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重心位置測定器を開発して「特許をとれたぞ！」 

 

株式会社 メジャーテックツルミ 

会長 横須賀健治 

 

はじめに 

「はかる」ことに私が最初に興味を

持ったのは地図とのことでした。地図

は不思議なものでした。これから行こ

うとする所はどんなところであるの

か？山に向かうのか、谷に向かうの

か？ハイキングが好きなので地図を

見ていることが多かったのです。ボー

イスカウトの時代のことになります。 

1/25000 の地図でいろんなことを想

像できたし、その地を歩いていろんな

ことを知ることができました。それが

仕事として、同じ計量の質量を扱うこ

とになったのも、御縁です。50数年と

いう年月を質量と共に歩いてきてい

ます。質量をどのように測定し、数字

を決めていくかということです。また

正しくはかられていることを検証し

ていくことが私の仕事になっていま

す。「はかる」ことが距離から重さに

変わっていました。 

メジャーテックツルミに関わって

からの仕事は、商品取引においての重

さが中心でした。一個いくらでなく、

何グラムいくらの取引が日常で使わ

れていました。そこに車はエンジンの

軸の上下運動を回転運動にするにあ

ったって、コンロッドという部品が使

われてきていました。6 気筒だと 6 本

の重心位置が同じものが使われてい

るのです。重心位置は重さに関係して

きます。 

 

重心位置の測定 

今電気は水力や風力を使って発電

機を回転させ、その回転数を電気にし

ています。その発電機にはタービン

（羽根車）が使われており、タービン

にはブレードが多数組み込まれてい

ます。タービンブレードは、水力、あ

るいは蒸気のエネルギーを受けるこ

とによってエネルギーを回転運動に

替える働きをします。それには羽根を

バランスよく回転させてより効率よ

く安全に回転させていくことが必要

です。効率よく回転させるために羽根

の形状がとても微妙なのです。 

タービンは、毎分 3000 回転以上の

高速で回転しています。ブレードは、

加工上の誤差や重量の差異などがあ

るとその組み合わせの不釣り合いに

より、振動や異常音としてトラブルが

発生します。重心位置の精度を正確に

出すことが難しかったのです。そのた

めブレードを何回も組み換えを行っ

たり、追加工をして対応して作業効率

が上がらない原因になっていました。

従ってでき上がったタービンの重心

測定の精度向上が求められていまし

た。その課題がメジャーテックツルミ
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に問いかけられたのです。 

モーメントを導き出すために、ブレ

ードの重心の位置を導き出す必要が

ありました。重心の位置をだすのに

「はかり」が使われます。重さ×位置

でモーメントの大きさが解ります。重

さは測定できます。重心位置を計算で

きることでモーメントが推定できる

のです。その回転するタービンをより

正しく重心の位置を求め、モーメント

値がバランスよく配置されるための

測定器を開発したのです。これがモー

メント測定器（重心位置計測装置）な

のです。 

モーメント測定機では、二台のはか

りで重心位置の正確な測定を行いま

す。計量器の一方を固定し、他方を異

動させることで相互干渉を極力少な

くしました。被計測全体を固定冶具で

しっかり支持し、固定側計量器と移動

側計量器を固定冶具を介して計測し、

このため被測定隊の形状に依存せず、

誤差の少ない、精度の高い計測ができ、

重心位置精度が得られるようにした

のです。 

こうしてメジャーテックツルミが

課題を解決し、特許を取得できたので

す。 

 

 

2台のはかりで測定 

 

「川崎ブランド」として   

今回特許を使用した製品は、「川崎

市ものづくりブランド」*に提出し、

認証された案件です。重心測定の分野

を川崎市内の企業が中心となって新

しい取組ができたらと考えているの

です。その一部が特許になったという

ことは嬉しいことです。川崎市内のメ

ジャーテックツルミが中心になって

重心測定の新しい可能性が広がるこ

とを夢見ています。 

当社(株)メジャーテックツルミの

ツルミは日本の近代産業が、鶴見の埋

め立てからはじまっていることから

きています。鶴見を社名に残すことに

したのはそのこだわりからでした。今

新しい重心測定器に特許がついたの

はとても嬉しいことです。今までと比

べて格段に分解能を上げることがで

きました。センサー技術の進歩のおか

げです。 

モーメント測定器がほんの少しで

も安全と熱効率の向上に寄与できる

としたら、どんなに嬉しいことになる

のだろうか。これを生かし、あれを改

善していく。そうなんだ、具体的に手
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が打てている状態にしていく。管理状

態の中に入っているようにしていく。

なにもかにもでなく、利にあった改善

をしていく。それによって「特許申請」

につながったのです。 

 

 

 モノづくりブランド認証式 

 

福田川崎市長（左）、川崎商工会議所

山田会頭（右）と記念撮影 

 

* 川崎モノづくりブランド 

川崎市と川崎商工会議所では、市内

中小製造業が生み出した優れ た工業

製品・技術の優位性、潜在能力の高さ

を国内外にアピールする ことを目的

とした認定事業です。 

連絡先： 

川崎ものづくりブランド推進協議会

事務局 川崎商工会議所 企画広報部 

044（211）4112／FAX：044（200）4118。

川崎市経済労働局 工業振興課 ℡：

044（200）2324／FAX：044（200）3920 

 

筆者は当時、この心境を二つの俳句

にしました。 

 

凛 と 立 ち 風 と た わ む る 藤 袴     

横須賀詢 

凛と立っている自分がいる。凛と立

っているつもりの自分がいる。立たせ

ておいてくれよ！いつまでとはいわ

ない。いや立たせてくれているのに違

いない。立っていることにだれに文句

をいわれているわけではない。凛と立

っているつもりこそが大事なのだ。 

 

ふるさとの村への旅路蜻蛉舞ふ   

横須賀詢 

ふるさとの村がなんだか変わって

いる。手入れの行き届いた田圃とその

ままの田圃を見る。畦が手入れされて

ないところがある。山を越える道が立

ち入り禁止になっている所がある。こ

の何年もきてないのだろうか。そんな

はずはない。蜻蛉だって舞っている。  

   

「テクノプラーザ」**の利用 

会社経営での課題はいくらでもあ

る。トップのできることは限られて

いる。財務・自立・労務・新分野な

ど様々な視点が求められている。経

営者は孤独である。新しいキャンバ

スに筆を入れるときの心境に似てい

る。それは苦悩であるが希望である。
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情報はここかしこにあるが、その情

報が自分とってどのように役立ちい

かしていけるのか？またそのことを、

苦悩でなく新しい可能性と捉えてい

くことが楽しいと感じられることが

大切なところだ。そこに川崎商工会

議所の「テクノプラーザ」の利用が

あった。「安心を届ける会社になりた

い」という思いが新製品立ち上げの

ベースになった。テクノプラーザの

アドバイザーからの助言は次のよう

なものだった。 

○引き出してくれる 

○何故と言ってくれる 

○ぐさりと言ってくれる 

○手法を示してくれる 

○寄り添ってくれる 

○信じてくれる 

○ノーと言ってくれる 

○市場の声や数字を求める 

 

** テクノプラーザ 

人材を求める会員企業様に豊富な

実務経験と技術・ノウハウを持つ優

秀な OB人材を紹介し、ものづくり・

中小ベンチャー企業を応援する川崎

商工会議所の制度 

連絡先：川崎商工会議所 中小企業振

興部内 テクノプラーザ事務局 

TEL： 044-211-4114 

 

筆者はこの時の気持ちを詩にしま

した。 

 

 

 

「見つけ出す」 （横須賀詢） 

 

魂を自分のなかに見つけてみたい 

愛することができ 

愛されることができる自分の魂を！ 

見つけ出し問いただしてみたい！ 

「おまえはそれで幸せかい」 

「いつ亡くなるかわからない 

おまえは 

何をしようとしてるのかい」 

厳しくも悲しいが 

厳しくも美しい人生でありたい！ 

 

北原照久さんの「ツキの十箇条」に感

動 

 

ある時、北原照久さんのサイン会で

サインをいただく（2005年 4月 1日）。

それ以来、座右の銘とさせていただい

ている。 

 

「夢はかなう 叶うまでみつづける

のだ！」 

① プラス発想をする 

② 勉強好きになる 

③ 素直である 

④ 感動する 

⑤ 感激する 

⑥ 感謝する 

⑦ ツイている人と付き合う 

⑧ 親孝行する 

 ⑨ 人をほめる 

 ⑩ ツイていると思い込む 
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「モーメント測定機」が「重心位置測

定機へ」 

 

製造されたタービンの羽根は、精密

ゆえに加工場の誤差、重量の差異が存

在します。無差別に取り付けると大き

な不釣り合いが発生する可能性があ

ります。個々のタービンの羽根の重心

位置を測定し、測定値に基づいた羽根

をバランス良く組み付けることで不

釣り合いを最小にしていきます。 

○仕様 

Ｘタイプ： 

計量範囲 0.3ｋｇ～50ｋｇ（全長 90

ｍｍ～1600ｍｍ） 

Ｙタイプ： 

計量範囲 45ｋｇ～100ｋｇ（全長

1300ｍｍ～2050ｍｍ） 

○操作について 

（１）パソコンで銘柄ごとの条件設定

をおこないます 

（２）重心位置測定によりモーメント

値を計算します。 

（３）総重量の偏差重量をプロット印

字します 

（４）治具ブレードの先端にはエアー

シリンダーを取り付けています 

短軸ロボットの移動時に上昇します 

測定ブレートの搭載時も上昇します 

（５）固定側の治具はタブ型・クリス

マス型・フォーク型です 

（６）タッチパネル 

 ① ブレードの設定 

 ② 単軸ロボット作動設定、移動量

の設定 

 ③ 重量測定の表示 

 ④ 重心の演算と計算値の表示 

（７）プリンター 

 ① モーメント値を印字します 

② 毎回の計量ごとにシリアル No

とモーメント値を印字します 

（８）計量結果が良ければ「演算確認」

を押して値を確定します 

 

特許のポイント 

 

特許の名称：重心位置計測装置 

特許の内容： 

水力発電においてタービンの重心

位置のバランス向上を促進するもの 

 

特 長： 

① 移動受け具と固定受け具（冶具）

は「点」接触構造である 

② 測定物の大きさにより支点を変

更できる 

③ 被軽量物を安定した台の上に置

いて測定できる 

④ 精度の高い計測が可能になる 

 

特許を採用した製品の特長 

 

① 重心位置が正確に計測でき、発電

機のエネルギー変換効率が向上

した 

② タービン組み換え工数が大幅に

削減可能になった 
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     特許を使用した当社製品 

 

「ユーザーの期待に応える」 

検査する、メンテナンスする、アイ

デアをだす、これらのことをトータル

にできるのがメジャーテックツルミ

の強みです。あるユーザーさんからこ

んなことを言われました。「計量関係

の市場は広いし、いろんな用途で計量

器が使われている。ユーザー側として

はメジャーテクツルミさんを通して

必要な機器や、必要な人材を紹介して

くれたらありがたい。メジャーさんは

そのキーマンになればいい。」という

ありがたい助言をいただいた。ライバ

ルだった日本中の「はかり屋」が仲間

になる。私たちは京浜工業地帯のユー

ザーに一番近い所にいます。そのため

にいろいろなメーカーさんと連携を

とっていく 

 

 

必要があります。創業以来のモットー

は「工場の立場になって考える」です。

生産工場の計量は、例えばどんな形状

のものをはかるのか、計量器周辺の物

流はコンベアか？ロボットか？など、

条件はそれぞれ違います。その工場の

実態を知り、工場のニーズにそった提

案ができるように常に努力していま

す。 

 

「計量から見える幸せ 計量生活５

０年 から」 

  で  できることからはじめる 

  き  決めごとをするがこだわ

らない 

  る  類推する そして答える 

  ひ  一つを大事にし 増やし

ていく 
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  と  とどまることのなく歩む 

  に  人間だもの 

  な  何事も一斗二升五合 

      五升倍升升半升 

      （御商売益々繁盛）と読

みます 

  る  ルネッサンス人間復活 

      （はかることから始まっ

て考える事に） 

     

おわりに 

全く予想していなかった特許の取

得に 73歳で成功した。創業 53年にし

て初めての特許取得であった。いまま

で変わらぬ応援をしてくださった

方々に感謝したい。これからも宜しく

御支援ください。よろしくお願いいた

します。  

 

横須賀健治（よこすかけんじ） 

一般計量士 川崎市計量協会会長 

1944 年 3 月生まれ 東京理科大学応

用物理学科卒業後 鶴見産業株式会

社入社、1985年代表取締役に就任 

1992 年 (株)メジャーテックツルミに

社名変更、2008年 経済産業大臣計量

功労者表彰 

現在(株)メジャーテックツルミ会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


