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　戦後、日本は工業分野において量産化技術が向
上し、驚異的な成長を遂げました。低価格にもか
かわらず品質が高い日本の製品は、他国の追随を
許さず世界を席巻しました。その工業の発展の基
礎にあったのが、機械に使われる精密部品の製造
技術にあったことは間違いありません。
　松本機械工業株式会社は、資材調達から設計、
機械加工、熱処理まで、すべての作業をワンス
トップで行い、かつ信頼性と品質の高い精密機械
部品を製造できる技術力を持ち、さらには努力を
惜しまず進化し続ける会社です。
　今回は喜多方市塩川町の本社工場を訪問し、松
本社長に、会社の歩み、経営理念、今後の抱負な
どについてお聞きしました。

○本社、工場を東京から会津へ移転
　―会社創立以降の沿革についてお聞かせ
　　ください
　戦後まもない昭和23年に東京都世田谷区経堂で
私の父の松本四郎が「松本工業所」として当社を
創立しました。父は福島県立会津工業高校の醸造
科を卒業しており、お酒を造る蒸留器の製造を
行っていました。
　転機がおとずれたのは昭和26年です。工業用ミ
シン大手の JUKI 株式会社（当時は東京重機工業
株式会社）よりミシンネジ製造のお話をいただい

たのがきっかけとなり、当社は、「機器類の基本
はネジ」というものづくりの本質に着目し、ミシ
ンやカメラなど各種機器の精密ネジの製造を始め
ました。
　昭和27年に株式会社に改組し、松本機械工業株
式会社に社名を変更しました。その後本社工場を
拡張し高速精密自動旋盤を導入しています。
　昭和38年には兄の松本成一が社長に就任、昭和
47年には JUKI 株式会社と資本提携し、JUKI グ
ループに参画しました。
　塩川町に工場を建設したのは、その翌年の昭和
48年です。当時は田中角栄首相が「日本列島改造
論」を発表し、工業分野の地方への再配置が課題
となっていました。当社も父の故郷である会津若
松市に工場を作ろうと考え、工場敷地を探してい
たときに、塩川町より企業誘致の話をいただき、
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当地に塩川工場を開設しました。本社工場は塩川
工場への業務の集約後に閉鎖し、東京事務所に
なっています。
　翌年の昭和49年に熱処理装置を導入、また昭和
63年に第２工場を増築するなど、完成部品メー
カーとして生産体制を強化しています。そして、
平成元年に私が社長に就任しました。おかげ様で
平成25年には塩川工場40周年（創立65周年）を迎
え、記念式典を開催することができました。

○小さな部品に大きな信頼を込める
　―事業内容についてお聞かせください
　ミシンの部品は昔から高速回転に耐えられる品
質が求められてきました。その品質を追求する試
行錯誤が当社の「精密さ」と「緻密さ」を兼ね備
えた「信頼性」を培ってきました。そして、塩川
工場創業以来の伝統である「トコトンやりとげる
執着心」による加工技術の蓄積により、ネジだけ
にとどまらず他の部品の製造も可能な技術水準に
まで向上することができました。
　現在の事業の大きな柱として、「車輌部品」、「油
空圧部品」、「ミシン部品」、「OA・FA 部品」が
あります。
　まず「車輌部品」は重要保安部品（車の安全を
確保する部品）など、先端テクノロジーのかたま
りである自動車部品を製造しています。具体的に
は、エンジンの点火やバルブ（弁）の開閉をす
るドライビングシステムという装置で使われる
チェーンやベルトの張りを調節する部品や、エン
ジンにオイルや冷却水を送り込むポンプのバルブ
などの部品を製造しています。
　「油空圧部品」は、金属をたたいて成型する鍛
造品やロウを利用した鋳造方法であるロストワッ
クスなどによる複雑な形状の素材の加工を行って
おり、半導体組み立て機器などに多く使用されて
いるシリンダなど、産業機械設備の重要な部品を
供給しています。素材の調達から、当社自慢の機

械設備による焼き入れ、熱処理後に金属を削る加
工まで行います。
　「ミシン部品」の製造においては、工業用高速
ミシンで使用される１分あたり10,000回転という
高速回転に耐えられる超精密加工部品の生産技術
が必要です。全世界の縫製工場に使用されている
ミシン部品を JUKI 株式会社に供給し、ミシンの
布押えを調節するユニットや自動糸切り機能の部
品などを製造しています。
　「OA・FA部品」は、印刷機などに使われる長
尺シャフト用の金属加工などを行っています。
　いずれの部品も小さなサイズですが、完成品の
品質を左右する大切な部品です。一つ一つに大き
な信頼を込めて製品の製造をしています。
　現在の売り上げは車輌部品が40％、油空圧部品
が40％、ミシン部品が15％程度の割合となってい
ます。
　―保有設備についてお聞きします
　保有設備機械は NC 旋盤が112台、マシニング
センタが30台、研削盤が31台、ネジ専用機が52台
となっています。
　熱処理に関しては昭和49年の熱処理装置導入以
来、約40年に及ぶ実務経験とノウハウがあり、数
十種類に及ぶ材質並びに数百種類の部品サイズ毎
にパターン化し行うことができます。
　平成20年には製品の品質向上を図るためスペリ
ア式ガス浸炭窒化炉と炭化水素系真空洗浄機を導
入しました。

○首都圏から遠隔地であるゆえに
　―事業の強みについてお聞きします
　お客様からのニーズが100通りあれば、100通り
の製品があり、さまざまなニーズに対し、しっか
りと応えることが必要です。
　そのためにも機械設備の充実が必要で、工作機
械の自社製造を重視しています。当社の工作機械
の多くがオリジナルで、省力機、省人機や自動検
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査機器などの検査機器も製造しています。
　当社工場は首都圏から遠隔地にあります。その
ため小さな部品作りに特化し、輸送のハンディ
キャップをできる限り小さくしてコストの掛から
ないものづくりを追い求めてまいりました。ま
た、同じく遠隔地であるがゆえに、お客様に対し
て素材の調達から機械加工、熱処理、研磨、表面
処理まで当社が行う「ワンストップ生産体制」に
よる一貫生産を提案しています。素材加工から熱
処理・組立まで発注していただければ、お客様は
完成部品をユニットで入手でき、そのまま組付け
することも可能です。そのための機械設備も充実
させています。

○信頼される品質を熱き心で成し遂げる
　―企業理念についてお聞きします
　当社の経営の基本理念は「会社は、国際的視野
にたって社会の発展に貢献する」、そして「会社
は、しあわせを築く礎でありみんなの心のよりど
ころである」です。
　その理念を実現するために「総員参加で、より
高い技術を求め、信頼される品質と価値ある生産
をし、常に改善を行い、豊かな人間性とバイタリ
ティーに富んだ社風を築く」という経営方針を掲
げています。
　―座右の銘についてお聞きします
　今年の座右の銘は「熱き心」です。これは全力
投球で力を出し切るということです。ちなみに昨
年の座右の銘は「現状打破」でした。現状に甘ん
じることなく、目的目標をはっきりと数字や言葉
にして、結果を出すことにこだわりました。

　今年のスローガンは「組織総合力を強化し、品
質経営を行う」としています。平成27年度重点品
質活動は「不良品の流出“ゼロ”」、不具合発生時
の初動対応の徹底を掲げています。ものづくりの
会社で参考になるものは取り入れています。平成
15年に ISO9001の認証取得、更にトヨタ式「ダン
トツ活動による工程作り」を導入し、平成22年か
ら３年連続で不良ゼロを達成しました。

○企業は人なり
　―人材育成についてお聞きします
　社員に常に求めているのは、不良を出さない、
生産を上げる、納期を守る（※QCD）ことによ
り、お客様の満足度向上を図ることです。そのた
めには計画し、行動に移し、常にチェックしなが
ら、動作・活動に生かす（※PDCA）ことが必須
です。
　※QCD = Quality、Cost、Delivery
　※PDCA = Plan、Do、Check、Action

　当社の品質方針は「三直三現」（直ちに現場で、
直ちに現物を、直ちに現実的に対処する）で、お
客様満足度の維持、向上を目指すことです。
　精密部品加工は材質、刃物、回転速度と、どれ
が変わっても品質に大きな影響を及ぼします。ま
た、その部品にとって最適な加工方法を検討し、
計画した製品品質を実現できるよう取り組んでい
く必要があります。そのためにも社員には OJT
や OFF-JT によってスキルアップの教育を実施
しています。先輩社員から後輩社員へ、知恵と技
術の継承だけではなく時には肩をならべお互いに
意見し合い、より良い製品の開発に取り組んでほ
しいと考えています。

工場内・部品加工
（志田業務管理部長よりご説明いただきました）

企業訪問
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　―各種資格の取得についてお聞きします
　特級技能士が１名（昨年合格）、１級技能士16
名、２級技能士20名、３級技能士48名と技能士の
有資格者は85名と前期と比べて６名増加していま
す。合格者には毎月の手当を付与し社員の挑戦を
促しています。
　―社員の安全管理についてお聞きします
　創業当初から安全管理を徹底してきました。昭
和60年には安全管理「労働大臣進歩賞」、平成４
年には安全管理「労働大臣優良賞」、平成７年に
は安全管理「内閣総理大臣賞」を受賞することが
できました。
　社員の安全を守るため塩川工場の操業開始以来、
毎日午後３時に時間を決めてラジオ体操を行って
います。平成９年にはNHKラジオ体操「郵政大
臣賞」（金賞）を受賞しました。今後も継続して
いきたいと考えています。

○新たな部品加工に挑む
　―第三工場の操業の意義についてお聞き
　　します
　以前にも増して大手メーカー各社の海外展開が
進んでいます。一旦海外調達された部品は、海外
での組み立て販売が主となり国内生産に戻らない
状況にあります。
　この現状を打開するため、既存取引先様からの
新規部品並びに新たな取引先様の開拓に力を注ぎ
営業活動を展開していますが、現在国内企業に残

る部品は、海外メーカーとの差別化が可能な「超
精密加工」、「難加工」、「試作品を含む小ロット品」
等にシフトしつつあります。
　今後も当社の特色を生かしたワンストップサー
ビスのものづくりを強化しながらお客様のニーズ
に十分な対応をするため、工場建屋及び新規加工
設備の導入が必須となり、今年４月に塩川工場敷
地内に第三工場を完成させ、最新鋭設備の導入を
することができました。ふくしま産業復興企業立
地補助金の指定をいただいたこともありがたかっ
たです。
　この工場増設により、これまで培ってきた技術
を基に新たな分野へ進出することも考えています。
その中でも医療の分野は信頼性が求められます。
当社の総合力を発揮できる分野であると考えてい
ます。
　また、平成24年からネジ、バネなどの機械要素
や金属、樹脂に関する加工技術を一堂に集めた専
門技術展である「機械要素技術展」に出展してい
ます。今後も全国の製造業者とも商談を重ねてい
きたいと考えています。

○地域の発展のため、貢献していく
　―震災時の対応についてお聞きします
　震災により工場の外壁に亀裂が入るなど被害は
ありましたが、重油不足により夜勤のみ１週間程
度の休みとした以外は、工場の操業には大きな影
響はありませんでした。

部品加工装置

工場内・熱処理装置

NC旋盤　　

企業訪問
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　しかし、原発事故による風評被害は会津地方に
おいても、また当社においても大きな問題となっ
ております。平成23年５月に喜多方市にて開催さ
れた「喜多方安全宣言・風評被害対策総決起大
会」において、震災による当社の被害及び対策に
ついての講演をさせていただくなど、風評被害の
払しょくと復興に力を入れてまいりました。
　―社会貢献活動についてお聞きします
　当社の工場が東京にあった当時から、近隣の障
害者施設から障害者の雇用をしていたこともあっ
て、塩川工場に移ってからも同様に障害者の雇用
を継続しています。あわせて現在は障害者の社会
参加と自立の援助活動をするため平成６年に発足
した「会津地区障害者雇用連絡協議会」の副会長
として活動をしています。
　環境対策にも力を入れており、平成17年に ISO
14001の認証を取得しました。環境問題に関して
は地域社会の声に応えて、一緒になってやってい
かなければならないものと考えております。
　そして、納税の義務を果たすことで平成４年、
平成９年、平成16年、平成21年に「優良申告法人
賞」を受賞しています。また平成14年には東京国
税局から「間接税申告納税制度施行40周年感謝
状」を授与されました。
　当社では献血事業にも積極的に協力しており、
永年の献血事業への協力に対し、平成25年には日
本赤十字社から「金色有功章」をいただいていま
す。

○知恵を出し合い次の世代へ
　―将来の展望についてお聞きします
　「知識」は自分ひとりで勝ち取るものであると
思いますが、一方「知恵」はお互いのコミュニ
ケーションを通してヒントとしてでてくるもので
あると私は考えています。技術をひとりの技術だ
けに終わらせてしまうのではなく、社員一人ひと
りが知恵を出し合うことにより、「知の通った技
術」にしていく。これこそが、今後においても当
社がやるべきことだと考えます。
　今考えているのは、後継者である次期社長への
スムーズなバトンタッチです。幸いお取引様と従
業員に恵まれていますので、安心して次の世代へ
バトンを託すことができます。もちろん、私もま
だまだがんばっていきますよ。

【インタビューを終えて】

　今回の取材で、松本社長に本社をご案内して
いただきました。途中、本社の廊下には荷物な
どが見当たらず整然としており、また、床のす
みずみまで掃除が行き届き、キラキラと光り輝
いていました。一方、目標や実績など、食堂前
の社員向けの掲示板などは、わかりやすく配置
されていました。その印象は工場内においても
変わらず、社内の理念や方針が統一され、しっ
かりと浸透していることに感銘を受けました。
　松本社長にインタビューをさせていただき、
品質と信頼を守ることにおいては、「ならぬこ
とはならぬものです」という会津藩「什の掟」
の心意気と、新たな分野開拓への並々ならぬ意
志を感じ、地元会津から世界を見据え前進する
当社の、今後のさらなる発展を確信できる取材
となりました。 （担当：安藤）

「信頼性」と「高品質」を積み重ねる

工場内・作業風景

ラジオ体操でリフレッシュ
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