金 型の内 製 化で未 来 を 拓 く

業 界のセオリーを 打 ち 破 る 創 造 力
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部品などを製造するマツダ株式会社。
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も多々ありましたが、諦めずに試行錯
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松田英成（まつだひでなり）社長

バブル経済 崩 壊 以降、 安 価な海 外メ

報から、今後は海外メーカーとの価格

誤を繰り返し、時には半年や 1 年かけ

ます。毎年ひとりでも雇用すること、

競争が始まるだろうと予想をしていま

て、これまですべての注文をクリアし

納税やリサイクルなど、当然の、ささ

した。

てきました。

やかなことではありますが、社会に貢

リーマンショックを機に
再び変革へ挑戦

献する心を忘れない会社でありたいと

変え、付加価値で勝負するべきだと考

2002 年に新しい圧造機を導入して

から、ネジは安心安全が第一。小さい

1964 年（昭和 39）生まれ。大阪産業大学
大学院工学部工学研究科修士課程修了。
1983 年（昭和 58）に株式会社阪村機械
製作所（京都府久世郡）に就職。1990
年（平成 2）にマツダファスナー工業株
式会社（のちにマツダ株式会社に改名）
に入社。製造・品質管理・技術・営業で
経験を積み、取締役、専務取締役を経て
代表取締役に就任。
「平成 24 年度戦略的
基盤技術高度化支援事業」
の支援を受け、
超硬金型のレアメタルの使用量の削減・
リサイクル・リユースの高度化に取り組
む研究開発型企業として経営革新を行っ
ている。

ーカー 製 品との価 格 競 争に多くの企
業が 苦 戦を強いられた中、 同 社は着
実 に業 績を伸 ばし続けてきた。 その
背景には松田英成社長が未来を見据
えて果 敢に挑んだ、 規 格 品から難 加
工 特 殊ナット類 への 転 換、さらに金

海外メーカーとの価格競争の激化が
予想される中、量産品を価格で競うこ
とは不毛です。それならば業務内容を
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えました。金型からデザインし、顧客

から金型を自社で設計してきました

部品ですが、わずかな誤差もなく誠心

型の内製化といったビジネスモデルの

それぞれの要望に沿ってカスタマイズ

が、製作は外注委託でした。金型は製

誠意きっちりとつくり上げる。これは

変革があった。

したネジに特化するのです。

品の形状を決める要の技術です。手掛

創業時から受け継いでいる信条です。
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Corporate
History

1968 年～
68 年、現会長の松田哲雄が、前身の
冷間圧造ナットメーカーを東大阪市に
て創業。

1970 年～
74 年、城東区の現在地へ移転して法
人化。マツダファスナー工業株式会社
として創業。

2000 年～
02 年、阪村機械製 NF-525 型、NP425 型ナットフォーマーを増設。長き
にわたる冷間圧造の技術を生かし、
標準品から特殊パーツ製造へと業務
を転換。
05 年、ISO90001 認証取得。大阪府
より中小企業経営革新計画承認企業
の認定を受ける。
07 年、社名をマツダ株式会社と改名。
08 年、ISO14001 認証取得、高効率
複合加工によるエネルギー使用量の
削減による CO2 削減を目的とした、
平成 19 年度エネルギー使用合理化支
援事業に採択される。
09 年、「 大 阪ものづくり優 良 企 業 賞
2009」受賞。同時 5 軸マシニングセ
ンター、NC 放電加工機、ワイヤーカッ
ト放電加工機など 1 億円を投資して設
備を揃え、金型製造の内製化を開始
する。

2010 年～
12 年、川上企業との連携プロジェク
トで、経済産業省公募の「戦略的基
盤技術高度化支援事業（サポーティン
グインダストリー事業）」に採択され
る。平成 23 年度レアメタル・レアアー
ス使用量削減・利用部品代替支援事
業に採択され、省タングステンポンチ
の開発を開始。異業種のものづくり企
業 5 社で連携して、3S（整理・整頓・
清掃）活動を通じて、生産革新を行
う連携チーム「大和 LinkV+」を立ち
上げ、カイゼン活動を開始。創造空間
カフェ「愚足庵」を工場内に設置、
製造業の新しい情報発信の場として、
また新たな発想が生まれる場として
活用を開始。
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マツダ株式会社

冷間圧造部品に対するニーズに対応

世界初・日本初

ナンバーワン性能

冷間圧造の試作から金型製作、量産までの
ワンストップサービス

特殊形状の部品を
一貫生産

トップシェア

技術等概要
冷間圧造は、室温のまま金属材料を金型を使用して圧縮成型
する塑性加工です。金属素材を伸線加工した線材を金型によ
って、5 〜 6 段階に分け連続して加工を行い、非常に大きな
圧縮応力を受けて塑性変形した材料は、機械的性質が大きく

レーザ複合溶射による表面改質で
耐久性の向上とコストダウンを実現
冷間圧造部品は、冷間圧造金型の長寿命および部品のさらなるコストダウン
のニーズが高まっています。この技術は冷間圧造金型に、接合技術（ロウ付
けなど）や、溶射とレーザの技術を複合させることによって、必要部品に超

向上します。通常、冷間圧造加工と金型製作は別の専門会社

硬合金皮膜を形成させ、超硬材金型と同様の耐久性を図ると同時に、低コス

が行いますが、マツダ株式会社では自社で金型製造を行う設

トも実現するものです。また、金属摩耗時に再度超硬合金皮膜を形成してリ

備と技術を確立しました。

ユースを可能にすることで、冷間圧造の高度化を実現します。

【特徴 1】

冷間圧造部品、ねじ部品の製造

技術詳細

冷間圧造技術を用い、室温のまま金型を使用して 5 〜 6 回一定の圧力を加え

冷間圧造金型のポンチ（材料の中を打ち抜く部品）は、金属を塑性加工す

て叩いたり、伸ばしたり、穴をあけたりして加工。高強度、高品質でいて経

る道具であり、金属材料と接する部分には高硬度性や耐摩耗性が必要なた

済的な部品を提案します。また、評価用サンプルや試作品は、極少ロット部

め、超硬合金材料が適当とされてきました。しかしその主要資材であるタ

品を 1 個から切削加工により製作しています。

ングステンやコバルトは高価かつ希少であるため、今後入手難やさらなる
価格高騰が考えられます。

【特徴 2】

そこで、ポンチの先端の使用部分のみを超硬合金にする「先端ピース方式」

冷間圧造用金型製造（超硬金型）

を開発。また、先端部にプラズマ複合溶射による皮膜を局部的に付与する

金型のレイアウト、材質、強度、精度を自社の技術と経験に基づきデータベ

ことにより、高度な耐摩耗性と高密着度を実現。ポンチの革新的な長寿命

ース化。高品質で長寿命のダイスやパンチを製作しています。また、組み合

化とコストダウンによる量産品質の確保、安定した供給体制の確立を目指

わせニブ式経済的 VA ダイスの提供も可能です。加工が難しいと言われる特

します。また、従来は摩耗すると廃棄していましたが、摩耗部分に超硬合
金の皮膜を形成できるため、繰り返し使用することが可能となります。

殊部品も、自社独自の設計により実現してきた多くの実績を有しています。
金型例

ここに
注目

背景

独自性

今後の事業展開

冷間圧造の要となる金型ですが、通常、
金型製造は専門のメーカーが行います。
2002 年以降特殊形状の金型を自社で
設 計 デ ザインしてきました が、メーカ
ーでの修業経験をもつ松田英成社長の
もと、 2009 年に金型製造を内製化しま
した。

軽薄短小製品を得意分野とし、より高
品質な部品製造が可能です。金型内製
化により、一貫体制によるワンストップ
サービスを提供。試作、金型製造、量
産までの各工程を並行して進めること
により、大幅な納期短縮を可能にしま
した。また、自社のノウハウやデザイン
力を活かして、金型構造や材料、組み
立て方を見直し、コストを削減するとと
もに、省エネルギー化も実現。

新たな技術構築に取り組み、自動車や
エレクトロニクスを中心に、冷間圧造
が採用されている建築、環境、医療福
祉、宇宙産業など幅広い分野での事業
展開を目指します。また、戦略的基盤
技術高度化支援事業（サポーティング
インダストリー事業）に採択された長
寿命・低コスト冷間鍛造金型用「省タ
ングステン工具（ポンチ）」の実用化に
も鋭意取り組んでいきます。

会社概要・基本情報（2012 年 11 月現在）
所在地

U R L
T E L
F A X
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〒 536 -0017
大阪府大阪市城東区新喜多東 2 -4 -19

http://www.matsuda-fastener.co.jp/
06 -6968 -4981
06 -6968 -4932

業務概要
従業員数

冷間圧造部品（カラー、スペーサー、ブッ

資 本 金

18 名
2000 万円
設
立 1974 年
代表者名 代表取締役社長 松田英成

シュ、特殊ナット、特殊ボルトなど）と、冷
間圧造金型の設計・製造、試作加工（切削）。
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