


大電流を流せる次世代パワー半導体だ。
　従来技術では、Siパワー半導体を基板の
上に平面配置してアルミワイヤでボンディン
グ（接合）する方法が主流であった。これだ
と、パワーモジュールのサイズが大きくなって
しまう。また、アルミワイヤが細いため大電
流を流すことができなかった。対して、同社
はSiCパワー半導体を縦に積み上げ、さらに
部品を構成する材料同士をつなぐワイヤを
なくした。この独自技術によってパワーモジ
ュールを10分の１以下のサイズにしたのだっ
た。これにより、電力変換装置を通る電気は
大容量となり、しかも素早く駆け抜けるため、
従来のSiパワーモジュールと比べ、エネルギ
ー損失を30％以上削減することができる
のだ。

原園少年が見た夢
　中学時代、妹の故障したエレクトーンを、
家に派遣されてきた作業員がたちどころに
直してしまう様子を見て、原園少年は電子
技術者の道を志す。大手メーカーを経て、
2008年に一人で設立した同社で、電子機器
部品の小型化、薄型化という顧客からのニ
ーズに応えてきた。「小さく、薄くすることで、
いろんなメリットがあるんですよ。個々の部
品を小さくすれば、当然コストも下がります。
また、部品が小さくなれば、空いたスペース
に多くの部品を盛り込めるので、機能を増や
すことができ性能も高くなるわけです」
　実績を重ねながら、人とインフラを整えて
きた原園氏が挑んだのが、パワーモジュール
の小型化である。横浜国立大学、神奈川科
学技術アカデミーと共同で実施した基礎開
発に始まり、実装に入る。それまで扱ってき
たのが小型の電子機器だったため、扱う電
気量は数十ミリアンペアというのがせいぜい

逃げてゆく電気
「小っちゃくするのが好きなんですよ」
マイクロモジュールテクノロジー株式会社代
表取締役・原園文一氏がいい笑顔を見せた。
同社は、半導体実装モジュールや半導体実
装技術などの受託開発、試作を行っている。
今回、原園氏が「小っちゃくした」のはパワ

ーモジュールである。出来上がったモジュー
ルはメーカーに提供（販売）する。中小企業
が開発技術力で勝負しているところが頼もし
いではないか。
　さて、そのパワーモジュールとは、電気エ
ネルギーを変換する装置に搭載される部品
だ。たとえば電動自動車であれば、バッテリ
ー（蓄電池）内の直流電流を、モーターを動
かすためには交流電流に変換しなければな
らない。これを行うのが電力変換装置である。
パワーモジュールを小さくすれば、電力変換
装置も小型化される。では、そこにあるメリッ
トはなにか？
　まずは、エネルギー変換効率が大幅に向
上する。こう考えていただきたい。発電所か
ら電線を伝わって長い距離を経て家庭に届
くまでに、電気は熱に変わって多くが失われ

る。ノートパソコンにつながっているアダプタ
ーを例にとればよく分かる。交流電流からパ
ソコンを作動させるための直流電流への変
換を行っているアダプターは、熱を発してい
る。あれこそがロスしている電気なのだ。
　再び電線に話しを戻す。発電所からの長
い電線の距離を短くできたらどうか？　しか
も、銅線よりももっとロスしない素材を用い
られたら、電気はもっと効率的に届くはずで
ある。

小さなモジュールの
大きな力
　マイクロモジュールテクノロジーの超小型
SiCパワーモジュールは、電力変換装置の
電気ロスを著しく軽減させることに成功した。
これまで、エネルギー変換に用いられるパワ
ー半導体はシリコン（Si）で作られていた。こ
のたび同社が開発した技術には、シリコンカ
ーバイト（SiC）が採用されている。SiCとは、

マイクロモジュールテクノロジー 株式会社

　小型電動モビリティの市場は、現段階で
は大きいとは言えないが、電動化による地球
温暖化抑制効果が期待されるばかりでなく、
自動車に過度に依存しない地域交通の新た
な担い手としての可能性がある。
　また、非常時のバックアップ用蓄電装置向
けにも商品化して、導入展開を図る。蓄電装
置は東日本大震災以降、注目を集めるアイテ
ムである。また、直流電流を交流電流に変換
して蓄電し、再び直流電流に変換する蓄電
池は、その用途上、SiCモジュールの能力が
遺憾なく発揮されることだろう。
　小型電動モビリティと蓄電装置用SiCパワ
ーモジュールは、ユーザー側製品のリリース
計画から2014年10月頃に量産開始となり
市場に登場する予定だ。
　当面のターゲットとなる電動バイクについ
ては、国内市場では09年で4千台規模、10
年で9千台規模、13年が４万５千台、20年
には1９万台となる予測がある。中国、アジア
を中心に大きな需要も期待され、グローバル
市場では18年までに年間６千550万台に達
するとの見込みもある。
　SiCパワーモジュールは、省エネやグリー
ン社会の実現に向け、直接的な効果が期待
できる技術である。この製品の導入が進むこ
とで、CO2排出ガス削減などの環境対策に
大きく貢献することだろう。
　また同社は、社内生産を行っていることか
ら、生産規模の拡大に合わせ、地域の雇用
創出にも期待が持たれる。
　今回の受賞について、原園氏に感想を訊
くと、「非常にビックリした」との応えが返っ
てきた。だが、その後で、「小さくする技術に
よる社会的な取り組みが、環境エネルギーに
適応すると評価していただけたのでは、と勝
手に解釈しています。モノづくりは日本の強
みであり、その技術をつくっているのが我々。
モノづくりの現場をしっかり残したい」と力
強く語った。
「これからも、あらゆる電子部品を小さくし
ていきたい」と言う原園氏に、小さくする技
術で、会社は大きくですね、と水を向けたら、
あのいい笑顔になった。
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だった。ところが、このプロジェクト
では500アンペアという桁違いの
電気量を相手にしなければならな
い。もしものことがあれば感電死と
いう危険性も頭の隅をよぎる。原
園氏にもスタッフの間にも常に張り
つめたような緊張があった。
　構成材料のハンダ付けの際には、
合金の中にどうしてもボイド（気
泡）ができる。だが、このボイドは、
発熱により、製品にクラック（ひび割れ）を
起こし、壊してしまう危険性を孕む。同社は、
ボイドを限りなくゼロにするハンダの技術を
確立。これは、このたびの研究開発の中で得
た、貴重な財産でもあった。

熱にも強いSiC
　SiC半導体は熱に強い。
　Si製の半導体を用いていたパワーモジュー
ルは150℃を超えると誤作動を起こしてしま
う危険性がある。そのため水で冷やさなけれ
ばならなかった。
　電動自動車のパワーモジュールの耐熱基準
が150℃に設定されている理由はそこにある。
　しかし、SiCで作られたパワー半導体は、
理論上では400℃でも正常な動作が可能な
のだ。
　SiCパワーモジュールを搭載することで、
電気自動車のフードにある重い冷却システム
が軽くなる日も近い。
　現在、同社では250℃の耐熱基準に向け
て研究中である。
　スタート時は電動バイク向けに導入予定だ
が、小型電動モビリティ（一人～二人乗り用
電気自動車）を開発販売する企業と連携し、
SiCパワーモジュールの商品化にも着手して
いる。小さくすると

イイことがある

〒230‒0046 横浜市鶴見区小野町75‒1 リーディングベンチャープラザ1号館
Tel.045‒510‒3080　Fax.045‒510‒3081
設立：2008年5月　従業員数：15名　資本金：1,200万円
http://www.micro-module.co.jp

グリーン社会を実現する超小型
次世代SiCパワーモジュールの
開発と製品化
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台所油田
　いまだに大半が廃棄されている使用済
み天ぷら油などの食用油（廃食油）。捨て
られるものをリサイクルし、しかもそれが
環境に優しい燃料となれば、巨大な油田
を発見したことになるだろう。
「そう、まさに“台所油田”なんです」バ
イオUSS-OILの製造販売事業を行うia 
corporation株式会社代表取締役・朝比
奈巌氏の口から聞き慣れない言葉が出た。

●●●
　灯油の宅配事業を行う同社は、2004
年の原油価格高騰のあおりを受けて、急
激に収益が落ち込んだ。
「このままでは衰退する一方だ」朝比奈

氏は、新たなビジネスに打って出る必要を
感じていた。
　そんな氏の耳に入ってきたのが、「天ぷ
ら油でバスが走る」という報道である。バ
イオディーゼル燃料＝BDF（使用済み食
用油にメタノールを加え、グリセリンを除
去するなどの化学変化で燃料として使用
できるようにしたもの）だ。
　朝比奈氏は研究会社と提携し、BDF
の実用化に向けて灯油宅配用のタンクロ
ーリーの使用協力などを行った。ところが、
燃料が詰まってしまい、３台のタンクロー
リーが故障。修理代に多くの費用がかか

るなどしてとん挫してしまう。

新バイオ燃料誕生
　化学反応を利用するBDFは、反応を起こ
すために大きなエネルギーを使うことや、副
産物として廃棄物が出ることも朝比奈氏は
気になっていた。「もっとクリーンなエネルギ
ーでなくては」
　そんな時、まだ研究段階だが、灯油と混合
することで廃食油がよいエネルギーになるこ
とを知る。灯油なら、自社の商品ではないか。
さっそく朝比奈氏は開発に乗り出した。

　廃食油から酸化、劣化物を除去し、精製
する。灯油50％に対して廃食油50％。もし
くは灯油40％：廃食油60％の割合で混合
する。
　精製したとはいえ廃食油には粘度や硬さ
がある。これを灯油と均等に細かく混じり合
わせなければならない。そのため、超音波照
射による振動を与えることによって完全に分
散、溶解させた。
　この新バイオ燃料が、大手プラント建設会
社のコージェネレーションシステムに使用さ
れた。エコでつくったバイオ燃料でディーゼ
ルエンジンを動かして発電する一方で、その

バイオUSS-OIL（商標登録済）
製造・販売事業

ia corporation 株式会社 排熱を利用し、エコによる冷暖房を行おうと
いうのだ。
　もちろん試行錯誤もあった。廃食油は金
属と反応しやすく、さびなどを運んでボイラ
ーのフィルターやノズルを詰まらせた。これ
にはさび対策の添加剤を入れるなど改良を
重ね、安定した燃料を確保するのに４年ほど
実証を重ねることとなった。
　かくしてバイオUSS-OILは、グリーン電力
発電燃料として環境省から承認を得たので
あった。

回収するという事業
　ところが次なる難題が待ち受けていた。
燃料は危険物製造という最も消防法の厳し
い規制の下に作業を行うため、これまで社の
あった場所ではわずかな量しか製造できない。
商品として大量生産するためには、工業団地
の工業地域に、消防法に則った危険物施設
を建設しなければならなった。
　昨年５月より土地を手当てし、消防局の指
導に従って準備を進め、9月に設置許可が下
りた。11月にやっと建家が完成したものの、
廃棄物処理法に抵触しないことの証明や、す
べての認定を得るのに今年2月までを要した。
「零細企業にとって１年間収益を上げられな
かったのは苦しいことでした。しかし、きちん
とした体制を整えることができ、全国規模の
組織との連携も確実になりました」
　朝比奈氏の言う“連携”とはなにか―そ
れは廃食油を回収する仕組みである。
　食用油は硫黄分をほとんど含まないため、
硫黄酸化物を出さない。また排ガスのスモー
クテストではまったく煤が発生せずスモーク
度「０」の評価である。20年以上前から廃食
油のリサイクルは注目されてきた。当初は河

川の汚染防止が主な目的で、NPOやボラン
ティアがろうそくや石鹸へのリサイクルを推
し進めてきた。先述した通りトラックやバス
の燃料としてもリサイクルされている。ところ
が、その廃食油を回収する仕組みが今一歩の
ところで確立できていない。
　ia corporationは、県内外の飲食関連の
組合などと提携し、廃食油の回収を行ってい
る。協力店舗を巡回し、一斗缶や専用の樽を
回収する方法をとっている。提携先は、チェ
ーン居酒屋、企業の社員食堂、大学の学生
食堂、お弁当屋さん、お蕎麦屋さん、食品工
場などさまざま。精進料理を提供するお寺も
回収先に名を連ねている。
　現在、日本で発生する廃食油はおよそ71
万トンと推定されている。そのうち有効に活
用されているのは28万トン程度で、残りの
43万トンは廃棄処分されている。この43万
トンを回収する仕組みをつくり、燃料化でき
れば、経済効果は130億円（43万トン×回
収買取価格30円／㎏）。また、43万トンを
燃料化すると、石油が50％入り、比重0.92
であることから燃料生産量800億円（約
100万KL×売価80円／L）になる。つまり、

回収するという事業と燃料化して販売する
という事業全体で、130億円＋800億円＝
930億円の産業をさまざまな地域で生むこ
とができることになるのだ。

やはり経済性も大切
　石油製品の灯油・軽油と同じ物理化学的
性質を示し、発熱量はほぼ同等で硫黄分が
15ppm以下。植物由来の油を50％以上含
むので、排出されるCO2は概念上、従来の１
／２以下。原油１バーレル100ドル超化時代
を迎え高騰しているが、USS-O ILは軽油価
格の１／２～２／３という低価格。このよう
に経済性にも優れた特徴を持つのがバイオ
USS-OILだ。
　現在は液体燃料を使用しているボイラー、
ディーゼル機器、ディーゼル発電に利用され
ているが、先の43万トンの“原油”を日本で発
掘することができるようになり、これを使用
できれば１千120万トンのCO2を削減できる
のだ。
　これまでも、廃食油を用いたエコの取り組
みは行われてきた。「しかし」と朝比奈氏は
言う。「やはり大切なのは経済性です。どん
なに素晴らしいものでも経済性が伴わなけ
れば長続きできません。弊社のバイオUSS-
OILは、経済性に優れ、合理的で、廃食油回
収の仕組みや、有効性においてもこの方法
以外にないと思っています」
　バイオUSS-OILはリサイクルを促進し、循
環型社会の形成において象徴的な燃料であ
る。また地域ごとに取り組むことでさまざま
な雇用を生み、地産地消を実現できる。石油
価格を大きく下回る優れた経済性から、「日
本の産業への競争力を高めることにも協力
できる」と朝比奈氏。
「今後は行政とも連携して、各戸の回収など
を進めていきたいです。市民の皆さんが参加
することで、半永久的な油田を将来への贈り
物として残すことができるんです」

環境（エコ）部門

代表取締役　朝比奈　巌
〒245‒0018 横浜市泉区上飯田町3609‒1
Tel.045‒303‒0033　Fax.045‒349‒4748
設立：1987年10月　従業員数：22名　資本金：300万円
http://www.ai-newenergy.jp/
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半永久的な油田を
将来への贈り物に
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家庭用燃料電池システム
（エネファーム）用 高温ガス冷却器

株式会社 リガルジョイント

フロンティア部門

代表取締役　稲場　純
〒252‒0331 相模原市南区大野台1‒9‒49
Tel.042‒756‒7567　Fax.042‒752‒2004
設立：1974年7月　従業員数：60名　資本金：5,760万円
http://www.rgl.co.jp
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風雪に耐え
　あの建物はなんだろう？ 森の向こうに
塔のような屋根が見える。お寺だろうか？
　そんなことを考えながら向かっているう
ちに、辿り着いたのが五重塔の前だった。
そしてこの建物こそ、株式会社リガルジョ
イントの本社ビル、研究開発棟「リサーチ
＆ラボ」だったのである。
「京都の五重塔をモチーフにした建物で
す。五重塔は石台の上に建っているだけ
ですが、どんな風雪にも耐え、倒れない。
我が社もそうでありたいという先代の思
いを具現化した社屋です」稲場純氏が父
である久二男氏（現同社取締役会長）を
継いで代表取締役に就任したのは１年前。

家庭用燃料電池システム用の高温ガス冷
却器の開発は、稲場氏にとってそれ以前、
営業担当時代からの夢だった。

熱交換器とはなにか？
　家庭用燃料電池コージェネレーション
システム（エネファーム）は、ガスから電
気をつくりだす、まったく新しいエネルギ
ーシステムだ。
　都市ガス、ＬＰガスなどから水素を取る。
すると、水素と空気中の酸素が結合して

電気が発生する。これを蓄電するわけである。
　エネルギーの素であるこの水素は、100
～300℃ある。しかし、このままの高温だと、
水素は酸素と結合しない。いや、そもそもが
このままの温度では、電池そのものが壊れて
しまう。
　水素が酸素と結合できる温度まで冷やし
てやる必要があるのだ。
　そこで必要なのが熱交換器である。
　給湯器は、ガスを燃焼させ、器内にあるパ
イプを火で焙る。こうすることでパイプの中
を流れる水をお湯にする。

　家庭用燃料電池ステムの場合、鋼管の中
にさらに細い管を通し、その中に水素を流し
込んで、周りから水によって冷却する方法を
とる。ここに同社の新技術が活きているわけ
だ。

普及のカギはコストダウン
　エネファームは、発電時に発生した排熱を
給湯に利用するため、発電時のエネルギー
利用効率が高い。水素を冷却する水がお湯
になるわけだ。家庭の総エネルギーの大半

がお湯を沸かすことだといわれるが、タンク
内に排熱で沸かしたお湯が溜めておける。ま
た、家庭で発電するため、送電ロスがほぼな
いなど、環境面でのメリットが大きい。
　2005年、神奈川県が支援、さがみはら産
業創造センター（SIC）が主催する「SIC燃
料電池研究会」は、産学官によるエネファー
ムの共同開発支援を推進していた。リガルジ
ョイントもここに参画する。
　エネファーム普及の最大のネックは、価格
であった。１台１千万円以上するとあっては、
一般家庭が導入するなど、夢のまた夢である。
当時の最大目標は、耐久性の向上や低電力
化はもちろん、１個１個の部品の見直しによ
るダウンサイズ化と低コスト化であった。
　1974年の設立以来、配管と配管をつなぐ
継
つぎて

手の製造販売を行う同社は、エネファーム
用熱交換器の継手の低コスト化を担当する
ことになった。
　熱交換器そのものを設計するメーカーは、
同社から継手を買っては、研究開発を行って
いた。
　当時、営業担当だった稲場氏は、各メーカ
ーに継手のプレゼンをする中でネットワーク
を構築、継手だけでなく、熱交換器そのもの
をつくりたいことを辛抱強く提案した。
　稲場氏には一つの強い思いがあった。
　同社の主力品目である配管や継手、その
中を流れる水の安定度を計る流量計などの
製品は、半導体の製造設置メーカーでの用
途が多かった。作業工程で、半導体を冷却す
るのに水が用いられるためだ。ところが、“半
導体は変動体”と揶揄されるくらい、この分
野の浮き沈みは激しく、これに合わせて同社
の受注も不安定だった。
「こうした状態から脱却したい。そのために
は、次代を担う自社製品をつくらなければ
……」
　熱交換器をつくりたいという稲場氏の提
案は受け入れられ、さっそく同社に設計開発
チームが設けられた。

　それまで機械部品が専門だった同社にと
って、熱交換器はまったく新しい挑戦だった。
アカデミックな部分も勉強していかなければ
ならない。苦労は多いが、そこで得たものを
蓄積していけば、間違いなく会社の財産に
なる。

SCFチューブの誕生
　二重管の内部チューブを、断面が葉っぱの
模様のような形（フィン）にする案があった。
多葉状二重管熱交換器（SCチューブ）は、
確かに平面よりも水との接触面が多く、電
熱性能が高い。しかし、本体との接合加工
が溶接である都合上、先端を円形に絞るよう
にしなければならず、生産コストがかさんでし
まう。これでは、エネファーム普及の最大の
目標である低コスト化と相反してしまう。
「なにかよいアイディアはないか？」
　そこで新たに考案されたのが、フィン形の
チューブそのものを管で囲い円筒状にするこ
とだった。断面としては、○のなかに六つの
葉の模様がある形になる。
「シューティング・クローバ・フィン・チューブ
式（SCFチューブ）」二重管熱交換器は、SC
チューブの伝熱性能を維持したまま、コスト
低減を達成したのだった。
　SCFチューブを採用したエネファーム

2013年モデルは、従来の数10％を超えるコ
ストの低減化が図れ、今年度2万台（熱交換
器4万個）の普及が予測されている。因みに、
経済産業省における2030年の目標累積台
数は530万台となっている。
　この量産化に向けては協力工場もあった。
リ（流体）ガ（ガス）ル（Ｌ＝ライン）ばかりで
なく、ネットワークをジョイントする意味も社
名には込められていた。
　さらに同社は、次世代燃料電池システムで
ある固体酸化物型燃料電池（SOFC）に、今
回開発した高温ガス冷却器用SCFチューブ
とともに排熱回収器についても、開発が進
んでいる。これは先行していた他社のプレー
ト式熱交換器がガス側圧力損失が過大であ
ったためだ。この欠点を改善できるSCFチュ
ーブは高い評価を受けている。
　世界に先駆けて開発が進む日本のエネフ
ァームは、家庭が分散型発電所になるグリー
ンエネルギー革命の象徴である。このシステ
ムの普及拡大は、原発依存からの脱却の一
端を担うことにもなる。同社は、その技術を
活かし、海外にない熱交換器という製品で、
日本がリードする小型燃料電池システムの
進展とともにグローバル展開も視野に入れて
いる。
　SCFチューブはリサイクル可能なステンレ
ス製で構成された製品である。製造段階の
接合は、特殊な金属や薬品を使用しない無
酸素電気炉や水素雰囲気炉による接合法を
採用し、生産工程における環境改善にも取
り組んでいる。こうした徹底ぶりは、五重塔
の本社ビル「リサーチ＆ラボ」にも表れてい
る。屋根にはソーラーパネルが設置され、地
下200トンの貯水槽には雨水が溜められて
いる。これを同社が開発したオゾン殺菌シス
テムで処理後にトイレ排水や冷温水に使用。
五重塔のひさしも、直射日光を避ける役割を
担っているのだ。360度を展望する本社の
会議室で、しかし、稲場氏は、「開発に終わ
りなし」と余念がなかった。

幸せのクローバーは
六つの葉
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扱いにくい敷鉄板
　工事現場で地面に敷かれているのをよく
見かける鉄板。敷

しきてっぱん
鉄板は、日本では普通の

風景だが、欧米ではポリエチレンの敷板が主
力であるという。湾岸戦争でも、砂漠にポリ
エチレン板が敷かれ、その上を戦車が走行し
たそうだ。意外に丈夫なのである。それに軽い。
　もちろん頑丈であるだけならば、鉄板の
ほうが数段上ということになるだろう。だが、
圧倒的に重い。運ぶのにも相応の費用がか
かるし、設置にも手間とお金がかかる。撤去
の際もそう。
　扱いやすくて丈夫、そしてなにより環境に
配慮したポリエチレン製軽量敷板リピーボー
ドを生み出した株式会社オオハシは、なんと
非鉄金属・プラスチックのリサイクル会社だ
った。

リサイクルのパイオニア
「なにしろゴミを出すなっていうのが先代の
教えでね」
　と語るのは同社代表取締役・大橋道大氏
である。先代というのは父の武雄氏だ。
　通信ケーブルや電線は銅と絶縁被覆部分
から成る。銅の部分を委託先の業者に返納
し、絶縁被覆部分のポリエチレンと塩化ビ
ニールを回収する。塩ビは売り、ポリエチレ
ンで再生ペレット（成形加工原料としての
粒）をつくって販売する。これが、同社の主
業務である。確かにムダがなくゴミを出して
いない。
「ところが、この再生ペレットというのが赤
字部門で……」
　先代から続くリサイクルのパイオニアとし
ての矜持から、再生ペレットの業務に取り組
んではいたが、収益にはうまく結びついてい

ポリエチレン製軽量敷板
﹁リピーボード﹂

株式会社 オオハシ

なかったようだ。
「なんとか自社ブランドを―」は、ここオオ
ハシでも夢だったのである。
　そんな時、敷板のレンタルを行う会社から
ポリエチレン板をつくってほしいという依頼
があった。環境に配慮することを企業の理
念としており、再生ポリエチレンを材料にして
ほしいというのだ。
　ポリエチレン敷板は、地方のテーマパーク
で使われるらしい。繁忙期に田んぼの上に敷
いて来場者の臨時駐車場となり、後日撤去さ

れる。少しでも田んぼに負担がかからないよう、
重い鉄板ではなくポリの板が選ばれたのだ。
　その時は必要な分だけの板をつくったが、
大橋氏は「コレだ！」と思った。
　そこで妹の夫で、電線会社に勤める塩野
武男氏に声をかけた。「年俸をたっぷり払う
から、一緒にやらないか」と。
「そんなにいっぱいはもらってないけど」と
同社常務取締役・塩野氏は笑う。
　ここにリピーボードの本格的な開発が始ま
ったのである。

高度成長期時代の幻想
　かつて大手電線会社で電線の技術・開発
を管理していた塩野氏は、今度はそれをリサ
イクルする側に回った。塩野氏そのものが一
人エコシステムのような存在である。
　コストを抑えたペレットを上手に使い電線
をつくっていた塩野氏は社長賞を授与された
こともある、博士号を持つポリエチレンのエ
キスパートだった。
　その塩野氏が配合し、生まれたリピーボー
ドは、それでも工事現場に浸透するまでに時
間がかかった。
　現場では、いまだに鉄板が主力だった。高
度成長期時代、ブルドーザーやダンプカーが
鉄板を踏んで勇ましく闊歩した幻想が支配し
ているのだろうか。
　だが、重い鉄板は重機を使って敷設しな
ければならず、撤去にも運送にも莫大な費用
がかかるのだ。そこは辛抱強く営業を続ける
しかなかった。

さらなる品質向上へ
　リピーボードは工事現場に限らずさまざま
なシーンに徐々に浸透していった。イベント
会場設営、道路養生、駐車場、仮説通路や
道路の設置、道路段差の補修では、大きな
音を立てる鉄板に比べて抜群の消音効果が
あった。また、農業関連では、ビニールハウ
スの出入り口だけでなく、その中にも敷かれ
るようになった。軽量という特性が最も発揮
されたのだ。農家では、かつてベニヤ板がよ
く使われていたが、水に濡れるとすぐに壊れ
てしまう。腐らない、さびないことは、またリ
ピーボードの利点でもあった。
　だが、トラブルもあった。品質の悪い原

環境（エコ）部門

代表取締役　大橋 道大
〒230‒0051 横浜市鶴見区鶴見中央2‒2‒4‒206
Tel.045‒502‒3052　Fax.045‒502‒3053
設立：1970年2月　従業員数：32名　資本金：2,500万円
http://www.oohasi.co.jp
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究極のエコ
﹁リピーボード﹂

料を用いれば板が割れる。幾つかの苦情に、
塩野氏が対応した。
「それが、つくり方（材料）が悪いのか、客先
の使い方が悪かったのかは、壊れた断面を
分析すれば分かります」と塩野氏。
　壊れたポリ板の断面は、開発した際のそ
れとはまるで違っていた。委託した工場が、
配合を変えて板をつくっていたのだ。
すみやかな対策として、委託先の工場を替え
たのはもちろん、さらなる品質向上をはかる
べく、設備投資を行った。
　再生品のため、材料の純度を上げなけれ
ば製品物性（強度）の低下を招く。そこで導
入されたのが水選別機である。
　電線粉砕後のシース、絶縁混合物を水選
別機にかけると、ポリエチレンが浮いて、塩
化ビニールは沈む。さらに底に残るのが、銅
粉である。
　この水選別によって、100％ポリエチレン
の原料を取り出すことができるようになった。
そして、ここでも「ゴミを出すな」の精神は発

揮され、塩ビや銅粉は廃棄されることなくそ
れぞれ必要先に売却される。

●●●
　軽量のため重機を使わず、人間の手で敷
設できるリピーボード。雨に濡れてもすべりに
くく、その上でも安全に作業が行える。
そうしてなによりここを強調したいのだが、リ
ピーボードは再生材料からつくられたものな
のである。再生ポリエチレンであるが、バー
ジン材からのものと比較しても強度は同等。
20トントラックでも走行可能だ。油にも泥に
も強い。また、電線被覆材を再生しているた
め、耐候性がバージン材からのものより３倍
以上というおまけつきだ。なにしろ直射日光
に強い。
　さらなる進化を遂げるリピーボードは、耐
電防止（静電気防止）バージョンもラインア
ップした。絶縁物同士が接触した場合、空中
放電する前に、材料に導電性を付与すること
によって、地球へ逃がすアースの役割を持た
せたのだ。爆発物や溶剤など静電気を嫌う
室での施工用途が増している。
　銅電線からガラス素材の光ファイバケーブ
ルへと移行する中、もちろんこちらにも対応。
産業廃棄物として処分されていた光ファイバ
ケーブル屑の粉砕材料も敷板の原料として
利用できるようになった。光ケーブル特有の
性能については、耐摩耗性が向上すると予
想し、評価中である。
「ゴミを出すな」の精神は、まだまだ発揮さ
れる。再生品を用いたリピーボードだが、不
要になった場合には、さらに回収し、再々生
するシステムを確立している。
　また、さらに、である。他社製品も、リピー
ボードの購入先であれば回収し、再々生しよ
うという、どこまでも一貫した環境配慮の姿
勢で向かう同社なのであった。
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プレス職人は
指を潰して一人前
　木俣氏の半生は、プレス機械とプレス金
型の進化の歩みと重なる。
「プレス職人は、指を潰して一人前」そう言
われた時代があった。実際、かつてのプレス
加工の現場は、事故とケガが付き物だった。
就職したばかりの木俣少年も、先輩工員が
金型の間に手を入れ、ケガをするのを目の当
たりにしている。工場長に伴われて病院に行
った先輩が、指に包帯をして戻って来る。あ

必要な人間になれ
「“プレス金型は高い。半値でつくれない
か？”というお得意先の言葉が、次世代金型
に着手したきっかけです」
　それは、プレス加工と金型の職人として
50年以上モノづくりの世界で生きてきた木
俣氏の、経験と技術と知恵を注ぎ込む挑戦
でもあった。

●●●
　株式会社キマタ代表取締役・木俣芳武氏
が、戦争疎開先の千葉県九十九里浜から東
京目黒区の町工場にプレス工員として就職
したのは1960年、16歳の時だった。戦後直
後生まれの木俣氏は、就職難の世代である。
中卒・高卒の就職希望者が“金の卵”ともては
やされるのは、次の世代になってからだ。
　男ばかり５人兄弟の三男だった木俣氏の
家は、父が早世し困窮していた。義務教育が
終わったら、皆働きに出ることになっていた。
「周りから必要な人間になりなさい」という
のが母の教えで、木俣氏もそうした気持ちで
働けば、この先きっとよくなると信じていた。
だから、朝早くから夜遅くまで懸命に仕事を
したし、余暇も自分なりに金型をつくってみ
たりと研究の時間に当てた。その努力から、
木俣氏は21歳で工場長に任命された。逆さ
字など精巧な彫りを行う彫刻師であった父
のDNAを受け継いだ手先の器用さも手伝っ
てくれた。
　26歳で共同経営の工場を設立。後、株式
会社キマタを個人創業した木俣氏は、客先
の要望に常に耳を傾け、持てる技術で対応
してきた。
　しかし、今や技術ばかりでなく、海外との
単価を争う消耗戦の時代である。そうなると
中小企業はつらい。かつて工場街だった地
も、現在は住宅に取り囲まれ、機械の稼働
時間の制限から量産の限界もあった。それで

も、いや、それゆえにこそ木俣氏は、あくまで
“技術”を前面に押し出して勝負しようとした。
「プレス金型は高い。半値でつくれないか？
そうなれば仕事はあるんだけど」そう得意先
様の社長に言われたとき、木俣氏にはすぐに
頭に浮かぶものがあった。自分も常々、「今
の金型にはムダが多い」と考えていた。潜在
的なイメージが、一瞬にして形になった気が
した。
「必要な人間になれ」という母の声が聞こえ
た。木俣氏はすぐさま、これまでにない金型
の開発に着手する。

次世代金型

　だが光センサーを設置できるのは大きな
プレス機に限られる。機械が大きくなれば金
型も大きくなる。「大きい機械でやる分には、
安全なんですよ。だけど、それだと、金型にム
ダな部分が多くなる」

多品種少量生産向け金型
　次世代金型は、プレス機械の進歩から生
まれた金型でもあった。
　この次世代金型は特許を取得し、全国紙
にも紹介されて大手精密メーカーからすぐに
注文があった。すると今度は、「確かにいい
金型だが、交換が簡単にならないか」という
取引先からの声があった。

●●●
　一製品に対し一金型が必要だった従来品
に対し、プレス機械に装着させる土台部分と
なる外枠（マスターダイセット）の金型上下に
ドアをつける。これにより、製品を製作する
部分の中駒（フリーダイセット）金型上下を
取り外しやすくした。金型業界でカセット式
と言われる金型は同じように中駒部分を取り
換えるものだが、次世代金型はプレス機械か
ら金型（外枠）を外すことなく異なる製品の
金型と交換ができるというものだ。

フロンティア部門

の太った包帯の下で、指の先はなくなってい
るのだ、そう思うと寒気がした。
　プレス機械には安全装置がある。安全装
置を解除しないと、金型を動かすペダルが踏
めなかったり、“手払い”という、ゴムのヘラが
振り子のように動いて安全を確保する装置だ。
　しかし、安全装置を解除するひと手間は
生産性を落とすし、目の前を動くヘラは煩わ
しい。「それでもって数ものを扱う工場では、
“今日はこれだけつくれ”とあおられるわけで
す。だから、どうしても安全装置を外してしま
うことになる」
　入社して3ヵ月した頃だった。木俣少年は、
ピンセットで金型の上の製品を取ろうとして
いた。だが、うまくいかない。それで思わず右
手を伸ばした。「あ、危ない！」自分でもそう
気づいた。しかし、中指の先を金型の間で潰
してしまった。
　ケガをして、その痛みによって、職人は機
械に対して真剣に向き合うようになる。「プ
レス職人は、指を潰して一人前」とは、そこか
らきた言葉なのだろうが、「ケガのない仕事
をするのが一番です」そう言う木俣氏の指先
は、幸い切断することなくかつてのケガの跡
を今はとどめてはいない。
　かつて、21歳で工場長になった折に、午前
10時の休憩に入る前、昼休み前、午後1～2
時の食事後で睡魔が襲う頃、3時前、5時の
終業時間前、かならず「気をつけなよ」のひ
と声を職場のみんなにかけるようにした。自
身がケガをしたのもそうした、ふと気が緩む
時間帯だったからだ。また木俣氏も、声をか
けられ、「ありがとう」と思い起こすことが何
度かあった。
　安全に働けることは、プレス職人である木
俣氏の願いであった。
　今やプレス機械には、ベッド（金型を設置
している場所）に手を入れると、光センサー
で止まる安全装置が付いていて安全になった。

ドアの向こうに
見えた未来

株式会社 キマタ
代表取締役　木俣 芳武

〒223‒0056 横浜市港北区新吉田町153‒1
Tel.045‒592‒8038　Fax.045‒592‒8064
設立：1978年12月　従業員数：8名　資本金：1,000万円

　だから取り付けに工具もいらないし、これ
まで40～50分かかっていた交換時間も２～
３分以内で完了する。
　もちろん従来品を簡素化したような劣る
イメージを払拭するため、精度保持やメンテ
ナンスもしやすいよう構造に配慮した。金型
を設置するとき、外すとき、いかに安全で簡
単に交換できるかをチェックしながら商品化
を目指した。そして過去にカセット式金型を
製作した人たち、使ったことがある人たちが
一様に口にする「カセット式は精度がでない
でしょ」という課題も、もちろんクリアさせた。
完成精度を維持したまま交換を容易にさせ
たドア付きの金型。それだけでなく、1個の金
型で何工程も入れる技術を集結させた。たと
えばこれまで「抜き」「面打ち」「折り曲げ」
「折り曲げ」「折り曲げ」と五つの金型が必
要だったところを、一つの金型で行えるので
ある。「メーカーが４工程と言ってきたら、３
工程に。３工程だったら２工程と、工程を少
なく提案してきたのがウチの技術」と、常に
得意先からの声に応えてきた。
「大量生産の金型は、安い値段で受ける海
外に敵わない。だから、多品種少量生産の
金型で、技術力と知恵で勝負する」と木俣氏。
　材料取りも工夫し極力無駄を省いた。この
ことでコストは半分に、マスターダイセットは
上下プレス機に取り付けたままで、フリーダイ
セットのみを保管するからスペースも削減し
た。それだけではない、中身だけの金型にす
ることで、判別も容易になる利点もあった。
　今回の受賞について木俣氏の「この仕事
は、子どもが将来なりたい職業とは無縁です
が、そんな陽の当たらないプレス加工・プレ
ス金型業界にスポットを当ててくださったと、
感謝しています。この冊子を読んで頂いた若
い人たちが、日本経済と大手企業を支える町
工場に魅力を感じモノづくりの現場に踏み
込んで頂ければ、この上ない幸せです」とい
う言葉から町工場の将来への願いも感じら
れた。



半袖半ズボンの男の子
　実際に目にした光景に驚愕してしまった。
バーナーの火で焙られているステンレス板。
300℃の高温に焼けた鉄板の上に氷が載せ
られた。しかし、氷は溶けることなく、そのま
まの形で板上にあるのだ。なおも火は鉄板
を焼く。だが、氷に変化はない。
　このマジック、いや、事実の仕掛けは塗料
にあった。ステンレス板に熱を遮断する特殊
塗料が塗られているのである。

●●●
　空調・冷却機器の取り付けやメンテナンス、
とはいっても家庭用の100倍の能力を持つ
エアコンを生産現場などに設置するのがオ
ゾンセーブ株式会社の主業務である。同社
代表取締役・中西孝太郎氏は、その中でフ
ロンガスを無害化する事業に着手した。
　フロンガスは爆発しないし、人体に直接
悪影響を及ぼすものではない。しかし、大気
中に放出されると長い時間をかけて成層圏
に達し、紫外線に分解されてオゾン層を破壊
する。エアコンの室外機の取り外し工事を行
う時に、その場でプシュッとボンベのガス抜
きをしたら、それは違反である。
「フロンガスに精通しているエンジニアは少
ないんですよ」
　自社工場には、フロンガス130トンの貯蔵
を可能にした高圧ガス貯蔵所と、破壊処理
プラントがある。社のトレードマークである
男の子のイラストは、オゾン層を保護し、地
球温暖化を少しでも食い止め、未来の子ども
たちが半袖半ズボンで安心して外を駆け回
れるようにとの願いが込められている。

セラミックバルーン
　一方で、空調機器を扱う同社にとって“熱”
は日常的なテーマである。工場という現場に

震度6強のドア
　軽トラックの荷台にはドアが載っていた。
株式会社ビュード代表取締役・川端秀明氏
が、そのドアに付属するジャッキを締め上げ
た。
「開けてみてください」と言われ、ノブを握る
がびくともしない。
「高さ180センチのこのドアの枠には、今
15ミリの歪みができています。これは、震度
６強の地震でできると想定される歪みと同
じです。ドアを開けるには、200キロの力が
必要なんです」そう説明した川端氏が、ドア
の上部と、戸先（ドアを閉じた時、柱や壁な
どにあたる面の部分）にテープのようなもの
を貼った。「では、もう一度開けてみてくださ
い」と促され、取っ手を引いてみると、「開い
た！」思わず声を上げてしまった。ドアは枠に
ちょっと引っ掛かるような感触があった後で、
飛びだすように外に出てきた。さして力を込
める必要もなかった。
「これが『アケルくん』です」と川端氏がほ
ほ笑んだ。

アイディアを具現化
　株式会社ビュードの前身、川端氏が現在
も専務を務める建具会社、有限会社ビュード
が８年前に工場を建設した。「やっとあのこ
とに取りかかれる」川端氏は考えた。1978
年の宮城県沖地震、95年の阪神淡路大震
災という二度の巨大地震から、既存ドアの
耐震商品を開発したいと考えていたからだ。
現株式会社ビュードの石川潤一会長が考案
した原理もあった。工場ができたことで、そ
れをやっと具現化できると思ったのだ。「い
くらアイディアがあっても、工場がないと実
験も製品化もできませんからね」

　その原理とはこうだ。ドアには、ドア枠と
の隙間がある。ドア枠が変形した場合、戸先
の外側の角は外に出られても、内側の角が引
っ掛かってしまう。だから、添付物を戸先に
貼ることで矯正し、枠の歪んだ部分から逃が
してやればいい。
　石川、川端両氏の研究は始まった。もちろ
ん通常の仕事の片手間に行うので、多くの時
間は割けない。最初、添付物の素材に選ん
だのは高分子ポリエチレンだった。だが、思
ったほどすべりがよくない。セラミックも試し
てみたが、割れてしまう。
「もっとすべりのいい、丈夫な素材はないか
……」行き着いたのはポリカーボネートだっ
た。防弾ガラスや防弾盾、飛行機の風防にも
用いられる素材である。800キロの耐性が
あり、火が燃え移っても自己消火性があった。
金型で量産しやすい粒子であるところにも
適性を感じた。ドアとフィットさせるため、添
付物にふちをつくって、ドアの上部や戸先の
端に掛かるように工夫もした。また、30年ほ
ど前から扉にペンキを塗らない化粧鋼板ド
アが開発されていた。通常の扉の鉄板は1.6
ミリだが、化粧鋼板は0.6ミリの厚さしかなく、
ハニカムという蜂の巣状素材の中身がへこ
んでしまう。そこで1.6ミリの鉄板を使用して
いる枠側に貼る材料を開発した。

●●●
　さて、耐震ドアシステム「アケルくん」の秘
密は、ドアの厚さにこそある。アケルくんは
平面ではない。薄いところは0.3ミリ。厚い
部分が1.6ミリある。この傾斜が、歪んだドア
枠にぶつかった戸先を外に逃がしてくれるの

だ。実験車で試した時、一度引っ掛かるよう
な感触があった後で、ドアが外に飛びだすよ
うになるのは、この歪みからアケルくんが戸
先を外に逃がしてくれるためだ。
　開発実験の中で、サムターン（錠の内側の
つまみ）が、圧力により開かなくなってしまう
ことも発見。モリブデンという鉱物装置を付
けることですべりやすくし、この問題も解決
した。

デモ車で日本中を
　2008年に特許を取得。それから商品化す
るまでに２年かかった。考案からは実に7年
が経っていた。商品化と同時に、東京都のト
ライアル商品として推奨をもらい、水道局の
給水場に採用された。「その後が、なかなか
売れなくて……」川端氏は例の実験ドアを荷
台に積んだ軽トラで、全国を走り回った。「も
う、腰が痛くなるほど」と苦笑する。
　その甲斐あって、徐々に浸透してゆくアケ
ルくん。東日本大震災を経験し、首都直下型
地震の不安が口に上る今日、時期を得た商
品でもありテレビや全国紙などで紹介も相
次ぐ。
　東日本大震災発生1年後の決算から半年
ごとに、同社はアケルくん（材料費）の売り
上げ３％を日本赤十字を通じ義捐金として
寄付している。
　アケルくんを貼り付けるためには、既存ド
アの取り付け調整を行う必要があり認定工
事業者制を導入しているが、「将来的には、
各戸にご自身で貼れるような商品化を」と川
端氏は理想を語った。
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出向くことが多く、そこでは大量の熱が発生
している。高熱になった配管は、そこで働い
ている人達にとって危険な存在だ。また、成
型加工会社では、デリケートな金型は適切な
温度管理が必須である。もちろん熱の問題
は、コストや環境面にも影響して来る。
　熱、熱……中西氏は、熱に関するさまざま
な問題を常に考えていた。そんな中、設備関
連に使用していた塗料の断熱性の弱さに気
づき、自分のところでつくってみようと思い
立つ。
　国の研究機関でもセラミックバルーンには
熱を遮断できる効果のあることが証明されて
いる。この技術を基にして断熱塗料を開発
するのだ。
　セラミックバルーンとは、大きさ５ミクロン
のピンポン玉状のセラミックの粒である。こ
れを水性塗料と混合させる、その比重が問題
である。
　守秘義務堅持、小ロット生産可能な塗料
工場を探し出すと、世界中からありとあらゆ
るセラミックを取り寄せ実験検証を行った。
セラミックと塗料は、まさに油と水であった。
軽いセラミックはふわふわと浮き上がり、水性
塗料とくっきり分離してしまう。これをうまく混
合させるのは、あくまで両者の割合であった。
　水性塗料を克服すると、次に油性塗料に
取りかかった。これは困難を極めた。揮発性
の高い油性塗料に無機物のセラミックを混

入すると、すぐさま凝固してしまうのだ。だが、
水性と比べて乾きが早いことこそ油性塗料
の特性である。生産ラインなど、いつまでも
止めて置けない箇所に塗られる用途が高い。
水性塗料は下塗りが必要だが、油性は直接
塗れる。なんとしても完成させなければなら
なかった。

担々麺と冷麺
　600℃の断熱対応可能な油性塗料「超や
けどBOY」は完成した。「BOY」は同社のト
レードマークのあの「男の子」からの発想だ。
0.3～10ミリに塗ったこの塗料のおかげで、
350℃くらいの熱い鉄板に触れても、瞬間
やけどが防げるのだ。水性・油性両方の耐
熱温度150℃タイプ「やけどBOY」、太陽光
線を反射させる遮熱塗料「ミラーBOY」、水
分を吸収し吐き出す結露防止塗料「けつろ
BOY」などもラインアップ。工場、店舗、住宅
にと、それぞれの用途で普及が進む。
　また、自動車、調理器具、家電、ペット関
連、建材、精密機器など各メーカーと共同開
発で、日々実証検証を続けている。
「冷温の断熱塗料も求められていますしね」
と言う中西氏に、高温と冷温の断熱は違うの
ですか？ と訊いてみると、「担々麺と盛岡冷
麺くらい違うんですよ」という応えが返ってき
た。「ほら、熱いものは熱いうちに、冷たいも
のは冷たく食べたほうがおいしいでしょう」

350℃の鉄板に触れても
瞬間やけどを防ぐ

地震の“閉じ込められ”から救え
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耐震ドアシステム「アケルくん」

株式会社 ビュード
代表取締役　川端 秀明

〒231‒0801 横浜市中区新山下3‒3‒22
Tel.045‒264‒4070　Fax.045‒625‒3022
設立：2010年4月　従業員数：3名　資本金：200万円
http://www.akerukun.com

特殊塗料「BOYシリーズ」

オゾンセーブ 株式会社
代表取締役　中西孝太郎

259‒1304 秦野市堀山下119‒11
Tel.0463‒26‒6550　Fax.0463‒89‒0520
設立：1982年2月　従業員数：14名　資本金：1,000万円
http://ozonesave.com
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最初は専門業者に委託
　インターネット販売の成功例であることは
もちろんだが、ネット通販とリアル販売のア
ンサンブルにおいて成功した実例であろう。
　作業衣服・ユニフォームを卸販売する東光
商事株式会社は、同社代表取締役・藤村昌
一氏の先代社長が1965年に起業して以来、
地域に根差したビジネスを展開してきた。京
浜工業地帯に位置することから、ナショナル
カンパニーの工場を中心に取引先には事欠
かなかった。
　ところが幾星霜を経る中で工場も撤退、
バブル景気以降は極端な経費節減から女性
職員の制服を廃止する動きが広がるなど、事
務服の部門も厳しくなった。サービスウエア
（掃除や飲食関係のホール、厨房服）に少し
ずつシフトするも、市場は小さくなる一方だ
った。
　横須賀は東京湾と相模湾に面した三浦半
島に位置する。
「商圏の広がりがないんですね」
　藤村氏が専門の制作会社に委託してホー
ムページを立ち上げたのは2007年。しかし
それは閉塞状況の打開策というよりも、「ま
あ、これからはＩＴの時代なんだし、始めて
みるか」程度の気持ちからだ。スタート時は、
コーポレートサイトといった趣だった。
　業者の手によるものだけに見栄えはよか
った。徐々にショップサイトへの移行を図る

が、ページデザインが凝っている分、コストも
ばかにならなかった。

佳代子専務乗り出す
　藤村氏の夫人である同社専務取締役・佳
代子氏が、自らホームページづくりに着手す
ることになった。かつて、市の小中校にパソ
コンが導入された際、教師らのアドバイザー
を務めたこともある佳代子氏は、ソフトウエ
アを扱うことに抵抗はなかったものの、ショ
ッピングサイトを扱うのは初めてである。そ
こで、横須賀商工会議所主催のセミナーに
参加する。講習を受けたのは、いかにしてペ
ージに訪問してもらうかのテクニックだった。
たとえば検索キーワードにしても、これまで
の同社は「会社名」「横須賀市」といった登
録しか行っていなかった。「でも、これではウ
チを知ってる人しか検索しないんですよね」
と佳代子氏。
　そこで「事務服」「オフィス」などのキーワ
ードのほか「商品名」や「商品コード」はも
ちろん「白衣」なら「医療白衣」「飲食白衣」
「厨房白衣」と細分化していった。

ネットが直接販売に好影響
　佳代子氏がＷebマスターとなって２年後、
商工会議所のセミナーの中で、ヤフーのシ
ョッピングモール開設の特典案内があった。
自社サイトのみの展開に限界を感じていた
藤村夫妻は、出店を決意する。
　だが当時、同業他店との差別化もできてお
らず、同社が出店名の上位に顔を出すなど望
むべくもなかった。

●●●

　スクラブ（カラー白衣）が大ヒットしたの
は2010年１月だった。佳代子氏がメーカー
の展示会で見て、「いい商品だ」と思い、出
たばかりのカタログを正月休み中にすぐさま
アップした。このあたりが、自ら更新が行える
メリットである。すると、みるみるうちに注文
が殺到した。放映中のアメリカの人気医療ド
ラマの影響だった。劇中で着ているスクラブ
を、日本の医師や看護師もマネしたくなった
のだろう。
　それまでの個人客だけでなく、病院単位で
の注文がネットでページを見て電話で入るよ
うになった。病院は、リネンとセットで白衣も
レンタルされることが多く、同社にとって入り
込みにくい業界だったのだ。
　こうなると社名は全国的に広がり、事務服
の売り上げにもよい影響を及ぼした。
　１着は支給されるが２着目からは個人で購
入しなければならない事務ブラウスなど、ネ
ットだけでは判断できない点、、サイズの相
談などでよく電話が入る。ネットとリアルの融
合販売である。
「従業員らも、名前だけしか聞いたことのな
かった有名企業とやり取りするようになり、
自信も増したし、顧客と直に接することで電
話の受け応えもよくなりました」と藤村氏。
　佳代子氏は、種類が多く値引き合戦にな
る男性向け作業服ではなく、女性向け商品
を中心にラインアップする。しかも実際に展
示会に足を運んで眼鏡に適った物だけを扱
う。それだけに安易な値引き競争はしない
という。「女性は値段だけで買いませんし、
メーカさんとの信頼関係もありますから」と
きっぱり言った。

ネットとリアルの融合販売

直接販売ノウハウを取り込んだ
インターネット販売による新規顧客獲得戦略

東光商事 株式会社
代表取締役　藤村 昌一

〒239‒0807 横須賀市根岸町2‒33‒1
Tel.046‒836‒1211　Fax.046‒836‒1411
設立：1965年1月　従業員数：11名　資本金：1,000万円
http://www.toko-com.co.jp

みんなのローズガーデン
　厚木の中心地から少し離れた住宅地を歩
いていると突然バラの庭が現れる。囲いもな
いし、気軽に中に入れそうな雰囲気だ。事実、
多くの人が出入りしている。
　奥に目をやると、山小屋風の建物が見え
た。「レストラン 栗の里」という看板がある
が、庭にいる人は、飲食にきた客ばかりでは
なさそうだ。
「ローズガーデンは、皆さんに開放しています」
　と米農家直営レストラン栗の里本店オー
ナー・笹生新氏はほほ笑む。
　店にきたお客に限らずですか？と改めて訊
いたら、
「もちろんです」
　と笑みを浮かべたままで応えた。

食事に付加価値を
　手づくりハンバーグと米沢牛のステーキが
売りの同店に、笹生氏がオーナーとして就任
したのが10年前。近所に競合店もなく、周
辺企業のサラリーマンを中心に、ランチや夜
の接待に利用され、まずまずの経営状態だ
った。
　ところが５年くらいして、国道沿いにファミ
レス、大手チェーンのカフェなどジャンルを問
わず飲食店が出店すると客足が遠のきだし
た。もはや店さえ開けておけば、自然とお客

様がきてくれる状況ではなくなっていた。
「なんとかしなければ……」
　ガランとした店の中から、笹生氏は庭先を
眺めていた。1969年、「バーベキュー栗の
里」としてオープン。周辺が栗林だったこと
が店の名の由来だ。周りは住宅地に変貌し
ていたが、庭には、名残りの栗の木が数本あ
った。あとは、レンガが敷き詰められている
だけで、なにもない。75年にバーベキューハ
ウスからレストランへの業態変更に伴い、店
もドイツ山小屋風に改装。レンガづくりに内
外装したのに合わせて、庭もレンガ敷きにし
たのだった。代表である父・一氏がビアガー
デンでもと、丸テーブルと椅子を幾つか置い
てはいたが、それもさびるにまかせて見捨て
られたような空間だった。
　その時、女性客の「バラでも植えたら」と
いう声がふとよみがえった。「バラが好き」と
いうお客様の声をよく耳にする。この殺風景
な庭をバラでいっぱいにして食事に付加価
値を与える。
「滞在型レストランにするんだ」
　それはいいとして、自分には植物の知識な
どまるでなかった。

レストランとバラと米、
そして地域
　笹生氏が横浜市青葉区にある村田ばら園
に毎週通うようになって３年が過ぎる頃、最
初は素人の自分を相手にしてくれなかった園
主とも、師匠と呼べる間柄になっていた。

　最初は鉢植えを置いたままだったバラも、
地植えになり、つるバラらしい姿になって
いた。
「バラ園にするなんて非常識だという声もあ
りました。しかし私は、いつか非常識が常識
になる、いや、してみせると思っていました」
　その非常識がくつがえる時がきた。2012
年、「第22回全国花のまちづくりコンクー
ル」で審査委員会賞を受賞すると、「栗の里
にあるバラを育ててみたい」という声が殺到
し、苗の販売コーナーを設置するまでに。
　いつしかお客様の中心はサラリーマンから
女性を中心としたファミリー層に移行してい
たが、滞在型レストランというコンセプトは、
客の回転率を悪くする諸刃の剣でもあった。
　そこで、米農家直営レストランという原点
に立ち返り、遠方から足を運んでくれるお客
様も多くなったことで、栗の里に来た証とな
るお土産を用意することに。そこで提供した
のが直営農園で育てた米である。特に「みが
き玄米」は、20％精米することで、玄米特
有のクセを取り除いたことが好評となり、イ
ンターネット販売でも店の売り上げを押し上
げてくれている。
　今や100種類300株のバラが咲き乱れる
ローズガーデン。そこで、笹生氏は毎日、ガー
デンツアーと講習会を行っている。もはや単
なるレストランの庭ではなく、地域のふれあ
いの場となっているのだ。
　経営状況がひっ迫した際、就労時間を短
縮せざるを得なかったパート従業員も、就業
時間前に自ら進んでバラ園の手入れをする。
　厚木市相模川河川敷バラ園（仮称）のア
ドバイザーにも就任した笹生氏は、「地域が
あって栗の里がある」と言う。
「バラ園と栗の里など、市内のバラにまつわ
るスポットを結ぶバスの周遊コースでもでき
れば、地域の活性化のお役に立てるかもし
れませんね」

非常識を
常識に
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レストラン（食）とバラ（鑑賞）と米（お土産）の観光要素を
融合した滞在型レストランの地域活性化事業

有限会社 笹生農園 レストラン栗の里
本店オーナー　笹生　新

〒243‒0803 厚木市山際554‒1
Tel.046‒245‒1341　Fax.046‒245‒1341
設立：1969年7月　従業員数：10名　資本金：300万円
http://www.kurinosato.jp
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湘南しらすとの出会い
　JR鎌倉駅構内のショーウインドーに、空
と海の青いパッケージで統一された箱や袋
が並ぶ。材木座海岸から江の島を望むイラス
トが描かれたそれらは、鎌倉産品推薦委員
会認定の推奨品として紹介されている。地元
で水揚げされたしらすを使用した「湘南しら
すせんべい」をはじめとする「湘南しらすシリ
ーズ」のラインアップである。

●●●
　株式会社大森商店代表取締役・大森道明
氏は、地元の特産品を使った土産物を開発
販売できないかと模索していた。これまでも、
油壺の海洋深層水を使ったところてんや羊
羹、葉山牛をまぜこんだ海苔の佃煮などをつ
くって販売した。だが、ところてん以外の商
品の反響は今ひとつだった。
　大森氏が剣道を教える道場に、門下生とし
て鎌倉漁業協同組合もんざ丸の女性漁師が
通っていた。水揚げされたしらすが余り、冷凍
庫を塞いで困っていることを耳にする。６年
前の当時は、湘南しらすというブランド名が
現在のように認知されていなかったのだ。そ
の話を聞いて、剣士大森氏の目が鋭く光った。

地元の特産品を活かしたい
　1987年、二代目として店を継いだ大森氏
は、まんじゅうのパッケージに鎌倉大仏をモ
チーフにしたイラストを採用した。地元で唯
一商う土産品の卸問屋として、既成の商品

を扱うだけでなく、地域色を前面に出したオ
リジナル品を開発することで、世話になって
いる地元商店の活性化に寄与できると思っ
たからだ。これが当たった。
「地域限定の商品というのは、この大仏の
まんじゅうが走りではないかと思いますね」
　大森氏は、この“限定”が“地域限定”から
“施設限定”へと移るのを感じた。そして、ま
すます地域としての特色を打ち出すには“限
定素材”を用いることだと考えたのだ。
　日本を代表する観光地である鎌倉は、三
方を山に囲まれ、一方が海という土地柄で
地場産品に乏しい。観光土産において、地
場の素材を使用した商品はほぼなかった。
　しらすせんべいというのは、これまでも同
社は扱ってきた。それは日本のどこかの海で
獲れたしらすを素材に、日本各地で市販され
ている商品だ。だが、地元で水揚げされたし
らすを使ったものとなると話は別だ。
　大森氏はさっそくしらすを譲り受けると、
メーカーと協力してオリジナルしらすせんべ
いの研究開発に挑んだ。まずは釜揚げしら
すを使うか、ちりめんを使用するかの選択か
ら始まった。検査結果から菌の検出に問題
はなく、釜揚げしらすが使えることになった。
　まずは、釜揚げしたしらすにまじった小魚
や魚釣り針、漁網の糸の切れ端などを除去
する。この後、メーカーに送り再度目視で異
物を取り除き、その後、馬鈴薯と混ぜる。こ
の際、せんべいにしらすが浮かび上がるよう
にするにはどうしたらいいか試行錯誤した。
練り込むよりも、しらすを柔らかい状態の生
地にまぶし、圧着させる（鉄板で押さえる）こ
とで姿を残すことにした。また、焼き過ぎる

とせんべいが硬くなり、しらすも焦げてしまう。
逆に焼きが甘ければ、せんべいの歯応えが失
われるなど、焼き時間の調整にも苦労した。

地域の活性化がなにより
　湘南しらすは、相模湾沿いの漁業協同組
合が登録商標している地域ブランドだ。した
がって、地元鎌倉漁協の船が水揚げするしら
すだけを使う湘南しらすせんべいは、その名
を冠することで品質保証にもなっている。
　ところが、湘南しらすのブランド名が向上
するにしたがって品不足から欠品がたびたび
起こるようになった。しかし、現在は計画的
に冷凍保管したしらすを用いて極力対応して
いる。しらす価格の変動も、小売価格に転
嫁することなく、あくまで製造コストに吸収
させることで乗り切っている。
　トラブルもあった。お客様から不純物が混
じっていたという声があってからは、目視で
の選別をより慎重に行い、一部の商品につ
いては選別を漁協及び製造メーカーだけで
なく、地元の特定非営利活動法人に委託す
ることで対応した。これは、地域の障がい福
祉の一助になればと願ってのことでもあった。
配達には電気自動車を使うなど、環境面で
も、できる限りの配慮をしている。
　その努力が実を結び湘南しらすせんべい
が2012年11月に、第53回全国推奨観光土
産品審査会において日本商工会議所会頭賞
を受賞。今やシリーズは湘南しらすチップや
湘南しらすあられのほか8商品を展開。
「地元で長年商売をさせていただいた感謝を
お返しするには、地場産品を使った商品で、地
域を活性化することがなによりと考えます」

長年商売をさせてもらった地元への感謝

湘南しらすを使用した観光土産品の企画・卸売販売

株式会社 大森商店
代表取締役　大森 道明

〒248‒0013 鎌倉市材木座2‒4‒6
Tel.0467‒22‒2626　Fax.0467‒23‒3940
設立：1951年5月　従業員数：11名　資本金：1,000万円
http://www.e-omori.com/

８人の侍
　澄んだ塩味のまぐろスープに中細麵、そこ
にオイスターソースで味付けされた角切りま
ぐろのあんかけが載る。お好みでまぐろの身
肉が入ったラー油をかけて食する。これが三
崎まぐろラーメンだ。

●●●
　三浦中華 料理研究会が発 会したのは
2005年のこと。まぐろラーメンでまちおこし
ができないかと、市内の飲食店主７名と製麺
業者１名が集ったのだった。
　三崎漁港は遠洋漁業の拠点であり、日本
有数のまぐろ水揚げ港として有名である。か
つては日本一の水揚げ高を誇った同港だが、
自ら漁を行う形態から市外の漁獲の集積地
へと移行してきている。それにともなってか、
地域に今一つ元気がない。
　漁港には「まぐろ丼」の看板を中心に、和
食の店が目立つ。しかし、そこにはかつて、ま
ぐろラーメンという幻の名物があったのだ。
まちの現状を憂える８人の志士は、その復活
によるまちおこしを目指したのである。

幻の名物ラーメン
　かつて三崎に存在したまぐろラーメンには、
三浦中華料理研究会会計を務める港楽亭店
主・長谷川雅徳氏の父が提供していたまぐろ
チャーシューを載せた醤油味があった。ほか
にもう１店舗、すでに閉めてしまった札幌ラー
メン店にやはりまぐろチャーシューを載せた
メニューがあったようだ。
　だが、単なる復刻ではなく、誰もが「うま
い！」と言ってくれ、多くの人がこの１杯を求
めて三崎を訪れてくれるようなラーメンを新
たに考案しなければならない。
　まずは８人それぞれが試作品を持ち寄った。

そこから再度意見を出し合い、オリジナルメ
ニューを創出していった。
　まぐろのだしを活かすうえで、鶏ガラとブレ
ンドしたスープは塩ベースに。そこに、角切り
にしたまぐろをセロリ、シイタケ、ネギと炒め
てとろみをつけたオイスターソースのあんを
載せる。やはり麺は中細麵が、あんとの絡み
もいい。
　かくして三崎まぐろラーメンは誕生した。

Ｂ-１グランプリ出展
　三浦中華料理研究会は「Ｂ級ご当地グル
メの祭典 Ｂ-１グランプリ」の第５回厚木大
会への出展を決めた。
　とはいえ、Ｂ-１グランプリでは数千食を提
供しなければならない。
　その準備として、本番と同じくハーフサイ
ズで供する試食会を開催すると、多くの地
元の人々が集まってくれた。心配していたま
ぐろの生臭さも老若男女のアンケートの声は
「気にならない」し、「おいしい」と望外に好
評である。

●●●
　ついにＢ-１グランプリは開会した。
１日目が終わって来場客の食べた箸で投票
された中間発表は、なんと第５位！
「優勝なんてこともちらつきましたが、いや
順位じゃない。自分たちは三浦を知らしめる
ためにきたんだって思い直しましたね」と当
時を振り返るのは同会副会長、牡丹店主の
溝川利則氏である。
　最終日の２日目、５位入賞が決定。
　以来、三崎まぐろラーメンは、全国的にそ
の名が知られるようになった。三浦にも多く
の人々が集まるようになった。
「ラーメンは単価が安いでしょ。その分、ほ

かのお土産を買って行ってくれるんですね」と
言う同会会長、ポパイ店主の石渡道雄氏は、
観光客が増えたねという地元の声を聞くの
が一番うれしいと語る。

●●●
　一躍名を馳せた三崎まぐろラーメンを引っ
提げ三浦中華料理研究会は、県内外のイベ
ントに出展。地元でも、三崎港町まつりを盛
り上げ、あるいは子ども向けの料理教室を開
催するなど活動の幅を広げている。
　そうした中、同会をバックアップする三浦

商工会議所・鈴木明専
務理事のアドバイスで
ご当地キャラクター「三
浦ツナ之介」も考案さ
れた。このキャラも三
崎の広報に一役買って
くれることだろう。

　ルール改定により飲食店業者が愛Ｂリー
グに加盟できなくなった今、三浦中華料理
研究会はセコンドに回りサポート役を務め
る。現在は三崎まぐろラーメンズが中心とな
り、まぐろラーメンによるまちおこしをさらに
活発化させる。三崎まぐろラーメンズの選手
として市民の人たちが積極的に参加するこれ
からこそが、一人一人が行う真のまちおこしな
のだ。もちろん、三浦中華料理研究会は、全
面的なバックアップを惜しみなく続けていく。

市民が参加する真のまちおこしへ
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三崎まぐろラーメンによるまちおこし

三浦中華料理研究会
会長　石渡 道雄

〒238‒0243 三浦市三崎1‒17‒1
Tel.046‒881‒2484　Fax.046‒882‒4851
設立：2007年3月
http://mmramen.com/
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アイ・ケー・シー 株式会社
　　　　　　　　　　　　　（自動車カーディテーリング〈ルームクリーニング〉）

株式会社 アイディーエム （不動産 ・ 建設）
株式会社 アメロイド日本サービス社 （製造業）
株式会社 アルファメディア （情報処理サービス業、電子機器製造業）
株式会社 イ・エム・テクノ （電子機器製造業）
株式会社 石 井 （帆布製品製造業）
株式会社 イスズ （建設業 ・ 電気工事業）
株式会社 イーバイク （電気機器）
A&R Lab （電気機械器具製造業）
エス・ジー・ケイ 有限会社 （電子機械器具製造業）
エフテックス 有限会社 （新規樹脂の研究開発事業）
エムテックコーポレーション 株式会社 （通信販売業）
株式会社 柏木美術鋳物研究所 （鋳物業）
株式会社 カタライズ （製造業）
有限会社 加藤技研 （排気ガス浄化装置の販売）
株式会社 門屋食肉商事 （食品卸売）
株式会社 カネヤス （コンクリート二次製品製造販売業）
株式会社 ガードアイ （電子機器製造業）
きばん本舗〈株式会社 日本サーキット〉 （製造業）
株式会社 キーストーンテクノロジー
　　　　　　　　（電子部品開発製造販売及び植物工場システム開発製造販売）

株式会社 クエイザーテクノロジー （電子部品の設計、製造、販売）
株式会社 海月研究所 （その他の製造業）
株式会社 建築再構企画 （建築設計事務所）
株式会社 向洋技研 （製造業）
光洋建設 株式会社 （建設業）
コジマ技研工業 有限会社 （食品機械製造業）
有限会社 コットンハリウッド
　　　　　　　　　　（生地手芸用品 ・ 婦人服 ・ カーテン ・ 輸入雑貨等小売業）

ゴッデスインターナショナル 株式会社 （サーフィン関係）
有限会社 サーゴーフードサービス
　　　　　　　　　　　　　　　（食品製造業〈製茶事業〉）

株式会社 佐々木工作所 （板金業）
株式会社 サヤマ （機械設備 ・ 設計 ・ 製造）
サンプロト 株式会社 （製造業）
株式会社 三興ネーム （電子部品製造業 ・ 印刷業）
株式会社 サンフォーレ （サービス業）
株式会社 静 科 （製造業）
ジャパンプローブ 株式会社 （計測検査機器製造販売業）
株式会社 ショットツープレイ
　　　　　　（コンピューターソフトウェア開発 ・ 販売）

湘南ヱスピイ産業 株式会社 （警備業 ・ 防災福祉関連用品）
湘南ＡＯ 株式会社 （製造、販売業）
特定非営利活動法人 湘南スタイル
　　　　　　（まちづくり事業プロデュース、コンサルティング、プランニング）

ショウワ洗浄機 株式会社 （機械製造 ・ 販売）
新日本工業 株式会社 （金属加工部品商社）
水燃技研 株式会社 （製造業）
株式会社 スカイレインボー
　　　　　　　　　　　（感染予防商品卸販売 ・ 感染対策サポート）

株式会社 スマートパワーシステム （製造業）
株式会社 スリーハイ
　　　　　　（産業用電気ヒーター及び温度コントローラーの製造及び販売）

有限会社 相和シボリ工業 （へら絞り加工全般）
太陽フロロ 株式会社 （製造業）
有限会社 ツーエイト技研 （建設業）
灯 香 （工芸）
東京伊勢タオル販売 株式会社 （タオル ・ アメニティー卸売業）
東京ガスエコモ 株式会社 （販売業 ・ サービス業 ・ 設備業）
株式会社 トヨミエレクトロニクス （製造業）

NATAC 株式会社 （電子機器製造）
日之出産業 株式会社 （排水処理薬品製造・販売）
ヒロキ産業 株式会社
　　　　　　　（金属プレス金型製造 ・ プレス加工 ・ 省力機械企画製造販売）

有限会社 フキ・プランニング （製造業）
有限会社 藤川建設 （建設業）
有限会社 藤 﨑 （制服加工 ・ 販売）
有限会社 ホンダマシン （特殊工具の製造 ・ 販売）
マイクロ・スクェア 株式会社 （精密光学機器 開発 ・ 製造 ・ 販売）
株式会社 マイクロネット （ソフトウェア ・ ハードウェア設計開発）
株式会社 マリンブロック （アクリル製品の企画 ・ 製造 ・ 販売）
株式会社 ミトリ （ソフトウェア開発）
株式会社 森 公 （エンジン発電機等汎用製品修理販売）
やきとり竜馬におまかせ （飲食店）
ヤマナミコーポレーション （そば打ち道具開発 ・ 販売）
株式会社 ヤマヨ （金属黒染め加工及び金属曲り矯正加工）
有限会社 ユウキ （オーダー家具製造販売）
株式会社 由紀精密 （製造業）
ヨコヤマ電機 株式会社 （電機部品設計製造販売）

LAVA SOUL （定額制サーフィンスクール）
リ・サンテ （整体業）
理想計測 株式会社 （電子機器製造）

取材・文 ＝ 上野　歩（うえの・あゆむ）
作家。著書に小説すばる新人賞を受賞した「恋人といっしょになるでしょう」、「朝陽のようにそっと」
（以上、集英社）、「ふれあい散歩 じんわりほのぼのエッセイ」（郵研社）など。創作活動の傍ら会社
案内や企業のインタビュー記事の取材執筆を手掛ける。
公式ホームページ「上野亭かきあげ丼」http://www.uenotei.com/

上記企業様に “かながわ「産業Navi大賞」”  を応援していただいています。
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満員の車内で電話に出たい理由
　あらかじめ登録しておいた言葉を指で選
択、音声で伝えるアプリが指伝話だ。もちろ
ん、その場で文字を入力して音声にすること
もできる。すべての会話を補うことは難しい
が、声を出せない時、その人に代わって話しを
してくれるパートナー―それは、開発者が
思いもかけなかったユーザーのパートナーに
もなったのだった。

●●●
　有限会社オフィス結アジア代表取締役・
　高橋氏は不便を感じていた。満員電車の
中でかかってきた電話に出て、話ができない
ことについてだった。ホームページを制作し
たり、コンピュータのセットアップを行うなど
SOHOビジネスを助ける、自らがSOHOの同
社を運営する中で、「電話に出て直接話せな
いことは、仕事がなくなってしまうということ
なんですよ」
　高橋氏が一人で切り盛りする事務所には、
電話番などいない。だからといって、客は留
守番電話にメッセージなど残してくれない。
相手はなにより、高橋氏と直接受け応えする
ことを望んでいるのだった。それは満員の車
内でも同じだった。かかってきた電話に出て、
向こうの要件を聞き、「はい」とか「ええ」と
か相槌を打ち、「今、電車の中にいるので、こ
のあとすぐに電話をかけ直します」それだけ
でも伝えられるシステムがあったなら……。

自社のモットーの具現化
　高橋氏は自らの切なる要望に応えるため
開発に着手した。今のビジネスを立ち上げて
15年、「もちろん、いつかは自社製品を出し

たい、という思いもありました」
　この製品を開発することは、「ＩＴという手
段で人と人とを笑顔で結ぶ」という自社のモ
ットーを具現化することでもあった。
　かくしてアプリケーションソフト指伝話は
生まれた。技術的には、当初の目的であった
電話通話に利用する場合に最大の苦労があ
った。iPhoneでは電話の音声とアプリの音
声が同時に使用できないのだ。音楽を聴い
ている時に電話がかかって来ると、音楽のボ
リュームが自動的に下がってしまう例が顕著
である。つまり指伝話の音声が消されてしま
うわけだ。これに対応するため、指伝話とい
うアダプタを開発、iPhoneやスマートフォン
と接続することで、指伝話で選択した言葉を
相手の電話に届けることを可能にした。相手
の話し声と、自分が指伝話で選択した声はイ
ヤホンから聞こえる。

国境を越えて
　開発した製品を湘南産業振興財団主催の
コンテストに出品した結果、目的としていた
当初の用途に対して評価は低かった。「張り
込み中の刑事が声を出せなくて、指伝話で
電話連絡するなんてこともありえると思うの
ですが」そう高橋氏は説明するが取り合って
もらえない。むしろ、声を出したくても出せな
い障がいを持つ方にこそ、指伝話は必要とさ
れるかもしれない、逆にそう提案された。
　そして確かに、指伝話はそうした人々が待
ち望んだアプリだったのである。これまでも

似たようなツールはあった。しかし、それは大
きく、持ち運びに不便な機械で、音声合成に
よる聞き取りにくい声で話した。
　一方指伝話は、タブレット型端末という日
常のツールを用い、男女の声や、早口、ゆっく
りなど話し方も選択できる。長い物語も自然
な声で読み上げ、「箸の端を持って橋の端を
走った」といった微妙なイントネーションを
必要とする発声も可能だ。
　指伝話は、高橋氏が相談に訪れた言語聴
覚士を起点として、患者さんや関係者へと用
途を広げていった。そうなると専門家の適切
なアドバイスも必要になり、国家資格を持つ
言語聴覚士の助言を取り入れながら、写真
や画像を読み込み、書き込みもできるアイテ
ムなども生まれ、シリーズ化されていった。現
在は医療の現場や教育現場などで、実際に
役立つ道具として利用されている。
　がんで咽喉摘出し、声を失った人に緊急
通報に使えると喜ばれたり、仕事をあきらめ
ようとした人が指伝話を使うことで職場復帰
したという実例もある。
「オフィス結のツールは30センチの物差し。
長さを測ることもあれば、背中を掻いたり、
布団をたたいたり。使い方はその人によって
さまざまなんです」と高橋氏は笑う。「伝えた
いのはハートなんです。年齢、性別、民族が
違っても、会話が始まれば、そこに笑顔が生
まれます」
　フィンランドに子会社も設立し、指伝話は
国境を越える。

人と人とを笑顔で結ぶ

有限会社 オフィス結アジア
代表取締役  高橋 宜盟

〒251‒0026 藤沢市鵠沼東1‒1 玉半ビル3Ｆ 湘南インキュベートルーム♯5
Tel.0466‒21‒7448　Fax.0466‒21‒7996
設立：1997年2月　従業員数：4名　資本金：300万円
http://www.office-yui.co.jp/

指伝話（ゆびでんわ）
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