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株式会社小松精機工作所

会社概要

社 名 株式会社 小松精機工作所

代表取締役社
長

小 松 誠

設 立 1953年 6月1日

本社所在地 長野県諏訪市四賀桑原942-2

資本金 9,750万円

売上高
日本：68億円（2015年4月1日～2016年3月31日）

タイ工場：30億円

従業員 280人

海外拠点 KSTh(Komatsu Seiki Thailand) 約700名

諏訪市大字上諏訪に、現)セイコーエプソン株式
会社専門協力会として有限会社 小松精機工作
所を設立
腕時計部品の組立て→二次加工→表面処理・
熱処理→プレス加工へと製造領域を拡大
現在は株式会社となり諏訪市四賀に本社があ
る



株式会社小松精機工作所株式会社小松精機工作所

腕時計部品の製造技術をDNAとする会社
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株式会社小松精機工作所

基盤技術の応用と展開

電子燃料噴射用オリフィス（詳細SEM写真）

孔数：1～24孔

孔径： φ0.08 ～ φ0.3 ㎜

角度：0～42度（試作46度）

材料厚：0.08～0.3㎜

材料：SUS304、SUS430など

流量、噴射角度の機能保証

流量 70～900ｃｃ/min

第１回 モノづくり日本大賞 特別賞

2011年 塑性加工学会技術開発賞受賞

2016年世界シェア ３５％~

世界のキーメーカーに供給



株式会社小松精機工作所7

なぜ連携が必要か？

・

・

・

・



株式会社小松精機工作所

地方の企業が置かれている環境変化予測

8

保護主義の復活
VS

新自由貿易圏の創生

不安定な税制
と

金利の変化
為替変動

（ポンド・ルピー・ペソ・元・ウォン）

IoT
インダストリ4.0

新しい法制度
（航空法など）



株式会社小松精機工作所

地方中小企業の実態

ひと（人数、能力、知識、経験、情熱など）

もの（設備、測定、搬送、通信など）

かね（資本、信用枠、金融・会計知識など）

これら赤文字が常に不足している



株式会社小松精機工作所

日本の地方中小製造業の社内的な課題

• 技術は高い 品質も高い コミュニケーション能力も高い

• 実はコスト競争力もついてきた！

課題1：マネジメントが弱い（マネジメントの効果の理解が薄い）

問題点：

マネジメントで解決できることを現場に任せてしまう

マネジメントでの対応は非常に低コスト＋効果が長期安定

ベストはマネジメントも技術も強い

課題3：新しい思考世代の参加（ゆとり教育世代の社会参加の終わり）

問題点：ゆとり教育世代の社会参加がもう少しで終わる

課題２：秘密主義＋自前主義が多い
全部秘密にしておけば安全で責任なし！
自前主義にしておけばさらに安全＋漏えいなし

問題点：
秘密にしている→人に伝わらない→存在しないのと同じ

→顧客をどのように創造しますか？？？
すべてを行うためにはコストと時間が必要



株式会社小松精機工作所

現在の市場環境に基づく弊社活動

製品

デザイン

部品

品質

Input Output

加工プロセス

条件

プレス金型

切削工具

製造

管理

被加工材
プレス・切削

機械＆
周辺装置

測定方法
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株式会社小松精機工作所

解決策

解決案：連携するしかないでしょ！？

12



連携のタイプとは？（連携の構造論）

ケースA：川下の課題解決型
（顧客課題解決）

ケースB：自社やエリアの課題解決
（ローカル課題解決）

ケースC：自分（達）しか知らない事で顧客と市場をつくる
（市場創造型）



技術の見える化

自社の技術の見える化を行いたい場合は、学術的な
分類に基づいて行わなければなりません。

技術の根拠は、実証と学術的な説明がなければ見え
る化は難しく、理解されません。



連携のタイプとは？（連携の構造論）

ケースA：川下の課題解決型
（顧客課題解決）

ケースB：自社やエリアの課題解決
（ローカル課題解決）

ケースC：自分（達）しか知らない事で顧客と市場をつくる
（市場創造型）
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株式会社小松精機工作所

イノベーションのきっかけ

新しい製品の企画依頼を諏訪市から
受けていた

17

小松精機工作所では燃料噴射ノズ
ルをプレス加工にて製造し、加工した
スクラップを廃棄していた。

スクラップの電子顕微鏡写真を撮っ
ていたところ粒が均一であることに気
付いた。

スクラップ → 同じ大きさの金属粒

特許の申請を行い

この砂のアピールの為に砂時計を企画



事業⑥：挟分布金属粉体研究

(1)基本技術

(2)特徴

小松精機工作所のオリフィスの“カス”を利用
・粉の大きさが均一 ばらつきの無い金属粉粉

マイクロせん断穴抜き加工技術を利用
（挟分布粉体として特許申請済み）
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株式会社小松精機工作所

諏訪ブランドプロジェクトの構造 岩波



株式会社小松精機工作所

対象とする顧客と展開方法

Marketing Mixで考える

20

Cost
1個 42,800円
開発費は諏訪市から補助

Commodity
・砂時計

→砂粒の大きさを全て同じにプレス抜き加
工した砂を使用→1分±0.5秒になった

Communication
・広告費がないため連携事業での新聞取
材を受けてアピール

Channel
・デザイナーや加工メーカ，SUWA
ガラスの里や中央道サービスエリア
の販売店と連携し販売

対象とする顧客

砂時計が好きな人

・材料開発を進めてきた仲間や関係者が製品化したものを欲しがっていた。

・新しい技術をアピール手段を探していた。



株式会社小松精機工作所

超微細粒鋼ねじと支柱
(独) 物質・材料研究機構で開発
された金属の結晶を1μｍ以下に
する技術を使用
世界発の採用

コバルトクロム鋼使用

東北大学で開発されて、人工関
節などに使用される材料。現在
釜石市で材料を生産
諏訪の企業が加工

挟分布金属粉体

プレス加工による非常に狭い分
布を持った粉体。加熱してさまざ
まな色を出している。特許出願
中

ガラス部分

ガラスの里と連携しているガラス
職人が伝統的な技法を用いてす
べて手作業で制作。松一にて粉
体を入れるφ2.0㎜ねじ孔をガラ
スへ切削加工

小松



平成２４年度 諏訪市経済部産業連携推進室「SUWAブランドをカタチにしようプロジェクト」

（スワプラスマイナス５ミクロンプロジェクト）

＜外部協力＞
・NIMS

・東北大学
・㈱エイワ

・超微細粒鋼部品製造
・製図＋プラスチックモデル作成
・各部品加工
・越高精度金属粉末製造

㈱KST（小松精機子会社）

・コバルトクロム材調達
・高精度砂時計組立

・テストマーケティング
・限定商品『 』を販売

・外装部研磨
・金属オリフィス製造
・高窒素ステンレス材調達

・製品デザイン
・パンフレット、包装デザイン手配

中央道諏訪湖サービスエリア

ガラス素材供給 製品供給

素
材
供
給

加
工
部
品
供
給

製
品
デ
ザ
イ
ン

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

パ
ッ
ケ
ー
ジ

デ
ザ
イ
ン

コア企業

ZEST

東洋のスイス・諏訪の『精密』や『精巧さ』を象徴する完成品・限定商品の販売

SUWAブランドアンテナショップ

株式会社ホテル紅や



株式会社小松精機工作所

地方中小企業での連携した研究成果の市場展開(事例）

23

「ＳＵＷＡ±5μ-」ブランドでの展開

・長野県地方新聞（市民新聞、信濃毎日新聞、長野日報）
・大手新聞社（朝日新聞、日経産業新聞）とそのデジタル版
・テレビ東京 ワールドビジネスサテライトの「トレンド たまご」 で放映
・テレビ朝日 ニュースステーションサンデーでも放映
・北海道の通販会社、砂時計販売店からも引き合い依頼

ＳＵＷＡガラスの里と
サービスエリアにて
販売(価格42,800円）
100個限定
発表後10日で予約完
売

現在第2弾を試作中
既に12件の予約（予約
前なのに・・・）



株式会社小松精機工作所

砂時計プロジェクトを推進しての成果

24

「ＳＵＷＡ±5μ-」ブランドでの展開 観光面

・ＳＵＷＡガラスの里とサービスエリアに訪問客が増加
（ガラスの里ではリニューアル実施との相乗効果）
・他の製品の売り上げアップ
・認知度のアップ
・各種補助金の取得

公的機関での効果
・岩手県の公的機関との連携や交流の開始
・売り上げ の一部を東北復興の寄付へ

諏訪市への効果
・成功事例による新たな展開と提案
・新たなSUWAブランドの構築

企業への効果
・狭分布金属粉体の問い合わせ
・研磨技術の問い合わせ
・超微細粒鋼の問い合わせ
・他の開発技術の展開の問い合わせ
・デザイナーへの問い合わせ
・新しい企画案の協力を得やすくなった

研究機関への効果
・製品化実施例と事業化事例として利用
・研究材料の説明サンプルとして利用



株式会社小松精機工作所

連携のタイプとは？（連携の構造論）

ケースA：川下の課題解決型
（顧客課題解決）

ケースB：自社やエリアの課題解決
（ローカル課題解決）

ケースC：自分（達）しか知らない事で顧客と市場をつくる
（市場創造型）



株式会社小松精機工作所

イノベーション ケース３の事例

• 超微細粒鋼の加工技術構築と製品への展開

26



株式会社小松精機工作所

従来限界の結晶粒径５ミクロ
ンを打破。０．５ミクロンまで
超微細化して強度２倍化。

建築などの構造物の高強度
化を目標に国家プロジェクト
（ＳＴＸプロジェクト）で進めら
れてきました．

超微細粒鋼とは1998年から 物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）で開発
が進めてきた高機能材料の製造技術です！

さらに期待される製品へ
の「うれしさ」

強度向上

疲労特性向上

信頼性向上

写真提供：NIMS 鳥塚博士

27



株式会社小松精機工作所株式会社小松精機工作所

材料の結晶コントロールの効果【結論】
この加工特性の結果は自分達以外誰も知らなかった。

5μm

5μm
平滑な絞り面変形の少ない

エッジ
変形の少ない
エッジ

絞り加工への効果
マイクロ切削加工
への効果

マイクロ穴抜き加
工への効果

結晶粒径約10μｍ

結晶粒径１μｍ以下

使用材料：SUS304

結
晶
粒
径
を
小
さ
く
し
強
度
と
寿
命
を
ア
ッ
プ

材料の結晶状態

絞り部の面荒
れ

エッジの変形エッジの変形

10µm

10µm

100µm

100µm



株式会社 ナノ・グレインズ （2014年11月1日より開始 事業内容を全面新設）

新会社ロゴ：

新オフィス住所：
長野県諏訪市沖田町3丁目15 フロンティアビル 5階
（車：諏訪インターから車で1分 スポーツショップゼビオ裏）
（電車：茅野駅からタクシーで5分）

電話番号：0266－52－5370

会社概要：
代表取締役社長：小松 隆史
研究開発部長（医療機器部門）：鈴木 啓太
社員数：7名(社長含む）
資本金：1,000万円

超微細粒鋼の研究から発展してきたこともあり、また、一

人一人は小さいのですが、繋がることで非常に強靭に

なれるということを表しています。販売する製品も、この

基盤研究から発展していきます。ロゴはこれをイメージし

たものであります。

フロンティアビル外観

ここ

www.nanograins.co.jp



主な事業内容

①超微細粒鋼製造技術と加工技術を用いた
部品展開

– 歯科用部品
– マイクロバネ部品
– マイクロポンプ部品
– 自動車部品（オリフィス等）
– 時計部品
– 基本加工技術と加工への影響評価

②医療機器部品開発

– 大学・研究機関向け医療機器部品

– 動物向け処置具開発と設計

– 地元地域連携による医療機器部品開発

③非接触センサーデバイスの開発＆販売

– 材料評価の為の基礎研究

– アンプの小型化研究

– アンプ回路のマイクロ回路化

– 量産部品検査研究
⑥挟分布金属粉体研究開発

– 挟分布金属粉の球体化

– 挟分布金属粉の基準球化

– 挟分布金属粉への金メッキ化と触媒利
用⑤コバルトクロム合金と加工技術を用いた

部品展開

– 医療機器部品

– 大学・研究機関向け部品

– 岩手県企業との連携開発

④地域ブランド・製品展開

– 超精密金属粉砂時計（完売）

– 食前諏訪サラダ向けガラス皿の開発

– 諏訪プレミアムショップアドバイス

⑦大学等の研究成果の具現化
– 研究機関や大学のシーズ展開

– １３の大学や研究機関とプロジェクトを推進中



(株)ナノ・グレインズ
医療事業本部 本部長

鈴木啓太



SESSAの紹介

<名称>
中小企業医療機器開発ネットワーク SESSA

<プロジェクト概要>
諏訪圏の中小企業の加工技術と、特殊材料製造技術とを

組み合わせることで、他では追随できない付加価値を創出し、
高度な内視鏡医療機器向け処置具の開発を行うことを
目的とする。

2014年4月結成



SESSA連携イメージ

アドバイス

・医療機器専
門メーカー

コア企業

・医療機器処置具設計
・使用材料の設計、調達
・顧客への展開 ・コイルシースの製作

・部品加工
・ワイヤとカンシ部材とのカシメ接合

・部品研磨（バフ）
・部品組み立て

・医療開発推進のアドバイス

全国の官公立病院

基幹病院

医療現場

医療スタッフ

超精密加工技術をベースに、その技術を
医療機器用に最適化し、医療現場との
ネットワークを持つメーカーとの連携により
市場に投入



医工連携SESSAモデル

医師・医療機器メーカー

医療機器エンジニア

ものづくり企業

技術的ニーズ

医学的ニーズ
医学的効果を入れた製品

医療機器

長野県テクノ財団

支援 地元銀行
補助事業推進のための資金繰り



Function in SESSA’s network
Development of medical devices
Development of metals and alloys for medical devices

内視鏡部品へ展開することで
・高精度＋高強度マイクロ鉗子が可能→把持力のアップ
・加工工程でのバリが少ない→トータルコスト削減＋ディスポーサル化
・成分を変えていないので医療器展開が可能



株式会社小松精機工作所

今後の展開

• これまでの開発した技術を他の分野で活用できないか？
– 事例① 細胞への展開

– 事例② 農業分野への展開

• 若手に研究・開発する機会を多く持たせる

36



株式会社小松精機工作所

平成２８年度素形材産業を含めた
製造基盤技術を活用した「稼ぐ力」研究会

株式会社 小松精機工作所 常務取締役
株式会社 ナノ・グレインズ 代表取締役社長

小松 隆史

第4回 平成２８年度素形材産業を含めた

製造基盤技術を活用した「稼ぐ力」研究会
経済産業省別館
2016年12月22日
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