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世界の産業機器を動かし続ける

小形エンジン事業

１ ■ 小形ディーゼルの時代を開拓 1945（昭和 20）年 ～ 1960（昭和 35）年
2 ■ 国内外で市場を拡充 1961（昭和 36）年 ～ 1973（昭和 48）年
3 ■ 外販活動を本格スタート 1974（昭和 49）年 ～ 1987（昭和 62）年
4 ■ びわ工場の開設と環境対応 1988（昭和 63）年 ～ 2002（平成 14）年
5 ■ 世界市場に向けて新たな体制を構築 2003（平成 15）年 ～ 2012（平成 24）年
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度の時代に、当社の S2 形（2 ～ 2.5 馬力）は 150kg もあり、

小形ディーゼルの時代を開拓
1945（昭和20）年～1960（昭和35）年

可搬性という面では明らかに不利であった。
戦後に至っても、こうした状況に変化はなかった。そ
の背景には２つの理由がある。
一つは国内外での好調な業績である。戦後のインド向

第２次世界大戦後、疲弊しきった日本の産業界に立ち直りのきっかけを与えたのは、1950（昭

け輸出や舶用エンジンが活況を呈するなか、増大する需

和 25）年６月に勃発した朝鮮戦争による特需である。わが国はアメリカ軍の補給基地として軍

要への対応に追われるとともに、好調さゆえの油断も生

需物資の調達や各種装備の修理などを担い、1952 年には１人当たり国民所得が戦前の水準を

まれて新たなエンジン開発がなおざりにされたのである。

回復した。

もう一つは、軽量・小形化をさらに推し進めるための生

また、産業の復興とともに戦後日本が抱えていたもう一つの課題は国民生活に欠かせない食
糧の確保であり、農業や漁業の生産性向上が強く求められていた。

産技術が、この時期にはまだ十分に整っていなかったと
いう点にある。

農業の分野では、1953 年に
「農業機械化促進法」が制定されるなど、政策的なバックアップ

ところが 1949 年 11 月、インドからの発注が突然中

もあって農作業の動力化が急速に進んだ。多くの課題を克服して軽量・小形化に成功した当社

断され、一時的に再開されたものの、すぐにまた途絶

の横形水冷ディーゼルエンジンは脱こく機や籾すり機の動力として活躍し、やがて耕うん機に

した。ピーク時には当社が生産するエンジンの 80 〜

も搭載されるようになった。

90％を輸出していた巨大市場を失い、当社は国内市場、

当社事業の原点であり、中核商品である小形ディーゼルエンジンは、こうして戦後日本の復
興に寄与し、その後も産業の発展とともに新たな市場を広げていった。

インドのディーゼルエンジン組立風景
（1950）

とりわけ農用市場での対応の遅れを痛感することになっ
た。
また、他社の石油発動機が次々と売れていくのを目の
当たりにした特販店からも、当社が戦前に生産していた

石油発動機の牙城にチャレンジ

石油発動機の復活や石油発動機に対抗できる軽量・小形

農作業で使用する脱こく機や籾すり機、灌漑用ポンプ

ディーゼルエンジンの開発を望む声が相次いだ。なかに

などは持ち運んで使用したり、貸し出したりすることが

は、当社の設計部長に直談判して開発を迫る特販店も現

多く、農用エンジンには可搬性の高さが求められた。こ

れた。こうした声に応え、農用市場で主役の座を獲得す

うした声に応えようと、当社が世界で初めて小形横形水

るため、当社は新たなディーゼルエンジンの開発に全力

冷ディーゼルエンジン HB 形（5 ～ 6 馬力）を完成させた

で取り組むことになった。

のは 1933（昭和８） 年 12 月であった。このタイプのエ
ンジンは、後に「横水（ヨコスイ）」の愛称で市場を席巻す
ることになる。

小形横形水冷ディーゼルエンジンS形
（1936）
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世界最小の K1 形エンジンを開発
軽量・小形化に向けて課題となっていた技術面でも、

しかし、戦前から農村における動力機関の主役であっ

この時期、多くの進展があった。燃料を高圧で圧縮して

た石油発動機の地位は戦後になっても揺らぐことはなく、

爆発させるディーゼルエンジンは、他の原動機に比べて

農用小形ディーゼルエンジンの普及は遅々として進まな

より強固な構造が求められ、必然的に大きく重くなる。

かった。

そこで当社では、薄くても十分な強度を発揮できる鋳鉄

燃料代や安全性の面でディーゼルエンジンは石油発動

の開発に取り組み、1950（昭和 25）年７月にノジュラー

機より圧倒的に優位な性能を備えていたが、最大の課題

鋳鉄の開発に成功した。設計面ではピストンストローク

はその重さにあった。農用石油発動機の重量が 95kg 程

を短くして回転数を上げることで出力アップを図り、ま

ノジュラー鋳鉄製のシリンダライナ
（1950）

379

小形エンジン事業
1945（昭和20）年〜 1960（昭和35）年

事業編

た、密閉度を高めるためドイツ製の高精度な工作機械も

月産 4,000 台を突破し、翌 1953 年 12 月には月産１万

輸入した。

台を記録するまでになった。この小形ディーゼルエンジ

こうした取り組みを進めるなか、1950 年６月に横水
S2

SF2 形（2 ～ 2.5 馬力） の試作を完了し、翌 1951 年４月

SF2
SF1

横形水冷ディーゼルエンジンのサイズ比較

には重さ 78kg の SF1 形（2 ～ 2.6 馬力）の開発に成功した。

記念生産賞」を受賞している。
また、長浜工場周辺では「農村工場」と呼ばれる関連工

石油発動機に比べても遜色のない軽量なディーゼルエン

場が相次いで誕生した。これは、厳しい生活環境にある

ジンの誕生である。

農村の人々に職を提供するとともに、その勤勉な労働力

同年６月には SF1 形を改良した K2 形を発売し、引
き続きＫ形シリーズ（２～７馬力） を開発。そして 1952
年９月、ついに世界最小の横形水冷ディーゼルエンジン
K1 形（1.5 ～２馬力）を完成させた。
K1 形の重量はわずか 68kg。燃料消費量も馬力当たり

横形水冷ディーゼルエンジンK1形
（1.5 〜 2馬力 1952）

ン多量生産の業績に対して、1956 年４月には「大河内

を事業に生かしたいという山岡孫吉初代社長の思いから
始まったものである。
1949 年３月、まず、滋賀県伊香郡永原村（現・長浜市
西浅井町庄）に燃料噴射ポンプと燃料噴射弁を生産する永

原農村精密工場（現・永原工場）が誕生した。同工場は農

１時間 240g と経済的で、しかもスタートが簡単なロー

村振興の新しい方向性を提示するものとして注目を集め、

プ始動方式を採用していた。

1951 年 11 月には天皇陛下（昭和天皇） が滋賀県ご視察

その後、1.5 馬力から 7 馬力までのラインナップをそ

の途次にご来臨された。

ろえたＫ形シリーズは、ディーゼルエンジン本来の優秀

当社では創業以来、ディーゼルエンジンの一貫生産体

性を広く世の中に示し、石油発動機や他の農用発動機

制をめざしてきたが、同工場の完成によって最重要部品

メーカーに大きな衝撃を与えることになった。

である燃料噴射ポンプや燃料噴射弁の自給体制が整った。

また、こうしたなかで当社は 1952 年２月に社名を山
岡内燃機株式会社からヤンマーディーゼル株式会社に変

大河内記念生産賞を受賞

永原農村精密工場
（1949）

これは他社との技術競争において非常に大きな意味を持
ち、今日に至るまで当社の最大の強みとなっている。

更した。顧客や特販店の声に応えて商品名と社名を一致

続いて 1952 年 11 月には滋賀県伊香郡高時村字石

させただけでなく、そこにはディーゼルエンジンに賭け

道（現・長浜市木之本町石道）に石道農村家庭工業を開設し

る熱く強い思いが込められていた。

た。農村家庭工業という名称の通り、各家庭が副業と
してディーゼルエンジンの部品加工などを行えるよう計

長浜工場および農村工場の開設

長浜工場
（1963ごろ）

Ｋ形シリーズの量産に当たったのは滋賀県長浜町（現・

あったが、当社のディーゼル発電機を設置して各住戸の

長浜市） の長浜工場である。やがて小形ディーゼルエン

横にバンガロー風の作業所を設け、作業を行うように

ジン生産の一大拠点となる同工場は戦時中の 1942（昭和

なった。

17）年

ロータリー式エンジン運転試験台
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画されたものである。当時は電力すらない山間の僻地で

10 月、軍需品増産のために開設された。

その後、ディーゼルエンジンの生産量が急増するなか

Ｋ形シリーズの生産を開始するに当たって、長浜工場

で精密部品生産の増強が必要となり、1960 年４月には

では大量の専用工作機械やロータリー式エンジン運転試

滋賀県伊香郡高月町（現・長浜市高月町）に燃料噴射ポンプ

験台を導入するとともに、コンベヤによる流れ作業を採

専門の大森農村精密工場（現・大森工場）を開設した。こ

用するなど生産体制を大幅に拡充。従来の実績を大きく

れに伴い、永原農村精密工場は燃料噴射弁の専門工場と

上回る日産 100 台の目標を掲げ、全社員が目標達成に

なった。

向けて全力を傾注した。その結果、1952 年 12 月には

石道農村家庭工業
（1960）

また同年５月には伊香郡西浅井村菅浦（現・長浜市西浅

大森農村精密工場
（1960）
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井町菅浦）に菅浦農村家庭工業を開設した。

安定した同地に生産・販売拠点を設けることを決定し、
1957 年２月、サンパウロ市に当社初の海外現地法人ヤ

販売体制の拡充と大規模な販売促進活動
K1 形の開発を機に農用市場の拡大をめざして一気に

ンマーディーゼル・ド・ブラジル（Yanmar

Diesel do Brasil

Ltda.）を設立した。

動き始めた当社は、生産体制とともに販売体制の強化に

同社は販売会社として業務をスタートしたが、1960

も着手。1953（昭和 28）年には金沢と岡山に出張所を開

年６月に生産・販売会社へと改組し、サンパウロ州イン

設し、福岡支店も新築移転するなど拠点の充実を図った。

ダイアツーバ市に建設した工場で 1961 年２月から横水

また府県単位の「ヤンマー会」を設立して、特販店同士の

の生産を開始した。

ヤンマー・ブラジル工場内部

結束も高めていった。
金沢出張所
（1953.1）

さらに、1954 年７月から 11 月にかけては、K 形を
はじめとする小形ディーゼルエンジンのシェア拡大とヤ

従来のディーゼルエンジンのイメージを一新するＫ形

ンマーブランドの浸透をめざして大規模な販売促進活動

シリーズの発売後も、当社は開発の手を緩めることなく、

を展開した。
「ヘリコプター大作戦」と銘打って、全国の

より高性能で扱いやすい横水の新商品を市場へ送り出し

農漁村を空から訪問するキャンペーンを行ったのである。

ていった。

宣伝カーやラジオ放送で事前に訪問を予告しながら、

「ヘリコプター大作戦」
（1954）

1955（昭和 30）年 11 月に発売した NK 形シリーズ（３

２機のヘリコプターが北海道から九州まで縦断した。訪

～８馬力）はメンテナンス・フリーをめざして開発したも

問地では特販店がディーゼルエンジンの実演展示会や

ので、小形ディーゼルエンジンの人気を一層高めて耕う

PR 映画会などを開催し、当社商品愛用者の同乗飛行サー

ん機などに数多く採用され、農作業の機械化を加速させ

ビスも行った。延べ 4,000 時間に及ぶヘリコプターの

た。

飛行時間も、多様なメディアの集中利用も、当時として
は例のない戦術で大きな反響を呼んだ。

1957 年４月に発売したＴ形シリーズ（3.5 ～ 9.5 馬力）
はボックス形の斬新なデザインで、フライホイルを片側

このほか、長浜工場に全国からユーザーを招待して

ホイル式に変えて軽量化するなど、画期的な商品となっ

ディーゼルエンジンの魅力を知ってもらう「長浜工場招

た。さらに、このＴ形に改良を加えて 1958 年２月に発

待」やユーザーに性能を実感してもらうための「貸付販

売した NT 形シリーズ（3.5 ～ 15 馬力）は、冷却方式とし

売」、石油発動機を対象とした「下取販売」など、さまざ

て従来のホッパ式に加えてコンデンサ式を採用すること

まな工夫で小形ディーゼルエンジンの優秀性をアピール

で軽量化を図り、作業機への搭載を容易にした。

していった。
長浜工場招待で組立ラインを見学するユーザー
（1960ごろ）

小形ディーゼルの新シリーズを相次ぎ発売

こうした努力によって、1952 年に２万 4,000 台であっ

横水T65形（1957）

これらの横水エンジンに加え、1959 年１月には世
界初の超小形空冷ディーゼルエンジン A2 形（3.5 馬力）、

た横水の販売実績は 1954 年に６万 8,000 台まで急増。

A3 形（4.5 馬力） を発売した。しかし、この商品は単発

自信を得た特販店は、拡販に向けてより積極的な取り組

に終わり、本格的な空冷ディーゼルエンジンの市場投入

みを行うようになった。

は 1980 年代まで待たなければならなかった。
こうして横水Ｋ形シリーズで小形ディーゼルエンジン

ブラジルに生産・販売の拠点を開設
1950（昭和 25）年５月からブラジルにディーゼルエン
ジンを輸出してきた当社は、競合メーカーがなく政情も
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の本格普及を実現した当社は、生産・販売体制や商品ラ
インナップを強化しながら、やがて石油発動機を市場か
ら駆逐し、横水の黄金時代を築いていくことになる。

超小形空冷ディーゼルエンジンA3形
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２

新たな事業分野を模索していた第二営業部では活況に沸

国内外で市場を拡充
1961（昭和36）年～1973（昭和48）年

く土木建設市場に着目し、横水を搭載した小形発電機や
溶接機を発売。1973 年 12 月には建機開発部を開設し
てミニバックホーなどの開発に乗り出した。
農機市場の新たな主役と目されたトラクタは、これま

1960（昭和 35）年 12 月に「国民所得倍増計画」が閣議決定され、わが国は本格的な高度経済成

でエンジンを供給してきた耕うん機などに比べてより大

長時代を迎えた。1964 年の東京オリンピックや 1970 年の日本万国博覧会など国家規模のイ

きなパワーが求められる。そこで、単気筒の横水に代

ベントもあって、各地で交通インフラや生活環境整備など大規模な事業が展開された。

わる新エンジンとして開発されたのが多気筒立形水冷

小形ディーゼルエンジンの用途拡大をめざす当社も成長著しい土木建設業界に着目したが、

ディーゼルエンジン、
「立水（タテスイ）」である。このエン

当時は大形建設機械が主流であったため、小形発電機などの開発で参入への足掛かりをつかん

ジンはやがて、小形エンジン事業における中核的存在と

でいった。

なっていく。

一方、石油発動機に代わって小形ディーゼルエンジンが主役の座を占めるようになった農用
市場では、1961 年に
「農業基本法」が制定されて農業近代化資金の助成がスタートし、耕うん
機を中心とした動力化がますます進展した。さらに、トラクタやコンバイン、田植機など新た
な農業機械も次々と登場した。

横水F6C形とセットした発電機
（3kW）

多様な小形エンジンをラインナップ
脱こく機や籾すり機、耕うん機などの動力源として市
場を広げてきた横水は、1965（昭和 40）年６月、Ｆ形（定

トラクタやコンバインは従来の耕うん機に比べてよりパワフルなエンジンを必要とする。そ
こで当社は、
こうした新市場に参入するため、立形水冷ディーゼルエンジンの開発に乗り出した。

置用）
・FE

形（搭載用）シリーズ（4.5 ～ 12 馬力）をラインナッ

プに加えた。これらの商品では吸・排気系を改善すると
ともにデッケル形のコンパクトな燃料噴射ポンプを採用。
さらに特殊渦流室を設けることで燃焼性と始動性を大幅

自社グループの作業機へエンジン供給
当社では 1957（昭和 32）年 12 月に市場別の営業体制

1969 年１月にはＦ・FE 形に代わる汎用エンジンと

を導入し、第一営業部（農用）、第二営業部（陸用）、第三

して NS 形シリーズ（4.0 ～ 18 馬力）を市場に送り出して

営業部（舶用）を設置した。

人気を博し、当社のブランド力は一層高まった。

農作業の機械化が進んで市場が急速に広がるなか、第

横 水 の 年 間 生 産 台 数 が 22 万 台 の ピ ー ク に 達 し た

一営業部は 1961 年７月に作業機メーカー各社の営業・

1968 年、立水の原型ともいえるトラクタ用エンジン

サービス部門とともに分離・独立し、ヤンマー農機株式

2W90 形（20 馬力）が誕生。1970 年５月には同じくトラ

会社が設立された。

クタ用の高速２気筒立水エンジン 2TR22 形（22 馬力）の

同社では 1965 年 7 月に作業機メーカー各社の開発

生産が始まった。このエンジンは既存の横水をベースに

部門を結集して「ヤンマー農機綜合技術研究所」を開設し、

してコストを抑え、メタル胴によって剛性を高めたもの

耕うん機の開発をスタート。横水の開発もこれと並行し

で、名称の TR は tractor（トラクタ）に由来している。

て進められるようになった。
また、当社ではトラクタ市場の立ち上がりに合わせて、
横水FE形を搭載したY形耕うん機

立水2TR22形

また、1961 年には西ドイツの企業と技術提携し、長
浜工場内に設けたロータリー内燃機研究所でロータリー

1967 年９月、滋賀県伊香郡木之本町（現・長浜市木之本町）

エンジンの実用化に向けた取り組みを開始した。その成

にトラクタ専門の木之本工場を稼働させた。

果はマリン事業に生かされ、1969 年４月、世界初のロー

一方、陸用エンジンを担当し、発電機やポンプに続く

384

に向上させた。

タリー船外機 R220 形（22 馬力）が完成した。

ロータリー内燃機研究所
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このほか、エンジンの軽量・小形化ニーズに応えるた

1970（昭和 45） 年８月、マレーシアの首都クアラル

め、1971 年５月に空冷ガソリンエンジン G25 形（2.5 馬

ンプール近郊に現地資本と合弁でヤンマーマレーシア

力）
、G35

形（3.5 馬力）、翌 1972 年２月には G50 形（５馬力）

の生産を開始し、農用作業機などに搭載した。

（Yanmar [Malaysia] Sdn. Bhd.） を設立して工場の建設に着

手し、当社の技術指導のもと、1973 年３月からディー
ゼルエンジンの生産を開始した。当社としては東南アジ

新工場・新会社の開設で生産体制を強化
空冷ガソリンエンジンG25形

アで初の現地生産会社である。

農機の開発が進むにつれてエンジンに対する要求も高

さらに 1972 年３月には、インドネシアの首都ジャカ

度化し、軽量・高性能化がより強く求められるようになっ

ルタで、三井物産株式会社および現地ディーラーのパ

た。そこで、エンジン軽量化の決め手となるシリンダブ

イオニア・トレーディング社（P.T.Pioneer

ロックの改良を目的に、特殊軽合金ダイキャスト部品の

とともに合弁会社ヤンマーディーゼルインドネシア（P.T.

製造を計画。1964（昭和 39） 年 12 月、滋賀県東浅井郡

Yanmar Diesel Indonesia：YADIN） を 設 立 し、1973

湖北町（現・長浜市湖北町）に専門工場として山本工場を開

からディーゼルエンジンの生産を開始した。

Trading Co.,Ltd.）

年6月
ヤンマーディーゼルインドネシア

設した。
これにより、トラクタ生産の木之本工場や農村工場と
合わせ、湖北一帯に長浜工場を中心とした一大生産グ
山本工場

ループが誕生した。1973 年 11 月には長浜工場に立形中・
小形エンジンの組立運転工場が竣工し、尼崎工場からこ
れらの商品の生産が移管された。
また、エンジンの軽量化や信頼性向上、商品の均質性
などの要求に応えるため鋳造品の高品質化が不可欠とな
り、需要も急速に増大していた。
これまで鋳造部門の中核拠点の一つであった十三工場
は、大阪市内の街中にあって拡張が難しいため、1970
年１月、滋賀県甲賀郡甲西町（現・湖南市柑子袋）に甲賀精
密鋳造株式会社（現・ヤンマーキャステクノ株式会社甲賀事業部）
を設立し、小形エンジン用鋳物部品の主力工場として操
業を開始した。これに伴い、十三工場はその機能を同社

甲賀精密鋳造

に移し、1972 年７月に閉鎖された。

東南アジアに当社初の生産拠点
ブラジルでスタートした小形ディーゼルエンジンの海
外生産は、1970 年代に入って東南アジアにも広がった。
東南アジアへは長年にわたってディーゼルエンジンを輸
出してきたが、各国で完成品の輸入規制が始まったため、
現地で合弁会社を設立するようになったのである。
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３

1978 年 10 月には、より緻密な販売策を展開するた

外販活動を本格スタート
1974（昭和49）年～1987（昭和62）年

め各地の販売拠点を OEM 営業部の直轄から各支店（支
社） の管轄とした。さらに、1979

年には従来の市場別

販売を機種別販売に変更し、相手作業機とのマッチング
を重視した販売サービスを展開するようになった。

1973（昭和 48）年 10 月に発生した第１次石油ショックの影響で翌 1974 年は実質経済成長率
がマイナス 0.5％となった。1975 年には企業倒産も戦後最高を記録し、長らく続いた日本の
高度経済成長時代は終焉を迎えた。

アメリカ企業へ OEM を開始
国内の OEM 販売を強化する一方、貿易部を通してア

さらに 1979 年には第２次石油ショックが発生して経済の低迷に追い打ちをかけるが、わが

メリカのサーモキング社（Thermo

国は産業構造を大きく転換させ、エレクトロニクスなど「軽薄短小」型産業を中心に外需主導で

びディア社（Deere

成長の道を歩み始める。

タートした。

King Corporation） およ

& Company） に対する

OEM 販売がス

その結果、日本の貿易黒字が増大。日米貿易摩擦を背景に 1985 年９月のプラザ合意以降は

サーモキング社は全世界で高いシェアを誇る車載・コ

急速に円高が進み、日本はまたしても厳しい不況に陥った。しかし、これに対して公共事業の

ンテナ用の冷凍・冷蔵機器メーカーで、当社は 1976（昭

促進や公定歩合の引き下げなど内需拡大策が採られたため、1987 年には景気が好転し、日本

和 51）年から冷凍機用エンジンの供給を開始し、
1991（平

は一気にバブル経済へと向かっていく。

成３）年７月に販売累計

10 万台を達成した。

このように激しく変化する経済情勢のなかで、小形エンジン事業も大きく変貌を遂げていっ

また、農機・建機の世界的メーカーであるディア社と

た。自社消費に加えて外販への取り組みを本格化させ、新しい生産方式を導入、さらに海外展

は 1972 年５月に大形トラクタの輸入契約を結び、さら

開も加速していった。

に 1977 年 6 月からは OEM 契約による小形トラクタの

こうして、不安定な経済の波を乗り越え、1987 年の小形エンジン売上高は 1975 年の約 3.5
倍に達した。

輸出も行ってきた。しかし、円高が進むなかでトラクタ
本体の輸出では採算が合わなくなったため、エンジン
やトランスミッションなど重要部品の供給にシフトし、

サーモキング社向けエンジン出荷10万台達成
記念式

1982 年 10 月から立水エンジン単体の OEM 供給が始

OEM 営業部を設置

まった。

自社グループで農機や小形建機を開発するまで、当社
の小形ディーゼルエンジンは、ほとんどが単体で販売さ
れていた。高度経済成長が続いている間はこうした単体

小形エンジン市場が広がって販売機種が増加し、多品

販売も順調に推移していたが、1973（昭和 48） 年 10 月

種少量生産が進む一方、第１次石油ショックを経て日本

の第１次石油ショック以降、販売に陰りが見えてきた。

経済が低成長時代を迎えると、商品コストの低減が強く

そこで 1975 年７月、当社は営業本部内に OEM 営業
部を新設して東京・大阪・福岡の３支店に拠点を置き、

求められるようになった。
当社ではこうした状況に対応するため、1975（昭和

小形ディーゼルエンジンの販売先となる新たな作業機

50）年

メーカーの開拓に乗り出した。

トヨタ生産方式（かんばん方式）の導入を決定。トヨタ自

1975 年に 50 社であった取引先企業は翌 1976 年に
60 数社、1977 年には 80 数社となり、エンジン販売台
数も約 2.5 倍に増加した。
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きっぷ方式の導入で生産効率を大幅に向上

12 月に
「ムダ廃除運動」
を展開する事務局を設置し、

動車工業株式会社（現・トヨタ自動車株式会社） の指導を受

トヨタ自動車工業・大野耐一副社長
（写真中央）
の指導を受ける
（1975）

けて長浜工場の改革に着手した。
品種ごとにまとめて生産する従来のロット生産では過
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剰な在庫が生じやすく、コストアップの要因となる。そ

「かんばん方式」
の指導を受ける
（1975）

こで、過剰な在庫の発生をなくすため、必要なものを必

横水エンジンでは 1977（昭和 52）年１月に NSA 形シ

要なときに必要なだけつくる「かんばん方式」を導入し

リーズ（4.0 ～ 6.0 馬力）の生産を開始し、1979 年５月に

たのである。
「かんばん方式」では、顧客の需要をもとに、

は耕うん機用横水 HS-K 形シリーズ（4.0 ～ 9.0 馬力）が完

まず最終工程から作業を進め、最終工程が必要になった

成した。従来はエンジンに合わせて作業機の仕様を決め

分を前工程から引き取り、前工程は引き取られた分だけ

ることが多かったが、このころから各作業機の特性に合

生産するため、ムダな在庫や仕掛品が発生しない。

わせて特化したエンジンを開発・生産するようになった。

この方式は、当然、協力会社の部品供給にも反映され、

累 計 100 万 台 を 突 破 し た あ と、1968 年 に 200 万 台、

入指示に加え、よりきめ細かな必要時・必要個数の納入

1972 年に 300 万台、1977 年には 400 万台と急速に販

や指示順序通りの納入が求められるようになった。こう

売台数を伸ばしてきた。

同出資で納入部品を一元管理する会社も設立された。

1979 年３月、当社は３年後の創業 70 周年までに横
水の累計販売台数を 500 万台（５Million） に到達させる

また、
「かんばん方式」を円滑に運営するためには生産

ことを目標に「５M 作戦」をスタートさせた。500 万台

の平準化が前提条件となるが、多様な品種を需要に応じ

という数字は 1 社による単一機種の記録としては世界

て平準化生産するには、生産機種を変更する際の段取替

でも類を見ないものである。全社を挙げた取り組みの結

え時間を短縮したり、各工程のタクトタイムを厳密に管

果、目標よりおよそ 10 カ月も早い 1981 年６月に累計

理して作業を連動させる必要がある。

販売台数 500 万台の金字塔を打ち立てることができた。

こうしたことから、新生産方式の導入には社員や協力

500万台目の横形水冷ディーゼルエンジン
（1981.6）

1980 年時点で世界のディーゼルエンジン（20 馬力以下）

会社の理解と意識改革を欠かすことができず、ラインや

の生産台数は年間約 100 万台、当社の生産台数は 32 万

生産設備の見直しとともに新たな信頼関係の構築が重要

4,700 台であり、総生産台数の約３分の１を占めていた。

課題となった。

因みに、当社を除く世界５大メーカーの合計は年間約

当社では「かんばん方式」を「きっぷ方式」、新生産方

きっぷ方式の
「きっぷ」
（1981）

1933 年に誕生した横水エンジンは 1963 年に生産

従来から行われていた毎日の定時搬入や週１回程度の納

した部品供給をよりスムーズに行うため、協力会社の共

「きっぷ方式」
を導入した長浜工場の組立ライン
（1978）

横水が生産累計 500 万台を達成

500万台達成記念のゴールドエンジン

58 万台であった。

式全体を「ヤンマー生産方式」と呼称し、1976 年７月に、

500 万台達成後の 1982 年 11 月には横水 TS 形シリー

まず長浜工場のガソリンエンジンラインで試験的に導入。

ズ（19 ～ 23 馬力）を、1984 年 6 月には軽量・小形の NF

その結果をもとに、翌 1977 年８月から当時の主力商品

形シリーズ（5.5 ～ 17 馬力） を市場に送り出した。NF 形

である横水のラインに導入した。また、これと前後して

は発煙を抑えるためボッシュポンプを備え、騒音・振動

大森工場の燃料噴射ポンプや永原工場の燃料噴射弁ライ

対策として 2 軸バランサーを採用するなど、近代的な

ン、さらに山本工場でも同様の生産方式を導入している。

エンジンの要素を備えた名機であった。

当初はトラブルもあって現場は徹夜続きとなったが、

しかし、当社小形エンジン事業を支え、世界にヤンマー

リードタイム短縮や在庫削減などの成果はすぐに表れ、

の名を広めてきた横水も、長年にわたる主役の座を譲る

それに伴って社員や協力会社の意識も大きく変化した。

ときが近づいていた。

横水のラインで始まった改革は、やがて立水のラインで
も展開され、それぞれの現場にしっかりと定着していっ

横水NFAD6形

た。
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立水の需要が本格的に拡大
立水エンジンを搭載するトラクタの販売台数は、耕う

立水T95L形

10 月に発売した。

ん機からの買い替え需要による増大や、政府の減反政策

L 形はガソリンエンジンに代わる軽量・コンパクトな

による減少など変動の幅が大きかった。一方で、大規模

ディーゼルエンジンとして、当初は動力噴霧器やティ

開発から都市環境の整備へと比重が移った土木建設分野

ラー、管理機などの農機に使用されていたが、振動・騒

では、ミニバックホーを中心とした小形建機の需要が急

音などの問題を解決して発電機やポンプにも採用。ガソ

速に伸びた。また、国内外の OEM 需要も着実に広がり

リンエンジンに比べてはるかに燃費が良く長時間稼働で

を見せていた。

きるため人気を博し、1987 年２月には社団法人日本機

当社では 1976（昭和 51）年４月に２気筒、３気筒の立
水エンジンＴ形シリーズ（12.5 ～ 31 馬力）、1979 年２月
には３気筒を中心とした TH 形シリーズ（12.5 ～ 42 馬力）

ギー機器」として表彰された。
一方で、空冷ガソリンエンジンの開発も進め、1980
年３月には GE 形シリーズ（2.4 ～９馬力）、1984 年７月

用機も発売したが、TH 形は OEM など用途の広がりに

にはエンジンスリーブのない軽体質タイプの GY 形シ

合わせた汎用エンジンで、軽量化のためドライスリーブ

リーズ（1.3 ～ 3.5 馬力）の生産を開始した。

1983 年８月には立水の歴史に残る画期的なエンジン、
TN 形シリーズ（11 ～ 100 馬力）を発売した。

空冷ディーゼルエンジンＬ形

械工業連合会から「昭和 61 年度（第７回） 優秀省エネル

の生産を開始した。Ｔ形は基本的にトラクタ用で一部汎

を採用した。

直噴式の立水3TN75形

形シリーズ（3.5 ～９馬力） の生産を開始し、翌 1984 年

さらに 1986 年 10 月には OHV 方式を採用した GA
形シリーズ（3.8 ～ 5.5 馬力）を発売して農機の管理機に搭
載し、翌 1987 年にはこれを４機種に拡充した。同エン

TN 形の最も大きな特徴は、燃焼方式を従来の副室式

ジンは高出力で信頼性に優れているうえ、指で軽くス

から直噴式へ転換した点にある。直噴式エンジンは熱損

タートできる「フィンガースタート」も搭載して好評を博

失が少ないため燃費を大幅に向上できるが、小形エンジ

した。

ガソリンエンジンGA120形

ンでの実用化は難しいとされてきた。
当社では燃料ポンプとガバナを一体化した CL ポンプ

YPES-4CL形ポンプ

海外の生産・販売拠点を相次ぎ開設

を開発することで燃料の高圧噴射を可能にし、業界に先

1978（昭和 53）年８月、マレーシア、インドネシアに

駆けてボア 72㎜という小形エンジンの直噴化を実現し

続く東南アジアの新拠点としてタイのバンコクにヤン

たのである。TN 形の基本思想は、現在に至るまで当社

マータイランド（Yanmar

立水エンジンのベースとなっている。

水の生産に着手した。

Thailand Co., Ltd.）を設立し、横

なお、TN 形が誕生した 1983 年、立水の売上高が初

1985 年２月には、タイとインドネシアでの生産機種

めて横水を上回り、以後、立水は小形エンジン事業の主

を従来の TS 形から海外向け直噴横水エンジン TF 形に

力商品となっていった。

切り替え、燃費の良さや低速回転性能で高い評価を得た。

ヤンマータイランド

アメリカでは 1981 年９月にヤンマーアメリカ（Yanmar

世界最小の空冷ディーゼルエンジンを開発
当社は長らく開発から遠ざかっていた空冷ディーゼル

392

Diesel America Corp.）を設立して、主にサーモキング社向

けにディーゼルエンジンの OEM 販売を担当した。また、

エンジンを再度商品化するため、独自の超小形ブッシュ

1984 年４月には立水の販売会社としてヤンマーディー

レス燃料ポンプとミニノズルを開発。1983（昭和 58）年

ゼルエンジン USA（Yanmar

12 月に世界最小・最軽量の空冷ディーゼルエンジンＬ

立している。

Diesel Engine[USA] Inc.） を設
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４

ある。長浜工場から約５㎞離れた滋賀県東浅井郡びわ

びわ工場の開設と環境対応
1988（昭和63）年～2002（平成14）年

町（現・長浜市川道町）の工業団地に 10 万 5,680㎡の敷地
を確保して建設が進められ、機械加工から組立、試運転、
塗装、出荷まで一貫生産を行う最新鋭工場として 1995
（平成７）年４月に竣工した。

1980 年代後半に始まったバブル経済は株価や地価を押し上げ、都市部を中心とした大規模
開発や投資目的の住宅建設などが相次いだ。このため建機業界は活況を呈し、また、低迷が続
いていた農機業界も好況を受けて一時的に業績の向上が見られた。しかし、1990 年代に入っ
てバブル経済が崩壊すると、こうした状況は瞬く間に消え去っていった。
世界に目を向けると、この間、東西ドイツの統一やソビエト連邦の崩壊で冷戦体制が終わり

徹底的な自働化と５段階出荷
びわ工場では長浜工場で育んできたヤンマー生産方式
を受け継ぐだけでなく、その自働化に力を注ぎ、無人の
部品搬送システムや天井走行台車、各種ロボットなどを

を告げ、経済のグローバル化が急速に進んだ。一方で、環境問題に対する人々の関心が高まり、

導入した。その結果、組立工程の自働化率は 35％に達し、

1997（平成９）年に採択された京都議定書では地球温暖化の要因となる温室効果ガスの排出削減

生産コストの低減だけでなく品質向上にも大きく寄与す

目標が設定された。

ることになった。また、こうした自働化設備の開発・導

小形エンジン事業でもバブル経済期には業績を伸ばし、事業のグローバル化も進展。1995
年に竣工した
「びわ工場」では環境への配慮を徹底した。また、ディーゼルエンジンそのものに
対しても、大気汚染の原因とされる PM や NOx（窒素酸化物）などの排出に厳しい規制が設けら
れるようになった。

びわ工場竣工式

入には神崎高級工機の工作機械技術などグループの総合
力が生かされている。
工場の竣工式が行われる一週間前、急騰を続ける円は

びわ工場の機械加工ライン

当時の最高値である 1 ドル 79 円 75 銭を記録した。こ
うした円高への対策として導入したのがエンジンの５段
階出荷である。

21 世紀を展望した最新鋭工場

エンジンには、本体以外に冷却ファンやラジエター、

1985（昭和 60）年９月のプラザ合意以降、円はわずか

起動用のセルモーターなどさまざまな部品が装着されて

1 年で 1 ドル 235 円から 150 円台へと急騰し、その後

いる。この装着作業は海外でも行うことができ、部品を

も円高の傾向が続いた。一方、国内では厳しい価格競争

現地調達すれば為替の影響を受けることがなく、物流費

が繰り広げられ、国内外とも生産コストの低減が従来以

も削減できる。そこで、エンジン本体のみの商品からフ

上に強く求められるようになった。

ル装備品まで、お客様のニーズに合わせて５段階の商品

こうした状況に加え、OEM 販売先の増加に伴って商
品仕様はますます多様化し、世界的な排出ガス規制導入

びわ工場の組立ライン

を出荷することで、円高に耐えるフレキシブルな供給体
制の構築をめざしたのである。

に向けた対応も必要となってきた。
長年にわたって小形エンジンの生産を担ってきた長浜

びわ工場
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環境保全や景観にもきめ細かく配慮

工場では、ヤンマー生産方式の導入後も一貫して生産性

びわ工場の建設に当たっては、環境への配慮や琵琶湖

や品質の向上に取り組んできた。しかし、工場そのもの

畔の美しい景観との調和が特に重視された。湖水を守る

がすでに手狭になっており、生産台数を増やしながらこ

ための高度な排水処理施設をはじめハイレベルな環境保

うした多様な課題に対応していくだけの余力はなかった。

全策を施し、GHP（ガスヒートポンプエアコン） やコージェ

そこで、21 世紀を展望した新しい小形ディーゼルエ

ネレーションシステムの採用で電力消費も大幅に低減し

ンジンの生産拠点として計画されたのが「びわ工場」で

ている。また、モダンな外観デザインに加えて敷地の
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びわ工場がグッドデザイン賞を受賞

25％を緑化し、1996（平成 8）年 10 月には通商産業省（現・

は相反する関係にある。排出ガス規制の導入・強化によっ

経済産業省）のグッドデザイン賞（Ｇマーク）を施設部門で

て、ディーゼルエンジンメーカー各社は、この２つを両

受賞した。

立させる技術開発にしのぎを削るようになった。

当社の技術と環境保全に対する意識を隅々にまで盛り

当社でも立水 TN 形で「クリーン＆サイレント（排出ガ

込んだ新工場は、竣工からおよそ３カ月後の７月 21 日

スのクリーン化と騒音の低減）」を進め、1995（平成７）年実施

に起動式を行い、立水エンジンの一貫生産工場としてス

予定のアメリカ・カリフォルニア州排出ガス規制に対し、

タートを切った。

1991 年７月にいち早く対応技術を確立した。

当時、長浜工場では年間約 14 万台のエンジンを生産

ISO14001の認証

さらに、TN 形に替わるクリーン＆サイレントエンジ

していたが、びわ工場では年間 20 万台を目標に「V20

ンとして 1993 年４月に TNE 形シリーズ（8.6 ～ 84.2kW）

作戦」を立ち上げ、生・販・開一体の取り組みを開始した。

の量産を開始し、翌 1994 年５月に CARB による排出

その結果、2000 年には早くも 27 万台近くの実績を上げ、

ガス規制の認証を取得。また、1995 年５月に生産を開

名実ともに小形エンジン事業の中核工場となった。

始した 4TNE94 形 / 98 形（35.3 ～ 51.1kW）の２機種は翌

なお、1971（昭和 46） 年からガソリンエンジンを生

年７月、EPA の 1 次規制値を世界で初めてクリアした。

産してきた山本工場では 1995 年 12 月に累計生産台数

TNE 形が燃焼面を中心とした総合的な対策で排出ガ

200 万台を達成し、1999 年２月には大森工場で CL ポ

ス特性を改善したのに対し、エンジンの心臓部である燃

ンプの累計生産台数が 100 万台を突破。また、1998 年

料噴射ポンプから新たに開発して EPA ２次規制対応を

３月には汎用機事業本部の全工場で環境マネジメントシ

めざしたのが TNV 形シリーズ（6.0 ～ 72.0kW）である。

ステム ISO14001 の認証を取得した。

立水4TNE94形/98形

搭載したのは 2002 年７月に大森工場で量産を開始し
た MP ポンプ YPD-MP2 形。1 本のプランジャー（Mono

世界の排出ガス規制にいち早く対応
自動車用ディーゼルエンジンに対する規制は早くから

プである。また、ノズルも新開発の YDLL-PV 形を採用

実施され、日本では 1972（昭和 47）年に黒煙規制が、ま

した。これらの新技術と従来から積み重ねてきた排出ガ

た 1974 年には排出ガス規制が設けられた。しかし、自

ス低減技術を融合させた TNV 形は 2002 年 10 月に量

動車用以外のエンジン（ノンロードディーゼルエンジン）では、

産を開始した。

1990 年代に入ってから規制が検討されるようになった。

ために燃料噴射技術が果たす役割は重要となる。小形エ

リカのカリフォルニア州大気資源局による CARB 規制

ンジン事業の立ち上げとともに当社が進めてきた燃料噴

や同じくアメリカの環境保護庁による EPA 規制があり、

射ポンプやノズルを含む一貫生産体制は、極めて大きな

日本やヨーロッパでも概ねこれに準じた規制が行われて

強みとなった。
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ディーゼルエンジンの排出ガスで特に問題とされるの
は NOX（窒素酸化物）と PM（煤などを成分とする微粒子）であ

MPポンプYPD-MP2形

排出ガス規制が厳しくなるにつれ、これをクリアする

現在、陸用エンジンに対する主な規制としてはアメ

いる。
CARBの排出ガス規制の認証を取得

Plunger）で燃料を圧送して各気筒に分配する分配形ポン

EPAの排出ガス規制の認証を取得

一方、小形空冷ディーゼルエンジンは、騒音や振動を
さらに低減させて商品力を高めた L-A 形シリーズ（2.6
～ 7.4kW） を開発し、1989

年 12 月から生産を開始した。

る。これまでディーゼルエンジンは燃費の向上をめざし

1993 年 12 月には L70A 形（4.9kW） が直噴式として

て進化してきたが、燃焼温度を高めて燃費を良くすると

は世界で初めて CARB 規制をクリアし、1999 年 12 月

NOX が発生しやすくなる。すなわち、燃費と環境性能

に は EPA1 次 規 制 に 対 応 し た L-EE 形 シ リ ー ズ（3.3 ～
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7.1kW）の量産も開始した。この間、1994

年４月には海

外向けＬ形シリーズの累計出荷台数が 20 万台に達して
いる。

５

世界市場に向けて新たな体制を構築
2003（平成15）年～2012（平成24）年

こ の ほ か、 ガ ソ リ ン エ ン ジ ン GA 形 シ リ ー ズ（1.8
～ 8.1kW） も国内と欧州の排出ガス１次規制に対応し、

2002 年 12 月から量産を開始した。

合弁会社の設立や業務提携を推進

く浮上する兆しは見えていない。一方、世界では新興国の成長が著しく、なかでも中国は毎年

10％前後という極めて高い経済成長率を記録し続けている。

1978（昭和 53）年から横水を生産してきたヤンマータ

国内需要が低迷するなか、小形エンジン事業では立水が順調に販売台数を伸ばしていった。

イランドは、販売力の強化をめざして提携先を変更す

これは海外需要の増大に負うところが大きく、特にヨーロッパやアメリカの旺盛な住宅需要が、

るとともに現地資本率を高め、1988 年７月にヤンマー

立水を搭載する建機や CUT（Compact Utility Tractor：小形トラクタ）の販売台数を押し上げたのが要

S.P.（Yanmar S.P.Co.Ltd.）として再スタートした。

因であった。

一方、ヨーロッパでは 1995（平成７） 年 10 月、イタ
リアのカジバ社（Cagiva

S.p.A） と提携して、小形空冷

ディーゼルエンジンＬ形を生産する合弁会社ヤンマーカ
ジバ（Yanmar Cagiva S.p.A）をミラノ市近郊に設立した。
Ｌ形は輸出比率が高く、ヨーロッパが最大の市場と
なっている。そこで、販売・サービスを市場と直結させ
ヤンマーカジバ

日本経済は 21 世紀に入ってからも低成長またはマイナス成長が続き、現在に至っても大き

しかし、2008（平成 20）年９月にアメリカでリーマン・ショックが発生すると、立水をはじ
めとする小形エンジン需要は一気に落ち込んだ。その後、業績は回復を見せたが、現在はまた

EU（欧州連合）の経済危機が世界需要に影を落とそうとしている。
当社では、事業効率化のため国内の生産体制を再編するとともに、新興国をはじめ海外での
生産・販売体制を強化した。さらに、世界最高水準の排出ガス低減技術を構築することでグロー
バルな評価を高め、市場を広げていこうとしている。

るため、ヨーロッパ向け商品の生産を長浜工場から現
地へ移すことにしたのである。1996 年２月に同社で開
発業務をスタートし、翌 1997 年 11 月に１号機を生産、

ヤンマーカジバのL形組立ライン

YEP の一環として生産拠点を再編

1998 年は 9,000 台、2002 年は 6 万台を市場へ送り出

2002（ 平 成 14） 年 １ 月、 当 社 は「 ヤ ン マ ー 進 化 計 画

した。この間、2000 年 10 月にヤンマーカジバの全株

（Yanmar Evolution Plan：YEP）
」を発表し、生・販・開の一

式を取得して 100% 子会社化し、2003 年 12 月にヤン

体化や生産拠点の再編・統合による事業の構造改革に着

マーイタリア（Yanmar Italy S.p.A.）と名称変更した。

手した。

また 2002 年７月には、いすゞ自動車株式会社と産業

小形エンジン事業でも機能の重複を解消して最適生産

用ディーゼルエンジンの相互 OEM 契約を結ぶなど国内

体制を構築するため、1 商品・1 工場を前提とした大規

外で積極的な業務提携を展開し、ラインナップの強化を

模な移管計画が策定された。その中心となったのが、小

図った。

形エンジンのマザー工場として長年にわたって多様な商
品を生産してきた長浜工場の機能分散化と生産活動の停
止である。当時、長浜工場には 20 の生産ラインがあり、
最終的にはそのすべてが国内外の７工場へ移管されるこ

長浜工場の生産停止式
（2004.3）

とになった。また、関連する各工場でも生産品目の大幅
な見直しが行われた。
2003 年 10 月から 2004 年２月にかけて、横水およ
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び L 形の生産・組立を長浜工場から山本工場へ順次移
管し、長浜工場は 2004 年３月、60 年以上にわたる小

山本工場のダイキャスト部品

こうした多機種少量生産への対応力を高めるため実施
したのが作業機スタンダードモデルの導入である。

形エンジンの生産活動に終止符を打った。この間に生産

従来は定格回転数を 1,500 回転から 3,000 回転まで

した横水の累計台数は 600 万台以上、L 形は 100 万台

100 回転ごとに設定したベースモデル数十タイプを用意

近くに及ぶ。

し、これをもとに搭載機種ごとの細かな設定をつくり込

2005 年８月と 2006 年８月にガソリンエンジンの生

んだ個別モデルを生産していた。しかし、立水の搭載先

産・組立が山本工場から木之本工場へ移管され、同年

は膨大な種類があるため、ほとんど受注生産のような対

10 月には横水、L 形エンジンも山本工場から木之本工

応となっていた。

場へ移管された。これによって国内の単気筒エンジンは

そこで 2003（平成 15）年から 2004 年にかけて、ベー

すべて木之本工場に集約され、山本工場はダイキャスト

スモデルと個別モデルの間に、トラクタ標準モデルやミ

の鋳造・加工専門工場となった。当社の実質的な出発点

ニバックホー標準モデルといった作業機ごとのスタン

であり、長年にわたり中核商品として事業の発展を支え

ダードモデルを用意し、個別モデルの開発をより短納期・

てきた横水は、その後、2008 年 12 月で国内生産を終

低コストで実現できるようにしたのである。

了して生産はすべて海外工場へ移管し、Ｌ形の生産も

また、2013 年１月からスタートする EPA4 次規制に

2011 年３月をもってヤンマーイタリアへ全面移管した。

対応するため、2009 年５月にはエミッション棟を稼動。

さらに、ガソリンエンジンの自社生産も 2012 年３月を

2010 年 3 月には高地対応のための試験装置などを導入

もって終了した。

した試験棟を開設している。

エミッション棟

これによって、当社が国内で生産する小形エンジンは、
インドネシアのYADIN社に移管されたロッドの
生産ライン

びわ工場の立水だけとなった。
なお、小形エンジン事業を管轄する組織はこれまでさ

将来を見据え中国市場へ本格参入
国内での小形エンジン市場が低迷するなか、当社は発

まざまな変遷を経てきたが、2005 年６月に小形エンジ

展著しい中国で生産拠点の開設に乗り出した。2003（平

ン事業本部が設置され、現在に至っている。

成 15）年２月、中国農機業界最大手の時風集団と合弁で

山東省高唐県に山東時風洋馬発動機有限公司を設立し、

開発体制をさらに強化
バックホー
その他

トラクタ
GHP
コンプレッサー

冷凍機

フォークリフト

作業機別の小形エンジン出荷台数比率

2004 年８月から横水の生産を開始した。

立水の生産拠点として、長浜工場に代わる新たなマ

その後、2005 年６月に時風集団との合弁を解消して

ザー工場となったびわ工場では、生産性向上に向けた従

全額出資子会社として再スタートし、2007 年 2 月には

来からの取り組みに加え、開発面でも効率化を促進した。

社名を洋馬発動機（山東）有限公司に変更した。

横水の場合、搭載する作業機自体がシンプルなため、

また、2007 年２月には世界３極体制でディーラーへ

エンジンの種類はそれほど多く必要ではなかった。しか

の教育や情報提供を行うテクニカルセンターの開設に

し、立水は農機や建機など多様な作業機に使用されるう

着手。ヤンマーアメリカ、ヤンマーヨーロッパ（Yanmar

え、OEM 販売で取引先の社数が大幅に増えたため機種

Europe B.V.）
、洋馬発動機（上海）有限公司の市場サービ

数が一気に増加した。さらに近年では、排出ガス規制が

ス部内に拠点を設けて順次活動を開始している。

強化されるたびに新たな開発が必要となるため機種の増
加に拍車が掛かり、現在、びわ工場では約 1,600 機種
に上るエンジンを生産している。
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洋馬発動機
（山東）
有限公司

環境対応技術の開発をさらに促進

洋馬発動機
（上海）
テクニカルセンターでサービ
ス会議（2008.6）

2003（平成 15）年９月、すでに量産体制に入っていた
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立水 TNV 形シリーズが EPA ２次規制の認証を取得し

4TNV98形

た。これをさらに進化させて 2006 年５月から量産化

近年では、2008（平成 20）年９月にアメリカで発生し

した電子制御ガバナ（2G エコ） 搭載の TNV シリーズは

たリーマン・ショックの影響が大きく、小形エンジン
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