精密旋盤加工

THINK BIG – MANUFACTURE SMALL
大きく考え、小さな物を作る

時計製造の発祥地として知られるこの地では、完璧な仕事を仕上げることが何より
も重視されています。
これが私たちの企業哲学にも影響を与えてきたことは明らか
です。私たちは長期にわたってお客様のご要望を満たすことを最大の目的にして
います。
厳格な高レベルの品質に裏付けられたイノベーションへの熱意により、私たちはこ
の市場で確固たる立場を築くことができました。技術の進歩に常に目を向け、何が
「技術的に実現可能」なのかという限界を絶えず押し上げようと努めています。製
造現場に置かれた工作機械のラインアップを頻繁に更新することによって私たち
はこのビジョンを実現しています。
私たちの開発においてはスタッフ一人一人の技術スキルが最も重要な要素です。
私たちが常に改善と完全を目指してスタッフの訓練、開発、および達成に資する環
境を確保するように努めているのはそのためです。
私たちは、
自分たちの成功はまずはお客様の成功があってこそだと確信し、お客様
との関係を特に大切にしています。お客様と真のパートナーシップを築くことを目
指すこの姿勢が私たちの企業文化の中心です。

Polydec SA社長、
クロード・コンラード
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POLYDECを一言で表すと

概要

主なビジネス活動
単純な（エスコマティック）形状から複雑な（5~9軸CNC）形状のものまで、
微細部品の棒材旋盤加工

私たちについて

沿革

スイス式旋盤加工

加工の種類

顧客と技術

作業工程

製作部品

サイズ
 直径0.05~4.00 mm
 最大長50.00 mm
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材料
 炭素鋼
 ステンレス鋼
 銅合金
 貴金属
 チタン
許容誤差
部品の素材や形状によって± 0.002 mm

管理ツール

7
認証と規格

8
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産業分野
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 電子部品
 医療
認証
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私たちについて
POLYDECとは ?

沿革
30年以上にわたる経験

Polydec SAは1年におよそ5億個の部品を製造しています。

ISO 14001

米国自動車産業技術規格

環境マネジメントシステム

ISO 9002

OHSAS 18001

新たな法手続きにより
Polydecの法人化

最初の社屋をビエンヌ
に建造

Polydec International
Inc.としてシカゴに事務所
を開設

ビエンヌの2番目の社屋落
成

ペリーに倉庫を買収

2016

2014

2006
2005

2004

2003

1996

1995
エヴィラールにPolydec
設立

1991

1985

フィージビリティ・スタディ、個別の開発、材料の選択、
プロトタイプ製作、
シリーズ
製作などのサービスを日々提供しています。

2001

労働安全衛生マネジメントシステム

1998

グローバル品質管理システム

2008

この成功は偶然の結果ではありません。
スタッフのスキル、そしてご要望や納期を
満たすことでお客様のニーズに応えたいという私たちの熱い想いがあってこ
そ、Polydec SAは様々な業界で信頼され高く評価される皆さまのパートナーとなり
ました。
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国際自動車産業技術規格

QS 9000

Polydec SAは世界の精密棒材旋盤加工市場の中の主要サプライヤーです。

時計製造産業の中心にあり、国際的名声の高い精密工作専門学校にも近いビエン
ヌに設立されたPolydec SAの強みは非常に有能な人材です。そのスタッフの活
力、知識、長年の経験のおかげでお客様のための絶え間ない革新が確実なものと
なっています。

ISO/TS 16949

ISO 9001

標準手順の見直し：プロセスモデルへ

2007

 自動車計装部品の大量生産
 高級時計製造および電子部品産業向けの中量生産
 医療分野向けに関しては限定的生産量

クール(スイス)のスイス式 10,000 m2 の新規社屋
精密旋盤加工企業Roger に移転
Maeder SA の過半数の株
を取得
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スイス式旋盤加工
情熱から生まれた職人技

会社設立時には5台のピーターマンP4旋盤しか保有していなかったPolydec SAですが、時とともに精密微小旋盤加工
での信頼されるパートナーへと成長しました。現在保有するスイス式を中心とする工作機械により様々な種類の製品
を製作可能です。

加工の種類

「エスコマティック」旋盤

可動主軸台式CNC自動旋盤

このタイプの旋盤では、
リールに巻かれたワイヤー状の材料が機械に送り込まれます。
ワイヤー
をまず厳密な直線へと引き伸ばした後、材料の周りを回転する刃具で加工を行います。

「エスコマティック」
での加工とは異なり、棒状の材料自体が回転します。
この方法では刃具は固
定されています。

単純部品の大量生産―「エスコマティック」旋盤
「エスコマティック」旋盤にはカム式とCNCがあり、ピン、
シャフト、ローレット加工シャフトなどの単純な部品に主に使
われます。

金属線の引き伸ばし

マンドレルと刃具が材料を中心に
回転する

刃具の間で材料が回転

サイクルタイムが短いため、
この方法には生産性向上の利点があり、可動主軸台式旋盤で作成する部品よりも競争力
のある価格で長時間連続生産を行うことができます。
バーフィーダー（棒材充填機）

複雑部品を少量から多量まで－可動主軸台式CNC自動旋盤
数値制御可能な自動旋盤は複雑形状部品の製作に向けられます。棒材を自動的に送り込むフィーダーがそれぞれの
機械に取り付けられています。同じ作業サイクルの中で他に、ポリゴン加工、
フライス加工、穴あけ、ネジ立て、ネジき
り、あるいはローレット加工に至るまでの技術的な作業が実施されます。

リールに巻かれた材料

ドライブコレット

追加処理
その他に次のような追加作業も実施可能です。
 研磨
 熱処理
 めっき
（ニッケルめっき、金メッキなど）
 サンレイ仕上げ
 鏡面加工
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これらの旋盤加工後の作業は、社内あるいは社外の信頼できる専門パートナーにより行われます。そのほとんどが認
定を受け、Polydec SAの厳格な品質水準に適合する作業をしています。部品は仕様書に従って仕上げられ、お客様に
は完結したサービスを提供いたします。
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顧客と技術
4つの産業分野－2種類の加工方法
v

自動車

時計

電子機器

医療

 マイクロモーター用軸
 ラジアルローター用軸
 ステップモーター用軸
 アウトプット用軸
 インジェクターポンプ用軸
 ローレット加工軸

 シリンダー型ピン
 胴付き面式ピン
 胴付き面式スタッド
 ブッシュ
 偏心カム
 時計用ネジ
 ひげ持
 固定キー

 テストプランジャー
 ポゴピン（プラグピン）
 バッテリーコネクター
 電子機器用極小部品
 半導体
 センサーピン
 スプリング式スイッチ
 プローブ

 インシュリンまたはモルヒネポンプ用部品
 医療用極小部品（閉塞具、内視鏡装置等用）
 神経外科用インプラント
 医療／歯科治療用バーおよび器具
 上顎顔面用極小ネジ
 医療電子機器用部品
 マイクロロボット工学用部品

エスコマティック旋盤
 大量
 デザインが単純な部品
 リールに巻かれた材料
 刃具が材料の周りを回転する

可動主軸台式CNC旋盤
 少量のシリーズ
 複雑な形状の部品
 棒状の材料
 刃具は固定され材料が回転
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作業工程
棒材の旋盤加工以外にも

棒材の旋盤加工

説明

工作物全体に対する二次加工

ポリゴン加工

ローレット加工

ホブ切り

研磨

熱処理

めっき

鏡面加工

つや消し

サンレイ仕上げ

先端あるいは断面への歯
切り
（材料の回転を妨げ
ずに加工）

歯車を使った材料の成
型。直線、
らせん、十字な
どの凹みを付けることが
可能。

車輪状のもの、ギア、ピ
ニオンへの歯切り。

伝統的研磨
工作物を担体、研磨
剤、添加剤と混合し数
時間（場合によっては
数日）振動槽の中で振
盪する。

スチール製工作物を
800~1000 度に熱した後
急速冷却することによる
硬化処理。素材が固く脆く
なる。

ニッケルあるいは金メッ
キ
酸化から保護するため電
気化学的加工により工作
物表面にニッケルあるい
は金の薄層を沈着させ
る。

鏡面加工
工作物の表面を極めて平
坦に研磨することにより
鏡面効果を得る。

上に被せるプラスチック
部品との接着性を高める
ことを目的として、
ダイア
モンドコートした工具で
傷をつけ表面の多孔性を
増す。

円形で平坦な工作物の表
面に小さな傷をつけ、光
が当たった時に太陽光線
のように中央から放射状
に細かな線が広がる美的
効果を得る。

化学研磨
エッチングを利用した
工作物のバリ取りと光
沢仕上げ.

部品例
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焼き戻しでは工作物を必
要な硬度に達するまでや
や低めの温度まで再加熱
する。

不動態化
酸化を防ぐため工作物表
面を化学的に変化させ
る。

ドーム状研磨
工作物の端を研磨し丸く
することで鏡面効果を得
る。

曲げ試験（破壊試験）

前

作業場所

部分的な二次加工や追加的加工

社内

後

社内

前

後

前

後

社外

社内
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製作部品
あらゆる用途の部品
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mm

0

inch

0

5

0,1

0,2

10

0,3

0,4

0,5
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ERP / IMS

管理ツール
製造工程

社外

社内

PPAPファイル

サプライヤーおよび委託業者の適格性評価
と検証   外部監査

プロセスの適格性評価と検証
内部監査

製品の適格性確認と検証
顧客監査

見積依頼

フィージビリティ
コミットメント

ERP (エンタープライズ・リソース・プランニング)ソフトウェアは、企業内のすべての
部門で用いるプロセスを一ヶ所に集中して記録することにより事業全体を効率的
に管理および調整できるようにするソフトです。

発注

Polydec SAではこのソフトウェアパッケージをすべて社内で開発し、内部の実状に
合わせてプログラムしています。ERP方式で提供される
「基本」機能に加えて、品質、
安全性、環境の3つの側面を統合した統合管理システム（IMS）全体が含まれていま
す。
このプロセスにより、本物の「品質文化」が社内に植え付けられます。
このツールによりスタッフは仕事の優先順位を迅速かつ容易に特定することがで
きるため、時間節約により日々の業務にゆとりをもって取り組むことができます。
社内のIT開発のおかげで、Polydec SAはお客様の要件や製造技術の進化を考慮し
つつ、すばやく完全にそのツールをカスタマイズすることができるのです。

材料のサプライヤー

APQP    生産計画    注文確認

FMEA
(またはFMECA)

MSA

方法：社内図面作成、CNCプログラム計算、
カム計算など

参照図面

ツーリング
図面

購買：材料、ツール

材料証明書

セットアップ

セットアップ
バリデーション

Cmk機械能
力試験

生産

セルフテスト

Ppk/Cpk
試験

切削後：社内および／または社外作業

証明書（研磨、焼き入
れ、めっきなど）

材料選定

操作手順

ツールのサプライヤー

委託業者

SPC

自動検査＋包装
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梱包－出荷

管理文書

試験プロト
コル
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認証と規格
品質保証とIMS

Polydec SAは認証登録を受けた4つの品質規格に基づく統合マネジメントシステム（IMS）を年々充
実させてきました。
 Polydec SAの組織は1995年からISO 9001の要求事項に準拠しています。
プロセスとその影響を
受けるものが定義され、役割分担が明確化され、社内および社外のお客様やサプライヤーとの協
力が行われ、
日々の継続的な発展につながっています
 1998年には自動車産業が要求するISO/TS 16949に規定される厳しい技術仕様を取り入れました。
「先行製品品質計画」
（APQP）に基づき品質と細部の信頼性を保証するため、製造を開始する前
にどの製品の場合も試験を行います。
 リソースの適切かつ責任ある利用のため、Polydec SAはISO 14001に準拠した環境システムを
2004 年から導入しました。
このシステムはその事業活動が環境に与える影響に関して有益な作用
を及ぼします。
 Polydec SAは2006年、従業員の満足と安全に配慮し、民間規格OHSAS 18001に準拠した認証に
より自らの企業理念の基礎を固めたいと考えました。
これは国際的に認められた労働安全衛生規
格です。
これらの規格を取り入れることで、従業員の満足と環境に配慮しつつ、確実にお客様の期待を満た
す製品をお届けすることができるようになります。
総合マネジメントシステム（IMS）
と規格認証が整い、
日々の業務に欠かすことのできないツールとな
っています。お客様が長年にわたりPolydec SAに寄せてくださっている信頼とお互いのビジネスの
成功がその何よりの証左です。

18

19

製品の品質
工程管理

自動検査と欠陥ゼロ

Polydec SAはそのAQ（品質保証）
とIMS（統合管理システム）に加え、大規模な管理インフラも有して
います。製造工程の様々な段階で測定と分析を共に実施することに加え、
この部門では以下のような
ことも行っています。

自動車下請業界では0 PPM（部品100万個中の欠陥数）を目指す
ことが重要な基準となっています。Polydec SAでは生産プロセス
全体の管理が行われているものの、大量生産の場合には全数検
査が要求される場合もあります。

 管理計画の作成
 原材料の検証
 新製品の承認
 製造工程分析の支援
 不適合製品の管理
 製造ロットの作成
 委託業者との協力
 測定機器の提供と維持（MSA: 測定システム解析）
 お客様の要件に合わせた制御プロトコルの作成

Polydec SAは独自の外観検査システムの開発に投資を行なって
います。
この装置ではカメラやプローブを用いて測定を行いま
す。毎日100万を超える部品の検査が行われています。

さらに顧客品質アドバイザーが、品質に関するお客様からの質問や関連する対応を受け持ち、
フォ
ローします。
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研究開発と機械工学
技術的相乗効果

Polydec SAには独自の研究開発部門と機械工学のワークショップがあり、熟練した
エンジニアチームが革新的ソリューションを開発する専門家と緊密に協力してい
ます。

カスタマイズされたシステム

自動表面処理装置で部品表面を
粗くしています。
ダイヤモンドコー
トされたツールで傷をつけること
で、上に被せるプラスチック部品
との接合を良好にするこの効果
が得られます。

Polydec SAの保有する機械は、個別の製造要件や市場の最新開発需要を満たすよ
う設計され常に適応しています。
自社システムを社内開発することにより、Polydec SAはその戦略的工程を会社がよ
り適切に管理できるよう、
できるだけ多くの作業とサービスを社内に集中化して行
うことを目指しています。

「Polydec製」
というソリューション
「標準的」機械の改良の他にも、Polydec SAは既存のツールや装置を統合するこ
とにより完全なカスタムシステムの開発・製造も行っています。
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マイクロパーツ用の測定ロボッ
ト。複数の種類の部品にも容易に
対応できるこの小型機械は同時
に最大16の寸法を一定の精度
± 0.2 µmで１部品あたり1.８秒
で測定する能力を備えています。
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Polydec SA
本社と製造施設

世界をカバー
いつでもご用命ください

子会社と提携企業

ニーズを完全に理解することなくして高いレベルの要望に応えるサービスを提供
することはできません。
この観点からPolydec SAは現在および将来のお客様にご
利用いただきやすい組織構造を作り上げました。
2005年、当社はシカゴに完全子会社の事務所を開設しました。
ダヴィッド・クイドリ
率いるPolydec International Inc. では、マイクロエンジニアリング業における
Polydec SAのプレゼンスを高めるため、顧客サービスと市場開拓を中心とした取
り組みが行われています。

Roger Maeder SA
Polydec SA 子会社
(クール)

アメリカ

スイス

日本

シカゴ

ビール／ビエンヌ

東京

当社は将来性の見込める大陸、
アジアにも同様に拠点を持ちたいと考え、2009年
から現地でのコミュニケーションを容易にすべく、
日本での連絡窓口として坂井祐
子を配しています。
製品の開発、製造および発送はビエンヌ
（スイス）
で行われます。
ヨーロッパでの顧
客調査および顧客サポートについてはPolydec SAが行っています。
アメリカおよび
アジアではそれらのサービスは、本社と密接に連携しているPolydec International Inc. により管理されています。

十年余にわたりPolydec International Inc.はPolydec SAととも
にヨーロッパ以外のお客様にサービスを提供し 市場を開拓して
きました。
親企業のエンジニアや専門家のサポートを得ながらアメリカや
アジアの市場における様々な戦略的プロジェクトに関わっていま
す。
 コンサルティングとカスタマーサポート
 受注管理と生産管理
 市場調査と市場予測
 満足度調査
Polydec International Inc.はヨーロッパ以外の地域における
Polydec SAの存在感を高め、営業部門に貴重なサポートを提供
しています。

Polydec SAは今日、各市場にふさわしい卓越した製品とサービスを提供すること
を目標とした、世界的影響力をもつ製造企業となっています。
ダヴィッド・クイドリ

Polydec International Inc. 社長
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坂井祐子

Polydec 日本窓口
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チーム
チームスピリット

近年の素晴らしい成果はPolydec SAのチームスピリットで実現
されたものです。その成功は60名のチームメンバーのノウハウと
たゆまぬ努力の賜物です。
特に重きを置いているのは、
スタッフの信頼関係の保持と強化で
す。Polydec SAは社内における透明性と対話を大切にしていま
す。それらは成功のための重要な要素だと考えるからです。
当社は継続的な研修を通じて、人間力と技術力の開発に力を注
いでいます。
このようにして作業環境は和やかで活気にあふれたものとなっ
ており、そのおかげで新たな挑戦に立ち向かうことができるので
す。
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www.polydec.ch
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Polydec SA

Polydec International Inc.

Ch. du Long-Champ 99

150 North Michigan Ave., Suite 2800

CH-2504 Biel/Bienne

Chicago, IL 60601 USA

T +41 32 344 10 00

T +1 (312) 624 7697

F +41 32 344 10 01

F +1 (312) 624 7736

polydec@polydec.ch

polydec@polydec-inc.com

日本
日本窓口 坂井祐子
〒 105-0003
東京都港区西新橋 1-2-9
日比谷セントラルビル 14 階

T +81 (3) 5532 8673
F +81 (3) 5532 8674
polydec@polydec.jp

