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　川崎重工の精密機械事業は、この数年で事
業規模が約３倍になるなど躍進著しい。
　その牽引力となっているのが、中国の建設機
械向け油圧機器だ。急速な経済発展を続ける
中国では大規模な国土・都市開発に力が入れら
れており、中国の建設機械、とりわけ油圧ショベ
ル市場は世界最大規模に達しており、長期的に
はさらなる伸長が期待されている。
　その中国には、販売・サービス拠点の「川崎
精密機械商貿（上海）有限公司」（上海市）があ
り、生産拠点として「川崎精密機械（蘇州）有限

公司」（江蘇省）と「川崎春暉精密機械（浙江）
有限公司」（浙江省）がある。川崎精密機械（蘇
州）有限公司では２０１１年１１月、新工場が本格
生産を開始して生産能力が倍増した。また、こ
れらを含めて世界に展開する精密機械事業の
マザーファクトリーである「西神戸工場」（神戸
市西区）では、コアパーツ専用工場などがフル
稼働を続けている。
　そこで、中国の販売・生産拠点や西神戸工場
など、躍進を続ける精密機械事業の最前線を
カメラで追った。

建設機械向け油圧機器が好 調な中国の販売・生産拠点と、
マザーファクトリーの西神戸 工場を訪ねて

川崎精密機械（蘇州）有限公司（江蘇省蘇州市）の新工場
で油圧ショベル向け油圧ポンプの組み立てが進む。日本（西
神戸工場）と同じ生産設備と製造技術で高品質の油圧機器
を生産している。

現場を訪ねて

製鉄所構内の物流で活躍する
カワサキホイールローダ
「ＡＵＴＨＥＮＴ」
（株）ミズレック（千葉市中央区）

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

木曾川水系の「冬」を追う
荒 し々い岩石を雪が覆い、
黒く映る流れ静かに。
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●表紙説明●

　丸いオレンジ色の中心に大きな円とそれを取り巻いて整然と配
置された楕円形??不思議な円盤？　実はこれ、建設機械の油圧
ショベルの操作・制御になくてはならない機器のひとつである油圧
ポンプのシリンダを上から見たもので、楕円形の穴の裏側にピスト
ンが装填されます。
　川崎重工の精密機械事業はこの数年、中国の油圧ショベル向
け油圧機器が好調なこともあり、事業規模を大きく伸ばしています。
　精密機械事業は世界に展開しており、中国をはじめ海外現地
工場では油圧ポンプや油圧モータなどの重要機器を生産してい
ますが、これらの機器の部品で加工精度が極めて高いシリンダや
ピストンなど、いわゆるコアパーツはマザーファクトリーである西神戸
工場（神戸市西区）で集中して生産して供給しています。この表
紙写真も西神戸工場で撮影しました。（詳しくは「最前線カメラル
ポ」をご覧ください）

中国を中心に

躍進する精密機械事業

新製品・新技術

スポット溶接専用ロボット「ＢＸシリーズ」と
動作監視安全機能「Ｃｕｂｉｃ－Ｓ」を開発

オ ー セ ン ト

キュービック　  エス
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川崎精密機械商貿（上海）有限公司のオフィス。少数精鋭の営業陣が中国の
広大な国土を飛び回り、高いシェアを獲得した。

陳愛明総経理（左）と山本良・董事長（右）は「苦労して蒔いた種が
芽吹いて育ち、大きな花を咲かせたのがここ数年の好業績」と語る。

２０１１年１１月１日に本格生産を開始した本社・新工場。年間生産能力は油圧ポンプ約６万台、油圧
モータ約５万台で旧工場より倍増した。

蘇州の水路のある旧市街・山塘街。

新工場の加工エリアに並ぶ
日本から導入したマシニング
センター（複合ＮＣ〔数値制
御〕工作機械）と、中国人
従業員への講習風景。

出荷検査工程では、
西神戸工場と同じ
装置で全数性能
確認を行なう。

木村健一董事長

西坂伸二総経理

減速機付き
油圧モータ

マルチコントロール弁

メインポンプ

図１  ●建設機械用の主要な油圧機器

１９９３年、国内他社に先駆けて
販売活動を開始

■中国メーカーの油圧ショベルでは圧倒的なシェア
　川崎精密機械商貿（上海）有限公司

大型ショベルやコンクリートポンプ車用
などにも取り組む

西神戸工場と
同じ生産設備・技術の新工場

■新工場の完成で年産能力が約１１万台へと倍増
　川崎精密機械（蘇州）有限公司

ユーザーの共感と信頼を呼んだ
きめ細かな対応

　川崎重工の油圧ショベル向け油圧
機器は、油圧ポンプや減速機付き油圧
モータ、マルチコントロール弁など、油圧ショ
ベルの操作・制御に欠かせない重要な
機器類である（「図１」参照）。
　その中国における販売・サービスの拠
点が、川崎精密機械商貿（上海）有限
公司（上海市黄浦区）である。
　「１９９３年、カワサキが日本のどのメーカー
よりも早く中国で油圧機器のビジネスを
始めた時、中国の油圧ショベルは国有
会社６社が欧州メーカーの油圧機器を
輸入して小規模に生産している程度で
した。私たちは業界団体などと技術交
流会を重ねるなど地道な活動を続け、
品質の高さや納期の確実性などをＰＲ
してきました。そうした努力が実り、１９９３
年１０月に２０ｔクラスの油圧機器を１社に、
５０ｔクラスを１社に初納入できました。で
も２００２年頃までは苦労の時期。いわば
畑を耕し、種を蒔くような地味な活動が
続きました」と陳愛明総経理。

　中国における油圧ショベルの市場規
模は、２００３年頃から年を追って拡大す
るようになる。
　「インフラ整備などの工事に対する油
圧ショベルの有用性が理解されるにつ
れて普及が進み、カワサキの業績も伸び
ました。蒔いてきた種が芽を出して育ち、

大きな花を咲かせたのです。それだけで
はなく、国内の重要顧客への納入実績
を背景とした性能・品質など、顧客ニー
ズへのカワサキ独自の総合的な対応力
が認知され、中国でのビジネス拡大につ
ながっていると思います」（山本良・董事長）

　上海から車で約２時間。街の西側に
は太湖が広がり、郊外には昔ながらの
水郷の村が点在する江蘇省蘇州市。
　同市の工業地区の一角に、川崎精
密機械（蘇州）有限公司の新工場（蘇
州市高新区）が完成し、２０１１年１１月

１日に本格生産を開始した。同社は２００５
年１２月、中国における建設機械用油圧
機器の生産拠点として、川崎重工が１００
％出資した現地法人である。
　旧工場にほど近い新工場（建て屋面
積１万３，５００ｍ２）は、生産ラインを旧工場
から移設するとともに、能力増強のため新
設備を追加導入した。
　「中国における油圧機器の生産は、

日本（西神戸工場）
と同じ生産設備と
製造技術で、日本
と同じ高品質の製
品をつくっていま
す」（西坂伸二総
経理）
　西神戸工場か
らピストンやシリン
ダなどコアパーツの供給を受ける新工場
の生産能力は、油圧ポンプ約６万台、油
圧モータ約５万台で年間約１１万台と旧
工場より倍増した。後に紹介する川崎
春暉精密機械（浙江）有限公司が生産
する油圧ポンプ約４万台と合わせると、
中国における両製品の生産能力は年
間約１５万台にのぼる。

　主力製品は２０ｔクラスの油圧ショベル
用油圧ポンプだが、大型ショベル用油
圧ポンプの生産準備も始めた。さらに、「こ
れからはコンクリートポンプ車やクレーン
など、中国のニーズに合わせて新しい油
圧製品の生産にも取り組みます」（木村
健一董事長）

　「油圧機器は
油圧ショベルを操
作・制御する最重
要な装置だけに、
油圧ショベルの設
計は油圧機器に
合わせて行なえと
いう考え方もあるよ
うですが、私たち
はその逆で、中国の建設機械メーカー
のさまざまな要求に応えた油圧機器の
提供に尽力しています。油圧機器はそ

れぞれ多品種を用意し、なおかつ要求
に応じて微妙な性能調節を行なうなどき
め細かな対応をしています。ユーザーの
要求にカワサキが満足できるまで頑張る
－この姿勢がユーザーの共感を呼び、
高い信頼を得たのだと思います。こうし
たことを実行できるのも、われわれを支え
てくださっている多くのサプライヤーのお
かげです」（木村健一董事長）
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油圧機器のオーバーホー
ルなどの作業が進む。

２０１１年６月に本格操業を開始した西神戸工場の新しい工場、第四工場の全景。

同センターでは中国の建設機械メーカーなどのサービ
スマンを対象とした教育・研修も大切な業務のひとつ。
その講習風景。

上：工場の加工エリア
では自動化が進み
日本から導入した
マシニングセンター
を用いて、ポンプ
ケーシングやバルブ
ブロックなどの内製
品を生産している。

左：試験運転を行ない、
一つ一つ仕様を調
整している。

日本で学び、「阿Ｑ正
伝」や「藤野先生」
などの作品で知られ
る小説家・思想家、
魯迅（１８８１～１９３６
年）は浙江省紹興市
の出身で、その旧居
は文化財に指定され
ている。

川崎春暉精密機械（浙江）有限公司の本社・工場。地元企業との共同
出資で２００９年８月に設立し、油圧ポンプを年間約４万台生産している。

左から徐禎祥総経理、畑浩司副総経理、土井正則
副総経理。

安原裕ＣＳセンター長

直轄業務で迅速・確実な
アフターサービスを

地元の有力企業との合弁で
２００９年に設立

多彩な油圧製品の生産も視野に

■多彩な油圧製品の生産も視野に
　川崎春暉精密機械（浙江）有限公司

■アフターサービスのより一層の向上を目指して
　川崎精密機械商貿（上海）有限公司ＣＳセンター

　中国における油圧機器の生産拠点
がもうひとつ。２００９年８月、中国浙江春
暉集団有限公司との共同出資で設立
した川崎春暉精密機械（浙江）有限公
司（浙江省上虞市経済開発区）だ。
　浙江省上虞市は上海浦東空港から
車でおよそ３時間半。周辺を含めて人
口およそ１００万人の地方都市である。
　ここでは現在、油圧ポンプを年間約
４万台生産している。西神戸工場から
送られてきたコアパーツ、並びに内製して
いるポンプケーシングやバルブブロックな
どの仕上げ・洗浄→組み立て→試験運
転→塗装の工程が、前述の蘇州の新

工場と同様に機能的に配置されている。
　「『蘇州』が手本の“兄弟工場”で、
日本と同じ生産設備で日本と同じレベル
の製品を生産しています。」（畑浩司副
総経理）

　徐禎祥総経理は、「この好調が続け
ば当然、生産設備も人員も増やしてい
かなければなりません。とりわけ優秀な
人材の確保が重要です。技術専門学
校などと提携し、卒業１年前から実習生
として受け入れるなどの対策を実施して
います。入社後は、技術の習得はいうま
でもなく、安全管理教育で意識の向上

に継続的に取り組んでいます」と話す。
　「今年は小型ショベル用油圧ポンプ
の生産にも取り組む予定です。また、油
圧ポンプでしっかりと足元を固め、ゆくゆ
くは油圧モータなどを生産し、ここからシ
ステム化された油圧装置の供給を目指
します」（土井正則副総経理）
　工場には十分なスペースがあり、生産
設備の拡充にはいつでも対応できる状
態だという。

　川崎重工の中国における油圧機器
ビジネスは、ここ数年で急速に拡大した。
それゆえにアフターサービスのさらなる充
実が課題になってきた。２０１１年１０月に
開業した川崎精密機械商貿（上海）有
限公司ＣＳセンター（上海市　行区）は、
その目的で設置されたカスタマーサービ
スセンターだ。
　「アフターサービスはこれまで、現地の
協定会社を通じて行なってきましたが、
需要の急拡大が続き十分に対応できな
い面も出てきました。そこで直接、行なう

ようにしたのです。
『商貿』の技術部、
品質保証部と連
携し、地場の建設
機械メーカー向け
クレーム品の調査・
処置対応（不具
合・修理内容の
報告）や有償修
理などを迅速・確実に行なって顧客の満
足度をより一層上げ、カワサキのブランド
イメージをさらに向上させるのが目的です」
（安原裕ＣＳセンター長）
　すでに約８０件の調査・修理依頼など
があり、機器のオーバーホールなどの作

業で多忙な日が続いている。
　「中国では建設機械の使い方が過
酷なので、修理要請が出やすいのです」
（王世賢ＣＳセンター長補佐）
　同センターでは、建設機械メーカーな
どを対象とした教育・研修も業務のひとつ。
この日は中国油圧ショベルメーカーのサー
ビスマン約３０名が講習（座学と機器の
分解・組立などの実技）を受けていた。
　「まずはカワサキ直轄のこのＣＳセンター
の認知度を上げ、さまざまな要求に即応
できるようにしたいと考えています」（安原
裕ＣＳセンター長）

今年の後半から
回復するとの見方も

　中国の油圧ショベルの販売台数は
２０１０年には前年の約１０万台から約１７
万台へと急拡大し、２０１１年も２０１０年と
同等の台数を記録した。その中でカワ
サキの油圧機器は、中国の建設機械メー
カーが製造する油圧ショベルでは「９０％

以上（１０ｔクラス以下の小型を除く）」（陳
愛明総経理）という圧倒的なシェアを誇っ
ている。
　現在は、中国政府の金融引き締め政
策などの影響で一服感があるが、ここに
きて金融緩和策も取り沙汰されており、
今年の後半からは再び回復するのでは
ないかとの見方もある。一説には、中国
の油圧ショベルの市場規模は数年後、

年間約４０万台になるといわれている。
　「“晴れた日には雨の日を考えろ”とい
う言葉がありますが、その逆もありです。
一服感のある今こそサービス技術の向上、
アフターサービスの充実の好機とみて真
剣に取り組んでいます。同時に、３３名の
営業マンが席を暖める暇もなく飛び回り、
中国の広大な国土をカバーしています」
（陳愛明総経理）

加工精度が極めて厳しい
ピストンなどのコアパーツ

■世界展開する精密機械事業のマザーファクトリー
　西神戸工場

　これまでお伝えしてきた中国をはじめ、
油圧機器事業の世界の製造・サービス
拠点などにコアパーツを供給しているのが、
マザーファクトリー・西神戸工場（神戸市
西区）のコアパーツ専用工場だ。２００７年
７月に稼働を開始した。
　コアパーツは、建設機械用油圧ポンプ
や油圧モータの最も重要な部品である
ピストンやシュー、シリンダ、バルブプレート
などである。
　「ポンプケーシングやバルブブロックな
ど鋳物を仕上げ加工してつくる部品は、

海外の現地工場でも製造しています。
しかし、ピストンなどのように摺動する（素
材の鋼同士が高速で擦れ合う）部品に
は極めて高い加工技術が求められます。
これらの部品の加工精度はミクロン（１０００

分の１ｍｍ）レベルの厳しいものです。そ
のため、コアパーツは西神戸工場です
べて製造して供給しています」（川崎重
工・精密機械カンパニー生産本部生産
管理部の松永好弘部長）
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油圧機器のシリンダの仕上がり精度を厳しい目でチェックする。西神戸工場・コアパーツ専用工場には最先端の各種自動加工装置が整然と並び、
最少人員による２４時間稼働で極めて効率的な生産活動が続いている。

西神戸工場の
新工場の油圧ポ
ンプの組み立て
風景。油圧ポン
プの年産能力は
約４万８，０００台。

西神戸工場内にある精密機械カンパニー技術本部の
設計室。世界の建設機械メーカーからのさまざまな要
求にきめ細かく応えている。

建設機械メーカーへの
きめ細かい技術対応

“世界のトップブランド”を目指しています。

最新の自動加工装置を
２４時間稼働

　川崎重工の油圧機器が中国で高い
人気を得られたのは、製品の品質や信
頼性の高さなどはいうまでもないが、ひと
つは、中国市場の発展を予測していち
早く中国を重点市場に位置付け、他に
先駆けて現地でビジネス活動を展開し
たことがあげられる。
　さらに、精密機械カンパニー技術本部
の設計室（西神戸工場内）では、世界
の建設機械メーカーなどからのさまざま
な要求に応えるため、２５０人に及ぶ設
計技術者が製品ごとに担当を決めて、き
め細かくスピーディに対応している。
　中国での関係者の証言と重なる部分
もあるが、「油圧ショベルのクラスが同じ

でも、メーカーによってマシンのサイズや
マシンの仕上りに対するメーカーの方針
などが微妙に異なるせいか、油圧機器
の仕様も異なる場合が多いです。川崎
重工はこのような多様な顧客要求にでき
る限りきめ細かく応えています」（同技術
本部中国プロジェクトの近藤哲弘部長）
　こうした顧客志向の地道な取り組み
を長年にわたって継続してきたことにより、
中国でも川崎重工の油圧機器が信頼
を得られるようになったといえそうである。
　さらにもうひとつ。
　「中国では、油圧ショベルを激しく長
時間使います。油圧機器もハードな使
用条件に適うタフなものでなければなりま
せん。そうした面からの品質保証も大切
な要素です」（同品質保証本部品質保
証部の丸居英夫部長）
　なお、西神戸工場では２０１１年６月に

本格操業を開始した新工場（第四工場）
でも油圧ポンプ（年産能力４万８，０００台）
を生産し、国内および世界の販売拠点
に供給している。

　近年の精密機械事業の急速な発展は、
中国の地場建機メーカー向けで約９割
のシェアを持つ油圧ショベル用油圧機
器が好調だからです。中国市場は現在、
金融政策の影響などで踊り場にありま
すが、地場メーカー向けは堅調で、長期
的に見れば潜在需要は非常に大きなも
のがあります。道路や鉄道など中国のイ
ンフラ整備はまだその途上で、しかも今後、
沿岸部から内陸部に及ぶにつれて需
要はさらなる拡大が見込まれるからです。
私どもはそうした長期的視点に立ち、中
国における油圧機器の生産拠点である
川崎精密機械（蘇州）有限公司に新工
場を建設し、２０１１年１１月に本格生産を
始めました。
　中国に続くのがインドです。インドの油
圧ショベルの市場規模も急速に拡大し
ており、この５年間で約３倍に伸びていま
す。私どもはこれまでは、国内で製造し
た油圧ポンプをインドの油圧ショベルメー
カーに輸出してきましたが、先ごろ、建設
機械用油圧ポンプの製造・販売・サービ
スを行なう合弁会社を設立することで、

地元企業と合意しました。今年の７月に
は生産を開始し、２０１５年には年産能力
１万５，０００台の供給体制を整えます。
　カワサキの精密機械事業はこれまで
日本、欧州、米国、韓国、中国に生産や
販売・サービスの拠点があり、この５極の
密な連携によって成果を上げてきましたが、
これにインドが加わって６極体制になる
わけで、一層の発展が望めます。欧州も
米国も一時の不振を脱して上向きになり、
韓国では舵取り機やカーゴウィンチ用な
ど舶用油圧装置が依然として好調です。
　私どもはこれに満足することなく、さら
なる前進を期して２００９年に「アクション
２０２０」を掲げました。２０２０年度までに
事業規模を倍増あるいはそれ以上にし、
世界のトップブランドになろうという目標で
す。中国では、油圧ショベルを購入する
建設会社から「油圧機器はＫＰＭ（カワ
サキのブランド名）を使っていますか」と
念を押されることがあると聞いており、名
誉なことだと思っています。建設機械に
限らず産業の広い分野で、こうした声が
世界中で聞かれるようにしたいのです。

　油圧事業の可能性には非常に大き
なものがあり、最近では油圧と電気を融
合させる“ハイブリッド”に注目しています。
産業用ロボットや射出成型機などで、
小さな装置で大きな力を出せる油圧が
再認識されつつあり、農業機械に用い
られるＨＳＴ（油圧式無段変速器）なども
有望です。これらを含めて新しい油圧
事業を創出し、“世界のトップブランド”
を目指して邁進します。（談）

代表取締役常務

精密機械カンパニー  プレジデント  園田  誠

●欧州
Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ  Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ（ＵＫ）Ｌｔｄ．
欧州市場開拓の戦略拠点であり、欧州・中東・アフリカ向けに製造・販売を
行なっている。

●韓国
Ｆｌｕｔｅｋ，  Ｌｔｄ．
技術提携先のＦｌｕｔｅｋ
社に資本参加し、油圧
機器を製造販売して
いる。

●日本
西神戸工場
機械加工から組立・運転に
至る一貫生産を行なうととも
に、油圧機器のコアパーツを
製造して世界の拠点に供給
している。

●中国
川崎精密機械商貿（上海）有限公司
川崎精密機械（蘇州）有限公司
川崎春暉精密機械（浙江）有限公司
中国国内や日系の建設機械メーカーに対して
建設機械用油圧機器の製造・販売・アフターサー
ビスを行なっている。

●インド
Ｗｉｐｒｏ  Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ  Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ  Ｐｒｉｖａｔｅ  Ｌｔｄ．
建設機械用油圧ポンプの製造・販売・サービスを行なう合弁会社。カルナタカ州
バンガロール市に製造工場を設け、今年７月からの稼働を計画している。

●米国
Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ  Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ（Ｕ．Ｓ．Ａ．），  Ｉｎｃ．
油圧市場で世界最大規模を有する北米地域で販売活動を展開している。

■世界に展開する川崎重工・精密機械事業の６極体制

　清掃が行き届いた清潔なコアパーツ
専用工場には、自動化された最先端の
各種加工装置がずらりと並び、ピストン
やシリンダなど機械加工から熱処理まで
一貫生産している。そして、これらの自
動加工装置は、最少の人員で極めて効
率的に管理されている。
　「こうした加工装置類は一度運転を
止めると、次に立ち上げた時、停止前と
何かが微妙に異なり、その修正に時間
がかかります。そこで、２４時間運転を続
けています」（松永好弘部長）
　このコアパーツ専用工場のピストン、
シュー、シリンダ、バルブプレートの生産
能力は年間約４０万セットである。
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