report 企業紹介

感性 にこだわる高精度の加工技術で
新工場建設を機に更なる飛躍を目指す

◎ はじめに
自動車やハイテクに代表される「モノづくり

株式会社 ひびき精機

大国・日本」の競争力は、中小企業がもつ基盤
技術（めっき、鋳造、金型等）を抜きに語れな
い。下関に本拠を構える㈱ひびき精機も、高精
度の切削加工技術で精巧なハイテク部品を生み
出す職人集団として、日本のモノづくりを影で
支える存在である。本稿では、新工場稼動で新
たなステージへの飛躍を目指す松山社長の自信
と思いやりに溢れた経営を紹介する。

◎ 当社最大の強みは高い技術力
＜複合切削加工で高精度の加工を実現＞
松山

（まつやま

英 治 社長
えいじ）

●会社概要
所 在 地：下関市小月南町 1 番 13 号
年

商：8 億 90 百万円（平成 18 年 8 月期）

設

立：昭和 47 年 7 月

資 本 金：75 百万円
従 業 員：50 名（平成 19 年 6 月末現在）
事業内容：半導体製造装置関連部品
航空宇宙関連部品
各種精密機械部品

当社の主力事業は、半導体製造装置向けを中
心とする精密機械部品の請負加工で、各種素材
を様々な形状に切削加工する。その中でも最も
得意とするのが、旋盤

１）

とマシニングセンタ

２）

による複合切削加工である。
この複合切削加工は高精度の加工を実現し、
アルミニウム、ステンレス、チタン合金等の難
削材（加工しづらい素材）の薄物加工や、精巧
な仕上げが要求されるシール面加工において威

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.hibikiseiki.com
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松山康夫氏が下関市彦島にて「松山製
作所」として個人創業
有限会社ひびき精機工作所に社名変更
資本金200万円
下関市形山みどり町に工場設立、移転
資本金3,500万円に増資
株式会社ひびき精機に組織変更
本社工場を下関市小月に全面移転
事業拡張に伴い、本社工場隣接地に工
場増設
ISO9001：2000をDNV（デット ノ
ルスケ ベリタス）にて認証取得
資本金5,500万円に増資
資本金7,500万円に増資
事業拡張に伴い、菊川工場を増設
経済産業省中小企業庁の「元気なモノ
作り中小企業300社」に選定される

薄物切削加工された「ステンレスリング」
１）工作機械の一つで、被切削物を回転させ、バイトと呼
ばれる工具で切削加工する。
２）工具を回転させ、被切削物を切削加工する工作機械で、
数値情報による制御で工具の自動交換機能を備える。
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力を発揮する。最近では、複合切削加工技術を

メイドの多品種・少量品を中心に、様々な精密

ベースに、超高真空装置用（真空チャンバー）

機械部品の加工依頼が県内外から舞い込んでく

等の部品も製造している。

る。

＜オリジナルの治工具で差別化＞
当社の高い技術力の背景にあるのが、自社で
製作する刃物等の治工具である。

◎ 造船部品加工業から鮮やかに転身
＜どん底の時期に培われた職人魂＞

大手工作機械メーカーから導入した最新鋭の

当社は、松山社長の父が個人創業し、造船関

設備をマニュアル通りに稼動させれば、ある程

連の部品加工を主力事業としていたが、松山社

度付加価値の高い製品を作ることは可能であ

長が高校を卒業して入社した昭和 47 年、造船

る。しかし、当社では、加工目的に合わせたオ

不況の煽りを受けて倒産する。

リジナルの治工具を技術者自らが製作し、機械

同年、㈲ひびき精機工作所として再出発した

設備と刃物等の道具との相性を最適化すること

松山社長は、経営戦略そのものの再構築を迫ら

で、他社と差別化を図っている。

れ、大型冷凍庫のファンやモーター、ベアリン

＜受注先は業界の一流企業＞

グ等の取替え、大手企業社宅のドア修理やトイ

当社の主なクライアントは、東京エレクトロ
ン九州㈱、㈱日立ハイテクノロジーズ、㈱アル

レバルブの改修等を手掛けるなど、臨機応変な
対応で「何でも屋」として急場を凌いだ。

バック等の大手半導体製造装置メーカーで、品

このどん底の時期に、多種多様な仕事を経験

質要求が非常に厳しいこれらの企業から、当社

したことで、設計や加工技術等に関する基礎的

の技術力は高い評価を受けている。

知識や企業ニーズを的確に把握するノウハウ等

当社はこれらの大手にぶら下がる系列企業で

が幅広く蓄積された。もともと当社は、造船関

はない。共同で新型の半導体関連部品を設計し

連事業を手掛けていた頃から、同業他社よりも

た実績があるほか、価格競争に巻き込まれない

部品のバリやキズなど仕上がりにこだわりをも

ように、場合によってはリピート依頼を断るこ

っており、そのこだわりに高精度の切削加工技

ともある。

術が加わり、新分野進出に向けた礎となる職人

受注先を限定しない当社の元には、オーダー

薄い溝加工処理を施した「アルミプレート」
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魂が培われた。

自作の刃物で加工された「ステンレスブロック」

＜半導体分野への進出で職人技を研鑽＞

一方で、松山社長は厳しさも忘れない。今年

松山社長は、山口県を代表するハイテクメー

6 月、当社独自の高い技術力が評価され、経済

カー・長州産業㈱の岡本社長を人生の師と仰ぎ、

産業省（中小企業庁）の「元気なモノ作り中小

経営の節目ごとにアドバイスや励ましの言葉を

企業 300 社（2007 年度版 )｣

受けてきた。その岡本社長の薦めで、
昭和 61 年、

選定された。しかし、松山社長は、
「モノづく

当社は半導体製造装置の部品加工業務に進出す

りは非常に厳しい世界だが、
本来は楽しいもの。

る。

我社の社員はこの賞に値するほどの元気がまだ

しかし、半導体業界では、加工に要求される

３）

に山口県で唯一

まだ足りない」と謙遜し、表彰状を壁に掲げて

精度が格段に高度化した（1 ／ 10mm → 1 ／

いない。

100 〜 1 ／ 1,000 mm）上、軟らかいアルミニ

＜モノづくりの

心

を育成＞

ウム等の表面にキズを付けない加工が要求さ

熟練を要する職人を育成するには通常相当な

れ、それまでに蓄積した技術レベルでは対応で

時間が必要だが、多くの職人を抱える当社社員

きなかった。

の平均年齢は 30 歳と非常に若い。これは、「モ

試行錯誤の末、約 1 年後に納得のいく製品を

ノづくりの

心

を育てないと

作った松山社長は、
「経験を積み重ねてモノづ

い」との信念をもつ松山社長の

くりを極めた職人は、カンや切削時の音、匂い

き出す人材育成の賜物である。

で繊細な加工感覚を判断する。高い精度を要求
される半導体製造装置の部品加工に携わり、五

技

は育たな

やる気

を引

具体的には、以下のような点に特に注力して
いる。

感 でしか分からない（マニュアル化できない）
職人技を研鑽した」と振り返る。

◎「人が資本、人が財産」の経営理念を
実践
＜社員全員の

Ｏｕｒ Ｃｏｍｐａｎｙ

＞

「人が資本、人が財産」が当社の経営理念で
ある。松山社長は、
「自分の人生はひびき精機
そのもの。それは社員も同じで、我社が存続す
れば、私自身も存続するし、社員の将来も約束
される」と話し、倒産という逆境の中で培われ
た思いやりの心で社員一人一人を大切にする。
その一例として、当社は、繁忙期においても
一時的にパートや請負・派遣社員を採用せず、
正社員採用にこだわる。これは、
社員全員の Ｏ
ｕｒ Ｃｏｍｐａｎｙ として、社員とともに
永続的な発展を目指す当社の信念を如実に示し
ている。

高い技術力を要する職場にも若手社員を配置
３）2006年度は、山口県から㈱ヤナギヤ、不二輸送機工業㈱、
徳機㈱、大晃機械工業㈱の４社が選定された。

やまぐち経済月報2007.7

25

report

●ガラス張りの経営

作機械がズラリと並ぶ。コスト低減や高速・高

平成３年、松山社長は、オーナー経営にあり

精度の切削加工技術を実現する生産システムが

がちな不明瞭なお金の使い方を一新し、公私の

構築された新工場は「研究開発型」の位置づけ

区別を明確にするとともに、財務資料を公開し

で、定型部品を中心に加工する既存（本社）工

た。これは、
「父親へのクーデターともいえる

場との役割分担が明確化されている。

革新」と松山社長は当時を振り返る。さらに、

＜ハード・ソフトの両面から技術力を底上げ＞

５年間の中期経営計画を作成し、社員に計画内

今回のこの新工場建設は、バブル崩壊後の

容を理解させることで、会社及び各々の社員が

不況期にあたる平成５年の本社工場建設、平成

目指すべき方向性を統一するなど、社員の会社

10 年の本社工場増設に続く大型投資で、年商

に対する帰属意識を高める方策を次々と打ち出

に匹敵する約８億円を投じた。

した。

「投資額は３回とも当時の企業規模を勘案す

●風通しのよい社内の雰囲気・環境作り
毎日実施する全体ミーティングでは、自社の

ると随分過大」と松山社長は分析する。一方、
「土地や建物と異なり、返済原資を 稼ぐ道具

業績見通しや社員相互の将来の夢などの情報共

となる工作機械はコストと捉えていない。また、

有を図るほか、松山社長自らが積極的に現場の

最新鋭の工作機械導入は、職人の意識改革と

職人との対話を心掛けるなど、風通しのよい社

技術レベル向上をもたらし、ひいては企業規模

内の雰囲気・環境作りに努めている。

の拡大を通じて若い世代の雇用確保にもつなが

●コンピテンシーを取り入れた人事制度

る」
と話し、
将来の明確なビジョンやその提案力・

社員のモチベーションを高めるため、経常利
益の 1 ／ 3 をボーナスとして配分
（上限額あり）
する業績連動型の評価システムなど、コンピテ
ンシーを取り入れた人事制度も導入した。

熱意で金融機関から融資を取付けながら、長期
的な視点で積極果敢な投資を実行してきた。
工場等のハード面の整備に伴い、人材育成に
よる人的資源等のソフト面も強化されており、

以上の一連の取組の結果、社員の定着率が向

ハード・ソフト両面の相乗効果による技術力全

上すると同時に、全社的な技術力のレベルアッ

体の底上げが当社の継続的な利益成長の秘訣と

プにつながっている。

なっている。

◎長期的な視点で新工場建設
＜研究開発型の新工場が 6 月に稼動開始＞
今年６月、本社工場から車で 10 分程度にあ
る豊東工業団地に建設した新工場（菊川工場：
右写真）が稼動を開始した。
新工場には、国内で２社目の導入となった最
新鋭の「５軸制御横型マシニングセンタ」等の
各種マシニングセンタ、ＣＮＣ
４）コンピュータによる数値制御
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４）

旋盤等の工
各種工作機械が並ぶ菊川工場（延べ床面積約 3,000 ㎡）

◎今後の方向性と課題

ている。

＜目指すは逆三角形型の企業＞

そこで、当社の技術力をフルに発揮できる分

今後の目指すべき方向性について、松山社長

野として進出を目論んでいるのが、より複雑で

は、
「当社の職人の質をもっと対外的にアピー

超高精度・微細加工を必要とするジェットエン

ルしたい。そのためには、理念やビジョンを確

ジン部品等の航空宇宙、医療、バイオ等の最先

実に実行できる逆三角形型の会社（下図）を目

端分野である。昨年、航空機部品メーカーとの

指す必要がある」と話す。

取引を開始したが、
取引量はまだ僅かに過ぎず、

つまり、
経営陣は市場調査等を通じて現場
（職
人）を支える裏方に徹し、設計・開発段階から

これらの新分野における今後の事業展開の成否
が当社の更なる成長の鍵を握る。

加工・検査工程に至るまで職人が顧客の中に入
り込み、
顧客の思いを忠実に形にする。この
「共

◎おわりに

創」によって、付加価値が高くコスト競争力の

松山社長のモットーは「こつこつ」
。大型の

ある製品を顧客に提供し、顧客の当社職人に対

設備投資にみられるように前向きな姿勢を前面

する評価・信頼を高めることができると同時に、

に押し出しながらも、一経営者として従業員教

担当した製品に

育に力を注ぎ、一職人として匠の技の研磨に励

誇り

をもった職人にとって

もモチベーションが向上するという好循環を生
むのである。
＜航空機分野等の最先端分野へ進出＞
現在、当社の売上の約８割を半導体・液晶関

むなど、日々の努力を決して疎かにしない。
「ゆっくり行く者は遠くまで飛ぶ」とのこと
わざがフランスにある通り、松山社長をはじめ
とする職人集団の地道な加工技術の積み重ねが

連が占める。したがって、浮き沈みの激しい半

報われ、
数年後に当社の名前が全国・世界に

導体業界が落ち込めば、当社の経営を直撃する

き

だけに、半導体業界に過度に依存しない事業ポ

響

渡ることを期待したい。
（安岡

和政）

ートフォリオ構築が経営上の大きな課題となっ

今年６月に稼動を開始した菊川工場の外観
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