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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　世界経済は地域差こそあるものの着実に回復に向かって

おり、特に日本では行きすぎた円高の是正が進んだこと

により、国内景気が急速に回復して来ております。また、

欧州経済についても明るい兆しが見えて来ております。

　工作機械の市況を見ますと世界的に航空機産業、

医療機器産業、エネルギー産業が堅調でありました。

このような環境の中、昨年の 9 月にドイツハノーバー

で開催されたＥＭＯショーは、お客様の高い設備投資意欲

に支えられ活況なショーとなりました。

　モノづくりのグローバル化が進む中で、製造業に携わる

企業では、為替や労働力など企業を取り巻く経営環境の

変化に対応する為に、生産拠点の海外移転、あるいは

国内回帰など柔軟に対応することにより、厳しいグローバル

競争に勝ち抜いていく必要があります。

　当社は工作機械のリーディングカンパニーとして、これか

らも世界中のあらゆる地域でお客様の「モノづくり」

革新のベストパートナーとしてお客様に支持される為に

日々努力を重ねております。

　昨年、当社では「マザックは、お客様、社員、国際

社会に貢献する為に存在します」を経営理念に掲げ、

世界中のマザックの社員が共通の認識、共通の目標を

持って進んで行くことを再確認致しました。

　本当の意味での「お客様への貢献」を実現する為に、

社員一人一人がお客様の立場に立って、お客様が今

何を求めているのかを真剣に考える組織に生まれ変わら

なければならないと考えております。

　お客様に近いところでの投資として、高いテクノロジー

ソリューションと充実したアフターサービスをお客様に

提供する為のサポート拠点の拡充を継続しており、昨年

に移設拡充した韓国やブラジルなどを含め、現在世界

38 カ所にテクノロジーセンタと40 カ所にテクニカルセンタ

を設けております。新しい市場への投資としては、昨年

は新たにインドネシアとベトナムにも現地法人を設立し、

この地域のお客様に対するサポートの質をさらに高めて

参ります。

　また、今年は、年末までに中国全土のマザック製品

のアフターサービスを行う「中国サービスセンタ」を上海

テクノロジーセンタの隣接地にオープンする予定でおり

ます。

　生産拠点に対する投資では、昨年は中国で 2 カ所目と

なる新工場を大連市に稼動させました。国内においては、

生産性向上の為に本社大口工場内に知能ロボット付の

大型部品無人加工システムを設備しました。

　現在もシンガポールと米国で現地工場の拡張工事を

進めており、今年の完成時には生産性の向上はもとより、

生産能力の増強を実現致します。

　これらの工場拡張や設備増強により、お客様に対する

コスト面や納期面におけるメリットをご提供することが

可能になります。また、海外においては現地工場を持つ

ことによってアフターサービス面を含めた総合的な

メリットに繋がるものと確信しております。

　海外生産についてもう一つ触れておきますと、1974 年

に工場進出を果たした米国工場は、昨年 9 月には累計

30,000 台目の機械を米国のお客様に出荷することが

できました。また、英国工場は、過去 2 回の英国女王賞

の受賞に加え、昨年 6 月にはチャールズ皇太子にご訪問

頂くなど、地域に根差した活動を続けることができて

おります。

　私どもは、これからもお客様に付加価値の高い生産

手法を提案できるパートナーとして、また、購入後も安心

して機械をお使い頂く為のパートナーとして一層信頼

されるメーカーであり続ける為に、世界中の全社員が

経営理念の下、力を合わせて世界中のお客様との間に

更に強い信頼関係を築くことに邁進して参ります。

本年も尚一層のご愛顧を賜ります様お願い申し上げると

ともに、皆様のご健勝とご発展を祈念申し上げます。

新年ご挨拶 代表取締役社長　山崎 智久
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ナカシマメディカル　中島義雄　社長 ヤマザキマザック　山崎高嗣　副社長

成長するメディカル分野に狙い定める

人工関節に生かされたプロペラの製造技術
――ナカシマメディカルさんの人工関節に
は親会社であるナカシマプロペラ株式会社
のDNAが引き継がれているといわれますが。

中島　会社として分離独立したのは2008年
ですが、人工関節の製造を手がけたのは
20年ほど前です。プロペラと人工関節の製造
工程は「鋳造」→「機械加工」→「仕上げ」→
「研磨」と共通部分が多いんです。実際、3次
元曲面加工や職人技を要する鏡面研磨など
にプロペラ製造で培われた技術が息づ
いていますね。

山崎　弊社の機械を納めさせていただいた
工場を拝見したとき、一品作り上げるのに
要する工程数やかかる手間の多さに驚き
ました。弊社の機械が受け持つ切削加工以外
にも企画設計、洗浄、検査など、出荷までの

道のりは多岐にわたります。典型的な装置
産業の姿です。それをうまく運営できるの
はプロペラ製造という母体があったからで
しょうね。

お客様と一緒に考えるビジネスモデル
――マザックがメディカル分野を重視する
ようになったきっかけは。

山崎　最初からその分野を狙った訳では
ありませんが、当時、当社米国スタッフが
メディカル分野に向けて、1997年に発売した
B軸付きの複合加工機INTEGREX 200Yを
使った画期的な提案を行いました。それに
より、人工骨などを加工する米国メーカー
で好評となったからです。
　多品種少量向け、ワンチャッキング加工
などの特徴が業界の生産形態に合った
ためか、02年に発表した後継機マークⅢの

ころには、業界標準機として認められる
までに成長しました。

中島　人工関節はサイズバリエーションが
多いのでコストに見合った生産方法を考え
なくてはなりません。品数が増えれば在庫も
増えます。ですから、ボリューム品は鍛造で、
一品物は削りでという流れになるのでは
ないかと思います。その意味で多品種少量
生産に対応できる複合加工機の存在は
大きいですね。

山崎　米国では人工骨などを扱うメーカー
の6～7割にINTEGREXシリーズが納入されて
います。事実上のトップシェアです。この
実績はマザックの一方的な機種提案では
なく、お客様と一緒にプロジェクトを組み開発
を進めてきたことによる成果だと思います。

2025年4兆円規模の市場をにらむ一手
――メディカルの市場性をどう見ますか。

中島　現在、わが国の病院で使われている
医療機器の8割以上が輸入品と考えられて
います。しかし、日本メーカーのレベルの
高さは製品の信頼性や安全性で群を抜く。
ですから、先行き輸入超過のバランスは逆転
するでしょう。医療機器を必要とする65歳
以上の高齢者は現在の4億人が2023年には
7億人に膨らみます。従って、この産業の
広がる余地は大きいと見ています。

山崎　景気に左右されない分野だけに、
堅実な成長が見込まれるのではないで
しょうか。25年には4兆円規模にまで成長
するという試算もあります。そういう市場を
相手にしているのですから、弊社としても
持てる技術や人的資産などを惜しみなく
注ぎ込んだ全天候型あるいは全方向型の
機種開発をお客様と手を携えて進めていき
たいと考えています。

中島　当社はアジア圏を見据えた市場開拓
に力を入れたいと考えています。その一環
として、圏内各国の先生と共同で骨の形状に
関する600種あまりのデータを集めました。
欧米系メーカーの作る大ぶりな人工関節

を使わなくても済むようにするためです。
将来は集めたデータを踏まえて、各民族に
応じた最適なサイズの製品を作っていく
考えです。

加工メーカーと病院との一体化も視野に
――メディカル分野に対する今後の重点は。

山崎　弊社と取引のある米国の加工メーカー
は自社の隣に病院を建てました。患者さんは
この病院で人工骨をオーダーメイドする。
だから、リードタイムを劇的に削減できる。
そんなビジネスモデルもあるんです。こう
した変化を見据えながら、お客様との共同
プロジェクトを推進したいですね。

中島　この分野の増強は国策にも適って

いるので、意義があると思います。車椅子
の患者さんが歩けるようになるのは我々に
とっても大きな励みになります。営業戦略
としてはオーダーメイド製品の展開に力を
入れて、海外メーカーとの差別化を図りたい。

山崎　同感です。海外勢との差別化で大切
なのはお客様の声をじかに聞き、提案し、
論議を重ねながら形にしていくことです。
弊社が米国の大手医療機器メーカーに
納めたINTEGREX e-1550Vで日本製の本体
に先方仕様のアプリケーションを載せたのも
その一例。弊社は次代を担う成長産業の
柱としてメディカル分野を位置づけている
だけに、お客様との連携をより緊密にする
仕組みを整え、総力を挙げてこの分野に
注力したいと考えています。

ナカシマ
メディカル

ヤマザキ
マザック

　ヤマザキマザックはメディカル分野に照準を合わせた機種開発や市場戦略に一段と弾みを付けています。世界的に注目

される同分野への取り組みを強めることで、お客様の新たな要望にお応えする一方、さまざまな問題解決を図っていくのが

狙い。そこで、人工関節の製品化を通じたビジネスパートナーであるナカシマメディカルの中島義雄社長と当社の山崎高嗣

副社長に同分野に関わることの意義や将来性などを語り合っていただきました。

ビジネスパートナーとして人工骨についての意見を交わす

INTEGREX 100-Ⅳの前で

INTEGREX i-200の前で

加工された人工骨

スペシャル対談 Japan ナカシマメディカル × ヤマザキマザック



Touch The Future 2014DISCOVER 2013

驚くほど進歩した
日本の自動化技術

　製造現場におけるさまざまな工夫についてコスト面と技術面の両面か

らの説明がありとても分かりやすかった。細部までいろいろと考えられて

おり、感動しました。実際に工場内で稼働中の加工現場には、ほとんど

人がおらず、全製作所で生産の自動化がここまで進んでいることに驚き

ました。日本の製造業に携わる者として、今後もより一層日本市場を盛り

上げてもらいたいです。 

■お客様インタビュー … 初めて美濃加茂製作所にご来場いただいたお客様にお話を伺いました。

㈲佐藤精機　代表取締役

佐藤光夫 様 （写真右）

複合加工機導入
も視野に

　工場内でのプレゼンや会社紹介のビデオを見て、とてもグローバル化

の進んだ企業だと感じました。

　今回は自社設備での切削研究のために来場しました。さまざまな種類

の複合加工機が実際に切削する様子を確認することができたこともあり、

今後は複合加工機の導入についても検討したいと感じました。

㈱クボタ　

辻倉伸弥 様 （写真左）
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　マザックコーポレーションは北米本社

であるケンタッキーで昨年 10 月 7 日～

16日の期間、年内最大級のイベント

『DISCOVER 2013』を開催しました。

　お客様と定期的に顔を合わせ、長期に

わたる強固なパートナーシップを築くのが

狙い。IMTS の行われない年に開催され

る自社イベントとして、北米全土から

3000 人を超える来場者を迎えました。

　現在、拡張工事中のケンタッキー工場

では開発中の新機種を含む 100 種類以上

の機械の製造現場を公開、工作機械業界

では初となる MTconnect を導入した最先端

の工場への生まれ変わりを図っています。

また、既に拡張工事を終えたナショナル

テクノロジーセンタでは 30 台を超える

最新機種を展示し、最新の加工技術の実演

を行いました。

　今回のイベントでは「教育」にも重点

を置き、各方面から招いた多数の専門家

により、加工方法の提案や金属加工業界

の動向などについて70種類以上のプレゼン

テーションを見学コースの至る所で行い

ました。

　さらに生産効率・品質の向上や運用コスト

の削減など、お客様が解決を求めるおの

おのの課題については、専門家を交えた

技術セミナーやグループ交流会など双

方向的な議論の場を用意。工作機械だけ

でなく周辺機器や治工具、ソフトウェア

などを含めたトータルソリューションの

提案を実際のデモンストレーションを介して

行いました。

　また、近隣の高校や大学に通う 230 名

の学生を招待し、次代のモノづくりを担う

若者たちに実際の生産現場を見学して

もらうことで地域への貢献という役割も

果たしています。

　「マザックは、これまでも定期的にイベント

を開催してきましたが、今回の DISCOVER 

2013 は従来と比較し、一段階上の目標を

達成することができました」

　マザックコーポレション社長のブライアン・

パプケは今回のイベントをこう振り返り

ました。

　「今日の激しい生産競争の環境下において、

まさに” 時は金なり “です。我々の目標は

DISCOVER 2013 が従来のローカルショー

を超え、全ての参加者にとって見逃すことの

できない相乗効果のある経験にすること

でした。このイベントで得た記録破りの成果

と確かな手応えは、お客様ひいてはアメリカ

製造業全体をけん引していくマザックの

使命感を裏付けております」

　昨年 11 月 8、9 日の 2 日間、美濃加茂

製作所及びワールドテクノロジーセンタで

『Touch The Future 2014』を開催しました。

　このイベントはお客様に最新鋭の機械と

加工技術の進化をご覧いただくことを目的と

したマザック独自のプライベートショーです。

　9 月にドイツ ハノーバーで開催された

欧州国際工作機械見本市（EMO2013）で

発表した工作機械とレーザ加工機の新製品

を含む計 30 台を展示しました。

　今回の開催にあたっての新たな企画

として、機械加工、組立、調整、検査など、

各製造工程において性能や品質を向上

させるために日々現場で行われるマザック

ならではの取り組みを生産工場内の各所

で具体的にご紹介しました。さらに、お客様

からのご質問に製造現場担当者が直接

お答えするスペースを見学コースに設け

ました。

　開催期間中、全国各地から約 2000 名

のお客様にご来場いただき、大変ご好評

をいただきました。

U.S.A. Japan

Touch The Future
20140
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Customer Report 01 U.K. John-Hyde-Engineering Ltd www.johnhydeengineering.co.uk

　John Hyde Engineeringのマネージング
ディレクタであるJohn氏は語ります。
「従来、製品を低コストでつくるために国外
へ出していた仕事が、より良い品質、効率、
信頼性を求めて徐々にイギリス国内に戻って
きました」

生き残るのに必要だった大きなアクション
　John Hyde Engineeringは、1989年に
John氏の祖父の会社であるRobert Hyde 
& Son (Holdings) Ltdから独立した関連会社
です。現在は、イギリスのストークオントレント
に拠点を構え、イギリスをはじめとする
ヨーロッパ、アメリカの産業機械、製造設備、
土木機械、エンジン製造に携わるお客様へ
製品を供給しています。

　「我々のような下請業者の場合、お客様

は在庫を持たないジャストインタイム方式
で生産しているところが多く、我々の製造した
製品は即座にお客様の生産ラインに入って
いきます。すなわち、製品の信頼性こそが
最も重要視され、また、それこそが当社の
最大の強みでもあるのです」

　設立当初は、鋼鋳物のみ加工していた同社
ですが、現在では製品レンジを鋳物や鍛造
にまで広げました。

　「当時は、古く、精度が良くない非効率的
な機械を使っていたため、出来上がって
くる製品は、高価にもかかわらず品質が
良いとは言えない状態でした。何か大きな
アクションを起こさない限り、このままでは
生き残っていけないことは明確でした」
John氏は続けます。

　「そこで我々が取った手段は、実に簡単な
ことです。マザックの横形マシニングセンタ
FH 8800とマザック製FMS、モジュラテック
システム（8パレット）を導入したのです。
2001年9月に最初のマシンを導入したのを
境に、我々は次 と々新しいマザックマシンを
導入し、現在では、なんと2台を除いて、
当社の工場に設備している全てのマシンが
マザック製です」

1時間あたりの収益が60％向上
　「最初のマザックマシンを購入した４週間
後には、10時間を有人運転、9時間を無人
運転できるようになり、その結果、従来の設備
と比較して、当社の1時間あたりの収益は
なんと60％も向上しました。さらに、12週間
も経たないうちに、2台目のマザックマシン
と16パレット付きモジュラテックシステムを

工場内に設置されたモジュラテックシステム

マネージングディレクタのJohn氏 HORIZONTAL CENTER NEXUS 6000-Ⅱで加工されている大型鋳物シリンダーヘッド

注文しました。多くの製造業者は、通常、
経理部門からコスト削減のためにマシンの
仕様を最小限に抑えるよう強いられますが、
私は、経験上それは大きな間違いであると
知っています。そのような行為は、コストの
削減以上に投資効果を削減してしまいます。
最大限の投資効果を発揮する為には、可能な
限り、高性能なマシンを買うべきなのです」

　しかしながら、最初のマザックマシンを
導入して数カ月が経ったとき、2社のお客様
が低コスト国へ再び仕事を出すようになり、
また、ある製品のマーケットは巨大企業
エンロンの破たんと共に一掃されてしまい
ました。

　「我々の仕事は、わずか2、3カ月のうちに
従来の3分の2へと減ってしまいました。
それでも積極的な受注活動を継続した結果、
徐々に新規顧客を獲得していき、新たな部品
製造を開始することができました」

INTEGREXによる生産性の革新
　同社は、マザックのINTEGREXに絶大な
信頼を置いており、2008年には大型立形
同時5軸加工機INTEGREX e-1060V Ⅱを購入
しました。
　「INTEGREXの同時5軸加工技術は当社
の重要なマーケットである鋳物加工において
他社との大きな差別化を図ることができます。

加工能力、加工エリアの広さ、パワー、全て
において高い性能を誇っているからです。
当社が所有しているINTEGREXは、その他
にも採掘トラックの緩衝装置の加工にも一役
買っています。従来は加工に2、3工程を
必要としていたが、INTEGREXのおかげで、
わずか1工程で製品を完成させることが
できるようになりました。それにより、加工
時間を短縮できたのはもちろんのこと、工程
換えの際にワークを別の機械に移動させる
ことで生じる、精度誤差をゼロにすることが
できました」

　同社は、現在13台のマザックマシンを設備
していますが、その中でも2012年6月に導入
した 2台のHORIZONTAL CENTER NEXUS 
6000 -Ⅱは、複雑形状の大型鋳物シリンダー
ヘッドを1週間あたり200個製造することを
可能にしました。

　「我々はマザックと共に仕事ができることを
誇りに思っています。彼らは常にしっかりと
納期通りに製品を納めてくれる為、お客様
の要求する納期に合わせて正確に製品を
納品する必要がある当社にとって非常に重要
な存在です」

7台のマザック機をFMSで構築
　2010年に同社は、お客様であるディーゼル
エンジン大手Cummins（カミンズ）が

主催する、最も要求した納期通りに製品
を納めることのできた企業に贈られる
「Supplier Award for  100% on t ime 
delivery」を受賞しています。
　同社は保有するマザックマシン13台の
うち、現在７台をFMSで構築しています。
本システムは、24時間機械を稼働させる
ために通常は3シフト制が必要なところ、
4～8時間の間、機械を完全に無人運転する
ことができるため、2シフト＋無人運転で
24時間マシンを稼働させることができる
ようになりました。

　「FMSは高価ではありますが、それ以上
に多くの利益をもたらしてくれます。恐らく
5年もあれば初期投資額を回収することが
できるでしょう。FMSのもたらす利益は実際
の形として目に見えるものではありませんが、
その効果は絶大であり、マザックのFMS
無しではCummin sの賞も獲ることは
できなかったはずです」

　「今後、低コスト国よりもイギリスで部品
を手配することのメリットを認識する企業が
徐々に増えてくるでしょう。それに伴い、
イギリス国内の製造業も活性化し、当社に
おいても今後さらなる事業拡大を目指すと
共に、マザックとの関係もより強固なものと
なっていくでしょう」とJohn氏は強く語り
ます。
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FMSによる生産システムの革新を実践
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ある航空機にとって、軽くて強い構成部品

への要求は外装材にとどまりません。

実際、内装関係の主要金属部品には随所

にアルミ材が使われています。板金加工

特有のつなぎ目が嫌われるのもアルミ材が

重宝がられる理由です。

　そんなアルミ材を自在に加工する仕事を

同社が始めたのは1984（昭和59）年から。

「当初は汎用機で細かな部品をこしらえて

いましたが、マシニングセンタ（MC)を使えば

仕事の幅が広がることをお客様から教えられ

ました」（榑林社長）。こうして90年に導入され

たのがマザックの門形MC、AJV-32/405です。

毎年１～２台の新型マザック機を導入
　AJVの導入で仕事の幅を広げると同時に

製品の質を高めた同社は96年に立形MCの

VTC-16、98年には門形MCのFJV-20を設置。

マザックマシンが並ぶ工場内

【プロフィール】
本社：東京都町田市小山ヶ丘2-2-5-12
まちだテクノパーク内
従業員数：30人
URL： www.kureko.jp

榑林康一社長とVERTICAL CENTER SMART 530C

その後も加工部品の特性に応じたマザック

機を相次いでそろえ、町田市内の第２工場や

新潟工場にもマザック機主体の製造ラインを

敷いています。

　「マザック機は言語が違うので１台目を

モノにした現場作業者は２台目以降も使い

慣れた同系列の機械を求めました。マザック

機はお客様に納める製品にぴったり合った

加工ができるので使い勝手が良いのは事実。

シリーズ機をそろえれば複数台持ちも可能」。

　現在も年に１～２台の割合で新型機が

増設されています。定期的な設備投資は主力

事業である航空機内装部品の金属加工と

組立が順調に伸びているからこそ。それは

航空機業界の活況を示す確かな証しと

いえるでしょう。

　工場の製造フロアに整然と配置された

さまざまな機種を駆使して開発試作から

多品種少量の精密金属加工までを手がける

技術力はボーイング、エアバス両社の厳しい

品質基準をクリアする高さです。

　とはいえ、同社が手がけるのは航空機

内装品ばかりではありません。AJVを導入した

翌年には自動車溶接ロボットガン関係の

部品加工を開始。このほか、半導体装置部品

の機械加工などにもマザック機が活用されて

います。

目指すのはナンバーワンよりオンリーワン
　「マザック機の使いこなしでは国内有数」

と目される同社の強みはマザック機を活用

した特殊材料への対応力と超短納期に

対する取り組みです。「エアバスの機体接合用

のネジに使う硬くて粘り気のある特殊材は

工程を分けて加工するのですが、通常の

方法では歯が立ちません。寸法通りに作る

と次工程でゆがむのです。しかし、改善策を

説いた教科書はありません。そこで我々が

絞った知恵を形にしてくれるのがマザック機

なのです」。

　超短納期の取り組みは「お客様第一主義

の実践です。例えば、いま受けた注文は

１～２時間後に製品として渡せる仕組み

を整えています」。無論、対応できる部品の

種類には限りがあり、材料の在庫リスクを

伴いますが「飛んでいる飛行機が着陸した

とき交換するための部品にも応じられる」

そうです。そんな離れ業ができるのは「急な

ラインの組み換えにも柔軟に応じられる

オペレーターの習熟度と加工を担うマザック

機のおかげ。特殊材料への対応力も超短納期

の取り組みも、ナンバーワンよりオンリーワン

を目指しているからに他なりません」。その

優れた製品力は乗り合わせた旅客機の

ギャレーでつぶさに確かめることができる

はずです。

加工された自動車部品
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　「できればギャレー（厨房設備）がよく

見えるシートに座りたいですね」――。

　航空機の座席に対する榑林（くればやし）

康一社長の思い入れです。ギャレー周りの

無垢のハンドルや配膳用カートを押さえる

赤いレバーなどに使われている自社の加工

部品を間近に確かめるのが狙い。同社製品

は納入先の大手メーカーを通じて国内外

100社あまりの航空会社の機体で活躍して

います。ラバトリー（化粧室）やスイートクラス

の個室周りにも同社製の加工部品が多数

用いられています。

　機体の軽量化が設計面での至上命題で
「できればギャレーがよく見えるシートに座りたい」

従業員とデスクを並べることで現場との距離感をゼロに

同社の製品が搭載されている航空機の模型と銘板（左）
本社工場外観

榑林社長（後列左から3人目）と社員のみなさん

　部品点数で100倍、技術波及効果で３倍――。自動車産業に比べると、直接に関わる事業者数は少ないものの、航空宇宙

産業の裾野は着実に広がっています。航空機内装品を手がける大手メーカーに製品を納める株式会社クレコオもそんな

サポーティングインダストリーの一つ。加工部品のほとんどをアルミ素材から削り出す同社にとって、マザックの製品群は

なくてはならない心強い存在です。

航空機内装品の一翼担い、上昇気流に乗る
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リーマンショックのピンチをチャンスに

　「流通加工」――。
　是永商会が四半世紀前から唱えている
自社の使命と存在意義です。他の製造業と
同様、鉄鋼の世界にも素材メーカー、卸商、
加工業者などから成る業界構造があります。
しかし、同社は「単に川上から川下にモノを
流すだけでは商社の機能を十分に発揮
できない」と判断。在庫リスクを負う代わりに、
加工した製品を納めるビジネスを推し進め
ました。単なる卸しではなく、製品加工という
付加価値をつけた「流通加工」はこうして
同社の強みとなりました。
　現在、同社の「流通加工」を担っているのは

2台の3D FABRI GEARですが、その導入を
後押ししたのは、世界を巻き込んだリーマン
ショックです。「同業者の多くが後ろ向きの
構えを見せる中で、このピンチこそ大きな
チャンスだと考えたのです。そこで、守勢に
回るのではなく、普段は疎遠な事業所や
業界にも積極的な営業を挑みました」（是永
専務）。
　同社はリーマンショックの影響が収まる
時期に合わせて最初の3D FABRI GEARを
導入。「この機械を使えばこんな仕事ができ
ますという提案を精力的に行いました」。

お客様の心を魅了した3D FABRI GEAR
　同機を活用すれば合理的なものづくりが
できることを訴えた同社の多角的な提案は
「これまでの想像を覆すパフォーマンスで
お客様をすっかり魅了することができました。

昨年9月に導入した3D FABRI GEAR 220 IIに独自開発の材料供給用ローディング装置を設置している

ハートを握ることで具体的な商談に進む。
まさに私の思惑通りの展開となったのです」。
　同機はお客様を魅了したばかりでなく、
生産面でも劇的な変化をもたらしました。
最も大きな変化は工数の削減です。「これ
まで4～5台の機械を要した加工が１台で
完結するのは何よりの特徴。1台ずつに
要したオペレータも一人で済むようになった
ので、省力化とコストダウンを図ることが
できました。納期、単価、精度で形作られる
『守るべきトライアングル』も維持してい
ます」。
　「トライアングル」では、とりわけ精度に
対する同機の貢献度が高いと是永専務は
評価しています。「3D FABRI GEARの導入で
お客様の層が広がった結果、精度要求は
一段と厳しくなりました。複数台を経るため
に生じた精度のずれも、タッチセンサ搭載
の同機なら解消されます。こうして得た
信頼はさらにお客様の幅を広げた大きな
要因でしょう」。　
　実際、1台目は加工の守備範囲を広げる
と同時にお客様の業態を増大。「複雑加工

なら是永に聞け」という評判が囁かれるよう
になりました。しかし、どうしても量のあるもの
はコストが合いません。ロットのばらつき
もあります。そこで、同社はスピード重視と
客層の拡大を目指して2台目を導入。材料を
自動的に機械へ供給するローディ ング装置
を開発したことで、女性オペ レータでも一人
で扱えるよう作業効率を大幅に向上させ、
24時間体制の効果もあり生産性は3倍に
伸びたそうです。

社員のモチベーションアップにも一役
　是永専務をうならせた同機の導入は
生産性を引き上げただけではなく、社員の
モチベーションを高める効果ももたらし
ました。「加工の守備範囲が広がり、誰もが
知るような建物や著名物件に関わる案件
が増えた結果、仕事に対する誇りや自信を
社員が感じるようになったのです。導入前
は単調な切断作業の繰り返しを余儀なく
されていただけに、一人ひとりが生き生きと
作業に取り組むばかりでなく、加工に対する
興味を深めてくれました。同機の導入に

「これまでの仕事は使う機械の仕様や性能に我々が合わせていましたが、この機械は我々のアイデアに合わせてくれたのです。

一目見て衝撃を受け、絶対に買うと決めました」。

　形鋼の切断加工も手がける鉄鋼商社、株式会社是永商会の是永直宏専務は、レーザ加工機3D FABRI GEAR 220Ⅱを導入

した経緯をそう振り返ります。是永専務をそれほど惚れ込ませた同機の魅力とは……。

3D FABRI GEAR 220 IIによるレーザ加工

是永直宏専務と3D FABRI GEAR 是永直宏専務(後列中央)を囲む社員のみなさん

3D FABRI GEAR 220 IIで加工した鋼管杭

本社工場外観

太陽光パネル架台の製作を通して九州地区のメガソーラービッグプロジェクトにも参加している（3枚とも）
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【プロフィール】

本社工場 ： 福岡県北九州市小倉北区西港町89- 1

従業員数:18人

よる最大の収穫でしょう」。
　是永専務の流儀はお客様の工場をこまめ
に見て回ること。その狙いを「現場に足を
運べば、お客様が困っていることが分かり
ます。商売の基本はお困り事を解決して
対価を得ることですから」と是永専務は
言い切ります。
　お客様本位に考え、問題解決に役立つ
方法を提案し、経営を支援するという姿勢は
マザックと共通。是永専務を魅了したのは、
その心意気なのかもしれません。

「ピンチこそ大きなチャンス」



　WANTSプロジェクトに所属する
落合雄佑さんは、新たな大ヒット製品
の開発を担当し、お客様や営業からの
意見を取り入れ、さらなる革新的な
機械の開発を日々熱い気持ちで行って
います。
　そんな落合さんは、2012年の夏、
持ち前の行動力を発揮し、キャプテン
として「MAZAK公式野球部（サムライ
MAZAK）」を立ち上げました。
　きっかけとなったのは、同年3月に
日本工作機械工業会（日工会）が主催
する野球大会に、工作機械のライバル
メーカーのほとんどが出場している記事を目にしたことでした。「工作
機械業界のリーディングカンパニーであるMAZAKがなぜ参戦して
いないんだ」と思い、野球でMAZAK全体をさらに盛り上げるという、
これまで秘めていた闘志に火がついたのです。

オールMAZAK精神
　翌月の4月にはチームを結成。メンバーは下は19歳、上は40歳ま
でと、各製作所のあらゆる部署から精鋭が集結しました。
　当初は営業・生産管理・組立現場・総務など普段あまり業務上で
接点の少ないさまざまな部署から集まったメンバーを、キャプテン
としてまとめることができるかどうか不安だったそうです。
　しかし、毎週の練習や7月に実施した出陣決起会を行う間に、お互

いを分かり合う
雰囲気が醸成。
チーム全体の目標
である優勝という
2文字を共有する
ことができました。
　当初、必ずしも
一丸でなかった

チームは「MAZAKの代表という意識を全員が持ち、日頃の仕事は誰
よりも頑張り、各自が各部署で手本となるような選手であれ！」という
方針のもと、部署間の垣根を越えたオールMAZAK精神を持つ
サムライ集団へと成長していったのです。

持ってる男 ！ そして感謝
　8月、サムライMAZAKとして初の大会参加。第１回戦は順当に勝利
を収めました。第２回戦は、昨年の準優勝チームとの対戦で、打者
一巡の猛攻を浴び、5-3の2点差。しかし、サムライMAZAKは誰も最後
まで諦めません。6回に１アウト満塁のチャンスを作り、落合さんに
打順が回って来ました。落合さんは応援してくれている人やベンチ入り
できなかった仲間のた
めにも何とかしたいとい
う思いで打席に。そして、
初球のストレートをがむ
しゃらに振り抜き、１,2塁
間を破る、逆転打を放ち
ました。そのまま守り切り
ゲームセット。見事な逆
転劇で幕を閉じました。
　その後は勝利に恵まれず年間成績は9チーム中4位でしたが、来年
に向けて優勝というさらなる目標ができ、敗戦もかえってチームの
「絆」を深めました。

　落合キャプテンは、「こんなに熱い思いを持てたこと、さらに応援して
頂いた方や支えてくれた部署の方、マネージャーを含むチームの皆に
感謝しています」とシーズンを振り返ります。さらに「野球を通じて部署
間の垣根を越えた活動ができ、これからもMAZAK全体を盛り上げて
いきたい」と気持ちは早くも来季を見据えています。
　インタビューを通じて、こんなにも熱い思いを持ったサムライ
MAZAKは野球を通じてMAZAK全体を熱くしてくれそうだ、と確信
しました。今後の彼らの活躍に乞うご期待！！！

落合 雄佑さん
 
技術生産本部 開発設計事業部
WANTSプロジェクト
1999年  奈良県立高田高等学校 甲子園出場
2005年3月 愛知大学 経営学部 卒業
2005年4月 入社

〈マザック〉な人々　Vol.16

野球部について熱く語る、落合雄佑さん

試合前に円陣を組む「サムライMAZAK」

「絆」を深めたサムライたち

サムライMAZAK集結！！！

マザックコーポレーション ケンタッキー製の工作機械3万台出荷を達成

マザックファミリーデー開催！

　ヤマザキマザックの米国生産拠点、
マザックコーポレーションは、幾年にも
わたり数々の革新的な製品を開発・生産
してきました。そして、2013年9月5日に
精密加工を得意とするオハイオ州の
Custom Machine Inc.様向けにCNC旋盤
QUICK TURN SMART 350を出荷したことで、
同社の工作機械出荷台数は3万台を突破

しました。
　マザックコーポレーションは1974年の設立
以来、汎用機から最先端の5軸加工機や
マルチタスクマシンを含む、合計100種類
以上の工作機械を生産してきました。これら
のモデルの多くは、米国で独自に設計・
製造され、その出荷先は北米全土に留まらず、
海外市場へと輸出されていきます。

　マザックコーポレーションのブライアン・
パプケ社長はこう述べます。「今回、マザック
コーポレーションが出荷台数3万台を突破
したことは、我々のマザックグループ全体に
とっても、大変喜ばしいニュースです。
Custom Machine Inc.様をはじめ、全ての
お客様に、長年にわたってマザックの製品
に信頼を置いていただいたことに心から
感謝いたします」
　「当社は、お客様が製品加工において必要
とされる厳しい課題に対応する為、新しい
技術を開発し、革新的なソリューションを提供
していくことで、お客様と共に成長してきま
した。今回、3万台出荷を記録することが
できたのも、お客様のおかげであり、この喜び
を共有できればと思います」

　2013年11月16、17の両日に美濃加茂
製作所/ワールドテクノロジーセンタでヤマザキ
マザック全社員（パート・嘱託社員を含む）
とOB、その家族などを対象としたファミリー
デーを開催しました。
　2日間で約3000名が来場し、工場や

ショールームの見学、マジックショー、風船
教室などのプログラムを楽しみました。
　マザックの最新の製品を家族に紹介し
たり、自分がどのような仕事をしているか
を説明したりする社員の姿もあちこちで
見られました。会社でのお父さん・お母さん

（おじいちゃん・おばあちゃん）を家族に
知ってもらう良い機会となりました。
　両日とも天気に恵まれ、普段とは異なる環境
で家族と一緒に過ごすひとときは、社員にも
家族にも大変好評でした。
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業界に一撃

キャプテンとして19～40歳の精鋭を束ねる

生還を迎えるハイタッチ
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THE YAMAZAKI MAZAK MUSEUM OF ART
ヤマザキマザック美術館
住所：名古屋市東区葵1-19-30　TEL:052-937-3737　FAX:052-937-3789　www.mazak-art.com

ヤマザキマザック美術館展覧会情報

会　　期：　2014年1月5日（日曜日）～3月30日（日曜日）

開館時間：　平　日　午前10時～午後5時30分

土日祝　午前10時～午後5時 （入館は閉館の30分前まで）

休 館 日：　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）

入 館 料：　一般1000円〔10名様以上800円〕、18歳未満500円、小学生未満無料　

　　　　 　〔音声ガイド無料サービス〕

　やわらかく繊細に描かれた手描きアニメーションの動物たち。訪れた人の
動きにあわせて立ち止まり、見つめ、時にはいたずらも…。観客の姿もスクリーン
に映し出され、まるで動物たちと一緒にいるような不思議の世界が体験できる
映像作品や、覗き込むと、スクリーンの向こうで楽しそうに暮らしている動物
や小鳥たちが興味深げに近づいてくる作品など、アーティスト金澤麻由子が
織り成す夢の世界。動く絵、光る絵画を体験して、最新映像テクノロジーが駆使
された新しい視覚体験を心ゆくまでお楽しみください。

展覧会のご紹介

ヤマザキマザック美術館

所蔵作品ご紹介
　この作品は、エミール・ガレの1900年パリ万国博覧会出品作です。
ガレの作品の中でも、「ペン皿」のような形は非常に珍しく、本作の存在
自体、これまでほとんど知られていませんでした。
　水草に這い上がったカエルは、葉の向こう側にいる「獲物の赤い虫」
に気づき、動きを止めています。一方の赤い虫は、狙われているとも知ら
ず、小さな口をめいっぱい開けて、懸命に葉をかじっています。まるで
「漫画の一(ひと)コマ」を思わせるこの光景。弱肉強食の世界を精一杯に
生きる小さな生き物たちの健気な姿がいきいきと表された作品です。
　ペン皿の裏には、「緑色(みどりいろ)の善良な小市民(しょうしみん)」と
いう詩人ロリナの言葉が刻まれています。小さな存在に人間臭い表情を
あたえる、ガレならではの愛情がこめられた表現です。

画面に取り込まれたあなたの姿に動物たちが寄ってくる

最新映像テクノロジー × 不思議体験
金澤麻由子 「動く絵」

《巣―Nest》2012
巣の中に手をかざすと青い鳥が手のひらに乗って、なついたり、ついばんだり、
こっちを見たりします。

エミール・ガレ

「緑色の善良な小市民」  

エミール・ガレ ［1846-1904］　ペン皿 「緑色の善良な小市民」
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