report 企業紹介

「打ち出し加工」という匠の技で、
新幹線車両製造の一翼を担いなが
ら、新たな成長を目指す

◎ はじめに
スマートで優美な新幹線の先頭車両。この

株式会社

「顔」の部分は先頭構体（業界用語で「おで
こ」）といわれ、複雑な三次元流線型曲面の金
属板で構成されている。この「顔」づくりを裏
方で支えてきたのが、下松市内に本社・工場を
構える株式会社山下工業所だ。
先頭車両の形状と材質が時代の要請とともに

山下工業所

変化するなか、当社は日立グループの協力工場
として車両部品製造の一翼を担い、多数の新幹
線の「顔」を製造してきた。「打ち出し加工」
と呼ばれる「匠の技」で国内最高水準を誇る、
山下社長の経営を紹介する。
山下

清 登 社長

（やました・きよと）

●会社概要
所 在 地：下松市東海岸通り 1 番 27
設

立：昭和 49 年 12 月（創業昭和 38 年）

資 本 金：1,000 万円
従 業 員：35 名
事業内容：鉄道車両部品製造（第一工場）
精密板金部品製造（第二工場）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.yamashita-kogyosho.com

●会社沿革
昭和 38 年

下松市東豊井にて山下組創業

昭和 41 年

山下工業所に社名変更、 ㈱日立製作所笠
戸工場より協力工場に認定

昭和 49 年

株式会社に改組

昭和 55 年

完成車両メーカーへの製品納入開始

昭和 60 年

精密板金加工開始

◎当社の歩み
山下社長が裸一貫で創業し、日立グループ各
社の信頼と支援のもと現在の地位を築く。
■自動車板金工場で板金・加工技能を習得
山下社長は昭和10年生まれ。昼間は自動車板
金工場に勤務し、夜間は地元下松の工業高校で
聴講生として学びながら、板金技能を磨いた。
国内でも数少ない鉄道車両の製造拠点のひと
つである日立製作所笠戸工場（現笠戸事業所）
との出会いは、たまたまこの板金会社が同工場
の仕事を下請けしていたことに始まる。バンパ
ー修理などで習得した板金技能を応用し同工場
が受注した戦後賠償用の海外向け蒸気機関車部
品など、
様々な鉄道車両の部品製造に携わった。

平成 ９ 年 「山銀地域企業助成基金」より地域貢献企
業に選定
平成 12 年

現在地に本社、精密板金部門を移転

平成 14 年

厚生労働省中央職業能力開発協会より高
度熟練技能者企業に認定

平成 18 年

文部科学大臣表彰・創意工夫功労者賞受賞
（打ち出し板金技術による新幹線先頭部製
作技術の考案）

平成19年

第２回ものづくり日本大賞経済産業大臣
特別賞受賞
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▲

本社外観

■若干 28 歳で山下組を創業
曲面形状をもつ部品をハンマーで打ち出し成
形する技能が日立製作所に認められ、同製作所

無限の可能性を信じる、匠の技を極めた山下社
長ならではの熱い思いが込められたものだ。
■「丸みのある」部品なら何でもつくれる

専属の板金技能者となり、在来線特急電車や世

鉄道車両部品は「打ち出し加工」が持つ「高

界初の旅客運送モノレール「犬山パークライン

精度、短納期、低コスト」の強みをフルに活か

モノレールカー（愛知県）
」
、初代新幹線０系モ

せる典型的な多品種少量の受注生産品だ。

デルの原型となった1000形新幹線などの先頭構

当社が得意とする先頭構体では、新幹線初代

体の製造に携わった。日立製作所から正社員登

０系モデルから17車種330両（国内シェア約３

用の要請を受けたが、これを断り、０系新幹線

割に相当）をはじめ、在来線の特急電車、通勤

の量産車両用の構体を作るため昭和38年に独

電車、私鉄、モノレールカー、リニアモーター

立。若干28歳で山下組を創業した。

カーなど、多様で豊富な製造実績を有する。

■日立製作所笠戸事業所の協力工場として、新

さらに、
運転室内の部品（天井板、
側面板等）、

幹線の発展とともに成長

運転台の部品（計器盤、同カバー）
、その他特

新幹線の開業は昭和39年。これに間に合わせ

殊部品（パンタグラフカバー等）などの製造に

るため「ひたすらにハンマーを振り続け、３ヵ

も長けており、
「経営の教科書どおりに技能適

月ほどで仕上げた」という。

用の製品群の拡大と事業規模の拡大が進められ

昭和41年には日立製作所笠戸工場の協力工場

てきた」と、山下専務は分析する。増築を繰り

に認定された。以降、新車種が投入される毎に

返した工場を指さしながら、
「生産現場拡張の

要請に応え続け、日立製作所のグループ会社各

歴史は当社の歴史そのもの」とも語る。

社からも絶大な信頼と支援を得て、順調に業容

■最大の試練のなかから生まれた精密板金部品

を拡大させた。

製造

一昨年秋には長男の山下竜登氏（44歳）が

昭和60年、当社は創業以来最大の試練に見舞

家業を継ぐため大手金融機関を退職し専務に就

われた。分割民営化の決定に伴い当時の国鉄が

任。当社は新たなステージを迎えたところであ

新型車両の投入を中止させたためだ。

る。

鉄道車両部品の受注が激減した。その時持ち
込まれたものの一つが「当時としては海のもの

◎当社の経営方針と特色
当社の事業は「鉄道車両部品製造」と「精密

とも山のものともつかなかった（山下社長）」
精密板金部品の製造だった。

板金部品製造」の二つの柱からなる。いずれに
おいても職人の豊富な経験と卓越した板金技能
がいかんなく発揮されている。
■能力の無限の可能性を引き出す
山下社長は経営方針として、
「納期と品質へ
のこだわり」に加え、
「社員ひとりひとりの持
てる知恵と能力の全発揮。人と機械の連携プレ
イの限界への挑戦」を掲げている。人間の持つ

▲

第一工場（鉄道車両部品製造）
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四半世紀を経た現在、精密板金部品の売上高

きた。

は鉄道車両部品を上回る規模にまで成長をみて

当社では、作業者の肉体的負担軽減と生産性

いる。現在の主要製品は半導体製造装置向けの

向上のため切断や中間工程などの機械化を積極

板厚も形状やサイズも多種多様な組込み部品、

的に推し進めてきており、ハンマー手作業の割

同装置の外側を覆う化粧カバーなどであり、そ

合を現在では「全体の２割程度」まで低下させ

のほとんどが厚さ３mm前後を中心に0.1mm〜

ている。重さと材質の異なる十数種類のハンマ

6.0mm程度の薄いステンレス製。許容される寸

ーを使い分け、
「見て、触って、音を聞き」な

法精度も通常の公差を超えるものが多い。

がらの微調整には長期に渡る訓練が必要とされ

第二の主力事業として精密板金部品製造が軌
道に乗るまでの時期について山下社長は、
「専

る。
■「ものづくり日本大賞経済産業大臣特別賞」

門外のコンクリート住宅の建材製作を余儀なく

などを受賞

されるなど、
筆舌に尽くしがたい苦労があった」

匠の技は、数々の受賞という形でも結実をみ

と振り返る。

ている。長年の実績が評価され、 ハンマー１
本で新幹線の「顔」を作り出してきた打ち出し

◎国内最高水準を誇る「打ち出し加工」技能

加工技術

は、平成９年に「山銀地域企業助成

山下社長は「打ち出し加工」の技能を日夜磨

基金」を受賞。平成 19 年には「第２回ものづく

くとともに、匠の技を継承する職人の育成にも

り日本大賞経済産業大臣特別賞」を受賞し、新

心血を注ぎ、一代で当社を「打ち出し板金」の

幹線の発展の一翼を担ってきた国内トップレベ

リーディングカンパニーに育てあげた。

ルの技能者集団として公認された。

■「匠の技」の原点は自動車板金技能にあり

また、同年、
「半導体製造装置部品の精密板

山下社長の匠の技は、
「自動車板金の職人の

金の改善」が認められ、精密板金事業の分野に

仕事のなかで培われた」
という。習得の秘訣は、

おいても「文部科学大臣・創意工夫功労者賞」

「ひたすらハンマーを振るってきたこと」と山
下社長はこともなげにいう。

を受賞している。
■製造工程

鉄道車両は安全運行が絶対条件で、先頭構体

「打ち出し加工」の製造工程は、アルミなど

の形は空気抵抗を抑える役割をもつ重要備品。

の金属板（１mm から６mm 程度までの薄板）

空気抵抗を抑え、高速かつ安定走行できるよ

を「切る、曲げる、延ばす、溶接する、表面の

う、高速鉄道車両の先頭形状は複雑さを増して

歪みを除去する」という一連の工程からなる。
業界内では「打ち出し加工」を「叩き出し」と

＜

▲
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第二工場（精密板金部品製造）
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打ち出し加工の製造工程

＞

①

CADとレーザー加工機を用いた部材切り出し

②

簡易プレスと加工機による成形

③

ハンマーと冶具を用い、手作業での打ち出し
と歪みの除去

④

各部材の溶接と、再度の打ち出しによる補正
で歪みを除去

出典：当社ホームページ

も言い、叩いては確認また叩いては確認しなが

所では、昨年夏にデビューした「Ｎ 700 系のぞ

ら、精度をチェックする作業を繰り返す。

み号」の先頭構体について、専用設備を独自開

■特長

発し製造を軌道に乗せた。この背景には、数年

「打ち出し加工」の最大の特長は、個々の成

前よりＪＲ各社が新幹線の増発、短編成化の動

形品のための「専用金型が不要」で、
「短納期、

きを強めるなか、鉄道車両メーカー各社が納期

低コスト」を実現できること。他にも次のよう

短縮を要請されていることがあるというが、機

な特長を持つ。

械化に伴う仕事量の減少が懸念される。

①

■技能継承と人材の確保

常温の金属板を成形するので、熱による歪
みが生じず、高精度の製品が作れる。

②
③

単品もしくは数十個程度までの少量生産向

課題であるが、当社もその例外ではない。生産

きで試作品などの製作に最適。

現場を敬遠する若者が増えるなかで、若い人材

大きなものからタバコの箱程度の小さなも

の確保が課題となっている。

のまで幅広いサイズに適用できる。
④

「技能の継承」は我が国の製造業に共通する

省エネ・省資源で地球環境にやさしい。

現在の打ち出し職人は８名。平均年齢は 50
歳前半で高齢化が進んでいる。
「一人前になる
には最低でも 10 年は必要」
（山下社長）という。

◎当社を取り巻く環境変化
当社の成長を支えた新幹線車両や職人を巡る
環境は大きく変化しており、これらの克服が課

◎今後の方向性
長男で後継者の山下氏を専務に迎え、当社は

題となっている。

新たな成長を目指している。

■新幹線量産化による影響

■豊富な海外経験を活かした新機軸を実行

昨年７月１日、東海道・山陽新幹線にＮ 700

山下専務は大手金融機関で主に海外畑を歩

系がデビューを飾った。ＪＲ東海とＪＲ西日本

き、英国、オランダ、オーストラリアなどに計

のＮ 700 系は、東海道新幹線でのスピードアッ

16 年間駐在、支店長や現地法人副社長として

プを目標に開発された車両で、両社は「Ｎ 700

拠点運営や外銀との提携営業などを担当。

系の集中的投入」を投資の優先課題の一つに置

豊富な国際ビジネスや経営管理の経験を生か

く。平成 23 年度中にはＮ 700 系がすべての
「の

し、長中期的な視点から自社の経営全般を見直

ぞみ」を担当することになる予定だ。

すと同時に、社内 OA ネットワークの再構築、

当社最大の発注元である日立製作所笠戸事業

▲

打ち出し成形中の技能者

三次元 CAD や自動板取システムの導入などの

▲

山下竜登 専務
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ＩＴの活用、情報の層に密な共有のための製造

に無いものは何か？」
との発想からでたものだ。

販売両部門による工程会議の導入、朝礼への女

話題性十分で、多くのマスコミに取り上げら

性社員の参加など、新機軸を着々と実行。

れるとともに、国立大学の卒業予定者からの企

＜多くの人に技能を知ってもらう＞

業訪問を受け、新規取引の打診も来るなど、第

山下専務は「打ち出し板金の知名度は業界外
ではほとんどない」と分析。現在最も注力して
いることは、
「技能の存在をできるだけ多くの
人に知ってもらう」ことだ。
知名度の向上が若い人材の確保・生産体制の

一弾としては「一定の感触は得られた」という。
＜技能体験、啓蒙活動に取り組む＞
当社では、工場見学や「打ち出し加工」の体
験希望を進んで受け入れている。また、若年層
採用の観点から、県内の学校での技能啓蒙活動

維持に不可欠で最優先の課題と考えるからだ。

も準備中である。

副次的な効果として「こんなものは作れないだ

■楽しみな新幹線の更新需要

ろうか？」などのニーズや相談が持ち込まれる

大量更新を迎える国内の新幹線、国内だけ

ようになれば、潜在顧客の発掘につながるとの

でなくアジアや中東の特急電車やモノレールな

考えもある。経営資源に制約の多い中小企業の

ど、今後数年先までの受注見込みはすでに立っ

場合、企業単独での本格的なマーケティングリ

ているそうだ。

サーチなどは「そもそも非現実的」と判断して
おり「当面は知名度向上に重点を置く」予定。
＜各種展示会へ積極的に出展＞

◎おわりに
山下専務は、
「打ち出し加工は、日本から絶

知名度アップを図るため、各種展示会へ積極

対になくしてはいけないし、一生を賭けるに値

的に参加するほか、マスコミ取材にも丁寧に応

する技能。機械設備の改良がいくら進んでも需

じている。

要がなくなることはない」と自信を示す。

この３月にはアルミ製のチェロを「ものづく
り展
（日本科学未来館）
」
に出展し注目を集めた。
「自社で保有の技能を表現でき、かつ、世の中

今年度のスローガンは、山下専務発案の「や
ってみちゃろう」という。
経済のグローバル化が加速するなか、筋金入
りの職人社長と国際センスや行動力に溢れた若
い専務に率いられた当社が、直面する課題を克
服しながら、さらに独自の輝きを増すことを期
待している。

▲「ものづくり展」に出展した世界初の
オールアルミ製チェロ「円（まどか）」
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▲

台湾向け新幹線先頭構体

