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広島製作所 100 年のあゆみ　～広島製品の変遷～

   The Japan Steel Works, Ltd., which was founded in 1907, established the Hiroshima Plant in 1920. Until the end of the 
World War II, it was supported by the munitions industry centered on the manufacture of artillery, but after the war, it 
shifted to the civil industry and engaged in the development and manufacture of many industrial machinery. In particular, 
the plastic processing machinery business, which was launched early after World War II in anticipation of the growth 
of the plastic market in line with the rapid economic growth, has developed into the core business of the current our 
company. The Hiroshima Plant is still reorganizing its plant to improve productivity and is expanding its further existing 
business.

Synopsis

1907（明治 40）年に創業した当社は、1920（大正 9）年に広島製作所を発足させた。戦後までは火砲製造を中心とした
軍需産業に支えられたが、戦後は民需産業へ転換し、多くの産業機械の開発・製造を手がけてきた。中でも、高度経済
成長に伴うプラスチック市場の成長を予測し、戦後早々に着手したプラスチック加工機械事業は現在の日本製鋼所の中
核事業へと発展を遂げた。広島製作所は現在も生産性向上を図るために工場再編成を進めており、さらなる現有事業の
拡大を推進している。

要　　　旨

1.　創業と広島製作所発足、そして軍需産業の
時代へ

当社は 1907（明治 40）年 11 月、国家的事業として北
海道室蘭の地に誕生した（図 1）。当時、炭鉱・鉄道事業
を行っていた北海道炭礦汽船株式会社と、イギリスのアー
ムストロング・ウィットウォース社およびビッカース社
の 3 社共同出資により、鉄鋼業を興し、火砲の国産化を
図るという狙いがあった。
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創業時の従業員数はわずか 27 名だったが、工場規模
の拡大に伴って次第に増加し、1913（大正 2）年末には
約 3,000 名に達するほど発展した。

1914（大正 3）年に第一次世界大戦が勃発すると、世
界的に始まった軍拡競争に対応して、海軍軍備補充計画
案が策定された。海軍の計画には、当社の協力が必要な
巨大砲が含まれており、各艦の大口径火砲は、呉海軍工
廠とともに当社が製造を分担することになった。これに
より、急激な受注増を抱えた当社は室蘭工場以外の小型
機械専門工場の設置が急務となり、1918（大正 7）年 4
月に広島県安芸郡仁保村字向洋に所在する（株）松田製作
所へ資本参加を開始した。当社がこの松田製作所に着目
した理由は、軍都広島と軍港呉の間に位置した交通の要
所である上、呉軍港・呉海軍工廠があり、有事の際の防
備の点でも優れ、軍需工場にとって最適な場所であった
ためとされる（1）。当社はその後も松田製作所への出資比
率を高め、同年６月には松田重次郎氏が社長職を退き、

広島製作所　執行役員所長　
Executive Officer, General Plant Manager, Hiroshima Plant

解 説

図 1　創業当時の室蘭工場
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当社常務の水谷叔彦海軍技術少将が会長に就任すると同
時に、（株）広島製作所へと社名変更を行った。なお、松
田氏は 1919（大正 8）年 11 月に辞職すると、翌 1920（大
正 9）年に現マツダ株式会社の前身である東洋コルク工
業の設立に参画し、さらにその翌年の 1921（大正 10）
年 3 月に社長に就いた後は、戦後までの長年にわたり広
島産業界の多大な発展に寄与した。当社はその後、1920

（大正 9）年 11 月 1 日に（株）広島製作所の全株式買収を
行い、（株）日本製鋼所広島工場が発足した。これが、そ
の後 100 年間続く現広島製作所の歴史の始まりである

（図 2）。当時の資料によると、工場敷地は約 13 万 6 千
坪（仁保村（現広島市南区堀越）：4 万 6 千坪、船越村（現
安芸区船越南）：9 万坪）、従業員数は 1,269 名であった。

株式会社広島製作所時代は、火薬缶あるいは弾体機削
などの工事が行われていたが、当社が広島工場の全株式
を買収した後は比較的小型ながら高性能の各種海軍関係
兵器やその部分品の製造で占められるようになり、軍
需景気により高操業が続いた。ただ、1922（大正 11）年
2 月のワシントン軍縮会議による海軍軍縮条約が締結さ
れ、翌 1923（大正 12）年 9 月には関東大震災が発生する
と、急速な長期不況に突入する。そのため、当社は民生
品の製造にも注力することになった。室蘭工場では成長
段階にあった人造肥料などの化学工業をはじめ、製紙、
陸上交通機関、道路建設、橋梁等向け民需品の大型鋳鍛

鋼品および各種特殊鋼から治工具類の小物にまで及ぶ民
需品への取り組みを図った。広島工場では、室蘭工場で
製作された良質の高級鋼を材料として、錨鎖、耐圧鋳鋼
品（バルブ・コック類など）、工具類、各種薄肉鋳鋼品、
高射砲その他の高性能兵器製造、そしてシルミン製火
薬缶などの研究を実施し、社業の回復と維持に懸命の力
を注いだ。1931（昭和 6）年 9 月の満州事変の勃発から、
第二次世界大戦の終戦にいたるまでの約 15 年間は、
再度軍需産業の時代となった。

広島工場は 1937（昭和 12）年に株式会社日本製鋼所広
島製作所へと名称変更を行い、それまで仁保敷地のみに
立地していた工場から手付かずだった船越敷地への増築
が進められ、製造規模の拡大が図られた。これらは陸・
海軍関係の各種兵器生産能力を増強するためであり、こ
の時には大正末期から昭和初期に手掛けていた民間注文
品の製造は相対的に減少した。この設備増強計画は広島
製作所だけでなく、1936（昭和 11）年に神奈川県久良岐
郡金沢町泥亀で操業を開始した横浜製作所（図 3）にも適
用され、全社の受注額は 1937（昭和 12）年度の 2,850 万
円から翌 1938（昭和 13）年度には 6,450 万円へと躍進し、
1942（昭和 17）年度には 1 億円に到達した。なお、1938

（昭和 13）年には、陸軍から戦車月産 10 両の製造能力を
目標とする設備拡充計画を命じられたことを機に、1941

（昭和 16）年に東京府北多摩郡府中町に武蔵製作所（図 4）
が建設され、各施設は一層充実、膨大化した。

（a）船越敷地から仁保敷地を望む

（b）月見山から仁保敷地と遠方の船越敷地を望む

図 2　発足当時の広島工場
図 3　操業開始当時の横浜製作所

図 4　武蔵製作所
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1942（昭和 17）年に戦況が退勢に傾きはじめると、そ
れまでの重点産業部門であった地上兵器部門は著しく減
少し、その反面、航空機搭載および対空関係兵器部門の
作業が増大した。このため、武蔵野製作所は戦車から火
砲へと生産業種の変更の通達を受けた。さらに室蘭、広
島および横浜製作所では、陸・海軍から対空火器（高射
砲など）の増産が指示され、砲身素材を室蘭製作所にて
製作し、大口径を除く大部分の仕上げ完成を広島製作所
にて分担するという火砲一貫作業体制が採られた（図 5）。
さらなる戦況悪化となるなか、資材の窮迫化と素材の室
蘭から広島への輸送困難性に直面するようになりながら
も、増産施設の拡充と作業の進捗に対する要求は高い
状況が続き、それを維持するために容易ならざる苦労

が伴った。このような状況を経ながらも製造能力を維持
し、1941（昭和 16）年から終戦時までに製造した砲身の
総数は約 4,000 門分にも達した（図 6）。なお、当社創業
から終戦時までの製造本数は 8,071 門分との記録がある。

1945（昭和 20）年 8 月 6 日には広島市中心部へ原子爆
弾が投下され、市内は壊滅的な被害を受ける。広島製作
所は、市内中心部と製作所との間に位置する比治山に
よって爆風が遮られたため、一部工場の屋根とガラス
が飛散し、その破片が多少機械に挟まれた程度で済み、
大きな被害を免れることができた（図７）。

1945（昭和 20）年 8 月 15 日に第二次世界大戦が終結
する。10 月 10 日には商工・農林・文部および運輸の各
省共同政令第一号が公布され、武器生産の全面禁止が決
定された。これに伴い、当社も 11 月に定款を変更し、
民需産業への転換を明らかにした。これにより、過去
40 年にわたり国内兵器生産量の約 14% を占めたとされ
る当社の兵器生産事業は、当局の命令により停止する
ことになった。全社の従業員総数は、事業最盛時（1944

（昭和 19）年 11 月末）の約 39,600 名から、1945（昭和 20）年
10 月には 7,432 名に減少した。

1946（昭和 21）年に、当社は戦時補償金、戦争保険金
などが交付された会社、あるいは受ける権利を有する会
社として「特別経理会社」に指定された。さらに、1948

（昭和 23）年には「過度経済力集中排除法」による該当会
社にも指定され、その規制の下に企業再編成の道を考え
ることになり、非常に厳しい再建整備計画の立案を迫ら
れた。そうして最終案の認可が得られたのは、1949（昭
和 24）年 8 月末であった。骨子は、①新勘定の現物出資
により、二つの第二会社を設立する、②日本製鋼所は、
第二会社設立に先立ち｢旧日本製鋼所｣と改称し解散す
る、などであった。

1950（昭和 25）年 12 月、室蘭、広島、横浜、武蔵
（1963（昭和 38）年に東京製作所へと改称）の 4 製作所、
本店および他の営業所をまとめて、第二会社となる新生
｢株式会社日本製鋼所｣の設立に至った。

以上のように、広島製作所は発足から第二次世界大戦

（a）機械加工作業

（b）鋳造作業 図７　終戦直後の広島製作所

図５　広島製作所内の風景 （1943（昭和 18）年）

図６　15 センチ高射砲 （1945 年広島製作所にて製造）
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終了後までの期間、軍事政策や経済情勢の影響を受けな
がらも、それぞれの時代情勢に対応し規模拡大を遂げて
きた。この影響は地元船越村（1928（昭和 3）年 11 月に
船越町へ改制）の近代化と発展にも多大な寄与をもたら
し、最大で 16,000 人にも達した当社従業員の福利厚生施
設の建設、学校教育環境の充実や地域活動の活性化など
多岐に渡る貢献がなされたと郷土資料に記されている（2）。
同資料によると、広島工場発足の 1920（大正 9）年当時
の船越村は 658 世帯 2,897 人、就学児童 524 人だったも
のが、1945（昭和 20）年では約 2,000 世帯 9,208 人、就学
児童 1,183 人へと発展したことが記載されている。

2．民需産業への転換と特機生産の再開
［1950（昭和 25）年～ 1965（昭和 40）年］

第二次世界大戦の終結に伴い、当社が創業以来担って
きた造兵事業は一応終止符を打つことになり、その後は
民需産業への転換を図ることとなった。民需転換への許
可は進駐した連合国軍事司令部（GHQ）の許可が必要で
あり、1945（昭和 20）年 12 月 10 日の室蘭製作所に続き、
広島製作所は 1946（昭和 21）年 6 月 28 日に許可が下さ
れた。広島製作所の生産計画では、電車用モータと台車、
ポンプ・圧縮機や農耕機を事業の柱とし、これら主要鋼
材は室蘭製作所製の高性能鋼材を使用することで市場の
絶対的な信頼確保を築くことを大方針に定めた。ただ、
従来の造兵事業はほとんど陸海軍の設計図面による部品
製作が中心であったため、設計技術が乏しいことが大き
な課題であった。そのため、産業機械の完成品製作の領
域進出は容易ではなかったが、当社技術陣が“他社以上
の血みどろの努力”（設計部社員が記載した 1954（昭和
29）年の社内報から引用）を払い、自社オリジナル製品が
胎動することとなった。

2.1　ガス圧縮機の技術導入
戦後における我が国の産業は重化学工業を中心とし

て急速に発達し、さらに高性能の設備機械が必要とさ
れるようになった。そのなかで化学工業における原動
力としての化学合成用ガス圧縮機、さらには広く一般
の空気機械の原動力としての空気圧縮機の性能向上が
求められた。

そこで、当社は圧縮機メーカとして世界的に定評の
あったスイスのスルザー・ブラザーズ社と、1949（昭和
24）年 9 月 26 日付で提携を行った。これは、当社の戦後
における最初の技術導入であった（図 8）。圧縮機事業は
その後 5 年間でシェア 47% を獲得し、従来のガス圧縮
機メーカに脅威を与えるほどになったが、経営面では有
益な事業ではなかった。その原因は、当社が後発メーカ

であるため激烈な競争の中では受注額引下げを余儀なく
されたことと、装置が独占的設計であるがゆえに設計面
での不備や苦労が乗じたことにある。しかしながら、本
事業を手掛けたことは、その後の当社オリジナル製品事
業推進に対し大きな礎を築いたものであり、後年にわた
る大きな技術財産となった。なお、このガス圧縮機はそ
の後次第に利益率が改善されるようになり、1959（昭和
34）年のラビリンスピストン式無給油ガス圧縮機導入、
1962（昭和 37）年の軸流圧縮機・遠心圧縮機を含むガス
タービンの技術導入を経るなどし、本事業は 1965（昭
和 40）年頃まで当社の生産高の中で大きな比重を占めた

（図 9）。

図８　日鋼スルザー圧縮機

図９　メタノール圧縮機
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2.2　鉄道車両用連結器の製作開始
さまざまな民生品を手掛けていた中、広島製作所の鋳

鍛鋼製品は 1950（昭和 25）年頃まで主要製品の一端を
担っていたが、その後は年々減少の一途を辿っていった。
その中で、鉄道車両用の自動連結器および緩衝器は組立
品でしかも量産品であるため、安定した需要が見込まれ
る製品として着目された。この製品は 1950（昭和 25）年
9 月頃から開発が着手され、翌 1951（昭和 26）年 3 月に
は第 1 回目の製品を日本国有鉄道（国鉄）に納入した。最
初に手掛けたのは柴田式自動連結器であり、1953（昭和
28）年にはディーゼル動車用として NB2 型密着式自動連
結器を開発した。また、連結器の開発と同時に緩衝器の
開発にも取り組み、1953（昭和 28）年に渦巻ばね緩衝器
を開発することができた。

これら鉄道製品は、国鉄時代から JR へと移行された
後も、さらには民間鉄道会社にも幅広く採用され、現在
に至るまでの 70 年以上に渡る息の長い製品となった。

2.3　製紙機械分野への進出
産業機械を当社の事業体制の一つの柱とする気運の

中で、パルプ機械分野に本格的に進出した時期がある。
1950（昭和 25）年の、ダブルカッター、カレンダパート
の受注を皮切りに、1952（昭和 27）年には第 2 号抄紙機

（ワイヤ幅 3,610 mm、中・上質紙用）のプレス、リール、
ワインダの各パーツを完成させた。これと輻輳して第 5
号抄紙機（ワイヤ幅 4,165 mm、新聞紙用）の全パーツの
製作に携わった。

その後、1955（昭和 30）年には、イギリスのミルスポー
社と抄紙機用サクションピックアップ装置の技術提携を
結び、受注を増大していった。この装置は、1960（昭和
35）年頃まで広島製作所の主要製品となった。しかし、
その後は国内メーカ数社が相次いで抄紙機全般について
の技術提携を結んだため、当社は徐々に不利な状況に陥
ることになった。この状況を挽回すべく、1965（昭和
40）年に西ドイツのフォイト社と製紙機械の技術援助契
約を締結し、再び製品競争力の強化を図ることで受注量
を維持することができた（図 11）。

2.4　ボウリング用機械の製造
昭和 30（1955 ～）年代は高度成長に支えられてレジャー

ブームの時代に入り、1960（昭和 35）年頃になると各地
にボウリング場が生まれた。1961（昭和 36）年に三井物
産とアメリカのブランズウィック社との間でピンセッタ
製造技術の導入契約が締結され、同年 8 月、当社と三井
物産との間に基本契約書が締結され、広島製作所が生産
を行うことになった（図 12）。

ピンセッタの製作を開始した約 1 年後の 1963（昭和
38）年 2 月に 1 号機が完成し、翌 1964（昭和 39）年 4 月
には 1,000 号機の生産を達成した。

本事業は、ボウリングブームの終焉に伴い、1973（昭
和 48）年 11 月に終了した。わずか 10 年余の短命事業で
はあったが、その間、当社の業績を支え、最盛期にはピ
ンセッタが広島製作所全体売上の 50% 前後を占めていた。

図 10　密着式自動連結器（NCAⅡ型）
（当時の特急寝台列車 ｢あさかぜ｣ 等に採用）

図 12　ブランズウィック社製の“ボウリング用機械ピンセッタ”の
製造

図 11　高速抄紙機（フォイト社との技術提携）
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2.5　防衛庁の発足と武器（特機）生産の再開
1950（昭和 25）年の 6 月に朝鮮動乱が勃発すると、在

日米軍も逐次朝鮮戦線に向け出動したので、国内ではそ
の治安維持のために警察予備隊が創設された。この警察
予備隊は年々その規模を拡充し、1952（昭和 27）年に保
安庁が発足すると、動乱終結と米軍の日本撤退が進んだ
1954（昭和 29）年 7 月には防衛庁へと改組され、陸上お
よび海上自衛隊さらには航空自衛隊が発足した。この国
防機構を固める流れの中、1953（昭和 28）年 8 月に通商
産業省が兵器産業を規制するための武器等製造法を公布
し、武器生産を許可制にした。

当社では極めて高度な技術経験と設備を有していたた
め、国防のための火砲製造を求める声も大きく、再び
火砲製造事業の参入を決定し、1954（昭和 29）年 3 月 26
日付で広島および横浜製作所が武器製造事業者として認
可された。広島製作所では、1956（昭和 31）年 4 月 1 日
に 2.88 億円を投じて工場を新設し、当社火砲生産の中核
工場として体制を固めた。これにより、1956（昭和 31）
年度では特車砲とりゅう弾砲が計 6 門、同 32 年度には
りゅう弾砲 10 門、無反動砲 2 門、連装砲架 1 基の生産
が行われ、国防のための新たな火砲製造が開始された。

3.　プラスチック加工機械事業の開始
［1950（昭和25）年～1965（昭和40）年］（3）

～世界 No.1の総合プラスチック加工機械メーカへ
の始動～

現在の当社事業の中心は、大型造粒機、コンパウンド
用混練押出機、中空成形機、射出成形機、フィルム・シー
ト製造装置など、川上から川下に渡るプラスチック製品
の製造に関わる各種加工機械の製造販売である。今では
世界 No.1 の総合プラスチック加工機械メーカとしての
評価を得ているが、その始動は戦後間もない 1949（昭
和 24）年に遡る。当社には、本事業の歴史を語るうえで
欠かせない「樹脂加工機械の父」と呼ばれる斉藤龍太郎氏
がいる。当時の新谷社長が、銀行筋から「近い将来必ず
プラスチックの世の中が訪れる」と聞き、斉藤へプラス
チック加工機械の研究開発に関する社命を与えたことか
ら本事業の歴史が始まる。その後、樹脂加工機械事業の
黎明期には斉藤がほぼ全ての製品開発に従事し次々と装
置の市場投入を推進したが、樹脂とは何たるかとの情報
と知識が不十分だった当時の装置開発には相当な苦労が
伴った記録が遺されている。

3.1　プラスチック加工機械の製造開始　
戦後、塩化ビニル樹脂（以下、塩ビ）の対候性や風合

いが着目され需要が急速に伸びる中、電線被覆もゴム

に代わり塩ビ採用への動きが生じたことを受け、1949
（昭和 24）年の年末に電線被覆用単軸押出機の開発に着
手した。この開発は、広島、横浜の両製作所にまたがっ
て進められたが、当時はまだ海外からの輸入機も少なく
実機情報も掴めない中、文献情報だけを頼りに全て独自
設計にて開発が進められた。1950（昭和 25）年 6 月に初
号機（口径 65 mm、L/D = 13.4）を受注すると同年 12 月
に試運転の運びとなったが、スクリュとシリンダ間にク
リアランスが必要との概念がなく、厳しい嵌合い公差で
製作したために起動直後に焼付が生じるなど、今では到
底考えられない失敗や経験を経た試行錯誤の上で納入に
至った（4）。この電線被覆用押出機は国内における本格的
プラスチック用押出機の１号機となり（図 13）、その後、
高度経済成長による電力需要増加の波に乗り、1965

（昭和 40）年頃まで多数出荷された。

また、塩ビ被覆の電線需要が高まると同時に、塩ビ原
料の増産需要が高まっていった。この市場への参入を図
るため、1951（昭和 26）年に米スチュワートボーリング
社と技術提携を行い、バンバリー型ミキサーの製造を開
始した。斉藤らはこの装置をバリテンプ・インテンシ
ブ・ミキサーと名付け、連続式の混練押出機が台頭する
1973（昭和 48）年頃まで製造が続けられた（図 14）。

図 13　初期型押出機の広告
（1950（昭和 25）年：ラバーダイジェスト誌掲載）
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3.2　スクリュ式射出成形機の製造開始
国内における射出成形機の歴史は（株）名機製作所が始

まりとなる。（株）名機製作所は 1942（昭和 17）年に手動
式型締機構を、1947（昭和 22）年に全自動機械式型締機
構のプランジャ式射出成形機の国産化に成功し、これは
国内では圧倒的に早い開発であった（国内で本格的なプ
ランジャ式射出成形機の普及を見せたのは 1950（昭和
25）年以降となる）。斉藤が樹脂加工機械の調査を開始し
た 1949（昭和 24）年、初めて目にした加工機械は名機製
作所製のプランジャ式射出成形機であった（4）。

（株）名機製作所と当社とが別企業であった当時、当
社が射出成形機の開発を開始したのは 1960（昭和 35）年
になる。同年 2 月にアンケルベルグ社と小型シングルス
クリュ式射出成形機の技術援助契約を締結し、翌 1961

（昭和 36）年 9 月に国産 1 号機となる V15-75 が完成した
（図 15）。続く 1963（昭和 38）年 4 月には、クラウス・
マッファイ社と大型スクリュ式射出成形機の技術提携を
行った。これら射出成形機の技術導入に際しては、当時
の技術管理職自らが足繁くドイツへ技術習得に通うなど
して、加速した開発が行われた。スクリュ式の射出成形
機は、それまで主流だったプランジャ式に対し混練性に
優れることが評判となり、国内では当社だけが先駆けて
製造販売を開始したことで、着々とシェアを広げた。

当時の高度成長下では、プラスチックの種類の増加と
生産量の伸びが著しく、用途は日用雑貨品から家庭電気

器具部品、自動車用部品などに拡大する傾向にあった。
そのため、射出成形機も次第に多様化が求められるよう
になった。その中で当社は、上記ドイツ企業との技術提
携内容が図面へ自由に手を加えられるものだったことか
ら、トグル式への型締機構の改善や、外観の大幅変更を
進めるなどの機械性能向上への創意工夫が進められ、高
性能機としての評価が高まっていった。

3.3　大型造粒機の製造開始
昭和 30（1955 ～）年代に国内での射出成形機の稼働台

数が増加するに伴い、形状が安定した原料の流通需要が
増してきた。特にオレフィン樹脂の消費量増加が著しく、
当社はオレフィン樹脂用ペレット製造用押出機つまり造
粒機の製造を開始した。1957（昭和 32）年に高密度ポリエ
チレン（HDPE）ペレット製造プラントを受注すると、翌
1958（昭和 33）年 3 月に 6 インチ（φ 152mm）単軸造粒機
を納入し稼働を開始した（図 16）。その後は高生産量の要
求に応じ造粒機の大口径化が進み、石油化学プラントへ
多数納入を行った。中でも高生産化への弾みをつけたの
は、1963（昭和 38）年にイギリスの ICI（インペリアル・
ケミカル・インダストリーズ）社から技術導入した水中カッ
ト式ペレット製法であった。これは、従来のストランド
カット式やシートを裁断するサイコロカット式のいわゆる
空中カット方式と比べて格段に効率が高く、毎時数トンの
生産を可能にした。これら造粒機はやがて国内では約 80%
と圧倒的なシェアを確保するに至り、スクリュからダイス
製造に至る多くのノウハウを蓄積することができた。

図 14　インテンシブミキサーの初期の広告
（1952（昭和 27）年：ラバーダイジェスト誌掲載）

図 15　スクリュ式射出成形機　国産 1 号機

図 16　高密度ポリエチレン造粒 1 号機
（P150-19 型 HDPE ペレット製造装置）
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4．昭和 40 年代に生まれた新製品・新事業
［1966（昭和 41）年～ 1975（昭和 50）年］

昭和 30（1955 ～）年代に生まれた化学機械、製紙機械、
塔槽、プラスチック加工機械、ボウリング用ピンセッタ、
鉄道車両機器などの事業は、広島製作所を支える主要製
品へと成長した。これらはいずれも「高性能鉄鋼素材を
用いた種々機構を有する産業機械」であり、広島製作所
が創業以来培ってきた高度な製造技術を適用したもので
あった。この経験を活かし、昭和 40（1965 ～）年代では
さらなる多様な新製品の開発を進めた。それにより、積
極的な技術導入と自社開発による新たな事業製品が登場
することとなった。広島製作所は、やがてプラスチック
加工機械事業への選択と集中を図ることになったため、
結果としていずれの製品も短中期的な事業に留まった
が、最盛期には年間数十億の売上を得るなど広島製作所
の屋台骨となった。

4.1　パイプライン用バルブ
パイプラインは、石油類および天然ガスの輸送手段と

して、欧米、特にアメリカでは 100 年以上の歴史を有し
ていた。わが国ではパイプライン輸送の必要性は希薄で
あったが、昭和 40（1965 ～）年代に入り原油備蓄量の増
加とこれに伴う備蓄基地の建設が話題になり始めた。備
蓄タンク設置用のバルブは、一般化学用バルブに比べ、
より優れた安全性が求められる。当社は、1970（昭和
45）年 12 月に米国のグローブ社と技術提携を行い、バル
ブ製造を開始した。技術導入するや否や国内のお客様か
らゲートバルブ 9 台を受注し、即座に広島製作所のパイ
プライン用バルブの生産が開始された（図 17）。

海外向けバルブの受注は、1972（昭和 47）年のルーマ
ニア向けが第 1 号で、1974（昭和 49）年にはソビエト連
邦向けバルブを受注した。その後、順調に伸長し、ゲー
トバルブ、ボールバルブ合わせて数千台を納入した。

4.2　デッキクレーン
一般産業機械分野に目を向けると、世界の海運業界で

荷役の高度化や能率化が要請され、高性能デッキクレー
ンの出現が期待されていた。当社は荷役機械分野の拡大
を企図していたことから、1966（昭和 41）年 6 月にス
ウェーデンのヘグランド社から電動油圧デッキクレー
ンの技術導入を行い、広島製作所で生産を開始した。生
産開始以来、1972（昭和 47）年 8 月には生産台数が 100
台に達し、1975（昭和 50）年 8 月には早々に 200 台に到
達した。

4.3　電動油圧グラブ
物を掴む荷役作業用機械であるグラブは、荷役の合理

化、省力化につながる商品であり需要が伸びると判断し、
1969（昭和 44）年 6 月に製品化を始めた。手掛けたのは
電動油圧グラブであり、西ドイツのパイネ社と技術提携
を行い、広島製作所で国産化を進めた。当初はパイネ社
の部品を採用していたが、1970（昭和 45）年 11 月には
全部品を国産品に置き換えた純国産型の油圧グラブが誕
生した（図 18）。1974（昭和 49）年 1 月には、当社グラブ
を導入・運用することで作業人員の削減と死傷事故が解
消できることが評価され、船舶整備公団から安全機械の
認定を授かった。

5．昭和 50 ～ 60 年代の広島製作所事業の拡大
［1975（昭和50）年～1989（昭和 64）年］

日本経済は、1975（昭和 50）年を過ぎるころから高度
成長時代から低成長時代に移行し、産業構造は重厚長大図 17　パイプライン用バルブ

図 18　電動油圧グラブ
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から軽薄短小へと変わり始めていた。産業構造の転換を
強いる低成長時代を生き抜くために、新しい成長分野を
ターゲットとした新技術や新製品、新事業の開発が大き
な使命となった。この中、広島製作所ではプラスチック
加工機械事業の強化を図ることになる。

また、この時代になると機械製品のエレクトロニクス
化が急速に進むようになり、この流れに対応するため、
1975（昭和 50）年 1 月に広島製作所内へ機械研究所を設
立した。この中に電気研究室を設け、機械や装置に対す
る制御設計を有接点構造の電気制御から電子制御への改
良を推進するなど、電子制御技術やシステム化技術の開
発に注力した。設計部門でもコンピュータ化が進み、有
限要素法解析プログラムを応用した二次元軸対称構造物
の応力解析や、塑性解析プログラムを利用した研究開発
などが開始された。

さらに、低成長時代に対応した社内体制改革の試み
として、当時話題となっていた全社的品質管理の TQC

（Total Quality Control）手法を、全社に先駆けて 1977
（昭和 52）年 2 月に広島製作所へ試験的に導入を行った。
この活動は、所長以下全員の努力によって 1979（昭和
54）年 10 月に「デミング賞事業所表彰」を受賞した。この
受賞を機に、全社に TQC が導入され、広島製作所はさ
らなる目標に挑戦を続けるとともに、全社 TQC 活動の
リーダ役も担った。

5.1　プラスチック加工機械事業の成長
5.1.1　大型造粒押出機

昭和 50（1975 ～）年代には、世界の造粒機用押出機
の主流は二軸スクリュ式になっていた。当社では既に、
バンバリー型ミキサーを連続式に発展させた異方向回
転型の連続二軸スクリュミキサー CIM（Continuous 
Intensive Mixer）を 1967（ 昭 和 42）年 に 開 発 着 手 し、
1970（昭和 45）年から納入を開始していた。CIM の開発
は、1965（昭和 40）年前後に進んだ石油化学プラントの
大容量化に対応するために営業からの強い要望により着
手したものであった。その後、10 年以上が経過した昭
和 50（1975 ～）年代後半になると、石油危機を経た状
況だったこともあって更なる大容量化と省エネ機への
需要が高まり、二軸異方向回転ミキサーの技術に自社
ギアポンプを組合せた CMP（Continuous Mixer Pump 
system）を開発し市場投入を行った。CMP は営業と技術
陣の意見を集約して開発を進めたものであり、広島での
開発・設計には多くの技術者が団結し、いち早く完成に
こぎつけた。それまでの各種機械は初号機を国内顧客へ
納入することを大前提としていたが、この CMP は１号
機案件が海外顧客であり、受注獲得と装置立上げにはか
なりの苦労を要した。ただ、その成果もあって、その後
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の当社造粒機は海外への販路を広げ、現在ほぼ全ての造
粒機が海外納入となっている礎を築いた。

5.1.2　二軸スクリュ押出機 TEX
昭和 50（1975 ～）年代に入ると、既存の樹脂のアロイ、

ブレンド、コンポジット化のニーズが高まった。これら
は複数の樹脂を高度に混練することが必要であり、単軸
押出機では到底なし得ないコンパウンド能力が求められ
た。そのため、1979（昭和 54）年にかみ合い型異方向回
転二軸スクリュ押出機 TEX が開発された（図 19）。

TEX の対象樹脂は複合材が主体であったが、様々な
複合材のコンパウンドに適用されてくると、添加剤の配
合により混練挙動が激変する課題に直面し、当初はスク
リュトラブルなどが多発した。TEX の開発担当者は機
械特性や製品品質特性の把握と問題解決に苦労したが、
やがてコンパウンドにはスクリュ混練時の樹脂挙動予
測、つまり理論武装の重要性を認識するに至り、後年の
シミュレーション技術をはじめとする理論解析技術の積
極的な開発体制構築に繋がっていった。

TEX はその後、スクリュの輸送と混練メカニズムの
観点から同方向回転型が高吐出化に有利であることが
見いだされ、1985（昭和 60）年に異方向と同方向との
切替え方式が採用された（第 2 世代）。さらに、その後
も同方向回転への集約（第 3 世代～）、自社開発によるス
クリュ・シリンダ用高耐摩耗・高耐腐食材のラインナッ
プ強化、スクリュの深溝化、高トルク化などの積極的な
世代交代を図ることで、国内市場でトップシェアを獲得
するに至った。

5.1.3　射出成形機
この時代は、射出成形品に対する加工精度向上のニー

ズが高まる一方で、成形業界からは省エネルギー化や生
産性向上などへの要求も増していた。当社射出成形機は
これらにいち早く対応し、N シリーズから J シリーズへ
のモデルチェンジを行うなど、高性能機種を市場に投入
した。

汎用機の分野では、精密成形の需要に応えるべく、
1975（昭和 50）年に当社独自技術による中小型射出成

図 19　かみ合い型異方向回転式二軸スクリュ押出機 TEXシリーズ
（1979 年初号機）
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形機 N-BⅡシリーズを上市した（図 20）。スクリュ駆動
の油圧モータ化のほか、制御システムには、制御・演
算部にマイクロコンピュータを採用し、射出速度や保
圧などのパターン制御機能を搭載した N-TACS および
N-PACS をオプション装置として具備するなど、制御精
度向上、ハイサイクル化が図られ、約 8 年間のロングセ
ラー機として販売された。とりわけ、N-TACS および
N-PACS の開発背景には、「熟練者の不足が深刻で、未
熟練者ですら確保が困難。ゆえに自動的に制御する装置
が必要」との思いがあり、これは現在の新型コントロー
ラや AI（人工知能）技術開発にも通じるものがある。

1980（昭和 55）年には、全面的にモデルチェンジした
J-S シリーズを開発し、世に先駆けたマイクロコンピュー
タを装備した制御装置を搭載するなど、業界の注目を集
めた。この J-S シリーズは、オーディオカセットや VHS
ビデオカセットの成形に採用され、用途が拡大した。

特殊機分野への対応も進められた。その一つとして多
材質射出成形機があげられる。これは、コンピュータハ
ウジングのような、内面に電磁波遮蔽塗装が必要な成形
品に対して、1 層目を金属や炭素繊維を含有した樹脂で
成形し、金型を回転して 2 層目を成形する、工程短縮を
実現する成形法が開発された。また、1983（昭和 58）年に
は高耐摩耗スクリュ・シリンダを搭載したセラミックス・
金属粉末射出成形機 J-C シリーズを開発した。多くのノ
ウハウが必要な脱脂と焼結工程を見据えて、射出成形機
販売に止まらず、技術ソフトを含めたシステムパッケー
ジとして販売され、当時の先端技術であったファインセ
ラミックスの分野に大きな足跡を残すものとなった。

1984（昭和 59）年には、樹脂ボンド磁石を成形するプ
ラマグ射出成形機 J-M シリーズを上市した。当時のマイ
クロエレクトロニクス化の波に乗り、各種 OA 機器部品
や小型精密モータ部品の生産に使用され、販売シェアは
80% を超えた。

5.2　特機製品の国産化推進
1954（昭和 29）年に再開した火砲製造は、室蘭製作所で

製造する砲身素材や大型素材、そして横浜製作所が製造
する油圧関係機器を用い、広島製作所が主体となり加工・
組立が進められた。昭和 40（1965 ～）年代からは、火砲
開発を加速し、国産化に着手している。

1967（昭和 42）年には、先に開発が進められた 74 式
105 ミリ自走りゅう弾砲（105HSP）に続き、75 式 155 ミリ
自走りゅう弾砲（155HSP）の開発に着手した。155HSP は
当社が砲部・砲塔部を、三菱重工業（株）が車体部を担当
し、全体試作と技術・実用試験を経ることで、1975（昭和
50）年度に制式化された。翌 1976（昭和 51）年度に初ロッ
トを納入すると、1986（昭和 61）年度まで生産が続けられ
た。また、1983（昭和 58）年度にはドイツ、イギリス、イ
タリアの NATO 3 か国共同開発による 155 ミリりゅう弾
砲（FH70）のライセンス国産を行った。1983（昭和 58）年
度に初ロットを納入、2000（平成 12）年度に最終号機を納
入するまでに 400 門以上を製造した。

1968（昭和 43）年には、スイスのエリコン社と技術提携
を行い、35 ミリ 2 連装高射機関砲（L-90）の製造を開始し
た。それまで中口径砲を手掛けていた当社にとっては初
めて手掛けた機関砲であった。さらに 1978（昭和 53）年
度から研究試作に着手した 87 式自走高射機関砲（87AW）
は、当社が砲塔部システム（スイス・エリコン社との技術
提携により国産した機関砲部と、三菱電機（株）の協力を
得て捜索・追随レーダを有した射撃統制装置（FCS）を搭
載）を製造、車体部を三菱重工業（株）が製造し、２プライ
ム制で開発試作、技術試験・実用試験を経て 1987（昭
和 62）年度に初ロットを契約、2004（平成 16）年度納入
をもって生産を終了した（図 21）。

上記以外にも、74 式戦車搭載 105 ミリ砲（1964（昭和
39）年開発着手、1974（昭和 49）～ 1990（平成 2）年度納
入）、海上自衛隊向けに 62 口径 76 ミリ速射砲（1977（昭
和 52）年イタリア・オットーメララ社と技術提携、1979

（昭和 54）～ 2003（平成 15）年度納入）、イージス艦搭載用
として 54 口径 127 ミリ速射砲（1988（昭和 63）年イタリア・

図 20　射出成形機 N-BⅡ（1975 年）

図 21　87 式自走高射機関砲（87AW）「防衛省 HPより引用」
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オットーメララ社と技術提携、1991（平成 3）～ 2012（平
成 24）年度納入）や航空自衛隊向け 20 ミリ（改）対空機関砲

（20ミリ（改）AAG：1985（昭和 60）～ 1997（平成 9）年度
納入）、海上保安庁巡視船向け 35 ミリ機関砲（ L- 90 の一
部を流用、1980（昭和 55）～ 2001（平成 13）年度納入）など
多種の生産・納入を行った。

6.　平成時代［1989（平成元）～ 2019（令和元）年］
の広島製作所

～世界 No.1 の総合プラスチック加工機械メーカへ
の成長～

激動の昭和時代に様々な製品を市場に送り出した広島
製作所の中枢であった事務所本館は、1941（昭和 16）年に
建設されたものであり老朽化が著しかった。広島製作所
70 周年を迎えた 1990（平成 2）年 6 月、全社的なスリム
化・多角化戦略により、新事務所本館（以下、本事務所）
が落成披露された。当時の社会はコンピュータ化の潮流
が激しく、本事務所は近代的コンピュータ環境を備えた
最新のインテリジェントビルであった。同時に、船越工
場敷地を囲っていたコンクリート塀の撤廃と構内環境の
美化を行うことで、地域に開かれた企業として地域住民
や外部からの評価も高くなり、「平成時代の日本製鋼所広
島製作所」のスタートを切った。

当社の樹脂機械は、すでに樹脂ペレットの造粒機械、コ
ンパウンド押出機、射出成形機（以上は広島製作所製造）、
フィルム・シート成形や中空成形機械（同横浜製作所）まで、
幅広い品揃えを有していた。これら当社製品は国内のプラ
スチック消費の黎明期から開発を手掛けてきたことから、
お客様からは機械に関わる技術相談だけではなく、成形技
術・ノウハウに関わる助言を求められることが増えてきた。

上記のようなお客様要請に応え、樹脂機械の国際一流
化を達成するため、1991（平成 3）年に新事務所本館に隣
接した敷地に技術開発センターを新設し、樹脂コンプレッ
クスの中心的役割を担うことになった。当センターは、
現在でも世界最大規模のプラスチック成形テスト施設と
して評価されており、各種機械の試作と分析評価、理論
解析が実施されている（図 22）。
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6.1　各種プラスチック加工機械の成長
6.1.1　大型造粒押出機 

造粒機の市場は、平成に入った後も高能力化の需要が
高まる一方であり、口径の大型化が進んだ。

省エネ型として 1984（昭和 59）年に開発した CMP は、
当時最大級の CMP400 を納入し毎時 32 トンを達成した
が、異方向回転ゆえの技術課題を有していた。そこで、
1987（昭和 62）年にかみ合い型同方向回転方式へと改良
した新たな CMP-X シリーズを開発した。大手石油会社
へポリプロピレン造粒用に CMP305X を初納入し、毎
時 20 トンの吐出量を達成した。1990（平成 2 ～）年代に
なると石油化学業界の再編が著しく進み、世界の石化
メジャー各社は中東や中国に巨大な設備投資を進めた。
その結果、ペレットの製造能力が一気に毎時 60 トン以
上の処理能力に達し、新たな造粒機の出現が望まれる
ようになった。これに応えるため、2000（平成 12）年に
CMP-XⅡシリーズを上市した（図 23、現在は呼称統一の
ため、-XⅡは省略している）。CMP（-XⅡ）は、スクリュ
の L/D を 2 倍以上に延長することで、劇的に樹脂の輸
送能力と可塑化能力が高まり、市場のニーズに応えるこ
とができた。

CIM は、その下段に単軸押出機を連結させたシステム
を 1970（昭和 45 ～）年代から 1980（昭和 55 ～）年代前
半にかけて多く納入した。その後、安定吐出が困難な高

図 22　技術開発センターの新設（1991（平成 3）年） 図 24　非かみ合い型異方向回転式造粒機
CIMシリーズ（CIM460）

図 23　かみ合い型同方向回転式造粒機 CMP シリーズ
（ギヤポンプレス仕様　CMP362）
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粘度かつバイモーダルグレードの高密度ポリエチレンへ
の対応のため、1995（平成 7）年に CIM-P シリーズを開
発した。これは、スクリュの両端を支持する非かみ合
い型異方向回転式の高性能ロータとギアポンプを搭載
したシステムで、機械強度に優れ高吐出を可能にした

（図 24、現在は -P の呼称は省略している）。
大型造粒機に関しては、造粒機それぞれの混練性能

の違い（せん断エネルギーや滞留時間など）により、ポ
リプロピレン（PP）は CMP シリーズ、高密度ポリエチ
レン（HDPE）は CIM シリーズ、そして低密度ポリエチ
レン（LDPE）は単軸押出機（P シリーズ）と明確な棲み分
けが行えている。この棲み分けにより、樹脂ごとに最
良の可塑化・混練エネルギーを付与することが出来るた
め、今日の最良品質ペレット製造に対する顧客の高い信
頼確保に繋がっている。

6.1.2　コンパウンド用二軸押出機 （TEX）
TEX を上市してから 10 年が経過した 1989（平成元）

年は、やや高トルク化された第 4 世代機の販売を行って
いた。この時代からプラスチック業界では新たな原料開
発はほとんど見られず、コンパウンドによる高機能化へ
と移行した。そのため、コンパウンド用押出機の市場は
盛り上がりを見せ、さらなる高吐出化（高生産性）と低温
吐出化（高品質化）への要求は留まることなく高まるば
かりであった。当社では常時モデルチェンジに向けた
R&D に注力し、1990（平成 2）年に第 5 世代、1994（平
成 6）年に第 6 世代、1996（平成 8）年には第 7 世代とな
る TEX-αⅡを開発した。その後、TEX-αⅡの制御面を
強化した第 8 世代を挟み、2012（平成 24）年には世界最
高水準のトルクを有する第 9 世代 TEX-αⅢを開発した

（図 25）。現行の TEX-αⅢのトルクは、第 1 世代機と比
較すると実に 3.5 倍以上に高まっている。これは、高負
荷環境下でも耐えうるスクリュ・シリンダ素材の開発、
3D 化に伴い綿密化された設計技術さらには機械加工の
精密化など、長年にわたり発展し、蓄積された技術の賜
物である。

TEX の特徴はスクリュがセグメント化され、樹脂が必
要とする混練に応じて自在に組合せを変更できる点にあ
る。TEX の開発においては、樹脂の複合化が進む時代の
中で、最適なスクリュ構成を得るための技術ノウハウ習
得の尽力と、研究開発メンバーによる理論支援の基盤を
構築した。この技術風土は、その後の世代へも脈々と受
け継がれ、平成時代の技術開発センターは単なる機械の
開発設計技術だけでなく、高度な運転ノウハウを有する
組織体へと成長を遂げてきた。

また、押出機を核に上流、下流に位置する原料供給用
重量式フィーダをはじめ、センターホットカット装置、
サイドホットカット装置、オーバル型スクリーンチェン
ジャ、サイドフィーダ、ベントスタッファ、遠心脱水機
など様々な周辺機器を開発し、一貫生産設備として提供
できるシステム化を充実させた。これらの周辺機器類と
押出機は一括操作を行う FA（ファクトリーオートメーショ
ン）システムにより接続され、同時に開発された TEX 操
作システム「EXANET」により高性能なオペレーション
が可能になった。

また、制御面のみならず、コンピュータの発展に伴い
理論解析技術も年々高度化が進み、当社では 2002（平
成 14）年に二軸押出混練シミュレーションソフトウェア

（TEX-FAN）を TEX のオプションとして販売を開始し
た。これは押出機メーカとしては世界唯一のビジネスモ
デルであり、そのソフトウェアの解析精度を含めた実用
性は、現在も業界から高い評価を得ている。

　
6.1.3　射出成形機

1985（昭和 60）年に、8 ビットマイクロコンピュータ
を用いたコントローラ µPACS-3000 を搭載した J-S Ⅱシ
リーズを発売、さらに J-S Ⅱシリーズをフルモデルチェ
ンジし、µPACS-5000 コントローラを搭載した J-E シリー
ズを 1989（平成元）年に上市した。

1994（平成 6）年には、大型機、電動機、プラマグ
機、竪型機などの拡大する機種構成に対応するため、
効率的に制御回路を構築できる分散型コントローラ
SYSCOM1000 を新たに開発し、これを搭載した J-E Ⅱ
シリーズを上市した。

電動射出成形機の開発着手は 1984（昭和 59）年で、省
エネ、作動油レスなどの環境性能の向上に努めた。4 年
後の 1988（昭和 63）年には、全電動の J-EL シリーズの
販売を開始している（図 26）。電動化の技術障壁はサー
ボモータの制御技術だった。これまで油圧制御技術しか
有していなかったほとんどの射出成形機メーカは、開発
をサーボアンプメーカに依存したが、当社はパワーエレ
クトロニクスの研究を進めていたため、自社でサーボア
ンプの開発を行った。その結果、サーボアンプメーカで図 25　第９世代 TEX-αⅢシリーズ（TEX54αⅢ）
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はノウハウの無い射出成形機特有の課題を解決したサー
ボアンプの開発に成功した。この技術は現在にも受け継
がれ、大型、超大型射出機の全電動化を業界に先駆けて
実現し、現在に至っている。

特殊機としては、ディスク射出成形機、封止射出成
形機、射出プレス成形機、DSI 射出成形機などが開発
された。

1985（昭和 60）年に、爆発的な需要を見せたコンパク
トディスク（CD）の成形向けに、油圧直圧式のディスク
専用射出成形機 J-DK シリーズを開発し、販売を開始
した。さらに、1995（平成 7）年には、大手ディスクメー
カとの共同開発により、標準電動射出機をベースとし
た電動式ディスク専用射出成形機 J35EL Ⅱ -DK を開発
した。

1992（平成 4）年には、当社が特許を取得したダイス
ライド方式の DSI 射出成形法を具現化した DSI 仕様射
出成形機の販売を開始した。本成形法により、これまで
のブロー成形機では成形不可能だったものが容易に成形
できるようになった。

1999（平成 11）年に、微細発泡成形に関してアメリカ
のトレクセル社とミューセル射出成形に関する技術提携
を行い、翌 2000（平成 12）年には、押出成形でも技術提
携を行った。この技術は物理発泡射出成形工法の一種で
あり、米国マサチューセッツ工科大学で開発され、超臨
界状態の二酸化炭素や窒素で、100 µm 以下の微細な発泡
セルを持った高強度・軽量の成形品を製造する技術であ
る。成形に必要なノウハウの獲得、材料メーカとの開発
を重ね、従来になかった発泡成形品を世に送り出した。
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さらに現在は物理発泡成形法の他法としてマクセル
株式会社と京都大学が開発した RIC-FOAM 法を用いた
SOFITTM 成形機を上市し、これにより当社は幅広い発
泡成形法を市場に展開している（図 27）。

以降も新シリーズの上市を重ね、小型から大型までの
射出成形機の開発・製造の中で独自技術を蓄積し、射
出成形機業界での確固たる地位を築いてきた。現在は、
2012（平成 24）年の竪型射出成形機の製造を最後に油
圧式射出成形機から電動式射出成形機に移行し、2015

（平成 27）年に電動射出成形機としては 5 世代目となる
J-ADS シリーズ（型締力 220 トン～ 450 トン）の販売を開
始し、2016（平成 28）年に型締力 30 ～ 180 トンの小型
機を、2019（令和元）年には竪型 JT-ADS シリーズをラ
インナップに加えている。現在は、型締力 550 トン以上
の大型 J-ADS シリーズを開発中であり、市場動向に応
じたシリーズ展開を進めている。

2008（平成 20）年 10 月には、射出成形機を日本で初
めて開発したパイオニアである（株）名機製作所と資本
業務提携を締結し、順次関係強化を図ってきた。2020

（令和 2）年 4 月には吸収合併し、（株）日本製鋼所名機
製作所が誕生した。国内の射出成形機の歴史を支えて
きた２大メーカの技術を融合することで、自動車部品
を代表とする高度な部品類を製造する射出成形機の一
層の需要の高まりに対応すべく、生産体制の拡充が図
られている。

6.1.4　マグネシウム合金射出成形機の開発
1992（平成 4）年に、アメリカのダウ・ケミカル社で

開発されたチクソモールディング技術をチクソマット社
から導入（日本と極東での独占製造権と、全世界での販
売権の取得）し、マグネシウム合金射出成形機の開発お
よび事業を推進した（図 28）。マグネシウム合金は、軽
量、寸法安定性、くぼみ抵抗性、制振性、電磁波シール
ド性に優れていることに加え、リサイクルが容易なこと
もあって、まずは家電業界で広く受け入れられた。

事業導入当時は、生産技術としては改善すべき余地
が多くあった。このため、1997（平成 9）年 6 月から独
立事業部が新設され、耐熱材料開発などが精力的に行
われた。

その後、本事業を成長軌道に乗せたのは、ポータブル
MD、ビデオカメラ、デジタルカメラなど、小物家電製
品だった。特に、当時の世界最薄（0.65 mm）の MD プ
レーヤの筐体は、当初、マグネシウムダイカスターが生
産に挑んだが、その薄物を安定して成形できず困難を極
めていた。これに対し、当社マグネシウム合金射出成形
機では、試行錯誤の末に量産を完遂し、「マグネシウム
の薄肉成形にはチクソモールディング」との評価を得た。

図 26　電動射出成形機の販売を開始［1988（昭和63）年］

図 27　RIC-FOAM 法を用いた SOFITTM 射出成形機
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また、1996（平成 8）年 8 月には、マグネシウム合金
射出成形機および同プラント販促のためのデモ工場の役
割を担って、広島製作所内にエムジープレシジョン株式
会社（MGP）を設立した。MGP ではマグネシウム成形品
の受託製造を行い、保有する高度な成形技術を活用する
ことでデジタルカメラをはじめとする各種製品をター
ゲットに、現在も売上を伸ばしている。さらに近年では
EV 化など自動車社会のニーズが変化する中で、この工
法で生産される自動車部品の用途も広がりつつあり、今
後の大きな発展が期待されている。

6.1.5　フィルム・シート成形装置の広島集約と事業拡大
当社のフィルム・シート成形装置事業は 1958（昭和

33）年から開始していたが、この製品は横浜製作所が
担っており、広島製作所では一部の装置を手掛けるのみ
であった。1991（平成 3）年に広島製作所に技術開発セン
ターが開設された際、同センター内にフィルム・シート
成形実験棟が設立され、TEX・キャスト・縦延伸・横延
伸・引巻取機を備えた逐次二軸延伸装置が設備化された

（図 29）。これにより広島製作所で二軸延伸装置や TEX
を用いたシート成形機の設計・製造を担うようになり、
徐々に広島製作所で手掛ける工事が増していった。

2001（平成 13）年には、フィルム・シート成形装置事
業が広島製作所に完全に統合され、T ダイをはじめとす
るすべてのフィルム・シート製造装置が広島製作所へ移
管された。ただ、横浜製作所では引き続き中空成形機や
紡糸押出機の製造を行ったため、横浜から広島製作所へ
の設計・製造技術者の異動は限定的であった。そのため、
特に高い製造技術を必要とする T ダイでは、技術レベ
ル低下を来たさないために、広島製作所内の新工場で集
中的な技術伝承教育が行われた。

2006（平成 18）年 11 月には、三菱重工業（株）からフィ
ルム・シート装置事業を譲受した。同社は、長年にわた
り装置の製造・販売の分野で豊富な経験と高い技術力を
有している国内トップメーカで、一般包装材料、特に食
品包装、バリヤ、表面保護用途のフィルムの製造装置で
国内市場をほぼ独占していた。これに当社が従来得意と
していた各種光学系フィルム・シート製造を合わせるこ
とで、国内トップはもとより、世界的にも有数の総合フィ
ルム・シート成形装置メーカへと躍進した。これと同時
に、第二技術開発センターを開設し、高速無延伸多層
フィルム成形や TEX によるシート成形など、多彩な試
作評価が可能になった（図 30）。

2015（平成 27）年 4 月には日立プラントメカニクス社
から縦横同時二軸延伸装置事業の譲受を行い、逐次と同
時の双方のフィルム二軸延伸装置のラインナップ化が図
られた。この技術導入を踏まえ、2019（令和元）年に新
規開発した同時二軸延伸装置を技術開発センターへ設備
化し、試作評価が可能になった。

さらには、2019（令和元）年にシート成形装置に多く
の実績を有する GM エンジニアリング社を子会社化し、
さらに同年ニチユマシナリー社を子会社化することで巻
取機事業の強化を行い、フィルム・シート成形装置事業
の更なる拡大を図っている。

図 28　マグネシウム合金射出成形機 1 号機
（型締力 450トン）

図 30　第二技術開発センター（2006（平成 18）年開設）

図 29　技術開発センター設置の二軸延伸テスト装置
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6.1.6　AI/IoT ソリューション“J-WiSeTM”の開発
1990（平成 2 ～）年代の制御技術の発展、2000（平成

12 ～）年代のネットワークやシミュレーション技術の
発展と、平成の時代はソフトウェア技術が急成長した。
2010（平成 22 ～）年代は複合的な技術の融合（メカトロ
ニクス）が進み、ここ数年は IoT（もののインターネッ
ト）や AI（人工知能）がブームとなり、従来の制御だけ
でなく状態監視や保全などのサービス事業への展開をみ
せている。

当社では、2016（平成 28）年度から AI 技術の開発に
着手し、高度なノウハウを必要とする TEX のスクリュ
構成を自動提案するシステムの開発に成功した（5）。こ
れは適用範囲が限定的で実用化には課題を有するもの
であったが、この成功を皮切りに社内で AI/IoT の R&D
が活性化した。2017（平成 29）年度には当社のIoTソリュー
ションを“J-WiSe（JSW-Worldwide IoT Solutions of 
Enhancement）TM ”と命名し、①生産管理、②サービ
ス・保全、③運転支援、④生産自動化の 4 種のコンセ
プトのもと、押出機と射出成形機それぞれに搭載する
システムの開発を開始した（図 31）（6），（7）。現在、各装置
へ搭載したフィールドテストを開始した段階にあり、今
後各装置の標準あるいはオプション品として市場投入
を図っていく予定である。

6.2　その他の広島製作所製品群の成長
6.2.1　鉄道車両用機器

2.2 節で述べたように、戦後まもなく開発・製造を開
始した鉄道製品事業は、現在で 70 年を超す息の長いも
のとなっている。車両連結を維持する連結器と、車両走
行時の前後衝撃を吸収緩和する緩衝器は、長年取り扱っ
てきた 2 大製品であり、この歴史は国鉄をはじめ民鉄各
社から得た高い信頼性の証といえる。

連結器は、時代が進むにつれて単なる車両連結の役割
だけではなく、発車・停車をはじめとする引張・圧縮
衝撃の緩和も求められるようになってきた。1987（昭和
62）年に、小型化を図ると同時に胴部に緩衝器を内蔵し
た先頭車両用密着連結器と、2 組の連結器を一体化し

て胴部に緩衝器を内蔵した中間車両用棒状連結器とを
開発した。これは、他路線との互換性や大きな牽引力
を必要としないモノレールや磁気浮上式鉄道などに採
用された。

1993（平成 5）年には、列車が障害物と衝突した時に
発生する衝撃を吸収する｢衝撃吸収型半永久連結器｣を開
発した。これは、在来線旅客車両に採用された。当初、
緩衝器にはフランスから輸入されたシリコン部材を使用
し JR 東日本へ納入したが、その後軽量化や国産化の要
望により金属塑性を応用した衝撃吸収型連結器を開発し
た（図 32）。この製品は JR 東日本をはじめとし、1,000 組
を遥かに超える採用実績を誇っている。

緩衝器は乗り心地を左右する極めて重要な部品であ
り、当社の緩衝器は寝台列車から在来線、さらには新幹
線に搭載され、国内緩衝器市場の約 7 割を占めている。
昭和時代にはシングル型緩衝器を数多く納入しており評
価を得ていたが、車両の長大編成化や高速化が進む中で
さらなる快適性の向上が求められ、ダブル型緩衝器を開
発し納入が進められた。ダブル型はシングル型で問題と
なっていた初圧以下の衝撃吸収を可能とし、幅広く採用
された。これは国鉄時代から得た高い評価が、その後の
JR 各社にも継続維持されたためであり、お客様からの
根強い信頼性に支えられている製品といえる。

6.2.2　特機製品
防衛庁（2007（平成 19）年１月から防衛省）のニーズで

ある国防火砲の国産化のために、広島製作所では継続し
て製品・システムの開発を行ってきた。特に火砲に限定
されたビジネスの限界から脱皮すべく、火砲を含む全体
システム製品の研究開発をプライムコントラクターとし
て受注する道を強く志向し、その結果、陸上自衛隊の自
走りゅう弾砲である 75 式 155HSP の性能向上を目的と
して開発された 99 式自走 155 ミリりゅう弾砲（99HSP：
図 33）が 1992（平成 6）年度に開発着手、1999（平成 13）
年度に制式化、2001（平成 13）年度に初号機納入を行っ
た。99HSP の特徴は、52 口径長砲による長射程、弾丸・
装薬の自動装てん、自動照準機構を有し、全自動化した

図 31　J-WiSeTM ソリューションと4 種コンセプト

図 32　衝撃吸収型半永久連結器
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純国産にあり、当社は開発段階で 99HSP のみならず発
射装薬、弾薬給弾車を含めたりゅう弾砲システム全体の
プライムを担った。

また、陸上自衛隊の戦車主砲に関し、第 3 世代戦車
である 90 式戦車搭載の 120 ミリ砲の開発を 1977（昭和
52）年度に着手し、1990（平成 2）年度に初ロット契約に
至った。この 90 式戦車の主火砲は、従来の施線砲とは
異なり、初めて腔線のない滑腔砲を採用した。その後、
更に高威力化させた 10 式戦車用の 120 ミリ滑腔砲の純
国産化につながる。第 4 世代の 10 式戦車は、2002（平
成 14）年に開発着手し、2010（平成 22）年度に制式化さ
れた現在の日本の主力戦車である（図 34）。10 式戦車用

砲部は、90 式のそれと比較し威力向上と軽量化が達成
できており、室蘭製作所製の高強度鋼の採用と新規構
造の考案により実現できた世界最高レベルの最新戦車
砲である。さらに、2019（令和元）年には 19 式装輪自走
155 ミリりゅう弾砲の量産を開始した。これは 2013（平
成 25）年度～ 2018（平成 30）年度の間で FH70 の後継と
して開発され、99HSP で培われた多くの技術を用いて、
機動力の高い装輪車体に軽量化した 52 口径長砲を搭載
したものである（図 35）。

その他、海上自衛隊装備品として 62 口径 5 インチ砲
（2002（平成 14）年米国ユナイテッドディフェンス社と
技術提携、2005（平成 17）年度納入）（図 36）、Mk22 キャ
ニスタおよび Mk25 キャニスタ（米国 BAE システムズ社
と技術提携、2002（平成 14）、2006（平成 18）年度契約）、
水上艦用機関銃架（遠隔操作型）（2016（平成 28）年度契
約）、海上保安庁装備品として 30 ミリ機関砲（JCG30G：
2005（平成 17）年度契約）など多くの製造・納入を行っ
ている。さらに 2019（令和元）年から、62 口径 5 イン
チ砲（Mk45）は年産１門から２門となり、且つオーバー
ホールも重なるため、組立・総合試験を実施するための
大ピット（設備）を増設し、製造能力の拡大を図った。

特機本部では、現在もシステム開発を中核事業と位置
づけ、技術資源の維持と増強を図っている。

7.　広島製作所の発展

7.1　戦前 1939（昭和 14）年頃と現代 2014（平成 26）　
　　 年頃の比較

広島製作所発足当時は手付かずであった船越敷地は、
現在では工場建物がひしめき合い、プラスチック加工機
械を主軸とした産業機械の製造を継続している。また、
堀越敷地（旧仁保敷地）は戦後一次中断を余儀なくされた
ものの、火砲を手掛ける特機工場としてその稼働効率を
高めて操業を維持している。図 37 に 1939（昭和 14）年
頃（8）と近年（2014（平成 26）年頃）の広島製作所敷地の空

図 33　99 式自走 155 ミリりゅう弾砲（99HSP）

図 34　10 式戦車

図 36　62 口径 5 インチ砲

図 35　19 式装輪自走 155 ミリりゅう弾砲
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撮画像（9）を比較する。船越敷地では昭和初期には工場設
置が開始されたばかりであり、ほとんどは手付かず状態
だったことがわかる。現在の船越敷地では工場建屋が整
然と配置され、プラスチック加工機械をはじめとする一
般産業機械生産の高操業が続いている。また、空撮の比
較からもわかる通り、広島製作所の発展に伴い周辺の宅
地造成が進められてきた。船越町（現安芸区船越・船越
南地区）の世帯・人口は、1945（昭和 20）年には前述の
通り約 2,000 世帯 9,208 人だったものが、2019（令和元）
年には 5,203 世帯 10,630 人になり、世帯数が著しく増加
した。当社は、定期的な地域の美化活動実施や、グラウ
ンドを一般開放した地域の夏祭りを開催するなど、地域
との繋がりも大事にしてきた。今後も地域に支えられた
広島製作所でありたいと願っている。

7.2　売上高から見た広島製作所の成長
第二次世界大戦後、一般産業機械事業に転換した広島

製作所事業の成長規模を、売上高から半世紀に遡り考察
する。1970（昭和 45）年の広島製作所の売上高は約 200
億円であった。しかし、さらにその後の 20 年間に当た
る 1990（平成２）年までには、前述したように製造する
製品群の拡充により年率約５％の伸長で推移し、売上高
は約 800 億円まで拡大した。しかし、そこからの約 25
年間はバブル崩壊やリーマンショックなどの経済危機が
重なり、売上高は 500 億円代から 800 億円代の浮き沈み
を幾度となく繰り返した。2015（平成 27）年になり、よ

広島製作所 100 年のあゆみ　～広島製品の変遷～

うやく、それまでの企業構造転換活動や各製品の競争力
強化、さらに積極的な設備投資による工場生産性強化
などにより、売上高は 900 億円を超え、その後も工場
再編成の継続的な実施により、2017（平成 29）年には、
1100 億円代まで伸長し、広島製作所の創設以来初とな
る 1000 億円突破を実現した。そして、さらに好景気の
後押しを受け、2019（令和元）年まで売上高を伸ばして
きた。

7.3　積極的な設備投資による広島製作所の拡大
近年の広島製作所グループは、工場敷地面積 34 万平

方メートル（約 10 万坪）の規模にすでに多くの工場建屋
や事務所が配置され、将来の工場生産性の向上を見据え
た工場再編成は重要な課題であった。具体的には、老朽
化した建屋の立て直しや移転による空き面積の確保が必
要になった。また、工場緑地法による建屋面積の制約も
あり、生産を維持しながらの再編成を実施することは、
建屋の段階的な解体と建設を長期的な視点で計画する必
要があり、その内容は複雑で困難を極めた。

そのような中、2014（平成 26）年、敷地内に配置され
ていた独身寮を敷地外（松石地区）へ移転させる工事に着
工するとともに、その跡地への特機部門の最新設備を持
つ特機第３組立工場の新設に着手した（図 38）。独身寮
は 2015（平成 27）年に完成し、“青潮寮”と命名され、省
エネとコミュニケーション設備を完備した。従来比で
1.3 倍の収容力を確保したことにより、入寮者の能力拡

（a）1939（昭和 14）年頃
（「空から見た広島今昔」（中国新聞社）から引用）

（b） 最近
（地理院地図に地名等を記入。2014（平成 26）年頃の空撮と推定）

図 37　広島製作所の敷地の今昔
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大だけでなく、入寮者の親睦を図れる生活基盤の整備を
実現した（図 39）。

また、射出成形機の中・大型機の需要拡大が見込ま
れ、さらに超大型機の組み立て場所の確保が急務となっ
たことから、第 1 組立工場を射出成形機の専用ライン
化とするため、フィルム・シート装置を含む押出機
製品を第 2、第 3、第 4 組立工場に集約し、大型製品の
生産性向上とシステム受注に対応できる新工場を新編成
した。新設した工場は押出機製品の組立専用を目的とし、
最新設備を持つ新規第 3 組立工場として生まれ変わった

（図 40　2016（平成 28）年６月完成）。2018（平成 30）年
には、射出成形製品（主に竪型機）、押出機製品の生産性
のさらなる拡大を図るため、第６、第７組立工場を建設
した。これら一連の組立工場整備により、15％以上の生
産性向上を達成した。

製品本体の製造だけでなく、各製品事業の盤石な体制
を強化させるため、納入した製品の顧客サービスの充実
も重要な課題であった。このため、まずその第一段階と
して、2018（平成 30）年 10 月、射出機サービス部品セ
ンターを建立した（図 41）。これにより、工場内に点在
していた射出成形機のサービス部品在庫などが一元管理
できる体制を築き、射出成形機の事業拡大に大きく寄与
している。　

7.4　広島製作所の将来に向けた基盤づくり
　　 ～“世界 No.1 の総合プラスチック加工機械メーカ”
　　 を維持するために～

これからの令和の時代に向けての広島製作所は、さら
なる生産能力と生産効率の向上、さらにお客様の満足度
向上は勿論のこと、従業員の働きやすさを最大限に考
慮した積極的なリニューアルを図る方針である。まず、
お客様対応環境の良質化と設計能力増強のため、1990

（平成 2）年から使用している現在の事務所本館（本事務
所棟）の隣に、新たな第 2 事務所棟の建設を進めている。
これはお客様向けの迎賓機能を備え、将来のさらなる
増員対応と設計執務室の近代化による従業員のコミュ

図 39　独身寮“青潮寮” （2015（平成 27）年 2 月竣工）

図 40　第 3 組立工場 2016（平成 28）年６月完成

図 41　射出機サービス部品センター2018（平成 30）年 10月完成

図 38　特機第 3 組立工場外観 （2016（平成 28）年 6 月竣工）

（a）第 3 組立工場外観

（b）第 3 組立工場 構内概要（最新設備完備）
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ニケーション環境向上など働く環境整備を目的としてお
り、2021（令和 3）年 2 月に竣工予定である（図 42）。

さらにサービス事業拡大のための設備投資の第二弾
として、押出機製品を主としたサービス部品ビジネス
と製品組立を目的とした広島製作所初の 2 階建て式組
立工場、第 8 組立工場の建設も同時に進行させている

（図 43）。　
また、AI（人工知能）や IoT（もののインターネット）

を駆使した製造工場のスマートファクトリー化の計画を
推進しており、将来に向けたさらなる生産性向上の計画
を進行させている。今後も時代の最先端技術を取り込み、
それらを活かした新たな製品技術の開発を推進すること
で、世界 No.1 の総合プラスチック加工機械メーカの地
位を堅持し、将来へ邁進する所存である。

広島製作所 100 年のあゆみ　～広島製品の変遷～

8.　むすび

本報では、広島製作所の 100 年の歴史を振り返るにあ
たり、これまでに生産を手掛けてきた各種製品の歴史を
まとめると共に、広島製作所の変革と成長の経緯をまと
めた。創設された 1920（大正９）年から第二次世界大戦
が終結する 1945（昭和 20）年までの四半世紀は、歴史的
背景が色濃く出た兵器生産を主な事業としていたが、そ
の後は多くの苦難を乗り越えながらも一般産業機械事業
に見事に事業転換を果たしてきた。その成功の裏には幾
多とあった様々な苦難や変化に対し、先人たちが優れた
柔軟性と卓越した技術を核とした突破力を併せ持ってい
たからこそ実現できたことを忘れてはならない。

図 44 に 1928（昭和 3）年に広島製作所構内に植樹され
た御大禮（たいれい）記念松を示す。この松は昭和天皇が
即位されるにあたり旧広島県庁に 1926（大正 15）年に御
播種（はしゅ）された松の芽を頂き植えられたものであ
り、広島県内でも現存しているものは数少ない。広島製
作所の歴史を示す証として、今後も保存し伝承してゆく
所存である。

図 43　第 8 組立工場 外観イメージ

（a）第 2 事務所棟 外構

（b）第 2 事務所棟 正面玄関

（c）現本事務所棟（左）と第 2 事務所棟（右）の外観イメージ

図 42　第 2 事務所棟のイメージ図

図 44　御大禮（たいれい）記念松（昭和天皇即位記念松）。
1928（昭和３）年に植樹された
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広島製作所 100 周年を迎えた今年、世界的な規模で
コロナウイルス感染が流行し、東京で開催される計画
であったオリンピックでさえ延期に追い込まれる事態を
招いた。このコロナウイルス感染リスクは世界の感染者
数が示すように過去にはない歴史に残る惨事となること
であろう。このための世界経済の不透明感は今年だけに
留まらず数年間に渡り継続される可能性が議論されてい
ることもあり、広島製作所を取り巻く市場環境も同様に
厳しい状況が想定される。しかしながら、100 年を振り
返ると広島製作所を取り巻いた過去にも大きな岐路が幾
度もあり、その訪れた苦境に対し、事業内容や構造改革
を実践して乗り越えてきた。広島製作所は、今回もまた
不易流行を貫き、変えない伝統を継承し、変化に対応で
きるフレキシブルな変革を積極的に展開させ、将来の礎
の構築を継続させていくことが必要である。過去の 100
年を愚直に生き抜いた広島製作所の技術と伝統はこれか
らも後人に脈々と受け継がれ、さらなる将来の 100 年へ
と発展させてゆくことを願ってやまない。
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編　集　後　記

本報を纏めるにあたり、改めて広島製作所の創設当初
からの歴史を振り返る機会を得たことは、大変貴重な経
験となりました。激動の時代を生き抜いた日本製鋼所と
その主幹製作所のひとつである広島製作所の壮絶な歴史
と偉大なる先人の志に触れたとき、現在、起こっている
世界的な市況変化や経済動向も、過去の歴史に倣い真剣
な努力と行動を持てば乗り越えられると強く感じること
ができました。本報を読まれる全ての人が、改めて将来
に向け、立ち向かう勇気と希望を持たれることを切に願
います。 

本報の編集にあたりましては、広島製作所 技術開発
部の伊東 宏氏、富山秀樹氏をはじめとする多くの関係
者の方に執筆のご協力をいただきました。また、過去の
歴史につきましては、『日本製鋼所 百年史』などの貴重
な社史資料を参考としましたが、これは古い膨大な情報
を纏められた諸先輩方々のご尽力の賜物であり敬服の念
に堪えません。これらの方々にあらためて深く感謝を申
し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

2020（令和 2）年 8月
広島製作所 執行役員所長 

井上 茂樹




