
東京設計管理研究会のご案内

東京設計管理研究会

http://t-eac.com

会員相互の協力により、設計部門の効率化のための管理システム・手法

および設計機材とその利用技術の改善をはかることを目的としています。

http://www.t-eac.com

主な活動

１．設計革新セミナー
事例・研究発表・パネルディスカッションなど：年10回

工場見学・ショールーム見学など(随時）

２．総会

特別講演：年1回
３．その他

研究部会による研究活動

研究年報の発行

他研究部会への情報発信

全国設計管理研究会・他団体との情報交換

会員による新商品などの紹介

会員相互の親睦を図るための懇親会・イベントの開催

研究会の目的

東京・関西設計管理研究会合同例会（2016.9.9) 株式会社 堀場製作所様

1958（昭和33）年有志が集い設計を取り巻く悩み・課題を議論し、様々な提案

活動を国・業界に発する目的で｢設計事務管理研究会」として発足しました。

当研究会も来年2017（平成29）年には創立60周年を迎えます。



沿 革
1958年 当会は、有志が集い設計を取り巻く悩み・課題を連夜議論し、様々な提案活動を国・業界に

発する目的で｢設計事務管理研究会」として発足

1962年 第1回研究発表大会を開催

1968年 中部･関西･中国･九州の研究会との連絡を密にするために｢設計管理全国協議会」を設置

｢設計事務管理研究会」の名称を｢東京設計管理研究会」（現在東京ＥＡＣ，ＴＥＡＣ）と改める

1969年 通産省工業技術院から「マイクロ写真に適した製図法」のJIS原案の作成依頼を受ける

1973年 「マイクロフィルムの濃度専門委員会」を設置

1980年 「簡略製図法のJIS原案作成委員会」を設置

1988年 「OA分科会」「資料管理分科会」「CAD分科会」「図面管理分科会」 「教育分科会」

及び「環境分科会」を設置

1992年 「標準化・設計の質・原価・日程管理（SQCD）分科会」を設置

1994年 1年間の研究成果をまとめた「研究年報」を発行する。以後、毎年発行

1996年 日刊工業新聞社が主催し，当研究会が後援の通信教育「設計管理のエキスパート養成講座」

が開講し，当会会員が添削講師をつとめる

この通信教育は，（社)日本機械設計工業会主催の機械設計技術者試験への推薦講座にもなり、

我が国の機械設計技術の向上を下支えすることになった

1997年 第300回記念例会・創立40周年記念式典を開催

1999年 「設計管理エキスパート養成講座」が労働大臣認定の「教育訓練給付制度」対象講座の指定を受ける

2000年 事務処理ＩＴ化への取組みを実施する。「設計効率化と管理の基本」(機械設計10月号より）、

「設計効率化を高める管理の手法」（機械設計12月号特集）を当会会員が執筆

2001年 東京設計管理研究会のロゴマークを制定

2004年 例会名称を「設計革新セミナー」と改称する。学術会員制度を制定

日刊工業新聞社主催の「自動車部品生産システム展」に出展

2005年 東京設計管理研究会のホームページを開設

「2004年度研究年報」が拓殖大学の設計教育教材に採用

2006年 設計工学会、機械学会協賛の公開研究発表会「教育事例発表会」に会友宮内氏が事例を発表

「2005年度研究年報」が拓殖大学の設計教育教材に採用

2007年 12月「創立50周年記念式典」を開催する。研究年報の電子化を実施

2008年 3月「設計革新セミナー」第400回を迎える

6月に日刊工業新聞社主催の「自動車部品生産システム展」に出展

2010年 9月関西設計管理研究会と第二回合同例会を三菱電機(株)稲沢事業所で開催

10月パネルディスカッションを開催

2011年 3月11日に発生した東日本大震災のため、4・5・6月度の例会開催を中止

9月東京・関西合同例会を住友スリーエム（株）カスタマー・テクニカルセンターで開催

東京設計管理研究会/関西設計管理研究会からの参加者が60名を超える盛大なセミナー開催

2012年 今年より、事例発表の後にパネルディスカッションを導入

9月東京・関西・中国の合同例会を（株）イシダ・滋賀工場で開催

12月 東京設計管理研究会創立55周年記念式典、第46回設計管理全国協議会を開催

出席者65名の盛大な記念式典を開催

2013年 2月 研究部会の再編成実施

工場見学:4月（株）小松製作所・茨城工場様、6月ヤマハ発動機（株）様、7月多摩テクノセンター

9月 第5回「東京・関西・中国ＥＡＣ」合同例会を東京都立産業技術研究センターにて開催

2014年 9月 第5回「東京・関西・中国ＥＡＣ」合同例会をマツダ（株）（広島市）にて開催

2015年 9月 第6回「東京・関西・中国ＥＡＣ」合同例会をヤマハ発動機（株）（磐田市）にて開催



2016年度「設計革新セミナー」
オブザーバー参加でセミナーを体験できます

2015年度「設計革新セミナー」の発表テーマ

2015.2.4 「設計管理の基礎（その5）
2015.3.11 「3D図面を使い設計・製品化・納期の短縮」
2015.4.8 「タイ国（バンコク周辺）での日本企業進出状況」
2015.5.13 「3D CAD構想～市場調査と企画について」
2015.6.10 「富士ゼロックスの物作り改革の取り組み」
2015.7.8 「CADと3D-PRモデリングによる協調とコミュニケーションを活かした設計製図教育」

「3Dプリンタの導入目的と期待される効果に関する一考察」
2015.9.11 「E-BOM業務改革に関する活動報告（その2）」

「富士ゼロックスの生産改革革新」
2015.10.14 研究部会発表
2015.11.11「実践設計管理を顧みて」

2014年度「設計革新セミナー」の発表テーマ

2014.2.12 「設計管理の基礎（その5）「
2014.3.12 「設計情報資料の整理と削減プロジェクト」
2014.4.9 「3Dプリンタの現状と動向の紹介」、「製造図面の作成ミス防止活動」
2014.5.14 「3Dプリンタによる試作事例」

「TEACでも“モノづくり日本”各企業の対応策を再考する必要性」
2014.6.12 「3Dプリンタの今後の動向、課題（その3）」

「SPH法（粒子法）を用いた新しい解析事例の紹介」
2014.7.9 「ISO9001品質マネジメントシステム次期改定の概要」
2014.9.12 「SKYACTIV開発にまつわるお話」、「E-BOM業務改革に関する活動報告」

「パナソニックにおけるデジタルものづくりと3次元活用」
2014.10.8 東京都立産業技術高等専門学校生産システム工学コース専攻科学生の研究発表3件

「デジタルマニファクチャリングにおける企業サポートと人材育成」
2014.11.12 「“業務成果”と“人と組織の成長”を実現するインパクト・メソッド」

例会および
幹事会

開催日 開催会場（会社） 事例・研究発表会社 予定パネラー 工場見学 製品発表
新会社
紹介

2016年度
新年度幹事会

 1月9日（土）
NTTデータエンジ
ニアリングシステ

ムズ

468回
2月度セミナー
幹事会

 2月9日（火）
コマツ

（茨城工場）
○

469回
3月度セミナー
幹事会

 3月9日（水）
三和工機

本社
三和工機

各研究部会の

方向性確認
○

470回
4月度セミナー
幹事会

 4月13日（水）
日本ユニシスエク
セリューションズ

関東鉄工 関東鉄工

471回
5月度セミナー
幹事会

 5月11日（水） フォトロン フォトロン ○

472回
6月度セミナー
幹事会

 6月8日（水） NTTデータエンジ
エーワンテクニカ

NTTﾃﾞｰﾀｴﾝｼﾞ
○

2016年度
夏季幹事会

 6月25日（土）
三和工機

本社

473回
7月度セミナー
幹事会

 7月13日（水） 東京都市大学
アルトナー

（技術者教育）

474回
9月度合同セミナー

9月9日（金） （合同）関西 堀場製作所

475回
10月度セミナー
幹事会

10月12日（水） LIXIL 富士ゼロックス

476回
11月度セミナー
幹事会

11月9日（水） 国士舘大学 国士舘大学

2016年度　総会 12月9日(金） ミューザ川崎 総会 研究部会報告会

協議事項
活動方針、セミナー計画
役割分担、研究部会　他

協議事項
下期セミナー確認

合同例会、総会　他

日本設計工学会との合同企業見学会
コマツ発表



＜会員＞

1. (株）アルトナー
2. (株）インパクト・コンサルティング
3. (株）ＮＴＴデータエンジニアリングシステムズ
4. (株）荏原製作所
5. (株）エーワンテクニカ
6. (株）関東鉄工(株）
7. 黒田精工（株）
8. (株）工学研究社
9. (株）小松製作所 開発本部

エンジン開発センター
10. (株）サンコー
11. 三和工機（株）
12. (株）セラミックコート
13. ＤＡＸ’デザイン・クオリア
14. (株）テクノクラート
15. (株) ディビジョン・エンジニアリング
16. 東京ガスケット工業(株）
17. (株）フォトロン
18. 日本ユニシス・エクセリューションズ（株）
19. 富士ゼロックス（株）
20. (株）富士テクノソリューションズ
21. プロセス設計塾
22. 三菱重工業（株）汎用機・特車事業本部
23. ヤマハ発動機（株）

会員構成

＜名誉会員＞
新井 泰司 氏
（東京都立工業高等専門学校名誉教授）

＜学術会員＞

東京都立産業技術高等専門学校
名誉教授 朝比奈 奎一 氏

東京都市大学

名誉教授 平野 重雄 氏
埼玉大学

名誉教授 大滝 英征 氏

東京大学
ものづくり経営研究センター

吉川 良三 氏
沼津工業高等専門学校

機械工学科 准教授
山中 仁 氏

電気通信大学
名誉教授 石川 晴雄 氏

＜会 友＞

11名
会員名簿順（2016年6月現在）

技術部門の課題解決に！

1. 毎月のセミナーにて、最新情報・他社事例などの情報が入手できる

2. セミナー後の研究部会には、設計管理・設計手法・教育・広報研究部会があり

参加者全員でテーマに沿ってより深い研究を実施する

3. 工場見学などで他社の工場を見学できる

4. セミナー時、自社の新商品などの紹介ができる

5. 関西設計管理研究会など関連団体との交流ができ、他地区設計管理研究会の

セミナーにはオブザーバー参加ができる

研究部会セミナー

お問合わせ、入会はホームページ
http://www.t-eac.com よりお願い致します。

全国設計管理研究会
・東京設計管理研究会

（http://www.t-eac.com)
・関西設計管理研会（http://www.keac.jp).
・中国設計管理研究会

関連団体
・公益社団法人 日本設計工学会
・社団法人 日本機械設計工業会
・公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
・株式会社 日刊工業新聞社


