仏

具から先端医療機器へ…
進化する加工技術

—創業 100 年近い企業ですが、どのような変遷をたどられたのでしょうか ?
当社は 1917 年に仏具のリンや蝋燭立ての製作で創業し、その

100 年企業として培った切削加工技術
と積極的な「異業種連携」により、難加
工材であるステンレス、チタン素材で、
半導体装置・分析機器部品製造に加え
新たにβチタン加工で医療機器分野の
市場への展開を狙う
「二九精密機械工
業株式会社」。京都市に立地する「京大
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100 年企業の金属加工技術と提案力
βチタンパイプで医療業界から世界へ

二九精密機械工業株式会社

〉
〉
〉会社のおいたち、なぜ入居したのか

桂ベンチャープラザ」でのβチタンの新
たな挑 戦につ
いて代表取締
役の二九 良三
氏にお話を伺
いました。
二九 良三 社長

入 居 B I

京大桂ベンチャープラザ

代表取締役

二九 良三

所

地

京都市南区唐橋経田町33-3

種

チタン、SUS等の難加工材の
精密機械部品切削加工

L

http://futaku.co.jp/

在

業

U

R

1917年
1975年
2009年

初代二九 長太郎氏が創業
社名を二九精密機械工業（株）
に商号変更
前副社長 二九 良三氏が代表取締役社長
に就任
京大桂ベンチャープラザに研究室を開設
京都市ベンチャー企業目利き委員会にお
いて「Aランク」
に認定される

2010年

京都府知事・京都産業 21「京都中小企業
技術大賞」優秀技術賞を受賞
本社事務所を新築移転（京都市南区）
「京都企業戦略的共同研究推進事業」採択

2012年

12月、京大桂ベンチャープラザ卒業

竣工
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る市場にも挑戦したいと考

このような技術面、開発面、ネットワーク等の支援をフル活用し

えています。そのためには、

たことで、最小外径φ0.35 、最小内径φ0.2 の小径βチタンハイプ

提案型の攻めの営業ができ

の開発に世界で初めて成功することができました。

るようなマーケティング力が

—新社屋建設を含め、この3年間で大きな変化が起こっていますね。

必要になると思います。

新工場

お客様のどんな課題にも向き合って 人がやらないことをやる

した。人が嫌がるような面倒な作業を率先して取り組んできたた

持つ課題に対し提案できるものづくり企業としての新しい営業拠

をモットーに、
この挑戦を続けていくことで、5 年後には売上 50 億

め、難加工材といわれるステンレス
（SUS）の加工技術も培われて

点を持ちました。βチタンの高耐食性や高い曲げ強度の特性を活

円を目指していきたいと思っています。

きました。現在では、分析機器、医療関連器具部品および半導体分

かせば、医療用の鉗子や腹腔鏡もステンレス製のものより10 倍以

これまでの様々な出会い、新しい展開は 2009 年
（3 年前に）
イン

野、
眼鏡関連分野の部品提供を行っています。

上長持ちするものがつくれます。他にも釣り竿の先端パーツに採

キュベータに入居したことが、
きっかけでした。3 年間でしたが当社

その代表的なものが、当社が取り組む「βチタン」です。チタンは

用されたり、
大手ゼネコンがエコをテーマに新入社員に企画させた

にとって大きな変化のある時間でした。 IMをはじめ大学や自治体

軽くて強いのですが、摩擦に弱く、焼き付きやかじり等が発生する

忘れられない傘 の骨組みに採用されました。切削加工屋からは

ため微細加工が非常に難しい金属です。
今から8 年ほど前、お客様から血液分析装置で使用する針状の

ノズルが何万回という分注で摩耗したり、曲げ変形してしまうの

想像できない分野にも思えますが、当社はお客様が欲しいものを
つくることをポリシーとしていますので、
自社にない技術は地域企
業と連携し補完し合いながら提案を行ってきています。

等、
ご協力いただいた方に大変感謝しています。
—最後に、
これからインキュベータ利用を検討する企業に
メッセージをお願いします。
私は「思い続ける」ことこそが大切だと思っています。そうすれ

で、曲げに強いノズルの開発を依頼されました。眼鏡用ヒンジに使

既存事業の基盤事業であった半導体部品加工を始め高い技術

ば、それに賛同してくれる人が必ず出てきてくれます。より多くの

われていたチタン加工も行っていた当社は、
この課題に対し、曲げ

と職人的ノウハウで仕事をする工場のメンバー、新社屋で攻めの

賛同者を得るためにはロビー活動を含め様々な自社努力も必要で

強度や耐食性のあるβチタン合金を使うことにたどり着き、
これを

営業を目指す営業メンバー、
インキュベーションでβチタンの新し

す。京大桂ベンチャープラザは、
こちらが発信すれば何がしかの形

きっかけにβチタン製の様々な製品加工を行うようになりました。

い技術開発に取組むメンバー全員が、新しい二九の姿に迎えるよ

で反応が返ってくる場所でした。インキュベータは、新しい挑戦に

—社長ご就任とほぼ同時期に、
インキュベータに

う中小機構の専門家継続派遣事業を活用した人材育成にも取組

不可欠な様々な人や会社との「繋がり」や「出会い」を得られる場所

みました。

だと思います。

入居されていますが、
きっかけは何でしたか ?

タン材料そのものを用意する必要がありましたが、世の中に存在

しないものだったので自社で技術開発を行う必要がありました。

—ドイツでの医療機器の展示会は盛況でしたか ?
私が社長になって変わったこと
の一つに、国際展開があります。

from IM

京大桂ベンチャープラザ
チーフIM 原田 易典

また、2009 年 4 月に私が副社長から社長に就任したことをきっ

2011 年、初めてドイツの医療機

かけに、新生 二九精密 を象徴する看板的な場所としてメディカ

器製造パーツ・原材料フェアに参

ル分野開発拠点が必要だと感じました。その 2 つの理由から様々

加しました。中小機構の国際相談

なネットワーク
（大学、企業、地元自治体、支援機関など）を有する

でドイツ出展にあたってのノウハウや NDA
（秘密保持契約）など

チタンパイプの開発の為に入居され、卒業までの3年間で、二九社

京大桂ベンチャープラザに入居しました。

諸々のアドバイスを受ける等して初の国際出展を試みましたが、世

長が述べられた通り当施設の支援ネットワークを存分に活用して

世

界 30カ国・100 件を超える商談など多くの収穫がありました。

〉
〉
〉入居̶その後の成長、展開
界に挑戦するβチタンでの
他にない ものづくり

—社長の狙いどおり、入居後、
βチタンの開発は加速しましたか ?
βチタンの開発において、バリ取り等の技術課題解決や、材料と

こういった国内外の新しいお客様を含めた評価や、当社の変化を
社員も感じてくれていると思います。おかげさまで売上もリーマン
ショック直後の入居時からV 字回復をとげることができています。

認定や京都府と京都産業 21
（京都府支援機関）の「京都市中小企

—インキュベータ卒業後は、新工場で更なる

業技術大賞」受賞など地域機関より多くの評価をいただき、併せて

事業展開を進められると伺いました。

京大桂ベンチャープラザの IM 室には技術 IM も居ましたので、

迎える切削加工メーカーです。世の中に無いβ

入居目的を達成され、
また新本社、新工場の建設により地域振興に
も寄与されています。誠実、ひたむきに取り組まれたことも含め、
模範事例として語り継いで行きます。

京大桂ベンチャープラザ
京大桂ベンチャー

〉
〉
〉そして、これから…／今後の課題

目

「平成 22 年度京都企業戦略的共同研究推進事業」の採択を受け

二九さんは、地元京都の4年後に創業100年を

プラザは、京都府お

この取組に対し京都市ベンチャー企業目利き委員会「Aランク」

なる小径パイプの開発に対し多くの開発費や連携が必要でした。

安心して新事業開発の部隊を同施設に置いておくことができまし

23

越える企業同士のネットワークを広げることもできました。

2010 年には本社事務所を京都市南区に新設移転し、お客様の

たことから開発費を確保することができました。
12 月、新工場（京都工場 R&Dセンター）

境系、
レジャー関連など異な

加工技術を活かしつつ時代の流れと共に加工品の形を変えてきま

先に話したとおり、
βチタン製の部品加工には、パイプ状のβチ

■ 会社概要

たし、中小機構近畿本部で行われた n&Nイノベーションで 20 社を

指すは5 年後売上 50 億。βチタンで
あらゆる分野のニーズに応える企業へ

よび京都市の要請
を受け、
また京都大
学と連携して設置した大学連携型のインキュベーション施設です。
ベンチャー企業育成の「北館」
と京都地域の特色を活かした新事業
創出促進の「南館」を合わせ約30社が入居。京都大学桂キャンパ
ス隣接地に立地していること、IM室には技術系および経営系の専
門家がIMとして常駐しているため、産学連携をはじめ様々な角度

2012 年 12 月に新工場が完成したため、2012 年内でインキュ

から新事業の取組をサポートしています。

ベータ卒業と同時に、R&D 工場として新稼働します。すでに売上

（北館）
〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-36

の約 5 割がメディカル分野の商品となっていますが、
βチタン材料

（南館）
〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-39

と加工技術を活かし、航空機を含む宇宙関連事業、海洋関連、環

Tel.075-382-1062 Fax.075-382-1072
Tel.075-382-1252 Fax.075-382-1262

BI
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