report 企業紹介

株式会社弘木技研

家具製造業から鉄道車輌内装部品メーカーへ事
業転換し25年、業界トップクラスの企業へと
成長を遂げた今、さらに広がるモノづくりの夢

◎はじめに
山口県南東部の瀬戸内海沿岸に位置し、新幹
線車輌などを製造する「鉄道産業のまち」とし
て知られる下松市。今回紹介する株式会社弘木
技研は、前身の家具製造業から鉄道車輌内装部
品メーカーへ事業転換して25年。現社長、弘中
善昭氏の経営手腕をもとに、公的機関の支援を
タイムリーに活用しながら、業界トップクラス
の企業へと成長を遂げた。顧客である、鉄道車
輌メーカーの特殊な業界事情や高度化する製品
ニーズに対応するため、一貫生産体制を支える
ＩＴシステムを構築するとともに、独自の提案

弘中

善昭

社長

（ひろなか・よしあき）

型営業を展開、たゆまぬ技術開発によって競争
力を高めてきた。そして、海外市場から航空機

●会社概要
所 在 地：下松市葉山２丁目９０４番１５
設

立：昭和40年３月

分野まで視野に入れながら、モノづくりの世界
を極める弘中社長を追った。

（創業：昭和25年５月）
資 本 金：1 , 500万円
職 員 数：７９名 ( 平成２１年８月現在 )
事業内容：鉄道車輌内装部品製造
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.hiromoku-giken.co.jp/

◎家具製造業から鉄道車輌内装部品メーカ
ーへ事業転換し、国内大手鉄道車輌メー
カーとの直接取引を実現
昭和58年、弘中善昭氏は大学卒業後、インテリ

●会社沿革
昭和25年 ５ 月 弘中捨雄氏が弘中木工所を創業

ア関係の会社に就職した。だが、実家の都合によ

昭和36年 ７ 月 弘木工業(株)家具工場として発足

り、わずか１年半で退職を余儀なくされ、父親が

昭和40年 ３ 月 同社家具工場を(株)弘木家具店とし

下松市で経営する㈱弘木家具店に入社した。改め

て分離設立、弘中正之氏が代表取締
役に就任
昭和62年 ８ 月 ㈱日立製作所と取引開始
平成 ２ 年12月 東急車輌製造(株)と取引開始
平成 ４ 年 ４ 月 現社名に商号変更
平成 ５ 年 10月 近畿車輛(株)と取引開始

て家業の実情をみた弘中氏は、
「当地で今後も家
具屋として生き残るのは難しい」と直感し、鉄道
産業の集積がある当地で鉄道車輌内装部品メー
カーに事業転換することを決意する。

平成 ６ 年11月 川崎重工業(株)と取引開始
平成 ７ 年 ３ 月 工業団地｢周南工流シティー｣に本社
工場を新築移転
平成14年 ４ 月 日本車輌製造(株)と取引開始
平成16年 ５ 月 弘中善昭氏が代表取締役に就任
平成17 年 ７ 月 中国経済産業局｢ＩＴ活用型経営革新
モデル事業｣に採択
平成20年 ２ 月 経済産業省｢ＩＴ経営実践認定企業｣
に認定
平成22年 １ 月 ｢グッドカンパニー大賞｣優秀企業賞
受賞

▲本社外観
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早速、国内最大手の鉄道車輌メーカー、日立
製作所笠戸事業所に車輌部品製造のための技術

◎基本設計込みの提案型営業により、受注
の拡大を図る

研修を願い出た。外部企業からの研修受け入れ

ＪＲに代表される鉄道事業運営会社が新規に

などは異例のことだが、熱意が伝わったのか、

車輌を投入する場合、ひとつの車輛メーカーが

１年半の研修機会を与えられた。研修では、図

すべての設計を行うのではなく、車輌の部分ご

面をみて必要な部品に展開する技能、モノづく

とに各車輌メーカーが分担して設計を行い、複

りに必要な接着や塗装などの技術、資材の調達

数の車輌メーカーが別々に完成車輌を製造する

方法を学んだ。何より、今後の経営に不可欠な

という特殊性がある。例えば、ＪＲの最新型新

「人脈づくり」で大きな成果があった。
「家具屋

幹線Ｎ700系の車輌は、東急車輌製造を除く４

の息子」と親しく呼ばれ、まずは顔を覚えても

社（日立製作所、近畿車輌、川崎重工業、日本

らうことができた。

車輌製造）で製造されている。

研修終了に際し、同事業所資材部長より「立
派な研修態度だったので、特別に何か

褒美

当社はこの点に早くから着目し、基本設計込み
の提案型営業に注力してきた（
【表２】
）
。当社が

をあげよう」と持ちかけられた。そこで切望し

保有する設備や技術を用いて設計すれば、車輌メ

た

はただひとつ、
「御社との直接取引」

ーカーからの仕様変更に応じやすく、設計外注費

だった。鉄道車輌内装部品メーカーとして歩み

も生じない。同一設計の部品を複数の車輌メーカ

出す準備はできたものの、
地場では後発組。「地

ーに販売することで製造数量が増え、製造原価を

元業者との競合は避けたい」として、他地域で

下げることができる。競争力を高めた当社は、思

営業展開する方針を掲げていた。その場合、
「日

惑どおり受注を拡大させていった。

褒美

立さんに口座を持つ会社」というお墨付きが、
何よりも確かな信用の裏付けになるからだ。そ
れに、下請けに回れば当然利幅は小さい。願い
は約１年後の昭和62年に叶った。果して、これ
を足掛かりに、やがて名だたる国内大手車輛
メーカーとの直接取引を次々と実現していくこ
ととなる（
【表１】
）。

【表１】 国内大手車輌メーカーとの取引開始年
会社名

所在地

取引開始年

下松市

昭和 62 年

東急車輌製造㈱

横浜市

平成 ２ 年

近畿車輌㈱

大阪市

平成 ５ 年

川崎重工業㈱

神戸市

平成 ６ 年

名古屋市

平成 14 年

㈱日立製作所

笠戸事業所

日本車輌製造㈱
出典：当社会社案内
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【表２】 当社の主要製品
納入先

車輌名

製品名

エントランスデッキコーナーパネル
出入台配電盤ユニット
ＪＲ
機械室ユニット
東海
出入台配電盤ユニット
ＴＥＣ７００
東海道・山陽新幹線「７００系のぞみ」 妻仕切パネル
エントランスデッキコーナーパネル
ＪＲ
N700 系 新幹線
出入台配電盤ユニット
西日本
機械室ユニット
ギャラリーコーナー電照パネル
８８５系
身障者便所パネル
特急形交流電車
ハットラック式荷物棚
「かもめ」
各種出入台配電盤ユニット
ＪＲ
九州
出入台配電盤ユニット
ＴＥＣ８００
九州新幹線「つばめ」 客室仕切パネル
トイレユニット
８１７系
近郊形交流電車
袖仕切
出入台内点検扉ユニット
Ｅ３系
秋田新幹線「こまち」 出入台配電盤ユニット
ＪＲ
各種配電盤ユニット
Ｅ２５７系
東日本
特急形直流電車
荷物棚・小天井・クシケタ
「あずさ」「かいじ」
内妻仕切パネル
側戸袋パネル・側カモイ
ラインデリア整風板
東京
東京メトロ
メトロ
１００００系
配電盤妻モジュール
側カモイ
N700 系

新幹線

出典：当社会社案内
（注）製品名のカラー表示は、当社設計の製品
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◎「ＩＴ活用型経営革新モデル事業」を活用
し、受発注から出荷までの一元管理システ
ムを構築

一連の業務の進捗管理はもちろん実現された。
受発注、生産技術、製造、管理と、各業務のデ
ータ共有化により、従来は各部門がそれぞれ入

鉄道車輌部品は、多品種少量生産の典型的な

力していた作業も激減した。また、全部品にバ

商品である。一方、車輌デザインは鉄道事業運

ーコードが付され、価格・数量の一元管理が実

営会社ごとに凝った、複雑なものになる傾向が

現されたので、製造に必要な材料の検索も可能

ある。その結果、当社製造の部品点数はここ数

となった。その結果、材料調達のＪＩＴ（ジャ

年で４倍余りに増えた。そのうえ、車輌のモデ

スト・イン・タイム）化とまとめ発注ができる

ル・チェンジは、列車のダイヤ改正に合わせて

ようになり、調達コストの削減効果も生じた。

行われることが多い。どの車輌メーカーからも

さらに、これまで工場長が一括してコントロー

ほぼ同じ納期を提示されるので、納期前は繁忙

ルしていた生産状況の進捗管理について、現場

を極める。

に置かれた担当者の端末機からも確認できるよ

こうした特殊な業界事情に対して、ＩＴ化は

うになり、担当者間の連携が深まるとともに、

不可欠である。当社は、鉄道車輌メーカーとの

納期管理の意識も向上した。新システム導入に

受発注データの授受については、平成８年にシ

伴う、これら多くの効果が経済産業省に認めら

ステムを構築し、以後、更新を重ねてきた。し

れ、平成20年２月に「ＩＴ経営実践認定企業」

かし、この従来システムではここ数年における

の認定を受けた。

部品点数の激増に対処しきれなくなっていた。
断→曲げ→溶接→組立→艤装（ぎそう：仕上、

◎公的機関の支援をタイムリーに活用し、
事業のステップアップに成功

取り付け）
）という、当社の折角の強みも充分

当社は、本社工場の移転、基幹システムの更

には活かされていない。受発注から製品出荷ま

改と、事業の大きな節目で（財）周南地域地場

で、一連の進捗管理が可能な新システムを構築

産業振興センター（周南市）の支援をタイムリ

することは、弘中社長の長年の夢だった。

ーに活用し、成長ステージにコマを進めること

全国でも数少ない一貫生産体制（材料選定→切

新システムの構築に際しては、中国経済産業

ができた。機械設備の導入の際にも適宜、アド

局の助成制度「ＩＴ活用型経営革新モデル事業

バイスを受けている。経営資源の不足という多

（平成17年度）
」を活用した。日立製作所の関連

くの中小企業が抱える悩みを、公的機関との連

会社の支援も受けた。待望の新システム、その

携によって解決した端的な成功事例である。

導入効果は社長の予想を超えるものがあった。

▲新システム端末機

▲部品工作図例
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平成21年度「第43回グッドカンパニー大賞」

と全国トップを誇る、新幹線の出入台配電盤ユ

優秀企業賞の栄えある受賞についても、
「同セ

ニットをはじめ、ＪＲ九州の特急「かもめ」の

ンターの全面的なバックアップのお陰」と弘中

ギャラリーコーナー電照パネルなどがその代表

社長はあくまで謙虚だ。
「グッドカンパニー大

である。今や、
「曲線のついた製品が得意分野」

賞」は（社）中小企業研究センター（東京都）

と自信をみせる。

が主催する、
歴史も権威もある顕彰制度である。

また、鉄道車輌メーカーは車輌を効率よく製

優秀企業賞は、最高賞のグランプリ賞（１社）

造するため、元々別であった部品をブロックご

に次ぐ優れた賞で、今回は全国６地区から７社

とにユニット化、さらには配管や電気部品まで

が選出された。当社の存在は、業界ではすでに

組み込むモジュール構造と呼ばれる、高度な製

全国区。そして、今回の受賞を機に、新聞やイ

造技術を要する製品を部品メーカーに求める動

ンターネットなどを通じ、業界外にも当社の名

きを４〜５年前より強めている。当社は、業界

前が広く知られることとなった。
「鉄道のまち、

内でもいち早く、ユニット化、モジュール化に

下松市」というＰＲにも大きく貢献した。

取り組み、車輌メーカーのニーズに応えている。

◎高度化する製品ニーズに対し、たゆま
ぬ技術開発で応える
昭和62年のＪＲ民営化を機に、ＪＲ各社間の
競争は強まりをみせている。特に、車輌の内装
について、曲線を多く取り入れる製品が増えて
いる。それは、居住性の観点から柔らかな雰囲
気を醸し出し、空間をより広く感じさせる効果
を狙ってのものだ。曲線が多い製品の製造は難
度が高く、
弘中社長は「納期が目前に迫るなか、
産みの苦しみを味わった」という。しかし、こ

▲製作中の部品例

うしたハードルをひとつずつ越えることで、技
術レベルは確実に向上した。当社シェアが60％

▲出入台配電盤ユニット
（ＴＥＣ８００ 九州新幹線）
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▲ギャラリーコーナー電照パネル
（ＪＲ九州特急「かもめ」）
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◎海外市場、航空機分野へと広がる、モ
ノづくりの夢
日本全土を走る鉄道車輌の部品専門メーカ

業に活かせる」と意欲満々である。

（注）Channel Tunnel Rail Link：英仏海峡トンネルの

ー 。ホームページに使われている、このキャ

英国側出口とロンドンのセント・パンクラス駅

ッチフレーズにこそ、当社のモノづくりに対す

を結ぶ全長109kmの鉄道路線。ユーロスター等

る自信が端的に示されている。それに比例する

の高速列車が運行。

ように業績も拡大を続け、平成20年７月期の売
上高は13.3億円と、現在地へ移転した平成８年

◎おわりに

当時から倍増。
新幹線車輌の更新特需を見越し、

「電車は見ているだけで楽しい、夢のある乗

平成18年１月に増築した接着工程と組立用の第

り物だ」と、弘中社長は根っからの鉄道ファン

３工場は今もフル操業を続ける。

を自認する。地元ロータリークラブでは、「出

大手鉄道車輌メーカーをはじめ、顧客から寄

前講座」の講師として市内中学校・工業高校な

せられる信頼は年々厚みを増している。だが、

どに出向き、次代を担う若者を相手に、モノづ

弘中社長のモノづくりの夢は尽きることがな

くりに対する思いを語る。
「ＩＴを活用した経

い。そのひとつが、新たな販路として期待がふ

営革新」をテーマとする講演も、要請に応えて

くらむ海外案件。メイン取引先の日立製作所経

幾度となくこなしてきた。その語り口はごく静

由で受注するもので、直近ではイギリスのＣＴ

かで、派手さもないが、仕事に対する誠実な姿

ＲＬ（注）を走行する車輌の一部に当社の内装部

勢とともに、強いエネルギーが伝わってくる。

品が使用された。次いで視野に入るのが、2014

本社玄関前に並ぶ季節の花々を植えたプラン

FIFAワールドカップ開催国ブラジルの高速鉄

ター、社員の明るい挨拶は、来訪者を清々しい

道車輌。台湾や中国に続く新幹線技術の輸出先

気持ちにさせる。整理整頓が行き届いた製造現

として、官民を挙げての受注活動が本格化しつ

場からは、工程管理が徹底されていることが容

つある。もうひとつは、鉄道車輌部品よりも一

易に想像できる。より一層快適な鉄道輸送の一

段と高いスペックが求められる航空機部品への

翼を担う車輌内装部品メーカーとして、当社の

参入。航空機は軽量化の最たる乗り物であり、

さらなる発展を期待したい。
（中村

その１パーツでも任せてもらえれば、
「必ず本

▲第３工場

滋）

▲製造現場
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