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最先端技術を歴史ある
農業ビジネスに応用
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枯渇させ、農業への影響が懸念されている。
そして、それを救うのもまた化石燃料から生
まれたハイドロゲルであると森氏は考えた
のだった。

ストレスがトマトを
甘くする
　アイメックフィルムの下の養液が、ウイル
スや菌で汚染されても、フィルムの上に根
を広げた植物が感染することはない。
　また、ハイドロゲルからできているアイ
メックフィルムの中の水は、養分を含む結
合水であり、水耕栽培で用いられる自由水
と違って植物は吸水しにくい。この水分スト
レスに対抗して、水分を吸収するため、植物
は糖やアミノ酸を大量に合成し浸透圧を高
める。たとえばトマトなら高糖度化、高栄養
化する。
　アイメック栽培で育ったトマトを収穫し、
まるごと絞ってつくり上げたジュースの、な
んと甘く豊潤だったことか。
「アイメックフィルムで覆われ、必要最低
限の養分や水分で育てられるという環境
を、植物はよしとしません。だから、ほかの
場所に移ろうとする。そのために、甘い実
をつけ、鳥などに食べさせて、もっと良い場
所に種を運んでもらうのです。植物本来の
適応性（アダプタビリティ）を引き出すのが、
アイメックなのです」
　水耕栽培ではここまで甘いトマトはできな
い。葉物についても、アイメックで収穫した
野菜は、水耕栽培の３倍のビタミンを含む。
　また、根が養液中にあるので、養液が腐

らないように殺菌する、あるいは交換す
る。また、根に必要な酸素を液中にバブリ
ングするなど、厄介な工程が必要になるな
ど、技術が必要なのも水耕栽培である。そ
の点、誰でも簡便に行えるアイメックは普及
し易い。
　同社では、アイメックを農業未経験者で
も容易に実施できるよう、栽培ベッド、給
液システム、フィルムをシステム化してい
る。アイメックの技術は、その新規性、独創
性が認められ、すでに116ヵ国以上（日、米、
欧、豪、加、中、韓、露、アフリカ諸国など）
で特許が成立している。アイメック事業は
上記特許に基づくロイヤリティー事業であ
り、水不足、土壌劣化にともなう食糧不足
の解決策として海外でも期待が高い。

ムダが面白い
　日米の企業で、長足な進歩を遂げた今日
の高分子化学が天然素材をプラスチックに
変えることにより、人類に大きな利便性を
提供した。さらに、この行き過ぎた利便性
が地球規模の環境破壊を引き起こしている
ことを森氏は目の当たりにしてきた。
　環境破壊による食糧危機の解決には植
物の力を借りる以外にないと考えた。
「農業がなければ今日の１╱2,000の人類
しか地球上に生きられなかったと言われて
います。しかし、その農業には大量の土、大
量の水というコストが必要です。土と水の
代わりをするプラスチック（アイメックフィ
ルム）により植物は新たな機能を獲得しま
した」

２０１７ メビオール 株式会社
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代表取締役社長　森　有一
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実験農園にて
「まあ、見ていただくのが早いでしょう」
　メビオール株式会社代表取締役社長・
森有一氏が社屋内のドアを開く。室内には
ラックが置かれ、そこにはたくさんの水槽
が並んでいる。水槽で、ミズナなどの野菜
が栽培されているのだ。ビルの中の研究農
園は、もはや珍しくはない光景だった。
　だが、圧倒的に違っているところがあっ
た。通常の水耕栽培なら、野菜の根は栄養

水に浸っている。しかし、この農園では、水
面にフタのように浮かべられたフィルム状
の透明シートに野菜は根を広げているの
だった。
　野菜だけではない、丈の低いヒマワリも
ガラス鉢で同じように育てられている。
　これこそ、森氏が世界に先駆けて開発し
た持続的農業技術―アイメックだった。

フィルムにあいた
ナノサイズの孔
　アイメックは、土と水の代わりにフィルム
状のハイドロゲルを活用する。アイメックに
使用するメビオール製のフィルム状ハイド
ロゲルがアイメックフィルムだ。
　アイメックフィルムは、ナノサイズの孔が

開いた３次元高分子網目構造から成る。水
分子や肥料成分のような数ナノメーター以
下の低分子量物質は吸収するが、数十ナノ
メーター以上の大きさのウイルスや菌は排
除する。
　日本の大手化学企業を経て、アメリカの
企業研究所に勤務した森氏が、1995年に
設立したのが同社である。
「日米でいろいろやってきたのだから、残る
はベンチャーしかないよね」と森氏は笑う。
　森氏が専門に行ってきたのは、ハイドロゲ
ルをゴム状、膜状、繊維状にし、心臓、腎臓、
血管などの人工臓器をつくることだった。
　人工透析にはフィルム状のハイドロゲル
を使用するが、このフィルムにもナノサイズ
の孔があり、尿素、アンモニアなどの毒素
を除去して血液を浄化する。

化石燃料が農業を救う
　森氏が起業を思い立った時、その事業目
的はすでに決まっていた。医療用に開発し
てきた膜およびハイドロゲル技術を、農業
に展開することだったのである。
　当時、地球温暖化による環境問題が叫ば
れはじめ、人口急増による食糧問題への危
機を加速させた。
「人類は化石燃料というパンドラの箱を開
けてしまった。以来、産業革命の鉄の時代
を経て、プラスチックへ。木綿はナイロンへ
と変わった。動植物が地中に堆積し、数億
年をかけてできたエネルギーを、一瞬にし
て燃やしてしまったのです」
　産業革命以降、化石燃料を大量に使用す
ることで進んだ地球温暖化は、真水資源を

安全・高栄養価の農産物を生産する
農業システム（アイメック）

　しかし、アイメックの認知には長い時間が
かかった。太古の昔から土を使ってきた農
業にとって土は最も重要な存在であり、他に
代替えが効かないものという信仰があった。
　当初、同社は沖縄などに独自農場を展
開し、アピールを行った。そして、新しい農
業技術に興味を持ったのは、農家ではなく、
レストラン業、建設業、製造業といった人々
だった。
「農家は農作物をつくるのが専門です。売
るのは農協が手掛けているわけです。とこ
ろが、アイメックに最初に興味を持った業
界の人々は、農作物は食べて腹を満たすも
のとしてではなく、人を健康にするものとし
て捉えた。付加価値を与えることに興味を
抱いていた」
　アイメックが定着するまで社の設立から
18年を要したことになる。「植物は時間が
かかるんですよ」と森氏が微笑む。父は彫
刻家だった。幼い頃、裸婦像のモデルがい
るアトリエに森氏を入れてくれた父の口癖
は、「感性、創造力を大事にせよ」と「ムダ
が面白い」だった。その父が鉄の棒や荒縄
を骨格に粘土でつくる像が、モデルの女性
よりも質感を持っていくことが不思議だっ
た。彫刻家は収入が不安定で、高校生にな
ると母の着物を持って質屋通いした。そこ
でウイン-ウインの交渉術を学んだ。もうひ
とつ、中学時代の物理の先生の「森羅万象
には必ず訳がある。それをとことん追求せ
よ」という言葉が森氏の中に深く息づいて
いる。
「ハイドロゲルでメディカルをずっとやって
きました。その最先端技術が、農業という
歴史あるビジネスに応用できた。それが産
業Navi大賞というかたちで評価されたの
が非常に光栄。農業に新しい流れができた
のなら、会社を設立した意義があった」と
森氏が受賞の弁を述べた。そして、そこに、
「まだ結果が出たわけではないが」と付け
足すことも忘れなかった。

アイメックトマト農園

アイメックフィルムの農法の原理図



それをふたたびプローブが感知し、レシー
バが返ってきた超音波を受け取る。そして、
跳ね返ってきた超音波をコンピュータで画
像化するのが、超音波検査システムである。
　同社では、パルサ・レシーバの製造も行
うようになった。
　もちろん、それだけにとどまることはな
い。プローブを被検査物に接触させる際、ゼ
リー、潤滑油、水などを被検査物に塗る必
要がある。これは、プローブを被検査物に
直接当てた場合、そこに 間ができてしま
い、プローブから発信した超音波が通り抜
けないからだ。超音波は、なにを通り抜け
ないのか？空気である。そう、超音波は、空
気を通過しないのだ。超音波はゼリーなど
の接触媒質を通ることでこそ、被検査物に
届くのだった。しかし、ゼリーや水などを塗
ることができない被検査物もある。自動
車のブレーキがそうだ。ほかにも多くの精
密部品がある。電気自動車が搭載するリチ
ウムイオン電池には、水は禁物だ。接触媒
質のいらないプローブ―2011年に産業
Navi大賞を受賞したのがこの非接触超音
波検査システムであった。

曲がるプローブ
　同社が新たに挑んだのは、湾曲や凹凸の
ある硬い物や、形の変わる軟らかい物にも
フィットする超音波プローブである。
　超音波プローブは、セラミック製である。
高い周波数のプローブほど、このセラミッ
ク板は薄くなる。
　超音波は空気を通過しないため、感度を
良くするため接触面を多く取ろうとするが、
セラミック板では、凹凸面や曲面との間に
間ができてしまう。

　同社が開発したフレキシブルリニアアレ
イプローブ『曲

きょくたん
探』が、これを解消した。

　曲げたり、たわみを持たせることができ
るので、さまざまな形状の被検査物に対応
が可能だ。

としたのではなく、感度を上げるために研
究する中で生まれたもの。樹脂を入れてや
ることで、柔らかい音が伝わるというスタッ
フの発想があった」のだそうだ。
　今後の注目市場としては、医療分野が挙
げられる。現在進行中の案件として、整形
外科、歯科など多彩な分野で注目を浴び、
医療現場や先端の研究現場から今までに
なかった製品として多種多様な実験に用い
られている。
　工業非破壊分野から市場規模の大きな
医療分野へ乗り出す可能性を秘めているわ
けだ。
「今あるものを安くするのではなく、新し
いマーケットを開拓し、付加価値を築くの
が当社です」と小倉氏は胸を張る。
　今までなかった検査機の開発は、今まで
不可能であった検査ができるようになるこ
と。それは社会の安全、安心を担保するこ
とにつながり、新しい発展にも寄与できる。
「独自性のある自社製品の開発は、会社の
ブランド力を高めます。看板製品を持つこ
とで社員の士気も上がる。中小企業が自社
の技術でもって、大企業に運命を左右され
ることなく、自分の足で立つ。それが雇用の
促進にもつながり、社会へ貢献することに
もなります」
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プローブとは
検査対象に接触する製品
　2011年に「空気中で計測可能な非接触
超音波検査システム」で、産業Navi大賞の
フロンティア部門大賞を受賞。
「今回、優秀賞を受賞するまでのこの７年
間で、もっともビッグニュースは横浜スタジ
アムで始球式をしたこと」
　ジャパンブローブ株式会社代表取締役社
長・小倉幸夫氏は、冗談とも本気ともつか
ぬ口調で言う。
「“地元に面白そうな社長がいる”っていう
んで誘いがかかったの。こっちも“いいんで
ねえの”って、引き受けちゃいました」

　野球などしたことはなかった。硬式ボー
ルが送られてきて、２週間練習した。
　本番の横浜ベイスターズ対広島カープ
戦では、18.44メートル先にあるキャッ
チャーのミット目がけて全力投球した。カー
プのトップバッター丸選手のバットは空を切
り、ハマスタのカラービジョンには〔超音波
プローブの製造販売メーカー〕と同社の事
業内容も紹介された。
「あの５分間、球場の主役だったな。いっぺ
んにベイスターズファンになっちゃった」
　しかし、超音波プローブという言葉を、客
席を埋めた人々のうち、どれほどが理解で

きたろう？
　プローブとは、探

たんしょくし
触子。測定や実験など

のために、検査対象に接触する製品である。

研究開発型企業として
　1979年、原子力発電所の超音波検査用
のプローブをつくる会社として設立された
のが同社だ。
　当時、プローブは海外からの輸入品を用
いることがほとんど。これを同社が製造販
売し、ビル、電車、新幹線の車軸、化学プラ
ント、トンネルなどの検査に広く用いられる

ようになった。
　大手メーカーで40年以上超音波検査装
置の研究開発にかかわってきた小倉氏が、
代表取締役社長として同社を事業承継する
ことになった際、心に誓ったのは、「研究開
発型企業にしよう」ということだった。
　プローブをつくるだけのモノづくりメー
カーでは、成長が難しいと考えたのだ。
　パルサがプローブに働きかけ、人の耳に
は聞き取ることのできない超音波を発信す
る。超音波は、被検査物に破損箇所がなけ
れば、そのまま通り抜ける。ところが、なん
らかの異常があった場合、跳ね返ってくる。

２０１７
　構造はこうだ。曲探は３層構造になって
いる。コンポジットと呼ばれる超音波プ
ローブの振動子はセラミック板だといった
が、ここに精密加工機でナノレベルの切れ
込みを入れ、そこに樹脂を流し入れることで、
曲がるソフトプローブをつくり出したのだ。
　これにより、表層欠陥の検査が可能に
なった。表面直下の欠陥、近接欠陥、超音
波減衰の大きいCFRP、GFRP、アルミダイ
キャストなどにも適用する。
　単に被検査物にフィットさせただけで
はない。コンポジットを吸音性のあるダン
パー材と感度を向上させる整合層でサンド
イッチすることで、高感度、高分解能のプ
ローブとなっている。
　検査対象という観点では、航空機の主翼
などの湾曲、鋳物やガス溶接した凹凸部分
などにもワンタッチかつ高解像で検査が可
能である。
　小さい窪みや、狭小な部分にはプローブ
の先をカートリッジタイプにした超音波ソ
フトプローブ『柔

じゅうたん
探』をラインアップ。

　溶接部分の隅肉や鋼材の狭小溝部など
にも、細いペンシル型のプローブが侵入し
て検査が可能だ。

独自技術を持ち
自分の足で立つ
　製品のキーパーツであるコンポジット振
動子を自社内で製作しているため、模倣で
きないことが最大の強みだ。
　また、キーパーツだけでなく、肝になる
ダンパー材など３層構造の部品のほとん
どが自社製品。部品を自社開発し、完成品
プローブまで組み上げるメーカだからこそ、
顧客の要望に応じて柔軟なカスタマイズ対
応がとれ、さらなる高性能化、高いユーザ
ビリティを発揮している
　この研究熱心さが、ソフトプローブを生
んだわけだが、セラミックに樹脂の溝を入
れようという発想は、「プローブを曲げよう
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新しいマーケットを開発し
付加価値を加える

ジャパンプローブ 株式会社
代表取締役社長　小倉 幸夫

〒232‒0033 横浜市南区中村町1‒1‒14
Tel.045‒242‒0531　Fax.045‒242‒0541
設立：1979年8月　従業員数：41名　資本金：5,500万円
ht tp://www.jp -probe.com

超音波プローブ曲探・柔探

ものづくり部門

曲　探

柔　探
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遠隔監視装置の
会社として設立
　「これぞまさに横浜にあるべき業績！」
と、産業Navi大賞審査員から声が上がっ
た。船舶エレベーターのグローバル保守シ
ステムを構築した、株式会社日本リフツエ
ンジニアリング（NLE＝NIPPON LIFTS 
ENGINEERRING INC.）への評価である。

● ● ●
　1992年、一般エレベーター向けの非常
時通話装置、遠隔監視装置の開発、設計、
製造、販売を行うことを事業目的に同社は
設立した。当時、エレベーターにそれらの
装置の取り付けが義務付けられ始めていた
からだ。
「エレベーターのシェアは、マルチナショ
ナルメーカーである７～８社によって占めら
れています。そうしたメーカーは、メンテナ
ンス専門の会社を独自に持っているので
す。我々のターゲットは、大手ではない中堅
メーカーと次のレイヤーの会社でした」
　と、同社代表取締役・藤本真之氏。
　その頃、エレベーターの非常時通話装置、
遠隔監視装置は非常に高価であった。ター
ゲットとなる会社は資金的に潤沢とはいえ
ない。それでも取引してくれるような価格設
定の装置を、同社はゼロから研究開発した。
「遠隔装置については、よくよく内容を把
握し、我々にとって市場性があると確信し
ていました」
　その読みどおりこの事業は、国内累計
５万台強の販売実績がある。

人助けのつもりで
　2006年、都内でエレベーターの死亡事
故が発生した。これを機に、全国規模でエ

レベーターの緊急点検が行われた。非常時
通話装置と遠隔監視装置の供給のみを行
い、保守点検は行っていなかった同社だが、
手を貸してほしいという声が多くなっていた。
「メンテナンス業務は、これまで装置を納
入していたお客さまの領域に入ってしまう
わけです。応援するつもりはもちろんあっ
たが、遠慮する気持ちが強かった」
　そうした中、陸上のエレベーターの保守

に追われている実情から、海上、つまり船
舶のエレベーターの保守にまでまったく手
が及ばなくなっていることを知る。
　藤本氏は船乗りを夢見て、船舶系の学校
に通っていた。ところがオイルショック後、
人件費の高い日本人を、船会社が船員とし
て求人しなくなった。
「船員は船の中で完結する使命を帯びて
います。ですから、電気、機械、冷凍機、ポ

ンプなどさまざまなことを学
びます。その知識が買われて、
エレベーター会社に就職しま
した」
　長年エレベーター会社に勤
務し、船とエレベーターの両
方に通じた藤本氏。自身の経
験がすべてリンクしていたの
だ。社内には船舶系の学校出
身者や船員の経験者もいた。
「弊社の強みを生かし船舶のエレベーター
に特化していこう。新たな挑戦と共に、こ
れはもう人助けだと思いました」
　同社は港に停泊中の大型商船や客船に
対して、船舶エレベーターの保守に乗り出
した。

オーバーヘッド経費が
削減
　客船にエレベーターが設置されているこ
とは広く周知されているが、大型タンカー
や大型鉱石船、大型コンテナ船、自動車専
用船の船員居住区にエレベーターが設置さ
れていることは意外に知られていない。
　船舶エレベーターの保守は従来、船に設
置されたエレベーターのメーカーに依頼さ
れていた。船会社の工務監督が依頼するわ
けだが、管理を担当している船が５隻で、エ
レベーターメーカーが異なっていれば、それ
ぞれ違った点検報告書や作業報告書を受
け取り、５種類の請求書を処理し、別々の
銀行口座に料金を送金していた。
　国際航路に従事する船舶は、世界中の港
に入港するため、エレベーターメーカーの
限られたサービス網だけではカバーできな
い。港のローカルな業者が応急対応するか、
エレベーターが故障したまま使用不能な状
態での運航を余儀なくされていた。
　同社は、エレベーターの遠隔監視装置
の製造のためフィリピンに出先機関を持っ
ていた。ここを拠点とし、世界各国にパー
トナー会社を構築した。ワンオーダーです
べてのメーカーの機種にタイムリーに対応

するシステムを展開。点検報告書や作業レ
ポートも統一したフォームで提出している。
　顧客によっては、以前は海外の技師が来
日し、エレベーターの保守整備をし、USド
ルで支払っていた高額の料金。それを、同
社に依頼してからは適正料金を円で支払う
ことができ、さまざまなオーバーヘッド経
費が削減されたと喜びの声を聞く。

船員向け実践セミナーを
開催
　船舶エレベーターは、航海中は機関部の
船員が点検や整備を実施する。機関部の船
員は、船舶を運航するためのメインエンジ
ン、発電機、ボイラーなどの機器に関しては
豊富な知識を有している。だが、エレベー
ターについては知識が乏しく、昇降路な
どの狭い場所で整備中の事故が発生する
ケースが見られる。
「船員を目指していた私も、こうした件に
は心を痛めていました」
　このような背景やニーズもあり、同社は
船会社の船員向けにエレベーター安全セミ
ナーをフィリピンのマニラにある研修セン
ターで、年間５回開催している。
　大排気量、大口径の大型ディーゼルエン
ジンから伝わる振動、荒波や暴風による揺
れなど、同じエレベーターではあっても、船
舶用エレベーターは、ビル内のそれとは大
きく違って過酷な環境下にある。点検や修
理をするには、エレベーターに関する知識
や技術と併せて、船舶や航行事情について
の充分な知識と船舶エレベーターの豊富な

メンテナンス経験が必要となる。
　研修センターでは、世界基準となる習得
レベルの標準化を図り、船員に向けての実
践的な内容のセミナーを開催している。

人をマネージメントする
大変さ
　船舶は世界中を動き回っている。その船
を定期点検する海外ネットワークも構築。
「大量生産のモノづくりは大手には勝てま
せん。大手の後追いをするのではなく、率
先してできるサービスをいかにエレベー
ターの分野に提供できるか」
　同社の監視システムが、船舶エレベー
ターの日々の稼働状況や信号を端末に記録
し、船舶が入港した際にIPネットワーク網
を経由してその記録を同社が受け取り、エ
レべーターの遠隔診断を行えるよう開発を
進めている。
「以前は製品開発というモノとの闘いでし
た。今はいろんな事情を抱えた、国内外のス
タッフを束ねていかなければなりません。人
をマネージメントする大変さ。しかし、もち
ろんこれほどやりがいがあることはない」

これから目指すもの
　今後のビジョンについて藤本氏はこう
語る。
「当社顧客が真に保守サービスに取り組
むとき、我々はそれを強力に支援する。当
社顧客が取りこぼしている船舶ビジネスは
我々がエンドユーザーを支援する。金儲け
至上主義や安売り競争ではなく、スマート
に、あるべき姿を追求したい」
　クルマ、バイク、オヤジバンド、大人の男
の趣味を数多く持つオールドボーイ、藤本
氏は、なにより海を愛する。いちどは船員
を目指した彼が、船の仕事で港に戻った。
　創業以来20年以上、横浜を本拠地として
きた。会社ロゴマークもＮＬE ＹＯＫＯＨＡ
ＭAＪＡＰＡＮ。これからもグローバルな顧
客にＹＯＫＯＨＡＭＡを広くアピールしていく。

株式会社 日本リフツエンジニアリング
代表取締役社長　藤本 真之

〒222‒0033 横浜市港北区新横浜1‒3‒1
Tel.045‒478‒1790　Fax.045‒478‒1792
設立：1992年3月　従業員数：30名　資本金：2,000万円
ht tp://www.nle -jpn.co.jp

これぞまさに
ヨコハマにある
べきビジネス

船舶エレベーターのグローバルサービスシステム
構築と世界展開

サービス部門

船員向け実践セミナー現場作業



大漁旗は漁業者向けという考えが浸透し、
一般消費者には縁遠い存在なのだ。
　なんとか大漁旗の認知度を向上させる
対策を立て、実行しなければならない。そ
こで、市内に来遊する観光客の土産需要を
キャッチアップでき、かつ同店の大漁旗を
想起できるものとして手拭いの販売を企画
した。
　三崎漁港を知る地元デザイナーに協力
依頼した、大漁旗をベースにしたデザイン
の手拭い販売を開始。
　一方で、大漁旗製造業と捉えられていた
観光客と一般消費者に向けて大漁旗製造
小売業としてアピールできるように居住ス
ペースを改装した。土間の小売りスペースを
確保し、来店しやすい雰囲気をつくった。
「店にじかに入ってもらい、手拭いをお土
産に買っていってもらって、うちのことを思
い出してもらう。そうやって、飾り旗の受注
に結び付けたいと考えたんです」
　由貴氏は大学卒業後間もなく家業に就
いた。しかし、「なにしろ仕事を始めてから
いい年がありませんでした。端午の節句の
飾り旗も、一過性で終わってしまいます。な
んとかしたいのだけれど、きっかけがつか
めなかった」
　それが、東日本大震災後、東北の漁港の
復興の大漁旗をつくるのを手伝うことで、
逆に勇気をもらえた。
「負けていられない、こちらも頑張らない
と、と思えたんです」
　東北の漁港からは、今も大漁旗の注文が
あるそうだ。

土産品としての手拭いが
好結果
　手拭いの商品開発においては、あくまで
大漁旗の認知向上を目指すものであった。
それゆえ大漁旗のモチーフにした。そこを
維持しつつ、若年層を含めた観光客に認知
性のあるデザインを設定したことが評価さ
れて、三浦ブランド商品として認定される
に至った。
　三浦市には、年間500万人以上が来遊す
る。その滞在時間は２時間程度である。観
光土産はマグロをはじめとする冷凍食品で
あり、購買層も限られている。
　また、交通手段の関係や、鎌倉市、横浜
市とセットで来遊する観光客も多いことか
ら、保存方法の観点で冷凍品を購入するの
を敬遠する可能性もある。
　同店の手拭いは、持ち歩きに支障はない
し、直近の販売実績が当初開始実績の20

２０１７
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三富染物店
代  表　三冨 實

じつひと

仁
〒238‒0243 三浦市三崎1‒10‒9
Tel.046‒881‒2791　Fax.046‒882‒2319
設立：1833年1月　従業員数：3名
ht tp://www.h4.dion.ne.jp/~m-some

観光客を対象とした伝統技術体験と
観光土産品販売事業

販 売 部 門

創業は江戸の昔
　姓は三冨だが、屋号が三富なのは、「画
数の関係なのかもしれません。つまり“冨”よ
りも一画多いほうが吉数なので“富”にした
らしいと」今回産業Navi大賞に応募した
三冨由貴氏がそう説明する。
　設立は1833年。もともとは幕府の御用
職人だった。戦

いくさ
の幟
のぼり
を納める紺

こうや
屋で、免

税事業者のはずが、税の取り立てがあった。
これはどうしたことか？　という浦賀奉行
所への質問状が横須賀の図書館に保存さ
れており、その日付が天保４年１月だったと
ころから、この年には間違いなく存在して
いたと設立年月にしている。あまりに古くか

ら続く店なので、今となっては不明なところ
もあり、「らしい」と推察するしかないので
ある。
　当主は代々實

じつ
右
え も ん
衛門を名乗る。由貴氏の

父である６代目当主の實仁氏は、作業場で
仕事中だ。

隆盛を誇ったマグロ漁と
大漁旗
　染物業は機織りよりも古典技術である。
戦旗を納めていたところが、時代とともに
大漁旗を扱うようになった。三崎漁港が近
いため、それは必然の流れであろう。

　かつての漁船はつくりがよくなかった。
なにより大漁旗は、帰港を待つ家族に、遠
くからいち早く無事を知らせる合図だった
のだ。大漁旗を見ることで、陸の人々は水
揚げの準備に入れる。
　近代になり漁船が大きくなるにつれ、大
漁旗は新造船の祝いに贈られるのが習わ
しになった。マグロの遠洋漁業に出かけて
いくための準備をする廻船問屋や燃料屋な
ど、関係業者から贈られるのだ。マグロ船１
隻に100本の大漁旗が飾られることもあっ
た。大漁旗には大きく船の名前と、贈り主
の名前が入る。
　遠洋マグロ漁の基地として隆盛を極めた

三崎港は、経済の国際化の進展による日本
漁船の減船、冷凍技術の進歩による流通構
造の変化、公海における資源保護による漁
業規制などから水揚げ量が激減。地域経済
に深刻な影響を与えていたが、それは大漁
旗を扱う三富染物店にも変わりなかった。

店に入ってもらい
知ってもらう
　同店の大漁旗は「かながわの名産100
選」に認定される、県内唯一の大漁旗製
造事業者である。この技術を活かして、結
婚、子どもの誕生や節句、還暦、古希、開店
などさまざまな祝い事にオーダーメードで
受け付ける飾り旗（祝旗）の製作を行って
いたが、今ひとつ認知度が低かった。元来、

倍に伸長していることからも今後の成長が
見込まれる。同市にある魚釣りや地引網な
どの観光体験と連なり、体験後のお土産と
して持ち帰りが可能であることも好評を得
ている。
　京浜急行電鉄とも連携し、みさきまぐろ
切符のお土産交換対象商品ともなっている。

染め付け体験事業も開始
　消費者がモノ（購入）からコト（体験）へ
興味が変化していく中、同店では大漁旗染
付体験事業を開始した。
　観光客をはじめとした一般消費者に伝統
技法に触れてもらう機会を提供することで、
ここでも結果として大漁旗の認知度向上に
つながればよいと考えている。
「父ともよく話し合っているのですが、長く
続けているものに、新しいものを加えたこ
とが評価され、今度の産業Navi大賞優秀
賞の受賞を得られたことはなにより嬉しい
です。職人の父は、子どもさん相手の体験
事業のあとは、気を使ってぐったりしていま
すが、充実しているようです」
　同店の工房を見学させていただいた。
　６代目實右衛門の實仁氏がのり付け作
業を行っていた。もち米とぬかを混ぜて煮
たのりを、布の袋の口から絞り出して、旗
の図案の輪郭を描いていく。もっとも難し
い作業工程で、のりが塗られた部分だけは、
絵の具で染め付けたあとに洗い流すと、木

綿の白が残る。
　下絵を描くのは母、アサ子氏の担当。端
午の節句の飾り旗は、依頼主の子どもの干
支によって、金太郎がまたがっているクマ
をイノシシやトラに変えてほしいといった
依頼もある。アサ子氏は、そんなリクエスト
にも難なく応えてしまう。
　由貴氏は染め付けが担当だ。
　セミの声が降りしきる中、染め付けられ
たばかりの大漁旗が広げて干されていた。
大漁旗は、遠目が効く原色が用いられてい
る。真夏の太陽を受けて、いっそう鮮やか
だ。それを見上げつつ、由貴氏が、「なによ
りひと品ひと品、手仕事で丁寧につくられ
ているのだということを知って欲しいんで
す」つぶやくように言葉をもらした。
　染め付けたあとで、旗を洗い流すのは庭
の井戸から湧き出る地下水を使う。代々が
使ってきた井戸で、水に潮が混じることは
ない。井戸神に１杯の水をささげるのが毎
朝の日課だ。

なにより丁寧な手仕事を
知ってほしい
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その他ビジネス部門

アップコン 株式会社
代表取締役　松

まつどう

藤 展
のぶかず

和
〒213‒0012 川崎市高津区坂戸3‒2‒1 KSP東棟611
Tel.044‒820‒8120　Fax.044‒820‒8121
設立：2003年6月　従業員数：37名　資本金：4,300万円
ht tp://www.upcon.co.jp

ウレタン樹脂を使用した
小規模断面トンネル維持・補修工法

「おいしいお店を選ぶ自信があるんです。
オーストラリアの設計事務所では、ボスか
ら食べ歩きの資金を支給されてました。そ
の代わりに、料理の味や内装などリポート
を提出しなければならなかったんですが。
まあ、すべてが勉強ということで」

人が喜ぶ仕事を
　バブル経済の時期には、景気のいい日本
に進出しようとする企業の設計も含め、20
～25物件を同時に進行していた。
「その設計事務所にいた９年間で、普通の

設計者が一生分行う仕事をしました」
　もちろん、多くの引き抜きの誘いもあっ
た。その中で、地盤沈下をウレタンの発泡
圧力で修復するというビジネスがあり、そ
の会社のスカウトが執拗にラブコールを
送って寄越す。最初はまったく関心がな
かったが、熱心な誘いに負けて施工現場を
見に行くことにした。
　100平方メートルの研究室は、部屋の真
ん中がすり鉢状にへこんでいる。そこに立
つように言われ、スタッフが機械で発泡ウ
レタン樹脂を注入すると、松藤氏を乗せた
まま陥没していたコンクリート床が浮かび

上がったのだ。
　彼は静かな衝撃を覚えた。これなら人に
喜ばれる仕事ができるのではないかと思っ
たのである。
「設計という仕事は100点で当たり前で
す。クライアントから100点を得るためには、
たとえば“この床に亡きおじいさまが愛され
た思いが継承できるようデザインしました”
といったサプライズを用意し、110点をねら
う必要がある。一方で、ちょっとした瑕疵や
行き違いがあれば、簡単に50点マイナスに
つながります」
　一方でこの工法はどうだ―
「床を壊し、コンクリートを打ちかえる時間
とおカネをはぶくことができます。いわば
大手術が必要だと思っていた病気が、２～
３回の通院で治るというのに等しい」
　松藤氏は、このオーストラリアの会社の
日本法人を2001年にスタートし、翌年に
は単年度黒字を計上するに至る。
　だが、彼の中に危惧するものがあった。
　当時、日本ではアスベスト問題が叫ばれ
ていた。この工法による環境面の配慮は万
全か？しかし、原料については企業秘密で
会社側は説明しない。
　分からない以上、自分は祖国である日本
で、このビジネスを続ける気はなかった。
　職から離れた松藤氏は、日本の実家で自
由な気分を味わっていた。相変わらず企業
からの誘いはあったが、「しばらくブラブラ
していたかったんです」と当時を振り返って
笑う。
　その時に思い至った。環境に安全ならば、
社会貢献できるのではないか、と。
　松藤氏はすぐさま研究開発に没頭した。

環境に配慮した
アップコン工法
　2003年６月アップコン
社を設立。
　ポリオールとイソシア
ネートの２液を混ぜ合わ
せると、短時間で液体は
化学反応によりクリーム
状に変わり、やがてゲル状
からウレタン樹脂固体を
形成する。地盤に注入さ
れたウレタンは、この反応
を行いながら、半径１～1.5メートルの影響
範囲で広がっていく。ウレタン樹脂は土壌
汚染に影響を及ぼす物質を含んでいない
のはもちろん、完全ノンフロン樹脂を使用。
環境保全への効果が極めて高い。これが
アップコン工法である。
　設立間もなく、物流センターの大規模倉
庫の床沈下修正の依頼が入った。スタート
は順調かに思えた。
　ところがアメリカ製のウレタン注入装置
の部品に不具合が見つかった。松藤氏は
メーカーから代替部品を取り寄せるべく連
絡した。２～３週間で届くだろうとの返答で
ある。
「それは、私の海外での経験上、到着まで
に３ヵ月かかるという意味です」
　そのとおりで、実際に代替部品の到着ま
でに３ヵ月を要した。ではどうしたかという
と、松藤氏は似たような部品を探してきて、
ガムテープで留め、当座をしのいだのだ。
　倉庫の床が沈下すれば、ラックが傾いて
フォークリフトが真っ直ぐに入らない。さら
には、ラックが倒れ大事故にもつながる。
　その後も店舗、工場などを中心に依頼は
引きも切らなかった。
　東日本大震災の液状化により、新築住宅
が大きく沈下した案件があった。沈下修正を
行うと、施主には泣いて感謝された。これこ
そが人の役に立てる仕事なのだと感じた。
　クライアントからの要望とともにウレタン
樹脂を使った、新技術・新工法が増えていく。

　その中で生まれたのが、今回産業Navi
大賞優秀賞を受賞した小規模断面トンネル
維持・補修工法である。
　トンネルは外部からの土圧をアーチアク
ションで受け止める事により耐圧強度を発
揮する。
　覆工背面空洞（トンネルの天井裏側）の
発生による偏った土圧がかかり続けると覆
工が破壊され、トンネルは土圧を支えきれ
ず崩落してしまう。そこで空洞に発泡ウレタ
ン樹脂を充填する事により、トンネル覆工
に働く土圧を均等化させ、トンネルの耐圧
強度を回復し、トンネル構造の健全化、延
命化を計るのが小規模断面トンネルの維
持・補修工法である。
　注入設備の小型・軽量化と電源のバッテ
リー化により、車両の進入出来ない距離の
長い小規模断面トンネルの空洞充填を、大
掛かりな仮設工事を必要とせず施工可能
にした事で、農業用水路やダム、水道施設
に付随する導水路トンネルに対して短工期、
低コストで補修工事を実現した。永続的に
使用することを可能にする、仮設引き込み
電線の距離に影響を受けない、独立電源を
使用した機材を採用したことも大きい。こ
れにより、フレキシブルな対応を可能にした。
　今回の受賞について松藤氏は、「自信に
なるし、対外的にもアピールしていきたい」
と語る。
　その一方で、「私たちの行っていること
は、製薬会社のビジネスモデルに近いんで
す」とも。「この新技術はいわば新薬。我々
のような小規模の会社だけで、社会インフ
ラを支えることはできません。小規模断面
トンネル維持・補修工法がこの業界の中
で独占体制となるのではなく大衆薬となり、
我々は新しい新薬の研究に着手し、新しい
マーケットをつくっていく―これが理想
です」
　松藤氏の視線は常に先に向けられている。

要望の中で生まれた
　日本の用水路などインフラ
　長寿命化を支える新工法

日米で学び、
豪で設計の仕事に
　日本の大学の建築学科を卒業した松藤
展和氏は、アメリカ留学し大学院のマス
ターコースで学んだ。当時は日本には学び
たかったインテリアデザイン学科が大学に
なかったからだ。
「実は大学時代はあまり勉強熱心ではな
かったんですよ。でも、親が苦労してアメリ
カに送ってくれたんでね、留学してからは猛
勉強しました。７日のうち２日は完

カ ン テ ツ
全な徹夜

でしたから」
　おかげで成績優秀者として卒業式に出席。

最後に角帽を投げ上げた時、隣にいたのは
乗馬競技のプレーヤーをロゴマークとす
る世界的に有名なファッションデザイナー
だった。彼は、ファインアーツの講師として
招かれていたが、その式をもって講師卒業
することになっていたのだ。
　1988年の卒業後は、オーストラリアの
設計事務所に勤務。シドニーの中心地にあ
るビルの設計にかかわった。
　最上階レストランの内装コンペでは、料
理メニューやワインリストにまで提案は及
び、見事に案件を勝ち取った。オープンに
あたってはシェフのスカウトまで行っている。

立孔のみのトンネル

発泡ウレタン樹脂の注入 コンパクトな機材一式



２０１７

12 13かながわ産業Navi 大賞 2017特集 BUSINESS LINE  特別号

２０１７

ニュージーランドで見つけたこと
　海外に家族で移住することを考えていた。
グローバルで多様な考え方をする人々の中
で暮らし、家族で同じ方向を見つめながら
事業を展開したい。では、どこに住もうか？
そんな考えを抱きつつ海外をあちこち旅した。
　９年ほど前のことだ、ニュージーランドの
海辺のペンションに宿泊した。経営するファ
ミリーが、目の前の海でとったアワビ、カキ、
タイなどをサーブしてくれる。シンプルだが
温かな家庭料理を味わいながら、富永紀子
氏は旅人としてでなく、この地にまぎれもな
く入り込む自分を感じていた。
　そして決心したニュージーランドに移住
することを。なにをするかも決めた。日本人
の家庭の味をこの地に広めるのだ。そのた
めの足がかりとして、まずは日本で始めてみ
よう。在日、訪日の外国人に日本の家庭で
食する和食を教える料理教室を開くのだ。

味を数値化、きっちりだしを取る
　外資系化粧品会社で長らくマーケティン
グ畑を歩いていた富永氏は、2014年から
週末に在日外国人向けの料理教室を開催す
るようになった。
　相模原市役所で広報を行い、自宅のある
相模原市内の国際交流ラウンジで開講する。
相模原は外国人が多い。米軍の座間、厚木
両基地に近く、フィリピン料理店も多くて、
そこで働く女性が日本人と結婚し数多く住
んでいる。また、小田急線の新宿方面、小田

原方面、江の島方面の分岐点であり、外国
人旅行者の利用も多い。料理教室には月30
人ほどが集まり、巻き寿司、茶碗蒸し、味噌
汁、デザートの抹茶プリンを一緒につくった。
　レシピは、６年前から同居するようになっ
た夫の母、料理上手の孝子さんから習った
和食がベースになっている。
「義

は は
母の料理は、彼女が育った徳島の素朴

な田舎料理です。特別に凝ったものではあ
りません。塩加減や調味料の量も適当。で
も、なにより、だしをしっかりとるのがおい
しさの秘訣なんです」
　富永氏は、誰にでもつくれるように調味
料などの分量をメジャーで、煮炊きの時間も
きっちりと数値化し、１品20分で簡単に仕
上がるようにした。だしの取り方は毎回実施。
きちんとだしを使うことでさまざまなおい
しい和食になることを紹介する。だしを取る
レクチャーは、外国人受講者にも好評だ。
　孝子さんの料理について、富永氏は、「徳
島料理というより義母がつくる独特の味」
だと語る。そう、日本の母の味を英語でレッ
スンし、世界に広めるのだ。

神奈川県に恩返しを
　2016年、わしょクック株式会社を設立。
本格展開を始める。コーポレートマークの
かっぽう着姿の女性は、孝子さんである。
　自宅のほか、四谷のキッチンスタジオで
週２～３回開講。旅行会社のツアーの一環
で訪日外国人を受け入れたり、日本語スクー
ルの課外アクティビティーで留学生に教え
たりする。団体旅行の外国人にしてみれば、
日本の一般家庭を訪ねるのも面白いようだ。
　巻き寿司は人気。かんぴょうなどの乾物を
戻す、だしをとる、煮る。きゅうりの板

ばんずり
摺を

する。巻き寿司は、日本料理の基礎であり、

見た目も華やか。外国の方は酢飯がとても
好きで、サーモンのデコレーションケーキ寿
司なども盛り上がる。
　彼らにとって、「料理教室は習うという
よりイベント。気持ちを盛り上げ、手取り足
取り一緒に料理し、“エクセレント！”と盛り
上げる」ことが大事と語る。認定講師の養
成スクールも開講したが、講師候補生へは、
「外国の皆さんは流暢な英語で日本料理が
習いたいのではない、60パーセントがジェ
スチャー」と伝えている。そして、「単に料理
講師になるのではなく、いかにビジネスとし
て拡大していくかがカギ」であるとも。その
ために、企業とタイアップできるよう共に
企画書を練り、マスコミにアピールするコツ
を伝授する。その人の持っている優位性や、
地域性に合わせて一緒に個性的な講師像を
創り出していく。
　そうやって手塩にかけた講師たちが、「グ
ッと成長する瞬間が見えた時には、本当に
嬉しい」と言う。BENTOとして海外でも名
高い日本のお弁当。教材としてキャラ弁を
教え子の講師と一緒につくり上げた時は幸
福を感じた。現在、認定講師35人。フラン
チャイズ10支部。目標は100支部で、それ
が海外に移住する時だという。
「ずっと住んでいる神奈川県に恩返しがし
たいと考えていました。今回の受賞は、その
ための活動を始めるお墨付きをもらえたと
考えています」

日本の母の味を
英語でレッスン

外国人向け料理教室

株式会社 グリーニークルー
代表取締役　高谷 弘志

〒257‒0003 秦野市南矢名1331‒4
Tel.0463‒77‒7966　Fax.0463‒77‒7966
設立：2008年10月　従業員数：3名　資本金：500万円
http://gleam.jp

わしょクック 株式会社
代表取締役社長　富永 紀子

〒252‒0318 相模原市南区上鶴間本町4‒2‒22
Tel.0427‒48‒4742　Fax.0427‒48‒4742
設立：2016年1月　従業員数：3名　資本金：100万円
ht tp://washocook.com

原 点
　廃材を利用し、生まれたテーブルや椅子。
デザインと製造を行っているのは株式会社
グリーニークルー代表取締役・高谷弘志氏だ。
　高谷氏は東京都あきる野の豊かな自然の
中で育った。理学部情報科学科に通う大学
時代のこと、突如、木でなにか物をつくるこ
とに目覚めた。「もともと職人に憧れていた
んです。なにも考えずに没頭できるのが、性
に合っているようです」
　ホームセンターで木材を買ってきたり、実
家近くを流れる渓流の岸辺に流れ着いた木
切れを使ったりして、ペンケースやフォトフ
レームを彫刻刀で彫ってつくるようになっ
た。友人にプレゼントすると、喜ばれた。
　そのうちに、今度は家の自室を改造し始
めた。あきる野市内を流れる秋川と多摩川
の合流地点が近く、材料の木片を集めるに
はこと欠かなかった。部屋の棚やハンガー
ラック、オーディオラックなどをつくった。
壁を塗り直し、単管パイプを吊るしてジーン
ズを掛ける。部屋の印象はみるみる変わっ
ていく。時々レイアウトを替えたりもした。
そんな息子を両親は？「特になにも言いま
せんでしたよ。反対もしなければ、応援もし
てくれませんでした」と笑う。
　とにかく、これが、現在の高谷氏の活動
の元になっているといえるだろう。

修業時代
　大学卒業後は、昼間は設計事務所で働き
ながら、夜間は建築の設計学校に通う。こ
の生活を２年間送った。
　設計事務所では図面を書くことを学んだ。
この頃、今後つくりたい家具のスケッチをし、
図面化したりして、ストックした。
　その後は、千駄ヶ谷のアジアンリゾート家
具店の社員になった。いつかは独立して、自
分の目指す家具をつくりたいという前提が
あって、修業を兼ねての就職だった。「大学
の卒業旅行でバリ島に行ったんです。すっ
かりバリの自然と家具が大好きになってし
まって」
　その店がスタートしたばかりだったこと
が幸いし、現地にバイヤーとして派遣され
る。１ヵ月の間、バリ島、ジャワ島を回って家
具の買い付けをする。
　やがて、自分がデザインした家具を、現地
の職人につくってもらい、千駄ヶ谷の店で販
売するようにもなった。

面白い家具屋サン
　７年間勤めた店を辞めたのは、もちろん、
自分の家具をつくりたかったからだ。しか
し、本当に目指す自分の家具とはなんなの
か……それを見つけるために３年間、バリ
島で暮らした。日本から家具の買い付けに
来るバイヤーのアテンドをする。希望を受け
て、やはり高谷氏が設計し、現地の職人がつ
くることもあったが、そうやって生み出す家
具は、バリ風、アジアン風という制約の中
でデザインしなければならない。
　そしてもうひとつ、彼の心にはわだかまり
があった。それは、インドネシアの森が目に

見えて減っていくことだった。過剰な伐採
に加えて、違法な森林伐採も行われている
のだ。
　それなら、家具をつくるということはどう
だ？木を切ることではないのか？
　その二律背反が、自分の家具を見つけら
れなくさせていた。
　ある時、カヌーや古民家、線路の枕木な
どの廃材で家具をつくることを思いつく。す
ると、心の中の霧は一気に晴れた。これで、
木を切らずに家具がつくれる！
　思い立つとすぐに走りだした。試作品を
幾つもつくる。日本に家具を輸送する際に
は、20フィートのコンテナをいっぱいにす
る必要がある。ざっくり30人を収容できる
飲食店１軒分の家具をつくらなければなら
なかった。
　１年間の準備期間を経て2008年、株式
会社グリーニークルー設立。ダイニングテー
ブル、椅子、ベンチなどインターネットでの
販売を開始するが、「まったく売れませんで
した」
　２年間この状態が続き、貯金が尽きた。
プレハブの工房で寝泊まりしていたが、ス
トーブの灯油が買えないこともあった。
　それがじわじわと口コミで評判が伝わり、
青山の展示会から声がかかると一気に花開
いた。
　“さまざまな道を歩み、ひとつの役割を
まっとうした廃材を使った旅する家具”がコ
ンセプト。東京麻布にギャラリーも構える
が、高谷氏は森に囲まれた秦野の工房で家
具づくりに励む毎日だ。
「変わった家具、ヘンな家具、面白い家具
をつくっている家具屋サンとして受賞でき
たのが嬉しいです」

木を切り倒さずに
つくれる家具

廃材を利用した家具 gleam（グリーム）

富永社長（右）とご主人



夫婦二人三脚
　有限会社ティーケイトインターナショナ
ルは2001年設立。ウエットスーツの製造、
卸、販売を行う、「中小、というよりも零細
企業。職人が手作業で一着一着手づくりす
る会社です」と同社代表取締役・金井加代
子氏は微笑む。ご主人の照

てるあき
明氏が開発部門

を担当。自身もサーファーであり、クライア
ントからの要望を懇切丁寧に聞き出し、着
心地などを確認しながらじっくりと仕上げる。
それだけに採算を考えず、よいものを追求
することを最優先にしている。自分はつくる
ことに専念したいからと、加代子氏に経営
面を任せた。
　加代子氏にサーフィンはなさるのです
か？ と質問すると、まったくしないとの応
えが返ってきた。「それだけに経営に集中
でき、夫婦二人三脚で細く長い商売をして
きました」
　ウエットスーツの受注は、秋口～翌年のゴ
ールデンウイークまでがピーク。夏は閑散
期である。この時期をどう乗り越えるかが、
加代子氏にとって課題であった。照明氏を
講師に、茅ケ崎の海でサーフィンの体験教
室を開講。夏にサーフィンの楽しみをまずは
知ってもらい、涼しくなる頃、ウエットスーツ
の着心地をアドバイスしながら仕立てるな
どの展開を行っていた。
　ところが、季節を度外視する危機が同社
を待っていたのである。
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株式会社 ミズキ
代表取締役　水木 太一

〒252‒1123 綾瀬市早川2758‒3
Tel.0467‒70‒1710　Fax.0467‒70‒1770
設立：1984年11月　従業員数：42名　資本金：2,750万円
ht tp://www.mizuki -corp.co.jp

２０１７

未曾有の危機
　2011年３月11日、東日本大震災発生。こ
れを機に、ウエットスーツの注文が激減する。
海のレジャーを避ける傾向になったのだ。
津波で多くの方が亡くなった海で遊ぶのは
どうかという風潮があった。原発事故の漂
流物についての風評被害も影響した。
「未曾有の事態は同社も激震地と一緒」で、
営業の継続が不可能になりつつあった。
　社の経営が厳しい時ではあったが、教育
関係の活動をする加代子氏は、神奈川県内
の高校生、大学生に同行し、宮城にボラン
ティアに出かけた。津波の被害が大きい現
地では、漁業ができない状況にあった。し
かし、そこで、破れた漁業網をハンモックに
再利用する試みを目撃した。
「ウエットスーツの生地ネオプレーンは、保
温性、クッション性、浮力、撥水性を持って
います。この特徴を、なにかに活かせないも
のかと考えたのです」
　加代子氏はピンチをチャンスに変えるべ
く、同社の持つ技術を洗い直した。長男と
嫁、嫁いでいた長女も協力してくれると言っ
てくれたのが心強く、経営を続ける覚悟を
決めた。

昇華というプリント技術
　加代子氏は防災ベストをつくることに思
い至る。ネオプレーンの特徴を充分に生か
すことができる製品だった。そしてもうひと
つ、同社ならではの技術を発揮することも
できる。ゴムの両面にジャージ生地を貼っ
たネオプレーンは伸び縮みするため、アイロ
ンプリントが劣化したり、ひび割れたりする。
同社では、昇

しようか
華という熱をかけてインクを

塗布するプリント技術でウエットスーツを
染めることに成功。防災ベストにも、〔救護
班〕などの部署名や自治体名を印刷するこ
とを可能にした。
　ネオプレーンは温度や湿度の違いで昇華
プリントの圧力調節、加圧時間、温度のダイ
ヤル調節が異なる。それを長年培ったデー
タで克服したのだ。
　防災ベストのほかにも、釣り上げた魚の

写真データをネオプレーンにプリントしたク
ッション『魚拓ッション』などユニークなオ
ンリーワンアイテムをつくる注文に応えるよ
うになった。
「危機の中で長年の課題だった閑散期を克
服する術も見つけたのです」
　ペットロスの中にあった年配女性からの
リクエストで、愛犬のダックスフントの等身
大クッションをつくり、涙にくれる姿を見た
時には強い感動を覚えたという。
　そして、海が平和を取り戻した今、ウエッ
トスーツの受注も戻りつつある。昇華技術
を最大限に発揮してきた同社は、これから
は黒一色のイメージがあるウエットスーツに、
オンリーワンの柄染めという革命をもたら
せようとしている。
「サーフィンが東京オリンピックの正式種目
に決まり、日本の選手が江戸小紋などの古
風な柄をイメージしたウエットスーツで活躍
してほしいと考えています」
　トライアスロン用のウエットスーツを手掛
け、タイムの更新に貢献した経験がある為、
オリンピックでも期待が高まる。社名のティ
ーケイトは「Ｔ（トップ）」になる為の「ＫＡ
ＴＥ（糧）」に掛けているが、「もうひとつ加
代子のＫＡと照明のＴＥ―いつまでも仲
良くやっていこうの意味なんです」と満面の
笑みを浮かべた。

ネオクラフト事業

有限会社 ティーケイトインターナショナル
代表取締役　金井 加代子

〒253‒0063 茅ヶ崎市柳島海岸8‒29
Tel.0467‒87‒2007　Fax.0467‒83‒9593
設立：2001年2月　従業員数：6名　資本金：300万円
ht tp://www.t-kate - int .co.jp

細分化されているネジ屋
　ネジといえば、円筒や円錐の面に沿って
螺旋状の溝を切ったもの。溝を外面に切っ
たものを雄ねじ、それにはまり合うように内
面に切ったものを雌ねじという。物を締め
つけるのに用いる道具だ。製造業でこのネ
ジの製造を行う会社をネジ屋と呼ぶそうだ。
　ネジに付随する部品にナットや、ナットの
下に挟む薄い金属板のワッシャーがある。
　ネジ屋でナットやワッシャーもつくってい
るものと思っていたが、さにあらずで、ナッ
トはナット屋が、ワッシャーはワッシャー屋
が専門にあるのだという。
　さらにはネジ屋にしても、大きさ、形状に
よって、取り扱うネジはかなり細かく分かれ
ているそうだ。
　株式会社ミズキはネジの軸の部分の外径
0.5ミリ～12ミリくらいまで幅広い製品を扱
うネジの製造販売会社である。

かつては町工場然としていた家業
　同社は1939年に、現代表取締役の水木
太一氏の祖父である兼太郎氏が創業した。
やがて父の六郎氏が２代目社長に就任する
と、80年代にはサッシ、音響設備、自動車
業界と幅広く取引し、活況を呈した。
　太一氏は中学生になる頃には、「将来は
親父と一緒に仕事を」とも考えるようになっ
たが、大学卒業後に自動車部品メーカー
に就職したのは、修業のためというよりも、
「クルマ、乗り物が好きだったからです」と
語る。

　31歳で７年間勤めた会社を辞め、家業の
ミズキに入社したのも、「バブル絶頂の頃の
入社組で、同期もたくさんいましたし、出世
も難しいかなと思いまして」と謙虚というか、
素直な動機からだった。
　水木氏は、40名の社員がいる管理部門
の部長になったのだが、「いわゆる町工場
然としていました」と当時を振り返る。職人
の集まりで、品質面はしっかりしているもの
の、担当者がルーズだと納期が遅れる。水
木氏が行ったのは、まずは社内の組織図を
つくることからだった。そして、すべてを少し
ずつマニュアル化していった。

買ってきた機械ではできない
　2008年９月のある朝、かかってきた電話
の母の声が、「お父さん死んじゃったよ」と
知らせた。前日まで普通に出勤していた六
郎氏が、心筋 塞で亡くなったのだ。
　３代目として社長に就いた水木氏は、
リーマンショックの影響が襲いかかる怒涛
の中に船出した。表面的には売り上げは半
減したが、無借金経営だったのが幸いした。
　それでも、危機は続く。得意先のカメラ
メーカーがフィルムからデジタルへと変わり、
競争が激しくなった。一部のマニアを中心と
したカメラの需要が、デジタル化したことで
一般化し、生産台数が増えた。それにとも
なって、生産拠点が人件費の安い海外へと
移ったのだ。
　まず、メーカーの組み立て部門が海外に
移った。そこに、日本の部品会社が、必要な
部品を供給する。ごく小規模な部品会社や、
海外輸送に慣れていない会社、不得手な会
社は自社で送れないのでメーカーが送るこ
とになる。しかし、それではメーカー側も不
便である。

　香港に営業所を開設していたミズキは、
すでに自社部品を海外に送る道筋を持って
いた。その営業所に、ミズキの製品以外に
も金属部品を調達してくれないかと、メー
カーの海外工場から相談の声がかかるよう
になった。
　ネジを含むナットや歯車などの部品を
締
フ ァ ス ナ ー
結部品という。いつしかミズキに頼めば、

きちんとした締結部品が揃うという定評が
できてきた。
「いろいろぐちゃぐちゃもがいていたら、い
ろんなところから助けてくれる仲間が集っ
てきたおかげ」と水木氏は笑う。自分のと
ころだけがよければいいとの展開ではない。
だから神奈川を中心とした地域20社の金
属部品製造業者とネットワークが生まれた。
これにより客先のメーカーが、どこが一番
加工に適しているかを調べることなく、最も
メリットのある価格と納期を提供する締結
ネットワークのサービスを構築。製造する
機械やノウハウも異なる多品種のナットや
ワッシャーも、ワンストップで供給すること
を可能にした。
　これを行えるのも、まずはミズキのネジ
製品が高品質であることが認められている
からこそだ。それは、ネジをつくる精密加工
機を社内生産することから始まる。加工機
の内製化は、オーバーホールはもちろん、金
型の微調整も行える。
「これは買ってきた機械ではできないネジ
づくりです」と水木氏は胸を張る。

まずは自社製品の品質が
あってこその信頼

締結ネットワーク構築による
締結部品のワンストップサービス

防災ベスト

水木社長（右）と小野寺副部長

本社工場

危機の中で長年の
課題を克服



　さらには、従来の下型では、曲げ加工の
際にＶ字の両肩の角に板金があたって、傷
を発生させていた。曲げ傷を出さないため
に、ビニールシートを張った材料を使用して
いたが、これを剥がす手間がかかる。シート
を剥がしたあとに金属の表面に糊が付着し、
これを取るのが面倒であった。シートはコス
ト面でも、廃棄するために環境面でも影響
が出ていた。
　ＳＵＳＨＩＢＥＮＤダイシステムは、ウイ
ング(回転部分)に溝加工を施し、特殊ウレタ
ンを埋め込んでいる。ウレタンがクッション
の働きをしているため、曲げ傷がいっさい
発生しない。
　もうひとつ、これまでのＶ台の下型では、
上からの一方通行の力で曲げの角度にばら
つきがあった。ＳＵＳＨＩＢＥＮＤダイシス
テムは、ウレタンで材料をサンドイッチにし
て固定するため、角度が安定し、精度が上
がり、曲げ際の穴加工も変形しない。
　さらに付け加えよう、従来型は、Ｖ字の肩
部分が摩耗し、研磨が必要だった。研磨に
は時間とコストがかかり、また再研磨も永
久に行えず、下型を廃棄し、新たに購入する
必要があった。ＳＵＳＨＩＢＥＮＤダイシス
テムはメンテナンスを定期に行えば、半永
久的に使用できる。
　トライアンドエラーでつくり上げた回転金
型の名称はＳ＝スーパー、ＵＳ＝ユニバーサ
ル、Ｈ＝ハイエンド、Ｉ＝インテリジェントを
意味する。それに世界の和食、寿司をかけた。
社名は、山本氏のイニシャルと、アソシエイ
ツ＝仲間たち。「これからも仲間たちととも
にオンリーワンを目指します」
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創業は10８年前
　富士の伏流水は１００年以上かかり名水
として地上に現れる。こうした鉱物結晶の
働きは、日本では古くからの家などに伝承
技術として用いられてきた。
　都市拡業株式会社が開発した「酸化被膜
工法TM」は、この伝承技術を防錆の分野で
工業技術として完成させた。
　同社は、明治43年に熊本の宮大工の、次
男坊が事業を起こしたところに端を発する。
初代の田尻儀八は、岩崎彌太郎率いる日本
郵船の欧州航路勤務から陸に上がり創業。
甥にあたる友作が養子に入って２代目を引
き継いだ。３代目の現社長は２代目の長男
である。２代目は出光佐三の油を運ぶ内航
タンカー事業、横浜市の海洋投棄船貸し渡
し業を経て、給排水設備・メンテナンス業へ
とシフトしていった。

赤さびとの闘い
　２代目の友作氏は、ゼネコンの傘下、いわ
ゆる組下に入るのを嫌い、委託先と直接取
引できる建物のメンテナンス・営繕業に特
化した。
　その中で、経年劣化したパイプの問題は
日常的な業務だったのである。
　大学院博士課程を経て研究所設立のプロ
ジェクトに没頭していた田尻氏は、ある日、
親子２代にわたり会社に勤務する男性に泣
きつかれる。「このままでは、あなたのお父
さんの会社はダメになる」と。調べてみると、
内紛があった。「その時、体感するように気
づきました。自分という存在はこの身の個

人でなく家系の縦の流れ、そして自分だけで
ない親の取り結ぶ社会的な横の関係の網の
目全体の結節点の様なものなのだと。その
中でなにが適切な行動なのかを考えなくて
はいけないのだと」
　社員として入社した田尻氏は内紛の社内
を整理するとともに、まったく新しい業務
に取り組む。配管の維持保全は、宿命とも
いえる赤さびとの闘いである。

さびをもってさびを制する
　赤さびの発生により、建物の配管が閉塞
し、赤水、漏水などが起こる。これに対し、
給排水管の交換やライニング工法によって
解決が図られてきた。配管の交換は、なに
より手間と工事費がかかる。ライニング工
法は、生活利便のために養生の期間がとれ
ず、発がん性物質が常時浸出している。また、
こちらも工事費がかかり、数年後には再劣
化が始まる。
　同社が開発した「酸化被膜工法TM」は、
管そのものに手を加えることなく、水の改
善によって、赤さび（泥に近いさび）を黒さ
び（金属に近い結晶）に変える。黒色の酸
化被膜が管の内部を保護し、赤さびで抉れ
肉厚の薄くなった配管の部分を黒さびで修
復・復元する役割を果たすわけだ。この技
術を工業技術に変えるために水の改質の程
度を計測する測定装置の開発に取り組んだ。
このプランは、10年前に横浜市ビジネスプ
ラングランプリ年間大賞を受賞している。こ
こで開始した取り組みが、今日に至り完成し
伝承技術の工業化に至ったわけである。
「工業技術には、再現性、合理性、操作性
が必要です」
　再現性とは、いつでも、どこでも、だれに
でも所定の条件や手順のもとで、同じ事象
が繰り返し起こったり、観察できること。合
理性とは、起きてる事象のプロセスをきち

んと解明して説明できること。操作性とは、
結果をコントロールできることである。その
ためには測定技術が必須になります。
「測定装置ができたことで、酸化被膜工法
は真に工業化できたのです」
　鉱物結晶の働きを、人工の鉱物結晶を
コーティングしたセラミックで行う水改質
装置が「ザ・バイオウォーターTM」だ。この
装置を給水管に設置することで、水の質を
変えて鉄の酸化速度を遅くし、配管の内部
に安定した炭酸カルシウム皮膜を形成する。
そして、その皮膜下の酸化の遅くなる環境で
赤さびは黒さびに変化し、赤さびで浸食さ
れていた管の内部も、黒さびによって元の
肉厚まで復元することができる。運用に際
しては電気を消費しないうえ、メンテナンス
フリーなのでランニングコストもかからない。
「鉄がさびるのは、電気の現象なのです」
　と田尻氏は、測定装置について説明する。
水の中で腐食電流の流れが激しいと急速に
赤さび化が進む。ザ・バイオウォーターを通
した水の中では、腐食電流が抑えられ、黒
さびになる環境ができていた。
「そしてこの水改質は排水になるとBODを
下げ水環境を好転させます。ですから社是
である三方よしの旗印のような技術でもあ
るのです。昨年度、法制化された『水循環基
本法』の精神を体現している技術ともいえ
るのです」
　将来的にはパブリックセクターの大きな
パイプに対応し「横浜港の水底まで見える
ようにしたいんです」と夢を語る。

夢は海底まで透き通る
横浜港を見たい！

水の力で赤錆劣化を解決！
伝承技術の工業化を実現した「酸化被膜工法TM」

都市拡業 株式会社
代表取締役　田尻 惠

やす

保
お

〒232‒0002 横浜市南区三春台25
Tel.045‒231‒1686　Fax.045‒252‒8478
設立：1957年9月　従業員数：18名　資本金：3,000万円
ht tp://www.toshikogyo.com
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お客さまが先生
　有限会社ティワイアソシエイツが開発し
た画期的なプレスブレーキ用回転金型とは、
どんな金型だろう―
　同社は1996年設立。取締役社長の山本
隆久氏は、長らく製造機械メーカーに勤務
し、海外の製造業者に向けて販売を担当し
てきた。
「お客さまが、我々の先生」を持論とする
山本氏は、現場の声に耳を傾け、不便さの
解消や、「このようにできたら」という希望
をかなえようと努めてきた。
「板金曲げ加工を中心に据えた金属の森羅
万象を扱う」という事業内容でティワイア
ソシエイツを設立してからも、この基本姿勢
は変わっていない。「お客さまの困りごとを
拾い上げる、という姿勢です」
　そんな中、板金加工の現場で、長い下型
の交換が大変であるとの声が、山本氏の耳
に入る。

大変な下型の交換
　鉄、ステンレス、アルミなどの板材を曲げ
る、曲げ加工に用いるプレス機械をプレスブ
レーキという。
　上型と下型の間に、材料の金属板を挟ん
で曲げる。材料の板厚によって、曲げのV字

が切られた下型を交換する必要がある。
　サッシ枠など大きな製品の場合、この下
型が３メートル、４メートルの長さになる。
長い下型は重く、扱いづらくて、交換が非常
に大変だ。
　山本氏が最初に考えたのは、下型の分割
化だった。長い金型では、ひとりの作業者
での交換は不可能だ。短い金型をつなぎ合
わせることで、下型の交換をひとりで行える
ようにしようと考えたのだ。
　だが、どうしても、製品に金型のつなぎ目
の跡が残ってしまう。
　これを克服しようとする中で、製品が小
さく、金型が小さいところでも、下型の交換
が煩わしいことを知る。多品種少量生産向
きの、効率性を追及する機能別配置が成さ
れたジョブショップと呼ばれる板金工場で
は、一日に150～200種類の品目を生産す
るという。下型の交換だけで要する時間は
相当だ。
「近年、変種、変量の製品加工から、下型
を頻繁に交換する必要が出てきた」さらに
山本氏は、次のように問題点を指摘する。
「設計者は加工現場を考えずに設計を行う
傾向があります。だから、曲げの際の部分に
穴をあけるような設計をしてくるわけです」
　曲げ際に穴加工がある製品をプレスブ
レーキで圧力を加えて曲げようとすれば、
穴が変形してしまう。
　これらの問題を解決するために生まれた
のが、同社の回転金型ＳＵＳＨＩＢＥＮＤダイ
システムである。

手間なし、傷なし、摩耗なし
　材料の板金を曲げる
角度のＶ字が彫られて
いるのが、従来の下型だ。
ＳＵＳＨＩＢＥＮＤダイシ
ステムは、閉じている下
型が、半回転して上型と
材料を受け止める。こ
のため、曲げる材料や
板厚によりＶ幅の異な
る下型を交換する必要
がなくなった。

お客さまの困りごとを拾い
上げオンリーワンへ

プレスブレーキ（板金曲げ機械）用 回転金型

有限会社 ティワイアソシエイツ
取締役社長　山本 隆久

〒243‒0401 海老名市東柏ケ谷1‒27‒1‒701
Tel.046-234-1905　Fax.046‒235‒2061
設立：1996年1月　従業員数：3名　資本金：470万円

回転金型 SUSH I  BENDダイシステム

バイオウォーター使用比較

使用 未使用



「かながわの海苔」と「猿島わかめ」を練り込んだ
「こんにゃく」の商品化とギフト展開

２０１７ 有限会社 森定商店
代表取締役　森　隆雄

〒238‒0052 横須賀市佐野町6‒18
Tel.046-851-0951　Fax.046-852-7097
設立：1952年1月　従業員数：11名　資本金：300万円
ht tp://morisada-web.jp

をすぼまるように加工する。これは高度な
ヘラ絞りの技術を必要とする。
　さらに、忠氏のヘラ絞りの特徴はナマし
を行わないところにある。焼

しょうどん
鈍、焼き鈍

なま
し

―呼び名はいろいろあるが、現場では
もっぱらナマすと言っているそうだ。通常、
硬いステンレスを絞る場合、材料を炉に入れ
て熱を加え、軟らかくしてから絞る。しかし、
金属それぞれが持つ特性を熟知する忠氏は、
ステンレスのクセを読み取ってナマさずに
絞っていく。熱処理しないことで、ステンレ
スタンブラーは変色することがないのだ。
　今回産業Navi大賞特別賞を受賞したの
は、忠氏が絞ったロックグラスに、新潟県村
上で漆の神様と呼ばれる工芸家・垣沼旗一
氏が漆を塗った金

きんたいれいうるし
胎麗漆である。海の上を

飛ぶカモメをイメージしたデザインが、港ヨ
コハマを想起させると審査員の間でも評価
が高かった。
　金胎麗漆もそうだが、ビアグラスも鏡面
研磨を新潟市の小林研業が担当している。
ビアグラスの内側はビールの泡立ちがよくな
る螺

ら
旋
せん
研磨という加工が施されている。ス

テンレス製品には名入れの要望も受け付け
ていて、美津江氏が、「今回も思いきって」
レーザー機械の導入に踏み切ったのだが評
判は上々だ。会社や団体の設立記念を刻す
るなど、まとまった数の注文が入る。
「異業種とのコラボレーションで商品を製
作するのもヘラ絞りという技術を知ってほ
しいからです」と友和氏は言う。その一環と
して、地元の小学生や中学生にモノづくり
体験教室を行っている。そうしたふれあい
の中で、「改めて自分の仕事が楽しく感じら
れるようになった」と忠氏は頬を緩める。

２０１７

家族経営
　ヘラ絞りとは、金属の板を回転させなが
ら、ヘラと呼ばれる棒を押し当てて圧力を
加え、少しずつ変形させていく加工法であ
る。くるくる回して加工するから、できる製
品も基本的に丸いものになる。
　有限会社相

あい
和
わ
シボリ工業は1982年設立。

同社代表取締役・大浪忠氏は、薬品容器の
タンクや横浜スタジアム照明塔のライトカ
バーなどの製作をおこなってきた。忠氏は
腕のいい職人だが、収益を上げるためには
量産が必要である。妻で同社取締役の美津
江氏は、非力な自分がヘラ絞りを手伝うた
め、自動絞り機の導入に踏み切る。
「非常に高価な機械でしたし、銀行さんも
おカネを貸してくれませんでした。でも、リー
スならなんとかなるというので決めました」
そこで美津江氏はにんまり微笑む。「どう
せなら、と２台導入することにしたんですよ。
わたし、思い切りがいいんです」
　すると間もなく自動絞り機のディーラー
が、大口の仕事を紹介してくれた。

かわさきマイスター
　両親の働く背中を見て育った長男の友和
氏が同社に入社するのもまた自然な成り行
きだった。工場長に就任して数年、友和氏
は同社の働き方について疑問を持つように
なっていた。毎日夜遅くまで仕事をしている。
土曜も日曜もない。「日々仕事に追われてい
て忙しくしているのですが、かといって収益
が上がっているわけではない― なんと

かならないものだろうかと思いま
した」
　そうした中、テクニカルショウヨ
コハマが開催されることを知る。こ
うした展示会も見学すればなにか
ヒントが得られるかもしれないと
友和氏は思い立ち、「行ってみた
い」と忠氏に進言する。「半日も機
械の前を離れるのか……」と忠氏
は渋ったが、なんとか許可を得た。
　会場で友和氏は、川崎市役所の
職員何人かと名刺交換した。彼らは

市内の中小企業に経営アドバイスするキャ
ラバン隊であり、数日して同社を訪れた。そ
の際、忠氏の腕前を見込んで、市が認定する、
かわさきマイスターの認定試験を受けては？
と提案してきた。だが、職人肌で人前に出る
のが苦手な忠氏は固辞する。
　そんな忠氏の心を変化させたのが、東日
本大震災だった。故郷石巻の自らも通った
大川小のたくさんの子どもたちが津波の犠
牲になった。彼の兄弟と身内も失った。なに
かをしなければという思いが、忠氏を駆り
立てた。２回に及ぶ実技と面接試験。特に
二次試験での筒形状を深く絞り、直径460
ミリの薄い金属の開口部分を補強するため
に行うカール（巻き込む）技術は審査員を
驚嘆させた。

今、仕事が楽しい
　マイスターの認定を受けた忠氏の技術を
用いて、なにか商品を生み出せないだろう
か？そう友和氏は考えるようになった。そこ
で思い至ったのがビアタンブラーである。ス
テンレスを深絞りし、しかも口のあたる部分

へら絞りによる金
き ん

胎
た い

麗
れ い

漆
うるし

有限会社 相和シボリ工業
代表取締役　大浪　忠

〒213‒0014 川崎市高津区新作3‒3‒2
Tel.044‒888‒6361　Fax.044‒888‒6306
設立：1982年12月　従業員数：4名　資本金：300万円
ht tp://aiwasibori .com

18 かながわ産業Navi 大賞 2017特集 19BUSINESS LINE  特別号

老舗こんにゃく会社
　有限会社森定商店は創業1944年（法人
設立1952）の業歴を持つ。神奈川県内で
は古参のこんにゃく製品製造を営む会社で
ある。
　こんにゃくという生活密着食品の製造業
者として、地域の方々に支えられ、これまで
経営を続けてくることができた。感謝の気
持ちをなんとか形にしたいと考えて商品化
したのが、今回産業Navi大賞特別賞を受賞
した「かながわの海苔」と「猿島のわかめ」
を練り込んだこんにゃくである。開発の中
心となったのは同社専務取締役・森

もり
経
つねたか
隆

氏だ。
「まさか受賞できるとは思いませんでした。
ご連絡いただいた時には、本当にびっくり
しました」と経隆氏は言う。
　経隆氏の祖父、定

さだむ
氏が同社の創業者で

ある。当初は、こんにゃくのほか、豆腐も
扱っていた。「アイスキャンデーをつくった
らどうかというので、夏場はやっていました
ね」経隆氏の父で同社代表取締役の隆

たかお
雄氏

が往時を語る。「私の高校時代のことで、自
転車で配達を手伝いました。しかし、なにし
ろ冷凍庫の仕事ですから、暑いこんにゃく
の作業場とは温度差が激しくて、（定氏が）
神経痛になってアイスはやめました」と笑う。

こだわりの製品
　「長男だから継ぐのは当たり前」と考え
ていた経隆氏は、学業を終えるとすぐには
森定商店に入社することはなく、滋賀県の
こんにゃく会社で修行する。

「関西のこんにゃくは硬いんです。関東は中
間。東北はやわらかくなります」
　ちなみに、東北のこんにゃくは白い。現在、
こんにゃくの製造には、こんにゃく芋の精

せい

粉
こ
が用いられる。粉を使うと白いこんにゃ

くになり、生芋を使った場合は芋の皮が入っ
て黒っぽくなる。
　ところが、関東では、白いこんにゃくが好
まれない。「漂白してるみたいだという声が
あるんですね」
　そこで、昔からの生芋からつくるこんにゃ
くに似せるように、アラメやヒジキなどの海
藻の粉末で色をつける。
　もうひとつ、現在の機械製法によるこん
にゃくは、昔ながらの２枚羽根式のバタ練り
機を使って攪

かくはん
拌したものと違い、こんにゃく

の中に気泡ができない。
　煮物の場合、こんにゃくの気泡に煮汁が
入り込むことによって味が染みる。同店で
は、機械製造の過程でエアーをコントロー
ルしながら注入することで、気泡を生んでい
る。もちろん旧式機械には及びもつかない
均一な気泡混入を可能にしている。
　この製造へのこだわりが、地元の人々の、
「森さんのこんにゃくなら、子どもたちが喜
んで食べる」という声につながっている。

当初は野菜で企画
　地元への感謝の気持ちをこめた新商品、
開発のうえでは、「地域に貢献できるには
どうしたらよいかを考えた時、生まれたアイ
デアを形にしました」と経隆氏は言う。
　地域資源をこんにゃく商品に取り込む
のだ。

　まず最初は、横須賀三浦の野菜を練り込
んだ野菜入りこんにゃくを企画した。
「三浦キャベツを練り込もうと考えましたが、
野菜には旬があります。お客さまに年間を通
じて安定した商品の供給をすることが難し
かったため断念せざるを得ませんでした」
　そして、たどり着いたのが県が推奨する
かながわブランド、横須賀市走

はしりみず
水のかなが

わの海苔と、横須賀の無人島・猿島の周辺
でとれるわかめだった。
　どちらも風味がよく、国産原料のこん
にゃくとの相性は抜群だった。「畑でとれる
こんにゃく芋と、海でとれる風味豊かな海
苔とわかめを原料とした、陸産物と海産物
という自然の恵みの融合というわけです」
　製作過程では、茶色い海苔が、こんにゃく
の凝固剤と合わせると美しい青色になるな
ど、思わぬ発見もあった。
　横須賀土産用として田楽こんにゃく、うど
んこんにゃくなどラインアップも充実。市内
のお土産屋さん、温泉施設などにも販路を
広げている。
　持ち帰りにも手軽で、おいしさはもちろん、
ヘルシーな健康食という切り口が、時代の
ニーズに合っている。
「今回の受賞を機に、今まで以上に地産地
消の開発、販売に力を入れていきたい」と
経隆氏は笑顔を見せた。さらに、「ギフト
セット商品の販路拡大及び地産地消商品の
商品数を増やし、地域をアピールしていきた
いです」と今後の抱負を述べた。
　来客者に見せるため植えていたこんにゃ
く芋の花が咲いた。同店も今後さらに花
開く。

地域貢献を考えた時に
生まれたアイデア商品

すべてはヘラ絞りという
技術を知ってもらうため



側や内部の確認が可能である。
　近年、社会インフラの老朽化にともなう
事故が問題になっている。どんな熟練の作
業員でも、見ただけで検査対象の温度は分
からない。しかし、たとえば、ガスプラント
内を走る数本のパイプの中で、１本だけ温
度が下がっているのを小型サーマルカメラ
がとらえ、配信した管理部門でそれを感知
できたなら、逆流ガスによる大爆発を未然
に防げる。
　暗闇でものを見ることができなくても、
あるいは狭小で人が入り込めない場所にも
超高感度防滴カメラは入り込んで、そこから
配信された画像を専門家が解析できる。
　専門家が直接足を運ばず、画像解析する
ことでコストダウンにつながり、分析結果の
正確性が上がる。
　それだけではない、生産ラインにカメラ
を多数設置し、RazVisionによって目線の
高さにあるディスプレイに画像表示するこ
とで、作業者がかがんだりするなど負荷の
かかる動作が軽減でき、高齢作業員の雇用
機会を創出できる。
　中学時代、スクリーンに拡大して投影す
るOHPを改造し、手動式の映写機で友だち
とつくったドラマを上映した。モノづくり少
年だった清水氏は、「カメラでできる表示、
蓄積、解析、配信という４つのソリューショ
ンで社会インフラを支えられれば」と、その
頃を感じさせる笑顔を覗かせた。

２０１７

高性能なマイコンボードが
価格の壁を破る
　インフィニテグラ株式会社のRazVision
は、同社が開発した小型サーマルカメラや
超高感度カメラの画像を格安価格で配信す
るシステムである。
　特殊カメラ画像の通信システムは非常に
高価だった。しかし、同社のカメラソリュー
ションRazVisionは、イギリスのラズベリー
財団によって開発されたマイコンボード
Raspberry Piを採用することによって、価
格を抑えることに成功した。
　Raspberry Piは、英国の学校で基本的
なコンピュータ科学の教育を促進すること
を意図して開発された。
　日本でも、小中学生が自らプログラムした
ゲームをインストールするなど、「ラズパイ」
と呼ばれ普及しているPiだ。全世界で1200
万台が出荷されている。
「Raspberry Piは、性能がいいのに、安
価なマイコンボードです。これを採用したこ
とで、価格を低く設定できたのです」と同社
代表取締役・清水喜弘氏は語る。カメラソ
リューションRazVisionにRaspberry Pi
を採用したものの、そこにインストールする
プログラムづくりは非常に困難を擁した。

専門性の高いカメラの研究開発
　清水氏は電機メーカーでテレビの研究開
発を行っていた。
「テレビというのは、質の違いが分かりにく
い電気製品なんです」
　だが、清水氏は、その小さな質の違いに

こだわるテレビ開発が好きで、「できれば、
テレビをつくる仕事を一生続けていきた
かった」と語る。
　しかし、それができなくなった。メーカー
がテレビの開発に幕を引いたのである。
　テレビと構造が似ているのがカメラ。清
水氏はカメラのマーケットが大きいのを見
込んで、起業した。
「テレビマニアだという人を聞いたことが
ありますか？　ああ、これはソフトではなく、
ハードウエアとしてのテレビマニアです」
　確かにテレビという機械が大好きだとい
うテレビマニアにはお目にかかったことが
ない。
「自

ク ル マ
動車マニアだという人はいますよね。

同様にカメラマニアという人もいる」
“外に持ち出せるモノ”がそうなりやすい、と
清水氏は読み解く。テレビとの違いをそこ
に見て、カメラ製品に関するハードウエアと
ソフトウエアサービスの研究、開発、販売を
行うことにした。
「先ほどの言い方ですと、BtoCになります
が、当社の扱うカメラはBtoBです。しかも、
安いカメラを大量につくるのではなく、専門
性の高いカメラを研究開発していきます」

モノづくり少年が見る夢
　RazVisionは、自社カメラにのみ対応す
るよう差別化をはかった。
　同社が開発した小型サーマルカメラや超
高感度防滴カメラを、安全帽会社と共同開
発したヘルメット用カメラクリップで作業者
に身に着けてもらい、カメラ通信システム
RazVisionによって現場を中継する。
　小型サーマルカメラは熱源の感知、0.01
ルクス（星夜相当）でも撮影可能な超高感
度防滴カメラは、暗所での撮影や装置の裏

カメラのソリューションが
社会インフラを支える

カメラ通信システム RazVision

インフィニテグラ 株式会社
代表取締役　清水 喜弘

〒222‒0033 横浜市港北区新横浜2‒2‒8 新横浜ナラビル9F
Tel.045-534-9134　Fax.045-534-9134
設立：2010年5月　従業員数：4名　資本金：3,000万円
ht tp://www.inf initegra.co.jp
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取材・文 ＝ 上野　歩（うえの・あゆむ） 小説家。近著に『墨田区吾嬬町発ブラックホール行き』『わたし、型屋の社長になります』
『削り屋』（以上、小学館）、『探偵太宰治』（文芸社文庫NEO）など。

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。

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

社名 ： 五十音順

アタカプランニング株式会社
　

荒木技研工業株式会社

美容室Ｒ（訪問美容Ｒ）

株式会社アンベエスエムティ

インクループ株式会社

株式会社オフィス樹エージェンシー

有限会社オメガ技術研究所

有限会社梶原製作所

株式会社加藤工務店

かながわ経済新聞合同会社

株式会社KYOEI

株式会社キョーワハーツ

クリオ・ネット有限会社
　

株式会社ケアポート

株式会社ＫＭＣ

株式会社コバヤシ精密工業

KopiLuwak

中小企業の事業改善のワンストップ支援
（企画デザイン、販促物制作、店舗開発）

製造業

美容業

電子部品の製造販売

IT関連事業

サービス業（翻訳・音楽イベント企画・物販）

製造業

製造業

建設業

マスコミ

製造業

電気機械器具製造、文具製造

工場向け生産ライン
製造装置コントローラ、パソコン修理、開発、販売業務

福祉用品のレンタル、販売、住宅改修

技術サービス業

製造業

飲食および雑貨販売

三味線製造卸

機械設計・制作・販売、ソフトウェア設計・販売

情報処理サービス業

情報サービス業

商社

自動車パーツメーカー、福祉車両コンサルティング

製造業

通信機器の設計製造

強化プラスチック製容器・浴槽等製造業

古紙卸売業

理容業

金属加工

エンジン発電機・耕運機・芝刈り機、ファンヒーター等修理販売

建設用荷揚機製造販売業

福祉

サービス業

情報通信機械器具製造業、情報サービス業

総合広告代理店業

有限会社小松屋

有限会社杉浦機械設計事務所

株式会社ティー・エム・シー

株式会社テレメディカ

株式会社菜の花商事

株式会社ニコ・ドライブ

日研株式会社

株式会社ハウ

株式会社光レジン工業

株式会社富士紙業

ヘアーサロンはやかわ

有限会社三春工業製作所

株式会社森公

ユニパー株式会社

認定NPO法人 横浜移動サービス協議会

株式会社ライブフードプロデュース

株式会社ラッキーソフト

株式会社リベラル



がんばる元気な中小企業を応援したい
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、具体的な事業成果がでた元気な中小企業を表彰します。

表彰後の
特典

募集の対象

「かながわ産業Ｎavi大賞」公式Webサイト内での受賞企業
および表彰事業の紹介
当財団実施の産業情報Webサイト「産業Ｎavi」に
おける表彰事業のホームページ作成・掲載
当財団発行の経営情報誌「ビジネスライン」における
受賞企業の紹介
「テクニカルショウ ヨコハマ201８」における
受賞企業および表彰事業の紹介
神奈川新聞での受賞企業および表彰事業の紹介

100万円 50優秀賞大賞 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

新技術・新製品の開発等により売上が向上した。
新しい販売手法にチャレンジした結果、売上が向上した。
新分野や異業種分野に参入し、売上が向上した。

など具体的な事業成果がでたもの

対 象 者

対象事業

例えば

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

▲テクニカルショウ ヨコハマ▲ビジネスライン

上記対象者で開発・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、直近の決算までの3事業年度で売上の
向上等、具体的な事業成果を上げたもの。 

貴社の事業・製品について効果ある1ページを制作します。 スマートフォンにも対応

出展決定
テクニカルショウ
ヨコハマ 2018

開催決定
第9回

■開催日 ： 平成30年2月7日（水）～9日（金）　■会場 ： パシフィコ横浜 展示ホール

募集開始予定 ： 平成30年2月1日（木）～

“第8回かながわ産業Navi大賞”受賞事業を出展、ご紹介いたします

http://www.navida.ne.jp/sangyo


