report 企業紹介

優れた精密機械加工技術をベースに
未知の事業分野へ夢をつなぐ

◎はじめに
く す む れ

つとむ

本稿で取り上げる㈱サン精機の楠牟禮 勲 氏

株式会社 サン精機

は、昨年12月に34歳という若さで社長に就任し
た。本業は精密機械加工で、県内外の大手・中
堅メーカーへ加工部品提供等を行っているが、
今年の春からは畑違いとも言える椿油の製造販
売を始めた。精密機械加工メーカーとしては必
ずしも条件的に恵まれない萩市に立地しなが
ら、地域活性化を視野に入れつつ、新分野・新
事業開拓を目論む若き経営者の姿を紹介する。

◎顧客の便利屋を目指す
昭和48年設立の同社は、工作機械部品の製造
楠牟禮

勲

社長

（くすむれ・つとむ）

●会社概要

からスタート、昭和53年からは各種金型の設計
製作を開始した。現在は、これまで培ってきた
工作機械部品と金型の製作技術をベースに、半

所 在 地：萩市東浜崎町 11-10

導体関連のプレス金型や自動車関連のインサー

設

ト金型、電子部品の精密治工具等を製作してい

立 ：昭和 48 年 10 月

資 本 金：10 百万円
従 業 員：28 名（平成 22 年 8 月末現在）
事業内容：半導体関連向け精密治具製作
精密金型設計製作
（プラスチック金型主体）
搾油機製造販売
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.sanseiki.co.jp

る。
経営を引き継いだ楠牟禮社長がまず目標に置
くのは、 顧客の便利屋

としての存在意義を

高めること。顧客ニーズの探求と製造技術の研
鑽に努め、コスト削減への提言、多品種少量、
あるいは大量生産等々顧客のさまざまな要望に
応じられるだけの事業体制を作り上げたい。そ
うした思いと、若手経営者らしい自由な発想に

●会社沿革
昭和48年10月 (有)楠牟禮鉄工所設立
昭和60年 3 月

(有)楠牟禮精機に社名変更

昭和61年 2 月

財団法人やまぎん地域企業助成基金
の助成企業に選定

平成 4 年 1 月

㈱サン精機と社名変更

平成20年 3 月

共同組合VC未来環境部会として
ISO14001:2004認証取得

6 月 機械要素技術展に出展
平成22年 4 月

食用油脂製造•販売開始

自動車関連のインサート金型キャビティ
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よって、ユニークな事業展開が早くも始められ
ている。

◎

楽しさ

も技術力アップの大切な要素

技術力の高さを売り物にする同社は、従業員
の新技術習得手段として、講習会などへ派遣す
るのではなく、自社工場の機械を使いこなす実
践的な方法を主に採用している。例えば、展示
会への出品物を製作する場合に、社長が機械と
機能を指定すれば、従業員はそれを使って何と

造形加工法を利用した医療機器部品

であり、その役目は経営者にあるという。

か作り出す。使った経験がない機能でも、最後

では、こうして蓄積した技術力はどのように

はどうにか使いこなせるようになる。この苦労

活用するのか。この点でも社長はいろいろアイ

しながら作り出す過程こそが重要で、試行錯誤

デアを巡らせる。少し前だが、老舗和菓子屋の

する中で習得したノウハウは次の仕事から新し

社長から依頼され、精密加工の技術を利用し和

い技術として活かせることになる。

菓子用の

焼印

を製作した。初めは日常の仕

職人技という言葉があるが、最近では100分

事とのギャップの大きさもあってか「何でこん

の1ミリ以下の精度が求められており、ＣＡＤ/

なものを作るの？」と従業員から抵抗もあった

ＣＡＭ

１）

等の操作にも精通しなければならな

が、最終的にはワイワイガヤガヤ楽しみながら

い。だから、モノづくりが好きなだけでなく、

作ったそうだ。元々職人はモノづくりが好きな

コンピュータも操れる技術者として一段のレベ

ので、その好奇心がくすぐられた結果だろうが、

ルアップが求められる。とは言うものの、日々

仕事に楽しみを与えることも大切な要素のひと

の仕事に追われると作業は単調になり、使う機

つという。

能が限られてくる。だからこそ、従業員が新し
い技術に挑戦できる環境を作り出すことが重要

◎未知の業界に顧客を求め技術展に出展
「お客様が要望する部品（カタチ）を加工（復
元）する」
、いわば受け身の仕事である。精密
加工技術の活用では、現在、手術用のハサミや
人工関節など医療用器具にも進出しているが、
これも紹介により始めた新事業だ。しかし、こ
うした経験から自社の技術が想像外の分野で発
揮されることに気づいた。そこで、技術力はあ
るがＰＲ下手な会社だと常々考えていた社長
は、平成20年から「機械要素技術展」
（主催：

CAD ／ CAMの重心計算により、
溶接せずに製作されたバランストンボ
１）設計（CAD）から製造（CAM）にいたる技術情報を

コンピュータでデータ処理し提供するシステム

リード エグジビション ジャパン㈱）への出展
を決意、以後技術力ＰＲのため毎年欠かさずに
出展している。

やまぐち経済月報2010.9

09-企業紹介65.indd 13

13

2010/09/22 15:06:31

report

今年 6 月、東京ビッグサイトで 3 日間にわた
り開催された同技術展は、主催者の発表による
と1,596社が出展し、84,353名が来場したとある。
これほど大規模な展示会で自社技術をアピール
するためには、まず足を止めてもらわなければ
ならない。そこで和菓子屋社長の協力を得て
www.sanseiki.co.jp

と焼印が押された和菓子

を来場者に配るアイデアを思いついた。確かに、
機械展で和菓子を配ればインパクトがあろう。
社長の思惑が的中し、和菓子の話題から事業内

体験学習や研究室用に使用される小型手動搾油機

容へと話が展開、
自社ＰＲは成功裡に終わった。

し操作ができない遠方のお客でも、安心して購入
することができる。
主なユーザーとしては、大手メーカーの試作室
や学校（小・中・高から大学院まで）が研究・学
習用に利用するほか、小規模事業者などからの注
文が多い。北海道から沖縄、海外も含めると、こ
れまで800台程が出荷されており、今では売上高に
おいても大きなウエイトを占めつつある。
なお、同社が国内で数少ないメーカーである小
型搾油機の分野は、大手メーカーが参入するほど

焼印が押された和菓子

の旨みがないニッチ市場なので新規参入も少なく、

◎オリジナル製品

小型搾油機

を育てる

顧客の便利屋を標榜する同社が、これまで培っ

今後もオリジナル製品として堅調な伸びが期待で
きそうだ。

た技術で作り上げたオリジナル製品に、種子から
油を搾る小型搾油機がある。錆びない、壊れない、

◎椿を材料に地域活性化に貢献

バラしやすい（メンテナンスが容易）構造に仕上

今年 4 月、搾油機メーカーでもある同社が新

げられ、製品が届けばコンセントにつなぐだけで

ブランド「HAGI TSUBAKI」を立ち上げ、機

すぐに使えるという、まさにユーザーにとって使

械に加えて椿油そのものも売り始めた。そのき

い勝手の良い製品であることから、売り上げを着

っかけは、搾油機の販売戦略にあった。例え

実に伸ばしている。

ば、顧客が新規事業として、搾った油を食用と

販売に際しては、基本的に①利用希望者から搾

して売りたいと考えている場合、搾油機の他に

りたい種子を事前に送ってもらう②種子の性質に

製造設備として流し台など何が必要か、あるい

合う機種を選定し、試し搾油する③搾油した油と

は部屋割りはどうするか、といった食品衛生法

搾りカスを返却する④ユーザーはその結果に納得

などについてアドバイスができる知識が必要に

してから契約を結ぶ、という手順を踏んで契約を

なる。その結果プレゼン用の部屋までも作って

結んでいる。確かにこの方法であれば、機械の試

しまい、顧客には「どういう設備が必要か一目
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でわかる」と好評を博していたが、プレゼン用
だけではもったいない。そこで、この部屋で椿
油を作れば自社ＰＲ用の商材くらいにはなろう
と経営資源の有効活用を見出した。
そういう気持ちでスタートした事業である
が、ひとつの商品が生み出されるまでに、印刷
はどこに頼むか、パッケージのデザインはどう
するか、瓶はどうしようかと検討していく段階
で、これまで縁のなかった地元業者とのつき合
いが生まれた。そこで、搾油機のユーザーにこ

純国産椿油『HAGI TSUBAKI』

れらの地元業者をまとめて紹介すれば、地域活
性化にも一役買えることに思い至ったのだ。

◎新社長を支える8年間の修業時代

さらに、最近では椿油が新幹線の駅で販売さ

社長は埼玉での大学生活を終えた後、30歳で

れ始め、山口県の新しいお土産として注目を集

帰郷するまでの 8 年間を埼玉、千葉、福岡及び

めている。近い将来、
椿油を使った石鹸や化粧水、

山口のメーカー 4 社で修業した。通常、2 代目、

あるいは萩ならではの椿油創作料理が考案され

3 代目社長が修業すると言えば、人脈を広げる、

れば、一味違った特産品、観光資源としても地

あるいはニーズを探る目的で自社の得意先に行

域活性化に貢献できると期待は広がる一方だ。

く場合が多いが、楠牟禮社長は自社で使ってい

ちんとう

萩市には、椿、椿東という町名があり、昭和

る工作機械の製造元を中心に修業を積んだ。そ

48年には椿が市花に選ばれた。更に、笠山に

して、そこで得られた様々な経験が後々大いに

は約25,000本ものヤブ椿の群生林があり、毎年

役立つことになった。

「萩・椿まつり」が催され賑わいを見せている。
このように萩市は元々

椿ゆかりの地

と言っ

社長を受け入れた機械メーカーでは、販売先
からの修業申し出に配慮し、例えば「サン精機

ても過言ではない。だから、
いつの日にか萩焼、

が保有する機械装置に直結した作業を経験した

夏蜜柑と並び、
「椿」が萩の代名詞のひとつに

い」と希望すれば、そのカリキュラムを組んで

数えられる日が来ることを、
社長は夢見ている。

くれた。その結果、実際に機械を納入先に運び
込んで現場で組み立て、電気配線から運転指導
まで行うという、一通りの作業を経験すること
ができた。お陰で、現在同社に設置している機
械の修理やバージョンアップ程度なら、大方は
自分で処理できるだけの力がついた。
このスキルは、帰郷し入社したばかりの頃、
精神的支えとなった。工場は自宅に隣接するた
め自分が子供の頃から見知った従業員もいる。
経営者の息子というだけで彼らにすんなり受け

直圧型電動搾油機

入れてもらえるだろうか。結果として、社長は
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「自分の

立ち位置

があって良かった」と表

現したが、修業時代の経験が自信となって、技

てくれる存在として精神面で大きな支えとなっ
ているからだ。

術面や経験年数で勝る従業員達とも臆せず対等
に話ができたことで、社内にもスムーズに溶け
込めたという。

◎おわりに
修業時代、受け入れ先大手メーカーが民事再
生法を申請する場に遭遇した社長は、
「将来経
営者になる者として、いろいろ考えさせられた」
と振り返る。こうした経験によって、経営者と
しての責任の重さを実感、常に自社の存続と従
業員の生活の安定を最優先に考え会社経営に当
たっている。
とは言っても、まだ若いだけに夢がある。異
分野の和菓子業界をはじめ、医療機器分野への
進出も果たし、ついには椿油の製造販売まで始

様々な精密工作機械が並ぶ工場

めた。さらに近い将来には、異業種とのコラボ
レーションで食品機械展示会への出展も視野に

◎ネットワークを利用し、新形態の協力体

入れるなど新規事業開拓の意欲は高まるばかり

制を構築

だ。しかし本業から大きくは外れない。唯一、

先代の時代にはライバルという存在だったい

椿油販売は例外となるが、地域貢献が主眼であ

くつかの同業者が、今では良き協力者となって

ってリスクは最小限に抑えられている。さなが

いる。一方が新しい機械を買うと片方も負けじ

らベテラン経営者をみるようなこの攻めと守り

と同じ機械を購入する時代もあったが、経営環

のバランス感覚は、修業時代の実体験に加えて、

境が厳しいこの時代にあっては、同種の設備を

若手経営者同士の連携によって培われているこ

持つ企業同士、稼働状況に応じて相互の設備を

とは想像に難くない。

利用し合えば設備が 2 倍に増強されたと考える

楠牟禮社長は事業を継承したばかりである

ことができる。
一方が新しい機械を購入すると、

が、外見通りバイタリティ溢れる経営者であ

その使い勝手について頻繁に情報交換を行い、

る。技術のブラッシュアップと新分野の開拓に

その結果もう片方は「それでは自分は別の機械

努め、会社の基本理念にあるとおり、「顧客様

を買うことにしよう」と、互いに有益となるよ

にとって常に必要な存在」として走り続けるこ

うな投資を行う協力体制も出来ている。

とを期待したい。

この連携は、県内の 2 代目、 3 代目社長の勉

（安田

和弘）

強会からスタートしたグループのメンバーで構
成されている。お互い年齢が近いこともあって
仲が良く、今や公私ともに欠かせない存在だと
いう。悩みを気楽に相談でき、ある時にはブレ
ーキをかけてくれ、またある時には背中を押し
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