
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 

こんにちは！旋盤を担当している宮田です。前回ニュースのＳｉＣセラミックスのネジきり技術などは

私が中心になって開発しています。技術開発はプレッシャーがとんでもないですが、成功したときの感

動が堪りません。趣味は自転車。愛車はツール・ド・フランスのヒーロー、グレッグ・レモンが立ち上げた

ブランド「Lemond」のロードバイクです！ロードバイクにはカーボンやチタン、ＣＦＲＰなど先端素材が使

われますが、どうもよくよくこういったものに縁があるようです。では今月の加工技術ニュースです！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■砥石から切削工具へ切替 

超硬合金やＳｉＣセラミックス

を加工する際に通常工具を用

いると、極めて速く磨耗するた

め、自社製作した電着砥石で

加工しているとお伝えしてきま

した。しかし砥石では工具交換

のタイミングも分かり難く、交換

頻度も多いため、切削工具で

の加工を模索してきました。 
 

■工具メーカーと協力し成功 
超硬合金より硬い材料を削

るための工具は、そもそも工具

メーカーも用意・販売していな

いのが現状です。そこで今回は

工具メーカーさんと協力しつ

つ、超硬合金用のエンドミルを

用いてＳｉＣセラミックスへ０．５

mm の溝加工をトライ。加工条

件を試行錯誤しつつ、見事成

功へと漕ぎ着けました！  
 

■加工時間を半分に短縮！ 

 今回のテストの結果、Φ０．２

～２までの工具なら、ＳｉＣセラミ

ックスへの溝加工時間を半分

に短縮できることが分かりまし

た！今後も難切削材加工の新

技術開発に取り組んでいきま

すので、難切削材の加工は木

村製作所にお任せ下さい！ 

 

 

発行元： 

Vol.１１ ２０１２年７月１日発行 

おかげ様で大好評！！難加工技術展（名古屋：７月４～６日）出展報告！！ 

株式会社  木村製作所 

旋盤係 宮田 将平  

加工時間を半分に！切削工具を工夫して技術開発。 焼入れなしでもＳＵＳの鏡面研磨加工を可能にします。 

３．長尺物の研磨なら木村製作所に！ 

！ 

今回ご紹介するのは丸物表面の鏡

面加工ワーク。糊を平面に撒くための長

さ３００、Φ３０のステンレスロールです

が、こういった部品では塗り面が均一に

なるかどうか、つまり表面の均一さがポ

イントです。今回のご依頼は、精度を要

する工程のために、磁性が出る焼入れ

は避けた上で、円筒表面部を鏡面に近

い形で研磨して欲しいとの要望でした。 

ただしＳＵＳ304 は加工精度が出にく

い素材であり、表面に鏡面研磨を施す

ことは困難です。こういったケースでは、

表面にセラミック、ないし超硬の溶射を

施すことで表面硬度を上げ、鏡面研磨

を可能にすることができます。ステンレス

からセラミックスまで、高精度研磨加工

は木村製作所にお任せください！ 

２．ＳＵＳ丸物 鏡面研磨加工のポイント １． ＳｉＣセラミックスの加工コストダウンに成功！ 

ＳｉＣ  

 

高精度の円筒研削にはノウハウと設備両方が必要です。 

 

超硬を溶射したワーク (上)

と、円筒研磨機(下) 

木村製作所は７月４～６日に名古屋で開催された難加工技術展に出展

いたしました。３日間で１万人近い方が展示会場を訪れ、弊社にも難切削材

の部品加工に関するご相談を多数頂きまして、大変勉強になりました。 

 右の写真はブースで展示していた難削材ワークの一例です。左側はＳＩＣセ

ラミックスのﾍﾘｶﾙ切削加工、左側は円筒に鏡面加工を施しています。1 月

のインターネプコンからちょうど半年ですが、加工可能な領域が着実に広が

っています。「作りたい部品があるんだけど、どこに相談できる会社があるか

分からない」などお悩みの方、一度木村製作所にご相談ください！！ 

ネジきり部の拡大写真 

一般的に長尺・丸物の研磨加工にはセンタレス加工機が使われ

ることが多いですが、いざセンタレス加工で鏡面研磨やそれに準ずる

加工を行おうとすると、精度や面粗度、真円度の面で加工が極めて

困難になります。一見簡単に見える円筒研磨ですが、高精度加工を

行っていくためには現場知識と設備の取扱いが重要になるのです。 

発行 ：株式会社木村製作所
京都府長岡京市馬場人塚1-2

URL ：http://w w w .kimurass.jp/

T E L

FAX

075-953-2721
075-951-2267

営業担当： 山田、 柳下、 塚崎

今月、豊田工機（現ジェイテク

ト）製の円筒研削盤がオーバーホ

ールから帰ってきました！稼動部

分の再研磨や平面度向上、サー

ボモーターの取替えなどが施さ

れ、さらに長尺物の研磨対応にも

対応できるようになりました。 

SiC セラミックスのヘリカル切削加工（左）と鏡面加工（右） 

SiC セラミックスへの 0.5mm 溝加工 

これまで用いてきた電着砥石(右)と、

加工に成功したエンドミル(左)。加工

時間、工具取替え頻度を共に 1/2 にす

ることができました。 

SiC セラミックスへの切削加工テスト 

エンジニアのための

加工技術ニュース



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。旋盤を担当している杉田です。この夏はオリンピックが世間の話題の大半でしたが、僕の注目はプロ

野球。そしてイチオシは、千葉ロッテです。京都の会社なのに千葉なのかとよく聞かれますが、その理由は彼らの試

合スタイルにあります。巨人のようなチームとは違い、千葉ロッテには飛び抜けたスターがいません。では何が魅力

的かというと各ポジションの人間の連携とその技術が飛び抜けているからなのです！スターは居なくても、各人が為

すべきことをしっかりと為す、我々の仕事とも共通点を感じるところです。では今月の加工技術ニュースです！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右の写真は今回木村製作

所に導入したマルチチャック

です。これは 2 種類の部品か

ら成っており、片方をそれぞれ

の加工機に 1 つずつ設置、も

う片方をワークの固定に使い

ます。この各治具を嵌め合わ

せることで、取り掛かりの位置 

 

発行元： 

Vol.１２ ２０１２年９月１日発行 

ついに開催！！木村製作所の VA・VE加工技術セミナー 

株 式 会社  木 村製 作所 

旋盤係 杉田秀男   

段取り時間が 100分の 1！？ コストダウンに成功！ 鏡面研磨ではスラッジひとつでさえ品質を左右します。 

４．セラミックスの自由曲面加工はおまかせ！ 

先日あるお客様から頂いたご依頼

は、アルミのロール部品の表面を鏡面

に近い状態まで研磨するというもの。

この部品は薄いフィルムと接するロー

ル部分になるのでわずかな表面の傷

も許されないということなのです。 

大型ロール等の鏡面加工の場合、

加工の際に大きな課題になるのが砥

石のスラッジ処理です。現場で研削に

使っている砥石から脱落した砥石が

研削面に入り込み、細かな傷をワーク

表面に付けてしまうのです。加工条件

を変えることで対応が可能ですが、木

村製作所では様々な試みを行なった

結果、特殊処理をした砥石を用いるこ

とが最適と突き止めました。結果、ス

ラッジによる傷を防ぎ、かつ工数を抑

えてコストダウンを達成できました！ 

３．アルミ・難削材の鏡面加工なら当社にどうぞ！ １． 段取替え改善による工程時間の大幅削減！ 

ＳｉＣ  

 

セラミックス部品の加工は木村製作所にご相談ください。 

 木村製作所では、これまで一部のお客様にだけ要望を受けて

出張講演していた VA・VE技術セミナーを、このたび自社セミナー

ルームにて一般参加のお客様に向けて開催いたします！ 

 現場での加工経験に基づく実践的な内容のセミナーで多くのお

客様にご好評いただいております。この機会にぜひご参加くださ

い！参加を希望される方は弊社営業担当にお声がけ頂くか、ま

たは WEBサイトからお申し込みください。 

 木村製作所が手掛けた難削材加

工の事例をご紹介いたします。 

 右の写真の材質はセラミックスのジ

ルコニア。融点が 2700℃と高く、耐

熱性部品に用いられることが多いセ

ラミックスです。この加工事例のポイ

ントは写真上で波状に見える部分。

曲線はサインカーブに沿っています

が、こういったセラミックスの自由曲

面の切削加工は木村製作所の得意 

自動化設備の再現(ワーク受け) 

分野です。「あの素材でこんな加工できないかな」、「この部品をセラミック

スに置換えられないかな」など、ぜひ一度木村製作所にご相談ください！ 

手抜きは許されません   

アルミロール（上）と模索して 

探り当てた特殊砥石（下） 

■ セミナー内容 
「コストダウン設計を実現する 

機械部品設計 VA・VE 技術セミナー」 
 

講師：木村製作所 

VA/VE 技術部 柳下 雄一 

会場：株式会社木村製作所   

本社セミナールーム  

日時：Ｈ２４年１０月１９日（金 ） 

14：00～17：00 
 

 
 

※勝手ながらセミナー内容等は変更することが 

ございます。ご了承ください。 

 

部品設計の VA・VE技術を加工現場からお話します！ 

２． 夜間無人運転でコストダウン達成！ 

 
以前に自動化設備を導入しないと全く対

応できないような依頼を頂きました。しかし

新規で導入すると多額の投資が必要で、結

局お客様のコストが上がってしまいます。 

そこで補助設備を近所のホームセンター

の材料で木製のワーク受けや搬送補助部

品などを自作、プログラムを工夫し自動化

を実現できました。現場改善のために多額

の投資を伴う必要は必ずしもないということ

が私たちも勉強になりました。今後も木村製

作所では現場改善、技術開発の努力を続

けていきますので、よろしくお願いします！ 

決めを確実にしておけば、あとは 

ワークを片方の治具に付けたまま、次々と工程を移動することができるよう

になります。具体的には、これまで木村製作所で位置決めを含め段取り替

えにワーク 1 個あたり 1 時間半掛かっていたところが、なんと 1分弱の取り

替え時間にまで改善されました。高精度を要する部品でしたが精度面でも

要求精度を難なくクリア。劇的な改善効果を達成できました。治具に限ら

ず、こういった効率向上を目的とした新しいものを導入することで、お客様に

より早く、また安く、高精度の部品をご提供できるようになります。今後も木

村製作所ではコストダウンにつながる取り組みを続けていきます。高精度部

品をご検討の際は、木村製作所に 1度ご相談ください！ 

マルチチャック（雄型、雌型） 

自動搬送は自前で対応。 
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木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。木村製作所の仕上げを担当している福岡です！仕上げを担当して７年、出荷前の最後の手仕上げ

や熱処理の手配等を行っています。休日の楽しみは料理をアウトドアで作ること！場所は琵琶湖のほとりから自宅

の駐車場まで自由自在に調理を行います。友人と共同購入したダッチオーブン（金属製の蓋つき鍋）をいつも愛

用、調理にいそしみます。このダッチオーブンで作った無水カレーは絶品だと社内でも噂され、一部では「幻のカレ

ー」とすら呼ばれています。一度試食したい方はお声かけくださいね。では今月の加工技術ニュースです！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行元： 

Vol.１３ ２０１２年１０月１日発行 

これは必見！！ 木村製作所のショールームが本社工場内についに完成です！  

株式会社  木村製作所 

仕上係 福岡正晃   

加工ノウハウの共有により加工コストダウンを達成します！ 破損・磨耗した機械部品も再生が可能です！ 

４．セラミックスの内面研削加工もお任せください！ 

木村製作所ではお客様の設備等の

部品再生のお手伝いもさせて頂いてお

ります。今回お客様から頂いたのは、設

備のオーバーホールの際に、摩耗して

いたスピンドルを再生してほしい、という

ご依頼でした。こういったケースでは、ま

ずお預かりしたスピンドルの表面を研磨

加工し傷等を慣らすことから始めます。

次にハードクロムを部品全体にめっき、 

１００μ～２００μの厚さまで肉盛した後

に、研磨加工を行い仕上げとします。こ

のように部品破損や磨耗しても場合によ

っては再生が可能です。木村製作所で

は各種機械加工を始め、表面処理加

工も駆使して部品再生に取り組んでい

ます。「この部品を直せないか」、「この

部品の替わりが欲しい」などお困りの際

は木村製作所にご相談ください！！ 

 

３．部品再生のご相談は木村製作所にどうぞ！ １． CAM ソフトの活用により加工の最適化を実現！ 

ＳｉＣ  

 

セラミックス部品の加工は木村製作所にご相談ください。 

 木村製作所にはこれまでも弊社が製作してきた難削材を初めとする製品を紹

介するショースペースがありましたが、今回新たにショールームとして改装致しま

した。お客様に弊社の製品と、その中に使われている技術を見て頂き、弊社の

技術やサービスに体感して頂くための部屋です。我々が技術を注ぎ込んだ製品

を収めるには、環境を整えることも大事だと考え、お客様に集中してしっかり見

て頂けるよう、部屋の壁からライトアップまで、こだわってショールームを作って

います。木村製作所のお近くまで来られた際は、ぜひ１度お立ち寄りください！

見学ご希望の方は弊社営業担当までお問い合わせをお願いします。 

 木村製作所が手掛けた難削材加

工の事例をご紹介いたします。 

 右の写真の材質は SIC セラミックス

の円筒ですが、ただの円筒ではありま

せん。実は内部に波状の加工を施し

てあります。波形状の加工は研削加

工で行っていますが、砥石を当てる

角度や工具の回転数など、試行錯

誤を重ね、内面を研磨しています。

今後もより高い精度を追求します。 

「あの素材でこんな加工できないか？」、「この部品をセラミックスに置換え

られないか？」など、ぜひ一度木村製作所にご相談ください！ 

研磨中のスピンドル（上）と 

再生完了したスピンドル（下） 

木村製作所のこだわりが、製品にも部屋にも詰まっています。 

２．材料選定のコストダウンも木村製作所にお任せ！ 

木村製作所がこれまで用いてき

たCAMソフトはオペレータが１人１台

使用していました。使用者１人１人

が異なる工具や加工条件で加工を

行うため、人によって加工時間が大

きく異なってしまうという状況でした。

社内では分業体制を敷いているの

で、どうしても人によって特定の加工

の熟練度が異なってきてしいます。 

しかし今回木村製作所で導入した新しい CAM ソフトでは、使用した工具や

加工条件を共通のデータベース化することが可能になりました。加工に関

係するデータを蓄積、再利用することができるため、ほぼ誰でも熟練者と同

じ加工工数で、加工を行うことが可能です。今までは個人の頭の中にあっ

た情報を共有化することで、会社全体の作業効率が上がり、最も適した工

程を利用できるため、各加工工程で作業時間が大幅に改善されます。結

果、お客様により早く製品をお届けすることができるようになります！木村

製作所では今後も技術力の向上とともに、作業効率の改善を追及し、お客

様のお役に立てるよう努めていきますので、今後もよろしくお願いします！ 

 熱処理済みのアルミ材料 

 

お客様から頂いた図面に「Ａ６０６１のＴ６

指定」とありました。アルミＡ６０６１にＴ6 相

当の熱処理を加えるという指定でした。この

指定の場合、アルミ生材を購入した上で熱

処理を行い、内部応力を抜いた上での加

工の必要があります。熱処理等は当社で全

て対応を行っていますが、どうしても納期や

コストが多く掛かってしまうことになります。 

熱処理加工は素材段階からコストダウンできます！ 

しかし実はＡ６０６１にはＴ６処理済の材料が販売されており、材料選定の

段階からこういった材料を用いることでコストダウンに繋げることが可能です。 

木村製作所では材料選定の段階から技術者様にご提案を行っていま

す。コストダウンでお困りの際は木村製作所にぜひ一度ご相談ください！ 

内面を研削加工で波状に加工 

加工ノウハウをデータベース化 

調理の時以上に愛情を 

持って製品を扱います。 

完成したショールームの外観 ライティングにもこだわり 
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木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは！木村製作所 旋盤係の増田と申します。普段は汎用旋盤を主に使用してお客様のワークを加

工しています。個人的な趣味はテニス。木村製作所に入社して丸６年が経ちますが、休日には高校時代の 

友達とテニスをしています。職場の仲間はテニスにあまり関心を示さず、テニス人口が少ないので、社内では

「テニスといえば増田」となっています。みんなテニスを知らない事も手伝って、いつの間にか社内のある人に

「学生の時は国体級選手」だと思われていました。真相は秘密です。それでは今週の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難削材（セラミックス、タングステン合金、インコネル７１８、チタン等）の加

工においては、切削する材料が非常に硬く工具の選定がとても重要です。

そもそもセラミックスなどであれば、材料自体が一般的な工具よりも硬く、削

ることすら難しいのです。時間を掛けてずっと器械を回し続けてもまったく加

工が進まない、という事態も起こります。そのため難削材の加工においては

超硬の工具や、ダイヤモンドを表面にコーティングした工具を用いるのです

が、そうすると今度は工具のコストが問題になります。最新の硬く優れた工

具は当然のことではありますが、価格も高いのです。 

従って難削材の加工ではどうやって工具寿命を伸ばすかが、キーポイン

トの一つになります。現場における加工方法の工夫が求められるわけです

が、今回は難削材の旋盤加工を行う際のポイントをひとつご紹介します。 

 

 

２．単品・小ロット部品の加工速度向上を実現！ 

 

発行元： 

Vol.１４ ２０１２年１１月１日発行 

１． 難削材のコストダウン加工のポイント！ 

ＳｉＣ  

 

株式会社  木村製作所 

切込み量の変更による工具寿命向上のイメージ 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

チップ寿命が１．５倍！難削材加工の工具コストを下げる方法 

 

レジスタックⅡ 

 

マクロプログラムの利用で、五軸加工の加工時間が大幅短縮！

 
 

プログラミング時間削減 

３．潤滑部の長寿命化を実現する画期的表面処理！ 

そこで今回ご紹介するのが「無電解ニッケ

ル＋テフロン混合物」を利用した表面処理。テ

フロンコーティングに比べると、耐久性が大幅

に伸び、寿命がテフロンだけの処理時より、 

２～３倍まで増加します！食品器械等にも使

われている表面処理なので衛生等に気を遣う

ような現場でもご利用いただけます。表面処理

のご相談も木村製作所にお任せ下さい！ 

 

 

 

放電買放電 

 

テフロン加工より 3倍長持ち！レジスタックⅡコーティング！ 

 

これまで木村製作所では単品や小ロットの

加工依頼が来ると、汎用旋盤と汎用フライスを

用いて加工していました。ＮＣ加工機を動かす

ためにプログラムを組むと、かえって時間が掛

かってしまい効率的な加工ができないからで

す。しかしＮＣ加工機はプログラムさえあれば非

常に効率的に加工が行えますので、うまく利用

する方法を現場では模索し続けていました。 

今回木村製作所では、まず穴あけ加工の社

内のプログラム周りの整備を行いました。形状

に応じた五軸加工をすぐに行えるようにマクロ

のプログラムを作成、穴あけであればどのよう

な品物が来ても、スピード対応が可能になりま

した。例えば右の写真は円盤に穴加工を斜め

に施したものですが、こういった（実は）手が掛

かる加工も大幅に加工スピードがアップしてい

ます。今後もお客様に高い価値をお届けする

ため、現場の改善に取り組んでいきます！ 斜め穴加工の時間短縮 

これまで木村製作所では表面に高潤滑性が必要なシャフト部品などのご

相談に対しては、無電解ニッケルにテフロン加工を施した表面処理をお勧

めしてきました。しかしこの処理は表面のテフロンの耐久性に難があり、部品

によっては使用し続けているとテフロンが剥がれ落ちることがあります。 

 

旋盤加工では基本的にバイトという台に

固定された刃物（右写真参考）を、回転す

るワークに当てて切削を行っていきます。

切削を行うにあたっては、ワークの回転速

度と、一度にどれくらいの幅で材料を削るか

ということを設定（切り込みの設定）します

が、この切込みは通常加工面を安定させる

等のために一定にすることが一般的です。 

 

バイト（刃先）写真 

しかし均等に切り込むとバイトの 1 箇所だけが材料に当たり続けるため、

工具の磨耗が早くなります。そこで例えば切り込みを２ｍｍ幅の均等設定

から、2→１→２→１のように切込み量に変化をつけることで、チップがワー

クと当たる箇所が分散するように切削を行います。こうすることで、工具寿

命を約１．５倍まで延ばし、加工コストを下げることができます。このように難

削材の加工を、加工コストを考慮した上で行うには現場のノウハウが必須

です。難削材の加工をご検討の際には木村製作所にご相談下さい！ 

木村製作所では工場見学をいつで

も受け付けています！前回ニュースで

お伝えした、各種難削材のサンプルワ

ークを収めたショールームはもちろんの

こと、右写真のような最先端の加工技

術に挑戦している現場もご覧になれま

す！いつもは加工技術ニュース上でし

か木村製作所をご存知無い方も、京都

近くに来られた際は是非一度見学にい

らしてくださいね。見学のご希望者は木

村製作所、営業担当まで！ 

旋盤係 増田祥幸 技術でエースを狙います 

工場外観（上） 

１Ｆ ＣＡＤ室（下） 

１Ｆ ＮＣ旋盤（上） 

１Ｆ マシニング（下） 

 

１Ｆ 汎用旋盤（上） 

１Ｆ 汎用フライス（下） 

 

２ Ｆショールーム（上） 

３ Ｆ研削盤（下） 

 

３Ｆ 恒温検査室（上） 

３Ｆ ３次元測定器（下） 

 

工場見学いつでも大歓迎！ 京都に来たら木村製作所にお越し下さい！！ 

バイト

同じ切込み量
バイト切込み量を

変更する

材料と当たる
一箇所だけ
早く磨耗していく

磨耗する箇所を
分散させる



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。木村製作所 旋盤係の佐々木です。唐突ですが言わせてください。いま木村製作所ではバドミントンが

熱い！昼休みには毎日対抗戦が開催されるほどの盛り上がりです。元はプレゼントされたおもちゃのラケットと羽が発

端でしたが、今では競技仕様のラケットが用いられています。もちろん木村製作所のエースは私、佐々木ですが目下

のライバルは前回ニュースで登場した増田君です。テニスで鍛えたラケット捌きがうなりを上げる強敵です。仕事場で

も隣にいるので、仕事でもバドミントンでも負けるわけにはいきませんね！それでは今週の技術ニュースです！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高精度の加工部品の場合、設計者の方から、精度がばらつくのを防い

で精度を統一するために、加工前に調質を一度入れてから加工するように

という指示が入ることがあります。一般的に調質を入れることで材料は硬く

なり、加工時の熱による歪み等も少なくすることができますが、特に長尺物

や偏芯しているもの、1000 分台の高精度のワークの場合等は、一度調質

を入れただけでは材料を安定させるまでには至らず、加工時に精度がばら

つくことが多くなってしまいます。 

 

２．難削材穴あけ加工の大幅コストダウンを実現！ 

 

発行元： 

Vol.１５ ２０１２年１２月１日発行 

１． 熱処理を伴う高精度部品の加工のポイント 
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株式会社  木村製作所 

高精度部品の加工は焼準を入れて粗加工を行うことがポイント 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

高精度部品の加工は熱処理のノウハウも必須です！ 

 

ドレッサー(上)と砥石(下) 

 

超音波スピンドルで穴あけ加工のコストダウンを達成！ 

 

超音波スピンドル 

３．研削加工の段取り時間短縮によるコストダウン！ 

用いて詰まった目の復元・調整をしています。特

にハイス鋼やダイス鋼等の難削材の場合は特殊

砥石な砥石を用いますが、段取り時間が長く掛

かり、加工コストが高くなってしまいます。今回木

村製作所ではＪＩＭＴＯＦで見つけた最新型の砥石

を採用、この砥石の調整に掛かる段取り時間を

大幅短縮することができました。研削加工は木村

製作所の最も得意とする加工のひとつであり、今

後も更なる効率化、技術の追求に力を入れてい

きますのでよろしくお願いいたします！ 

 

 

砥石の目立て（ドレッシング）の段取り時間を新商品により短縮！ 

今回木村製作所では、超音波スピンドルを導

入し穴あけ加工の大幅コストダウンを達成する

ことができました。超音波スピンドルは通常のス

ピンドルとは異なり、切削時に縦方向に超音波

により振動を与える装置で、通常のスピンドルで

は刃物が滑ってしまうような、斜めになった面で

の穴あけ加工なども、スムーズに行えます。特

に超硬などへの穴あけ加工に効果を発揮しま

す。具体的にはこれまで4箇所の穴あけに数万

円の工具代が掛かっていた加工が、10 箇所の

穴あけ加工を数千円の工具代でできるようにな

る見込みです。従来よりも加工時間は掛かって

しまいますが、工具コストを大幅に削減すること

ができ、工具コストがネックになる難削材の加工

もより効率的に行うことが可能になります。難削

材の加工は木村製作所にお任せください！ 超音波スピンドル装着時 

研削加工を行う際には砥石を用いてワークを削っていきますが、砥石は

使用して続けていると砥石表面の「目」の中に削った被切削材のスラッジ等

が入り込み、砥石の研削能力を下げてしまいます。そのため砥石は日々の

メンテナンスが欠かせません。具体的にはドレッサーと呼ばれる道具等を 

このようなワークを加工する際には、一

度調質前に焼準（焼きならし）を入れて材

料内部の状態を整えることが必要です。こ

の焼準を行うことで、材料内部の内部応力

を抜き、材料の部分によって異なっている

ことがある成分等を均一にすることができま

す。加工の際に内部応力や熱等によって

形状に歪みが発生することをこの加工前の 歪みが出易いワーク材料の例 

焼準により防ぐことが可能です。焼準を行った後は、粗加工を行いこの段

階で調質を入れます。その後に仕上げ加工を行いワーク完成となります。

加工の工程上で合計 2 回熱処理を行う形になりますが、特に長尺や高精

度部品の場合は上記のような段階を踏むことで歩留まりを改善し、精度の

ばらつきの少ないワークを得ることができます。トータルで見たときの加工コ

ストを削減するという観点から見ると、工数自体は増えていますが調整等

の必要が減りコストダウンになります。このように高精度加工を行う際には、

熱処理の影響まで考慮した現場のノウハウが必須です。高精度部品の加

工をご検討の際にはぜひ 1度木村製作所にご相談下さい！ 

木村製作所は昨年に引き続き、インター

ネプコンに出展します！今回の展示会の

我々の技術テーマは、引き続き難削材！

中でもＳｉＣセラミックス等のセラミックス素材

を中心に鏡面加工等の技術サンプルワーク

の展示等を行う計画です！ぜひ木村製作

所のブースにお越しください！技術相談予

約等も随時受け付けておりますのでご希望

の方は営業担当までお声掛けください！ 

旋盤係 佐々木亮輔 挑戦歓迎です 

インターネプコン２０１３ 出展！ 展示会場ではぜひ木村製作所にお越し下さい！！ 

左は今回展示会に出展する

サンプルワーク材料の写真

です。全く同じ素材に見え

ますが実は違います。 

上）は石英ガラス、（下）は

サファイアになります。一

般に加工が極めて困難とさ

れるこれらの材料。これか

らどんな風に加工されるの

か？ 気になった方はぜひ

展示会場までお越しくださ

い！ 
前回インターネプコン２０１２ 出展時の様子 

日時：２０１３年１月１６日（水）～１８日（金） 

場所：東京ビッグサイト 東 34-25 

①調質 

②加工 

高精度の加工において歪みが

無視できなくなる 

①焼準 

②粗加工 

③調質 

④仕上加工 

焼準を入れて粗加工を行い、その後調質、仕

上げ加工を行うことで高精度の部品を得られる 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

先日お客様から DC53 の射出成形用の金型の仕事を頂きまし

た。DC53は SKD11の改良鋼ですが、金型として用いる際には、硬

度が高すぎると割れ易くなり、逆に硬度が低い場合は金型の磨耗

が激しく型寿命が短くなってしまうという点に注意が必要な素材で

す。微妙な硬度調整が必須で、この点をクリアするために、当初お

客様からはめっきによる表面の硬度改善をご提案頂いていました。 

しかしめっきは、経年により表面から剥離し成形品に混入してし

まいます。その他にはチタンコーティングやセラミックコーティング

が、表面硬度を上げる方法として挙げられましたが、チタンコーティ

ングは費用が高く、セラミックコーティングの場合は処理後の研磨

が困難で、さらに研磨中に割れやすいという欠点があります。 

 

 

 
 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは！木村製作所 フライス係の長澤です。メインの仕事は名前の通りフライス加工です。マシニ

ング全盛の時代ですが、自分の手でものづくりの実感が得られる汎用フライスが私は大好きで、ある意味

恋人とも言えるでしょう。なお愛人は NC フライスです。現場の恋人と別れた後の趣味は飲みに行くこと。

ビールばかり飲んでます。一番の本命はこれかもしれません。それでは今週の技術ニュースです！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ガラス加工も木村製作所にお任せください！ 

 

発行元： 

Vol.１６ ２０１３年２月１日発行 

１． 表面処理のことなら木村製作所にご相談ください！ 
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株式会社  木村製作所 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

硬度の必要な部品は窒化処理でコストダウンを実現！ 

 

ELMAX の鏡面研磨加工 

サンプルワーク 

 

石英、サファイア、ルビーなど各種ガラスの切削加工が可能です。 

３．材料選定による加工コストダウンを実現！ 

加工コストダウンを実現する、ステンレス改良鋼 ELMAX！ 

前回の加工技術ニュースで木村製作

所が新しく超音波スピンドルを導入したこ

とをお伝えしました。写真は 5センチ四方

の石英ガラスにこの超音波スピンドルを

用いて加工したサンプルワークです。石

英ガラスは脆性材であり、一般的な機械

加工の手法で加工しようとすると、割れ

や欠けが発生し易く、加工が困難な材料

です。その石英ガラスに、上ワークはφ

0.5～ 2.5 の穴加工、下ワークは巾

0.5mm の溝加工をらせん状に 1mm ピッ

チで施しています。今回ご紹介した石英

ガラス以外にもサファイアやルビーへの

加工も可能です！難削材の加工でお困

りの際は木村製作所にご相談ください！ 
石英ガラスへの小径穴加工 

(上)とらせん溝加工(下) 

ELMAX は SUS440 の改良鋼で、クロ

ム-バナジウム-モリブデン系の合金工具

鋼です。腐食性樹脂の金型用途を想定

して開発されています。加工性に優れて

おり、特に鏡面にまで切削・研削を行う

場合は ELMAXを使うと加工コストを大幅

に下げることが可能です。材料選定のご

相談も木村製作所にお任せください！ 

木村製作所は昨年に引き続き、インターネプコン

に出展しました！展示会でご訪問頂いたみなさま、

誠にありがとうございました！多くの方々と実りのあ

る時間を持つことができ、我々も多くの新しい技術

課題を見つけることができました。引き続き、木村

製作所は各地展示会に出展予定です。次回は京

都で開催される京都ビジネス交流フェアに出展しま

す！是非木村製作所のブースにお越しください！ 

フライス係 長澤悠樹 Love Beer･･･ 

インターネプコン２０１３に出展しました ！ 次回は京都ビジネス交流フェアに出展します！！ 

インターネプコンの会場では多くの方に、木村製作所の技術に興味を持って頂きました。 

日時：２０１３年２月２１日（木）～２２日（金） 

場所：京都パルスプラザ 

SUS440 は HRC50 とステンレス鋼の中で最も硬度が高く、ノズ

ルやベアリング、耐食性が必要な金型等に用いられる鋼材です

が、鏡面研磨を表面に施す場合にはその硬度等の理由により加

工時間が長く掛かってしまいます。 

そこで木村製作所は窒化処理による

表面改善をご提案し、実施することにな

りました。窒化処理とは真空中で表面の

金属に窒素を触れさせ、材質に薄い窒

化物の皮膜を作ることで表面硬度を上

げる手法です。皮膜の薄さは 1μ程度と

極めて薄いですが硬度は、HV で 1200

まで上げることが可能です。部品の材料

や用途によって、最適な表面処理の方

法は変わってきます。表面処理でお困り

の際は木村製作所にご相談ください！ 

表面硬度向上のために検討した事項 

 

仕上げ研磨が困難 

セラミックコーティング  

費用が高い 

チタンコーティング  

経年で剥離する 

めっき 課
題 

解
決 

 

高硬度かつ安価で安定、後加工性に優れる 

窒化処理  

高硬度かつ安価で安定、後加工性に優れる 

窒化処理 

窒化処理済ワーク（表面処理 

会社のホームページより引用） 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

木村製作所ではこれまで焼き入れ材も、

生材も同一の砥石で研削加工を行ってい

ました。しかし生材は焼き入れ鋼よりも柔ら

かく、砥石の目が詰まり易くなってしまうた

め、焼き入れ鋼と比較すると加工に約 1.5

倍のコストが掛かってしまいます。そこで木

村製作所では砥石メーカーにお願いをし

て、木村製作所オリジナルの砥石を製作し

て貰いました。この新しい生材加工用の砥

石により、生材であっても焼入れ鋼と同じコ

ストで加工することができるようになりまし

た。木村製作所では生産性の向上に会社

を挙げて取り組んでいます！研削・研磨が

必要なワークのコストダウン加工は、研削加

工のプロ、木村製作所にご相談ください！ 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。木村製作所の旋盤を担当している入江と申します。今回は最近私がハマっていることを話します。そ

れは、ズバリ友達作り。異業種交流会や社会人サークルに去年から積極的に参加しています。そこでできた友達と、

休みの日に映画に行ったり、飲みに行ったりと充実しています。回りの人は不純な目的だろう、と言っていますがそん

なことはありません！出来た友達を見ると男女半々で、職業も様々なので色んな刺激を貰っています。とても勉強に

なる今日このごろです。あ、この前ナースの女の子の連絡先を貰いました。それでは今週の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．金型材への高精度・微細加工に成功！ 

 

発行元： 

Vol.１７ ２０１３年３月１日発行 

１． 生材への研削加工におけるコストダウン！ 

ＳｉＣ  

 

株式会社  木村製作所 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

研削加工は、研削のプロの木村製作所にお任せください！ 

 

アルミニウム ワーク 

 

溝ピッチ 50 ミクロン、溝深さ 1μの微細加工が可能になりました。 

４．研削レス！アルミニウムの鏡面加工！ 

鏡面加工のコストダウンは木村製作所にお任せください！ 

今回は木村製作所の微細加工の事例をご

紹介いたします。右上の部品は一見単純な

鏡面加工を施したワークに見えますが、実は

この表面には微細模様を切削加工にて施し

てあるのです。材質は金型によく用いられるス

ウェーデン鋼の STAVAX。表面全体には、

100 ミクロンの厚さの無電解ニッケルメッキが

施してあり、溝深さは１ミクロン、溝ピッチは 50

ミクロンです右下の写真はイラストに見えます

が、実は電子顕微鏡による表面の拡大写真

です。格子状に溝が加工してあることが分か

ると思います。このワークは木村製作のナノ加

工研究所で加工したワークです。研究所では

これまでの工場の環境、設備ではできなかっ

た微細加工、高精度加工を中心に技術開発

を行っています。微細加工、高精度加工のご

相談は木村製作所にお任せください！ 

上：ワーク写真(導光板) 

下：表面拡大写真 

ｓ) 

木村製作所は 4 月に大田区で行われる日刊工業新

聞様主催の「試作市場 2013」に出展します。会場が町

工場の集積地として有名な大田区ということで、我々も

緊張していますが、色々な会社様と知り合える良い機会

だと捉えて楽しみにしています。当日は木村製作所の最

新技術を反映した難削材加工ワークや、各種技術ハンド

ブックを用意しています。東京近辺の会社の方は是非展

示会場までお越しください！ 

旋盤係 入江敏広 交流会に行こう 

木村製作所は 試作市場 ２０１３ に出展します！！ 

試作加工の展示会も同時開催。 

日時：２０１３年４月１１日（木）～１２日（金） 

場所：大田区産業プラザＰｉＯ（東京） 

一般にアルミニウム部品の鏡面加工を行う

際は、研削・研磨工程が必要になり、切削加

工のみで鏡面に仕上げることは非常に難しい

加工になります。実際に木村製作所でも工程

削減、コストダウンのためマシニング加工でのト

ライを行いましたが、工作機械の振動に加

え、切削時のアルミ材料自体の振動により、

研削レス鏡面加工は不可能な加工でした。 

以前の加工技術ニュースで木村製作所が

新しい CAM ソフトを導入したことをお伝えいた

しました。習熟度から差が出てしまう加工のス

キルを社内で均一化することが目的です。 

右の写真はドリルの切削条件についてのデ

ータベースです。一般に加工したい形状や材

質に応じて使用する工具はよく吟味しなけれ

ばいけません。しかしその時々の状況で最適

な工具を選ぶためには、切削加工の原理に 工具の切削条件データベース 

２．加工データベースの活用による加工の最適化！ 

関する理解はもちろん、豊富な経験が欠かせません。特に難削材の加工のよ

うな場合は、ＣＡＤデータを機械に放り込んで即加工というわけにはいかないの

です。それを助けるのがこのデータベースです。これを用いることで、熟練者に

は及ばない作業者でも、熟練者の知識を活用して効率のよい加工が行えま

す。木村製作所では職人個人の知識を上手く活用し、会社全体の技術に繋

げる取り組みを行っています。今後も木村製作所をよろしくお願いします！ 

しかし京都大学に開設した木村製作所のナノ加工研究所は、超精密加

工のための設備を整えており、この研究所の設備を用いて新たにトライした

ところ、アルミニウム部品の研削レスによる鏡面加工が可能になりました。研

削工程を省略することにより、一層のお客様へのコストダウンのご提案が可

能になりました。鏡面加工のご相談は木村製作所までお問合せください！ 

加工ノウハウの共有化により加工コストダウンを実現します！ 

上：既存の砥石 

下：オリジナルの生材用砥石 

ｓ) 

昨年の会場風景。毎年多くの来場者で盛況な展示会です。 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

今回は木村製作所が展示会用に製作し

たサンプルワークをご紹介します！このワーク

は木村製作所が得意とする非球面の鏡面加

工ワークです。材質は HPM38(SUS420J2改

良鋼)の焼き戻し鋼で、HRC硬度は 55の材

料です。非球面ガラス金型での使用をイメー

ジしています。半球状の球面部分はニッケル

メッキを施した上に、面粗度が Ra 0.005μm

（1nm）まで鏡面加工を施しています。 

単純形状ですがこれだけの形状を鏡面に 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。木村製作所で検査を担当している伊藤と申します。遂にコラムも私の番がやってきました。私が伝えた

いことは仮面ライダーについて。仮面ライダーシリーズは私が生まれた年に始まったヒーロードラマ。子供の頃にテレ

ビを見て「変身！」と叫んでいた人も多いのではないでしょうか。そしてこれが本題ですが最近の仮面ライダーは一家

で楽しめる内容となっています。子供はライダーやバイクのカッコよさに、父親は仮面ライダーのドラマに、そして母親

はイケメン俳優に釘付けになります。子供向けと侮らずに、ぜひ一度見てください！では今週の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．偏芯ワークのコストダウン設計のポイント 

発行元： 

Vol.１８ ２０１３年４月１日発行 

１． 自由曲面 鏡面加工で面粗度 Ra 1nm を実現！ 

 

株式会社  木村製作所 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

自由曲面の鏡面加工は木村製作所のコア技術です！ 

 

 

加工コスト削減には、現場の加工知識を活かした設計が有効です。 

４．木村製作所 ナノ加工研究所のご紹介 

最先端ナノ加工を実現する、木村製作所のナノ加工研究所！ 

偏芯ワークの加工を行う時は、偏芯ブッシュを

作成し、旋盤に固定して加工します。しかしこの

偏芯ブッシュは偏芯軸の数×２の数が必要にな

り、作成のコストが掛かってしまいます。 

このような場合、木村製作所ではお客様に確

認をとり、偏芯軸の数に応じたセンター穴を端面

に小さく設けることをご提案しています。端面に

偏芯用のセンター穴を増やすことによって必要

以上のブッシュを製作することなく、加工ができ

るのでコストダウンに繋がります。木村製作所で

はコストダウンをはじめ、設計者の方へ VA/VE

提案を積極的に行っております。加工のことでお

困りの際は木村製作所にご相談ください！ 
上：偏芯ブッシュ  

下：センター 

ｓ) 

木村製作所は 6 月の機械要素技術展（M-TECH）に出展しま

す！機械要素技術展はみなさまご存知の通り、毎年東京・大阪

で開催される機械・機械部品関連では日本最大となる展示会で

す。木村製作所は機械要素展の中に今年から新設された「難削

材加工」のカテゴリーで出展します。今回ご紹介したサンプルワー

クはもちろん、更なる加工技術を取り入れたサンプルワークも展

示します。ぜひ木村製作所ブースへお越しください！ 

検査員 伊藤信幸 

 

木村製作所は機械要素技術展（M-TECH）に出展します！！ 

日時：2013年 6月 19日（水）～21日（金） 

場所：東京ビッグサイト 主催：リード エグジビジョン ジャパン 

新たに炭化ケイ素のボルトの小ロット製作の

お仕事を頂きました。炭化ケイ素のねじ切り

加工については以前の技術ニュースでもお伝

えしましたが、今回は M5 サイズとかなり小さ

めのねじの加工です！サイズが小さいため旋

盤への固定が難しく、特にワークの中心位置

を決めることが困難です。わずかなズレは金

属の場合軽く叩いて位置を調整することが現

場では一般に行われているのですが 炭化ケイ素の小ネジ 

２．炭化ケイ素(ＳIC) 小ねじの加工のポイント 

硬脆材の加工は、経験に基づく加工現場での微調整が必須！ 

非球面の鏡面加工ワーク 

改善前 改善後 

設計段階での取
組みでコストダ
ウンが可能に！ 

 木村製作所は京都大学桂キャンパスに研

究開発拠点として「ナノ加工研究所」を開設

致しました！木村製作所が目指すレベルの

ナノ加工を行うためには、設備は勿論ですが

加工時に加わる地面からの微小な振動さえ

も遮断しなければなりません。そのため、ナノ

加工機や最先端の測定装置を揃える事に

加え、環境整備にも非常に気を遣っていま

す。設備生産拠点がある長岡工場では対応

できない超高精度の加工は今後、この研究

所を核として行っていく予定です。今後も木

村製作所では研究開発を引き続き進め、日

本の製造業に技術で貢献いたします！ 

 

エエエンンンジジジニニニアアアのののたたためめめののの技技技術術術情情情報報報誌誌誌   

加加加工工工技技技術術術ニニニュュューーーススス    

ナノ加工研究所 

 

 

イチオシは仮面
ライダー龍騎 

ナノ加工機 UVM-350 今回の材料自体は非常に硬いセラミックスであるため衝撃により割れてしまい

ます。金属と同じ要領では加工できず、見た目の形状のシンプルさに反して難

しい加工でした。何とか手による微調整を繰り返し行い加工することで、形状と

要求精度を出すことができました。セラミックス、特にアルミナやジルコニア、

炭化ケイ素・窒化ケイ素といった難削材と呼ばれる材料は、一般にまだまだ加

工は試行錯誤中です。今後も木村製作所では他社が挑戦しないような材

料、加工に挑戦し続けます！難削材の加工は木村製作所にご相談下さい！ 

仕上げるためには多くの工数が掛かっており、まず円柱形状から旋盤で荒く削

り出した後に、精密加工のための準備としてフライス、研削加工を施し再度旋

盤にて半球部分を加工します。その後サブゼロ処理(熱処理)を行い研削加

工で表面を整え、ニッケルメッキを 100μm厚さで加工します。更に基準面を

端面研磨、最後に超高速回転のナノマシンで鏡面切削を行いワークが完成し

ます。各展示会でも展示していますので、ぜひ木村製作所にお越し下さい！ 

昨年の来場者は 75000 人が会場を訪れました 今年は 4 展示会の合同開催です 
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 木村製作所は京都の志を同じ

くする企業と企業ユニットを組ん

でおり、加工のプロフェッショナル

としてＶＡ/ＶＥ提案を積極的に

行っております。企業ユニットの

名前は「京都『VA/VE提案』企

業ユニット」。少し仰々しい名前で

はありますが、国内製造業に京

都の会社として貢献することを宣

言するため、このような名前をつ

けました。参画企業は木村製作

所とは異なった強みを持つ会社

で、例えば機械加工の中でも長

尺物の高精度加工を得意とする

会社や、精密板金・製缶物を得

意としている会社があります。 

このようなそれぞれ違う強みを

持った会社が集まることで、価値

ある活動ができると我々は考えて

おり、先日のニュースでお伝えし

た大田区の「試作市場 2013」に

もこの企業ユニットが隣り合った

ブースで木村製作所を含む上記

の 3社が出展しました。多くの来

場企業の方にブースを訪問して

頂き、この企業ユニットの取組み

を高く評価して頂けました。 

また、このニュースでご紹介し

ている技術セミナー等の活動もこ

のユニットが協力しながら、 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。フライス係の中西と申します。私がものづくりに関わりたいと思った原点は、学生の時に見に

行ったＦ１のレース体験が元になっています。Ｆ１を日本でやっている時はほぼ必ず観戦に行きますし、休

日はＴＶで見ていることも多いです。テクノロジーの結晶とも言えるＦ１を見ると、ものづくりっていいなぁと思

います。さすがにまだＦ１の部品に関わったことはありませんが、Ｆ１でなくとも機会を頂けるなら、ぜひ音速

ジェット機やレースマシンの部品を作ってみたいなぁと思っています。では今週の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．治具研削盤による研削加工コストダウン 

発行元： 

Vol.１９ ２０１３年５月１日発行 

１． 京都『VA/VE提案』企業ユニットのご紹介 

株式会社  木村製作所 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

長尺物、板金、製缶加工等 VA/VEのご相談はお任せ下さい！ 

 

単純形状の設計でもコストが高くなる？ 研削加工設備のポイント 

３．木村製作所 ＪＩＳＱ9100取得へ！ 

航空・宇宙業界基準の、最高の技術・品質レベルを目指します 

一般に円筒や平面形状以外の研削加

工は加工できる設備が限られます。例え

ば自由曲面やポケット形状の研削は、研

削が得意な会社でもマシニングセンタやフ

ライスに砥石をつけて加工することが多々

あります。そのため、例え単純形状の研削

仕上げの設計指示であったとしても、場合

によって加工コストが高くなってしまうケー

スがあります。これを防ぐためには、加工

設備のことをよく知ることが重要です。 

上記のような形状を効率よく加工する

ためには、治具研削盤と呼ばれる特殊な

設備が必要です。木村製作所は治具研

削盤では世界トップと言われるｱﾒﾘｶ、

Moore社製の治具研削盤を保有してお

り、右写真のような単純ながらコストが高く

なりがちな形状も効率よく加工できます。

研削加工を含む部品のコストダウン、

VA/VEは木村製作所までご相談下さい。 

ｱﾒﾘｶ Moore 社製 治具研削盤 

木村製作所では開発・設計者向けに VA/VE技術

セミナーを開催しています。先日開催した技術セミナ

ーでは、木村製作所の本社工場まで、20名超の開

発・設計のご担当者様にお越し頂きました。 

当日は加工現場を実際に見学して頂き、工具や工

作機械の解説を行った上で、実際にあった事例を元

に、ＶＡ/ＶＥ・コストダウン設計のポイントを各製造現場

のリーダーがお伝えしました。今後も定期的実施予定

ですので参加希望の方はお問い合わせ下さい。 

フライス係 中西弘毅 

開発・設計者向け ＶＡ/ＶＥのための加工技術セミナーを開催しました！ 

大田区の展示会の様子(会場準備中) 

VA/VE 企業ユニット 紹介ポスター 

 木村製作所では現在、航空宇宙関連の品質マ

ネジメント規格ＪＩＳＱ9100の取得に向け取り組ん

でおり、2013年中に取得完了予定です。ＪＩＳＱ

9100 を取得している事業所数は日本国内で約

300社。ＩＳＯ9000の取得事業所数が 60000社

近いことを考えれば、非常に希少性の高い規格。 

今回の取得活動に至った経緯は、お客様から

の要望もありますが、一番の理由は社内の技術・

品質管理を一層向上させていくことが目的です。 

テクノロジーの最先端である航空宇宙分野、そ

のレベルを知り、それを超えたレベルの技術・サー

ビスを安定してご提供していくための取組みです。

今後も木村製作所をよろしくお願い致します。 

エエエンンンジジジニニニアアアのののたたためめめののの技技技術術術情情情報報報誌誌誌   

加加加工工工技技技術術術ニニニュュューーーススス    

航空宇宙関連のご相談も 

お任せ下さい！ 

普通の研削設備 
では加工できない 

こんな形状も効率よく加工可能。 

お越し頂いた方の多くから「実例中心の内容で、非常に勉強になった」と好評を頂きました。 

各々が得意な加工分野のセミナーを担当して開催しています。お客様からの

技術的なご相談に対しても、このユニットが一体となって対応しており、木村製

作所だけではできないような長尺物の高精度部品や精密板金品、製缶品に

対しても、ＶＡ/ＶＥ提案を実施しています。部品加工全般に関しての幅広いご

相談に対応できますので、お困りの際は木村製作所までお声掛け下さい。 

参画企業の VA/VE 技術セミナーの様子 

（テーマ：精密加工技術） 

マシンが目当です 
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木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。木村製作所の高田と申します。私の趣味は愛車のカワサキ・バリオスを乗り回すこと。休

日は誰かとツーリングに行きたい、と思うものの、この間生まれた子供の世話の方が家庭内での重要

事となっています。もっぱら車の運転です。「バイクを売って車を買い替えよう！」とならないよう、今は

子供の世話をはじめ、様々な取り組みを家庭内で行っています。それでは今週の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２０ ２０１３年７月１日発行 

1.材料選定によりトータルコストダウンを実現！ 

株式会社  木村製作所 

営業担当：山田・柳下・塚崎 

部品サイズと用途によって材料の加工コストは大きく変わります！ 

 

３．複雑形状、難削材加工は木村製作所にお任せ！ 

新設備、5軸複合加工機 NTX を導入！ 

木村製作所では２０１３年６月１9～２1日に東京ビッグ

サイトで開催された機械要素技術展に出展しました！機械

要素技術展の中でも、今回は今年から新設された難削材

加工部門への出展でした。難削材の加工を得意とする木村

製作所にピッタリと言える会場で、多くのお客様にご来場い

ただきました。この場をお借りし厚く御礼申し上げます。今後

も展示会や技術セミナーなど、各種取り組みを続けていきま

すので、今後とも木村製作所をよろしくお願いいたします。 
 

研削係 高田真志 

木村製作所は機械要素展（難削材加工部門）へ出展しました。 

木村製作所では新設備として森精機

の 5軸複合加工機 NTX1000 を導入し

ます。複合加工機とは、単純に言うと旋

盤加工とフライス加工が同時に行える機

械です。工程間の移動が不要で、移動と

段取りに掛かっていた段取り時間を削減

することが可能です。また、インペラ形状

やアンダーカット形状といった5軸加工機

でしか加工できない形状も加工すること

ができます。複雑形状部品や難削材等

の加工にお困りの際はぜひ一度木村製

作所にお声掛けください！ 

エエエンンンジジジニニニアアアのののたたためめめののの技技技術術術情情情報報報誌誌誌   

加加加工工工技技技術術術ニニニュュューーーススス    

木村製作所ブースにご来場頂いたみなさま、ありがとうございました。 

磨き材は黒皮材料と異なり、材料メ

ーカーからの出荷時点で寸法に仕上

がってあり、我々のような加工会社で

外径を加工する必要がありません。そ

のため加工コストを抑えることができる

材料としてよく用いられています。 

しかしワークサイズがφ20×400 を

越えるような、長尺物になると加工時

に歪みが発生しやすくなります。一度

歪みが発生すると、焼鈍等の熱処理

が必要になりコストが高くなってしまいま

す。また材料メーカーから加工会社ま

での輸送途中に表面に傷が付くことも

多く、外観部品や精度が重要になる摺

動部の部品には適していません。 

磨き材の多くは SS材、または S45C

ですが、木村製作所では精度が求めら

れる長尺部品には SK ロッドを選定する

ことをお勧めしております。SK ロッドは

SK材を使用した材料で、加工時に歪

が発生しやすい磨き材と比べると硬く、

安定した材料になります。材料代は少

し高くなりますが、加工性が上がるた

め、特に加工コストが高くなりがちな高

精度部品では材料代より大きなコスト

ダウン効果を得ることができます。 

SK ロッド材 
トータルでの加工コストが下がる 
（高精度の長尺部品の場合） 

2.テーパー研磨加工のポイント 

機械任せにはできない加工こそ木村製作所の腕の見せどころです 

旋盤や円筒研削機のセンターの

ように、60度以上のテーパー角を

持つ部品は通常の研削加工機の加

工範囲を超えており、一般には専用

機が必要な研削加工になります。通

常の研削加工でテーパー角を研磨

する際は、ワークを固定したベッド

を、回転している砥石に対して水平

面内で「振り」、加工しますがこの振

りの角度はほぼどの機械でも 10度

までの仕様になっています。 研磨済みのセンター 各種 

そのため 10度以上の角度がついたテーパー面は、機械の仕様

に任せることができず、手作業で固定・調整しながら砥石にワークを

当てていく加工法を取らなければいけません。特にセンターのような

部品の場合、60度±1分といった非常に厳しい精度要求になり、現

場加工者の工夫と経験が必要になります。高精度の研削部品は、

研削加工のプロフェッショナルである木村製作所にお任せください！ 

また同じようにパイプ材も中空部品の材料として用いられることがあ

りますが、こちらも加工時に歪み易い性質を持つため、高精度を要す

る部品の場合はパイプ材を用いずに黒皮材を選定することで材料代

と加工コストを含めたトータルでの部品調達コストを抑える事が可能で

す。高精度加工部品の VA/VE に関するご相談は木村製作所まで！ 

表面加工済みの磨き材は加
工コストが安くなるが、長
尺物の高精度部品では、加
工中の歪みにより加工コス
トが高くなってしまう。 

 磨き材：SS 系、S45C が主流  

SK ロッドのような焼きが入
る硬い材料にすることで安
定した加工が可能になる。 

上写真の人工骨のような 
自由曲面形状も自在に加工 

森精機製作所製 NTX1000 


