report 企業紹介

葉たばこ乾燥で確立した独自の「温湿度管
理技術」を継承し、新社長の果敢なリーダ
ーシップのもと新たな市場開拓に挑む

◎ はじめに
山口県の瀬戸内海側のほぼ中央に位置し、ク

株式会社

ルマエビ養殖発祥の地として有名な山口市秋
穂。雨が少なく温暖な気候を生かし、かつては
製塩業が盛んに行われていた。のどかな景色が
広がるこの地に、創業100年を超す乾燥機メー
カーがある。それが、今回紹介する株式会社木
原製作所だ。

木原製作所

当社は、農産品のなかで乾燥が最も難しいと
される葉たばこについて、
「温湿度管理技術」
という独自の乾燥技術を確立し、全国に葉たば
こ乾燥機の販路を拡大してきた。しかし、喫煙
木原

康博

社長

（きはら・やすひろ）

者の減少や喫煙規制の強化、外国産たばこの流
通などを受け、当社を取り巻く経営環境は厳し

●会社概要

さを増している。葉たばこ乾燥機の製造に次ぐ、

所 在 地：山口市秋穂西 3106 − 1

新たな事業柱の構築が急がれるなか、平成20年

創

１月に当社４代目社長として、30歳の若さで就

業：明治 35 年（設立 昭和 26 年）

資 本 金：4,500 万円
従 業 員：80 名

任した木原康博氏の挑戦を追った。

事業内容：葉たばこ等乾燥機の製造販売
営業拠点：全国 14 ヵ所（九州・沖縄６ヵ所、
東北３ヵ所、中国・四国・東海
ほか計５ヵ所）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kiharaworks.com

◎ 当社の歩み
当社前身は、明治35年（1902年）創業の木原
鉄工所。創業当初は、塩田農家向けに製塩釜や
農機具などを製作していた。創業から25年が経
過した昭和３年、専売品の塩に係る仕事をして

●会社沿革

いた関係から、同じく専売品のたばこについて

明治35年

木原安一が木原鉄工所創業

昭和 ３年

葉たばこ乾燥機の製造開始

大蔵省専売局から指定業者の認証を受け、葉た

昭和13年

戦時下で軍需品の製造部併設

ばこ乾燥の事業を開始した。戦時下の昭和13年

昭和26年

株式会社木原鉄工所設立

昭和29年

株式会社木原製作所に改称

には、商工省の重要工場に指定され、軍需品の

木原芳介が社長就任
昭和41年

「温湿度管理技術」による葉たばこ乾燥

昭和48年

木原稔夫が社長就任（現会長）

平成 ４年

財団法人山口銀行地域企業助成基金受賞

平成16年

ＩＳＯ9001認証取得

平成20年

木原康博が社長就任

製造部を併設したこともあった。

機の販売認可

▲本社外観
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第二次大戦後、
喫煙ブームの高まりとともに、

乾湿球制御方式を実用化するにあたり、付随

たばこの耕作面積は増え、乾燥機（当時、
「土

して要求されたのが、乾燥機内の温度と湿度を

蔵式」
）の需要は急増した。かつてない業容拡

プログラムに沿って細やかに自動調整する「自

大の好機に、少しでも多くの需要を取り込むに

動比例排湿装置」である。乾湿球制御方式と自

は、他社製品との差別化を図る必要があった。

動比例排湿装置との連動により、乾燥機内の温

業界最古参で、戦前より日本専売公社（現、日

湿度調整を自動で行うことができ、暖めた空気

本たばこ産業㈱）との間に親密な関係を維持し

と湿度を乾燥機内で最大限に回し続ける「循環

てきた当社は、同公社の葉たばこ研究所の指導

式乾燥」が可能になるという。暖められた空気

を仰ぎながら、従来機の改良を急いだ。

は無駄に排気されず、装置内をまんべんなく循
環するので、バーナーの燃焼時間が大幅に減り、

◎ 独自の「温湿度管理技術」を確立
し、高品質・低燃費の乾燥を実現

燃料消費量が節減される。同時に、装置内の乾

■ 従来の乾燥方法

＜食品分野への応用＞

燥ムラを防ぎ、より高品質の乾燥を実現する。

従来の乾燥方法は、乾燥機内の空気温度（乾

たばこと同じ農産品のつながりで、温湿度管

球温度）のみを計測する「乾球制御」という方

理技術を用いて乾燥する代表的な食品に、しい

式であった。この方式は「乾球計」という温度

たけがある。当社がしいたけ乾燥機の製造に本

計を１つだけ使用し、空気の温度のみを計測す

格的に乗り出したのはわずか３年前のことだ

るものである。

が、乾球制御だけの乾燥機に比べ、実に７割以

乾燥機内の水分調整は、乾燥機内の温度が指

上の燃費削減効果があることが財団法人日本き

定温度まで上昇するとバーナーが停止し、乾燥

のこ研究所により検証されている。また、しい

物の状態を見て操作者が適当に排気を行うか、

たけ業界初の全自動乾湿球制御操作盤がセット

もしくはタイマーによる時間設定で３段階程度

された乾燥機で仕上げられたしいたけは、農林

に排気口が開くことにより調整される。暖めら

水産大臣賞（平成19年）を受賞している。

れた空気は乾燥物を一度通過した後、乾燥機外

しいたけ乾燥機の市場はニッチとはいえ、今

に捨てられていたので、
「一方送風式乾燥」と

や国内における当社のシェアはトップとなって

いわれていた。

いる。温湿度管理技術の実力は、しいたけ乾燥

■ 改良後の乾燥方法

の分野でも実証されている。

改良後の乾燥機の最大の特長は、
「乾湿球制
御方式」という温湿度の管理方法にある。この
方式は、空気温度を計るための「乾球計」に加え、
乾燥物の温度を計る「湿球計」の２つの温度計
を使用するのが特徴で、これを「乾湿球制御」
という。乾湿球制御方式は、葉たばこ乾燥に永
年携わるなかで、当時の日本専売公社の葉たば
こ研究所と研究を続けてきたノウハウの蓄積に
より実用化できた技術である。
▲葉たばこ乾燥機
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◎ 試練に直面し、果敢なリーダーシ
ップで新たな市場開拓に挑む

＜開発部門の重視＞

■ 主力製品の需要縮小

場の第一線で働く製造スタッフ（40名）の平均

開発優先型の企業を目指す当社において、現

葉たばこ乾燥機は、一度購入すれば20年〜 30

年齢は30代前半と若く、技能継承の心配は当面

年は使える耐用年数の長い商品である。主要ユ

ない。製造スタッフとは別に、新たな技術を研

ーザーであるたばこ農家が乾燥機メーカーを選

究する専門スタッフも６名配置されており、開

ぶ最大のポイントは、高品質・低燃費の２つに

発部門を重視する木原社長の姿勢が明らかにな

集約される。この点、独自の温湿度管理技術を

っている。

保有する当社は、他社との差別化が充分に図れ

＜オーダーメイドに対応可能な生産体制＞

ており、

口コミ

を中心にユーザーが全国に

広がっていった。

本社敷地内にある３つの工場で板金、溶接、
塗装、組立までの一貫生産体制を構築しており、

しかし、国内たばこの生産量減少や、後継者

多様化する乾燥機のオーダーメイドの要望に確

不在によるたばこ農家の減少などから、葉たば

実に応えている。開発に係わる設備投資も一巡

こ乾燥機の新規需要が10年くらい前から減少し

しており、新たな投資は当面必要ないという。

ている。耐用年数が長く、買い替え需要が頻繁

＜農作業の周辺機器開発＞

に発生しないことも需要減少の一因だ。これ

乾燥機本体の開発に加え、周辺機器の開発に

まで積極的な営業経験が少なかっただけに、社

も注力している。現在、にんにくの茎を束ねて

員の営業意識を変える必要にも迫られた。就任

切る機械を開発しており、完成後は農家が出荷

早々、木原社長は試練に直面した。

時に１本１本茎をはさみで切る、大変面倒な作

■ 開発優先型の企業を志向

業がかなり省力化される。

かつてない厳しい経営環境に対し、木原社長
は若さを武器に自ら率先して行動し、新たな事

■ 新たな事業柱構築へ向けた挑戦
葉たばこ乾燥機のユーザーは、県内では萩市

業柱の構築に懸命に取り組んでいる。
もちろん、

の相島や大島にあるくらいで、大半は九州地方

ベースは独自の温湿度管理技術であるが、農作

（熊本、宮崎県など）や東北地方（青森県など）

業の周辺機器開発も含め、開発優先型の企業を

にある。当社は両地方を中心に、全国に営業所

志向する方針を明確に打ち出している。専務で

（全14 ヵ所）を配置しているが、主に乾燥機の

営業部門を統括する、
弟の利昌氏も同じ考えだ。

メンテナンスを受け付ける窓口として機能して

▲しいたけ乾燥機（全自動乾湿球制御操作盤付）

▲製造現場
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おり、当社の存在はたばこ農家以外にはほとん

梨を乾燥させたせんべいや、乾燥納豆を与え

ど知られていない。
県内においても同様という。

た鶏が産む低コレステロールの卵など、新商品

そこで、新たな事業柱の構築に向けて、幅広

になりそうな成果も上がってきており、
「試験

く潜在ニーズを掘り起こす営業戦略を重視して

乾燥を通じて、地域に貢献したい」と木原社長

いる。特に、インターネットと国内外での展示

は意気込んでいる。

会出展が最も重要なツールとなる。従来の「受

＜国内外の展示会へ出展＞

注待ち」という営業意識を転換するため、木原

木原社長は展示会について、当社製品を広く

社長自らが率先して行動し、行政や異業種との

来場者に知っていただく場であるとともに、出

ネットワーク構築にも余念がない。

展企業と知り合い、新たな開発ニーズを見い出

＜Ｗｅｂ上に｢試験乾燥｣のコーナーを開設＞

す絶好の機会と考えており、出展企業との情報

試験乾燥への取り組みは、「乾燥を通じて、

交換のため会場内を意欲的に動き回る。

風味や品質が向上したり、素材の新たな利用方

平成19年は、しいたけ乾燥機の製造を本格化

法が必ず見つかるはず」という木原社長の斬新

させた時期であり、しいたけと関係のある品評

な発想で始まった。農商工連携の動きが強まる

会には進んで出展した。平成20年には、全国規

なか、
「農産物等に付加価値をつけたい」とい

模の展示会である「アグリフードＥＸＰＯ2008

う生産者のニーズも試験乾燥の追い風になって

大阪」と「第３回アグリフードＥＸＰＯ2008（東

いる。
専用の受付コーナーをＷｅｂ上に開設し、

京都）」の両ＥＸＰＯ展に出展し、同じ会社か

青果、肉、魚、植物など、乾燥可能な素材なら

ら時期を隔てて複数回にわたり、計６台の乾燥

ば何でも受け付けている。

機を受注することができた。

その成果は徐々にではあるが、表れ始めてい

同年には、財団法人山口県国際総合センター

る。例えば、これまで産業廃棄物として有償処

の支援により「第５回ＡＰＥＣ中小企業技術

理されていたみかんの皮を試験乾燥したとこ

交流会及び展示会（中国・青島市）」へ参加し、

ろ、陳皮（漢方薬）の原料として使えることが

当社商品の海外での感触もつかんだ。

判明した。今春には、専用の乾燥機が完成し、
依頼者との受注契約も済ませた。当社の新たな
製品の誕生に加え、
「試験乾燥が資源再利用に
も役立った」と木原社長は笑顔を浮かべる。

◎ おわりに
当社ビジネスは、かつての葉たばこ乾燥のよ
うな一大規模の市場を創出する可能性を秘めて
いる。当地有数の老舗である当社は、過去の信
頼と実績を受け継ぎながら、若さあふれる経営
陣と社員のもと、新たな事業展開に向けてまさ
に動き始めたところだ。
「若い頃の苦労は買っ
てでもする」という木原社長の果敢なリーダー
シップに期待したい。
（中村

滋）

▲試験乾燥サンプル
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