
< 様式２ (A) > 

1切屑残りゼロ 

２ ２倍の速度で 

寿命３倍 

３ ミスト加工で 

環境ニーズに対応 

切屑残りなし 

止まり穴の場合、タッピング後の下穴に切屑残りがなくなり、また、通り穴
では出口部のバリが減少します。 

高剛性で高速加工が可能 

タップの軸芯に穴が不要なので、呼径Ｍ３以上のタップに適用できます。工具
剛性が低下せず、しかも、切屑油量が増加し直接刃先を冷却するので、高速加
工が可能となり寿命も大幅に向上します。 

環境問題に対応 

止まり穴用／通り穴用ともにハンドタップで対応可能なので、再研磨が容易
に行えます。ミスと加工でも注入量が増加するため、大きな効果が得られま
す。 

 

ゼロチップタップ 

コスト削減に貢献する新しい内部給油方式 
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株式会社田野井製作所 

事業概要 

会社概要 

田野井製作所は田野井丈之介によって1923年設立されました。 
当初は東京に位置し、高精密ネジ切り工具の高まる要求に応えることで急成長をとげました。 
田野井はその歴史の全てにおいて、特にタップ、ダイスの高精密化を発展させるために努力して
きました。常にお客様の生産性向上のために、私たちは日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパに
おいて、独自の特許製品を開発しています。 
 
現在、私たちはお客様の生産性向上のために更なる努力をしています。 
私たちは、継続的に新製品を開発し、より効果的にタッピングできるような改良を行っています。 
 
私たちは、お客様と共に明るく成功した未来を目指しています。 

株式会社田野井製作所 

田野井 義政 

1923 

251,690,000円 

73 

〒140-0014  東京都品川区大井5－21－18 

〒349-0226  埼玉県南埼玉郡白岡町岡泉953 

Tel.+81-480-90-4003 

Fax.+81-480-92-4441 

overseas@tanoi-mfg.co.jp 

http://www.tanoi.com/ 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

事業所 (海外部門） 

 

 

e-mail 

URL 
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株式会社田野井製作所 

Tokyo Venture Technology Award 

画期的な谷部の構造により折れにくい熱の発生が少な
いタッピングを実現。 

IT-TFは用途に応じて使い分けができるよう表面処理による２種類の
タップを用意しております。 

低炭素鋼・中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ合金等日鉄合金全般で加
工付加が比較的小さい材料に適します。 

主要用途 : 

IT TAFLET    ⇒    TiCN系コーティング (青灰色)         

IT-TFの種類 

バリゼロの高速タッピングへ 

世界初 S0.5 登場！ 

ＩＴタフレット 

IT-TF-C       ⇒    TiN-TiCN系多層コーティング (黄金色)         

主要用途 : 高炭素鋼・構造用合金項・調質鋼、ステンレス鋼等で、加工付加が比較的
大きい材料に適します。 
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T-タフレット(M8×1.25 B7 6ラジアル)によるタッピング例 

シームレスタフレット（M8×1.25 B7 5ラジアル 1サイ
ドエンドミル）によるタッピング例 

正転でねじ立てが行われ、逆転時にサイドエンドミル刃で山頂部がトリミングさ
れ、均一な径のねじが作られます。 

シームレスタフレットの特徴 
タッピングと同時にめねじ内径部を加工するため、ねじ山に片寄りがなく、ねじ
と内径の同芯度が向上します。 

下穴寸法がバラついても、めねじ内径寸法が一定の径に仕上がります。 

シーム部分が切除されるので、シーム部分の脱落、ヒゲ、バリの発生が防止でき
ます。 

内径部分にシームがないため、メッキ加工の際、シームにメッキ液が残留せず錆
の発生を防止できます。 

従来のタフレットに比べると、タッピングトルクが２０％ほど小さくなります。 

サイドエンドミル刃のランドよりタッピング中に切削油が給油されるため、従来
の盛り上げタップより大幅に加工数が増加します。 

・ 
 

・ 
・ 
 

・ 
 

・ 

下穴径 めねじ内径 被削材 板厚 タッピングス
ピード 

タッピング
トルク 

7.3mm 6.85mm AC4B-F 9.6mm 20m/min. 2.88N-m 

下穴径 めねじ内径 被削材 板厚 タッピング
スピード 

タッピング
トルク 

7.4mm 6.75mm AC4B-F 9.6mm 20m/min. 3.41N-m 

シームレスタフレット 

                      株式会社田野井製作所 
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フルハイビジョン対応耐熱カメラ 

ファーネスコープ  

■ フルハイビジョン対応耐熱カメラ FS (FURNASCOPE) 
 画素数  : 200万画素 

 φ60.5～114.3mm 

炉内挿入型 FS 炉外監視型 HRS 

■ 500万画素対応 耐熱カメラ 

Tokyo Venture Technology Award 

Amp Jacket 

ジャケット長 

カメラ 
カメラジャケット 可動フランジ カメラコネクター 

炉内挿入長 

冷却エアー 

冷却水 
エアー1 

エアー2 

挿入部 

外径 

 Gig-E 200万～500万画素対応 

 LAN端末から直接映像取得 

 極めて精密な炉内画像の取得が可能 

 ガラスメーカー等の先端工業炉に続々と採用 

アンプジャケット 
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会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

 

事業概要 

会社概要 

 
             株式会社セキュリティージャパン  

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社セキュリティージャパン 

下川 幹男 

1984 

25,000,000円 

8 

〒135-0016 東京都江東区東陽5-13-12 

Tel.+81-3-3647-4545 

Fax.+81-3-3647-4585 

toiawase@security-japan.com 

http://www.security-japan.com/2012_SJ-WEB(ENGLISH)/englishindex.html 

耐熱カメラ・耐冷熱カメラの設計・開発・製造・販売 

 

  主な製品 耐熱カメラ 炉内挿入型 ファーネスコープシリーズ 

       炉外設置型 HRSシリーズ 

       炎透過赤外線撮影耐熱カメラ ＨＲＳ-400Ｒ   

       レーザー方式高さ計・距離計RJ-2000/1000 

       熱分布モニター A-NB-10 

 

 

 

 

100 



株式会社セキュリティージャパン 

■ 耐熱カメラの構造 

①  炉内挿入用冷却ジャケットの先端に、直接CCDカメラを装着する。 

②  冷却ジャケットは3重構造で、ドライエアーと水による強制スパイラル冷却構造が特徴。 

③  カメラレンズへの粉塵付着は強力なエアーによりパ―ジ。 

④  直視型と側視型をサポート。視野角は55度～35度。 

⑤  挿入径はφ60.5を標準とし、その前後サイズも用意。 

⑥  挿入長は任意設計だが標準は1m、最大8mまでのタイプの納品実績を持つ。 

⑦  炉内雰囲気温度は1600℃まで対応。 

⑧  製品の基本構成は、耐熱カメラ本体、専用ケーブル、中継電源BOXの3点となる。 

■ オプション構成 

①  炉内雰囲気温度が800℃以下の場合は、LED照明内蔵型で対応。 

②  放射温度計内蔵型もあり。 

3重管構造冷却ジャケット 

冷却水 

冷却水 

冷却エアー2 

冷却エアー2 

冷却エアー1 

ジャケット長 

カメラ 
カメラジャケット 可動フランジ カメラコネクター 

炉内挿入長 

冷却エアー 

冷却水 

エアー1 

エアー2 

挿入部 

外径 

CCDカメラ カメラパイプ 耐熱ガラス 

Tokyo Venture Technology Award 

アンプジャケット 
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株式会社セキュリティージャパン 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社セキュリティージャパン 
■ 耐熱カメラのパイオニア 

■ 炎透過赤外線撮影耐熱カメラ 

 世界初 完全炉内挿入型   
 CCDカメラを冷却ジャケットの先端に装着、直接炉内に挿入 
 挿入長は任意設計「最大8Mの実績」 
 冷却手法は特許 日本国特許 第2891672号 
 炉内雰囲気温度 1600℃対応 
 365日24時間 メンテナンスフリー 

 世界初のモデル 
 365日24時間連続監視できる 
 日本国特許申請中 

■ 納入実績 
 ガラス 

 製鉄 

 光学・非鉄金属・電気・石油化学・製紙・繊維  

 環境・建設・プラント・造船  

 海外 
 
韓国 

インドネシア 

アメリカ 

台湾 

マレーシア 

ベトナム     中国    他 

インド 

タイランド 

 自動車 

  
旭硝子株式会社       日本板硝子株式会社     石塚硝子株式会社       セントラル硝子株式会社          
日本山村硝子株式会社 

ＪＦＥ技研株式会社       ＪＦＥスチール株式会社       新日鐵住金株式会社         
新日鉄エンジニアリング株式会社 日新製鋼株式会社          株式会社神戸製鋼所       
台湾 中國鋼鐵（ＣＳＣ）  韓国POSCO  ベトナムCSVC  インドSAIL 

トヨタ自動車株式会社   マツダ株式会社   株式会社デンソー    カルソニックカンセイ株式会社  

オリンパス光学工業株式会社   株式会社ニコン           コニカミノルタ株式会社 

信越石英株式会社        株式会社オハラ           旭化成株式会社 

三菱化学株式会社        三菱樹脂株式会社          新日鐵化学株式会社 

東洋紡績株式会社        ユニチカ株式会社          株式会社クラレ 

日鉄住金鋼板株式会社      株式会社栗本鐵工所         古河スカイ株式会社 

古河電工株式会社        シャープ株式会社          王子製紙株式会社        
出光興産株式会社        ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 

 

株式会社荏原製作所       株式会社クボタ           関西電力株式会社 

東京ガス株式会社        川崎炉材株式会社          東洋インキ製造株式会社 

住友大阪セメント株式会社    三菱重工業株式会社         月島機械株式会社 

株式会社神鋼環境ソリューション 株式会社大林組           清水建設株式会社 

株式会社竹中工務店       鹿島建設株式会社          株式会社鴻池組 

YKKap株式会社         株式会社LIXIL 
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     ムーンライト 

Tokyo Venture Technology Award 

製品内容 
・厚さ   １．６～２．０mm 
・最大サイズ ３４０× ４８０mm 
 この大きさ以内は１ｍｍ単位で 
 対応いたします。 
・施工方法 速乾性ボンドで圧着 
  
 ムーンライトは高級素材の錫で作られ
ています。日本では高級内装材として一
流ホテルやレストラン、公共スペースで
採用されています。国でもムーンライト
の暖かくエレガントな雰囲気は受け入れ
ていただけることと思います。 
 
    

  

  

 

 

 

製品特徴 
 錫は古来、食器やアクセサリー 
に使われています。テーブルトッ 
プやカウンター壁に使われたムー 
ンライトは、御家庭やホテル、レ 
ストラン, オフィスの内装をきわ 
だたせます。ムーンライトは訪れ 
たお客様への最高のおもてなしと 
なるでしょう。 
 
 

 

  
製品採用例 
 ①レストラン 

 ②ホテル 

 ③公共スペース 

 ④個人住宅等 

高級錫内装材 
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株式会社田代合金所 

田邊 豊博 

1914 

15,000,000円 

3 

〒111-0042 

東京都台東区寿3-16-16 

Tel.+81-3-3844-1638 

Fax.+81-3-3844-1699 

koma@tgmetal.co.jp 

http://www.tgmetal.co.jp 

旅館 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

株式会社田代合金所は約一世紀前の１９１４年に創業されました。 

主に非鉄金属の合金を製造しております。 

一般的にはあまり認知されていませんが、 

金属業界では広く知られています。 

 
 

                       株式会社田代合金所 

Tokyo Venture Technology Award 

会社概要 
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 日本よりインテリア界への新しいアプローチです。 

ムーンライトは皇室に愛されている錫で作られたものです。 

光の種類や角度によって様々な表情をみせます。 

 

レストランカウンター 
 
 シックな雰囲気のレス
トランにムーンライトが
輝きをはなっています。 

寿司店  

 

 ＬＥＤの淡い青色の光が寿
司店をエレガントにしていま
す。 

 

株式会社田代合金所 

Tokyo Venture Technology Award 

高級錫内装材 

ムーンライト 
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テーブルセッティング 
  
 錫は古来、皇室の方々に愛用され
ています。 
 

ホテルロビー 

 

 ムーンライトで飾ら
れた広い壁が来訪者を
エレガントな雰囲気で
お迎えします。 

 

 弊社は錫内装材ムーンライトの販路を拡げると共に多くの人々に認知していただくことを目
指しています。 

 

 

商談希望対象  
 
・デザイン会社 

・内装材取扱店 

・販売代理店 

 
 

 

 

Tokyo Venture Technology Award 

                       株式会社田代合金所 

高級錫内装材 

ムーンライト 
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 圧力検出部にサファイアを用いた超高精度の真空計です。 

 サファイヤは非常に強固な材質であり、安定性も抜群で温度膨張がありません。 

 サファイヤの特徴を最大限に発揮するため、専用の電子回路を開発しました。 

 この電子回路は、温度/圧力それぞれの動きを読み取り出力信号を補正します。 

 サファイア真空圧力センサー 

Tokyo Venture Technology Award 

超小型真空圧力センサー 

受賞技術の応用 － 超小型真空圧力センサー（SE1000） 
  316Lステンレスダイヤフラムで高耐食性を実現 
  低価格がセールスポイントですが、精度は±0.2%以下です 
  サファイヤ真空計で培ったノウハウを小型ボディに集約させました 
  量産実績が数千台あり、お待たせしません 
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株式会社テムテック研究所 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社（R&Dセンター） 

 

東京営業所 

 

e-mail 

URL 

株式会社テムテック研究所 

相澤 満芳  

1982  

70,000,000円 

51 

〒104-0052 東京都中央区月島2-7-13  

Tel.+81-3-3534-5320 Fax.+81-3-3534-5322 

〒104-0051 東京都中央区佃3-2-9 

Tel.+81-3-3534-5320 Fax.+81-3-3534-5322 

info@tem-tech.co.jp 

http://www.tem-tech.co.jp 

事業概要 

テムテック研究所はこんな会社です 

 
✧ 1982年創業、東京から世界へ挑戦 
✧ 「あなたの会社の開発室」 
✧ テムテック研究所の圧力センサーは半導体製造に不可欠な要素として 
 グローバルなシェアを獲得しています 
✧ 32人の経験豊かなエンジニアと、市場の要求に目を光らせる13人の 
 営業スタッフが融合した45人の少数精鋭で小さな巨人といわれています 
  
【こんなときに私たちがお手伝いします】 
★ 開発計画が自社で手一杯なとき 
★ 新しいセンサーを製品化したいとき 
★ 組み込み用マイコンを用いて制御をしたいとき 
★ アナログをデジタル化してより精密制御をしたいとき 
★ 製品のインテリジェント化とコストダウンをしたいとき 

会社概要 
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真空圧測定用圧力センサー 

ガス供給ライン、反応チャンバ用 

 従来の真空計に比べ、圧倒的は小型化を実現 

 ダイヤフラムは高耐食性のステンレス316L 

 各種継手での製作が可能 

 デジタル直線補正で精確な真空圧を計測 

 1台毎の温度特性を製作段階で検出、補正する 

  温度フィードバック回路で安定性抜群 

 既に数1000台を製作した豊富な実績があります 

SE1000シリーズ 

株式会社テムテック研究所 
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株式会社テムテック研究所 

Tokyo Venture Technology Award 

  

Next Generation Product 
 3拍子揃った次世代センサー HYZシリーズ 

１）温度センサー内蔵によりゼロ点 
     温度ドリフトを大幅に低減しています。 

 
２）ハステロイダイヤフラムの採用により 

       腐食性流体の圧力計測が可能です。 

 
３）センサーの直線性精度は専用ＡＳＩＣ 
       搭載により補正されて飛躍的に向上しました。 
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 革新的な厚鋼板の 

安定した曲げ加工技術 

【特 徴】 

・厚鋼板の曲げ加工で切削加工並み の高精度加工を実現 

 （寸法公 差±0.05mm） 

・従来の曲げ加工技術を改善し、板厚 にバラツキのある 

 厚鋼板でも高精度加工を実現 

・曲げの金型、治具、加工機の制御に関する高度なノウ 

 ハウを保有 

・厚鋼板の曲げ加工を可能とした為、従来切削加工に比   

 べ、少資材、加工時間･納期短縮により、単価1/3～1/2 

 を実現 

・新しい曲げのプロセスをノウハウとして、 独自の金型・ 

 治具を開発 

・曲げ加工機の制御において、新たなパラメータを追加し、 

 厚鋼板のバラツキを吸収 

【効 果】 

Tokyo Venture Technology Award 

【切削と板金の相違】 

切削加工から板金加工へ 

曲げ加工 【納入先】 

機械メーカー、電気機器メーカー、印刷機器メー
カー、医療機器メーカー、航空機関連メーカー、 
自動車メーカー等 

【加工製品サンプル】 

スクラップ 

【原 理】 
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株式会社井口一世 

Tokyo Venture Technology Award 

会社概要 

事業概要 

事業内容 
 

精密機器の部品製作販売／各種精密機器の開発／ソフトウェア開発販売／ 

金属加工用金型の設計・製作／金属プレス加工／板金加工／各種表面処理／各種熱処理／ 

各種アッセンブリー／工場コンサルティング／ 

生産技術コンサルティング 
 

 

所沢事業所 
〒359-0006 埼玉県所沢市所沢新町2553-3 

 Tel. +81-4-2990-5400 

 Fax.+81-4-2990-5402 

株式会社井口一世 

井口一世 

2001年 

9,500万円 

42人 

〒102-0072  

東京都千代田区飯田橋4丁目10-1  

 

Tel. +81-4-2990-5400 

Fax.+81-4-2990-5402 

hp@iguchi.ne.jp 

http://www.iguchi.ne.jp/ 

会社名   

代表者   

設立年（西暦）   

資本金   

従業員数  

本社    

 

 

 

 

e-mail   

URL     
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大型リアル歩行恐竜「アロサウルス」 

 

 
 
 

 

目的 

 

  

特徴 

創造性 

世界初の大型リアル歩行恐竜 

この「アロサウルス」は既存のロボット恐竜とは違い、中に入ったパイ

ロットが外部スタッフから無線で指示を受けながらコントロールしていま

す。 

内部にカメラとモニターがあり、操縦者は外の様子を把握することができ

ます。 

恐竜本体が非常に軽量であり、さらに全身が柔らかな素材で覆われている

為、高い安全性と操作性が確保されています。 

動きが自由であり、まるで生きているかの様に縦横無尽に歩き回り、暴れ、

吠え、時に噛み付く事もあります。 

時を越え、あなたを恐竜の世界にいざないます。 
新たなエンターテインメントの可能性 

この「アロサウルス」は大人から子供まで多くの人々を驚かせ、今までに

ない恐竜とのふれ合いを安全にしかも間近で体験する事を可能にしました。 

ここには新しいエンターテインメントの可能性が存在しています。 

恐竜が生きていたら・・・現代に甦ったら？ 

そんな夢をON-ARTの特許技術で実現したのがこの「アロサウルス」です。 

私達は、映画やゲーム等のCGでしか見ることができなかった恐竜を目の前

で体感することに成功しました。 

リアル恐竜メカニカルスーツ 

 「アロサウルス」 

パイロット： １名 

全長： 6.0m 

体重： 30kg（パイロット除く） 

Patent No.4295297(Japan) 

No.2007349771( Australia） No.7997991(USA)  No.07807509.0(EU) 

No.10-1155547(KR)  NO.200780100347.1(CN) 

 

 

Patent No.4809495(Japan)  

PCT application(International) JP2011/75010 

回転する 自由に歩き回る 吠える 噛み付く 
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 株式会社ON-ART     

 

 

事業概要 

会社概要 

主な仕事内容：特殊美術造形制作 

  1. 博物館、デパート等の美術造形及び壁画の受注制作 

  2. 特殊バルーン造形物の企画、デザイン、制作店舗 

  3. 2005年よりオリジナル製品歩行恐竜の企画、デザイン制作 開始 

  4. 2007年よりオリジナル製品歩行恐竜を使ったイベントの企画・運営開始 

壁 画                    ジオラマ                    造形物  バルーン  

現在、弊社の恐竜は「DINO-A-LIVE」としてビジネス展開しています。 
■店舗やアミューズメント施設でのライブショー  
■TV出演 ■映画・ゲームのプロモーション ■恐竜博  等  
 
出張出演依頼をお受けしています。又、近年中に受注制作販売も計画中です。 
 

Tokyo Venture Technology Award 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

スタジオ 

 

 

e-mail  

URL 

 

株式会社ON-ART  

金丸 賀也 

2005 

3,000,000円 

6 

〒203-0014 東京都東久留米市東本町1-12  

スカイラークハイツ501 

Tel. +81-424-76-5644 

359-1166 埼玉県所沢市糀谷138-1 

Tel.+81-429-07-7571 

Fax.+81-429-07-7571 

info@on-art.jp 

http://www.on-art.jp 

http://www.dino-a-live.jp 
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株式会社ON-ART 

  

リアル恐竜メカニカルスーツ ラインナップ 

  

アロサウルス 
全長 5.5ｍ – 7.0m 
全高 : 2.4m  -  2.8m 
重量 25 - 30ｋｇ 
最大歩行スピード  6km/h 

ラプトル、ユタラプトル 
全長 4.5ｍ – 4.8m 
全高 2.2m 
重量 22ｋｇ 
最大歩行スピード  8km/h 

ティラノサウルス(M)(L) 
全長 7.0m– 8.0m 

全高 2.8 - 3.8m 

重量 (M)26ｋｇ  (L)38 kg 
最大歩行スピード  5km/h 

ラプトル(小) 
全長 3.5ｍ 
全高 1.6ｍ 
重量 15ｋｇ 
最大歩行スピード  8km/h 

※このラインナップは2018年2月現在のものです ※重量表記にパイロットの重量は含まれません。  

2018年2月現在、アロサウルス5機、ラプトル3機、ユタラプトル3機、ラプトル（小）1機、ティラノサ
ウルス3機、ステゴサウルス１機、トリケラトプス１機の計13機のリアル恐竜メカニカルスーツが
稼働中です。  近い将来、さらに大型の四足歩行恐竜や、運動性とリアリティがさらにアップグ
レードした二足歩行恐竜などの製作に着手する予定です。 

Tokyo Venture Technology Award 

ステゴサウルス 
全長 7.0ｍ 
全高 3.3ｍ 
重量 60ｋｇ 
最大歩行スピード  4km/h 

トリケラトプス 
全長 6.5ｍ 
全高 3.1ｍ 
重量 58ｋｇ 
最大歩行スピード  4km/h 
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シリーズ展開  

私達は現在、リアル歩行恐竜を大きくビジネ
ス展開させるために、総合的な企画運営プロ
ジェクト「DINO-A-LIVE」として活動を開始
しました。 

アロサウルスに続き全長約8mという巨大な二
足歩行恐竜（ティラノサウルス）及び四足歩
行恐竜（ステゴサウルス）、また俊敏な中型
二足歩行恐竜（ラプトル）といった多種類の
新型恐竜の開発に成功し、それらの製作で
培った技術を活かして今後はさらに巨大な、
さらにアクティブな、さらにリアルな恐竜達
を増やしていく予定です。 

  

実績と未来 

安全性の証明 

リアルな恐竜の動きを再現するために激しい
アクションが必要ですが、そういった連日の
過酷な使用下でも事故や故障なく成功を収め
ています。 

高水準な安定性と安全性が実証されています。 

株式会社ON-ART 

  

今までの実績 

最初のアロサウルスがデビューしてから9年、私達の恐竜は延べ1000日以上のライヴ
ショーに出演し、人々の驚きの声とともに大きな成功を収めています。 

リアルに動く恐竜の姿はYouTubeや口コミ等で評判が広まり、最近では大手アミューズ
メント施設や人気TV番組からのオファーが続くようになっています。 

 

  

  

私達はこういった恐竜達を複数使用した中規
模～大規模の恐竜イベントの開催を目指して
おり、その実現に向けてビジネスパートナー
を募集しています。 
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フォークリフト用 

操舵角センサ＆コントローラ 

製  品 

ｵｰﾋﾞｯﾄﾛｰﾙ・ﾓｰﾀ 

 フォークリフトは通常、“オービットロール・モータ” と呼ばれる油圧モータを使用し
て操舵力の補助を行います。 
 しかし、この方式には油圧油の内部漏れに起因する操舵ハンドルの位置ズレの問題があり、
すべてのフォークリフト・メーカーに於いて、この油圧油の内部漏れ量の補償が大変重要に
なります。 

 AMITEQ は、この油圧油の内部漏れ量を補償する、非接触回転角センサとマイクロコン
ピュータ(MCU)・システムを一体化して “オービットロール・モータ” に取付けるコント
ローラを開発しました。 

 コントローラのMCUは回転角センサで検出される操舵ハンドルの位置と、操舵システムに
取付けられているポテンショメータで検出される実際のハンドル位置とを比較し、その偏差
量から油漏れを補償するために必要なソレノイド・バルブの作動信号を算出します。このソ
レノイド・バルブのための出力信号は、AMITEQのオリジナルの学習制御システムによって算
出された係数値のPWM信号です。 

 当パッケージの非接触操舵角検出センサも、AMITEQオリジナルのセンサーです。センサー
のステータには4KHzの交流信号で励磁された4つのコイルがあり、これらのヨークと操舵ハ
ンドル・シャフトに取付けられた特有のカム形状を持ったロータの間のリラクタンス変化に
伴うコイルのインピーダンス変化で回転位置を検出しています。 
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株式会社アミテック  

後藤 太輔 

1994  

116,375,000円 

9 

〒192-0082 

東京都八王子市東町1番6号 

橋完LKビル5F 

Tel.  +81-426-56-1052 

Fax. +81-426-56-1054 

sales@amiteq.com 

http://www.amiteq.com/index.html 

 

 

 

事業概要 

会社概要 

株式会社アミテック 

AMITEQ は基本的に R&D 会社であり、ほとんどの製品の製造は外注メーカーで製造しています。 
AMITEQ とは、Advanced Magnetic Induction TEchnology Quest (先進の磁気誘導技術の探求)。 
AMITEQ は現在32件の国内特許と、23件の海外特許(US&EU)を保有し、60件以上が出願中です。 
AMITEQ には機械、電気、ソフトウェア、ハードウェア、品質管理のエキスパートのエンジニアがいます。 
AMITEQ は先進の磁気誘導技術を基本とした回転, 直線, 遥動位置センサ、加速度, ゲージ, 圧力センサ

や荷重, トルクセンサ, 傾斜計などの開発を得意としています。  
AMITEQ のセンサーは高精度でコンパクト、高ロバスト性、ローコスト、高い温度特性などが特徴です。 
AMITEQ はオリジナルのアルゴリズムを基本としたマイクロコンピュータ・コントロールを使った位置制

御システムの開発を得意としています。 
 
AMITEQ には乗用車の電動パワーステアリング・システム用の回転位置センサ、ヘッドライトの配光可変

型前照灯システム用の回転位置センサ、カムレス・エンジン用のリニアポジションセンサ等や、そ
の他産業用にもブラシレスACサーボモータ用の多回転絶対角度検出用の回転位置センサ、半導体生
産ラインの半導体搬送車用の絶対位置リニアセンサなどの開発実績があります。 

AMITEQ にはスポット溶接機用のリニアゲージセンサと変位モニターシステム、さらにワイヤーケーブル
の端子圧着機用のリニアゲージセンサと変位モニターシステムなどの開発実績があります。 
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 事例: 乗用車の電動パワーステアリング・システム用回転位置センサ 

 

 

 

 
 事例: 乗用車のヘッドライト配光可変型前照灯システム用回転位置センサ 

 

 

 

 事例: カムレス・エンジン用のリニアポジションセンサ 

 

 

 

 事例: ブラシレスACサーボモータ用の多回転絶対角度検出回転位置センサ 
 

 

 

 

 

 

 事例: 半導体生産ラインの半導体搬送車用の絶対位置リニアセンサ                         

 

 

 

株式会社アミテック 

製品事例 
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事例: スポット溶接機用リニアゲージセンサと変位モニターシステム 

 

 

 

 

 

 

 

事例: ワイヤーケーブルの端子圧着機用リニアゲージセンサと変位モニター 
   システム 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                           株式会社アミテック 

製品事例 
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