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「ゆく河の流れは絶えずして，しかも，もとの水

にあらず」

1945 年終戦の年に生まれた私は 30 歳の時に，

父と仲間が 1949 年に創業した三建産業（株）に入

社しました。幸いなことに社史「三建の50年」と「三

建の 70 年」の二冊を編む機会に恵まれました。

50 年史では創業者はじめ設立時を知る社員がまだ

健在であったこと，70 年史は我々自身が奮闘努力

した時期であったことで，ともすれば去る人と共

に消えていく数々の出来事やその時代背景・因果

を含めた生
なま

の記憶を収集することができました。

三建は戦禍が色濃く残る広島という地方で，

GHQ による財閥解体で失職した数人の三井物産 OB

が全くの徒手空拳でスタートした会社です。創業

の地である安芸津町（現東広島市安芸津町）は良

質の粘土が取れ全国有数の赤煉瓦の産地でした。

商社マンであった創業者は，この大量の赤レンガ

を，「黒ダイヤ」といわれた石炭の一大産地，九州

地区の炭鉱住宅用基礎資材として供給販売し創業

の基盤を作りました。GHQ の解体指令で発生した

海軍工廠や化学工場の大型石炭ボイラーや炉の解

体屑レンガをいち早くリサイクル商品化したビジ

ネスも好評を博しスタート時の経営を支えました。

「未知との遭遇」工業炉との出会い

その後「ちびない（消耗しない）赤煉瓦」ではい

ずれ限界が来ることを見越して，耐火煉瓦・断熱

レンガなどの販売へ展開していきます。赤レンガ

から耐火煉瓦へとの変化はその後三建が工業炉の

流れに入る最初の一滴となりました。

復興途上であった三菱重工業広島造船所をは

じめとするモノづくりの客先にとっては，地元に

小回りの利く炉メーカーが欲しいという潜在的な
創業者揮毫と 50 年史・70 年史

工業炉ほど素敵な商売はない！
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ニーズがありました。三建は地場企業に大変重宝

され，耐火材の納入が，築炉の請負，さらに炉の

ハードの請負につながり，最後は顧客の指導を得

ながら，加熱炉や乾燥炉などの設計製作という未

知の工業炉分野の流れに漕ぎ出していきます。大

量に廃却された薬莢の焼却炉や，すぐに燃え始め

困った練炭の乾燥炉など，かなりの際
きわもの

物にも果敢

に取り組みましが，やがてこれらは時代の流れと

共に消えていきます。

元々商事系の会社が，技術系しかも設備エンジ

ニアリングという業態に転換していくには様々な

挑戦，試行錯誤，次のテーマへの挑戦のサイクル

を回すことが不可欠となります。それが人を育て

技術を身に着けることにつながりました。この流

れが維持できたのは，創業者たちの切羽詰まった

生存欲求もありましたが，むしろそれを受け入れ，

協力しかつ求め続けるお客様が存在したことがポ

イントであったと考えます。それは今も今からも

変わりません。

三菱重工を源流とする素形材工業炉への流れは

次第に広島近傍から，島根県の日立金属安来工場，

神戸製鋼所高砂工場へと拡大発展していきます。

地方にいたからの幸運であったといえると思え

ます。

技術の土台“やる気と勇気と根気”

昭和 30，40 年代は主にアメリカからから多くの

製鉄，自動車部品，アルミ圧延などの分野の工業

炉技術が導入され，それをベースに日本的に進化

発展させるのが工業炉の本流でした。

欧米の優れた工業炉技術を導入する機会も基盤

もなかった三建はそれらの流れから外れた傍流を

歩んできました。そこでは品質的にも性能的にも

完成された商品を売るというより，お客様の達成

したい目標を聞いて最初は見よう見まねで，何と

かやれる方法を提案して挑戦させていただくとい

うたぐいの仕事の進め方がほとんどでした。思い

描いたことが実際にそうならないことは世の常で

すが，お客様と一緒になって課題解決に当たりな

がら知見を深める，という愚直な道を歩んできま

した。まさにお客様は戦友の様な存在です。

素人集団ともいえる三建は，工業炉の常識的な

雛
ひながた

型がなかったゆえに，「怖いもの知らず」で誰も

手をつけないような炉を多く手がけました。使い

物にならず持って帰ることもありました。一方ほ

とんどの商品が自社の独自開発であるということ

が，常識にとらわれない日本初，世界初の商品を

生み出してきた素地をつくったと考えられます。

大きな流れも小さな一滴から

1950年代末，福山市鞆地区に集積した伸鉄業（解

体船の端材を圧延してから鉄筋をつくる）用のウ

オーキングハース炉を独自に開発。省エネルギー

と生産性の大幅向上が評価され大ヒット商品にな

りましたが，伸鉄業そのものが日本ではなり立た

なくなって，潮が引いていきます。

1970 年には日本初のオールセラミックファイ

バー大型焼鈍炉を宇部興産に納入しました。当時

はまだ誰も見たこともないセラミックファイバー

でいきなり実機を提案する三建の勇気もさること

ながら，それを採用した「アーリーアダプター

（初期採用者）」の存在こそが三建のイノベーティ

ブな技術誕生の基盤でありました。この幸運な成

功は，大幅な省エネルギー性と石油精製プラント

ブームを背景に，「大型焼鈍炉の三建」という評

価を得て，さらに造船，発電，重機関連の素形材

用鋳鍛造工業炉の分野に流れを広げていきまし

た。ファイバーが劣化するバナジウム・アタック

という難敵に遭遇しながらも，圧延用の連続加熱

炉などの高温分野への適用にも果敢に挑戦し道を

拓いていきました。

新しい水脈の発見と開拓

現在の三建の売上に大きな比重を占めているの

は，1975 年からスタートしたアルミ鋳鍛造分野で

す。自動車用アルミ鋳造用溶解・鍛造加熱炉・熱

処理・リサイクルの一連の分野はこの頃から工業

炉の新しいジャンルとして誕生します。

自動車産業の成長と共に世界にも広がる大河と

なっていきます。

これも地元のダイカストメーカーのリョービさ

んから反射炉に代わる「タワー型溶解炉をやって

みないか」という一言から始まっています。重油

の消費量が 50％近く削減できまた材料の自動連

続投入が可能という無人運転にも道を開く画期的

な技術で海外の先例も皆無でした。もう一社と三

建がほぼ同時期に取り組んだもので，今やこの炉

形式は世界のデファクトスタンダードになってい

ます。
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しかし開発当初は，燃焼によるアルミ酸化物の

生成，耐火材の劣化損傷，投入装置のトラブルと

息をつく暇もないほどの改善テーマが山積みし，

一時社内では撤退論も出るほど難渋する時期もあ

りました。しかし何回にもわたる改善や新アイデ

アを受け入れ，また協力していただける顧客が存

在したことと，あきらめることなく挑戦し続けた

社内の営業や技術陣の奮闘によって，今では世界

で 1800 基以上が納入されるヒット商品になり，

多くの新規参入者ともしのぎを削っています。

またこの過程で，今まで市場に存在していな

かった様々な派生的商品・技術が加わっていきま

した。とくに機械加工工程で発生するアルミの切

粉（切削屑）を自社内で再溶解する切粉溶解炉は

1987 年アイシン精機さんの「やってみたい」とい

う一言から，世界でも先例がない新技術の誕生に

なりました。切削屑は再生業者に引き取ってもら

うという当たり前だったことが，今では世界のア

ルミ鋳造メーカーで，ゼロエミッションと圧倒的

な原価低減のメリットから，当たり前のプロセス

として普及しています。

流れは世界に

アルミに関連する一連の技術商品は三建がグ

ローバルの市場で展開する起爆剤となり，中小企

業の新しい海外ビジネスモデルの構築に挑む契機

となっていきます。

三建は，韓国、中国，タイ，インド，フランス，

スペイン，アメリカ，ブラジル各国に子会社，合

弁会社，技術供与会社のネットワークを構築して

います。これはそれぞれの地域の同業者が三建の

アルミ鋳造関連技術を軸にして，各社のそれぞれ

の強みを結集して，それぞれの顧客に貢献すると

いう新しいグローバルアライアンスの試みです。

中小企業同業者による相互信頼をベースに営業

的・技術的連携プレーはより視野の広い提案をお

客様に提供することができると考えています。

苦労してヒットさせた商品も時を経ずして消え

ていき，いくつかの早瀬を漂ううちにまたチャン

スをもらい奔流にもまれながら育てた商品も栄枯

盛衰のサイクルから逃れることはありません。こ

れは世の中の摂理であり誰も逃れることはできま

せん。しかし見方を変えてみますと，戦後から復

興は社会の大変化を必要としましたが，その変化

があればこそ様々なニーズが生まれ進歩が加速し

生存できたとも言えます。

工業炉分野のすばらしさ

工業炉のビジネスは魅力にあふれています。

何より世の中のために役立ち，必要不可欠な分

野であるということです。熱とエネルギーのコン

トロールは人類始まって以来のテーマで，改善・

改良や新規の開発テーマの種が尽きることがあり

ません。

このことは企業の存続ということに最も大事な

ポイントであると共に次元の高い達成感を生む原

点でもあります。家族にも誇れる仕事です。

仕事は，理論と多様な知識・経験の融合で実現

できる知識産業の典型と言えます。アウトプット

は生産財というハードとその操業・維持というソ

フトを融合するもので，つねに知的好奇心を刺激

する創造的な奥の深い仕事です。また工業炉は一

人でできるものではなく，顧客との共同作業を含

め，社内外のチームワークが仕事の質を決めるも

ので，一人ではなし得ない困難な課題の克服も可

能になります。

需要分野がモノづくりのあらゆる分野に及び，

集中すれば企業規模の大小に関係なくその市場分

野を牽引することも可能です。巨大企業が市場を

独占することはなく，小企業から大手企業までが

それそれぞれの得意分野で競合先と共に切磋琢磨

しながら成長します。また良きライバルの存在は

市場の拡大と自社の筋肉質な体質づくりに役立ち

ます。

三建グローバルパートナーズ
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クレージーな面も多いのが特徴です。

生産設備の発注頻度は多くはなく投資の波にさ

らされ，売上は乱高下しがちで，山があれば人手

が足らず，谷がくると人手は余り，仕事が継続し

ないと技術が伝承できないなどなどたくさんあり

ます。

生産設備の供給側は契約から据付・試運転を経

て検収で収益が確定します。しかしお客様はその

設備を運転し製品が出回り現金が入ってきて初め

て収益になります。この実現収益の時間差の理解

を外すと，顧客を失います。特に新しい開発商品

は，しばらくは枕を高くして眠れない日々を覚悟

する必要もあります。

しかしこれらのファクターは，マンネリに流れ

ず適度な緊張感を保てるものと考え，慢心を防ぎ

自己革新を促す切換弁として働かせればむしろ必

要な要素ともいえるかもしれません。

カーボンニュートラルに向かって

現在，脱炭素社会への移行は人類にとって待っ

たなしの課題となっています。

我々工業炉業界は，供給側のエネルギーをどう

転換するかという論議もさることながら，我々エ

ネルギー需要側の炉設備とそのプロセスをいかに

カーボンニュートラルに貢献するものにしていく

かという課題の解決を担当しています。お客様が

ESG で高評価を得るための重要な一翼を担ってい

ます。最終的には近代社会を支えた化石燃料から

の脱却です。

人類的な課題は，従来当たり前であった一企業

や国家の枠組みから一旦離れてグローバルな視点

から発想することでより有効な選択肢が得られる

と思います。技術的な開発スキームと並んで，業

界としての進め方にもイノベーションが求められ

ていると思います。

今や工業炉業界は変化の波を受ける側から，変

化の波を起こす立場に代わっています。

本来「変化」こそが活力の源泉であり「成長」

の起点であろうと思います。

渋沢栄一流に言えば「胸のあたりがぐるぐるす

る心持ち」がいたします。

“工業炉ほど素敵な商売はない！”

2008 年に移転した新社屋本館部分




