実験を開始しています。

方と出会ったのです。

高エネルギー加速器研究機構
加速器研究施設 第7系准教授 理学博士

阪井 寛志

KEK 内のコンパクト ERL 試験加速器

Q

様

試験加速器内に設置された超伝導空洞と測定装置

もっと早く位置の動きをトレースできたり、傾きが測れたりすると

東京精密の測定機は
期待以上の効果がありましたか

良いかと思います。また、今は測定装置に使用する光源が大きい
のでそれを小型化できると様々な方面へ応用でき、汎用性が増す

阪井： 安定した効果が得られています。これはお互いの努力の

と思います。装置をキャリー可能なくらい小型化したら面白いか

結果だと思っております。それと合わせてお互い良い関係で仕事

もしれません。ソフト面では、私たちの使用しているものと合わせ

ができていることが重要なのだと思います。特に開発にあたり、

て一緒に使えるようになったらよいと思います。あとは価格です

本コンパクトＥＲＬが建設後のちょうど立ち上げの時期であり、そ

ね。複数台導入する場合、それなりの費用がかかりますのでそこ

の加速器運転に間に合わせるためのスケジュール間の調整や情

を考えて欲しいです。今までとは別の目線で開発をおこない、
コス

報共有をしっかり取れていたと感

トダウンや量産を意識する必要があるのではないでしょうか。

じています。また任せられるとこ
ろは任 せるという信 頼 できる関
係も良かったのではないでしょう

Q

東京精密のサポートと
今後の期待についてお聞かせください

か。期待という意味では、今回の

阪井： 私と東京精密は共同開発の立場になるので、サポートについ

開発は理論的にはある程度こう

てはお互いに随時相談しながらするということになるでしょう。今後

すればよいということがわかって

も問題点が見つかったら逐次報告・検証し東京精密のデータとして

いたのですが、それを実現するとなるとそれなりに技術が必要に

蓄積していただいていければお互いのためになると思います。

なるので心配もありました。しかし、そこを期待以上のもので仕上

神崎： 今回の測定機は他の我々の製品とは異なり、東京精密だけ

げてくるところに東京精密の技術力の高さを感じました。今回の

ではデータの収集が難しい部分があります。特に加速器内部の放射

開発にあたり私は±10μmの精度が安定に出ればいいと思って

線環境下の安定性は東京精密では確認の方法がありません。実験

いたのですが、最終的に長期安定性も含めて±3μm精度の測定

で得られた評価データを教えて頂き、改善すべき点は製品にフィー

機を仕上げてきたことには本当に驚きました。これは期待以上で

ドバックして更により良い製品にしていきたいと考えています。

したね。また、そもそもこの測定機は一から開発していたため、私
はその測定機がしっかりと加速器運転中に動くかどうかさえ不安
な状況でした。ですから、現在の加速器の中でその測定機が正常
に動作していること自体が予想以上の成果といえるでしょう。

Q

東京精密への要望や課題についてお聞きします

阪井： 装置自体に不安はありませんが、モニターを置く治具につ
いての安定化が今後の課題だと思っております。機能としては、

東京精密より、対談を終えて
宇宙・素粒子・原子核・物質・生命の謎を解き明かすために
日々加速器の研究を続ける高エネルギー加速器研究機構
様。研究の裏には様々な困難や壁があり、それを乗り越え
る道もまた険しいとお聞きしております。このような研究に
ACCRETECHの製品が寄与し、ひいては社会の発展に
寄与することを願っております。
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世界に広がる ACCRETECH

Tokyo Seimitsu (Thailand) Co., Ltd.
東京精密タイランドは、
2010年開設以来「お客様の満足」
を基本理念とし、
お客様の生産性向上に
役立てるカスタマーサポートに注力してまいりました。
東 京 精 密の半 導 体 製 造 装 置と精 密 測 定 機 器の販 売、アフターサービス、アプリケーション
サポート、
粗さ真円度などのセミナーの実施により、
お客様のものづくりのお手伝いをしてまいります。
今後とも皆様の暖かいご理解とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

Tokyo Seimitsu (Thailand) ショールーム

Accretech America Inc.
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Accretech (Europe) GmbH

Accretech Korea Co., Ltd.

Accretech (China) Co., Ltd.

Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd.

Accretech (Singapore) Pte. Ltd.

トータルサポートサービスのご案内
東京精密の 4 つのサポートが世界中で受けられます。
メンテナンスパック
サービス（保守契約）

パートプログラム
作成サービス

常に安心して測定機をご使用いただくために、

自動測定に必要なプログラムを

各種メンテナンスパッケージをご用意しています。

当社がお客様に代わって作成するサービスです。

点検校正サービス
*1：ISO/IEC17025：2005 登録 No.0198
国際 MRA 対応認定事業者

受託測定サービス

測定機の保守点検、校正を当社が受託し、点検結果と校正証明

当社がお客様に代わって

書を以って、測定機の品質と測定結果を保証するサービスです。

測定、評価、解析を行うサービスです。

当社が取扱う 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 などがサービス対象製品です。

Head Office

2968-2, Ishikawa-machi, Hachioji-city,
Tokyo 192-0032, Japan
TEL: +81(0)42-642-1701
FAX: +81(0)42-642-1821

International Sales and Marketing

4, Higashi-Nakanuki-machi,Tsuchiura-city,
Ibaraki 300-0006, Japan
TEL: +81(0)29-831-1240
FAX: +81(0)29-831-1461

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

Sao Paulo / ACCRETECH (Europe) GmbH
Sales Representative in Sao Paulo, Brazil
Rua Irineu Marinho 179, 04739-040,
Sao Paulo - SP, Brazil
TEL: +55(0)11-2539-4051

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(0)31-786-4000
FAX: +82(0)31-786-4090

Ulsan Office
(2015 2F Jinjang Deplex, Jinjang-dong)
16, Jinjangnyutong-ro, Buk-gu, Ulsan, 683-350, Korea
TEL: +82(0)52-268-2136
FAX: +82(0)52-268-2137

China / Accretech (China) Co., Ltd.
Head Office / Shanghai
Room 2101C, No 1077, Zuchongzhi Road,
Pudong New Area, Shanghai, China, 201203
TEL: +86(0)21-3887-0801
FAX: +86(0)21-3887-0805

Thailand / Tokyo Seimitsu (Thailand) Co., Ltd.
HQ & Metrology
2/3 Moo 14, Bangna Tower B 1st floor, Bangna-Trad Rd.
K.M. 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
TEL: +66-2-751-9573, 9574
FAX: +66-2-751-9575

Vietnam / ACCRETECH Vietnam Co., Ltd.
Hanoi REPRESENTATIVE OFFICE
356 room, 6th Floor, Office Building, 85 Nguyen Du St,
Hai Ba Trrung Dist, Hanoi, Vietnam
TEL: +84-4-3941-3309
FAX: +84-4-3941-3310

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

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

Taiwan / ACCRETECH (Taiwan) Co., Ltd.
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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。
土浦ショールーム（計測センター / 土浦工場）
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交通のご案内
●車…… ……………… 中央自動車道｢八王子IC｣より約6分（約2km）

交通のご案内

●電車…… …………… JR八高線｢北八王子駅｣下車 徒歩3分

●車… ……………… 常磐自動車道

「土浦北IC」より約10分（約4km）

●電車・バス… ……… JR中央線｢日野駅｣北口より京王バス（八王子北口

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

… ………………… 行き）乗車「コニカ・ミノルタ」前下車 徒歩10分

… ………………… JR常磐線「神立駅」下車 タクシー約10分（約3km）

●電車・タクシー… … JR中央線｢豊田駅｣下車 タクシー約7分（約3km）

〒 300-0006 茨城県土浦市東中貫町 4

〒 192-0032 東京都八王子市石川町 2968-2

TEL.（029）831-1234 FAX.（029）831-6623

TEL.（042）642-0381 FAX.（042）642-0385

名古屋ショールーム（名古屋営業所）
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大阪ショールーム（大阪営業所）
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名古屋営業所
至豊田
バス停「三好高嶺」
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至 梅田
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交通のご案内
●車… ……………… 東名高速「東名三好IC」下車 約5分（約3km）
●電車… …………… 名鉄豊田線「三好ヶ丘駅」下車 タクシー約10分

交通のご案内

●電車・バス………… 地下鉄鶴舞線「赤池駅」より名鉄バス（豊田市行き）

●電車… …………… 地下鉄御堂筋線「江坂駅」下車

… ………………… 「三好高嶺」下車 徒歩約1分

〒 470-0213 愛知県みよし市打越町新池浦 96

〒 564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27

TEL.（0561）32-8501 FAX.（0561）32-8618

TEL.（06）6821-0221 FAX.（06）6821-0210

株式会 社 東 京 精 密

株式会社 東 精 エ ン ジ ニ ア リ ング

■ 計測機器取扱営業所
東北営業所

徒歩約5分

■ 計測機器サービスステーション

（022）224-0121

浜松営業所

（053）460-7131

社

（029）830-1888

浜松営業所

東北出張所

（023）625-3957

名古屋事業所 （0561）32-3601

（076）422-6755

太田営業所

（0276）48-5221

北陸出張所

（076）422-6401

（06）6821-0221

さいたま営業所 （048）669-0055

大阪営業所

（06）6821-0231

姫路営業所

（079）222-5480

東京営業所

（042）631-9757

広島営業所

（082）291-8501

(0263) 44-7770

広島営業所

（082）293-5660

厚木出張所

（046）229-2448

福岡駐在所

（092）713-2155

（0256）97-4665

九州営業所

（092）737-1821

長野出張所

(0263) 33-2004

九州出張所

（096）383-2788

北関東営業所 （029）831-6801

名古屋営業所 （0561）32-8501

埼玉営業所

（048）667-8583

北陸営業所

東京営業所

（042）642-0186

大阪営業所

厚木営業所

（046）229-7031

長野営業所
新潟営業所
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