


まった。
　困って、それまで縁のなかった箱物業界に
営業すると、コピー機を載せるワゴンの棚の
溶接で困っているという。コピー用紙を判形
ごとにストックしておく、あの棚である。
　コピー機の大きさによってワゴンの大きさ
もまた異なって来る。とはいえ、多品種少量
生産なので、人力でこれを行うしかない。箱
の奥まった所など、溶接を行うのもひと苦労
である。
「なんとか楽にできる方法はないか？そう相
談されたんですね」代表取締役の甲斐美利
氏は当時を振り返る。
　そこで開発したのが、銅電極のテーブルと
てこの原理を応用したガン（溶接機）だった。
　これまで２つのガンを双方から押し付ける
ことによって行っていたのが抵抗溶接である。
だが、その一方をマイナス電極のテーブルに
した。これにより作業台そのものが溶接基
準となり、寸法基準となったことで、作業環
境は圧倒的に向上。これに加えてＶガン（バ
ーチカルガン＝垂直ガン）とＨガン（ホリゾ
ンタルガン＝水平ガン）によって四面からの
溶接が容易に行えるようになった。
　だが、テーブル状にしたら溶接機にならな
い、との反対声が上がった。テーブルをマイナ
ス電極にすると、分流してしまうではないか、
というのが言い分だ。
　しかしこれに対して甲斐氏は、ガンの圧が
かかるところ以外の薄い鉄板は浮き上がる
から電気は集中する、と論破。
「なにより、事実くっ付いているわけですか
らね」と笑った。

溶接時間短縮で
美観を実現
　生産性や強度とともに美観が求められる
のが抵抗溶接だ。
　溶接時間が長いと加工物の表面に焼けこ

２つの溶接技術
　溶接については、どの程度ご存じだろうか？
現在主流の溶接には大きく分けて２つの技
術がある。アーク溶接とスポット溶接（抵抗
溶接）がそれだ。
　溶接というと、誰もがまずマスクを付けて、
ビルの鉄柱や船舶など、巨大な物を接合さ
せている姿を思い浮かべるのではないか。こ
れはアーク溶接になる。材料の鉄にマイナス
電極を接続し、溶材をプラス電極として電流
を流すことで生じる高熱を利用し、金属を溶
接する方法だ。
　それでは抵抗溶接とはなにか。抵抗溶接
は厚さ0.8ｍｍ～3.2ｍｍ程度の薄い鉄板の

溶接に用いられる技術だ。鉄板２枚を重ね、
マイナス電極とプラス電極で双方から押し付
け電流を流す。鉄材は電気が流れづらく、そ
のもっとも滞る部分（２枚の鉄板の重なり合
う部分）で発熱し、溶融する。
　アーク溶接が免許を持つ技術者によって
行われるのに対して、抵抗溶接は溶接機械さ
えあれば誰にでも行えるものだ。

生き残りをかけて
　今やテーブルスポット抵抗溶接機専門メー
カーとなった株式会社向洋技研であるが、か

つては自動車ボディの生産ラインの設計、特
に溶接の治具を扱っていた。治具とは、溶接
の際にそれぞれの部品が動かないように規
制する装置である。機械設計の技術者集団
である同社のスタッフらは、当然その作業の
中で抵抗溶接技術をも身に付けていった。
　自動車ボディに使用される薄板板金の溶
接には、歪

ひず
みが少ない抵抗溶接が適している。

同社では、電流の強さや時間など、溶接条
件の設定も行った。
　ほぼ４年ごとにモデルチェンジを繰り返す
自動車メーカーからは安定した受注を得られ
ていたが、不況を機に一気に仕事が減ってし

株式会社 向洋技研 と笑った。
　従来の溶接制御に比べ分解能が10倍に
なり、高性能な溶接電流波形を実現したこ
とで溶接品質が著しく向上し、張力鋼板、厚
めっき鋼板、アルミニウム合金板などの溶接
材料にも適用。制御装置内部には、温度セ
ンサーなどによる安全性も保たれ、さらに溶
接結果をデータとして蓄積し、過去の溶接
状態との比較確認をすることも可能である。
　高速溶接技術は、今までアーク溶接によっ
て接合していたものを抵抗溶接に置き換え
させる例も出て来るだろう。
　環境面においても、節電の声が上がる昨
今、少ない熱エネルギーでの工法のため、電
力不足対応の一助になる。また、溶接後の
仕上げ工程では、溶接痕をとるためのサンデ
ィングで粉じんが発生していたが、こちらも
軽減できる。もちろん、これを吸い込むこと
なく作業ができる現場従業員の健康面を考
えても有益だ。
　溶接時間短縮、仕上げ工程の削減で作業
効率は抜群に向上する。

●●●
　MYSPOTを代表とする同社の高速溶接
技術を搭載したテーブルスポット溶接機は、
2012年４月に大阪で開催された国際ウエル
ディングショーで発表してデビュー。実質販
売は同年10月より開始し、2014年５月現在
で31台の売り上げ実績を達成した。販売方
法は、今までの溶接方法のサンプルと高速
テーブルスポット溶接機で溶接したサンプル
の比較を示し、効果をＰＲしている。溶接さ
れたナットのサンプルを見ると、既成の工法
で溶接されたナットは、酸化して色が変わり、
ねじ山にも熱によるダメージが歴然だ。これ
に対して同社の技術では、原形のままのナッ
トが揺るぎなく溶接されていた。
「お客様が用意されたサンプルで溶接を行
い効果実証もしていますが、評価は上々で
す」と甲斐氏は胸を張る。

フロンティア部門
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代表取締役　甲斐 美
み と し
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げができる。この溶接痕をとるためにサンド
ペーパーによる仕上げ（サンディング）を行
う。防錆処理加工を施した材料などは、サン
ディングすることで剥がしてしまうわけだか
ら防錆の意味がなくなる。
　溶接電流の立ち上がりが遅いために、必
要とする時間内に溶接電流が得られず、溶
接時間が長くなるわけだ。1kHz域のインバ
ータ制御電源と溶接トランスでは追随できな
く溶接電流の立ち上がりを遅くさせている。
　今回かながわ産業Ｎavi大賞フロンティア
部門大賞を受賞したテーブルスポット溶接機
は、溶接トランスおよび制御電源を10kHz
に高度化した高速溶接技術によってこの課
題を解決。溶接電流の立ち上がりを高速化
し、溶接時間を短く制御することで、溶接強
度の安定化とともに熱変形や表面の焼けを
減少し、美麗な仕上がりを可能にしたうえで、
省エネルギー化も達成している。さらに、搭
載した10kHz溶接トランスや制御電源は独
創的な構造により軽量化をも実現している
のだ。

現場作業者の
健康面にも配慮
　従来、鋼板を抵抗溶接する際の溶接時
間は一般的には10サイクル（0.2秒）～35
サイクル（0.7秒）であった。テーブルスポ
ット抵抗溶接機は、これをなんと0.75サイ
クル（0.015秒）以下に短縮。溶接電流は
0.005秒で急速に高電流を立ち上げること
ができる。
　瞬時に高電流を送ることで、表面の焼け
が少ないうちに界面（２つの鋼板が重なって
いる部分）の溶融を終えてしまう。
「高温による酸化によって焼けこげができま
す。人が生きるには酸素が必要ですが、この
酸素に触れることによって日々酸化が進んで
いるわけでもあるのですが」甲斐氏がにやり

溶接強度を安定化し、
表面の焼けを減少

〒252‒0244 相模原市中央区田名4020‒4
Tel.042‒760‒4306　Fax.042‒760‒4309
設立：1976年5月　従業員数：30名　資本金：2,000万円
ht tp://koyogiken.co.jp/

高速溶接技術を搭載した
抵抗溶接機

高速溶接技術の成果例：鋼板溶接
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らしたい」という現場からの声を聞き、「手が
けてみましょう」と同社が立ち上がった。

指先から
こぼれ落ちたもの
　含水率80％の汚泥（＝スラリー）は、手で持
つと湿

しつ け
気たビスケットのような風合いである。

　産廃量を減らすためにスラリーを熱風な
どで乾燥させる方法もある。だが、分厚いケ
ーキのようなスラリーを表面から乾かしても、
全部を乾燥させるまでには膨大な熱量を必
要とし、費用対効果が得られない。
　なお、同社ではフィルター式脱水機ではな
く、自社製品の遠心分離機を勧めていた。こ
れはフィルター式脱水機は、フィルターの目
がすぐに詰まって、定期的なメンテナンスが
必要であった。そのため再利用を目的とした
洗浄は現場の作業者が塩酸など危険物を使
用して行わなければならなかった。また、脱
水物の重いスラリーも、作業者が手作業でド
ラム缶に移さなければならず、重労働のため
腰痛などの原因になっていた。比べて、ドラ
ム缶にスラリーを移すまでが全自動の遠心
分離機なら、こうした危険でキツイ作業から
現場従業員を解放することができるのだ。た
だし、よいこと尽くめのようだが、これまで普
及しなかったのには理由があった。遠心分
離機で処理できるスラリーの含水率が88％
とフィルター脱水機よりも高いところがネッ

きもいろいろな種類があり、排液の状態も違
っていた。納品したあとの調整がまた必要だ
ったのだ。ドラムの速度やペーストの量を変
えたりを繰り返して最適なものにした。
「もともとウチは、納品した製品を安定稼働
させるための調整は得意。それにドライセパ
レータ自体が、お客様一つひとつの状況に合
わせられるようフレキシブルな設定ができる
ように構成してあるんです」

　ドライセパレータは、一般的に使用されて
いる脱水機から出る廃棄物の量を70％以上
も削減している。量だけではない、その質に
も注目したい。重金属を含む産業廃棄物は、
産廃業者により最終的に水分を飛ばして金
属を回収し、鋼材利用される。あるいは焼却
し、その灰をコンクリートなどに混入させるな
どの再利用がなされる。いずれにせよ、その
際には含水率が低いほうが処理しやすく、そ
こにかかる熱量の軽減につながる。また、ケ
ーキ状だったスラリーをパウダー状にしたこ
とで、ドラム缶内の空

くうげきりつ
率が下がった。びっ

しりと詰まった状態になった缶を運べるので、
産廃業者のトラック運搬回数が80％以上低
減し、CO2削減にもつながっているのだ。環
境面での貢献度はこれだけで終わらない。フ
ィルター式脱水機は高圧ポンプを使用して
いるため、作業時に甲高い音が発生していた。
これに対してドライセパレータは低圧ポンプ
による設計にしたため、工場周囲への騒音
の影響を軽減させた。また、従来のフィルタ
ー式脱水機ではスラリーの含水率が高いた
め、夏場はバクテリアが発生して異臭を放っ
ていた。ドライセパレータの脱水物は高い乾
燥状態から異臭の影響を大幅に軽減。これ
らが評価され、今回かながわ産業Ｎavi大賞
の環境（エコ）部門大賞受賞に至った。
　現在、同社では食品業界や化粧品業界に
おけるマーケティングを実施中だ。「全自動
のドライセパレータは、フィルター式脱水機
にあった危険で面倒なメンテナンス作業から
めっき工場の従業員の皆さんを解放しました。
他の業界でも同じような貢献ができればと考
えています」
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現場からの声
　液体をキレイにする―ひと言でいうと
それが株式会社アメロイド日本サービス
社の仕事である。
　たとえば機械の中を流れる潤滑油。金
属同士が触れ合って摩耗させるのを防い
だり、機械の機能を充分に発揮させるた
めに流れる。汚れると不具合を起こさせる。
あるいは、加工物を洗う洗浄液も汚れて
来ると、洗浄不良を起こしたり、品質を落
とす結果を招く。これらの液体をキレイに
する機械を製造販売しているのが同社だ。
　そんな同社が、汚泥回収・脱水装置と
いう、これまでとはやや角度が異なる製品
を開発するに至った理由とはなにか？
「それは、やはり現場からの声でした」と
同社代表取締役・中里哲之氏は語る。

　同社では製造販売する油水分離機を、
めっき工場で使ってもらっていた。油水分
離機とは、めっき前の洗浄工程で使用さ
れる。製品の表面に付いたゴミや油をキ
レイな洗浄液で洗浄してからめっきを行
うことで、不良をなくすのに役立っている。
　営業やメンテナンスでめっき工場を回
る際に、よく耳にするのが、排水処理工
程での悩みだった。

減らしたい産廃物
　めっきとは、金属または非金属の製品の
表面を他の金属の薄膜で覆う加工である。
　めっき処理が済んだ製品は、まず油を取り
除くためにアルカリ洗浄され、水で洗われる。
続いて表面の固形異物や錆

さび
を落とすために

今度は酸で洗われ、再び水で洗われる。
　排水は１か所に集められ、浮遊する不純物
は凝集剤によって沈殿させ、上澄みのきれい

な水だけを下水に流す。
　沈殿したフワフワした泥のようなこの不純
物は産業廃棄物である。これを廃棄物処理
業者に引き取ってもらう際、コストを抑えるた
めに少しでも量を減らすべく脱水をする。
　そのために、これまでは９割５分のめっき
工場でフィルター式脱水機を使っており、こ
れはポンプで圧力をかけ、フィルターで濾す
方式で、含水率を80％に減らしていた。
　しかしながら「減らせるものなら、もっと減

産業廃棄物の削減に貢献、
全自動の汚泥回収・脱水装置

「ドライセパレータ」

株式会社 アメロイド日本サービス社 クになっていたからだ。
遠心分離器の利点を活かしつつ、含水率を
減らす方法はないか？ 社内で会議が続いた。
その席上でのことだ。社員のひとりが摘んだ
スラリーを指と指の間で伸ばすと、乾いてポ
ロポロこぼれ落ちるのに気がついた。
「これだと思いましたね」中里氏らはさっそ
く応用に取り組んだ。

ペースト状だからこそ
　いろいろなアイディアが出た。遠心分離機
から出たスラリーをスクリューコンベアー型
の乾燥機で受ける方法がそのひとつだ。しか
しこれだと、スラリーがスクリューを伝って上
がって行くうちに粉になり、不具合を起こして
しまう。改造しても、一部分にだけ乾燥した
粉が溜まってしまう。同社が目指すのはメン
テナンスフリーの全自動機械だった。
　かくて生まれたのがドライセパレータであ
る。遠心分離機から出たペースト状のスラリ
ーを受けるのはドラム乾燥機である。蒸気で
加熱したドラムに載ったスラリーをローラー
にかける。この際、遠心分離機から出てきた
スラリーが含水率88％であることが有効に
なった。80％のケーキ状ではドラムにうまく
張り付いてくれないが、柔らかいペースト状
だからこそ、ドラム乾燥機の表面に薄く延ば
すことができ、少ない熱量と短時間でパウダ
ー状に乾燥させることができるのだ。
　パウダーになったスラリーの含水率は実
に40％以下。含水率０％にすることにも成
功したが、粉末状になった産廃物が舞い上が
るのを懸念し、40％に設定した。
　あるめっき工場で試験的に長期にわたっ
て使ってもらい、改良点をすべて洗い出し改
造を施したうえで量産に入った。
　だが、その後もドライセパレータは売れば
それで終わりという製品ではなかった。めっ

環境（エコ）部門

代表取締役　中里 哲之
〒231‒0028 横浜市中区翁町1‒6‒12
Tel.045‒641‒4041　Fax.045‒681‒5964
設立：1959年7月　従業員数：91名　資本金：2,500万円
http://www.ameroid.co.jp/
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現場作業の安全と
環境改善を目指して

兵庫県加古川工場

▲排出粉末
◀ドライセパレータ
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視線誘導標 ポストフレックス

保安道路企画 株式会社

フロンティア部門

代表取締役　森  健太郎
〒241‒0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1‒12‒10
Tel.045‒955‒4311　Fax.045‒955‒4377
設立：1972年9月　従業員数：18名　資本金：1,200万円
http://www.hoandoro.jp/
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自社だけが扱う商品を
　保安道路企画株式会社はその社名のとお
り、道路・土木工事の現場で使用する保安
機材のレンタル業務を行っている。〔道路工
事中〕という看板や迂回路の案内表示、現
場を囲むフェンスなどである。しかし、そこに
あるのは常に他社との価格競争という消耗
戦だった。
「なにしろカラーコーン（円錐形の標識）
１個が１日10円といった世界ですからね」と
同社代表取締役・森健太郎氏は苦笑する。
「なにかウチだけにしかないオリジナル商品
を扱わなければと常に考えていました」
　森氏はそれを求めてアメリカへと飛んだ。
「おカネもない、アイディアもない、技術も
ないという当時の私にできたことは、探すこ
とだったんです。なにかないかとひたすら探
し回ることはできたんです」
　そして、アメリカの道路工事施設の展示会
で森氏の目に留まったのは視線誘導標だった。
　視線誘導標とは、ドライバーに道路の形
状などの線形を伝える標示だ。この先がどの
ようにカーブしているかや、センターラインに
付けて右左折禁止などの注意喚起をしたり
する。そう、駐車禁止場所を囲むように並ん
でいる、あのオレンジ色の柱である。
　日本で普及している視線誘導標は上から

見ると○形をしている。つまり円柱である。し
かし、森氏が見つけたその視線誘導標は凸
形をしていた。
「これは日本にはない発想だと思いましたね」

三拍子を求めた開発過程
　日本は島国である。それだけに独自のルー
ルで縛られていることがある。自国にない発
想を求めてアメリカに渡った森氏には、並み

居る道路工事関係の商品群の中で、この視
線誘導標なら日本流に対応させ具体化でき
そうだと感じた。もちろん改良した上で、森
氏はすぐさま共同開発を申し入れた。
　そして、開発過程で重要視したのは “安い、
うまい、早い”の吉野家方式であった。「この
三拍子が揃わないとヒット商品は生まれな
いと思います。いいものだけどコストがかか
り過ぎたり、いいものだけど製造工程に時間
がかかったりでは、そこそこで終わってしまう。

なにより、この三つを実現させると、ウチ以外
の第三者も、これを売りたいと思うようにな
るんです」
　だが、この三拍子が揃うまでには大変な労
力を要した。その果てに生まれたのが、今回
受賞したポストフレックスである。

曲線がつくる復元力
　これまでの概念を覆す視線誘導標とは、
なにか―まず、はじめに森氏をアメリカで
瞠目させたのが、その形状である。
　ものは曲線を付けることによって復元しや
すくなる。紙片はペラペラだが、軽く曲げて
アールを付ければ、曲面を軽く指で押しても
元に戻る。これが原理である。
　道路に立つ視線誘導標は車と接触する可
能性にさらされる。自動車とぶつかっても事
故が起きない素材を用いるのはもちろん、倒
されてもまた立ち上がる復元力がなにより要
求されるのだ。
　ポストフレックスは凸形で五つの曲面を持
っているため、日本での従来品の○形より曲
面が多く、それだけ復元力は高くなる。
　さらに、このポスト部分の素材には、従来
品のウレタンゴム素材から耐久性の高いポ
リウレタン素材を採用している。ゴムは引っ
張りの限界を超えると引きちぎれてしまう。Ｊ
ＩＳ規格値で強度比較をした場合、従来品
の1.5倍の強度を持つポリウレタンは、車両
の衝突や踏みつけられても、ちぎれにくい素
材なのだ。
　また、強度が必要なこのポストと結合する
ベース部分には、40メートルからの落下試

験をクリアした強化スチレニクスを採用した。
さらに道路面との接着に必要な接着剤との
相性も非常によい素材であり、これに加えて、
接着面のデザインをハニカム構造（蜂の巣
状）にしたことで、接着剤の塗布面を拡大さ
せた。こうして接着強度も格段に向上した。
　アメリカにおいて100キロのスピードで走
る車で、50回連続して踏み倒すという強度
テストを行いクリアしている。

コストダウンとエコ
　勇躍日本で売り出そうとしたポストフレッ
クスだが、認知してもらうまでにもだいぶ苦
労した。
　これまでのように工事業者へのレンタル
ではなく、道路に設置する常設物であるた
め、管轄する役所への販売になる。持参して
の営業となるのだが、「視線誘導標っていっ
たら、やっぱ丸でしょ」と取り合ってくれない。
それでも森氏は、「ドライバーは上から見ま
すか？　横から見たら、四角でも三角でもい
いわけでしょ。必要なのは耐久性でじゃない
ですか」と、自ら“特技”だというさわやかな笑
顔とともに訴えた。ドライバーからは棒状に
見え、従来製品と見た目の差を感じさせない
ことを伝えるだけでなく、平面があることか
ら［カーブ注意］［スクールゾーン］［駐車禁
止］などの文字入れができるという利点をア
ピールすることも忘れなかった。
　そんな地道な努力により関内駅前、磯子
駅前と徐々に制覇することで県内に浸透して
いき、東京の六本木交差点で採用されたこ
とで一挙に全国区となった。
　なお、ポストフレックスのメリットは強度の
面だけではない。従来品のように中芯のいら
ないシンプルな構造により製造コストを削減

することができた。また凸形状であるため交
互に 間なく並べられ、運搬コストや在庫ス
ペースをも削減させた。こうした結果、耐久
性を下げることなく従来品に比べて43パー
セントのコストダウンが可能となった。
　さらにである。従来品はポストとベースが
一体型であったため、ポストの破損や排ガス
などで汚れてポストのみ交換したい場合に、
舗装部分から取り壊さなければならなかった。
だが、ポストフレックスはベースを再利用し、
ポストのみの交換が可能である。ポストとベ
ースはピンで留められている。これは清水寺
の舞台で採用されているもので、釘を用いず
楔
くさび
で留める考えと一緒なのだ。
　ポストのみの交換なので、アスファルト面
を傷つけることなく、ランニングコストの削
減にも貢献できるのだ。
　また、ポストフレックス自体がリサイクル可
能な製品だ。回収してリサイクルすることで、
新品のポストフレックスに生まれ変わる。
　カラーバリエーションは視認性の高いオレ
ンジ、イエローのほか、緑の多い場所でも目
のストレスを軽減させられるグリーン、落ち
着いたブラウンの４色だ。それぞれ、街並み
や景観、注意喚起したい場所などによって選
択することができる。
　また、反射シートをはがれにくくするように
コーティングをかける、キャップを接着剤か
ら熱接着にして強度を上げるなど、価格は変
えずに日々バージョンアップすることを怠ら
ない。
　「ポストフレックスは業界と商品に対して
イノベーションを起せたと思います。しかしな
により、スクールゾーンでの悲劇や高齢者を
加害者にしてしまう交通事故そのものを少し
でもなくす役に立ちたいのです」また、あの
さわやかな笑みを森氏が見せた。

交通事故の
イノベーションを
目指して

ポストフレックス

ポ
ス
ト
フ
レ
ッ
ク
ス
交
換

横浜MM21（臨港幹線）
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吸音と遮音
「高い音と低い音、どちらを吸音するのが難
しいと思います？」株式会社静科代表取締
役・高橋俊二氏に訊かれた。
　当方の見識が狭いのかもしれないが、キー
ンという高音はなんとも不快で耳障りである。
やはり高音を遮音するほうが難しいのではな
いか？
　すると、返ってきた応えはこうだ。簡単に
言えば、低い音を吸音するほうが難しい。3
ウエイ（高音・中音・低音に3分割する）の
スピーカーシステムを思い浮かべて頂きたい。
低音域を受け持つウーハーからは、空気振
動とともに迫力のある音圧が迫って来る。つ
まり低い音は波長のストロークが長く、エネ
ルギーが大きいのだ。

「ちなみに、吸音と遮音は、別のものなんで
すけどね」と高橋氏。その違いはあとに譲る
として、同社の防音素材、一人静シリーズは、
素材の組み合わせによる独自技術で高い音
はもちろん、重低音の吸音・防音も可能にし
た。そして、この素材自体はもちろんのこと、
なにより注目すべきは、同社の“物納”という
サービスについてなのだ。

　　防音対策の「物納」化
　　サービスの強化
～短期間・低コスト・流通網確保で防音を身近に～

株式会社 静科

失敗の中で
　同社の前身となるのは、高橋氏の父、邦雄
氏が創立した鉄道車両の床材などの部品を
つくる下請け会社だった。
　発注元と社会情勢の影響をもろに受ける
不安定感から脱却すべく、自社独自の製品を
打ち出せないかと研究を始めた邦雄氏。幸

い、いろんな業種から技術を学んできたシニ
アの従業員の集合体といった職場だった。
　耐荷重性のあるハニカム構造技術を得意
とする邦雄氏はこれを活かせないかと考え、
とりあえず断熱材をつくってみた。性能はい
いのだが、コストがかかり、量産できそうにな
い。ただし、この失敗の中で気がついた。そ
れは試作品に遮音効果があるということだ
った。そうだ、防音材をつくってみよう。

既製品になかった
構成材料
　まず、アルミ板で発泡剤を挟み込む方式を
とってみた。これは保冷車の部品をつくって
いた時の、断熱材をもとにしている。しかし
これだと、中のハニカムが潰れてしまう。
　それならと、一方のアルミ板をガラスクロ
スに替え、パンチングメタルをかぶせるように
した。すると今度は中の発砲素材が均一に
ならない。
　試行錯誤の末、一人静は生まれた。
　蜂の巣のように正六角形を 間なく並べ、
強度を保つ芯材、ハニカム。そのひとつひと
つのスペースに気泡の細かい発泡樹脂（フェ
ノール）を 間なく埋め込む。この吸音層を
高純度のアルミ繊維材と軽量アルミ板でサン
ドしている。
　これらの構成材料は、本来は防音材として
採用されなかったものがほとんどである。一
人静がいかに画期的な吸音・防音材である
ことが分かるのだ。
　もともとフェノールと呼ばれる発泡樹脂は、
土壁と同じく呼吸する構造を持っている。そ
して調

ちょう
湿
しつ
効果があるため、外気が乾燥すると

含んだ水分が出て行く。
　これまで断熱材として用いられているウレ
タンは、水分を吸うので黴

かび
やすい。また、同

様に吸音材として使用されているグラスウー
ルは、湿気を取り込むと崩れやすかった。
　その点、フェノールは四季のある日本には、
うってつけの素材であり、さらには、粉塵に
ならないので、吸い込んで人体に悪影響を及
ぼすこともない。
　また、アルミ繊維材とアルミ板でサンドイ
ッチする構造も初の試みだ。既製品はアルミ
板でサンドしたため、吸音面はパンチングさ
れている。穴の開いていない部分のアルミ板
は音を跳ね返すだけだ。
　吸音面が高純度アルミ繊維材になったこ
とで、開口率は実に40％以上になり、低音

環境（エコ）部門

代表取締役　高橋 俊二
〒243‒0807 厚木市金田492‒1
Tel.046‒224‒7200　Fax.046‒224‒7210
設立：2006年1月　従業員数：5名　資本金：1,430万円
http://www.hitori-shizuka.jp/
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から高音までの広周波数帯の吸音が実現し
た。耐腐食、耐錆で耐久性もある。吸音面を
ファブリック（布地）で覆う場合も、開口率
が高ければまったく性能が落ちることはない。
　背面の遮音板も耐腐食、耐錆で屋外での
使用が可能だ。切断加工にも対応し、なによ
り軽量である。
　これらの吸音性能に加えて、さらに一人静
は環境面でも優れた点を備えている。
　既製品は、幅1,000mm×高さ100mm×
厚さ33mmで１枚当たり20㎏あったところ、
一人静は８㎏という軽量とした。そのためア
ルミ製のワクでつなげられるパネル状なので、
ばらしたり組み立てたりが可能だ。骨組みを
つくると壊すしかなかったこれまでの防音材
に対して、半永久的に使えるのが一人静なの
だ。不燃材として国交省の認可を得ているか
ら、建材としても使用可能だ。
　また、吸音性能に加え放熱機能を加えた
り、発塵性と吸水性を抑えるなど使用環境に
適した一人静もタイプ別にラインアップした。
「人間、一人で静かにいたい時がある」とい
う邦雄氏の言葉が商品名の由来だ。

もう一手… それが“物納”
　画期的な発明品である一人静ではあった
が、販路がなかった。知っている人にサンプ
ルを配って口コミに頼ったり、展示会に出品
したり、自社ホームページで案内したり……
だが、反応は今ひとつ。
　そんな中、先代社長が病に没し、高橋俊
二氏が経営を引き継ぐことになった。
　その頃、一人静がテレビの番組で取り上げ
られて、注目を集めることに。その影響から
一般家庭、企業などあちこちから引き合いが
あり、対応には追われたが、成約率は決して
よくなかった。
　分析をしてみると、あることが分かった。
採用された先は、工場が多かったのだ。高橋
氏は営業先を絞り込むことにした。

　そして、さらに、もう一手に出た。それが
“物納”である。
　吸音材・防音材という素材ではなく、工場
側のニーズに応えた形に一人静を組んで、箱
にしたり、パーティションにしたりといった物
にして納品することにした。
　性能に優れた一人静を防音材として見た
場合、競合他社と比べて価格面は同等であ
る。しかし、これを物として納品するところま
で一括して行えれば、素材のみを扱っている
業者とは一線を画することができる。さらに、
そうした体制が自社に整いつつあったのも
事実で、一人静の開発段階から、いつかは物
納をと、スタッフを集め、研修を積んできたの
だった。
「以前、シニア技術者の集団だったウチで、
最後の技術継承を受けたのが私です。本来、
ウチは技術が売り物なんです。そこに立ち返
られなければいけない」

●●●
　さて、冒頭で述べた遮音と吸音についてだ
が、遮音とは鉄板などを使って音を跳ね返す
こと。それで囲いをつくったとしても、音はそ
の中で跳ね返され異様なうねりをともない漏
れ聞こえてしまう。ましてや、その囲いの内側
で作業をする場合は、ヘッドホンなどで安全
確保をしても難聴になるリスクにさらされて
しまうのだ。
　また、鉄や鉛でできた重い遮音壁は、いっ
たん設置をすると、使い勝手のいい作業環境
を他につくろうとするにも移動が困難だ。
　そこで吸音性に優れている、軽量な一人静
のパーティションなら、いったん物納しても、
軽くて小回りが利くので、製造ラインを気に
せず現場の人だけでも移動が楽だ。
「資材を購入し、さらに加工費がかかるもの
と比べて、当社の場合なら費用は2/3で済み
ます。仕様に合った物納により、工場環境を
改善することで、作業効率を上げる、従業員
の安全に配慮する。これが当社のビジネスプ
ランです」

仕様に合った物納で
コストを下げ、
作業効率アップ
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高圧水と
キャビテーション効果
　食品洗浄機で長らく企業の節水対策に貢
献してきた同社だが、もう一つの問題である
食品業界の生産排水の「排水改善」をテー
マに開発したのが高速排水ろ過機min i型

高圧洗浄機～食品洗浄機
～高速排水ろ過装置
　ショウワ洗浄機株式会社は1976年設立。
40年近くにわたって食材を洗う機械を食品
工場、ホテル、学校給食、病院給食の厨房に
納入してきた。納入先は全国約4000社だ。
　創業者である同社代表取締役・松下雄介
氏の実家は雑貨問屋を営んでいた。店では
洗剤の卸を行っており、それとともに掃除道
具や、洗浄機なども扱うようになった。納品
した機械が故障すれば修理もした。
「言ってみれば門前の小僧」と当時を振り返
る松下氏。
　最初は主に清掃用の高圧洗浄機を扱って
おり、食品工場に出入りしているうちに、食
材を洗う洗浄機へとシフトしていった。「高
圧洗浄機から食品洗浄機、そして高速排水
ろ過装置へと商品開発をしてきました。」

節水と排水
　蒸したり、焼いたりといった食品加工の
前処理段階として、食材は洗浄される。野菜、
果物のほか、肉、魚もそれぞれの洗浄機で洗
浄され、除菌される。
　洗浄機は、工場、給食センターなど利用
先のスケールによって処理量が異なる。また、
食品に応じて機械の形状も変わる。野菜果
物用の洗浄機であっても白菜やキャベツ用
と、葉物では箱の大きさも変わる。最初に洗
った食材と、最後の食材の洗浄度は均一で
なければならない。「だってそうでしょう。最
初に浴槽に入った人はきれいなお湯に入れて、
最後に入った人の時には汚れているというの
はない話です」
　そして、このような洗浄のやり方を同時に
どれだけ節水できるか、というのは企業にと

って大きな問題である。
「日配食品というのは、賞味期限があるし、
つくった物を溜めておくこともできない。そも
そも食品業界そのものが薄利多売の世界な
んです。数を多くつくらなければならない。す
ると作業時間も膨らめば、水の量も増える」
　洗浄でいかに節水できるか？同社も企業
側の要望に応じてきた。
　そしてもうひとつの大きな問題が排水であ
る。「大きな企業は浄化槽がありますが、そ
れをつくる場所も経費もない会社があります
からね」

高速排水ろ過機

　なお、省スペースでコンパクトサイズであ
ることも特長だ。バイオ、薬品の使用もない。

排水処理は社会貢献
　洗浄時と同様、生産量がアップすれば比
例して排水量もアップし、水処理コストのア
ップは必然である。
「食品業界では、いや、どの産業であっても、
節水と水処理―水はエンドレスの問題なん
です。水道代というのは下がったためしはな
いじゃありませんか。コストダウンできればエ
ンドレスでできる。しなければ、コストはエン
ドレスで出て行くまま。そして、企業にとって
コスト面の大きな問題である水は、社会にと
って環境問題でもあります」
　企業がしっかりとした排水処理をせず下
水放流すれば、最終排水処理場の負荷とな
る。河川放流は環境負荷につながる。
　そうしてなにより水も限りある資源だとい
うことだ。地球上では５億人が砂漠地帯に
住んでいる。そうした人間は、地下水を頼り
としている。気の遠くなるような遥かな昔、砂
漠に降った雨が地中深く浸透した地下水だ。
そうやって太古の遺産の恩恵にあずかって生
きる人々がいる。地中深くから汲み取ったコ
ップ１杯の水を大事に大事にしながら。しか
し、それもやがては枯渇してしまう。
　企業にとっても水のゼロエ・ミッション
（廃棄物を出さない製造技術を開発する計
画）が重要である。
　現状、食品業界の排水処理は生産水、洗
浄水、油脂水、調味水、ボイル水、脱水絞り
水など多様な排水がある。処理量も小容量
から大容量まであって、繁忙期、作業時刻に
よって大きく変化する。また、製造内容によ
って大きく水質が変わるので排水処理は容
易でない。
　排水設備も会社規模によって変わる。ろ
過処理のデータ確認が原則であるから、現

である。
　食品の生産工場から排出される排水には、
飲食物の成分、油類、調味料、洗剤、土壌な
ど、さまざまな成分が洗浄水に含まれている。
そして、食品排水処理の際には、有機物を処
理する行程が必要となる。
　一般に食品排水を処理する場合には、そ
の種類に応じた中間処理を行う。この工程
の後に、活性汚泥（有機物を分解する微生
物が含まれている汚泥）が存在する浄化槽
内に、中間処理済みの水を一時貯蔵し、そこ
で最終的な有機物の分解処理を行う。
　この処理にともない余剰の汚泥が発生す
るため、以前から食品企業にとって汚泥の処
理費用が排水処理上の負担となっていた。
　高速排水ろ過機min i型は、高圧の水道
水とキャビテーション（流水中の圧力差によ
り、泡が発生・消滅する現象）の効果によっ
て、高速かつ連続的に食品排水をろ過する。
　この食品排水を、活性汚泥が存在する浄
化槽で処理すると、余分な汚泥の発生を抑
えることができる。
　高速排水ろ過機min i型では、平均孔径
50～150μｍのフィルターを配置した水槽
内に食品排水を溜め、フィルターに対して高
圧の水道水を泡群とともに噴射する。すると
食品排水は、高水圧の効果によってフィルタ
ーを高速で通過し、ろ過される。
　同時にフィルター手前では、キャビテー
ション効果によって食品排水中の浮遊物質、
有機物およびフィルター表面の汚れが分離、
浮上し、廃棄物としてろ過機から排除される。
　そのため、フィルターは常時クリーニング
されるので、長時間の連続運転が可能。また、
高圧ポンプに使用する水量と電気代しか発
生しないため、低コストでの排水処理を可能
とした。
　加えて、浄化槽へ持ち込まれる有機物が
少なくなるため、余分な汚泥の量やその処分
費用も削減できるのだ。

水処理は
エンドレスの
テーマ

地において水質、水量を確認のうえ機械の
ろ過テストを行う。
　現場合わせなので何度も失敗し、改造し
ては再びテストを繰り返した。
　そうした工夫と努力によって高速排水ろ過
機mini型は多様な排水を均一に処理するこ
とを可能にした。
「排水処理はひとつの社会貢献であり、誰
かがやらなければ仕方がないこと」
　極論すれば、水道の蛇口を捻った途端、そ
れは排水になるのである。
　いかに使うかを考えなければいけない。い
かにきれいにして排水するか。いかにきれい
にして再利用するのか。
「富栄養化の高い水を河川に流せば、水中
の藻などを成長させ、酸素を奪ってしまう。そ
うなると生物が育たなくなってしまう。そうや
って生態系が壊れてしまう。水を汚さないこ
とが、現実の社会構造を崩さないことにつな
がるんです」
　同社は高速精密ろ過器RAN型もラインア
ップ。こちらも省スペースのコンパクトサイズ
で、井

せい
水
すい
、中水の水質ろ過処理が可能。生産

水、冷却水、洗浄水の再利用、水のリサイク
ル利用ができる。

環境（エコ）部門

ショウワ洗浄機 株式会社
代表取締役　松下 雄介

〒220‒0061 横浜市西区久保町12‒1
Tel.045‒242‒5559　Fax.045‒242‒4182
設立：1976年4月　従業員数：10名　資本金：9,500万円
http://www.showa-jet.co.jp/

高速排水ろ過機 mini 型



かつては独立採算部門の会社員
　社名のＭＡＮＯＩ（マノイ）は、市販されて
いる人気の二足歩行ロボットの名前からき
ている。株式会社ＭＡＮＯＩ企画 代表取締
役・岡本正行氏が、玩具メーカーに勤務して
いた時にこのロボットを開発した。
　玩具メーカーでは、パーツグループのリー
ダーだった。パーツとは、この玩具メーカー
の主力商品であるラジオコントロールモデル
の部品を指す。企画・開発・販売・アフター
サービスを一手に担う、社内でも独立採算
部門の責任者という珍しい立場にいた。
「インディペンデンス（独立）して立ち上げる
時にリーダーとなりましたので、起業の際に
も非常に役に立ちましたね」と岡本氏。
　ラジオコントロールモデルは、オプション
パーツを買ってもらうのが必須。魅力的なラ
インアップを揃えるのはもちろんのこと、始め
に部品ありきで、新製品の開発にも参加した。
　やがて、メーカーでロボットの開発部門が
設立されると岡本氏がリーダーを兼任するこ
とになった。

瞠目するロボットの動き
「ロボット開発について、管理職レベルが集
まると口の端に上ってはいたんですよ。ラジ
コンのサーボモーターをまとめ買いする人を
秋葉原辺りで見かけるといった話しも出てま
した」。サーボモーターとはスイッチレバーの
操作の強弱によって、微妙なコントロールが
可能な電動機だ。つまり自作ロボットに挑ん
でいるマニアがいるということだ。しかしメー
カーレベルで考えた時、ラジオコントロール

モデル、鉄道模型、フィギュアといった既存
品ならビジネスモデルがあるが、ロボットはま
ったくの未知数。どうしたらつくれるか？ ど
うしたら商品になるのか？ どうしたら売って
いけるか？ その辺になると、話題はいつの
間にかフェイドアウトしてしまっていた。
　かつてサーボモーターをつくっている部品
会社が二足歩行ロボットを売り出そうとした
時、アドバイザーとして開発に携わったこと
がある。商品は、パソコンをバラバラにして
部品ごとに売って、自分で組み立ててもらう
といったものだった。その時、もし自分自身
がロボットを開発するなら、マニアだけでなく、
誰にも組み立てられ、遊んでもらえる商品を
目指そうと決めていた。
　理想を実現する時がやってきたのだ。デザ
インはロボットクリエーター高橋智隆氏に依
頼することにした。
　そうして生まれた“アスリートヒューマノイ
ドＭＡＮＯＩ”が目の前にいる。「ある」では
なく、「いる」と書いたのは岡本氏が「この
子」と“愛”を感じさせる呼び方で彼を呼んだ
からだ。岡本氏がコントローラを操作すると、
ＭＡＮＯＩは自己紹介を行い、歩いたり走っ
たりだけなく、ジャンプもしてみせた。やがて、
優雅な動きでラジオ体操を始めた。まるで魂
が宿り、感情を持つように。

夢は2020東京五輪の
聖火ランナー
　リーマンショック以後、事業規模縮小でロ
ボット開発部門が閉鎖されたのを機に、岡
本氏はＭＡＮＯＩの使用権を得て、玩具メー
カーを出て起業した。「最初は町のロボット
屋さんをするつもりだったんですよ。自転車

のように販売したり、修理したりといったね。
しかし、一体数十万円と高価なものですから、
実現化するのは難しかった」。起業後は、大
学の非常勤講師や講演をしたりといったこと
で、「いわば食いつないでいました」
　そうした中、テレビのイベントに駆り出さ
れ、ＭＡＮＯＩの色を変えて番組のオリジナ
ルキャラクターにしたいという要望があった。
面白いもので、これを機会にロボットにぬい
ぐるみを着せたり、有名キャラクターや各地
のゆるキャラの外装で番組やイベントステー
ジに立つようになった。想いとは異なる方向
の販路を獲得したわけで、「こうなったらＣＤ
デビューして、紅白歌合戦出場を狙うくらい
でいますよ」と笑った。
「遠すぎて見えなくても、目標を定めたいん
です。ずっとそんな生き方をしてきました」
　そう、いつだって目標は大きく、高いほうが
いいはずだ。「ただ、遠くを見ていて、よく穴
に落ちるんですよ」そう言って、またほんのり
と微笑む。
　岡本氏は現在、エンタメ業界で活躍する
一方で、各種ロボコンの審査員を行い、ロボ
ットの認知と普及に努めている。理系離れ
の子どもたちを憂えて、全国の科学館を回り、
ロボットを見て、触って、つくってといった活
動も行っている。そんな岡本氏がもっとも幸
福なのは、子どもたちの笑顔を見ているとき。
　もちろん地元のことも大切に。厚木市の
モノづくりプロジェクトに参加し、神奈川工
科大と協力して等身大ロボット、ロボコロを
開発した。地元広報大使として活躍するロボ
コロには、「2020東京五輪の聖火ランナー
を目指してもらいます、遠すぎて見えない目
標ですけど」

12

遠すぎて見えない
目標に向かって
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従来型研究・教育用ロボット製品の
キャラクター化とＴＶ＆イベントへの応用

株式会社 MANOI企画
代表取締役　岡本 正行

〒243‒0816 厚木市林2‒32‒28
Tel.046‒223‒8517　Fax.046‒229‒1539
設立：2009年4月　従業員数：3名　資本金：200万円
http://www.robotyuenchi.com/

電子回路
シミュレータの独自開発
　株式会社マイクロネットは、主に大手メー
カーから委託を受け、研究段階の試作機を
つくるなど開発支援を行っている。ところが、
リーマンショック以降、メインのこの分野の
受注が落ち込んだ。
「新しいビジネスモデルを模索していまし
た」と同社執行役員本社経営推進室室長・
尾関考介氏は言う。
　ソフトウェアの開発も行う同社だったが、
そこで改めて注目されたのが、電子回路シミ
ュレータだった。
　電子回路の配線は、はんだで回路をつな
ぎ、電気信号をオシロスコープの波形で確認
し、不具合があれば、再び部品を外して、ま
たはんだでつなぐという膨大な手間と時間の
かかる作業だ。80年代に開発されたアメリ
カ製の電子回路シミュレーションシステムは、
手元の端末で回路図のシミュレーションを
行うもので、この手間をやや軽減したが、使
いやすいシステムとはいえなかった。
　もっと使いやすい誰もが使える電子回路
シミュレータが求められていた。

●●●
「それを業務半分、趣味半分で、１年くらい
で開発したのが当社の社長です」
　同社代表取締役社長・浜三弘氏が開発し
た、Ｃircu i t V iewe r（サーキットビューア
ー）は、パソコン上で思いついて描いた電子
回路で、小ウインドウで常に画面上に表示さ
れているオシロスコープの波形を見ながらす
ぐに修正できるというものだった。

また、説明はすべて日本語表記で、日
本人であれば誰もが使えるように考

えたものだった。

ユーザーの中にあったヒント
　Ｃircuit Viewerは４年に一度バージョン
アップしながら電気・電子設計部門に向けて
市販されていた。
「これを活かした製品を開発して、販売でき
ないかと思ったのです」
　そうして、ＣircuitViewerのユーザーの中
に、そのヒントはあった。英文表記の海外製
電子回路シミュレータに比べ、日本語表記
の同社のシミュレータは使いやすく、高校生、
大学生、社会人と幅広く使われいる。その教
育現場、つまり教科書に搭載してはと考えた
のだ。

教科書４冊の問題を解く
　工業高校の教科書として高いシェアを持つ
実教出版と提携。４冊の教科書に電子回路シ
ミュレータを融合した世界初の教科書シミュ
レーションブックを開発することになった。
　プロジェクトを担当した営業部部長・百瀬
英治氏がまず行ったのは、これら教科書に
掲載されている648回路の問題すべてを解く
ことだった。
「なにしろ教科書ですから間違いがあっては
信用問題にかかわります。基礎問題から非
常に骨のある応用問題まで解くのは大変で
した。１冊の教科書でさえすべては解けない、
と教壇に立つ先生がおっしゃっていました」
と百瀬氏は苦笑する。教科書には、問題と
解答は掲載されていた。しかし解き方までは
載っていない。百瀬氏がこうして一問一問を
解いたことで、各ページに「解説」や「解法」

も用意され、問題の解き方なども教えること
ができる。もちろん、「解説は非表示」ボタン
があり、生徒に見せないことも可能だ。
　本来、電子回路シミュレータとは、自分で
回路図をつくるものである。先生が教えるた
めには、回路図をつくり、動くように数値を
与えなければならない。さらには、生徒のよ
うに、電気・電子回路の知識が乏しければ、
使うことさえできない。
　教科書シミュレーションョンブックは、教
科書に記載された回路図を「動く回路」とし
て作り込んである。部品の数値や電圧・電流
や周波数を自由に変えることができ、その変
化を即座に小ウインドウのオシロスコープの
波形で確認できる。部品の移動や回転、配
線の削除や追加も可能だ。
　文章問題も同様である。「抵抗20Ωと
誘導性リアクタンス15Ωの直列回路に４Ａ
の電流が流れたとき、この回路に加えた電
圧Vを求めよ」といった文章問題も「動く回
路」化して、いわば目に見えるようにしている。
「電気、電子の回路が分からなくても、小ウ
インドウのオシロスコープなどで電圧や電流
の動きが見えるので、好きになるきっかけが
できるんじゃないかと思うんです」。生徒の
アンケートも「非常におもしろい」と上々の
反応だ。
「現在は指導資料として先生用に開発、販
売していますが、今後はシミュレータを内蔵し
た電子教科書として、生徒にも使用して頂け
るように」と意欲を燃やしている。　
「授業のＩＣＴ化」が検討される一方で、教
科書を単にＰＤＦ化するだけでは意味がない
という声がある。同社の本にシミュレータを
内蔵するという特許（電子回路に限定しな
い）は今後に夢を抱かせる。

「見て」「動かして」の
体験型授業が可能に

教科書シミュレーションブックと
新しい指導（授業）方法

株式会社 マイクロネット
代表取締役　浜　三弘

〒210‒0001 川崎市川崎区本町2‒8‒14 本町矢田ビル
Tel.044‒244‒9406　Fax.044‒244‒9325
設立：1990年7月　従業員数：60名　資本金：6,000万円
http://www.micronet.co.jp/

ロボコロ
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世界の技術者が
持たなかった疑問
　温度を測るのになじみ深いのは、体温計
の水銀と温度計のアルコールだろう。ともに、
温度が上がると液体が膨らむ特性が活かさ
れている。温度計の底に溜まった赤く着色さ
れたアルコールが温度変化を受けて細い管
を上がったり下がったりする、あれだ。
　熱

ねつでんつい
電対という2種の金属線の両端を合わ

せることで起こる電圧変化で熱を測る方法
がある。一般人にはなじみがないが、技術畑
に従事する人に用いられている温度計だ。そ
うして、日本人はもちろん、数百万人はいるで
あろう世界の技術者が疑問に思わなかった
ことを、株式会社アンベエスエムティ代表取
締役・安部可伸氏ただひとりだけが疑問に
思ったのが始まりだった。

ゴルフボールで
人差し指の温度を測る
　電子部品製造会社の社員時代、安部氏は、
はんだ付け技術を研究していた。国内外の
はんだ付け装置の長所や短所の解析、新規
はんだ付け装置の考案と実用化などが具体
的内容である。国際会議では、直方体のチッ
プ部品がはんだの表面張力で片方が持ち上
がって、まるで高層ビルの様に見える「マンハ
ッタン現象」と呼ばれる最も難題であった不
良の発生メカニズムと原因、対策を発表し、
世界的に知られることとなった。
　退社して有限会社安部実装技術研究所を
設立（その後、現社名に名称変更）したのは、
安部氏が、片時も頭から離れない疑問を解
決するためだった。その疑問とは、電子部品
の集積回路から伸びたムカデのような足（リ
ード）の温度を熱電対で測定する方法につ

いてである。
　熱電対温度計の代表格となるのが、クロメ
ルとアルメルの２つの熱電対線の先端を合
せたものだ。
　この時、線の先の溶融で直径0.5～１ミリ
の玉ができる。これでリードの温度を測るわ
けだが、測る相手のリード端子幅は0.15～
0.2ｍｍしかない。
「？？？と思ったわけですよ。だって、おかし
いじゃないですか。直径0.5ｍｍの玉状の熱
電対で、0.15ｍｍ幅の部品リードの温度を
測定するんですよ。これでは人差し指の温度
を測るのに、先端がゴルフボールみたいな温
度計を使うみたいなものです」
　それでも、はんだ付けにかかわる先端技術
研究者の誰もが、こうした温度測定方法を疑
問に思わなかった。あるいは、微小熱電対は
製作不可能であると考えて問題視しなかっ
たのか？
　ともかく安部氏は納得がいかなかった。

先端感温部25ミクロン
　どうしても納得がいかない安部氏に耳寄
りな情報が入った。直径25μm（１μm＝１
/1000ｍｍ）の熱電対線をアメリカの部品メ
ーカーで売っているという。
　さっそく購入した。25ミクロンと言えば髪
の毛よりも細い。その線はもろく、切れやす
い。「先端部分の25μmはピンセットで持っ
ただけで曲がってしまいます」
　そのために25μmの熱電対線を先端１cm
だけ用い、手元部分は扱いやすいようにもう
少し太い線を接合することにした。
　そんな高度な熱電対線同士の接合はどの

ように行ったのか？
「うーん、ちょっと……」
　企業秘密ということで、安部氏はそこから
先をいっさい語ってくれない。
　いろいろと苦心されたこともあったであろ
うが、そのあたりの経験談もいっさい黙秘す
る安部氏であった。
「ただ、これだけは言えます。こんな細い熱
電対線をどうやって持ったらいいのだろう？
どうやってくっ付けたらいいのだろう？
　技術者がいちばん楽しいのはこんな時で、
不可能を可能にしようと考える時です。もち
ろん苦しい。夜も眠れません。しかし眠れな
いながら、過去の経験があるので、頭の中で
次から次へと構築できていく」
　このようにして先端感温部の直径を25μ
mとした極細熱電対は生まれた。
　先端接合部を細くしたことで、応答性は素
早くなり、真の温度が測定できるようになっ
た。「既存品に比べて１万倍くらいの感度の
違いがあります」
　この結果、従来では想像もできなかった高
速で回転する自動車エンジン内部の温度測
定も可能にした。そして、この温度測定によ
り、ガソリンの消費量はほぼエンジンの内容
積と回転数で決まるが、より小さい内容積で
回転数を上げた方がより大きな動力エネルギ
ーを得られることが分かった。
　先端感温部径を13μmにした極細熱電対、
先端感温部厚を10μm、40μmと薄くした極
薄熱電対も実用化。プリント基板のはんだ
付け作業の効率化を目指した、温度管理デ
バイス、リフローセンサを開発するなど、計
測から温度制御へと進化は続いている。

技術者が
いちばん楽しいのは挑む時

15BUSINESS LINE  特別号

極細熱電対・極薄熱電対の製造販売

株式会社 アンベエスエムティ
代表取締役　安

あん

部
べ

 可
よしのぶ

伸
〒226‒0024 横浜市緑区西八朔町149‒18
Tel.045‒937‒6023　Fax.045‒937‒6024
設立：1979年2月　従業員数：3名　資本金：1,000万円
http://www.anbesmt.co.jp/

行き着いたのはトレーラー
「最終的な目標はクルマをつくりたいってこ
となんですよ」株式会社クロコアートファクト
リー代表取締役・徳田吉泰氏の目が熱を帯
びた。メーカーから委託されて自動車部品の
デザインを行うのが同社のメイン事業。中で
もエクステリアデザイン―自動車の外装を
最も得意とする。「しかし、いつまでも下請け
でいるのではなく、自らマネージメントできる
メーカーを目指したかった。とはいえ、自動
車をつくるってことは、無茶苦茶ハードルが
高いんですよ。なにしろおカネと人手がかか
るし、成功例も少ない。資本のない僕に、今
なにができるかを考えたんです」
　そこで行き着いたのがトレーラーだった。
エンジンのないトレーラーであれば、構造が
シンプルだし、部品点数も少ない。元々デザ
インする技術力はあり、メンテナンスという
アフターサービスにも対応できる同社。自動
車開発に先駆けて勉強するビジネスとして、
パターン化させるには格好のモデルケースだ
と考えたのだ。しかし、実際に着手するとな
れば、メインの受注業務に対応できなくなる。
実行するのは勇気がいることだった。

重量750キロ以下を目指せ
　海の向こうのリーマンショックは、同社に
も津波のように押し寄せ多大な影響を及ぼ
した。自動車の生産台数が減り、受注が激
減してしまったのだ。徳田氏はピンチをチャ
ンスに変えることにした。受注のための営業
活動をするのではなく、懸案だったトレーラ
ーの開発に挑むことにしたのだ。
　日本に今ひとつ根付いていないトレーラー
を普及させるうえで、徳田氏が着目したこと。

それはトレーラー重量が750キロ以下であれ
ば、牽引免許を必要としないということだっ
た。普通免許で牽引できれば、マーケットは
一挙に広がるはずだ。それにこの大きさなら
維持費もあまりかからない。同社は、750キ
ロ以下のトレーラーを開発することを決めた。
　軽くするにはどうしたらいいか？ ＦＲＰ
（fiberglass reinforced plastics＝繊維
強化プラスチック）のボディを0.7ミリと極限
まで薄くすること。しかも強度を保つために
卵の殻をヒントにした丸い形状を選んだ。四
角い箱型は壁が薄いほど縒

よ
れて脆くなる。と

はいえ、四角いほうが居住空間として良いし、
棚ひとつ吊るにしてもカーブ面では扱いにく
い。居住性の四角をぎりぎりまで採用しつつ、
丸の強度を加えることで軽量ボディは設計
された。台車のフレームについては、アメリカ、
ヨーロッパの“トレーラー先進国”からパーツ
を取り寄せ研究した結果、ドイツの部品メー
カーを選んだ。相談を持ちかけたところ、向
こうも面白がって部品を提供してくれた。相
手がとてつもない巨大メーカーであるのをあ
とで知り、徳田氏は自らの向こう見ずさに苦
笑した。

真の機能美
　まずは、デザインしたものをアウトプットす
るための金型製作では、忍耐の連続だった。
「なにしろ手仕事なので微調整に時間がか
かる。経費もかかる。受注仕事がストップし
ていて収益もなかっただけに、倍のおカネが
出て行くような気がしていました」

　試作段階で最も苦労したのは、暑さ寒さ
で収縮を繰り返すプラスチックの特性だっ
た。ボディの接合部分から雨漏りを起した。
これも接合部の素材やパーツ、収縮に追従
する接着剤の採用などで乗り切った。
　日本全国2万キロに及ぶテスト走行を経て
完成した軽量ハウス型トレーラー“ルーメッ
ト”。そのユニークな外観から移動スイーツ店
に利用されるなどで、人気を博している。
「まず、子どもたちが駆け寄って来るっていう
んです。売り上げが上がったって聞くと嬉しい
ですね」
　とはいえ、ルーメットはデザインありきで生
まれたものではない。「ウチのような規模で
は、カワイイとかカッコイイのマーケティング
によりデザインをマイナーチェンジすること
はできません。１個をつくって長い期間使っ
てもらう必要があります。それに耐えうるの
は真の機能美なんですよ」そして、船にもつ
かわれるＦＲＰを採用したルーメットは、耐
久消費材としてのサイクルを長くすることで
環境負担の軽減にもつながる。安全面でも
ボディに凹凸のないフラッシュサーフェイス
は国土交通省の認定を得ている。
　震災被災地ではキッチンカーとして活躍す
る一方で、老人ホームを回る移動式美容院
に利用されるなど福祉にも貢献している。キ
ャンピングカーはもちろん、デッドスペース
での開店や個人の書斎などイマジネーション
次第で使い方はさまざまに。
　社名の由来は“黒

クロ コ
子”であるが、いよいよ表

舞台に立つ時がきた。

“卵の殻”の使い道は
  イマジネーション次第

軽量ハウス型トレーラー “ルーメット”

株式会社 クロコアートファクトリー
代表取締役　徳田 吉

よしひろ

泰
〒252‒0153 相模原市緑区根小屋2539‒1
Tel.042‒780‒1440　Fax.042‒780‒1446
設立：1996年11月　従業員数：4名　資本金：1,000万円
http://www.crocoart-factory.co.jp/
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初めは介護ベッドから
　株式会社ベネクス代表取締役・中村太一
氏は、介護事業経営者にアドバイスを行うコ
ンサルタント会社に新卒で入社した。介護保
険がスタートしたばかりで、これからは“介護
の時代”と考えていた。
　入社から２年半後に現在の会社を起業。
最初に行ったのは、介護用マットレスの開
発・販売だった。
　当時、介護の現場では床擦れが問題視さ
れていた。介護施設ではヘルパーが不足して
おり、特に夜間には床擦れ防止の体位変換
にスタッフの手が回らなかった。大手メーカ
ーが動くベッドをつくって、この対応に乗り出
した。しかし、闇の中で眠る利用者らにして
みれば、突然動き出すベッドは恐ろしいもの
でしかない。夜間にあちこちで「うー、あー」
と叫ぶ声が聞こえ、不評だった。
「ニーズはあると思いました」
　血流やリンパが滞ると肉が壊死する。これ
が床擦れを起こす原因だ。
　対策のひとつとして、一点にかかっている
体圧を分散させることにした。これにはニー
ドルスプリングを用いた。化学繊維の固い糸
を針のように立ててバネにする構造だ。これ
なら、体圧を一点に集中することがない。
　さて、もうひとつである。血液やリンパの
流れが滞るのが肉を壊死させる原因なら、代
謝をよくすればいいのだ。しかし、加齢によ

り悪くなった代謝をどうやって上げることが
できるのか？ 中村氏は壁にぶつかった。

副交感神経の働きを補う素材
　老齢により落ちた代謝を上げることはでき
ないが、自律神経を活性化させることなら可
能かもしれない。
　自律神経とは、日中の活動を起させる交
感神経と、夜間に身体を休めようとする副交
感神経のシーソーバランスがとれていること
で活発に働く。
　例えば、猫の威嚇は交感神経がフルに働
いている時で、だらんと身体を伸ばしている
時には副交感神経が働いている。昼間は身
体を思いきり動かし、夜になるとぱたんと眠
りにつく子ども時代は自律神経の働きが活
発だった。それが加齢とともに失われてゆく。
「副交感神経の働きを補うことにフォーカス
したんです。温いお湯にゆっくりと浸かるよ
うな、やわやわとしたマッサージのような、そ
うした機能性を持たせた素材の開発を行い
ました」

休むためのウェア
　電子機器の性能を高めるために使われて
いるナノ粒子の技術を応用して、ポリエステ
ルに練り込んだ新素材を開発。床擦れ防止
マットレスを売り出したが、反応は今ひとつ
だった。
「今思うと、介護という分野に自分がこだわ
り過ぎていたのかもしれません」そこで、この
素材でつくったＴシャツをヘルパー向けに販
売しようと考えた。

　ヘルパーは重労働だ。夜勤も多く、自律神
経に影響を及ぼす。
　すると、ある健康器具の展示会でゴールド
ジムのバイヤーがこのＴシャツに注目。委託
販売を申し入れてきた。
　ボディービル選手の育成で定評があるゴー
ルドジムだったが、夜間に筋力トレーニング
を行う選手は、運動直後のカラダの状態は、
交感神経優位となり、しっかりとした休養が
とれていない。
　運動のメカニズムや栄養面での研究は進
んでいても、身体をしっかりと休めることに
は今ひとつ注目されていなかった。
　同社のＴシャツはゴールドジムの物販売上
で第1位を獲得。中村氏は、スポーツ業界に
本格進出すべく、開発部長の片野秀樹氏を
オーストラリアに派遣した。スポーツ立国で
あるオーストラリアではスポーツ科学の分野
でリカバリーがすでに注目され、国立センタ
ーがオープンしていた。
　ベネクスでは、Ｔシャツだけでなく、ボトム
ス、タイツ、腕用や靴下などのリカバリーウ
ェアを次々にラインアップ。ジムで売れている
ことに注目した百貨店でも扱われるようにな
った。さらに角川マガジンズの書籍の付録に
採用され、40代、50代の女性を中心に50
万部を売り上げた。
「今ドイツ市場への展開を考えていますが、ド
イツ語で“休養”はリゲネラチオン、英語ではリ
ジェネレーション― “再生”です。日本は休養
についてまだまだ考え方が受け身。リカバリー
をスタンダードにし、日本が、いや世界が元気
になってもらうために活動を続けます」

株式会社 ベネクス
代表取締役　中村 太一

〒243‒0014 厚木市旭町1‒21‒8 あさひビル201
Tel.046‒280‒4117　Fax.046‒280‒4119
設立：2005年9月　従業員数：11名　資本金：1,000万円
http://www.venex-j.co.jp/

小さな牧場の三代目
　祖父が乳牛２頭を飼養して始まった石田
牧場の三代目が、株式会社めぐり代表取締
役・石田陽一氏である。二代目を後継した父
の代に規模が大きくなり、現在は牛舎に40
頭を飼養している。生まれた時から牛と一緒
だった石田氏は、「両親の働く姿を見て、牧
場の仕事がいいな、カッコいいな」と思い、
中学時代には自然と家業を継ぐ気持ちにな
っていた。
　県立農業高校畜産科を卒業後、北海道の
畜産関係の大学に入学。卒業後にはニュー
ジーランドの牧場で１年間修業を積んだ。石
田氏は、ここで大きな壁にぶつかることにな
る。世界的にバイオエタノールが出回り始め、
牛たちのエサになる穀物がそうした燃料に使
われ、エサの価格が４倍に急騰してしまった
のだ。日本の酪農や畜産業にも影響が及び、
その多くがやめてしまっているというニュース
が耳に届いて来た。
　その一方で、自分が今いるニュージーラン
ドでは牧草を100％自給できてしまう。
　幼い頃から牧場の仕事を「いいな、カッコ
いいな」と思う反面、休みもなく、大変な仕
事であるのも目の当たりにしてきた。それで
も祖父母の口から、疲れたとか、おカネがな
いなどといった弱音を聞くことは一度もなか
った。いつも楽しそうに働いていた。
　しかしここに至って、神奈川県のあの小さ
な牧場を、朝から晩まで働き守り続ける意味
がはたしてあるのかといった疑問が初めて生
まれた。と、同時に早く自分が帰って手伝わ
なければと気がせいたのだった。

都市近郊農業の使命と強み
　石田牧場に戻り働き始めると、過酷な現
状がますます分かってきた。高いエサを与え
てわずかな牛乳を搾り、規模を拡大しように
も土地がない。周辺は住宅地で制約もある。
「どうやって改革するかが見えませんでした」
　迷いの中にいた石田氏に、近所の保育園
から声がかかった。「牛さんのことを、子ども
たちに教えてください」。話しに行ってみると、
園児たちは牛が牛乳をつくるという事実を知
らなかった。さらに驚いたことに、保育士ら
も牝牛は子牛を出産したあとでないと牛乳
が出ないことを知らなかった。
「心と心が、消費者と牧場が離れていた。生
産者が扉を開いていなかったことを実感しま
した」酪農は乳価１ℓの値段が約100円。一
定基準を満たすことで収入が決まる。しかし
それだけで、自分の搾った牛乳がどんな人の
口に入るのか、その人はどんな思いで飲んで
くれるのかを考えたこともなかった。その時
だ、「牛乳の価値と、どういう思いで牛を飼っ
ているかを伝えること。それが都市近郊で酪
農をやっている使命であり、強みである」と感
じたんです。

周りの農家も一緒にハッピーに
　牛と牧場を知ってもらいたいと、消費者を
受け入れ、乳搾り体験、エサやり体験などを
実施した。子どもたちは、自分よりも何十倍
も大きな動物を見て最初は怖がった。滝のよ
うなウンコやオシッコに驚き、ざらざらした舌
で舐められながら、いつの間にか牛と仲良く
なっている。それを見て、牛といることが当た
り前になっていた石田氏は、自分が牛に育て
られてきたということを改めて実感すること
ができた。そして自分の牧場の牛乳が、子ど

もたちの骨となり肉となるのを感じて、ほう
きのひと掃きにも意義を見いだせるに至った。
　石田牧場を訪れる人々から「アイスが食べ
たい」「チーズはないの？」といった声が聞こ
えるようになった。
　始めるならジェラートをと決めていた。食
品加工を学んだ夫人が、その声の実現に向け
て手助けしてくれるというのも心強かった。
　さらにその思いは、「チーズ、ミルクキャラ
メル、ヨーグルトなら牛乳だけでできます。そ
れでは石田牧場だけで完結してしまいます」
と、ふくらむ。
　近隣の野菜農家、果樹農家で組織している
農協青年部の仲間と一緒にやったほうが盛り
上がる。牛乳にイチゴ、サツマイモ、お茶など
を組み合わせてできるのがジェラートだ。お店
が繁盛すれば、周りの農家もハッピーになる。
　かくて、石田牧場のジェラート屋めぐりは
地域の思いをのせオープンした。イチゴやメ
ロンといったフレーバーは冷凍すれば一年を
通じた人気商品になる。しかし、旬を大切に
その時期のみに味わってもらうのが同店のこ
だわりに。
　小麦ではなく地元産の米と卵を使ってシフ
ォンケーキも始めた。ジェラートで接点のな
かった農家とも一緒に活動したかったからだ。
そしてジェラートという季節商品を補ってく
れるアイテムにもなっている。
　めぐりに訪れる人々には農
家の顔と志が見える安心を、
農家にはやりがいと責任と元
気の源を、互いのたくさんの
笑顔が地域をめぐっていく。

地元農産物とコラボした
信頼と共生

17BUSINESS LINE  特別号

笑顔のめぐりプロジェクト
～牧場スイーツが農家と消費者を繋ぐ～

株式会社 めぐり
代表取締役　石田 陽一

〒259‒1127 伊勢原市上谷777
Tel.0463‒93‒4870　Fax.0463‒93‒4870
設立：2014年2月　従業員数：4名　資本金：395万円
http://meguri-gelato.com/

リカバリーを
スタンダードにして
世界を元気に

休養時専用「リカバリーウェア」の
開発・製造・販売



アイ・ケイ・シー 株式会社 （自動車内装清掃業）

株式会社 アステック （浴槽・浴室の製造、販売）

株式会社 愛セラピー （整体業／骨格整体）

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）

インフィニット情報システム 株式会社 （情報処理サービス業）

株式会社 ウイングベース （教材開発業）

株式会社 Wind Design Products （水耕栽培装置・苗の販売）

エムテックコーポレーション 株式会社 （通信販売業／ＰＣ周辺機器）

株式会社 AAAAA GROUP （貿易、 コンサルタント）

SO&CO 株式会社 （省エネルギー・健康器具製造販売業)

有限会社 加藤技研 （排気ガス浄化装置製造・販売）
カサハラ印刷 株式会社 （印刷業）

株式会社 カタライズ （製造業）

カドヤ工業 株式会社 （製造業）

川島農園 （野菜・漬物製造、 販売業）

かながわ経済新聞社 （マスコミ／新聞製作業）

有限会社 九電社 （電気工事・家電品販売）

有限会社 グリテックスインターナショナルリミテッド （機械製造業)

五光発條 株式会社 （精密ばねの設計・製造・販売）

株式会社 三興ネーム （印刷業・電子素子製造業）

三和交通 株式会社 （一般乗用旅客自動車運送事業）

株式会社 サンライズ （塗装業・機械器具設置業）

湘南AO 株式会社 （商品企画製造・販売［卸・EC］業態開発）

株式会社 スカイレインボー （医療用雑貨、 製造販売卸）

杉元産業 株式会社 （卸売業）

スポットロン 株式会社 （電子機器製造販売）

トータルリビング ユウキ （オーダーカーテン・オーダー家具販売）

株式会社 中島製作所 （自動車用部品付属品製造業）

株式会社 長澤商事 （不動産業)

日鉄工営 株式会社 （一般機械製造業）

株式会社 バイオクロマト （理化学機器製造・販売)

フェアスタートグループ （人材紹介業、 キャリア教育支援事業）

株式会社 フューチャーネットワークス （情報通信業）

プライムダイレクト 株式会社 （OA機器販売／リサイクルトナー製造販売） 

株式会社 ぺっとぼーど （ペット関連サービス）

文化堂印刷 株式会社 （総合印刷業）

株式会社 まちふく （福祉事業、 食品製造販売卸、飲食業）

株式会社 松本製作所 （プラスチック成形製造業）

株式会社 紫式部 （情報サービス業）

メディトレック 株式会社 （製造・販売業）

株式会社 MEMOテクノス （製造業）

やきとり竜馬におまかせ （飲食店）

山協印刷 株式会社 （総合印刷業）

株式会社 ラッキーソフト （情報サービス業）

株式会社 ワイズオン （卸売業・小売業）

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/

上記企業の皆様に “かながわ「産業Navi大賞」” を応援していただいています。

社名 ： 五十音順　（　）内は業種

注目の企業
神奈川県内の新規事業に取り組んでいる

がんばる

表彰後の
特典

募集の対象

「産業Navi」（当財団実施の経営情報Webサイト）に
  おける表彰事業のホームページ作成・掲載
　「産業Navi」内の本事業コンテンツでの受賞企業
  および表彰事業の紹介
　「ビジネスライン」（当財団発行の経営情報誌）に
  おける受賞企業の紹介
　「テクニカルショウ ヨコハマ」における受賞企業
  および表彰事業の紹介（財団出展ブース内での展示）

▲ビジネスライン ▲テクニカルショウ ヨコハマ

100万円 50優秀賞

フロンティア部門・環境（エコ）部門 各1件

大賞 賞金 万円
30奨励賞 万円

▶神奈川県内に事業所を有する中小企業者、または個人事業者 自社で企画・開発した製品で売上が向上した。
　新しい販売手法にチャレンジした結果、売上
が向上し業績が改善した。
　独自の技術が見直され新たな販路ができた。

など具体的な事業効果がでたもの
▶平成27年2月までの概ね3年以内に売上の向上や販路の拡大等
　の事業効果が出ていること

▶県内中小企業で開発・考案した、サービス（新しい販売手法等）・
　製品・商品・技術等により、売上の向上や販路の拡大等、具体的な
　事業効果がでたもの
▶環境（エコ）部門に関しては、前記の要件を備えると共に、環境
　問題・環境保全への取組みや、省資源化に優れているもの

対 象 者
対象事業

対象期間

詳しくはWebページにて…
http://www.navida.ne.jp/sangyo/kanagawa/

産業ナビ大賞 検索

例 え ば 応募事業の具体例

がんばる元気な中小企業を応援したい
産業Navi大賞とは、県内中小企業で開発・考案した、サービス（新しい販売手法等）・製品・商品・技術等により
売上の向上や販路の拡大等、具体的な事業効果がでた元気な中小企業を表彰、支援するものです。


