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ジャパンクオリティ
その内側。
我が国は、
近代より
「モノ造り」
にかけて世界と肩を並べてきた。
建築や重工業から電化製品、
クルマに至るまで。
こと品質に関しては、
いまや日本は世界でも抜きん出た存在といえる。
それはもちろんホイールの世界でも同じ。
世界基準の品質がどのように生み出されているのか、
を紐解いてみたい。
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々の自動車メーカーに純正ホ
イールを供給するだけでなく、

各種ＯＥＭやＦ１チームに供給する

︱

︱

渡邊大輔 Daisuke Watanabe
河野マルオ Maruo Kono

Text :

マグネシウム鍛造ホイールの製造な
ど、マルチなホイールメーカーとし
て知られるＴＡＮ ＥＩ ＳＹＡ。世
界をリードするその核心技術は、現
在の鍛造ホイールブームの火付け役
とも言われ、ＴＷＳブランドとして
生み出されるアイテムの数々は、プ
レミアムマシンの足元を飾り立てて
いる。今回はそんなＴＷＳの本社フ
ァクトリーにお邪魔して、製造工程
ＴＷＳの代名詞とも呼べる鍛造技

の全てをリポートすることにしよう。
術は、工場に備わる８０００トンプ
レス機が鍵を握っている。このプレ
ス機は温度が高められたビレットを、
強烈なプレスによって押し固めるも
の。８０００トンもの途方もない圧
力によって、アルミが分子単位で結
合することで軽くて強い素材へと変
化する。この工程こそが鍛造ホイー
もちろん単純に圧力をかければ完

ルの核心というわけだ。
了というわけではない。素材に圧力
をかけて押し固める前には、ビレッ
トを熱する必要がある。熱入れも素
材の種類に合わせて厳密に行われる
うえ、熱の入り方にまで気を配って
いる。さらにプレス機や金型にも最
適温度があるため、このすべての温
度を管理することは均一な品質を実
現する重要な命題なのだ。

今では多くのホイールで採用される鍛造製法。
そのクオリ
ティは世界で評価され、
“フォージド”の呼び名で多くのブ
ランドネームにも使われるにまで至る。
もちろんアルミを
鍛え、
そこから製品を作り出すまでのこだわりは、
ブラン
ドごとに大きな違いがある。
ひと括りで語れない鍛造ホイ
ールは、
職人のこだわりが詰め込まれているのである。
日
本を代表する鍛造メーカー
「TAN-EI-SYA」で、世界が認め
る鍛造技術のリアルに迫る。

全てのはじまりは切り出さ
れたアルミのビレットか
ら。加圧成形や切削とそれ
ぞれの職人技がこのひと塊
のアルミに注がれること
で、世界にアピールするメ
イド・イン・ジャパン鍛造
ホイールが誕生する。
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アルミニウム

鋁 の 錬 金 術 師 。
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取材協力／ TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY ☎0766-86-0117 www.tws-forged.com

鍛造ホイールは、素材と金型の温度管理が全て。
種類、形状によって細かく設定されていて
温度が数度違えば全てが無駄になる。

グネシウムともなると、その労力は
いかなるものか？ 素朴な疑問とし
て投げかけてみると、意外とも言え
る言葉が返ってきた。

オリジナル合金のＵＤＭでも温度の

もマグネシウムであっても、さらに

違いますが、通常のアルミであって
通常の鍛造ホイールで素材として

管理体制は同様です。マグネシウム

「確かに６０００番台のアルミとは

扱われる６０００番台のアルミです

だから特別と考えるのでなく、使用

技であり、鍛造ホイールを作り上げ

この言葉が示すように、素材には

ら細かい温度管理を徹底しているが、

「素材は温度次第でよくも悪くもな

じっくりと時間をかけて中心部まで

さらに管理や扱いに手間がかかるマ

る第一の関門というわけなのだ。

熱を加える。そして作業環境すべて

ってしまうんだ」

の熱コントロールこそが熟練の職人
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8000トンプレス機はTAN-EI-SYAの
代名詞的存在。このプレス機を設置す
るために、地下には 2 0 メートル級の
アンカーが打ち込まれ固定される。工
場自体がこのプレス機を軸に設計され
るため、切削などの加工部門は別棟の
建物に配置される。プレス機を稼働に
は部材の温度管理はもちろん、プレス
機自体の温度や使用する上下の金型も
最適な温度に設定する必要がある。特
に部材に関しては使用する素材に合わ
せて厳密に温度設定が行われる。高温
のビレットはロボットアームによって
プレス機にセットされる。その設備は
SFものの映画を見ているかのよう。

Voice of Meister

ールのデザインを作り上げていく工

美しいマシニングを実現する為に
刃の摩耗管理は徹底している。

程。ＣＡＤなどで設計されたデータ

いく作業ながら、やはりそこにも職

するすべて素材をそれぞれ最適な温

人の経験と勘が必要される。という

をもとに、専用の加工機で切削して

Ｆ１用だから特別と考えるのでは

のもデザインや使用している素材に

度に設定することは、自分たちにと

なく、製造現場ではすべてのホイー

っての当たり前のことなんです」

ルが特別な１本。そのために手を抜

は金属の伸びも違うため、それに合

例えば日々の気温や湿度によって

わせた加工機のセッティングは必須。

よっては削り方もひとつではない。

クは、続いて加工の現場に送られる。

かないことは当たり前の考えなのだ。

この加工部門はまだお皿状態の部材

このプログラムも違えば使用する刃

プレスによって鍛造されたディス

を、ＮＣやマシニングによってホイ

Machining #01
デザイン実現性の鍵を握るのはマシニン
グ機にセットされる刃物の形状。作業や
仕上げ方によって使用する刃物が違うた
め、デザインを元に図面化されたデータ
から最適な刃物を選ぶことが重要。もち
ろん、場合によっては既存の刃物では対
応できないため専用の刃物を製造するこ

とも多々ある。こう言った数々の刃物を
ストックし、その情報を共有することで
新たな製品開発にもつながると言う。刃
物は使用していると切れ味が悪くなるた
め、現場の職人がそれぞれの仕上げを見
ながら1日に2度、3度と刃物の手入れを
行っている。

Machining #02
刃物の選定や手入れに加え、マシニング
機のプログラムも職人の仕事。特に気温
や湿度によって素材の伸び方が変わって
くるため、一定のプログラムで加工機を
動かしていると微妙に製品精度のばらつ
きが生じる。この微妙な誤差をなくすた
め、1 本 1 本のデータを調整し、限りな

く誤差をなくした設計図通りの製品とし
て削りあげる。もちろん、時間をかけて
作業を行うとそれだけ製品の価格に反映
しなければならなくなる。仕上がりだけ
でなく機械加工による切削時間の短縮を
徹底することも、職人に求められるスキ
ルというわけだ。
Voice of Meister

アルミ素材の微妙な伸縮に合わせて
経験値でプログラムを微調整する。
Ultra Dura Metal
↓ TA N - E I - S YA が独自に調合した高硬
度のアルミ「UDM」は、腐食速度が通常
の6000番台よりも早く、すべての作業
工程で迅速な対応が必要となる。そのた
めU D M を扱う時は、タイムロスがない
ようにすべての工程でUDM対応のシフ
トが組まれる。もちろん製品化が実現す

るまでは各工程で様々なエラーが発生し
たという。こう言ったエラーの数々を共
有することで、素材に合わせた作業や時
間配分が決定している。まさに生鮮食品
を扱う料理人同様に、生きた金属を素早
く調理することがすべての職人に要求さ
れるのである。
Voice of Meister

Voice of Meister

新開発素材、
UDMは腐食が激しい。
迅速かつ丁寧なチームワークが最重要。

裂開製法はTWSならでは。
鍛造をより高める為の技法。
Spinning
↑鍛造リムはスピニングを利用してロー
ラーで押し拡げる裂開製法を採用する。
この作業は通常の6000番台の場合、ア
ウターリップとインナーリムの間に切れ
目を入れ、そこからローラーを用いて引
っ張りながら成形していく。これによっ
て強度と軽量化の両立が実現した鍛造リ

ムとなる。しかし UD Mの場合は素材特
性が違う為、ローラーの当て方や速度等
を 6000番台とは変更させる必要がある。
素材の性質に合わせて作業方法を変える
ことも、職人の経験値として蓄積されて
いるというわけだ。
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物のメンテナンスも行っている。ま

れも悪くなるため、１日に数回と刃

ほど。加えて切削回数によっては切

合わせた刃物は累計で数え切れない

ることも多い。そのため加工方法に

とつひとつに対して専用に制作され

物も違うのだ。しかも刃物は作業ひ

して成形する方法。強度と重量の軽

ラーでスピニングを用いながら伸ば

の間に切れ目を入れ、そこからロー

は、アウターリップとインナーリム

る工法が採用される。この裂開製法

ニングによる「裂開製法」と呼ばれ

とされるリム成形。ＴＷＳではスピ

の強度を高めるためには技術が必要

こうして各セクションの職人技で
作り上げたパーツは、組み付け作業
や最終仕上げ、そして検品作業を経
てはじめてＴＷＳの製品として認め
られる。中には求める品質に達しな
いものなどは、躊躇することなく廃
棄されるものの、出荷本数は１日に
２００本程度。その全てに職人の魂
が込められていることを考えれば、
ＴＷＳはまさしく日本一の鍛造ホイ
この技術力に加え、ＴＷＳが昨年

ールメーカーといえるだろう。
から手がけるのがＵＤＭ素材。硬度

アルミ素材を、独自調合によって輝

光沢が実現できない７０００番系の

のコミュニケーションを深めること

数々を情報として共有し、現場同士

各セクションで上げられたエラーの

は高いものの通常は腐食が早いため

きを実現した専用素材だ。この素材

が出来上がってから幾度のトライ＆

きた素材と言われるＵＤＭは、素材

程を終え、次の工程に回せるか。生

の品質を支える礎なのである。

さとチャレンジ精神こそが、ＴＷＳ

反映されるというもの。職人の勤勉

の向上心を煽り、製品クオリティに

しいものに挑戦する精神もまた職人

こうした既存の技術だけでなく新

エラーを繰り返し、製品化にこぎつ

負と言われている。いかに素早く工

で可能となったプロジェクトだ。

アルミを知り尽くした T W S のこだわり
は強度と加工性を重視した6000番台と
ともに、さらに強度を増す7000番台の
UDMが使用される。6000番台は通常の
素材メーカーから調達しているため、基
本的には他社メーカーと大きな違いはな
いが、7 0 0 0 番台に関しては TA N - E I SYA独自の専用素材として調合されてい
る。

を使用する時は、まさに時間との勝

6000 〜 7000番台の素材のみを採用

けたまさに職人たちの努力の結晶。

徹 底 的に
仕 上げるのが流 儀
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減を実現し、鍛造ディスクの性能を

Domestic Forged Meister

加工を終えた製品は微細なバリ取りや磨
きによる最終仕上げを職人の手によって
行う。単純に仕上げを行うだけでなく、
微妙な製品誤差を見抜くことも技術のひ
とつ。この情報を加工部門にフィードバ
ックすることで、均一な製品製造を実現
している。仕上げ職人であり、製品チェ
ックの検査官としての役割を担っている
のだ。

通常の乗用車用鍛造ホイールの製造だけ
でなく、とてつもない強度が求められる
大型トラックやバスの純正ホイールも鍛
造で製造している。他にも強度が必要な
音響機器部品など、幅広い鍛造製品を製
造するまさに日本屈指の鍛造カンパニ
ー。こういった広いジャンルの製品を製
造するため、メインで活用される 8 0 0 0
トンプレスのほか、別棟には6000トン
プレスも配置される。

さに料理人さながらに刃物は職人の

Inside of Japan Quality #1

TWS

魂が篭る道具として扱われている。

本当の勝負はユーザーがどう評価するか

引き出すためのリム成形技術なのだ。

ジャパン・クオリティはよくて当たり前

ディスクの製造と共に、ホイール

製作工程をつぶさに観察していると、驚
く程手作業が多い事に気付く。一つ一つ
の工程が、現場の職人一人一人の目と手
によって徹底して管理されることでクオ
リティを保っているのだ。

TWS Quality

鍛造プレス機は6000t＆8000tの２種類

ポルシェやメルセデスベンツ、レクサ
スなど各メーカーの特色を活かすべ
く、こだわりの専用設計＆デザインを
採用。純正センターキャップ対応とす
ることで、車両へのスマートな装着も
可能にしている。クーペ＆セダン向け
とSUV向けの2種類が揃う『EX-fL』
の他、
『EX-fP』もラインアップされる。

TWS Exspur
"EX" Segment

ティーダブルエス エクスパー
エックスセグメント

新素材UDMやマグネシウムを採用し、
鍛造技術を惜しみなく注ぎ込んだフラ
ッグシップブランド。UDM鍛造
『RN1
＋udm』
、マグネシウム鍛造『RSF＋
M g』が用意される。F e r r a r iなどの
Ultra High Performance Carをタ
ーゲットとした完全受注生産のセミオ
ーダーホイール。

TWS Exspur
"R" Segment

ティーダブルエス エクスパー
アールセグメント

EX-fL Design CoupeSedan
FORGED

1pcs

PCD：114.3
SIZE：8.5J×20 〜 10.0J×21
PRICE：￥134,000 〜￥170,000
COLOR：グロスガンメタカットフィ
ニッシュ、ブラッシュド

FORGED

EX-fL Design SUV
FORGED

PCD：112、114.3、120、120.65、
130等
SIZE：8.0J×19 〜 13.0J×20
PRICE：￥285,000 〜￥365,000
COLOR：フラットブロンズ、グロス
ハイパーガンメタ、フラットハイパ
ーガンメタ、グロスシルバー、グロ
スブラック、フラットブラック

1pcs

PCD：114.3
SIZE：8.5J×20 〜 9.0J×22
PRICE：￥134,000 〜￥188,000
COLOR：グロスブラックフランジカ
ット、ブラッシュド

EX-fP
FORGED

1pcs

PCD：130
SIZE：8.5J×19 〜 12.0J×20
PRICE：￥106,000 〜￥150,000
COLOR：グロスシルバー、グロスブ
ラック

RN1+udm
FORGED

1pcs

PCD：108、112、114.3、120、130
SIZE：8.5J×21 〜 11.0J×22
PRICE：￥230,000 〜￥323,000
COLOR：バフ、ブラッシュド、グロ
スブラックカットフィニッシュ、グ
ロスガンメタカットフィニッシュ、
グロスゴールドカットフィニッシュ

インポートからドメスティクカーま
で幅広くマッチングするデザインを
採用しながら、そこに高品質と高品位
もプラス。大人のユーロスポーティを
演出してくれるドレスアップホイー
ルブランドが『Exlete』
。モデルによ
りフル鍛造2ピースホイールと、軽量
モノブロックホイールがラインアッ
プされる。

TWS Exlete

ティーダブルエス エクスリート

206S
FORGED

2pcs

PCD：100、112、114.3、120
SIZE：7.5J×20 〜 13.0J×20
PRICE：￥148,000 〜￥213,000
COLOR：フラットブラック、グ
ロスブラック、グロスブラック
カットフィニッシュ、フラット
ハイパーガンメタ、ブラッシュ
ド、バフ

TWS Reizend

ティーダブルエス ライツェント

WS05
FORGED

2pcs

PCD：114.3（レギュラー）
、
112、120（パーソナライズ）
SIZE：8.0J×19 〜 11.0J×20
PRICE：￥107,000 〜￥168,000
COLOR：フラットブラック、バレルク
リアⅡ、他

WS10
FORGED

115F Monoblock
FORGED

www.tws-forged.com ］

シンプルで無駄を削ぎ落とし、トレ
ンドに敏感なユーザーを満足させる
スタイリッシュなデザインを採用。
スペックを必要最低限に絞り込んで
クイックデリバリーを実現させる「レ
ギュラーメニュー」と、多彩なカラ
ー設定による「パーソナライズメニ
ュー」の、パラレルメニューで展開
するブランド。

1pcs

株式会社 TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY ［ TEL：0766-86-0117

RSF+Mg

1pcs

PCD：100、112、114.3
SIZE：7.5J×18 〜 9.5J×19
PRICE：￥82,000 〜￥106,000
COLOR：フラットブラック、グ
ロスブラックカットフィニッ
シュ

2pcs

PCD：114.3（レギュラー）
、
100、112、120（パーソナライズ）
SIZE：
8.0J×19 〜 11.0J×20
PRICE：
￥107,000 〜
￥168,000
COLOR：
フラットブラック、
バレルクリア、他

205S

WX07
FORGED

FORGED
2pcs

PCD：114.3（レギュラー）
、
100、112、120（パーソナライズ）
SIZE：8.0J×19 〜 11.0J×20
PRICE：￥107,000 〜￥168,000
COLOR：フラットブラック、バレ
ルクリア、他

2pcs

PCD：100（19 〜 20inchのみ）
、
112、114.3、120、130（22inchのみ）
SIZE：7.5J×19 〜 12.0J×22
PRICE：￥133,000 〜￥250,000
COLOR：シルバーパールアルマイト、フラット
ブラック、フラットショットブラック、フラ
ットハイパーガンメタ、ブラッシュド、バフ
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