report 企業紹介

匠の技「曲げ加工」で鋼板を自在に
加工し船首・船尾を作り出す技術者集団

◎はじめに
造船のまち・下関。その呼び名のとおり、造船

大田造船株式会社

所の数こそピーク比で大幅に減少しながらも、造
船業は今なお下関の基幹産業の一つに位置づけら
れ、市内には関連企業が多数集積している。
その一角をなすのが本稿で紹介する大田造船㈱
だ。従業員数30名の小所帯だが、船舶の顔ともい
うべき船首に使用される鋼板の「曲げ加工」にお
いて独自技術を保有し、業界内で確固たる地位を
築き上げている。
経営の舵をとるのが５代目社長・大田三夫氏。
高い「志」をもつ大田社長を中心に顧客との「絆」
の輪を広げ、技術者集団としてのさらなる高みを
大田

三夫

社長

目指す当社の現状を追った。

（おおた・みつお）

●会社概要
所 在 地：下関市彦島江の浦町 6-1-18

◎事業の3本柱は修繕・製缶・曲げ加工
当社は、定期検査や海難事故等の際に船舶を修

年

商：3 億 38 百万円 (平成 22 年 5 月期)

繕する「修繕」部門のほか、船舶のシンボルとな

設

立：昭和20年5月

る化粧煙突等を製造する「製缶」部門、船舶の船

資 本 金：10 百万円
従 業 員：30名（平成23年3月末現在）

首や船尾等に使用する鋼板（外板）を曲げる「曲

事業内容：船舶の建造、修理艤装

げ加工」部門の３本柱で事業を展開している。

プレス・ローラーによる曲げ加工
製缶工事一式
工

場：本社工場（下関市）
老町第二工場（同上）

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ohta-zousen.co.jp

●会社沿革

もともとは明治８年に船大工として豊浦郡（現
下関市）の黒井涌田港にて創業。その後、昭和19
年、現在の本社工場がある場所（下関市彦島）に
進出した。当初は木造船を専門に船舶建造・修理
業を営み、小型船を中心とする鋼船やＦＲＰ（繊

明治 8 年 5 月 創業
昭和19年 9 月 彦島(現在地)に進出
昭和20年 5 月 造船所を創立、営業を開始
昭和29年 2 月 会社設立(資本金150万円)、「大田
組」から現社名に変更(法人改組)

維強化プラスチック）船等の建造・修理へと対象
船種を拡大していった。
但し、修繕部門は、繁忙期が一時期に集中する。

昭和40年 8 月 資本金を638.1万円に増資

そこで、修繕で培った各種技術を活かして、製缶、

昭和48年 3 月 曲げ加工を開始

曲げ加工へと事業の多角化を進めた。この３本柱

平成 8 年 5 月 資本金を1,000万円に増資
平成14年 2 月 工場新築

の事業体制を確立したのが、平成17年に社長に就

平成16年10月 山口県から経営革新計画の承認

任した大田三夫氏だ。修繕部門の閑散期を、工期

平成17年 8 月 大田三夫氏が社長に就任
平成21年 5 月 曲げ加工専門の老町第二工場が竣工
平成23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
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の長い残りの２部門が埋める形で業務が平準化さ
れ、工場の年間平均稼働率も上昇している。また、
３本柱のうち、製缶・曲げ加工部門の受注先は民
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間の大手造船所を軸とするのに対し、修繕部門の

法で船型を開発する。そうした複雑な形状の加工

受注先は官庁関係（海上保安庁、税関ほか）が約

に対応できるぎょう鉄作業（鋼板の曲げ加工）の

半数とメインの顧客層が異なり、受注先がある程

技術力が当社の売りとなっている。

度分散化している。このように、事業の多角化に

ぎょう鉄の仕上げ工程にあたるのが
「線状加熱」

よって経営の安定化が図られ、現在、３本柱の売

で、片手にもったガストーチ（バーナー）による

上比率はほぼ同じとなっている。

ガス加熱、もう一方の手にもった水ホースによる
急冷却を何度も行う。鋼板上に引かれた曲げ加工

◎当社の強みは職人による鋼板の曲げ加工

線を目安として慎重にガス加熱を加え、鋼板をミ

大手造船所は、３万トンクラス以上の大型船舶

リ単位で微妙に収縮させて曲げる。そこには勘や

１隻を建造するにあたって、2,000 〜 3,000枚もの

コツ、感性といった感覚的技能が求められる。直

大量の鋼板を曲げなければならない。その曲げ加

線にひねりを加えたような複雑な曲げの場合、完

工のうち、特に手間がかかって難しい箇所が船首

成型の３次元イメージを抱きづらいが、加工技

（ステーム）及び船尾（スタンフレーム）だ。

術の習得には最低でも10年かかるといわれるほど

特に船首は水の抵抗を低減する球状の突起（バ

で、熟練の職人による「匠の技」がモノを言う。

ルバス・バウ）を設けるなど、各社固有の設計手

昭和48年から開始した当社の曲げ加工のルーツ
となる人物が、
「曲げ加工の神様」と称された田
中氏（三菱重工業㈱下関造船所の副作業長で当社
への出向を経て転籍）だ。田中氏から受け継いだ
加工技術・各種データをベースとし、線状加熱を
担当する熟練工３名は難加工の経験によって蓄積
された独自技術をもつ。当社と同レベルの技術力
をもつ職人は大手造船所でも各社数名しかおら
ず、大田社長は自社の技術力を「全国でもトップ
クラス」だと認識している。
最近では、機械による自動加工で３次元曲げ加
工を行う大手造船所も出てきているが、
鉄には 木
目 ならぬ 鉄目 があり、加工の仕方で鋼板の
伸び・縮みが大きく異なる。最後は人間の手作業
がどうしても必要で、
「コンピュータ制御された
機械による曲げ加工に脅威を感じない」と社長は
自社の熟練工の存在価値に自信を示す。

◎世界に一つしかない金型の開発
線状加熱の出来を左右する要素の一つに、前工
▲ 親子で線状加熱を行う職人
（上：曲げ加工部門の作業長、下：作業長の次男）

程にあたる油圧プレス機による「粗曲げ」が挙げ
られる。当社では、加工する鋼板の大きさに応

やまぐち経済月報2011.4

04-企業紹介68.indd 19

19

2011/04/22 15:43:10

report

じて、保有する３台の油圧プレス機（600、1,200、

練技能に裏打ちされたノウハウが必要で、当社と

1,500トン）を使い分け、最終の目的形状に近い状

同レベルの曲げは不可能に近い。

態にまで、鋼板の圧延・加圧を繰り返す。プレス
機自体はどの会社でも手に入るが、プレス機に取

なお、船舶はオーダーメイドで建造されるため、
１隻毎に求められる外板の形状が異なる。した

じ ぐ

り付ける金型（治具）が他社との差別化のポイン

がって、コスト等を考慮して、曲げ加工の受注時

トとなる。

に金型を製造するか否かの判断を下すが、船舶１

当社では金型を製缶部門で自社製造している。

隻だけの専用金型を開発するわけにはいかない。

金型は現場から出たアイデアを基に作られる創意

そこで、
当社は1,500トンの油圧プレス機の導入（21

工夫の結晶で、
「世界に一つしかない会社の宝」

ページ参照）に際し、過去の曲げ加工の実績を調

だと社長は自負する。金型の使用で、ぎょう鉄作

査して、より共通性のある標準化された３種類の

業のリードタイムを大幅に短縮できる上、複数の

金型（縦型、そり型、３次元）を開発した。この

金型を組み合わせることで、様々な種類の曲げが

金型の使用によって、品質の優位性を確保し、従

可能となる。また、線状加熱の工程で曲がり外板

来比で約３割のコストダウンを見込む。

の形状確認に使用される木製の「箱型」も、基本
的に修繕部門で技術を培った木工職人が手作りす

◎曲げ加工の受注先は大手造船所等の11社

る。このように、当社の事業３部門はそれぞれ関

曲げ加工をしやすい鋼板の厚さは通常20㎜台だ

係性が深く、人材や技術等の相互融通を行いやす

が、当社は最大で55㎜の厚板も加工できる。一方、

い組織体制となっている。

イージス艦艇用のシャフトカバー製造では板厚

ところで、当社は金型の製造特許を取得してい

4.5㎜の中板を曲げ加工するなど、幅広い板厚の鋼

ない（関係の深い一部企業とは技術交流がある）
。

板加工に対応してきた。また、高張力鋼等の強度

通常は技術流出の防止を目的に特許を取得する

の高い特殊鋼板についても、材料特性（鋼板の伸

が、金型は簡単に模倣されてしまう恐れも多いた

び等）を的確に把握し、高い精度で加工している。

めだ。ただ仮に、当社製の金型を使って他社が鋼

こうした厚さや硬さの異なる鋼板を顧客の要求に

板を曲げようとしても、金型を使いこなすには熟

応じながら加工する過程で蓄積された曲げ加工部

▲金型（左）、箱型（中）、線状加熱の工程で箱型によって形状確認される鋼板（右）
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門の技術・ノウハウは、製缶部門における加工技

関する調整に加わることにしている。この事前調

術（薄く曲がった鋼板を歪み取りで真っ直ぐにす

整によって、造船所の組み立て工程及び当社の曲

る曲げ加工とは逆の加工）にも活かされている。

げ加工双方の効率化につながるからだ。

前述の通り、曲げ加工は、油圧プレス機による

当社の曲げ加工のＱＣＤ（品質、
コスト、納期）

粗曲げの後、線状加熱を行う。線状加熱は、粗曲

に対する顧客からの評価は高く、自社製造ではな

げよりも手間やコスト（人件費、バーナーの燃料

く外部委託によってコスト削減を図りたい大手造

費）が余分にかかる上、バーナーを長時間使用す

船所等のニーズを取り込んできた。現状、曲げ加

ると、鋼板が黒色に変色して固まりやすく、曲げ

工の主要納入先は、曲げ加工に参入した当時から

加工後の品質確保が困難となる。したがって、曲

付き合いのある三菱重工業㈱下関造船所のほか、

げ加工を行う各社は、粗曲げにかかる時間配分を

㈱アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド呉工

できるだけ高めて、その分線状加熱にかかる作業

場など大手造船所を中心に合計11社に拡大してい

時間を短縮することが求められる。当社では、粗

る。さらに、昨年７月以降は、常石造船㈱（福山

曲げにかかる時間配分を従来の約３割から約６割

市）のフィリピン・セブ島にある現地工場向けの

にまで引き上げることによって、コスト削減や短

曲げ加工も受注している。

納期につなげている。今後はさらに７割程度にま
で高める方針で、そのためには新たな金型の開発
が課題となっている。

◎将来を見据えた設備強化で営業基盤確立
当社の事業３本柱の中で最も利益率が高いのが

また、社長は曲げ加工を行う前に、納品先の造

曲げ加工部門だ。売上高に占める加工賃の割合を

船所の設計部門との、鋼板の板取りや分割方法に

みると、修繕部門が約５割、製缶部門が約７割に
対し、曲げ加工はほぼ100％が加工賃となる（鋼
板は依頼先の造船所から支給）
。
その曲げ加工部門の事業拡大にあたって、本社
工場が手狭になったことから、本社工場の約５倍
の敷地面積をもつ新工場・老町第二工場を平成21
年に竣工した（本社工場は製缶・修繕部門の工場
として継続使用）
。曲げ加工専用工場である老町
第二工場内には、新たに導入した1,500トンの油圧
プレス機を含めた３台のプレス機がすべて揃う。
この工程作業の集約でより効率的に曲げ加工を行
う体制が整い、プレス機の処理能力も向上したこ
とから、大型の鋼板の加工依頼をはじめとする幅
広い顧客ニーズへのフレキシブルな対応が可能と
なっている。
当社は過去にも、大手造船所との差別化を意識
し、平成11年に1,200トンのプレス機を導入。当時

▲1,500トンの油圧プレス機と粗曲げされた鋼板

は造船不況の真っ只中で受注が少なかったが、逆
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境をバネに関西や九州方面といった遠方へ営業で

きる限り社員と共有するよう努めている。社員た

足を伸ばし、その縁をきっかけに取引関係を継続

ちも各々が身に付けた知識や技術・ノウハウを共

している先も少なくない。また、1,500トンのプレ

通のサーバ（パソコン）に落とし込み、すべての

ス機の発注後にはリーマン・ショックが発生。そ

社員がデータベースを閲覧可能となっている。こ

の際も、将来の受注見通し等を冷静に判断し、発

の情報の共有化を通じて、各社員の「考える力」

注を取り消すことはなかった。

が引き出され、現場における作業工程の改善につ

このように、当社は、足元の景気の悪化や受注

ながっている。

の落ち込みに臆することなく、鉄目を読むが如く、
将来を見据えた設備投資に踏み切り、営業基盤を
地道に固めてきた。

③部下への権限移譲
さらに、社長は、現場の管理・営業に関する権
限をすべて部下に委譲している。高い視点から経

◎技術力の背後にある優れた組織管理
当社のような中小零細の製造業に共通する経営

営を俯瞰することが目的で、社長自身は雑務から
離れ、経営の方向性の的確な見極めを狙う。同時

課題が、技術力の次世代への伝承であり、その成

に、各部門の作業長クラスの評価にあたっては、

否は会社の存続を脅かしかねない。社長は当社に

各々の保有する技術・ノウハウをどの程度部下に

蓄積されてきた技術力の停滞を防ぐため、以下の

伝えることができたかに重きを置く。

ような組織管理に熱意をもって取り組む。
なお、当社はリーマン・ショック後、９名もの
①技能の「目に見える化」

人材を新規採用している。この採用や部門間の配

昔ながらの職人の世界では、
「技能（技術）を

置転換によって、曲げ加工部門の人員は９名に増

目で見て盗む」という慣習が今でも残る。しかし、

員されている。平均年齢も36歳と、年齢構成のバ

社長は技能の「目に見える化」を進め、会社を支

ランスが良い（50代１名、40代３名、30代２名、

えるキーパーソンが抜けても、周りがカバーし得

20代２名、10代１名）
。線状加熱では作業長の次

る体制づくりを目指す。その観点から、ＯＪＴに

男も同じ職場で汗を流すなど、着実に若手も育っ

よる現場でのコミュニケーションを重視した技能

てきており、若者雇用の貴重な受け皿として地域

伝承を基本に据えつつ、
技術の映像化、
金型
（治具）

社会への貢献度も高い。

を活用した作業の標準化等の新たな手法も取り入

以上のような組織管理の徹底で、部門を超えて

れ、技能伝承のスピードアップを図っている。ま

活躍する多能工や、主導的かつ能動的に動く人材

た、曲げ加工部門の競争力を一段と強化しようと、

の育成・確保を図っている。当社の技術力の高さ

他の２部門で働く社員たちに対しても技術習得を

は背後にある優れた組織管理の賜物だといえ、し

促しており、最終的には部門間の壁を超えた「大

かも、社長の熱意が社員一人一人の仕事に対する

田造船マン」としての独り立ちを期待する。

意識を高め、目指すべきベクトル・ビジョンが浸
透しており、一体感を醸成している点も見逃せな

②情報の共有

い。

また、最も情報の集まりやすい立場にあるのが
社長だが、収集した情報を独占することなく、で
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やまぐち経済月報2011.4

04-企業紹介68.indd 22

2011/04/22 15:43:21

◎新たなマーケットの開拓
ここ数年の造船業界の活況に乗って、当社の受

◎おわりに
「節目節目の出会いで人生が大きく変わった」

注状況は順調に推移してきた。しかし、船舶は基

と一企業人としての歩みを振り返る大田社長は、

本的に受注生産で、景気の波等による受注変動の

下関市内のみならず県内外の同業者を含めた多業

リスクを常に抱える。３〜４年後には、世界的に

種の人とのネットワークを築いてきた。今では、

新造船建造量が大きく落ち込む予想もあり、今後、

家族ぐるみで付き合うような顧客との厚い信頼関

納品先からの短納期・高品質・低コストの要請が

係を背景に、むやみに営業をかけなくても、当社

一層強まるとみられる。しかも、一部の大手造船

の評判を口コミで聞きつけた遠方の造船所から加

所ではコスト削減の観点から、プレス機の処理能

工依頼が舞い込むケースも少なくないそうだ。

力を向上させ、曲げ加工を外注から内製に切り替

そうした絆を大切にする心構えが代々受け継が

える動きもみられ、当社の継続的な受注確保に懸

れてきた当社は、浮き沈みを繰り返す厳しい業界

念がないわけではない。

環境下、船大工の時代から130年以上にわたって

社長は、受注が落ち込んだ際の自社の戦略を漁

「海」に関わり、当地を代表する老舗企業として

に例えて、
「干潮（受注が少ない時期）の時に沖

安定した経営を継続している。今後も難しい経営

に出て釣りをすると船は浅瀬・岩礁に乗りあげて

の舵取りが予想されるが、自社単独で設計・開発

座礁してしまう。沿岸での潮干狩りやワカメ採り

から製造までを担う「メーカー」への進化を目指

で食い繋ぐしかない」と表現し、社員の日々のレ

す社長にとって、多くの絆が心の支えとなるに違

ベルアップで足場を固め、さらなる飛躍に向けて

いない。

内部の力を蓄えていこうとしている。

（安岡 和政）

但し、守り一辺倒というわけではなく、新たな
マーケットの掘り起こしも同時に進めていく予定
だ。当社が曲げ加工のターゲットとしている造船
所は、関西以西で大手に中堅を含めて30社以上に
のぼる。また、
「曲げ加工は何も造船業だけで必
要とされる技術ではない」との思いをもつ社長は、
陸上のプラント関係といった造船関連以外の新分
野への進出も視野に入れ、研究を重ねている。そ
うした攻めの戦略に打って出るには、
「１社単独
では限界がある」として、市内に立地する同業他
社との協力体制強化に加え、市外の異業種（鉄道
関連メーカーほか）との技術面での連携も目論む。
また、数年前には全く考えていなかった海外展
開についても、方針を修正しつつある。それも余
分な資金投入は避け、現地法人への指導者の常駐
など、当社の強みである「技術」及び「人材」を
売り込む戦略を念頭に置く。

▲老町第二工場

やまぐち経済月報2011.4

04-企業紹介68.indd 23

23

2011/04/22 15:43:22

