report 企業紹介

漁船製造で培った技術を武器に、
技術屋社長の下、ＦＲＰ製品の新
たな市場を切り拓く

◎ はじめに
山陰の新たな観光スポットとして人気を集め

株式会社

る角島のすぐ近くに、漁船製造で培った技術を
武器に、ＦＲＰ注１）製品の新たな市場を力強く
切り開く造船所がある。
ＦＲＰ製の漁船・救命艇などの設計から建造・
製作まで、
全てを自社で手掛ける㈱ニシエフだ。
福井県の小浜に分工場を有し、年間売上高は約

ニシエフ

14億円。この約９割は、ＦＲＰ船舶及びＦＲＰ
救命艇・搭載艇の製造によるものだ。
親会社の造船事業撤退により、一度は存亡の
岐路に立たされた同社を率いる、堀井社長の経
営を紹介する。
堀井

淳 社長

（ほりい・あつし）

●会社概要
所 在 地：下関市豊北町粟野 4238
設

立：昭和 46 年 11 月

資 本 金：50 百万円
売 上 高：13 億 70 百万円（平成 19 年３月期）
従 業 員：48 名（平成 19 年８月現在）

◎化学メーカーの子会社として産声
化学メーカーの子会社として36年前当地に産
声をあげて以来、当社の辿った軌跡は平坦では
なかった。
■㈱日本触媒がＦＲＰ造船業界へ新規参入
当社の創業は、大手化学メーカー㈱日本触媒

事業内容：ＦＲＰ船舶製造・修理

が子会社として西日本エフアールピー造船㈱を

関連工場：小浜工場（福井県小浜市）

設立した昭和46年に遡る。不飽和ポリエステル

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nishi-f.co.jp/

●会社沿革
昭和 46 年 ㈱日本触媒の全額出資子会社として西日本
エフアールピー造船㈱設立
昭和 47 年 第一工場完成、ＦＲＰ漁船生産開始

樹脂を生産していた㈱日本触媒が、ＦＲＰの需
要が急成長する漁船市場に目をつけ、造船業界
に新規参入したものだ。
川内（鹿児島県）もこの候補地に挙がってい
たが、
最終的に豊北町
（当時）
が選ばれたのは「一

昭和 49 年 救命艇の製造開始

本釣り基地があるなどの市場性が決め手になっ

昭和 50 年 第二工場完成

た。
」
（堀井社長）
。

昭和 58 年 第三工場完成
平成 11 年 経営組織の変更、㈱ニシエフを設立
平成 12 年 小型高速救助艇の製造開始
平成 14 年 堀井氏、８代目社長に就任
小浜工場を設立
平成 16 年 ㈱石原造船所の撤退に伴い救命艇製造・整
備事業を継承
平成19年
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ISO9001認証を取得
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こうした子会社は、最盛期、福井（小浜）、
岩手（大船渡）
、三重（浜島）
、山口（豊北）の
注１）ＦＲＰ
・Fiber Reinforced Plastics（繊維強化プラスチック）の略
で、一般的にガラス繊維やカーボン繊維などで強化した
不飽和ポリエステル樹脂を用いたプラスチック製品をいう。
・主な用途として、住宅関連分野（浴槽・浴室ユニット等）
のほか、建設資材（防水ライニング等）、工業機械、自
動車・車両分野、舟艇・船舶分野などがある。

４社を数えた。だが、化学メーカーにとって船

■嵐のなか「堀井丸」が船出

造りはズブの素人。船造りの技術習得には苦労

２社が撤収を決定する一方で、当社は独立の

したという。当社では、仙崎や長門の小さな漁

道を選択。平成11年12月、㈱ニシエフとして再

船を造りながら徐々に技術を磨いていった。船

スタートを切った。

の作り方を教えてもらうため、資本参加により

堀井氏が創業来８代目の社長に就任したの

木造船技術を持つ会社のテコ入れを図ったケー

は、その約３年後（平成14年10月）だ。当社の

スもあった。

営業基盤である漁業が低落傾向を辿り、同業造
船所の撤退が相次ぐ、まさに嵐の中での「堀井

■漁船が木造からＦＲＰにシフトする流れに乗
る

丸」の船出であった。
堀井社長は昭和51年に親会社の㈱日本触媒か

当社では、昭和47年に第一工場を完成させＦ
ＲＰ船の建造・修理を開始。漁業が活況を呈す

ら当社に出向し、技術者として腕を振るった時
期があり、この実績が買われたものだ。

るなか、漁船は木造からＦＲＰへのシフトが急
速に進展。当社も順調に業容を拡大し、日本海
沿岸屈指のＦＲＰ船造船所に成長を見た。

■歴代社長の苦労に思いを致す
我が国の造船業界は二度の造船不況に見舞わ

昭和47年頃から平成５年前後までが最盛期

れるなど、グローバル化の影響をいち早く受け

で、
「通常の２〜３倍にあたる年間20隻も製造

た。当社は漁船の建造が主体だったが、漁業

したこともあった。
」
（堀井社長）
。

の衰退に造船不況が重なり、
「10年間でマーケ

昭和50年代に入ると第二・第三工場を増設し、
ＦＲＰ一般成形品などの製造も開始した。

ットは１割まで縮小した。
」
（堀井社長）
。しか
も当社のＦＲＰ船の寿命は20年以上と、更新需
要も期待できず、生き残るためプレジャーボー

◎㈱ニシエフとして再スタート

トやタンクなどＦＲＰで製造できるものなら何

国内漁業が昭和50年代をピークに衰退に転

でも手掛けた。なかでも、次の受注につながる

じ、漁船のＦＲＰ船建造も減少を余儀なくされ

旋網船団の受注に救われたという。こうした懸

まきあみ

た。そのなか、親会社が経営の方向性を異にす

命の努力で「なんとか採算ラインの年間６〜７

る樹脂事業からの撤退を決定。造船会社は徐々

隻の仕事量を確保してきた」と、堀井社長は歴

に存続か解散の選択に迫られた。

代社長の苦労に思いを致す。

▲当社から西へ約５㎞にある角島と角島大橋

▲工場外観
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■救命艇製造にかける堀井社長の情熱
救命艇製造事業が大きく飛躍する転機となっ

日本触媒を退職し、ＭＢＯ注２）による経営を
実践する堀井社長が目標とする会社像は、「社

たのは、社長就任２年後の旧石原造船所の救命

員一人ひとり、みんなの会社であること」だ。

艇製造・整備事業の継承であり、国産初の自由

ちなみに、ラグビーの「オールフォアワン。ワ

降下型救命艇開発につながる原動力となった。

ンフォアオール（皆は一人のために、一人は皆

この陰には、堀井社長の救命艇製造にかける

のために）
」という言葉が好きだそうだ。

並々ならぬ情熱を物語るエピソードがある。
堀井社長が同業の㈱石原造船所へ社長就任挨

■土俵は「ニッチ市場」

拶に出向いたことがきっかけで、
「うちの技術

堀井氏が社長に就任し約５年。荒波を乗り切

やお客さんを是非引き継いで欲しい」との予期

るため、堀井社長が注力しているのが、漁船依

しない申し出があったのだ。当時内々に船舶事

存体質からの脱皮だ。
「大手が手掛けないニッ

業からの撤退を決めていた先方の社長が、
「一

チ市場」に狙いを定め、救命艇、旅客船、複合

緒に頑張りましょう」という堀井社長の熱意に

艇など新たな市場を開拓している。

打たれ、
「こんな会社に引き継ぎたい」と思わ

社長就任以来、
小浜工場の設立（平成 14 年）、

れたのだろう。それまで両社には特別なつなが

新型複合艇の開発（平成 15 年）
、㈱石原造船所

りはなかったにもかかわらずだ。

の救命艇製造・整備事業の継承（平成 16 年）、
省エネ船型の開発（平成 17 年）
、ISO9001 認証

◎経営方針
技術屋出身の堀井社長が目指すのは、自ら培

取得（平成 19 年）など、攻めの経営を推進し
ている。

った技術による「自主独立の経営」だ。親会社
の経営方針、造船業界や漁業の盛衰など、外部
の大波に翻弄されてきた当社の苦難の歴史がこ

◎当社の特色と強み
当社はＦＲＰの素材としての優位性を最大限

の根底にある。

に生かすべく、立地条件・人材・技術開発など

■社員一人ひとり、みんなの会社

中小企業ならではの特色と強みを発揮してい

当社は中小企業では珍しく、オーナー企業で
はない。また、大会社の子会社でもない。かつ
ての親会社㈱日本触媒は、当社の株主ではある
が、持株比率は連結対象を下回る。

▲ 敷地内に並ぶ自由降下式救命艇
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る。加えて、経営の安定化を図るため、同業者
注２）ＭＢＯ
management buy-out（経営権の買い取り）の略。子会
社または事業部門の責任者や従業員が、親会社から会社
や事業を買い取り独立すること。

▲ 建造中のＦＲＰ船の木製外枠

との広域ネットワークを構築している。

に製造しており、１隻の工期は約６カ月、価格

■ＦＲＰは「古くて新しい材料」

は１〜２億５千万円程度という。小浜
（福井県）

ＦＲＰは「古くて新しい材料」と堀井社長は
いう。最新のＦＲＰは競合するアルミに比べ、

の分工場では、200 トンクラスの船まで製造可
能である。

「軽く」
「強く」
「コストも安い」などの優位性
があり、新分野での用途拡大が見込まれるから
だ。当社のＦＲＰ製品は、織物状になったガラ
ス繊維を基に不飽和ポリエステル樹脂を含浸・
積層し硬化させたものだ。

■独自製品を生む技術開発力
当社はこの度、純国産では初となる国際規格
の「自由降下式救命艇」の開発に成功した。
30 年以上に及ぶ当社の技術と実績、ノウハ
ウを活かした画期的製品として、ＮＨＫなどマ

■造船所が集積する立地条件

スコミにも大きく取り上げられた。

「当社が助けられているのは、周辺地域に造

燃料が高騰するなか、船主の要望が最も強い

船所や船大工が比較的集積していること」と堀

のが省エネだが、当社が開発した「リニアフロ

井社長は胸を張る。当社が生き残れたのは、
「立

ー船型」は、平成 17 年度水産庁主催の省エネ

地が幸いした」ともいう。あまり知られていな

対策公募の受賞技術だ。船底に特殊な形状を施

いが、ＦＲＰ船を製造するには木造船を造る船

すこの方式は、平成 17 年以降当社で建造した

大工の技術がベースとなるからだ。木材は外枠

漁船の多くに採用している。

のほか、水がかからない所に補強材としても使

また、
海上保安庁へ納品している
「複合艇」
（船

用している。
「木造船建造技術の継承が不可欠」

底がＦＲＰ、
艇体がゴム布でできた特殊高速艇）

と堀井社長は力説する。

は、オンリーワン製品といえるものだ。

■オーダーメードに対応した体制

■定着率が高い若い技能労働者

漁船などは漁労長や船長の考えにより一隻ご

技術開発を担うのが、大半が地元採用の若い

とに仕様が異なるため、当社では設計から建造

技能労働者だ。
「素直で素朴。ここ一番の頑張

までの一貫した体制（打ち合わせ→設計→建造

りがきく」と堀井社長は嬉しそうに語る。自動

→試運転・試験操業→引き渡し）を整備し、短

車工場のように大量生産・繰り返し作業ではな

納期を実現している。

いこともあり、社員のモチベーションが高く、

本社工場では、19 トンクラスの漁船を中心

▲「リニアフロー船型」船首底部分模型

定着率も良い。

▲ 建造中の当社独自製品「複合艇」
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平成 19 年、ＦＲＰ専業造船所では初となる

認定技術者養成のほか、販売や点検・整備の国

ISO9001 を取得。
「社員にやればできるという自

内外の体制整備を進めており、船主会社・管理

信を持ってもらいたかった」 堀井社長 という。

会社から信頼される関係を積み重ねていくこと
によって、全世界に向けて「ニシエフ」ネット

■同業者とのネットワーク

ワークを拡げている。

堀井社長は「人のネットワーク」を重視して
おり、他社の情報収集にも熱心である。

■今後が楽しみな風力発電分野

受注産業の宿命ともいえるのが、仕事の繫閑

ＦＲＰとＦＲＰ船の製造技術は、豊北町にあ

が激しいことだ。加えて、最近では人手不足も

る風力発電機のナセル（発電機や翼の角度調整

生じている。このため「本当に困った時に助け

をする機械などが収められている）部分のカバ

合える関係作り」を目指し、地元はもちろん、

ーや翼本体などにも使われている。町役場（合

県外の造船所とのネットワーク構築にも注力し

併前）の紹介がきっかけで、
採用されたという。

ている。当社では仕事を相互に融通し合うこと

環境問題が世界的テーマとなるなか、風力発

が多くなってきた。

電分野は当社にとって有望なマ−ケットとなる
可能性を秘めている。

◎今後の方向性と課題
造船業界は世界的な船舶需要の拡大で空前の

◎おわりに

好況を謳歌しているが、ＦＲＰ船専業の当社は

当社は試練のなかで磨かれたＦＲＰ製造技術

こうした動きとは無縁で、船大工の高齢化に対

を武器に、
「ローカル企業」から「小さなグロ

応した後継者の育成・技術の継承という難しい

ーバル企業」へ飛躍する好機を迎えている。

課題も抱える。
堀井社長は「ようやく先が見えだした状況」

だが、グローバルな追い風を掴む内外の競争
は激しい。一方、山口県の基幹産業を担った造

という。救命艇市場にグローバルな追い風が吹

船業は造船不況で壊滅的打撃を受けただけに、

き始めるとともに、更新時期を迎えた漁船の引

当社に対する地域の期待は大きい。

き合いが増えているからだ。
■救命艇ニーズの世界的な拡大
救命艇事業に「法制化による義務付け」とい

「いい時には悪い時に備えて、悪い時は長く
続かない」と考え、
「熟慮断行」を旨とする、
技術屋社長の今後のかじ取りが楽しみである。

うグローバルな追い風が吹き始めた。
①平成 18 年１月１日以降に建造されるバルク
キャリア（鉱石運搬船及び兼用船を含む主と
して乾貨物をばら積みする船舶）への自由降
下式救命艇搭載の義務付け。
②平成 18 年７月１日以降、救命艇装置の製造
者・適切に訓練され認定された要員による年
次点検整備実施の義務付け。
グローバルな競争に打ち勝つため、当社では
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▲ 海外のサービス拠点を示す地図

