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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。木村製作所の浅田と申します。普段は研削工程を担当しています。私の好きなもの

は、とにかくお酒！家族が他に誰もお酒を飲まないので、いつも 1人で飲んでいます。１人だから寂

しいって思った方、それは違います。一番好きなビールを飲みながら、いろいろとリラックスして考え

るこの時間が毎日の仕事の効率にも繋がっている気がします。私は今後も１人飲みを会う人、会う

人にお勧めしていきますのでよろしくお願いします！あ、それでは今回の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２１ ２０１３年９月１日発行 

１． タングステンの難加工はお任せください！ 

株式会社  木村製作所 

営業担当：柳下・山田・塚崎 

単純なねじ加工も、材料によっては加工にひと工夫が必要です！ 

 

４．難削材の薄肉加工技術のご紹介 

チタン、インコネル、ハステロイ等の切削から研削まで一貫対応。 

木村製作所では 8月 9日に東京・新橋に関東での活動拠点として東京営

業所を開設しました！関東のお客様につきましては、今後は東京営業所にてご

対応いたしますので、お問い合わせの際は東京営業所にお願い致します。これ

まではすべてのお客様に対し京都の本社での対応をさせて頂いておりました

が、今後はこの拠点を軸に、関東のお客へより一層の、対応の迅速化やご提案

などを柔軟に行っていきます。今後とも木村製作所をよろしくお願いします。 

 

研削課 浅田 尚男 

木村製作所は東京営業所を開設しました！ 

木村製作所ではステンレスはもちろん、

チタン、インコネル、ハステロイといった難削

材の薄物加工を得意としています。 

写真は肉厚 5mmのハステロイ製の航空

機用部品です(最薄部は肉厚 2mm)。内

面、外面共に研磨が入っており、ひずみ等

を防いだ加工が必要な部品です。ハステロ

イは高い耐熱性、耐食性を持つため航空、

化学分野で特によく使われる材料です。 

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    

以前のニュースでは SiC ｾﾗﾐｯｸｽ

のﾈｼﾞ切り加工をご紹介しましたが、

今回はﾀﾝｸﾞｽﾃﾝのﾈｼﾞ切り加工をご

紹介致します。ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ合金は硬度

こそ SiC ｾﾗﾐｯｸｽより低いものの金属

特性により加工の難易度が高い材料

です。切削加工中に刃物が当たって

削られた部分以外の部分も一緒に飛

んでしまうことがあります。そのため加

工時には工具や切削条件をよく研究

した上での加工が必要になります。特

に右写真のようにﾈｼﾞ山部分の鋭い

エッジ形状は加工不良が起こり易い

形状で難しい加工になります。まだま

だ取り組んだばかりですのでこれから

工数を下げ精度向上を目指します。 

３． ポケット部 鏡面研磨加工技術のご紹介 

木村製作所は高精度の研削加工技術にこだわり続けます。 

機械部品のポケット形状部分の加工は、

加工に時間が掛かり、特に鏡面研磨まで

行う場合は、仕上がりが不均一になったり、

底面端の部分まで研磨できないようなケー

スが多く、単純形状でも難しい加工になりま

す。木村製作所では加工機に工夫を加

え、自社オリジナルの特殊工具を用いるこ

とでこのポケット部分の鏡面研磨加工を効

率よく行うことが可能です。右写真がポケッ

ト形状に鏡面研磨加工を施したワークで

す。ポケットの底面すべてに一様な鏡面加

工が施してあります。材質は金型等に用い

られるスウェーデン鋼の ELMAX です

(HRC60)。ポケット部分に鏡面研磨が施し

てあり、面粗度は Raで 0.1です。難形状の

研削加工は木村製作所にご相談ください。 ポケット部の鏡面研磨加工 

木村製作所はセラミックスや超硬

合金といった「硬い」材料の難削材は

もちろん、その逆とも言える「柔らか

い」材料の加工も得意としています。

具体的には銅や真鍮、アルミといっ

た軟金属が該当しますがこれらの金

属は、研削の際に砥石の目詰まりが

発生しやすく、スラッジの処理や、鏡

面まで仕上げる場合は砥石の 
薄肉加工部品 
(材質：ハステロイ) 

２．『柔らかい』 素材の難削材加工にも挑戦します！ 

銅やアルミ、真鍮の鏡面加工も木村製作所の得意分野です。 

選定や加工条件の工夫が必要になります。上写真は木村製作所内

で加工した真鍮のサンプルワークです。ワークの加工精度は平面度

で 0.0002、Ra0.02の鏡面加工仕上げとなっています。銅、アルミの

ような軟金属の鏡面加工も木村製作所にお任せください。 

加工途中でねじ山が飛んでしまっ

た例(上)と正しい加工例(下) 

株式会社木村製作所  東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋 6 丁目 4番 3号 

ハステロイは加工硬化が生じやすい、熱伝導率が悪いなど被削

性指数は極めて低く加工が困難ですが、木村製作所では過去の

経験と新規案件への継続的トライにより最適条件で、加工を行うこ

とが可能です。難削材の加工でお困りの際は木村製作所まで！ 

 

真鍮の鏡面研磨ワーク 

好きです、ビール。 

事業所ビル外観 事業所内観 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。木村製作所のバラと申します。インドの ANNA 大学で機械工学を学んだ後に、日本へ

とやってきました。今は木村製作所で機械のプログラムを中心に働いています！日本へとやってきた

理由は「日本のものづくり」に憧れたから。いま日本でものづくりに携われていることが、とても楽しいで

す。来年は結婚式を行うために故郷のインドへと帰りますが、今度は家族（結婚相手もインド人です）

を連れて日本に戻ってきて、木村製作所でものづくりを続けます！では今月の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２２ ２０１３年１１月１日発行 

１． 研削加工なら木村製作所に！ 

株式会社  木村製作所 

営業担当：柳下・山田・塚崎 

精密加工部品、鏡面切削加工部品の事例を WEB掲載しました！ 

 

４．新設備、ロータリー研削用冶具を導入しました！ 

広い面の研削加工を高速化、研削コストダウンを実現します！ 

木村製作所では新しく森精機の複合加工機 NTXを

導入、本格稼動を開始しました！この複合加工機の導入
により、段取り時間の短縮はもちろんですが、このマシンでし

かできないような複雑形状部品の加工も可能になります。

内部にはカメラを取り付けてあり、作業者が常時加工状況

を観察、技術改善に取り組み易い環境を作っています。 

今後も木村製作所は最新技術を駆使し成長し続けます。 

 

 バラ 

木村製作所の新マシン、複合加工機が本格稼動！ 

木村製作所では平面研削盤

に新たにロータリー研削用の冶具

を導入しました。右写真の円形の

台座にワークを載せて研削加工

を行いますが、この台座が高速

回転し、一般に言うロータリー研

削盤の代わりを果たします。 

ロータリー研削盤は 砥石と同

時に非研削物も水平面内で回転

させ、広範にわたる研削が可能 

 

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    

木村製作所は精密金属部品の切

削から研削加工まで一貫対応が可

能な会社です。このたび木村製作所

ではこれまで運営してきた技術情報

サイトに加え、これまで自社が手がけ

てきた精密加工品から、最新の研削

加工事例までをWEBの特集ページ

にアップしました。ぜひご覧ください。 

３． 部品再生による機械部品の長寿命化のご提案！ 

木村製作所は機械部品の再生によるコストダウン提案を行います！ 

機械の摺動部品等は表面の

磨耗が起こり易く、定期的なメン

テナンスが必要な部品ですが、

木村製作所ではこうした耐久性

が求められる部品に対しての、 

溶射と研削加工による部品再生

サービスをご提供しています。 

例えば右写真は工作機械の部

品ですが、溶射による再生サービ

スの仕事です。材質は S45C で、

S45Cの硬度は HRC55程度（焼 

アルミは材質として柔らかく、研削加工を行う際はスラッジが大量に発生

し易いため加工の難度は高い材料です。切削加工においても通常環境で

は、機械や立地による振動により高精度の加工を行うことは困難と言えま

す。今回木村製作所ではナノ加工研究所にてアルミの鏡面切削加工にトラ

イ、成功しました。Ra0.03～0.05の面粗度が可能です。切削加工故のエッ

ジの仕上がり等を得ることができます。難度が高い形状、材料の加工は木

村製作所にご相談ください。 

 
薄肉加工部品 
(材質：ハステロイ) 

２．新開発！アルミの鏡面切削加工技術 

木村製作所の技術がこれまで不可能だった加工を可能にします！ 

なことが特徴。このロータリー研削用冶具の導入により、現場ではこ

れまで研磨工数が多く掛かっていたワークも1/5の時間で加工する

ことが可能になりました！研削加工のご相談は木村製作所まで。 

 

ロータリー研削用冶具 

溶射による再生シャフト 

入れ）ですが、セラミックを溶射することで表面硬度を 70 まで上げ

ています。この溶射による再生は特に磨耗しやすいシャフトや工作

機械のスピンドルなど、高精度部品に対して大きなコストダウン効果

を発揮します。木村製作所ではセラミック溶射のほかに、超硬の溶

射にも対応可能です。部品再生のご相談は木村製作所まで！ 

 

掲載アドレス：http://green.atengineer.com/pr/kimuracorp/company 

精密加工部品、鏡面切削部品を中心にスペック情報と共に掲載 

インドの結婚式は一族 
総出の大イベントです！ 

鏡面切削ワーク 鏡面切削部分 

森精機製 複合加工機 NTX1000  

 
アットエンジニア 木村製作所 検索 

製造業の技術情報サイト 
「アットエンジニア」にて、 
木村製作所と検索ください！！ 
http://green.atengineer.com/gt/ 

http://green.atengineer.com/pr/kimuracorp/company
http://green.atengineer.com/gt/
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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。木村製作所でフライスを担当している堀と申します。結婚前は釣りやスキー、スノーボ

ード、キャンプなどアウトドア派でしたが、今は妻と娘がインドア派なためあまり行く機会がありません。そ

のため双方の妥協点(？)ではありませんが、ＵＳＪにはよく家族で行っています。妻も娘も楽しんでいま

すが、ＵＳＪにはウォータースライダーなどの、プチアウトドア要素もあり、私も楽しめています。今年あた

りは遠く、東京ディズニーランド（とシー）まで行きたいですね！では今月の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２３ ２０１４年１月１日発行 

１． 溶接のあるチタン部品の、高精度化設計のポイント 

株式会社  木村製作所 

営業担当：柳下・山田・塚崎 

高精度部品のＶＡ・コストダウンは木村製作所まで！ 

 

４．精密研削加工は木村製作所にお任せください！ 

高精度部品の研削までの一貫加工は木村製作所へ！ 

木村製作所は 2月 20日・21日に 

京都パルスプラザにて開催される 

「京都ビジネス交流フェア 2014」に出展致します。 

小間位置は「A-1」になります。ご来場、お待ちしております。 
 

 

フライス係 堀 利之 

木村製作所は京都ビジネス交流フェア 2014年に出展します！ 

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    

木村製作所は精密金属部品の切削か

ら研削まで一貫生産に対応が可能な会

社です。前回ニュースでは難削材ワーク

についてお知らせしましたが、 

SKDや SUS、アルミといった金属部品の

情報もWEBの特集ページにアップしてお

りますので、ぜひご覧ください！ 

３． 木村製作所は精密研削加工に挑戦し続けます！ 

４． ！ 小型部品の超精密研削加工機を導入しました！ 

木村製作所では新たに小物用

の精密研削盤を導入しました。精

密旋盤、研削盤に定評のある西

部電機製で、高い剛性と熱対

策、10ナノ単位で対応可能なス

ケールの指定により高能率・高精

度な研削加工が可能になりま

す。この機械は小型レンズの難削

材製(超硬合金等)の金型の加工

等によく用いられる機械で、木村

製作所の得意技術でもある、自

由曲面の鏡面研削に向いた機械

です。木村製作所では今後も難

削材の研削技術を磨き続けま

す。研削加工でお困りの際は木

村製作所までご相談ください。 

製作所までご相談ください！ 

新しく導入した複合加工機が本格稼動しています。複合加工機

は簡単に言うと旋盤とフライスが合体した機械で、段取り時間の短

縮、精度向上、複雑形状の加工など多くのメリットがあります。またこ

のマシンは内部カメラにより、加工状況を観察して技術改善に取り

組み易くなっています。これらのメリットが活きて、いまはこの機械が

大活躍中！右下の従来部品のリードタイムも 30%削減することがで

きました。機械加工のＶＡ提案は木村製作所にご相談ください。 

２．新マシン、複合加工機が本格稼動しています！ 

 リードタイム短縮、高精度化など加工技術の高度化を実現！ 

掲載アドレス：http://green.atengineer.com/pr/kimuracorp/company 

精密加工部品、鏡面切削部品を中心にスペック情報と共に掲載 

 
アットエンジニア 木村製作所 検索 

製造業の技術情報サイト 
「アットエンジニア」にて、 
木村製作所と検索ください！！ 

日時：２０１４年２月２０日（木）～２１日（金） 

場所：京都パルスプラザ（京都府総合見本市会館） 

〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町 5 

超硬製 鏡面研削ワーク 

西武電機 SNC-20G 

複合加工機 NTX1000  内部カメラ  
加工ワークの 
工程短縮を実現 

溶接加工は熱により金属を溶融、

接着するため、材料に加わる熱によっ

て歪みが発生し易い加工です。先日

お客様からご相談頂いたチタン部品の

お仕事は、後工程でレーザー溶接が

発生し、熱により残留応力等の歪みの

影響が生じて精度が出しにくい内容で

した。このような場合は、切削・研削加

工前に、チタン部品に焼鈍を行い内部

の応力等を除くことで、溶接時にも歪

みにくい部品を得ることが可能です。

加工性は悪くなるため加工時間が増

えますが、切削熱や溶接熱による歪

みが減り、高精度化を実現できます。

高精度部品の VA をお考えの方は木

村製作所にご相談ください。 

チタン製部品① 

チタン製部品② 

昨年会場の様子 

ちょっとしたアウトドア 
気分で楽しめます。 

http://green.atengineer.com/pr/kimuracorp/company
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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。木村製作所で旋盤を担当している能勢と申します。新卒で木村製作所に入社し 2

年が経ちました。インターネットやゲームが好きで、周りの先輩からはネット中毒（？）と言われたりし

ますが、ネットだけじゃありません！会社の飲み会の時はとにかく盛り上げ役。お酒は全く飲まない

のですがテンションが高いので、気がつくと私だけシラフでほかは全滅……、なんてこともしばしば。

2次会のカラオケはほぼずっと私のオンステージになっています。では今月の技術ニュースです。 

も大好きで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２４ ２０１４年４月１日発行 

１． 精密研削加工は木村製作所にお任せください！ 

株式会社  木村製作所 

リニューアルした木村製作所の精密研削加工事例をご覧ください。 

 

４．木村製作所は機械要素技術展に出展します！ 

会場にお越しの際は、ぜひ木村製作所ブースを訪問ください。 

今回のニュースでは、木村製作所のナノ加工研究所の加工機

をご紹介します。右の写真は弊社が所有している加工機で、特に

非球面レンズ金型等の加工に最適とされている機械です。この加

工機は 6万回転の超高速回転で加工を行い、100万分の１ミリの

精度を得ることができます。 

右端の写真は光学機器向けの成形型で、木村製作所ではこの

加工機によってワーク表面を 10～50ナノ精度レベルで加工をして

おります。今後も木村製作所では研究開発を進め、独自技術によ

りお客様の技術課題の解決に貢献します。 

旋盤係 能勢 景介 

木村製作所は超精密・超高精度 加工技術を追求します！ 

３． ハードクロムメッキ後の研削加工はぜひご相談を！ 

４． ！ 難しい研削加工。加工ノウハウが物を言う仕事です。 

木村製作所の得意技術は 

切削から研削までの高精度一

貫加工です。柔らかい黄銅か

ら、ダイヤモンドの次に硬いと言

われる SiCセラミックス、超硬合

金まで加工しています。今回ご

紹介するのはアルミのハードクロ

ムメッキ厚付け後の研削加工事

例です。右写真はアルミ材料を

加工した後にハードクロムメッキ

厚付けを施し、 

先日お客様からご相談を受けた案件で、

金型の長寿命化に関するものがありました。

従来お客様のゴムの射出成形金型の内面

にハードクロムメッキを施していましたが、

10000 ショットを行うとメッキが部分部分で

剥離していき、再度メッキを行うと残り部分と

の面粗さが異なってしまうとのこと。機械的に

メッキを剥離すると今度は寸法精度が異な

ってしまい調整が困難で、何かいい案はない

かとの内容でした。そこで木村製作所ではク

ロアモールというメッキ処理をご提案。クロア

モールはハードクロム（Hv900）より 3倍価格

が高いものの、硬度を Hv1800 まで上げるこ

とができ金型の長寿命化を実現できます。 

機械加工だけでなく、表面処理や熱処理

でお困りの際も木村製作所にご相談を。 

２．表面処理の活用で金型の長寿命化を実現！ 

 表面処理、熱処理のお困りごとも、木村製作所にお任せください。 

詳細情報はこちらからご覧ください：http://www.mtech-tokyo.jp/ 

木村製作所のホームページをリニューアルし、加工事例を大幅追加しまし

た。「高精度部品の加工で困っている」「鏡面加工の外注先を探している」 

など、研削加工をご検討の際は、ぜひ一度、木村製作所の切削加工や研削

加工の加工事例をご覧ください。 

カラオケはお任せ！ロッ
ク、ラップからアニソンまで
なんでもいけます 

ハードクロムメッキ
では金型寿命が短く、
メンテ性も悪い。 

金型の長寿命化に
つながるクロアモ
ールをご提案。 
 

提案前 

ご提案 

クロアモール（メーカーHPより） 

 木村製作所 検索 

HPアドレス http://kimurass.jp 

詳しくは 木村製作所 HPで！ 
加工事例と共に動画も掲載しています！ 

表面硬度を上げて研削したロール部品です。実はこのような単

純形状の部品の加工も、多くの加工のポイントが存在します。 

アルミのハードクロムメッキ厚付け後の 研削加工をお考えの際

は、木村製作所にお問い合わせください。 

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。  

各種サンプルワーク等を展示します。 

会場へお越しの際はぜひ木村製作所

ブースをご訪問ください。 

 

 

機械要素技術展 

開催： 2014年6月25～27日 

     10:00～18:00 

場所：東京ビッグサイト 

営業担当：柳下・山田・塚崎 

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    

加工機による超高精度 光学機器部品 

  

超精密非球面・自由曲面加工機 
 

▲アルミ研削ワーク ロール部品 

▲昨年会場の様子 

小間番号：東 47-34 

47-34 
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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。木村製作所の西口と申します。木村製作所ではフライスを担当しています。仕事場以

外では何をしてるか分からないと周りから言われていますが、実は昨年結婚をしまして、休日は妻と一

緒に中心に観光地を巡っています。そんな私のイチオシの場所は屋代島！実は妻の親の実家になる

のですが、「日本のハワイ」と呼ばれるほど温暖な気候で、とてものどかな気分に浸ることができます。 

連休で訪れてください。きっと感動すると思います。保障はできませんが。では技術ニュースです！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２５ ２０１４年６月１日発行 

１． VA・コストダウン提案はお任せください！ 

株式会社  木村製作所 

削り出しの切削加工は高い？コストダウンできる場合もいっぱいあります！ 

 

４．自社内のＶＥ活動にも積極的に取組みます！ 

多工程部品も自社製の特殊刃物で工程短縮コストダウン！ 

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。今回木村製作所はアラ

イアンスを組んでいる企業と共同で出展。します！サンプルワークはもちろ

ん、設計者の方への VA提案をテーマとしたコーナーもありますので、会場

へお越しの際は、ぜひ木村製作所のブースまで足をお運びください！ 

フライス係 西口 

木村製作所は機械要素技術展（M-TECH）に出展します！ 

３． 超硬溶射は木村製作所までご相談を！ 

２． ！ セラミック、超硬溶射部品の加工も社内で一貫対応いたします。 

木村製作所では新たに研削設

備を導入。超硬溶射を施した部

品も安定したスピード加工が実現

できるようになりました。これまで

外注会社での溶射を含め、リード

タイムで約２週間掛かっていた超

硬溶射部品も今回の設備導入に

より、２～３日のリードタイムでの加

工が可能になりました。同時に精 

木村製作所はこれまで工作機械業界や医療機器業界、半導体

製造装置業界など極めて高い精度・品質が要求される仕事を中

心に行ってきました。その中でも熱処理、研削加工を含む高精度

加工、公差で言えば 1000分台の加工を得意としています。 

例えばテーパー形状のついた勘合部品は加工形状としては簡

単に見えますが、実際に研削加工を行おうとすると段取りが非常に

多く、慣れていない会社ではリードタイムとコストが大きくなってしまう

ような加工です。木村製作所はこの段取りを改善するための活動

を、継続的に全社体制で行っており、大きな強みを持っています。 

ぜひＶＡ提案を含めた木村製作所の加工提案を検討ください。 

勘合部品、特殊形状の研削加工も木村製作所にお任せください！ 

一般に高いと思われがちな切削加

工。「強度がいらないなら削り出しの一

体部品で作るより、溶接構造の方が

材料費、加工費も安いんじゃない

の？」と聞かれることがよくあります。

材料歩留まり等の観点から見ると別

体構造とした方がいいケースもあるの

ですが、例えば右図のように溶接指示

があり、要求精度が 100分の 2の 

日本のハワイ 屋代島 

度面でも、面粗度 Ry0.55 まで安定した加工が可能になりました。 

お客様のご要望に応じての検査表添付まで可能となっています。 

部品の耐摩耗向上や磨耗部分の再生が可能になる超硬溶射

部品の高精度加工も木村製作所の得意分野です。超硬溶射やセ

ラミック溶射をご検討の際は、木村製作所までご相談ください！ 

木村製作所ではお客様のワークに合わ

せて最適な加工方法を常に考え続けてい

ます。例えば切削工具ひとつをとっても、

切削加工をいかに効率よく行えるかを考

え、工具費の低減(加工費の低減)および

特殊形状工具による工程短縮という 2つ

のアプローチで改善活動を行っています。

取っています。右写真は社内で加工した 

営業担当：柳下・山田・塚崎 

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 ブースイメージ 

▲超硬溶射 研削ワーク部品 

日時：2014年 6月 25日（水）～27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 
▲昨年の会場の様子 

２．高精度部品の加工は木村製作所に一貫でお任せください！ 

▲段取りが複雑なテーパー形状部の研削加工 ▲難易度の高い段差部分の研削加工 

精度となっているような場合は溶接の後に研削による仕上げ加工が

必須となるためにリードタイム、コストアップの原因となります。高精度

部品の場合、切削加工で削り出せば 100分台の精度を仕上げ加工

なしに実現できるため、10～20%のコストダウンが可能となります。 

▲先端を加工した特殊工具 

特殊使用の 3枚刃エンドミルですが、部品の加工形状に応じて最

適な形状を考えています。このケースでは、この特殊工具を用いる

ことにより、従来 3本の工具を工具交換しながら行っていた加工が

1本の工具で加工可能になり、段取り時間が改善、加工費低減に

貢献しており、お客様にも喜んでいただくことができました。 

M6

レンチ用ソケット溶接

溶接構造による別体化指示が 
あるが高精度要求の場合は 

仕上げ加工が必須 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

１． 非球面鏡面加工と自由曲面加工の先端加工技術 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。私は今年の 4月に木村製作所に入社しまして、現場で先輩方から教えられて仕事を

覚えていっています。学生時代からロボットが好きで、「自分の手でものづくりがしたい！」と思って木

村製作所に入社しました。自分がやっている仕事が日本のものづくりにどう関わるのか、そういったこ

とを今後は考えて仕事がしたいと思っています。充実した毎日ですが、やっぱり疲れもたまります。そ

んな時、京都の仏閣を原付で回ることが私のリフレッシュ方法です。では今月の技術ニュースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２６ ２０１4 年７月１日発行 

株式会社  木村製作所 

木村製作所の！ 

 

オスカー認定は京都の優れた中小企業を認定する制度です。 

木村製作所は 6月に開催された機械要

素技術展に出展しました。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。加工に関するご質

問や図面のご相談など、お困りの際はぜひ

木村製作所にご相談ください。今後とも木

村製作所をよろしくお願いいたします。 

フライス部門居相  

研削加工も、研削レス加工もどちらも木村製作所の得意技術です。 

木村製作所の工場では現場技術

者が常に、効率的な加工や高精度

加工を行うために知恵を絞って仕事

を行っています。先日その改善の取

り組みから出てきたものが、「これま

で研削を行っていた部品が、工具と

切削条件を上手く変えることで同じ

スペックを実現できる」という研削レ

ス加工の方法でした。研削レスにす

ることで加工のリードタイムを大幅に

削減することが可能になり、コストダ

ウンが実現できます。研削加工部品

のご相談は木村製作所まで。 

木村製作所にとって研削加工は工作機械業界を長年のお客様とし

てきたこともあり経験が深く、自社の強みにもつながっている加工で

す。今回木村製作所では工具類のラインナップを新たに増やし、治具

研削盤による小径穴の研削加工が可能になりました。面粗度等を求

められる、φ３までの小径穴内部の高精度研削加工を行うことができ

るようになり、より加工サービスの幅を広げることができました。研削加

工、高精度加工が必要な際は、まず木村製作所にご相談ください。 

高精度、微細研削加工は木村製作所にお任せください！ 

精密加工はもちろんですが、木村製作所が特に得意としている技

術に「自由曲面」と「非球面」の鏡面加工があります。上写真は展示

会で展示していた一例ですが、木村製作所のこのような技術を、自

社製品の重要な要素技術として、機械のコア部品に用いて頂くケー

スが増えています。技術サンプルは本社工場のショールームに設置

してありますので興味を持たれた際はぜひ工場までお越しください。 

このたび、木村製作所は京都高度技術研究所が、技術的に優

れた中小企業を認定するオスカー認定を受けることができました。

2002年から 12年続いている制度で、京都の中で認定企業は現在

136社で、その中には世界中から仕事を集める京都の有名企業が

多数含まれています。オスカー認定は近畿圏では知る人ぞ知る、

価値ある資格。木村製作所も今回の認定を受け、従業員一同 

営業担当：柳下・山田 

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    

▲CBNチップによる研削レス加工 

大変名誉なことだと感じていま

す。ですが今回の認定はあくまで

きっかけ。オスカー認定に恥じぬ

よう、今後もより高度な加工技

術、サービスで京都から、日本の

ものづくりの価値を高めていきま

す。今後とも京都の木村製作所

をよろしくお願いいたします。 

２． φ３までの小径穴の研削加工が可能に！ 

 

３． 研削レス加工も木村製作所にお任せください！ 

 

４．木村製作所がオスカー認定を取得！ 

木村製作所は機械要素技術展（M-TECH）に出展しました！ 

自由曲面鏡面 加工技術サンプル 非球面鏡面 金型技術サンプル 

（コア＋キャビティ） 

木村製作所 ブース サンプルワーク 技術事例ポスター 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

１． 特注ゲージ、検査用冶具の製作を承ります 

 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 
こんにちは。今年の４月に木村製作所に入社した澁谷昂平です。最初は失敗ばかりでしたが、先輩

から「失敗を活かせ」と指導して頂き、レベルが上がってきたのを感じています。私の５年後の夢は、立

派な職人になり、後輩、そしてお客さまからも頼られる先輩になることです。頼りにされ、誰かの役に立

つことが何よりも嬉しいので、そのために“今”を頑張ります。休日は、家の掃除をしたり、社会勉強のた

め製造業をはじめとした、時事ネタをしっかり勉強しています。では今月の技術ニュースです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元： 

Vol.２７ ２０１４年１２月１日発行 

株式会社  木村製作所 

現場確認用ゲージ、検査用冶具、検査用特殊ゲージは木村製作所に！ 

図面のない部品の再生、メーカー廃盤品の複製もお任せください。 

木村製作所は木村製作所では、航空宇宙関連

の品質マネジメント規格ＪＩＳＱ9100 を年内に取得予

定です。ＪＩＳＱ9100 を取得している事業所数は日

本国内でまだ 300社程度。これまでも航空宇宙の

仕事は数多く手掛けてきましたが、テクノロジーの最

先端である航空宇宙分野のレベルに適合した水準

で、すべての製品品質の確保を行い、また社内の技

術・品質体制を向上するために取得を行います。 

今後も木村製作所をよろしくお願い致します！ 

渋谷 昴平 

新開発の加工技術をサンプルワークと共に出展します。 

木村製作所は来年も各種展示会に出展します。新開発した加

工技術のサンプルワーク展示も行う予定ですので、展示会へお越

しの際はぜひ木村製作所のブースにお立ち寄りください！ 

木村製作所にご依頼いただく部品の多くは高精度品が多く、公差

1000分台の精密加工や微細加工を行っています。下写真は精密微

細加工部品の部分写真ですが、くし歯形状になっており、このくし歯の

間隔は 1mm、図面上の精度は±0を狙う、というものです。このような

部品でも、加工後、分解能が nm クラスの検査機で検査を行った上で

納品を行っています。精密微細加工は木村製作所にご相談ください。 

公差ゼロまで狙います。超精密・微細加工はご相談ください！ 

木村製作所では高精度の工作機械部品や勘合部品を手掛けて

きた関係から、特殊な冶具やゲージも数多く製作しています。そのた

め、ゲージメーカーに発注すると、高額になる現場確認や検査用の

冶具、ゲージが、お客様のオーダーに応じて、廉価な価格で製作可

能です。特殊冶具、特注ゲージは木村製作所にご相談ください！ 

営業担当：柳下・山田 

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    

▲２０１５年１月１４日～１５日 
インターネプコン同時開催 

於：東京ビッグサイト 

木村製作所では新しくＷＥＢ

サイトに「リバースエンジニアリン

グ」についての特集ページを開

設しました。木村製作所は、図

面が手元にない部品の現物から

の複製や、マンガ絵からの製作、

表面処理と研削・研磨等を活用

した部品再生まで承っています。 

メーカーの在庫品がない部品

や現物からの再生・複製、高精

度勘合部品製作まで、さまざま

なご要望に対応しております。 

古い部品、図面がない部品 

でも木村製作所にご相談を！ 

２． 微細・精密加工は木村製作所におまかせください 

 

３． 展示会にお越しの際は木村製作所ブースへ！ 

 

４．木村製作所の新サービスのご紹介！ 

木村製作所は、ＪＩＳＱ９１００を年内に取得予定です！ 

リバースエンジニアリング工場.com 

http://kimurass.jp/reverse-engi

neering-factory/ 

 
1cm 

拡大：ＣＡＤ図 

テーパー確認用 マスターゲージ 勘合検査用 特注ゲージ 

木村製作所は JISQ9100 を取得中です 

感度の高い“職人”を

目指すことが目標 

▲２０１５年１月１５日 
於：東京 医科器械会館 
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１． アルミ放物面の鏡面加工は木村製作所へ 

木村製作所 社員が語る今月のコラム 

こんにちは。４年制大学卒業後、昨年の４月に木村製作所に入社した野村貴史です。旋盤加工を

担当しております。何事もコツコツ進める性格の自分には、この仕事はとても合っています。今はまだ１

日２～５枚の図面しか加工できませんが、１年後には尊敬する先輩方のように、１日数１０枚の図面を 

加工できるスピードと技術を身に付けたいです。コツコツ実力を付けて、お客様からは喜ばれ、社内か

らは頼りになる後輩と思われる、立派な職人になりたいと思います。では今月の技術ニュースです。 
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株式会社  木村製作所 

航空宇宙関連の加工品は木村製作所におまかせください！ 

木村製作所は２０１５年１月１４～１６日に東京ビッ

グサイトで開催されたインターネプコンに出展していま

した！今年は総来場者数が昨年対比３８．８％増

と、展示会はいつも以上に活気に溢れていました。そ

の中でも弊社も単独ブースで出展！アルミ無電解の

放物面レンズ金型とマイクロレンズアレイの加工品を

出展しました。前回に引き続き今回も、多くのお客様

にご来場いただき、この場をかりて厚く御礼申し上げ

ます。今後も木村製作所をよろしくお願い致します。 

野村 貴史 

加工だけで終わりません。超精密の測定・検査をして出荷します！ 

どを加工してきました。この度、分解能 1nmの三鷹光器の NH-3SP

を導入し、加工だけでなく、測定・検査を自社で行なってから出荷で

きる体制を整えました。今後も木村製作所では研究開発を進めお客

様の技術課題に貢献します。ぜひ、木村製作所にご相談ください。 

木村製作所が特に得意としてい

る技術に「自由曲面」と「非球面」の

鏡面加工があります。右のマイクロレ

ンズアレイは、木村製作のナノ加工

研究所で加工したワーク。研究所で

は、本社工場の設備ではできない、

日本でも最先端の自由曲面や非球

面の鏡面加工を中心とした自社独 

自由曲面と非球面の鏡面加工は木村製作所の独自技術です！ 

め、工具取付を寸分の狂い無く行うことが求められます。少しでもズレ

ていると振動が発生し、面粗度Ｒａ５ｎｍの鏡面精度は実現できませ

ん。難削材の超精密・鏡面加工は木村製作所にご相談ください。 

営業担当：柳下・山田 

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    

木村製作所は、２０１５年１月２３日に、航空宇

宙関連の品質マネジメント規格ＪＩＳＱ9100の認証

取得ができました。ＪＩＳＱ9100 を取得している事

業所数は日本国内でまだ 300社程度です。これま

でも航空宇宙の仕事は数多く手掛けてきましたが、

テクノロジーの最先端である航空宇宙分野のレベ

ルに適合した水準で、すべての製品品質の確保を 

２． 木村製作所の超精密 鏡面加工事例 

 

３．超精密非接触三次元測定装置を導入しました 

４．「ＪＩＳＱ9100」の認証を取得しました 

コツコツは人生を勝ち

抜く唯一の『コツ』 

行い、また、技術・品質体制向上のため

取得を行いました。ＪＩＳＱ9100の取得

は約１年かかりましたが、社員一同一丸

となって取り組んだことで無事取得でき

ました。航空宇宙関連の加工品は木村

製作所にぜひご相談を。 

木村製作所はナノレベルの精

度が要求される非球面加工を

得意としており、レンズ金型な 超精密非接触三次元測定装置 

インターネプコンに出展のご報告 

あ 

アルミ無電解の放物面加工工具 

面粗度Ｒａ５ｎｍ実現。難削材の超精密・鏡面加工はおまかせ！ 

今回は木村製作所がインタ

ーネプコン 2015に出展した時

の展示品、超精密加工の事例

をご紹介いたします。「硬い」材

料の難削材はもちろん、その逆

の「柔らかい」材料の加工も得

意としています。アルミは材質と

して柔らかく、研削が難しい材料

の一つです。鏡面まで仕上げる

場合は、振動をゼロに抑えるた 

自技術開発を行なっています。面粗度 Rａ５ｎｍのマイクロレンズアレイ

はインターネプコン 2015に展示品として出し、多くのお客様にご関心

を持っていただきました。当展示品は本社工場のショールームに設置

してありますので興味を持たれた際は、ぜひ工場までお越しください。 

マイクロレンズアレイ 

木村製作所の展示会出展の様子 



木村製作所 社員が語る今月のコラム
こんにちは。京都技術専門学校卒業後、今年の４月
研削加工を担当しております。木村製作所を選んだ理由
あったことと、色々な種類の難しい部品を作ることができる
なれ」という通り、仕事に夢中になって短期間で極めていきたいと
ｋｍほど走ったりしてリフレッシュも完璧、毎日が充実しています

小谷中 康晃

特注シャフト、スピンドル、主軸、高精度の

木村製作所のスピンドル周辺部品製作の３つの特徴

工作機械スピンドル 工作機械ハウジング

産業機械

スピンドルの製作は、納品先によって、材質・
形状・精度など独自の仕様を求められること
が多く、実績と技術力が必要です。当社は長
年の工作機械メーカーへのスピンドルの納品
実績があり、豊富な経験を有しています。加
工先をお探しの際は１個からお任せください！

① 特注品１個から製作いたします ② 高精度・一貫加工体制

旋盤・マシニング・焼入れ・
貫体制で製作しております
理することにより、超高精度加工
ともに、よりスピーディーな
です。図面がない特注品
ドタイムでの製作が可能

工作機械シャフト

エンジニアのための技術情報誌

加工技術ニュース

木村製作所は、東京都大田区に
て6月4日(木)ものづくりＶＡ・ＶＥ
技術マッチングフェアに出展しま
す！このマッチングフェアは、「開
発購買・調達」のご担当者様を
対象に、VAVE提案ができる国内
の各加工分野の優良サプライ
ヤーが出展している今注目のマ
商談会です。当日、参加者様は
実際の案件や図面をお持ちいた
だければその場でVAVEのご提案
をさせていただきます。ぜひ木村
製作所ブースへお越しください！

｢ものづくりＶＡ・ＶＥ技術マッチングフェア

ものづくりＶＡ・ＶＥ技術マッチングフェア 6月4日(木) 機械要素技術展

東京都大田区会場の
マッチングフェアに出展

木村製作所
展（M-TECH
素技術展
は日本最大
所は、ヘッドアップディスプレイ
プロジェクタ
されるガラスレンズモールドの
面形状超精密成形型
します。
プルワークや
冊子の各種無料
ので、ぜひ
番号：東

発行元：
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株式会社 木村製作所

に木村製作所に入社した小谷中康晃です。今は
理由は、元々小学校の頃からものづくりに興味が

ることができる環境があったからです。「好きこそ物の上手
めていきたいと思います。休日はロードバイクで２００
しています。それでは今月の技術ニュースです！

琵琶湖周辺のサイクリ
ングロードは最高です

の高速回転体は木村製作所へ！！

産業機械シャフト

ハウジング

産業機械シャフト

産業機械スピンドル

一貫加工体制 ③ 再生・複製対応

れ・内外径研削まで一
しております。多工程を一貫管
超高精度加工を実現すると

よりスピーディーな短納期対応が可能
特注品であっても、短いリー
可能です。

使用中に打痕や歪みが入ってしまったスピン
ドルの再生・複製を実施いたします。現物を
当社にお送りいただければ図面レスで再生・
複製が可能です。当社はリバースエンジニアリ
ングの実績が数多くあり、ハイレベルの再現が
できますので、ぜひ１度ご相談ください！

営業担当：柳下・山田

マッチングフェア｣と｢機械要素技術展（M-TECH）｣！！

機械要素技術展（M-TECH） 6月24日(水)～6月26日(金)

昨年の来場者は80000人以上でした

木村製作所は6月の機械要素技術
TECH）に出展します！機械要

素技術展は、機械・機械部品関連で
日本最大の展示会です。木村製作
ヘッドアップディスプレイ（HUD）、

プロジェクタ等の光学システムに使用
されるガラスレンズモールドの｢自由曲
面形状超精密成形型｣を新たに展示

。勿論、今までご紹介したサン
プルワークや設計者のための技術小

各種無料プレゼントも行います
ぜひ木村製作所ブース（小間
東47-34）へお越しください！

日時：2015年6月24日（水）～26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
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今月のコラム 

こんにちは。私は京田辺市の工業高校技術科を卒業後、2015年4月に木村製作所に入社した田中良幸です。

親がものづくりの仕事をしていることもあり、ものづくりには興味がありました。就職活動のときに、当

社の先輩が仕事について優しく教えてくれたことが入社の決め手です。今は汎用の内径研磨を担当してお

り、入社当初は20分かかっていた芯出しが5分でできるようになりました。ただ、先輩は1分というスピー

ドなので、もっと精進が必要です。１日も早く“田中”に任せれば大丈夫といわれるように頑張ります。休

日は、車の運転が好きなので、両親を宝塚に連れて行ったりしています。では今月の技術ニュースです！ 

シャフト、スピンドル、周辺部品、主軸は木村製作所にお任せ！！ リバースエンジニアリング（部品再生） 

１個から特注製作／高精度・一貫加工体制 
スピンドルの製作は、納品先によって、材質・形
状・精度など独自の仕様を求められることが多く、
実績と技術力が必要です。当社では、旋盤・
マシニング・焼入れ・内外径研削による一貫生
産体制で製作することで、超高精度加工を実
現するとともに、よりスピーディーな短納期対応
を可能としています。また、当社ではお客様の 

ニーズにお答えするため、品質管理部を設けて
おります。最新の精密３次元測定器など充実
した検査体制のもとで、ミクロン単位の加工品
のピッチ間公差や面粗度を必要に応じて検査
します。製作から検査までお任せください。 

当社は、リバースエンジニアリング・部品再生
のサービスを展開しており、現物があれば図
面レスで部品を再生・複製することができま
す。「メーカーの純正品が高い」 、「廃盤とな
り部品の調達ができない」 、「使用中に打痕
や歪みが発生したから新品よりも低コストで
修理・再生をしたい」といったお悩みを解決し
ます。当社は実績が数多くあり、あらゆる金 
属製品や溶射製品に対応可能です。 

加工技術ニュース 
発行：株式会社 木村製作所 

URL：http://kimurass.jp/ 

加工コストダウン.com                    http://kakou-costdown.com/   

チタン加工.com                             http://titanium-kakou.com/ 

ｅ－部品加工.com                          http://e-buhinkakou.com/ 

難削材加工コストダウン.com           http://nansakuzaikakou-costdown.com/ 

リバースエンジニアリング工場.com http://kimurass.jp/reverse-engineering-factory/ 

■ 本社工場 

  〒617-0828 京都府長岡京市馬場人塚1-2 

  TEL 075-953-2721 FAX 075-951-2267 

  Mail: web@kimurass.jp 

■ ナノ加工研究所（京大桂ベンチャープラザ） 

■ 東京営業所 

■ 中国北京事務所 

田中 良幸 

エンジニアのための加工技術サイト 

異なるテーパ箇所があるシャフトにおいて 
同心度3ミクロンの高精度もお任せ！ 

異なる２つテーパは刃物の付け替えが必要 
シャフトの製作は要求精度で難易度が決まり
ます。今回の特徴は右図の通り２つのテーパ
部が「1/10」、「1/12」と異なっていることです。
その場合、ワーク付け替えが必要となり、通常、
数ミクロンの誤差が発生するため、3ミクロンに
抑えるにはノウハウが必要となります。当社は
長年工作機械メーカーへスピンドルや周辺部
品の取引実績があり、豊富な経験・ノウハウを
有しています。他社ができないような、高精度
のシャフトの加工先をお探しの際は１個から 
木村製作所にお任せください！   

大端当たり75％以上のテーパ合わせ 
加工もお任せください。 

 大端合わせは高い伝導効率を実現します 
今回のシャフトの特徴は右図の赤丸の通り、
内径に対し、NT40テーパゲージ合わせにおい
て、テーパゲージが大端から75％以上当たる
ように加工していることです。テーパ嵌合は加
工が難しいですが、ストレート嵌合と比べて、
伝導効率やメンテナンス性の向上、また音・振
動やカジリの発生を大幅に削減することができ
ます。テーパ嵌合において、理想は均等に当
たりをつけることですが、ミクロン単位の精度で
あるため、僅かな精度の誤差で伝導効率が
極端に落ちてしまいます。そこで、大端合わせ
が必要となります。小端合わせでは摩耗するに
つれて徐々にブレが増してきてしまうのに対し、
大端合わせでは摩耗するにつれて、徐々に面
の当たりが出てくるので、結果長期間高い伝
導効率を維持することができます。テーパ嵌合 
はお任せください！ 
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NT.40テーパゲージ合わせのこと。
（ただし大端当たりにて75%以上のこと）
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大端当たり75%以上 
テーパ合わせ 

産業機械シャフト 


