report 企業紹介

ダイス研磨一筋に
地域のモノ作りの一翼を担う

◎ はじめに
有限会社泉ダイスは、熊毛郡田布施町に本社

有限会社

と工場を構え、ダイス研磨を主力事業としてい
る 。周辺には、新日鐵住金ステンレス㈱、日
新製鋼㈱など全国有数のステンレスメーカーが
集積し、線材（鉄線、針金、ネジ、ボルト、ワ
イヤーロープ等）加工も盛んだ。
ダイスは各種線材を精密加工する際の必需品

泉ダイス

であるが、我々が普段の生活でみかけることは
まずない。当社は小規模ではあるが、地域のモ
ノ作りを支える不可欠な存在として、黒川社長
のリーダーシップのもと、ダイスの研磨技術の
向上に邁進している
黒川

（くろかわ

賢 二 社長
けんじ）

◎ 当社の歩み
●父親の死去により事業を継承

●会社概要
所 在 地：熊毛郡田布施町麻郷 554 番地 14
設

立：平成 12 年（創業昭和 47 年）

資 本 金 ：300 万円
従業員数 ： 15 名

現社長は昭和 43 年生まれ。両親が経営する
ダイス工場を見て育った。父親の仕事を本格的
に手伝うようになったのは、20 歳を過ぎた平
成３年頃からだ。しかし、その２年後に父親が
死去。急遽、事業を引き継ぐことになった。

営業品目 ： 各種ダイス、射出成形機、精密部
品等の研磨
Ｕ Ｒ Ｌ：http:// www.izumidies.com/

幼い頃から見慣れているダイスであり、事業
継承への躊躇はなかった。だが、
「商売として

●会社沿革
昭和47年

●技術習得に苦労

広島県五日市市にて先代社長が個人創
業、ダイス研磨開始

昭和52年

現本社所在地に移転

昭和55年

ＭiＧワイヤ製造開始

平成8年

ダイヤモンドダイス研磨開始

平成12年

有限会社泉ダイス設立、代表取締役に
就任

平成15年

射出成形機用部品の研磨開始

平成18年

㈶やまぎん地域企業助成基金受賞

本稿用語中のダイス研磨には、ダイスの形状加工
も含む。

当社外観

やまぐち経済月報2007.6

11

report

通用するだけの技術はマスターしておらず、母

全社的な生産工程、コスト面などからみて、専

親に聞きながら、一人で技術習得に明け暮れる

門のダイス業者に発注する方が安心かつ効率的

辛い日々が続いた」と、黒川社長は当時の苦労

だからだ。

を回顧する。

仮に、研磨具合が悪ければ、ダイスを通して
引き抜かれた線材の表面に凹凸ができたり、微

●事業多角化の苦い経験から本業に専念

妙な形状ミスが生じたりして、その線材は以後

平成８年より、現主力事業のダイヤモンドダ

の工程で使い物にならなくなる。特に、ダイス

イスの研磨を開始。また、若さに任せて、本業

中心部
（ダイヤモンド焼結体部分）
の研磨は、
「鏡

以外の事業多角化を図ったが、日産のゴーンシ

面研磨」と喩えられるように完璧な研磨技術が

ョックで一方的に取引を打ち切られ、受注が突

要求される。各社の腕の見せ所である。

然ゼロになるという事態を経験した。この時の

ダイス業者には多種多様な研磨ニーズが寄せ

苦い教訓により、以後、本業に徹すことを肝に

られており、例えば、ミクロン単位（１ミクロ

銘じた。

ンは１ミリの 1,000 分の１）の超微細な研磨の

平成 12 年、当社の法人成りと同時に代表取

場合、完成までに１ヶ月近くを要することもあ

締役に就任、現在に至っている。社名のなかの

る。肉眼による確認はもちろん不可能であり、

「泉」は、出身地の大阪府和泉市より付けたと

最新機器と顕微鏡を併用しながらの実に根気の

いう。

いる作業という。

◎ ダイス業者の役割

◎ ダイス業界の特色

ダイスは各種線材を伸線加工する「要」のツ
ールであり、線材ユーザーは信頼のおけるダイ

ダイス業界には次のような特色がある。
①

ス業者に研磨を託す。それは、仕上がり精度、

線材ユーザーからの受注生産で、専業性が
高い。精度の面から全工程の自動化処理は
できず、熟練技術が必要。

【参

②

考】ダイスとは

①

構造：ダイヤモンドや超硬合金、セラミックス等

②

種類：ダイヤモンドダイス、超硬ダイスなど

③

用途：線材ユーザーが各種線材を用途に応じ精密

ニッチなマーケットで、全国的に事業所は

に穴を開けた特殊金型構造（【図１】）

加工 （引抜き、押出し、圧延等の工法）
する際に使用

【図１】ダイヤモンドダイスの断面図例

ケース

超硬リング

（PD）
ダイヤモンド焼結体

「鏡面研磨」されたダイス製品
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少ない。中国地方では２、３社程度。
③
④

汎用品は中国、韓国等の海外諸国でも生産

⑤
⑥

●技能レベルの向上により納期を厳守
当社へ寄せられる仕事は、１週間程度の短期

され、国内コストでは競争に勝てない。

のものから１ヶ月以上に及ぶものまで様々であ

ダイスの磨耗には定期的なメンテナンスが

る。だが、いずれの場合も「納期厳守」を徹底

必要で、安定的な受注が見込める。

して実行している。長期の仕事の場合は、熟練

納期の関係から線材ユーザーの近隣に事業

技術に加え、集中力や体力が必要となる。そこ

所を構える先が多い。

で、当社では体力、気力面でも充実している若

線材ユーザーからの厳しい精度要求に対し

年層を中心に人材を確保し、長期的な視点から

て、最新機器への投資が必要。

技能レベルの向上を図っている。
団塊世代の大量退職に伴い、技術承継を課題

◎ 当社の特色と事業の方向性

とする企業が増えている。だが、当社は社長を

●地域の線材加工メーカー２社との密接な協力

はじめヤングパワーが中心の企業であり、今の

関係を構築

ところ技術承継の不安はない。むしろ、現場で

当社の主要な得意先（ユーザー）は、西日本

生じる技術的な問題点を全社員で話し合い、技

ステンレス鋼線㈱（田布施町）と永岡鋼業㈱（光

能レベルの向上へとつなげている状況である。

市）の２社であり、生産体制も両社に合わせた
ものにしている。その結果、
「ダイスは泉ダイ
スさんに任せるよ」と、
両社からの評価は高い。

●女性の能力を積極的に伸ばす
当社の現場に足を踏み入れて、まず、驚か

強固な信頼関係が確立されているためである。

されるのは女性が大半の職場であるということ

新規先からの問い合わせも多いが、２社との

だ。それは、ダイス研磨は非常に繊細な仕事で

関係を優先し、
「お断りしている」のが現状だ

あり、
「女性向き」という黒川社長の考えによ

そうだ。

るものだ。
過度の集中力と緊張感を求められる仕事であ
るにも拘わらず、社員の表情には明るささえ窺

主要ユーザーからの依頼品

ダイス研磨風景

やまぐち経済月報2007.6

13

report

える。こうした職場環境に作り上げたのは、黒
川社長の社員に対する並々ならぬ思いやりにほ
かならない。
●ダイスの研磨機を自社開発
モノ作りには、そのモノを作る元となる機械
が必要である。これはダイス業界においても例
外ではない。ダイス加工はまず、その元となる
研磨機の試作から始めなければならない。
当社はダイスの研磨機開発については、自社
開発を基本方針としており、社長自らが責任者
としてその任務を遂行している。しかし、開発
に失敗した試作機も少なからずあったようだ。
黒川社長は開発ロスに対し、
「今、使っている
研磨機は見た目よりもコストがかかっているも
のが多い。だが、失敗はロスばかりではない。
必ず、その時に新たな技術を修得しており、次

超音波式ダイス形状研磨機

の開発時に活かせる」という考えである。
●最新機器へは積極投資
ダイス製品についても、汎用品を中心に海外

●射出成形機部門への進出、特殊超硬リングの
試作

生産が進んでいる。汎用品に限ってみれば、国

当社は「脱下請け」を目指し、これまで培っ

内コストでは競争に勝てない。
「今後は海外で

た技術をベースに応用可能な分野の研究にも取

真似のできないもの、少量だが特殊なもの、超

り組んでいる。例えば、
射出成形機（ノズル部）

高精度なもののみが国内に残る」と、黒川社長

の研磨、特殊超硬リングの試作である。

は考えている。
当社のダイス研磨機の開発は自社開発をベー
スとするが、自社開発が困難で継続的な使用が
見込める最新機器への投資にも積極的である。
例えば、ミクロン単位の研磨に必要な１秒間
に２万〜３万回も振動する「超音波式ダイス形
状研磨機」
、１万分の１ミリの単位の太さまで
測定可能な「パッサメーター」などである。

射出成形機（ノズル部）
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射出成形機は金型に樹脂を注入し、高圧で金
型を締め付けながら、各種産業部品（大型の産
業機械から自動車関連、携帯電話等の精密分野
まで多岐に及ぶ）を製造する機械である。射出
成形機部門への進出から５年余りが経過し、同
部門の売上高は全体の１割を占める規模となっ
ている。
特殊超硬リング（指輪）については、試作品
のモニター段階にある。主婦 15 名に１年半前

特殊超硬リング

よりモニターを依頼しているが、これまでにク
レームはなく新商品として期待している。
。

◎おわりに
ダイス業界においても、汎用品を中心に中国
などとの競争が年々激化している。また、原材

業に徹し、しっかりした会社にしたい」と黒川
社長は語る。同社長の好きな言葉は「感謝」だ。

料であるタングステンやチタンなどレアメタル

「周りに助けられて、今の自分がある」とあく

（希少金属）は価格が高騰し、当社の資材価格

まで謙虚である。
「好きな仕事を続けられ、充

も上昇しており、コストアップへの対応が課題

実感あふれる毎日」という黒川社長の今後の経

といえる。

営に注目したい。

「会社の規模を大きくするつもりはない。本

（中村

滋）

社員とともに

やまぐち経済月報2007.6

15

