
ソーラー発電システム設置による電気料金　推移
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耐　力

C6782 CAC406C SUS304

1

10.9軽いdeボルト
荷重N

引張試験 締付破断トルク

10.9軽いdeボルト
トルク値kgf・m

通常の
10.9フランジボルト
トルク値kgf・m

通常の
10.9フランジボルト

荷重N
比較 比較No.

80,500 93,000 87% 17.9 23.2 77％

2 80,000 94,000 85% 17.0 21.3 80％

3 80,000 94,000 85% 17.3 21.8 79％
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環境に
やさしい素材を
使っています

株式会社 平川製作所

鉛フリー素材を
自動車部品素材に

■会社名：株式会社平川製作所
■所在地：大阪府大阪市生野区巽北4-9-2
■TEL：06-6751-0232／FAX：06-6751-0235
■得意＆特異技術
　各種ステンレス鋼(SUS)の複雑な切削加工。複
雑な形状も高性能NC複合マシンで対応。24時
間フル稼働の高効率な生産体制。

■お問合せ
　担当：山下典夫　TEL：06-6751-0232

藤田螺子工業 株式会社

次世代表面処理を導入

バルブスリープ

金属組織

全自動ライン

ミナミダのボルト

10.9フランジボルトと10.9軽いdeボルトの
強度試験結果の比較

エコブラスの強度

エミダス会員さんは環境保全に対してどのような取り組みをされているのでしょうか？
“素材、加工方法、技術、事業、設備”をキーワードにご紹介します。
エミダス会員さんは環境保全に対してどのような取り組みをされているのでしょうか？
“素材、加工方法、技術、事業、設備”をキーワードにご紹介します。

■会社名：沢根スプリング株式会社
■所在地：静岡県浜松市南区小沢渡町1356
■TEL：053-447-3451／FAX：053-448-8298
■得意＆特異技術
　防振ダンパーバネ（弾まないバネ）、医療用精
密バネなど、各種バネ製造

■お問合せ
　担当：沢根孝佳　TEL：053-447-3451

Filter3R事業の流れ

イオン交換樹脂3R事業の流れ

屋上に設置した太陽電池

電気料金推移

Campany Profile

■会社名：藤田螺子工業株式会社
■所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南3-9-3
■TEL：052-586-1181／FAX：052-586-4280
■得意＆特異技術
　短納期対応の試作開発。冷間圧造、転造、切削
加工のほかに、熱処理、表面処理も自社内で行
う。

■お問合せ
　担当：恒川一直　TEL：0565-52-2631

Campany Profile

■会社名：有限会社サンメンテナンス工機
■所在地：愛知県名古屋市緑区鳥澄2-103
■TEL：052-624-8481／FAX：052-624-8509
■得意＆特異技術
　放電加工に関する周辺機器の販売、フィルター
エレメント再生利用などの周辺サービス

■お問合せ
　担当：中林浩明　TEL：052-624-8481

Campany Profile Campany Profile

環境に
やさしい加工方法を
用いています

有限会社
サンメンテナンス工機

使用済みフィルターを再利用

環境にやさしい
事業を行っています

沢根スプリング株式会社

太陽光発電を設置して
光熱費削減

環境にやさしい
設備があります

　切削加工メーカーの平川製作所（大阪

府）は自動車関連部品や家電製品部品、

医療機器部品など、複雑かつ精密製品の

加工を得意とする。ステンレス加工が中

心だが、被削材も多種実績あり、熱処理、

研磨、表面処理などの一貫生産が可能

だ。

　同社は最新鋭設備の導入や24時間生

産など、常に先進的な取り組みを続けて

いる。また2年前、代表取締役社長の平川

氏が伸銅メーカーに鉛フリー合金を切

削加工用のバー材にしてほしいと依頼し

たことをきっかけに、エコマテリアルを使

用した製品づくりも行っている。

　近年、人体や環境に有害であるとして

鉛フリー化が要求されるようになった

が、鉛の分散粒子には切屑を分断する働

きがある。伸銅メーカーの三宝製作所が

水道関係器具用に販売していた“エコブ

ラス”は、鉛の代わりに安全性の確認され

たシリコンを添加していた。この素材を

加工してみると、驚くほど削りやすい。シ

リコン添加によって形成される相がチッ

プブレーカーとして作用し、切削性を向

上させるのだ。真鍮の切削指数を100と

した場合、エコブラスの切削指数は70以

上。同社が“エコブラス”を取り入れた結

果、加工タイムが縮まるだけでなく刃物

も長持ちし、加工コストは半減した。

　加えて、“エコブラス”の強度はステンレ

スに匹敵する（図参照）。この高強度と平

川製作所の特徴――最新CNC旋盤を含

む170台もの豊富な設備、管理体制

（ISO9001、14001認証を取得）――を組

み合わせれば、今後さまざまな製品が生

まれるに違いない。現在、自動車の耐磨

耗部品にも“エコブラス”を使用できるよ

う、自動車メーカーがテスト中だという。

　平川製作所は地球環境に考慮したエ

コマテリアルの特性と自社の技術を融合

し、ビジネスチャンスを更に広げていくこ

とだろう。

　藤田螺子工業（愛知県）は精密ファス

ナーの専門メーカーである。自動車、二輪

車、航空機、医療、産業機器用の精密ファ

スナーを多数製造し、開発・試作から量

産まで行う。他社では困難とされる特殊

素材、特殊加工、特殊形状の製造も多数

手掛けている。

　国内のみならず、アメリカ・タイ・中国

にも工場を展開する。各工場で徹底され

ている品質管理体制は、自動車分野で培

われたものだ。更に、長年培った冷間圧

造技術と切削技術により、ニーズにあわ

せて工法を検討し、ハイクオリティな製品

を提供している。

　また、産業の必需品である精密ファス

ナーの専門メーカーとして環境にも深い

関わりがある事を認識し、環境保全活動

に取り組んでいるという。いくつかの活動

の中から今回ご紹介したいのが、ジオメ

ット処理加工の導入である。

　近年、環境規制により有害物質などの

使用が制限・削減されているが、これまで

防錆表面処理の有効な材料として使用

されてきていた六価クロム化合物も例外

ではない。ジオメットは優れた防錆効果

を持ちつつ、完全クロムフリーの極めて

環境にやさしい表面処理という理由で世

界の注目を集めている。

　ジオメットは、工程上もその皮膜中に

もクロム化合物を一切使用しない。水系

の薬液を使用して処理する。焼き付け工

程での排気物は水蒸気が主体であり、法

で定められた有害物質は含まれていな

い。加工した皮膜は電気亜鉛メッキと比

べ、高温に長時間耐えることができる。耐

食性も塩水噴霧試験1,000h以上と優れ

ている。

　同社ではこの処理方法を2005年に導

入した。最新の全自動ラインで処理 （ディ

ップスピン方式）しており、ディップスピン

ライン2基・ハンガーライン1基を有する。

　藤田螺子工業のチャレンジ精神が、次

世代表面処理にも表れていた。

　特殊パーツ・特殊ボルトの製造販売を

行う受注生産型メーカー、ミナミダ（大阪

府）。創業76年という長年培われた生産

技術には、軽量化や冷間鍛造、異型鍛造

などがある。これらの技術を用い、超ロン

グや軽量化、特殊な型のボルト・ナット・

異型部品を製造してきた。

　地球環境の保全にも貢献している。

「軽いdeボルト」は内部が空洞になった

ボルトである。特許を取得した独自の加

工技術により、高い強度を前提に構造面

から軽量化を図り、省エネ・省資源を実

現した。ボルト内部の空洞は貫通してお

り、ボルト本来の役割である締め付け作

業に加え、気体や液体を通すパイプとし

ての機能も持ち合わせている。　

　内部の空洞化によりフランジボルトと

比較して4割も軽くなったが、強度は申し

分ない。強度については、試験結果をご

覧いただきたい。更に、材質変更や熱処

理によって強度を高めることができる。こ

のように、顧客の用途に合った軽量で高

い強度のボルトを提供している。

　昨年、「軽いdeボルト」は“2008年度大

阪ものづくり優良企業賞”を受賞した。環

境保全が人類共通の最重要課題のひと

つであると考えている同社の、今後の活

躍にも期待したい。

　サンメンテナンス工機（愛知県）は、放

電加工に関わる周辺機器事業、ピーニン

グ表面処理事業、CAD・CAMシステム事

業などの総合サービスを提供している。

メーカーであり販社でもある同社は、

2004年に名古屋市認定エコ事業所認定

を取得、05年にはエコステージの認証を

取得するなど、「地球にやさしい循環型企

業」を目指すことを基本理念としている。

　特に、使い捨てが主流だったワイヤー

放電加工機用フィルターを自社オリジナ

ルのフィルターによって再利用できるよ

うにした“Filter3R”事業は、業界関係者か

ら高い評価を得ている。

“Filter3R”事業（Recycle：再資源化、

Reuse：再利用、Reduce：削減）は、使用済

みのフィルターを回収し、同社のクリーニ

ング工場で独自の洗浄技術によりフィル

タークリーニングを行う。ユーザーはクリ

ーニング済みのフィルターを再度使用す

ることができる。また、フィルターに付着

するスラッジの再資源化にも成功してい

る。スラッジは人工骨材となり、産業廃棄

物の削減に大きく貢献している。

   “イオン交換樹脂3R事業”はボトルのカ

ートリッジ方式を採用し、使用済みイオン

交換樹脂ボトルを回収・洗浄し、詰め替え

済みイオン交換樹脂ボトルをユーザーに

届けるサービスである。同様のサービス

は他社も行ってはいるが、一番初めに顧

客の希望をシステム化した同社は先駆

者である。ユーザーは補充や廃棄管理の

手間が一切かからない。使用済イオン交

換樹脂もまた、高炉用熱源として再資源

化されている。

　サンメンテナンス工機が提供する商品

やサービスはユーザーからの声に基づ

いており、同社が追求するユーザー・メリ

ットとは、時代のニーズに応えたサービ

スなのだ。ワイヤー放電加工機用フィル

ターのクリーニング事業を立ち上げてか

ら20年以上を迎えた今もなお、同社の洗

浄技術は進化し続ける。 　沢根スプリング（静岡県）は独自の生産

システムとITの活用で独立独歩する、ば

ねの総合メーカーだ。ばねの通信販売と

いうビジネスモデルが注目されている

が、量産6割、少量4割と量産にも力を注

ぐ。

　外壁に｢沢根ソーラー発電所｣と書か

れた看板が掲げられている。同社は太陽

光発電システムを設置しており、2001年

に太陽電池36枚を増設するなど積極的

に太陽光発電のメリットを取り入れよう

としている。

　きっかけは、空調システムの取り替え

だった。空調システムのために結んでい

た電力会社との低圧契約を解約、従量電

灯契約1本に変更した。その際に、太陽光

発電システムを設置している。太陽電池

による発電分と電灯契約変更による基本

料金減額によって、電気料金を削減した

（図参照）。

　太陽電池設置の他には、6S（整理・整

頓・清掃・清潔・躾・習慣）を取り入れてい

る。省エネ・省設備・不良仕損削減・スペ

ース備品削減など、環境に配慮した効果

的な生産を行うようにしている。

　また、同社では従業員全員で文集を作

成したり、食堂に100年カレンダーを置く

など、限られた人生をいかに生きるか考え

る機会をつくっている。地球の資源にも限

藤田螺子工業工場内

ジオメット加工品サンプル

ボルトパイプ構造

■会社名：株式会社ミナミダ
■所在地：大阪府八尾市上尾町5-20-1
■TEL：072-998-6314／FAX：072-999-9433
■得意＆特異技術
　冷間鍛造による自在な成形や超ロングボルト・
パイプの製造が特徴。量産からの小ロット受
注、短納期・高品質対応。
■お問合せ
　担当：営業・岡本　TEL：072-998-6314

Campany Profile

自社オリジナルのフィルター

特　集
環 境 特 集

特　集
環 境 特 集
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