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ごあいさつ

お客様に寄り添い、
更なるサービスの拡充に努める
現在、世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております。新型コロナ
ウイルス感染症に罹患された皆様及び関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
また、医療従事者をはじめ最前線でご尽力されている皆様に深謝申し上げます。

近年、グローバル競争が激化しコストや品質への要求が高まる一方、労働力不足への

株式会社 東京精密

対応や働き方の多様性が必要とされております。この相反する課題を解決する鍵となるの

代表取締役社長 CEO

が、ものづくりの効率化です。三次元座標測定機をはじめとする弊社の各種測定機を、

吉田 均

産業用・協働ロボットや AGV（無人搬送機）、画像識別センサなどの周辺機器と接続し、
検査工程の一部または全てを自動化するお手伝いをさせていただきます。構想から設計、
導入、立ち上げ、アフターフォローまでを含めた当社の自動化・省力化計測ソリューションが、
お客様のものづくりの効率化を測定機器の面からご支援いたします。

また、本年は新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、ものづくり業界全体が
甚 大な影 響を受けました。しかし、ものづくりの需 要 が 世 界 からなくなることはなく、
また、ものづくりに付随した測定機全般の需要もなくなることはありません。来年度にかけて、
ものづくり業界に回復の兆しが見え始めており、それにむけて当社としても様々な形で
貢 献ができるように尽 力して参ります。まずは、当社の製 品をご覧いただけるように、
各所でプライベートショーの開催を予定しております。

更に、お客 様のものづくりに貢 献できるよう、土 浦 工 場に新 生 産 棟であるMI 棟を
設立し、また、大阪営業所のリニューアルも行いました。MI 棟の新設により、年間の生産
能力を従来比の 1.5 倍に引き上げることが可能となりました。大阪営業所では、新たに
ショールームを改装し、高性能・高精度モデルや非接触測定機、自動計測機器等の展示
機を充実いたしました。測定でお困りの方や、計測機器をご検討の際には、ぜひとも
ご来場いただき製品性能をお確かめください。

製品サポートについては、世界中何処の国でも、国内と同様にすべてのお客様に
即したサービスを心掛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。

今後も東京精密はもの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
そして多様化するもの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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モノづくりの未来を切り開い
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歩ける橋まで迂回するととんでもなく時間がかかります。もう

学生時代の過ごし方

時効ですが、疲れ果てていたので、ショートカットで終電後の

吉田

随分無茶なことをしたものだと反省しています。しかし、この

杉原さんはどのような学生時代を過ごされていまし

線路上を歩いて渡り、下宿にたどり着いたこともありました。

たか？

時代に培われた体力・精神力が、40 年以上続く会社生活の

杉原 私は大学に入学と同時に、中学・高校と続けていたラ

中でも活かされてきたと思っています。昨今の働き方改革と

グビーをするために体育会のラグビー部にも入部しました。

は全く逆行していますね。

当時は野球と同じように早・明・慶とも対戦するので、とても
厳しい練習が課せられていました。3 年時に工学部航空学科
に進学しました。工学部は卒業のため卒業論文と卒業設計が
必修で、4 年時には実験や設計製図に追われる一方でラグ

02

入社時に大変だったこと

ビーの練習との両立で大変な毎日でした。ラグビー部のグラ

吉田 杉原さんはどのような新人時代を過ごされていたので

ンドは駒場キャンパスにあり、航空学科は本郷キャンパス、お

すか？

まけに下宿は東横線の田園調布駅から歩いて 15 分もかかる

杉原

ので、4 年時の私の 1日は早朝に起き、まず本郷まで 1 時間

日本の自動車生産が 1 , 000 万台を突破し、米国を抜いて世

半かけて出かけ、午後 2 時まで実験と論文製作、それから1

界一になり、トヨタ車の輸出も、初めて 100 万台を超えた年

時間かけて駒場に移動して午後 3 時から7 時～ 8 時ぐらいま

にあたります。２度の石油危機を経て、日本車の燃費性能や

で練習。その後、本郷に戻って深夜まで実験、終電で帰宅と

価格への評価が高まり、日本車人気が上昇するなか、一方で、

いうこともたびたびありました。

最大の輸出先である米国との間では、通商摩擦が熱を帯び、

吉田 なかなかハードな学生時代ですね。その学生時代の

その後の現地生産化につながるグローバル企業への飛躍が

経験が今のお仕事に活かされているんでしょうか。

始まった頃でした。

杉原
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私がトヨタ自動車に入社した 1980 年（昭和 55）は、

東京で下宿生活、アルバイトもできないので、親に負

クルマとしては設計技術・生産技術の進化により、駆動・

担をかけないためにも学部で卒業することに必死でした。あ

操舵方式が、従来の FR 方式（フロントエンジン・リアドライブ）

る日、終電で帰って寝過ごして武蔵小杉まで行ってしまったこ

から、駆動・操舵系を前方に集中させた FF 方式（フロントエ

とがあります。下宿に戻るには多摩川を渡らねばなりません。

ンジン・フロントドライブ）へ移行し、直進安定性や車両重

P

1983年 明治大学工学部電子通信工学科 卒業
1983年 （株）東京精密 入社

談

2010年 日本精密測定機器工業会 会長就任
2015年 代表取締役CEO就任（現任）
2016年 NDマーケティング大賞受賞

株式会社東京精密 代表取締役社長 CEO

吉田 均
Hitoshi Yoshida

いてきた男達が、
いてきた男達が、
今を語らう
今を語らう。
量軽減に効果を上げました。同時に、小型車の車体長の短縮

トヨタには量産部品の途中工程の状態を順番に示す、工作

や車室の拡大のために、エンジン・トランスミッションも大変

図という概念があります。これは各工程の品質基準を明確に

革され、横置きが主流になりました。日本の優れた燃費性能

して各工程で品質を造り込む、いわゆる自工程完結を推進す

や価格が実現できたのもこれらの技術開発で先行することが

る大事なツールであることを学びました。案外、自工程完結

できたからだと思っています。変革の時代でしたが、若い技

は難しく達成するには設備や品質管理のレベルも上げていか

術屋にとっては活気に満ちた、楽しい時代であったと言えます。

ないとできません。工程で造り込みを忘れ、不良品を撥ねる

そのような時代背景の中、私の配属は、生技開発部という

最終工程が正規工程になってしまっている会社も結構あるこ

新しい組織で、クルマの FF 化や低燃費化のために必要な部

とを知りました。

品を量産化する、またはそのための作り方を開発する部署で

吉田

した。私は小型エンジンの出力向上のためのターボチャー

しょうか？

ジャー、FF 化のためのラックアンドピニオンタイプのステアリ

杉原

ングなどの内製化に関わる仕事に携わらせてもらいました。

とでした。当社は乗用車用ターボの老舗、米国のギャレット

吉田

社からの購入しましたが、量が増えるのに応じて内製による

実際に会社に入ってみて、苦労されたことなどはあり

配属後、初めて携わったのは何の内製化だったんで
冒頭お話しした、ターボチャージャーを内製化するこ

ますか？

自前化を前提にしていました。その内製化チームに配属され、

杉原

誰でもあることだと思いますが、学生時代と社会人に

ベアリングハウジングの加工と組付け・評価装置の開発を任

なってからのギャップはたくさんありました。その中で今でも

されていました。高回転で回る軸を支えるためにエンジンオ

絶対忘れないようにしていることがあります。自分で設計した

イルで浮かせたすべり軸受を使うのですが、小径のホーニン

部品を機械加工してもらうために、初めて、図面を持って試作

グ仕上げによる、µm（ミクロンメートル）レベルの真円度・

工場の職制にお願いに行った時のことです。
「こんな図面はお

円筒度やプラトー面が必要です。その精度を確保するために

絵かきだ。これでは部品を加工できない。モノづくりには工

エンジンのボア用に使われた古いホーニング機を改造しまし

程があって、その工程を織り込んだ図面でなければならない」

たが、ベアリングハウジング用の小径にあう工具はありません

と懇切丁寧に教えてくれました。ある工程を経るとその形がど

でした。そこで見よう見まねでホーニング工具や、砥石を設

うなるか、次の工程で残る形状はどうなるかを示すのが図面

計・製作しました。今は 20 万回転も楽に超えますが、当時

で、単に設計者の必要な形状や公差だけを示しただけではそ

は目標の 10 万回転をクリアするのに何度もやり直しました。

の通り作れないということを教えられました。

組付けでは最終検査装置を作成しましたが、単体評価にガソ
5

リンを燃やして排気ガスを使うのはもったいないので、工場
エアーを使った評価装置を設計しました。
他にも高耐熱のニッケル合金でタービンを作るためのロス
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大豊工業での仕事について

トワックス鋳造、インペラを作るためのプラスターモールド法

吉田 大豊工業へ入社されたのはいつ頃なんですか？

や、クロモリ鋼とニッケル合金の摩擦接合など、初めての技

杉原 2014 年にトヨタ自動車から転籍し、2015 年に社長

術ばかりで量産化までには大変でしたが、今思えば設計技術

に就任しました。もともと大豊工業はエンジン用のすべり軸受

から材料・工法まで多くのことを学べた時代でした。

（エンジンメタルと呼んでいます）を専門として、76 年の歴史

その後は走る・曲る・止る技術がさらに進化して電子制御

があります。私はトヨタ時代に国内外のエンジン工場の担当

を取り入れた商品化が進み、内製していたパワーステアリング

役員をしていたことや、大豊工業がエンジン部品以外にも駆

やショックアブソーバを電子制御化する開発に取り組みました。

動・操舵系の機能部品も手掛けていて、私が内製化してきた

89 年～ 93 年までは、デトロイトに駐在の機会をもらい、燃料

部品とも縁が深く、もともとなじみのある会社でした。

電池など宇宙・航空関係の企業や研究所との共同研究をまと

吉田

めていました。トヨタでは当時から燃料電池に着目し、内製で

たと思います。そんななか、大豊工業に入り、最初はどういっ

手の内化しようという計画を持っていました。残念ながら量産

たところに注目されたんでしょうか。

車でなかなか FCV が日の目を見ることはありませんでしたが、

杉原 生産技術開発部での部品内製化業務に海外駐在も含

インフラの整備も整い、25年後の2014年にようやく
「MIRAI」

めて17年携わりました。課長になってからは製造現場に異動

が発売されました。

して、20年ほど国内、海外の部品工場や車両工場のマネジメ

今、自分が経営者になって、当時のことを思い浮かべると、

杉原さんはこれまで、色々なものを見て経験されてき

ントを経験してきました。そのおかげで、どうしても生産プロ

FF 化・小型低燃費化に向けてクルマが大きく進化する中で、

セスと現場の力に注目してしまいます。

米国との摩擦を解消するためにグローバル企業としても飛躍

吉田

をしなければならない。そんな時代に自前主義で将来への布

やっぱり製造業は現場が一番ですよね。

石を打っていた当時の経営者の想いや判断のおかげで今日

杉原 その通りですね。エンジン用の軸受けは小さな部品で

の発展がある。ただ、現在と違って当時はもう少しおおらかで

すが、絶対に焼き付いてはならない大変重要な部品です。そ

時間もあったのか、とにかく作って、やってみてから考えようと

のために、粗材は摩擦材料としてのブレンドにノウハウがあり、

いう余裕があったのかもしれません。こだわってやり続けるとい

成型・加工工程は高い精度が必要です。大豊工業はその二

うことも学びましたね。しかし、当時のスピードでは、今の百年

つを両立させるため、材料から製品まで一貫して作れる強み

に一度の大改革にはついていけないかもしれないですね（笑）

を持っています。そして、生産工程には機械加工はもちろん、

吉田

いやいや。そういった、杉原さんのような方々が切り

鋳造・金属アトマイズ・圧延・焼結・熱処理・プレス成型・メッ

拓いてくれた過去があるからこそ、今の大改革があるんでしょ

キ・樹脂コーティングなど部品の生産技術としてはほとんどの

う。今後、最終的にどういった方向に進んでいくかは分かりま

要素技術がそろっています。それぞれ、奥が深く、現場に行く

せんが、おそらく燃料電池は残っていくんでしょうね。

といまだに新たな発見があり、日々教えられることばかりです。

現場には携わっている人の姿勢も現れてきますし、
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今後の方向感
吉田 会社としてこう変わって行きたい、などの方向感はどの
ようにお考えですか？
杉原

社長に就任した時の真っ先に感じたことは、組織も個

人も横の壁や上下の壁があり、各人の力量にあわせて、よく言
えば粛々と仕事を推進していることです。平時にはそれも強み
ですが、昨今のように変化の速い時代には、会社が一丸となっ
て足並みを揃えて、創造力とスピードを発揮することが必要だ
と思います。そこで、ビジョンや方針を全社で共有化したり、
大豊独自の心構えを作成したり、一体感を醸成する駅伝大会
などを開催することで、コミュニケーションを活発にし、壁を取
り払いワンチームとなることに傾注してきました。また、上司と

部下の関係では特に現場では OJT（口伝）が主体でしたが、

方でモータリゼーションが進んでより高速で走れて、航続距離

暗黙知が多く人によって教え方が異なります。海外に支援に

も伸びています。高出力・高回転でも焼きつかず、信頼性の

行くとよくわかるのですが、支援者の力量や教え方がバラバラ

高い、日本のエンジン軸受けを求めるOEM からの引き合い

で現地の作業者が混乱するということもあります。そこで、暗

は増えています。また、ガソリン車だけでなく、ディーゼル車に

黙知を形式知化することに力を入れ、要素技術に応じたショッ

おいても国 6（ユーロ6）規制への対応のため、より圧縮率を高

プ軸毎にテキストを作ってもらい、スキルアップ制度という共

くして燃焼効率を上げようとしています。そのため、より高い面

通の教え方で人材を育成するプログラムを作りました。そのプ

圧でも耐えうる軸受け材料が求められています。弊社の材料

ログラムで、先輩から後輩への教え方を統一し、教え・教えら

技術を活かせる分野として、中国の素材拠点も強化しています。

れる文化をより活性化し大豊の基盤として醸成しています。
吉田

働き方改革と共に、人材育成などの面でも現代は過

渡期と言えますよね。弊社でも色んな道を模索中です。

トヨタも大豊工業も古くから東京精密さんの各種精密測定
機器に大変お世話になっています。特に私のかかわった機械
加工のラインでは、ラインの内外や測定室で内外径・真円度・

先ほども少し話しに出ましたが、業界の面でも、今自動車

円筒度・平面度・粗さ・形状精度などあらゆる分野で使わせ

業界は百年に一度の大改革の時代ですよね。これから大きく

ていただきました。私は生技開発時代、急ぐときには、自分で

業界が変わって行くなかで、御社としてはどのような方向感を

設計して試作したものを自分で測定していたので、大半の測定

もっておられるのでしょうか。

装置は使えましたし、当時はアナログ式の時代で、測定前の治

杉原 弊社の製品はエンジン、駆動の部品が主体ですので、

具の準備や芯出しもできるんです。今ではそういった芯出しな

ピュアEV 化が進むと経営へのインパクトは大変大きく心配し

どは自動で補正できてしまうので自慢にもなりませんが。そのこ

ています。電気・電子部品のようなものがほとんどないので、

ろの量産の加工ラインは、単体の専用機を流れ化でつないで

今後、新しいものを手掛けることを模索しなければなりませ

作る専用ラインが主流でした。大量生産には向いているので

ん。従来部品を「守り」
、新規分野を「攻め」とすれば、
「守り」

すが、種類が増えてきたり、設計変更があると段取り替えに大

では従来部品を磨き深化させ競争力を高めることが重要であ

変時間がかかりました。今は汎用機の性能が上がり、複合加

り、一方で「攻め」として新たな分野を探索し事業として挑戦

工もできるようになり、工程集約されたセル方式が主流になっ

していかなければなりません。この「攻め」と「守り」の両立

てきました。必然的にライン内に置かれたいくつもの専用測定

が弊社の生き残りのカギだと信じています。

器から、汎用の3次元測定機でまとめて測定する時代に変わっ

従来のエンジンに関しては、HV や PHV にはまだ残ってお

てきました。測定機器も私の時代はアナログからデジタルへの

り、未開拓の中国市場を含めるとまだまだ需要があるので、

時代ですが、ハード・ソフトでさらに深化していますね。

そこを狙っていきたいと考えています。競争の要は価格に

吉田

なってきていますが、価格に加えてもう一段競争力をつける

てきており、これからも非接触のニーズはさらに高まってくる

ための工法開発や設計技術なども充実させています。価格と

と予想されます。よりコスト削減をと考えると、スピードタクト

精度の両立が必要です。

を上げることが大事なので、インラインで加工しながら測定し

吉田 精度を上げつつ、コストも下げつつ、ということですね。

てフィードバックまでできるといいなと考えています。今後、

確かに精度はこれからさらに求められてくると思います。しば

我々もチャレンジしていかないと他に広がりがなく終わってし

らくの間、エンジンは全くのゼロではなく、ハイブリッドの時

まう。大豊工業さんのようなお客様と一緒に、新しいことに挑

代になってくると考えています。そして、エンジンだけではな

戦していきたいです。

当社でも従来の接触式から非接触へと時代が変わっ

く軸受も含めしばらくは残る。そうなると燃費や音だとかが追
及され、それに伴い更に高い精度が要求される、という流れ
になると予想しています。
杉原 中国では政府主導の電動化も進められていますが、一

大豊工業株式会社
1944 年、愛知県豊田市緑ヶ丘（現本社地）にて操業を開
始。主に軸受製品やアルミダイカスト製品等の生産を行い、
自動車業界を支えている。さまざまな製品で一貫生産シス
テムを実施しており、鋳造・精密加工・組付・組立・搬送
などの多彩な製造技術と高度な品質管理技術を融合させ
たこの一貫生産の思想は、既存の製品だけでなく、新製品
の立ち上げにも素早く対応できるよう活かされている。
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特集：ユーザーズインタビュー

金型の設計、製造を手掛ける多田精機グループ様に、
ACCRETECH 製品の導入を決定された理由やモノづくりへのこだわりについて伺いました。

多田精機グループ

様

会
会社
社紹
紹介
介

昭和 39 年に株式会社多田精機設立後、株式会社岐阜多田精機及び株式会社名古屋多
田精機を設立、分社化し、複数の拠点にて操業を開始。福岡にも株式会社福岡多田精機
を設立した。現在は金型の専業メーカーとして金型作りのほぼすべてを内製化し、長年
培ってきた金型への幅広い知識と経験を活かして顧客だけではなく、地域の方々とも積
極的に社会問題解決のための共同開発に取り組んでいる。
株式会社多田精機、
株式会社名古屋多田精機：〒474 -0001 大府市北崎町清水ヶ根100-1
株式会社岐阜多田精機：〒501-1143 岐阜市東改田字鶴田 93 番地
株式会社福岡多田精機：〒838-0212 福岡県朝倉郡筑前町四三嶋 573-1
http://www.tada.co.jp/

より良い金型を作り、社会に豊かさを供給する
きいです。
オプションの仕様なども、最初から手当たり次第に追加す
るのではなく、必要になってから追加するというような形をとってくだ
さるので、
当社のことをとても考えてくれていると思っています。
私は、技術力というのは人間関係だと考えています。技術や技能は
人に宿るものなので、結局のところ、人間関係がしっかり構築され、そ
してどれだけ協力できるかが発展のための大きなカギです。そういっ
た点で東京精密さんとはちゃんとした人間関係が築けたので今では
色々な装置を導入させていただいています。

Q

METROTOMを導入されてみていかがでしょうか。

METROTOM の導入は、まず初めに現場が効率性を考えて導入
を希望したことがきっかけです。当初は、便利だが値段も高いとい

Q

事業内容、特色、強みについて教えてください。

うことで現場では悩んでいましたが、最終的に私が導入を決断しま
した。この METROTOM という装置は、効率的に測れるかどうかだ

金型の設計と製造をしております。強みとしては、
やはり高精度、
高

けではなく、金型メーカーにとって前提条件を変えてくれる機械だ

機能な金型を造れるところですね。主に射出形成のプラスチックの

と思っています。従来は接触式で外から見て計測するしかなかった

金型を造っていて、自動車部品メーカー向けの金型が 90％を占め
ています。残りの 10％は、
文具や生活用品向けです。
また、内製化率の高さも強みの一つですね。一般的に内製は
50％程と言われている中で、我々は 80％を上回っています。それ
により、コストも抑えられますし高品質なものが造れる。それに加え
て、
様々な部分でこだわることもできます。

Q

東京精密の測定機採用の決め手は何でしたか。

測定機の精度はもちろんのこと、使用方法や用途等、そういったこ
とをコミュニケーションを取りながら教えていただけたという点が大
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射出形成したプラスチック

多田精機グループ
代表取締役社長

多田 憲生

様

三次元座標測定機 CONTURA

ところを、内部から見ることができるようになるんですから。そこが

解決し豊かにしようと画策する中で、雑貨や遊具など、本当にたくさ

我々にとっては非常に強みになりますし、これからの業界にとっても

んのことに携わらせてもらっています。

必要だと考えたので導入を決意しました。
近年は射出成型品で強度を保障する構造体が増えてきました。
そうなると、成形品の経年劣化を考えた強度保証も考えなくては

またモノづくりは国内だけでなく海外とのやり取りも必要ですの
で、当社ではインドの大学ともコネクションを持ち、日本式金型の作
り方ということでプレゼンやカリキュラム作りもしました。

なりませんし、内部欠陥というものがとても大きな問題となります。
内部欠陥は外から見えないので、いくらでもごまかそうと思えば
ごまかせます。しかしそれでは成形品の要求仕様を満足しません。

Q

今後計測機器業界や東京精密に
期待することはありますか。

きちんと METROTOM のような装置を使って内部まで見て、気泡

モノづくりに計測は不可欠です。海外と部品を輸入、輸出する上で

や巣が問題のある場所にあるかどうか、数や大きさはどうかという

モノの一つの指標として数値で取り決めるためにも計測は必要です

ことを確認する必要があります。これは当社だけではなく、モノ

し、
また国内で品質を保証するためにも必要なものです。

づくり業界全体として必要なことだと考えています。
実際に、当社に METROTOM が導入されたことで、新しく来た
引き合いも何件かあり、既に費用対効果を感じています。

プラスチックの製品は、暫くたつと経年劣化で摩耗してしまいま
す。
これが一年後、二年後、十年後となったときにどの程度変形して
いるのか、劣化しているのか、強度が下がっているのか、という計測
をしてデータをためていこうと思っています。その際に、今のような

Q

「人」をとても大切にされていると伺いました。

形状以外にも様々な指標があると思いますので、そういった部分で
色々と教えていただきたいですし、
役立つ測定機を開発、
ご紹介いた

先ほども少しお話ししましたが、技術は人に宿ります。そのため、人

だければと思っています。

を大事にすることがこの先当社、ひいてはモノづくり業界全体にとっ
て大事なことだと考えています。誰だって、自分がしっかりした状態
で働けないのに、
良い金型を造ることはできませんから。
従業員の雇用形態を分けてどうこうではなく、それぞれの人の得
手不得手を鑑みて仕事を回すことが大切だと思っています。従業員
それぞれが得意な部分を担うことで結果的に行える仕事が幅広くな
り内製化率は上がっていきますし、自然と誰もが働きやすい環境と
なります。社是である
「善と豊かさの循環」
を念頭に、
従業員だけでな
く仕入先や顧客、地域の方々とも善の気持ちをもって接し合い、豊か

東京精密より、対談を終えて
モノづくり業界全体に対して熱い想いを持ち、良い金型を
作り続ける多田精機グループ様。
「善と豊かさの循環」を念
頭に、外部からでは見えない部分の品質保証にも真摯に取
り組み、社会に豊かさを供給し続けています。良いと判断し
たものに積極的に取り組んでいかれる姿勢が、今の多田精
機グループ様の発展に繋がっているのだと感じる取材とな
りました。

さを循環し合えればと思っています。
こうして色々な方と社会問題を
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製品ピックアップ

ACCRETECH の自動化・省力化計測ソリューション

ワークピースの自動交換による
省力化から完全自動化・無人化セルの
構築まで

三次元座標測定機をはじめとする各種測定機を、産業用ロボッ
ト・協働ロボットや AGV（無人搬送機）
、画像識別センサなど
の周辺機器と接続し、検査工程の一部又はすべてを自動化しま
す。これにより、これまでオペレータが手動で行っていたワー
クピースの交換や運搬、測定プログラムのさまざまな工程をロ
ボットや AGV が代替することで、格段に効率をアップします。
また、自動化・省力化を行えるのは、新たに設置する測定機だ
けではありません。既に稼働している測定機でも必要な改造を
施し、ロボットなどと連動させることで自動化・省力化システ
ムとして生まれ変わります。グローバル競争が激化しコストや
品質への要求が高まる一方、労働力不足への対応や働き方の多
様性が必要とされる今日、この相反する課題を解決する鍵とな
るのがモノづくりの効率化です。ACCRETECH の自動化・省力
化計測ソリューションが、お客様のモノづくりの効率化を測定
機器の面から支援いたします。
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オペレータの負担を大幅に軽減する
真円度測定機専用 ”XY 軸自動ステージ ”
自動化・省人化に貢献
複数のワークピースや複数の測定箇所の連続測定により、人に
よる段取り替えの手間を省き、測定時間の短縮と省人化を実現
します。“XY 軸自動ステージ ” は、お客さまご自身で取り付け・
取り外しが可能であり、ワークピースに応じて、標準テーブル
と使い分けることが可能なうえ、既設機への後付けも可能です。

Dimensional X 線 CT 装置

ZEISS METROTOM 1500

今、最も先進的な X 線CT

もっと高画質に、もっと速く、そして信頼できる測定結果を。
さらなる進化を遂げたX線CTで高レベルの品質管理が可能になります。

もっと高画質に

高レベルでの品質管理が可能に

3 K ディテクタの搭載により、ボ
クセルサイズが従来比で最大
54 ％ 減 少 し ま し た。高 倍 率 で
あっても高解像度でスキャン
データを取得でき、内部の微小
な形状の計測や今まで見落とし
ていた内部欠陥の検出が可能と
なります。

3 世代目となる新たな ZEISS METROTOM 1500 は、ハードウェア
の設計を大幅に見直すことで、従来機と比較してより鮮明に、か
つ、より速くスキャン画像を得られます。今まで見落とされてい
た内部欠陥の検出や、より微細な形状のスピーディな非破壊計測
を可能とし、さらなる進化を遂げた METROTOM がプラスチック
から金属までさまざまな部品の測定・検査における高レベルの品
質管理を実現します。

もっと速く

そして信頼できる計測結果を

ディテクタの複数のピクセルを
結合させて 1 つのピクセルとみ
なすビニングモードを使用する
と従来比約 4 倍速くスキャンす
ることが可能です。このため、
同じ時間で多くの測定・検査を
行うことができます。

世界最高レベルの測定精度
MPESD of 4. 5 + L/ 50 µm（VDI/
VDE 2630 sheet 1. 3 準拠）ZEISS
が長年培ってきた計測の能力と
知見を結集し、X 線 CT をトレー
サビリティのとれた信頼性の高
い計測結果を提供します。
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●建築面積：771.12㎡ ●延べ床面積：2109.01㎡
●階層：3 階建て ( ショールーム、従業員オフィス、会議室等 )

西の拠点・大阪営業所を
ぜひご活用ください！
！

2020年1月にショールームの機能拡充と営業サービスの強化を目的として
リニューアルオープンした大阪営業所をご紹介いたします。
リニューアルにあたり、床面積を従来の 2倍に広げたことでゆとりの

3 階にはセミナールーム、会議室、ラウンジを設けました。1 階の

あるショールームを実現しました。ショールームでは三次元座標測定

ショールームにて製品をご覧いただいたあとに、3 階にて打ち合わ

機 8 台を含め、計21台の展示を行っています。商品の魅力がより伝

せをさせていただくため、大阪営業所で全てのお取引が完結いたし

わるようなレイアウトになっているため、広々とした空間の中でじっくり

ます。また、新設のセミナールームでは、当社製品の情報発信や技

と製品をご覧いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

術交流など、情報交換の拠点機能として活用していきます。お客様

◀開放的な展示を行
うことで、高 級 感
があり落ち着いた
雰囲気を演出。

からのセミナールームのご利用オファーも承っております。

◀


そ の 他 にも、当
社関連製品も展
示しております。

装置本体だけでなく、装置

ており、多種多様なご提案を
その場でさせていただけるよ
うになりました。また、展示スペース拡大によって、従来の課題で
あった複数来客の対応も可能となり、お客様の都合にあわせていつ
でもお越しいただけるようになりました。今後もお客様に寄り添った
ご提案ができるように努めてまいります。
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3階 に は 最 大
105 名 が 収 容
可能なセミナー
ルームを設置。


◀

に付属する消耗品も取り揃え

株式会社ジェイテクト 様
会社紹介

平成 18 年に光洋精工株式会社と豊田工機株式会社が合併して設立。
ステアリングは世界トップシェアを誇っている。あらゆる機械装置に
おいて必要となる回転部を支える軸受に強みを持ち、日本のものづ
くりを支えている。工作機械分野にも造詣が深く、部品メーカーであり
ながらも工作機械技術を併せ持つ、世界でも数少ない企業である。
本
社：愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地
大阪本社：大阪市中央区南船場3丁目5番8号
https://www.jtekt.co.jp/

ステアリングシステム、軸受、駆動部品、工作機械、電子制御機器などの製造・販売を行っている
株式会社ジェイテクト様に大阪営業所へご来訪された感想をお伺いしました。

Q

事業内容と御社の強みについて
教えてください。
株式会社ジェイテクト
軸受事業本部 実験解析部
第2実験室 室長

軸受という機械部品や、ステアリングシステム、駆動部品、工作機
械、電子制御機器の開発、製造、販売を行っています。当社は、軸受と

荻野 清

ステアリングを専門とする「光洋精工」と工作機械とステアリングを

様

得意とする「豊田工機」が平成 18 年に合併してできました。お互い
の技術を積極的に取り入れ合ったことで、シナジー効果が生まれ、新

第一に、軸受の性能をきちんと確認したいのです。精度面で悪いも

たな技術を創出してきました。現在、当社のステアリングは世界シェ

のは悪いように、良いものは良いようにアウトプットしてくれるので

アナンバー 1 です。日本の軸受は海外でも強い存在感があるので

助かります。機械に故障は付きものなのですが、東京精密さんは

すが、
その中でも確固たる地位を確立させています。

リカバリー対応も早いですね。また、表面粗さ規格の改定があった

Q

東京精密とのかかわりについて
教えてください。
軸受開発分野で中心となる
国分事業所や中部の豊田地区、

際にも、当社の技術者を対象とした講習会を開いて頂きました。
そういったことも含め、技術サポート面でも非常に頼りにしています。

Q

リニューアル後の大阪営業所をご覧いただいて
受けた印象やご感想はありますか。

並びに中 国 のテクニカルセン

以前と比べて展示機が増えましたよね。自分たちが持っている設

ターで東京精密さんの真円度

備と似ている設備で操作方法を教えて頂けるので、サービス面が

測定機や粗さ測定機を採用して

非常に良くなるのではないかという期待があります。

います。私が当社に入社した頃

セミナールームも新設なさったと

から既に東京精密さんの製品にはお世話になっていました。やはり

のことですが、製品の性能評価時

使用するユーザーが使いやすい製品が良いということで、社内で

のパラメーターなどのテクニ

コンペをするのですが、技術部門ではほぼ東京精密さんの設備が

カルな相談もすぐに専門家の

入っていますね。長年使用しているので、使い勝手が良いというの

方に相談できるようになりま

もありますし、東京精密であれば問題はないだろうと安心できると

した。江坂ですので 1時間ぐら

いうのは大きいですね。

いで来ることができます。何か

Q

東京精密の製品や社員に対して
の印象について教えてください。

製品について、精度に関してはもちろんのこ

あったときに、うちのメンバーが
すぐに相談に乗ってもらえるのは
とても良いですよね。いつの時
代にも技術的な勉強は必要です。
これからも深く色々と教えていた

います。私たちはサービスが良いからという理

だけたらなと思っています。

由だけで、製品を導入するわけではありません。

株式会社 東京精密
営業四部 部長 増田岳史


◀

とですが、機械の堅固さについても信頼して
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MI 棟の概要

●建築面積：1768.45㎡ ●延べ床面積：5717.30㎡
●投資額：約 30 億円 ●階層：4 階建て ( 加工組立、検査、従業員オフィス )

土浦工場 新生産棟 「MI 棟」 完成！

2020 年 6月に土浦工場にて

新しい生産棟 「MI 棟 」が
完成いたしました。
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▶生産能力
1.5 倍増を可能に！

▶ MI 棟完成の背景

MI 棟では、当社が強みとする三次元座標測定機や表面

品質改善や生産ラインの自動化、非破壊検査などの様々な用途で用い

粗さ・輪郭形状測定機の生産を行っており、年間の生産

られており、ニーズが高まりつつあります。本棟の完成により、2018

能力を従来比の 1 . 5 倍に引き上げることが可能となりま

年ピーク時の半期の生産額 100 億円を上回る、半期 150 億円分、年

した。MI 棟の建設により、需要増加が見込まれる計測機

間で 300 億円分の生産が土浦工場全体で可能となりました。今後は

の増産に対応し、10 年先を見据えたものづくり体制を整

5 G の実用化で需要が高まっている半導体だけでなく、新エネルギー車

えて参ります。

や医療関連などの新たな分野の需要も開拓していく方針です。

繁忙期の生産逼迫と作業スペースの不足を受け、生産能力の向上の

ため、新しい生産棟の建設に着手いたしました。計測機は製造現場での

M I 棟の

ココ が
すごい！

内製化率の向上

MI 棟 1 階には、部品の生産から組み立てまでを行うことのできる
スペースを設けており、主要部品の内製化も手掛けることが可能と
なっています。アルミ材などの主要部品の内製化を実現することで、
内製化率の向上を図っています。加えて、夜間の自動運転が可能な
加工機も導入いたしました。今後は部品の内製化比率を増やしていく
ことで、在庫過多を防ぎ、必要なものを必要な時に必要な量だけを現
場に供給するジャストインタイムの達成や開発のリードタイムの縮小
を目指して参ります。

魅せる工場
MI 棟の内部は白を基調とした明るい空間が広がっています。
「工場はショールーム」という考えから、見学ルートにいるお客様
に工場内の作業が見やすい配置にし、ガラス張りで組立部屋の中を見ることができる「魅せる工場」を目指しました。
更に、導線の一筆書き化により、お客様の見学時も無駄なくスピーディーに移動ができるような経路を確保しています。同時に、
部品加工・組立・出荷の作業現場を一直線上に配置し、作業者の移動を減らすことで作業の効率化にも繋がっています。

Acct 流かんばん方式
IoT の技術を駆使し、札を使ってユニット在庫の管理をシステム

上で行う「Acct 流かんばん方式」の導入を新たに検討しておりま
す。また、在庫のピッキングにはタブレット端末の活用を予定してお
り、作りたいユニットを選択すれば必要な部品の所在をナビゲート
するシステムを鋭意構築中です。データ上で「どこに何があるか」
「何をどれだけ使用したか」などの情報を管理できるようにすること
で、部品を探す手間を省き、作業時間の短縮を目指して参ります。

MI 棟とは『ものづくりイノベーション』棟の略で、新工場建設をきっかけに生産
方法から部品の運搬、人の動線、すべてを見直すことで生産効率を上げることを
目指し、日々改善を進めています。また、
『工場はショールーム』をコンセプトに、



株式会社 東京精密
土浦工場 副工場長

岡田 貴弘

ご来社いただいたお客様に、ものづくりの現場から商品の魅力をお伝えできる職
場を目指して参りますので、是非お立ち寄りください。
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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

■ 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）546-0181

東北営業所

（022）224-0121

浜松営業所

（053）546-0151

https://www.accretech.jp
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