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ごあいさつ

「ものづくり革新」に対応し最適な生産に貢献
東京精密は来年の 3 月28日に創立 70 周年を迎えます。これもひとえに、お客様をはじ
めとする各ステークホルダーの皆様のご支援の賜物と厚く御礼を申し上げます。
今後も全従業員一丸となって、未来へのベクトルを合わせながら、更なる成長を目指し
てまいりますので、お客様には引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

さて、近年 AI や IoT、自動化など「ものづくり革新」が急速に進んでいます。当社の測
定機も、お客様が最適な生産を行えるようにこの環境下に即した測定機である必要があり

株式会社 東京精密
代表取締役社長 CEO

吉田 均

ます。そのためには、自動測定による省人化（ワーク情報の抽出、測定プログラムの選定、
効率の良い測定機の運用、人と協働する自動化）、データ管理（測定データの保管、統
計解析、傾向解析、レポート作成、ワークと測定データの関連付け、各種ネットワークへの
対応）、測定機管理（状態監視、予兆予知、メンテナンス、予防保全）に対応し、新たに
広がるモノづくりにおいて、計測という観点で皆様をサポートさせていただきます。

また、新たな測定技術への挑戦も行っております。
その一例として、
「第 29 回 日本国際工作機械見本市 JIMTOF2018」では、
「ものづく
りの未来を切り開く、ACCRETECH 東京精密」をテーマに、新型センサを搭載した高精
度三次元座標測定機や世界最高クラスの超高精度真円度・円筒形状測定機など、数々
の新製品とともに、新たな分野であるX 線 CT 装置も今回初出展いたします。また、AI や
IoT 化に伴う市場ニーズへの対応として、省人化や高効率化をテーマとしたゾーンや三次
元座標測定機・産業ロボット・工作機械が連動する産業用自動化をテーマにした展示も
いたします。

製品サポートについては、世界中何処の国でも、国内と同様に全てのお客様に即した
サービスを心がけていくことを念頭に、海外拠点の拡充と、現地サービスへの製品トレーニ
ング、各種セミナーや教育に取り組み、体制の充実を図っております。

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

超高精度真円度・円筒形状測定機
先進性と機能性を両立したデザイン
新開発駆動・ガイド方式を採用し、世界最高レベルの超高精度を実現
高精度直径測定から表面粗さ測定まで、豊富な機能を搭載

主な特徴

RONDCOM CREST（ロンコム クレスト）の駆動方式には、当社の表面粗さ・輪郭形状測定機で長年定評のある非接触・低振動リニアモータ
駆動技術と、新たに開発した独自の位置決め機構を組み合わせた新方式を採用。世界最高クラスの超高精度を実現しました。また、真円度
測定と表面粗さの自動切り替え測定を実現する、新開発の測定力コントロール検出器も搭載するなど、精度・機能ともにこれまでに類を見な
い、超精密部品の測定に特化した真円度・円筒形状測定機です。
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新開発の測定力コントロール検出器を搭載

新開発の駆動・ガイド方式により実現した、
世界最高クラスの超高精度

従来機を遥かに凌駕する “ 繰返し精度 0.3 µm”

この測定方向・測定力の自動調整機能により、
粗さ測定オプションや T 字スタイラスとの併用に
よる真円度 / 表面粗さの自動切換え測定を可能
にします。

ガイド方式は三次元座標測定機で長年培い、
RONDCOM 60 シリーズへ応用してきたエアベア
リングによる非接触支持技術を継承し、エアベ
アリングを RONDCOM CREST 専用の低振動仕
様にアップグレードした新開発の機構です。

RONDCOM NEX シリーズで実績のある対向直
径測定機能を搭載しており、温度変化による誤
差や母線ズレによる誤差をキャンセルした高精
度な直径測定を行うことができます。自動母線
調整より正確な母線位置で直径測定を行えるた
め、極めて高精度な直径測定を実現します。

ZEISS METROTOM 800/1500
Dimensional X 線 CT 装置

マイクロフォーカス X 線により、
非破壊で微小な内部欠陥を可視化できる X 線 CT 装置

定、試験を実施
ジーを利用したアプリケーション事例
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品の表面形状はますます精巧になり、構造はよ
ため、適切な製造と検査が必須となっています。
限の時間で最大限の情報を得られるため、この
三次元座標測定機で培われた各軸の制御技術と超高精度位置決めステージ、高解像度フラッ
トパネルデテクタ、ソフトウェア CALYPSO CT を
ができます。
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、裂けを可視

合材や焼結材

および生物学

主な特徴

採用するなど、これまでの観察用 X 線 CT 装置とは一線を画す METROTOM シリーズ。
構造解析、機能検査、欠陥解析等の非破壊検査に加え、樹脂成形部品やアルミダイカスト等、複雑な工業製品の内部形状の構造比較や内外
寸法の高精度な計測まで、幅広く最適なソリューションを提案します。
生産時に検査、測定、試験を実施
ZEISSのCTテクノロジーを利用したアプリケーション事例
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求められています。一方、部品の表面形状はますます精巧になり、構造はよ
り複雑化しています。そのため、適切な製造と検査が必須となっています。
工業用 X 線 CT装置は、最小限の時間で最大限の情報を得られるため、この
ような課題に対処することができます。
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自動車のシートベルトのバックル用ボタン
高分子化合物の繊維構造

自動車のシートベルトのバックル用ボタン

自動車のシートベルトのバックル用ボタン
微細構造の3D 表示

ZEISS X 線顕微鏡は、物質分布、鋳巣、裂けを可視

形状比較
要求寸法に対する完璧なテストを簡単に

化します。この技術のおかげで、複合材や焼結材
料、セラミックの検査や、地質学的および生物学
的な試料の解析ができます。

CTテクノロジーを利用することにより、測定プロ
グラムを作成 する必 要もなく、部 品の寸法精 度
や、部品を構成するコンポーネントの設計値から
の誤差を素早く知ることができます。
＋方向と－方向の誤差が色別で表示されるため、

3DCAD モデルとの寸法誤差を 3D 表示し、視覚
グラムを作成 する必 要もなく、部 品の寸法 精 度
的な評価を可能にします。
や、部品を構成するコンポーネントの設計値から

この技術を使用して、初期
CTテクノロジーを利用することにより、測定プロ素早く把握できます。
試作品に対して抜き取り検査をすることもできま
す。
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の誤差を素早く知ることができます。

＋方向と－方向の誤差が色別で表示されるため、
素早く把握できます。この技術を使用して、初期
試作品に対して抜き取り検査をすることもできま
す。

ベースプラグの測定

金属製の医療用筐体の寸法信頼性および鋳巣の有無の解析

X 線 CT装置の測定結果は、測定デ

金属製の医療用筐体の寸法信頼性および鋳巣の有無の解析

ベースプラグの測定

ベースプラグの測定

要求寸法に対する完璧なテストを簡単に

統計的な評価

生産時にすべての試験を直接実行

多数の評価項目を簡単かつ
精度よく測定

また、光学式測定と異なり、構造が覆

ZEISS の C T テクノロジーでは、1回の測

われていたり見えない部分にある場合

定で非常に多くの評価項目をスキャン

も、この技術を使って精度良く簡単に

します。その測定結果は精度がよく、ト

測定することが可能です。

生産ラインの CT連続測定

ZEISS インライン X 線 CT 装置は、プラス

寸法測定・幾何公差評価
多数の評価項目を簡単かつ

非破壊検査・内部観察

レーサビリティのとれたものです。

チック製 品および 軽 金 属部 品 の 全 数

したデータが得られます。

検査を、過酷な環境でも、生産ライン

測定データ管理システム

で実 施します。良 / 不良の 評 価が自動

を使用して、値の傾向をグ

的に行われるため、使用不可能なコン

したり、統計的に検証する

ポーネントを 選 別 することが で きま

ます。そのグラフを確認す

また、光学式測定と異なり、構造が覆
精度よく測定
CALYPSO
による直感的な操作で寸法評価が可
アルミダイカストや鋳物の巣や樹脂成形品の気
ZEISS の C T テクノロジーでは、1回の測
われていたり見えない部分にある場合
能。測定精度はドイツ工業規格
VDI/VDE に準拠
泡やクラックの確認、組立品の内部や任意の切
も、この技術を使って精度良く簡単に
定で非常に多くの評価項目をスキャン
測定することが可能です。
します。その測定結果は精度がよく、ト
し、精度を保証します。PMI
付 3DCAD モデル
断面の検査が可能です。
レーサビリティのとれたものです。
があればプログラミング工数の削減も可能です。
接触式測定と異なり、ZEISS CTテクノロ
接触式測定と異なり、ZEISS CTテクノロ

ジーは、ハイスピードで大量の測定点
を取得することができます。

す。CT連続検査により多種類で大量に

つ、どこで品質に関する問

ある製品データを取得し、保存するこ

たかを確認できます。

徐 々に品 質 が 低下 するよ

とができます。これらのデータから、

ジーは、ハイスピードで大量の測定点
を取得することができます。

も、早期に認識できます。

重要な統計パラメーターが抽出され、
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可視化されます。これは、製 造プロセ

は、Cp および CpK 工程能力

スの 最 適化や 生 産品質の 最 適化を行

統計的評価も行い、生産品

う貴重なナレッジベースになります。

に評価してレポート化する
ます。
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モノづくりの 未来を切り開い
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事業について
吉田

まずは、御社の事業内容について教えていただけま

すか？
清水

ナブテスコ株式会社は、帝人製機株式会社と株式会

社ナブコが 2003 年に持株会社を設立し生まれた会社です。
モノを精密に動かし、止める「モーションコントロール技術」
を中核とし、広範な領域で事業を展開し、着実な成長を遂げ
てきました。
その領域は、産業用ロボットをはじめ、航空宇宙、鉄道、建
設機械、舶用、商用車、自動ドア、食品包装機、等多岐に渡り
ます。
自動車の製造ラインで稼働している産業用ロボットの俊
敏で精密な動きを支えているのが精密減速機であり、ナブテ
スコは高精度・高剛性・高耐久性を実現できる減速機の独
自技術を長年に渡り磨き上げてきました。
吉田
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当社も、高精度・高剛性・高耐久性の追求に注力し

ていますが、これら 3 つを実現するためには何が重要だとお
考えですか？
清水

製品性能を決定づける部品の寸法精度と表面品位

です。即ち、研削・研磨を始めとする超精密仕上加工技術で
すね。
例えば、私が長年携わってきた航空機事業の FCAS( フラ
イトコントロール・アクチュエーション・システム ) のサーボ
バルブは局部的にサブミクロンの精度が必要です。
航空機の主翼・尾翼のフラップ ( 固定翼の可動部 ) は、油

圧アクチュエータの僅か数十センチのストロークで大きな機

多岐に渡って事業展開しているため、一つ一つの事業規

体の姿勢を油圧で制御しなければならないため、その心臓

模は決して大きくはなく、リソースにも限りがあります。
どのよ

部であるサーボバルブをかなり高精度に造る必要がありま

うな領域でどのような強みを売りにするかを、顧客とその上

す。昔は、工作機械の加工精度に限界があり、作業者の技能
と経験が頼りでしたが、現在では進化した高精度な工作機械
と東京精密様の測定機の力をお借りして、高精度・高剛性・
高耐久性を保証することができるようになりました。

episode
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弊社とのかかわりのきっかけ
吉田

当社の測定機を導入していただくきっかけになった

のが、そのサーボバルブを研削する際の定寸の測定でした
ね。サブミクロンの加工精度が必要とのことで採用していた
精密減速機 RV

だきました。
清水

コンポ ー ネントタイプ

そうでしたね。航空機用サーボバルブの部品加工プ

ロセスの計測を東京精密様にお世話になったお陰で高精度

位の顧客までをしっかり分析し、それを戦略に落とし込んで、

を実現することができました。

限りあるリソースを集中できたことが現在の高いシェア獲得

また最近では、産業用ロボット向け精密減速機のコア部品

に繋がったと考えています。

の自動加工セルに東京精密様の3D CMMを採用させて頂き

お陰様で、ナブテスコのお客様のほとんどが国内外の一

ました。産業用ロボットの場合、3mのサイズで先端の位置決

流大企業であり、それらのお客様に高い顧客価値を継続的

め精度は 0.1mm 以下。従って精密減速機のいくつかのコア

に生み出し提供できていることが高いシェア獲得に繋がって

部品の加工精度は想像できると思います。
これらの製造プロ

いるものと思います。

いてきた男達 が、今を語らう。
セスでインライン自動計測をご担当いただき、品質を保証さ
せていただいております。
また自動加工セルとの親和性が高く、インテグレートし易

この顧客価値は、もちろん製品自体の技術優位性もありま
すが、多くはものづくりの QCD 競争優位性であると私は考え
ています。納期、品質に関してはものすごくこだわりを持って

いのも東京精密様の特徴です。

対応しています。

多方面で弊社のものづくりの根幹を支えていただきまして、

吉田 やはりシェアを確立するには顧客満足度は重要です

改めて心より感謝申し上げます。

よね。アプリケーションや提案などで競合と差別化を図って

吉田

工場にお邪魔させていただいたことがありますが、精

いく必要もあります。
また、カタログに掲載されているスペッ

度に対する強いこだわりが感じられました。当社も高精度・

クとしては競合他社と大差がなくても、現場できちんと信頼

高信頼性に重きを置いてものづくりをしていますが、ナブテ

性のある結果がだせるかが重要だと思います。

スコ様も高精度・高信頼性を重要視しているという共通点

清水

を感じました。

る自動車メーカーに訪問した際、弊社の産業用ロボット向け

そうですね。以前、ロボットメーカー様のお客様であ

精密減速機と他社製を比較したデータを見せていただきま

episode
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トップシェアの秘訣
吉田

御社の多くの製品はトップシェアを誇っていますよ

ね。その秘訣は何ですか？
清水

現在ナブテスコ製品の多くは、高いシェアを獲得して

したが、弊社の製品は、他社製に比べて 7 ～ 8 倍も耐久性
が高いとの評価でした。
おっしゃる通り、カタログに掲載されているスペックは変わ
らなくても、お客様は、実用レベルで見るべきところを見てい
ただいていると感じました。

いますが、事業・製品によって戦略が異なります。
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吉田

当社も同じく自動車メーカーのお客様に、温度変化

り込むことが重要です。
これが最も重要なコミュニケーション

の中での測定誤差が、競合機と比較して一番信頼性が高い

だと思います。

という評価をいただきました。良いものをつくれば、必ずお

私は以前工場長を 4 年ほど経験しましたが、その時も現場と

客様に伝わる。我々もそう信じています。

コミュニケーションを密にしてきましたが、現在の本社組織

episode

の立場では、考え方の異なる異業種の人財の集合体と話を
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進める中で、尚一層のコミュニケーションが必要となってい

業務について

ます。

吉 田 清水様の所属する「ものづくり革新推進室」の業務に

吉 田 おっしゃる通り、コミュニケーションは大事ですよね。

ついて教えてください。

当社もカンパニー制を導入していますが、現在独立している

清 水 ものづくり革新推進室は、生産技術部、調達統括部、

ものを融合していこうと進めています。生産しているものは

環境安全部の 3 部で構成されています。生産技術部は、高自

異なっていても同じものづくりの思想を持てるような組織づ

動化・独自生産技術開発を担当する生産技術グループと、

くりは大事です。工場間の交流があればいいけどそういう組

主に ICT(IoT/AI) を活用した “ 見える化 ” を推進する生産

織はまだうちもない。それぞれきっと同じ考えの部分や悩み

管理グループに分かれています。

があると思います。
これは、お互いのいいところを融合してよ

昨今の IoT/AI の流れに後れを取らないためにも、これら

り良いものづくりを進めたいですね。

の導入検討を進めていますが、弊社は、異業種の集合体であ

清水 異業種合同で勉強すると、得るものがいっぱい出てき

ることから、各カンパニー ( 工場 ) の生産量、生産形態が大

ます。生産管理面では中々プラットフォームを造りにくいとお

mono

更なるモノづくりの

きく異なるため、IoT/AI のプラットフォームを形成しづらい

話しましたが、生産技術面では、あそこの技術をここに使お

体質であると考えています。そこで弊社では、IoT/AI を単な

う、あそことここの技術を組み合わせてみよう、という具合に

るツールと考え、其々のカンパニーや工場が何をしたいのか

横串を入れることができます。たまに相乗効果によって新た

をしっかり調べ上げ、其々の目的・ニーズに合ったデバイス

な生産技術の創出も可能です。

を導入するという、いわゆる ” スモールスタート “ での ICT
化を開始、現在その試験運用を行っているところです。
吉 田 仕事をする上で大切にしていることはありますか？
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生産に対する取り組み

ものづくり革新推進室とい
清水 コミュニケーションですね。

吉田

う本社組織の役割は、カンパニーのものづくり現場に、今ま

すよね。

でにないソリューションを提供することだと考えています。

し
清 水 はい。弊社では、現在高自動化を推進しています。

本社組織として、経営目標を達成するためのソリューション、

かしながら、実現可能な製造プロセスが限られています。組

カンパニー ( 工場 ) がしたい改革・改善について、何度も議

立・検査等のプロセスでは、いまだに作業者の技能に依存

論を交わして、実行すべき施策をお互いが納得できる形で絞

しており、将来に向けても、作業者の技能と自動化の共存が

御社は、IoT 化や自動化を推進していらっしゃいま

望ましいと考えています。唯一、機械加工は高自動化を推

高い顧客価値を生み出している現実を考えれば、東京精

進しやすいプロセスであることから、工作機械と測定機、更

密様との協業は今後、更に重要となってまいります。

にロボットを組み合わせたシステム構築を進めています。

吉田 今後もパートナーとして協力する上で、東京精密に

更なる QCDE 競争優位性の向上を図るためには、自動

期待することはありますか？

化したそれぞれの生産工程内で品質を保証できる仕組み

清水

が必要です。
このためには中間工程の測定データをデジタ

密減速機の量産ラインのインライン計測と航空機事業の

ル化し、良否の自動判定や統計的管理に活用できるシステ

FCAS サーボバルブの超高精度計測をお願いすることに

ムを構築しなければならないと考えています。

なると思います。

また、自動化が進めばオペレーターが不在になるので、設

東京精密様には、引き続き産業用ロボット向け精

他にも建設機械・鉄道・商用車のものづくりにおいて

備の異常を予知 ( 監視 ) する機能が必要になりますので、

も、コア部品製造は社内で行っているため、将来に向けて

そこには IoT を有効活用したいと考えています。現在、設

インライン計測化を推進することになります。その中で、東

備予防保全 IoT の準備を進めています。

京精密様には、現在以上の『超高精度計測の実現』と『工

吉田

作機械を制御できる計測システム』を目指していただきた

我々も生産ラインの中へ測定機の導入を積極的に

お客様へ提案しています。当社の測定機が最適な生産に貢

いと思います。

献できるよう、自動化や IoT に即した測定機である必要があ

今後も定期的に情報交換をさせていただき、弊社の

ります。
現在、自動測定による省人化、データ管理、測定機管

ニーズをお伝えしていきたく思いますので、引き続き、ご支

理の対応を進めています。
また、当社はエンジニアリング部

援とご協力の程宜しくお願い致します。

未来へ。
門を持っているので、お客様の個別要求に対して一括で請

吉 田 もちろん、厳しい要求にも対応していくことが我々

け負っています。当社と御社の方向感がぴったりあっていま

の力になり、次の章に向けてのステップアップにつながりま

すね。

す。
また、正直な意見も伝えてくださるお客様は貴重な存在
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06

今後について
吉 田 今後のビジネスの見通しについて教えてください。
清水

今後の見通しについて、多くの事業では需要の変

動を繰り返しながらも長期的に成長するものと期待してい
ますので、2030 年のものづくりのあるべき姿をしっかり
イメージし、QCDE の競争優位性を更に向上するための
施策を着実に実行することを考えています。
特に産業用ロボット事業、航空事業において、(Q) 品質が

です。
これからも、どんどんご要望をおっしゃってください。
我々も全力を尽くします。

ナブ テスコ 株 式 会 社
2003 年、帝人製機株式会社、株式会社ナブコが油
圧機器事業に関する業務提携をきっかけとし、持株
会社ナブテスコを設立。モーションコントロール技術
を軸に、空・陸・海における多岐に渡る事業分野で、
世界シェア No.1、国内シェア No.1 の製品を数多く
有するメーカー。
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特集：ユーザーズインタビュー ①

カーエアコンの制御部品メーカーである株式会社テージーケー様に、
測定機採用の基準や東京精密に期待することについて伺いました。

株式会社テージーケー 様
会
会社
社紹
紹介
介

1959 年の創業以来、国内外の自動車メーカー、システムメーカーと強く連携し、独創
性、品質ともに世界最高の評価を確立して世界屈指の自動車用制御機器メーカーとして
成長。高品質、高信頼性に裏付けられた自動車用制御部品の開発・製造で培ったコアコ
ンピタンスを住宅設備用制御機器分野、さらに新たな事業分野においても積極的に展開
を目指している。
本
社
：〒193-0942 東京都八王子市椚田町 1211-4
椚田工場
城山工場：〒252-0101 神奈川県相模原市緑区町屋 1-4-33
韮崎工場：〒407-0011 山梨県韮崎市上ノ山字寺平 3000

http://www.tgk-jp.com/index.html

「Made in Japan」へこだわり、世界最高品質を世に送り出す
Q

事業内容について教えてください。

清宮： カーエアコンの制御部品の開発、製造、販売をしています。
当社は、一次サプライヤーである Tier1 企業に部品を供給する
Tier2 企業です。世界に自動車会社は数百社ありますが、Tier1 の
カーエアコンメーカーは 10 社前後、TXV（温度膨張弁）メーカー
だと4 社、コンプレッサーのコントロールバルブメーカーでは 2 ～
3 社しかありません。当社は世界で数社しか作っていない製品を供
給している会社です。

Q

競合他社との差別化について教えてください。

主流になっていますが、当社は開発現場の近くで生産することで、
競合他社に負けない設計とものづくりを目指しています。また、高

清宮： 当社は、高品質な製品を提供するため、
「Made in Japan」

品質なだけでなく、価格面でも LCC に負けないよう日々努力して

に強いこだわりを持っています。近年は、生産拠点を LCC（Low

います。

Cost Country）にかまえ、生産コストを下げるビジネスモデルが

この二つを実現するため、山梨県の韮崎市に新工場を完成させ
ました。また、そこに東京精密さんの高精度な測定機を導入させて
いただきました。

Q

人材育成に力を入れているとお伺いしました。

清宮： はい。高品質な製品をお客様に提供するために、人材育成
はかかせません。当社では、TESP（TGK Education System
Program）というオリジナル研修プログラムを実施しています。こ
れはベテラン社員から若手社員に技術や技能などを継承するため
のオリジナル教育システムで、年間 40 講座・100 コマを超える講
習会を社員が講師となりオリジナルのテキストなどを作成し実施し
韮崎工場精密測定室

10

ています。内容は、解析技法、統計手法、工程管理・品質管理、ビ

株式会社テージーケー
代表取締役社長

清宮 仁

様

株式会社テージーケー
品質保証部
物作りプロセス管理課
主任

大塚 孝之

様

世界の自動車メーカーとの取引

ジネス文書の決まりごとなど幅広いです。こちらのプログラムは、

じように測定できたところが購入の最大の決め手でした。測定機の

業務時間外の実施なので任意参加という形をとっていますが、年間

外観を見ただけで触るのに抵抗がある人も多いですが、Calypso

一人当たり7 ～ 8 講座参加しており、若手社員の自己啓発につな

は誰でもすんなり使いこなせる。そこが非常に魅力的でした。

がっています。

Q

Q

サポート体制についてはいかがですか。

東京精密の測定機採用の決め手は何でしたか。
大塚： サポート体制には満足しています。不具合があった際は、

大塚： 当社の主力製品に切削加工の部品を数多く取り扱っていま

すぐに対応していただいたり、アポイントがない日も、
「近くに来た

す。その一部には、寸法がミクロンオーダーのものもあります。そ

ので」と立ち寄っていただいたり、非常にこまわりが利く対応をして

れらの部品を、正確に短時間で測定するには高精度な測定機が必

いただいています。

要になりました。そこで、東京精密さんと他社さんの 2 社の測定機
が候補に挙がりました。比較してみたところ、性能と価格は互角で

Q

今後東京精密に期待することはありますか。

したが、東京精密さんの Calypso（カリプソ）というソフトの操作性
が非常に良くて。このソフトのおかげで、初心者から上級者まで同

大塚： 非接触測定機の開発に力を入れていただきたいです。既
存製品である「O-INSPECT」の接触測定の機能をなくして、画像
測定機能をメインにした製品などが開発されるといいなと思いま
す。将来的には測定機の主流は、非接触になると思います。ボタン
一つで簡単に測定される時代を見据えて、ぜひ非接触測定の分野
を伸ばしていただきたいです。

東京精密より、対談を終えて
「Made in Japan」に強くこだわり、高品質・高信頼性の
カーエアコンの制御部品を世界に提供し続けるテージー
ケー様。為替や関税、時には地震などの災害の影響を受け
る中、
「Made in Japan」の高品質な製品を「Made in
LCC」製品に負けない価格で提供できるのはテージーケー
様の企業努力あってのことだと思います。その努力が、世
界屈指の自動車用制御機器メーカーと評価される理由だ
と感じる取材となりました。今後も、日本のものづくりを支
テクニカルセンター

えるメーカーとして、更なる発展に期待します。
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特集：ユーザーズインタビュー ②

技術支援機関として、大分県内企業のものづくり活動に対する総合支援を行っている
大分県産業科学技術センター様に、ACCRETECH 製品導入のきっかけや印象について伺いました。

大分県産業科学技術センター
会社紹介

前身となる大分県醸造試験場が明治 43（1910）年に設置されて以来、1 世紀以上にわ
たり県内企業の技術支援機関としての役割を果たす。
大分県商工労働部が策定する「おおいた産業活力創造戦略」の推進機関として、部是で
ある ｢現場主義、スピード、改革 ･ 挑戦｣ のもと、県内企業の個々の技術的な課題解決に
取り組む中で、産業集積の進化と地場企業の体質強化の推進を支援。
住

所：〒870-1117 大分県大分市高江西 1-4361-10

http://www.oita-ri.jp/

ニーズを的確にとらえ、県内企業のものづくり現場をサポート
が多々あります。東京精密製の測定機で言えば、真円度・円筒形状
測定機は当センターの設立時に導入したのですが、そちらも補助
事業を活用しています。

Q

当社の測定機を導入してみていかがでしょうか。

検討していた時から性能がとても良いことはわかっていました
が、サブミクロンの測定精度のおかげで、測定結果の信頼性が一段
と高まりました。以前の機種と比較して、御社の製品は基礎的な使
用方法はもちろんのこと、様々な使い方ができるため奥が深いなと
感じています。

Q

大分県産業科学技術センターについて
教えてください。

大分県産業科学技術センターは、
「商工業を中心とする県内産業
の振興」を目的として県の商工労働部に設置され、医療機器、メカ
トロニクス、航空機など、ものづくり現場の技術支援機関として県

また御社のサービスの皆様には導入後に何度もセンターまで操
作指導に来ていただき大変助かっています。

Q

当社の測定機を導入後、
センターで
「精密測定技術講習会」
を実施したとお伺いしました。

はい、この新しい三次元座標測定機の導入をきっかけに 3 月に開

内企業の皆様を支援しております。私は機械担当として県内企業の
方から持ち込まれたワークなどを測定しております。また、県内企
業の皆様に、設備を貸出してご利用いただいております。

Q

当社の測定機導入の理由を教えてください。

設備の更新を検討していたところ、サブミクロンの測定精度を有
しており汎用性が高いことから導入を決めました。導入するにあた
り、公益財団法人 JKA（競輪）の補助事業を利用して導入していま
す。当センターでは大分県の予算での購入が困難な高額機器の設
置などに補助事業を活用しており、過去にも補助金を活用した導入
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三次元座標測定機

操作中の様子

大分県産業科学技術センター
機械担当 主幹研究員

重光 和夫

三次元座標測定機 PRISMO ultra

大分県産業科学技術センター
機械担当 研究員

様

伊野 拓一郎

様

表面粗さ測定機 handysurf graph

催しました。測定機を保有していなかったり、自社設備での測定に

います。同じワークを持ち回り、それぞれ環境の違う場所で測定し

不安があったりする方に測定機の基礎を知ってもらい、実際に測定

た時にどうなるのか、その変化を見るだけでもメンバーの皆様と議

機を触ることで測定機をより身近に感じてもらうために座学と実習

論が弾むと思います。今から楽しみです。

を交えた講習会を実施しました。信頼性の高いものづくりには、高
度な加工技術だけでなく、製品の精度を評価し保証するための基本

Q

今後の課題はありますか。

となる知識や正確な測定技術が不可欠です。当センターは技術支
援機関としての立場で、測定の大切さや測定機の良さを伝えてい

地場企業を含む製造業への全方位支援をしたいが難しいです。

きたいと考えています。今回の講習会では三次元座標測定機の良

技術支援機関であることのメリットを生かして様々な方にご利用い

さを知らない方に活用方法などを知ってもらえてよかったです。大

ただきたいと思っています。

変好評でした。

Q

Q

最後に、東京精密に期待することはありますか。

これからの目標があれば教えて下さい。
世界に誇れるものづくりをこれからも進めてください。サポート

技術支援機関として地場企業に貢献していきたいです。具体的
には今後「CMM クラブ」という三次元座標測定に特化した組織を
発足させて、地場企業同士での情報共有の場を提供するつもりで
す。また将来的には難形状ワークの持ち回り測定をやろうと考えて

には大変満足していますので継続してよい関係でいてくれたら幸い
です。

東京精密より、対談を終えて
「企業のものづくり活動に対する総合支援」
「技術シーズに
よる県内産業の復興」
「多様な連携による支援」の 3 つを
業務の柱として、中小企業の総合支援から将来的な県内
産業の復興までを支援されている大分県産業科技術セン
ター様。県内企業のものづくり活動における様々な技術課
題に対応するため、技術相談の対応を基本に、依頼試験
や機器貸付、共同研究等により迅速な課題解決に努めて
います。今回、九州地区の技術支援機関として初めて当
社の三次元座標測定機を導入していただきました。今後、
ACCRETECH 製品がものづくり活動に挑戦する企業の課

真円度測定機 RONDCOM52B

題解決に寄与できることを願っています。
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世界に広がる ACCRETECH

Pickup

世界のショールーム

Accretech (China) Co., Ltd.
東京精密ACCRETECHグループは、
世界でも先進技術を有する精密測定機器・半導体製造装置
メーカーとして、
世界的市場の中国でも発展を遂げ、
中国のお客様に高精度・高効率の技術ソリュー
ションを提供しております。
お客様からの更なるご要望に応えするため、
2017年に上海技術サポートセンター及びショールームの
リニューアルを行い、
高精度機の常設展示機を増設、
各種技術サポート体制を強化いたしました。
今後とも皆様の温かいご理解とご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

Accretech (China) ショールーム

Accretech America Inc.
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Accretech (Europe) GmbH

Accretech Korea Co., Ltd.

Accretech (Thailand) 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-shi,
Tokyo 192-8515, Japan
TEL: +81(0)42-642-1701
FAX: +81(0)42-642-1798

International Sales and Marketing

4, Higashi-Nakanuki-machi, Tsuchiura-shi,
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

Dresden Office
Hugo-Junkers-Ring 9, D-01109 Dresden, Germany
TEL: +49(0)351-89024-11
FAX: +49(0)351-89024-12

France / Accretech (Europe) GmbH

14, Chemin des Clos F-38240 Meylan, France
TEL: +33(0)4-76-04-40-80
FAX: +33(0)4-76-04-07-30

Italy / Accretech (Europe) GmbH

Via Giotto 7 20032 Cormano (MI), Italy
TEL: +39-02-2316-3291
FAX: +39-02-2316-3099

Hungary / Accretech-Tosei Hungary Kft.
Liget str. 3/2 3rd floor H2040 Budaors, Hungary
TEL: +36(0)23-232-224
FAX: +36(0)23-232-224

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, 13496, Korea
TEL: +82(0)31-786-4000
FAX: +82(0)31-786-4090

Ulsan Office
(1F 841-8, Myeongchon-dong)
30, Myeongchon 7-gil, Buk-gu, Ulsan, 44254, Korea
TEL: +82(0)52-268-2136
FAX: +82(0)52-268-2137

China / Accretech (China) Co., Ltd.
Head Office / Shanghai
Room2101C, No.1077 ZuChongZhi Road, Zhang Jiang Hi-Tech Park,
Pudong New Area, Shanghai, China, 201203
TEL: +86(0)21-3887-0801
FAX: +86(0)21-3887-0805

Thailand / Accretech (Thailand) Co., Ltd.
HQ & Metrology
2/3 Moo 14, Bangna Tower A, 16th Fl., Bangna-Trad Road.
K.M. 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand
TEL: +66(2)751-9573, 9574
FAX: +66(2)751-9575

Malaysia / Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd.
Head Office
NO.39, Jalan PJS 11/2, Subang Indah,
46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
TEL: +60(3)5632-7488
FAX: +60(3)5632-7489

Johor Bahru Office
No.7-G, Jalan Molek 3/20, Taman Molek,
Johor Bahru, 81100 Malaysia
TEL: +60(7)361-4388

Vietnam / Accretech Vietnam Co., Ltd.
Head Office / Hanoi
356 room, 6th Floor, Office Building, 85 Nguyen Du St,
Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
TEL: +84(24)3941-3309
FAX: +84(24)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(28)3512-6760
FAX: +84(24)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.

2F, No.199, Zhonghe St., Zhubei City,
Hsinchu County 30267, Taiwan
TEL: +886(0)3-553-1300
FAX: +886(0)3-553-1319

Brasil / Accretech-Tosei do Brasil Ltda.
Rua Nove de Julho, 72, office 77, Torre Norte,
Sau Paulo, SP, 04739-010, Brasil
TEL: +55(0)11-3360-9531
FAX: +55(0)11-3360-9531
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株式会社 東 精 エ ン ジ ニ ア リ ング

■ 計測機器取扱営業所

■ 計測機器サービスステーション
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）422-6755

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

さいたま営業所 （048）669-0055

姫路駐在所

（079）222-5480

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

(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

新潟営業所

（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

浜松営業所

（053）460-9260

東北営業所

（022）224-0121

浜松営業所

（053）460-7131

http://www.accretech.jp
発行日：2018 年 11 月 1 日

発行：株式会社 東京精密 広報室

本

