


　それが10年続いた頃、フロン洗浄機では
汚れが落ちないという噂が現場に広まった。
「加工品のレベルが上がったこともあって
の噂かもしれないと感じたりもしました」と
柴野氏は当時を述懐する。

超音波洗浄機の真理
　勤めを辞め、超音波洗浄機を製造販売す
る会社を立ち上げた柴野氏にとって、“超音

強力溶剤に代わって
現れたのは
　工業製品にはバリが付き物だ。
　精密加工、加工機械の習熟度で世界随一
のはずの日本。その日本がどんなに優れた
試作品を完成させても、量産する際には製
造の現場が海外に移動する。それは、日本
が得意とする精密加工品のバリを、多くの人
の手によって除去しなければならないため
だ。人件費の安い発展途上国に精密加工は
移動するのである。

　このバリ取りを自動化し、品質を安定させ
ることで、日本の製造業の国際競争力は強
化されるであろう。株式会社ブルー・スター

R&Dの超音波バリ取り洗浄装置に、その期
待が高まる。

● ● ●
　日本の高度成長期、加工機械の油汚れの
洗浄にはトリクロロエチレン、トリクロロエ
タンといった強力な溶剤が使われていた。
　株式会社ブルー・スターR&D会長・柴野
佳英氏は当時20代で、機械洗浄機の会社
に勤めていた。
　強力な溶剤で機械洗浄すると、作業者は
塩素系溶剤を吸引し、それが肺から血液を
伝わって肝臓に至る。３年も続けると、顔色
が悪くなり、現場を去って行った人々を柴野
氏は何人も見ている。
　その後、環境に優しく身体にも害を及ぼ
さない洗浄剤として、国の指導でフロンが
用いられるようになった。ただし、フロンだ
けでは洗浄力が弱く、超音波が導入された。
フロン超音波洗浄機は、自動車メーカーに
も普及され、機械洗浄の代名詞となった。

株式会社 ブルー・スター R＆D

があった。ということは、すでにバリ取り効
果が認められていたということになる。
　だが柴野氏は、あくまで超音波技術を
洗浄機として活かし、世界に打って出よう
とした。
……ところが、その矢先、オゾン層を破壊す
る物質として、フロンの生産・消費の具体的
削減策について定めた国際取り決めモント
リオール議定書が採択された。
　開発したものが根本から崩れたのである。
「この時、環境問題が中小企業の生命線と
なることを実感しました」
　と同時に柴野氏は、10年後は水の時代が
くることを確信した。

迷走
　フロンで学んだことを水で活かすべく、
柴野氏は、水の中に溶解している空気を取
る脱気装置を開発。水による超音波洗浄機
メーカーとして再生を図る。
　競合メーカーもなく、国際的支持も得、大
いに売り上げが見込めることから株式上場
を考えた。しかし、これに失敗し、社長解任
の憂き目にあった。
　しかし、柴野氏には水の脱気の技術があ
る。このノウハウをさらに追及していく中で、
洗浄機としてだけでなくバリ取り効果を認
める受注があったことに思い至る。

　超音波バリ取り洗浄機だ！
　新会社を設立した柴野氏は、
中国でバリ取り洗浄機の工場
をつくるべく勇躍して飛び立
った。
　だが、地元政府と折り合い
がつかず撤退。
　それでも、これは自分が
生み出した技術であり、並ぶ
者はいないという自負があ
った。
「リベンジの準備をしてお
くように」と日本にいる妻の
美
み

雪
ゆき

氏に連絡し、次なる一手
として株式会社ブルー・スタ
ーＲ＆Ｄ設立を指示する。
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波とはなにか？”は永遠のテーマである。当
時、フロン超音波洗浄機は、フロン液中で
超音波がつくり出す空気の泡が弾ける際に
汚れを除去するという理論に基づいていた。
　資金難から実験用のステンレス槽が買え
ず、金魚を飼う水槽で実験を行っていた時
だ。超音波を発生させる振動板を水に沈め
ていると、その板の表面から無数に泡が現
れ、板から外れていくのが見えた。透明な
水槽だからこそ、それが見えたのだ。「もし
も、液中の空気がなくなったならば、どうな
るだろう？」
　フロンには水の５～10倍の空気含有量が
ある。柴野氏は、60センチ幅の水槽の底に
深さ25センチまでフロン溶液を入れ、その
上にフロンよりも軽い水でフタをした。そし
て、超音波の発生板を沈めるという実験を
してみた。
　30分ほどすると溶液の中からブクブクと
した空気の泡が消えた。フロン溶液の中に
生まれているのは、真空の球だけだ。そこに
手を浸してみた。恐いくらいに痛かった。ア
ルミ箔を入れてみると、一瞬にしてボロボロ
になった。柴野氏は目を見張った。
「つまりですね、それまでの超音波洗浄機
は、ただの空気の泡が出る装置にすぎなか
ったんです」
　超音波洗浄の真の原理とは、液体の中か
ら溶解している空気（窒素、酸素）を除去し、
強力な球状星雲型キャビティー（微小真空
核群）を発生させる必要がある。キャビティ
ーの生成と消滅時に起こる正と負の衝撃波
により洗浄を行うことが分かったのだ。
　この原理によって既存製品が30分かけ
て行っていた洗浄を、30秒で行える―
「本当の超音波洗浄機」として製造販売を
始めた。反響もよかった。この時、一部の自
動車メーカーからはバリ取り機として注文

やってきた水の時代

〒252‒0241 相模原市中央区横山台1‒31‒1
Tel.042‒711‒7721　Fax.042‒711‒7237
設立：2010年4月　従業員数：14名　資本金：1,000万円
ht tp://www.blue-galaxy.co.jp/

超音波バリ取り洗浄装置
　しかし、心労もたたって脳梗塞に倒れてし
まう。

開発は一日一日自分を
白紙にすること
　帰国して、手術。リハビリに励む柴野氏の
耳に、中国でコピー会社が超音波バリ取り
洗浄機をつくっているという噂が入る。
　まだ頭に術後のクリップを留めたまま、
柴野氏は確認に赴くが、「お話にならないよ
うな機械でした」
　本当の超音波バリ取り洗浄装置がどうい
うものか見せてやる！ 柴野氏は奮起した。
　体調が万全でない中、自分に代わって美
雪氏に代表取締役を務めてもらっている。
だが、そうであるからこそ失敗するわけには
いかなかった。
　バリ取り用の素

そ し
子をつくる必要があった。

そのためには振動板をもっと振らねばなら
ない。１秒間に２万回以上の振動により、４
～６ミリの大きな真空の核を無数に発生さ
せ、消滅させる。これがキャビテーション強
化システムだ。
　対象材料は、各種金属、プラスチック、セ
ラミックスと幅広く、精密加工品の微小バリ
を除去し、洗浄していく。脱気した水を循環
させ、フィルターで除去したバリをキャッチ
する。水は冷却することで、キャビティーが
潰れるスピードが上がり、したがってバリを
取るスピードも上がる。水を利用してのバリ
取りは環境に優しく、しかもその水は循環し
ている。苦労したのは洗浄槽で、超音波の
振動をまともに受けると槽が割れてしまう。
共振を防ぐ工夫をすることで、強力なエネ
ルギーがバリ取りの対象物にのみ当たるよ
うにした。
「実験装置に安価な金魚用の水槽を使った
からこそ超音波洗浄の原理が分かったので
す。開発は一日一日自分を白紙にしなけれ
ばなりません。開発に関する感覚は私にあ
る。しかし、この会社を固めるには、取引先、
働き手、皆さんの力を借りる必要があります。
今度の受賞を、なにより共感していただい
たユーザーさんに伝えたいです」超音波バリ取り洗浄装置

多目的全自動
超音波バリ取り洗浄装置

バリ取りの一例



　ところが、輪転機のスピード化、印刷のカ
ラー化に従って、製紙は木材などを原料と
するようになる。
　製紙原料とならなくなった故繊維だが、
工業化が進む中で別の、そしてさらに有効
な使途があった。機械のメンテナンス用の
ウエスである。
　ウエスの語源ははっきりしていないが、
「英語のwaste（無駄、クズなどの意）から
きているのでは？」と中野氏は推測している。
野球でウエストボール＝捨て球などと使わ
れる、あのウエストのなまりであろうと。
　布はいったん使われ、水を通したほうが
吸湿性がいい。洗いざらしの着物をおしめ
に使ったのも、このためだ。
　故繊維は、家庭で使われたことで吸湿
性のいいウエスの素材に変化していたわけ
だ。このウエスにあたるものが欧米にはな
かった。「着物は平面裁断ですよね。襟や袖、
ポケットなどがある立体裁断の洋服は四角
い布に再加工しづらく、ウエスをつくる土壌
がなかったんですね」
　戦前、そして戦後の一時期、瀬戸物、絹織
物、お茶などに混じってぼろ切れは外貨獲
得産業だったのである。
「“ぼろ”とは“襤褸”という漢字もある、けっ
して悪いものではなく、どこの家庭にもある
ものだったのです。しかし、今は着なくなっ
た衣類があるだけで、ぼろ切れが家の中か
らなくなってしまった。それとともに、ぼろ
も死語になってしまったんです」

機は熟した
　さて、中野氏が「そば切り」にたとえてい
たが、反毛機にかけられた布は、鉄の爪で
引っ掻かれるようにして細く引き裂かれる。
細く切られた綿は、より合わせて糸にする。
繊維長の短い繊維を有効活用するのが特
殊紡績である。同社は、ウエスの生産現場

レガロ＝大事な物、宝物の意である。
　廃棄衣類を再生するには、ボタンを取る
などの手作業が必要だ。原材料が日本にあ
るのだから、生産拠点をこちらにし、フィリ
ピンから働き手を呼ぶ方法もあった。そう
すれば、製造した手袋を再び日本に送り返
す手間もはぶける。
「しかし、それでは、父親や母親を連れてく
ることでフィリピンの家族をバラバラにして
しまうでしょう。リサイクルは人とのかかわ
りです。家族を引き裂くことはあってはなら
ないと思いました」と語るのは中野氏だ。
　原料の70％に廃棄衣類を使用。廃棄衣
類の有効活用に寄与するのはもちろん、追
加の資源投入を極小化できるため、同等の
純綿軍手に比べ、ライフサイクルにおける
CO２発生量を１/６に抑えることができる。
また、脱色や染色を行わず、衣類本来の色
をそのまま活用している。「このカラーリン
グがカワイイと評判なんですよ」（窪田氏）
　環境性に優れるだけでなく、耐久性はJIS
規格を大幅に上回る（男性用の場合。女性
用、子ども用はサイズが小さいため該当す
るJIS規格がない）。
　東北地方のユーザーからは「厚みがあっ
て、丈夫で温かい」という声も届いている。
「日本の伝統的な特殊紡績とは、いわば現
在も稼働中の産業遺産なんですよ」と中野
氏は胸を張った。
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もったいないが生んだ
伝統技術
　産業Navi大賞2015環境（エコ）部門大
賞に輝いた特殊紡績手袋よみがえりシリー
ズは、まさに日本の“もったいない技術”によ
って生み出された製品だった。
　特殊紡績とは最新技術ではない。むしろ
現在の日本ではほとんど見かけなくなった、
伝統技術なのである。
　ナカノ株式会社代表取締役会長・中野聰
恭氏が語る同社の歴史と技術の変遷は、そ
のまま日本の文化と産業を映す鏡であった。
「リサイクルという言葉はありませんでした
よ。しかし、その概念と技術は古くからあっ
たのです」

　一足飛びにそこに向かう前に、中野氏は
まず、日本とヨーロッパの風土の違いから
説明してくれた。ヨーロッパと違って、日本
では羊毛が育たない。ヨーロッパは毛

け
紡
ぼう

績
せき

である。これに対して、日本は麻、綿など
の木の繊維である。特に綿＝コットンの肌
触りは、温暖湿潤の気候によくあった。
　綿を糸にする紡績機械はガラ紡

ぼう
から始

まる。もともとは竹筒の中に綿を入れて、
細い穴からそれを引っ張って糸にしていた
のを、水車という動力をもってそれを行う
ようになった。ガラガラという音がうるさ
いところからガラ紡、あるいは水車紡など

と呼ばれた。
　しかし、ヨーロッパの産業革命が日本の
紡績にも近代化をもたらした。紡績機械の
到来である。「手延べラーメンていうのは、
薄く延ばした生地を２本を４本、４本を８本
といった具合に麺にしていくでしょ。紡績機
械っていうのはあんな感じなんですよ」

紙の次はウエス
　小国日本は、圧倒的に物がない。だから、
一度布にしたものを綿状態に戻す―つま
りリサイクルする際の機械も必要だった。そ

れを、ヨーロッパの紡
ぼうもう

毛の機械がかなえてく
れた。ツイードなど毛足が短く糸にならない
部分に使う技術である。「こちらは言ってみ
れば、そば切り。薄く延ばした生地を、細く
切り裂いていくんです」
　布を綿に戻すことを反

はんもう
毛という。紡績機

械と一緒にやってきた反毛機械によって、日
本人は新しい糸を紡

つむ
ぐことと同時にリサイ

クルも機械化したのである。
　ナカノ株式会社は1934年、中野氏の
父、静

し ず お
夫氏が市中の古布・古繊維を回収す

る故
こ せ ん い

繊維問屋として横浜に創業。故繊維は、
紙の原料となった。

として、フィリピンに自社工場を持っていた。
そうして、かねてより回収した衣類を、分か
りやすい形でリサイクル商品として地域社
会に流通したいと考えていた。
「我々は環境問題に対する想いがありまし
た。しかし、コストの面からその想いが実現
できなかったんです」
　生活行為の中のもったいない、経済活動
の中のもったいない、省エネ問題の中のも
ったいない―それらは、高度成長期以後、
線香花火のようにパチパチと火がついたか
と思うと、ポトリと火種が落ちたように消え
てしまう。もっと永続的な環境に関する意
識の高まりを持った時代が到来しなければ。
　そして、ついに期が訪れた。“古着”が日常
的でなくなり、ファイバーリサイクルという
言葉で回収を行う同社だが、町内会、自治
会、市民団体など回収先とのやり取りの中
で、空気感が変わってきたという。「ここ10
年ほどで、リサイクルの相談を受ける声に熱
っぽさを感じるんです」と同社リサイクル部
事業企画室室長・窪

くぼたやすふみ
田恭史氏は証言する。

丈夫で温かく、カワイイ
　主に県内で回収された廃棄衣類を原料と
した軍手「特殊紡績手袋」は発売後６年間
で228万双に達した。これは名古屋市民の
人口に相当する数である。
「工業化社会の中では生産効率やコストも
かかり排除されてきた特殊紡績という技術
が、循環型社会というパラダイムの中でス
ポットが当てられたということですね」と窪
田氏。
　男性用よみがえり、女性用よみがぁーる、
そして子ども用よみがえりレガロ。子ども用
手袋命名の意味は、フィリピン工場で試供
品を現地の子どもに渡したところ、使用せ
ずに大事に懐に仕舞ってしまったところか
らきている。

環境（エコ）部門
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﹁特殊紡績﹂は
稼働中の産業遺産

ナカノ 株式会社
代表取締役会長　中

なか

野
の

 聰
とし

恭
やす

〒232‒0027 横浜市南区新川町4‒26
Tel.045‒260‒8206　Fax.045‒261‒7010
設立：1934年7月　従業員数：98名　資本金：2,500万円
ht tp://www.nakano- inter.co.jp/

特殊紡績手袋
よみがえり、よみがぁ～る、レガロ

よみがえりシリーズ

フィリピン植林事業で「レガロ」を配布古着回収
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元証券マン
　動物用Ｘ線装置で国内トップシェアを
誇るアールテック株式会社が、動物用デジ
タルラジオグラフィーを日本で初めて手掛
けた。
「当社がいちばん得意とする技術のすぐ隣
に、成長性の高い新規事業があったという
ことなんです」と、同社代表取締役・真鍋緑
朗氏は感慨深げに語る。

　父、信
のぶゆき

行氏が都内の貸工場で同社の前身
となる有限会社室

むろまち
町製作所を創業。レント

ゲンメーカーの依頼で、Ｘ線発生装置の部
品をつくっていた。Ｘ線管

かんきゅう
球に高い電圧を

かけるとＸ線が発生する。トランスによって
電圧を上げるのだが、信行氏は、その部品
を手がけていたのだ。やがて、横浜市金沢区
の工業団地に移転し、順調に操業を開始。
　一方、真鍋氏は、大学の商学部を卒業す
ると、父の仕事とはまったく畑違いの証券
会社に就職した。「実は息子とはいえ、父

の零細工場に勤める勇気がなかったんです
よ」と真鍋氏は笑う。そう言いながらも、頭
のどこかには、いずれは父の会社を継ぐこ
とになるかも……との意識はあった。だか
ら、営業先で会う中小企業の社長と打ち解
けた間柄になれば、「実家が工場で、将来
的には自分も―」と話題にすることがあ
った。そんな時には、相手社長からさまざ
まな経営論を引き出し、学びの場とした。
　証券会社の営業は厳しい。努力すれば営
業成績は上がり、怠ればてきめんに下がる。

体力的に自信のない真鍋氏は、真夏にもス
ーツを着込み汗びっしょりで営業に駆け回
る先輩社員らの姿を見て、自分には無理と
思ってしまった。「戦う前から、負け犬根性
を抱えてたんですよ」。このままではいけな
い！証券マン２年目になった真鍋氏は奮起
した。真冬もコート、手袋なしで飛び回った。
「今この瞬間、日本中で、自分ほど頑張って
いる証券マンはいない！」と自らに言い聞か
せながら。真鍋氏は変わった。結果は営業
成績になって表れ始めた。関東ブロックで
表彰されたのを皮切りに、毎月支店表彰を
受けるようになった。真鍋氏はこの証券マ
ン時代に本気で努力することの大切さを
身に沁み込ませた。

生産管理
　一方、Ｘ線発生器のトランス部品をつくっ
ていた父の工場は、部品だけでなく外装も
扱うようになっていた。また、トランスを納
めるだけでなく、コントローラーもセットで
つくってほしいとの依頼が増えていた。
　コントローラーはＸ線発生装置の重要部
分である。レントゲン撮影を行う際、被写体
となる人体が太っているか痩せているか、ど
この部位を撮るか、内臓なのか骨なのかに
よって、Ｘ線の質や強さを制御する必要が
ある。これを担うのがコントローラーだ。
　仕事量が増える一方の家業を横目に、証
券マンとしてのやりがいある日々にいた真
鍋氏。だが、ある日、母寿

ひ さ え
江氏に「そろそろ

お父さんの会社が忙しくなってきたから入
らない？」と言われ、室町製作所から社名
変更したアールテックに入社する。
　文系出身ではあったが、元来モノづくり
好きな真鍋氏である。小学校の頃から自宅
裏にあった作業場で、ボール盤などを使って
工作をしていた。現場仕事を習得し、製図を
見てコントローラーをつくれるようになるま
でに、それほど時間を要しなかった。しかし、
なにより彼に求められていたのは、生産管
理だった。それまでは、いわゆる町工場然と
しており、製品の原価もはっきりしていない
状態だった。真鍋氏は、母が担当していた
総務と経理部門も引き継ぐ。商学部を卒業
した真鍋氏にしてみれば簿記は手慣れたも
のだった。

動物専用Ｘ線診断装置で
国内トップに
　時はバブル経済真っ盛り。周辺機器だけ
でなく、すでにＸ線発生装置そのものを製
作する技術を持ちながら、社長である信行
氏はこれに飽きたらず、事業の多角化を目

指して異業種参入する。しかし、これに失敗。
社員の気持ちもバラバラになってしまった。
　専務に就任した真鍋氏が立て直しを図る
ことに。リーダーシップを執る真鍋氏に迷
いはなかった。起死回生に打って出るとした
ら、それは自社の得意技術であるＸ線発生
装置の製作しかない。折しも、Ｘ線管に高
電圧を与える方法がトランス式からインバ
ータ式に変更。プリント基板が用いられる
ことによって、Ｘ線診断装置の軽量小型化
が実現した。同社は、病室から動けない人
のための移動型Ｘ線装置の開発依頼を受け
た。それまでの装置は大きく重く扱いづらか
ったのだ。
　同社のインバータ式回診用Ｘ線診断装置
はヒットし、医療機器として完成品を生産
することで名前が業界に知られる転機とな
った。特に動物専用Ｘ線診断装置は、OEM
（original equipment manufacturer＝
他社ブランドの製品製造）で、国内トップの
６割のシェアを持つようになった。

現場が困っていることを
解決しなければ
　その後、工業用のX線発生装置にも着手
し、医療用、動物用、工業用と事業の三本
柱が確立される。2000年には真鍋氏が社
長に就任。順風満帆かと思われたが、X線
診断装置の市場が横ばい状態になった。そ
こにリーマンショックが重なり倒産の危機
に立たされる。
　なにか新規事業はないか!? その頃だ、
動物病院からの、「デジタルラジオグラフィ
ーが高価で、使いづらいのでなんとかして
ほしい」という多くの声が届き始めたのは。
　デジタルラジオグラフィーとは、X線画像
をデジタル化してモニターに映し出すシステ
ムだ。それまでのレントゲン写真からデジタ
ル化が進んでいたが、大手病院ならともかく

1000万円もの設備投資を中小の病院や動
物病院では行えないのが実情だ。
「現場が困っていることを解決しないとい
けない―デジタルラジオグラフィーを新
規事業として独自開発することに決定しま
した」
　デジタルラジオグラフィーにはX線を受
像するFPD（フラットパネルディテクター）
が必要だ。だが、製造設備の問題から、これ
をつくれるのは日本でも大手メーカーに限
られる。そこで、長く情報交換を続けていた
韓国のDRTECH社製のFPDを直接輸入す
ることにした。このFPDには、X線の電気信
号をX線画像にする画像処理ソフトが付い
ていたが、英語版の人用のものであった。こ
れを国内の動物病院に合わせた仕様にしな
ければならない。動物専用の日本語版ソフ
トを外注で開発したが、単に言語を変更す
るのではなく、動物診断に適した画像処理
を行う必要があった。そのため、第一人者の
専門医の指導を仰いだ。
　かくて動物専用デジタルラジオグラフィー
装置「REAL－VX」は完成した。DRTECH
社製のFPDは他社製品がX線をいったん
光信号変換する間接変換方式と違い、ダイ
レクトにデジタル変換できるため高画質で
ある。さらには、動物専用Ｘ線診断装置を
長年製作してきたアールテックは獣医師の
現場での使いやすさをなにより心得ている。
また、購入しやすい価格に設定するため、
大手商社を通さず直接販売できるよう医療
機器販売業の許可も取得した。なにより大
変だったのは、前例のない動物用デジタル
ラジオグラフィーの認可を農林水産省から
取得することだった。
「社員28人の会社が、大手に3年も先駆
けて日本初の製品を開発し、国からの認
可も得た―それが、今回のフロンティア
部門優秀賞受賞のポイントであったと思
います」
　Ｘ線診断装置とデジタルラジオグラフィ
ーは組み合わせて使用する。動物用で６割
のシェアを持つ同社のＸ線診断装置はいわ
ば業界の標準機。REAL－VXは、これと連
動する機能を持つデジタルラジオグラフィ
ーとして期待が持たれる。

アールテック 株式会社
代表取締役　真

ま

鍋
なべ

 緑
ろく

朗
ろう

〒236‒0004 横浜市金沢区福浦2‒4‒1
Tel.045‒784‒2310　Fax.045‒784‒2364
設立：1974年12月　従業員数：28名　資本金：4,000万円
ht tp://www.e-r tec.co.jp/

日本初。動物用デジタルラジオグラフィー装置
﹁REAL‒VX﹂の開発・販売

日本初が受賞のポイント

展
示
会
の
様
子
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光触媒の環境浄化作用
　吸殻が入ったケースから２本の管が伸び
ている。一方の管に鼻を近づけると当然の
如くニコチン臭がする。だが、一方の管から
はなんのにおいもしない。それを伝えると、
株式会社カタライズ代表取締役・早川修氏
は満足そうな笑みを浮かべた。
　においのしない管のほうには、光

ひかり
触

しよく

媒
ばい

抗菌消臭スプレー『光ミスト』を吹きつ
けたフィルターが入っているのだ。

　光触媒とは、二酸化チタンという物質に
太陽や蛍光灯の光を与えることで、化学反
応を促進する作用で、50年ほど前に日本の
化学者によって発見された。
　早川氏は、現在同社の取締役技術開発部
長である光触媒のスペシャリスト、室

むろ
伏
ふし

康
やす

行
ゆき

氏と出会い、10年前にカタライズを起業
した。

　光触媒には環境浄化作用がある。それを
衣類や布製品、インテリアなど産業用に使
おうと考えたのだ。
　なぜ光触媒の会社を立ち上げたかを早
川氏に訊くと、「競争相手が少ないからです
よ」との応えが返ってきた。だが、その一方
で、利点をアピールしにくいのがこの製品で
もあった。

まずは営業ツールとして
　早川氏は、室内の壁に光触媒をコーティ
ングするヒカリアクターを製造販売した。抗
菌・抗ウイルス効果のある光触媒を施工す
ると、汚れの軽減や花粉の除去という効果
があり、シックハウス対策も期待できる。ヒ
カリアクターは壁紙、天井、ソファ、カーテ
ン、絨

じゆうたん
毯やカーペットに塗布することで、そ

の効果が発揮される。素早い仕上がりで、
加工工程のコストも少ない。
　まずは施工業者への営業を考えたが、ゼ

ロからの出発で販路がなかった。営業に出
向くにしても、工業用は一斗缶である。それ
を持って客先に行っても……というわけで
ある。「なにか営業ツールが必要だったわ
けです」と早川氏は言って、２枚の白いタイ
ルを机の上に並べた。そして１本のペンを取
り出した。「このペンのインクはメチレンブ
ルーです。塩基性染料―つまりは有機物
になります」
　早川氏がメチレンブルーで２つのタイルに
文字を書くと、ブラックライトを当てた。す
ると、一方のタイルの文字がみるみる消え
ていった。「光触媒には有機物を分解する
力があるんです」
　文字が消えたほうのタイルには、同社の
ヒカリアクターが塗布されているのだ。
「このデモンストレーションを中国ですると、
とても面白い手品だから、このセットが欲し
いと言われます」苦笑交じりで言う。
　自社の商品をアピールする、もっと効果的
な営業ツールはないか―

多くの再検討を経て
家庭向けに
―そこで生み出されたのが光触媒抗菌消
臭スプレー『光ミスト』だった。100mlのト
リガーポンプタイプである。
「これを持って帰って使ってみてください」
と客先で渡すと、「面白いね」と試してみて
くれた。結果は上々。
「まずは体感して、知ってもらうことが必要
だったんです」
　たちまち評判になり、市販品として開発
することを思い立った。それに向けて、室伏
氏は、「一般家庭でも充分な消臭効果を実
感できるように、高い光触媒活性を発揮す
ることを最優先しています」と語る。
　さらに女性にも楽にスプレーできるよう
にするため、エアゾールタイプのスプレー開
発にも取組んだ。エアゾールスプレーでは、
高い安全性、耐久性が求められるため、充
填する光触媒液にもより高い安定性が必要
になる。
　一定のコストの中で光触媒性能を維持し
つつ、安定性の高い液を得るのが課題であ
った。そのために光触媒原料も含め、使用
する材料のすべてを再検討し、成分間の相
互作用や安全性を調べ、光触媒活性を阻害
しないようにスプレー液の組成を決定した。
さらに製造工程での液の調整方法について
も見直しを重ねた。
　こうして、一般家庭向け光ミストは完成し
た。広い面積にも均一に塗布しやすいよう
にエアゾールスプレータイプ（光ミストＡＳ）
で発売されたが、のちにトリガーポンプタイ
プ（光ミスト）もラインアップされている。

神奈川は光触媒の
シリコンバレー
　一度スプレーすれば効果が長期間持続す
る光ミストは、従来の消臭スプレーのよう
ににおいが発生するたびに使用する必要が
ない。そのため長期間で考えれば経済的で
ある。
　光ミストはほとんどのにおいが除去対象
となる。従来の消臭剤が化学反応でにおい
を中和させ、マイルドにするのに対して、光
ミストはにおいの成分を分解する。この違
いは、従来の消臭剤に香りがついているこ
とでも明らかである。芳香剤がついている
ということは、消臭しにくい成分があること
を示している。しかし、においの対象を選ば
ない光ミストは芳香族化合物も分解除去で
きる。

環境（エコ）部門

かながわ産業 Navi 大賞 2015 特集 BUSINESS LINE  特別号

「つまりは、よいと感じる香りをも分解して
しまうわけなんですけどね」と早川氏。「し
かし、最近は芳香剤の強い洗剤があるでし
ょう。近所の洗濯ものからの移り香が嫌で、
光ミストを使う方もいらっしゃいますよ」
　抗菌作用についても、菌やウイルスの種
類を限定せず、ほとんどすべてに対応する
ことができる。未知の新種、新型のウイルス
にも効果を発揮できるので、感染予防効果
が期待できる。また、使用を続けても薬耐
性菌（菌が抵抗性を持ち、光ミストが効かな
い、あるいは効きにくくなる）可能性がほと
んどない。
　また、従来の抗菌剤は表面が汚れてくる
と効果が落ちてしまうので、効果を持続す
るために表面をきれいにしておく必要があ
った。これに対して、光ミストに使われてい
る光触媒は付着した有機物を分解する能力
があるので、自己再生効果によって抗菌力
を持続できる。
　光ミストの主成分は二酸化チタンの微粉
末を水に分散したもの（チタニアゾル）で
ある。チタンは毒性が非常に低い物質であ
る。化粧品のほか食品添加物にも利用され
る。肌に塗っても、口の中に入れても害がな

く、人体にもペットにも安全性が高い。
　今回、産業Ｎａｖｉ大賞の環境（エコ）部
門で優秀賞を受賞したわけだが、光触媒そ
のものが環境技術である。また、ホルムア
ルデヒドやＶＯＣ（揮発性有機化合物）とい
った有害物質を分解除去できるため、室内
環境を改善する効果がある。もちろん、光
触媒は自然光で働くため、電力などが必要
なく省エネ効果もある（蛍光灯でも光触媒
の作用がある）。一度スプレーすれば効果
が長期間持続することから、薬剤が環境中
に放出されることが非常に少ないので、環
境負荷が小さく、省資源効果もある。
　さて、中国市場の開拓をすでに進めてい
る同社。中国での反響が著しく、それが今回
の評価にもなったわけだが、その点につい
て、「中国の爆買いは為替（円安）の影響で
す」と早川氏は慎重である。「ただ、数年前
からターゲットを中国に絞っていたことが、
こうした時に好結果となって表れたのだと
思います。今後中国では、ますます環境問題
に需要があると見ています」
　神奈川県は光触媒の研究機関が多く、そ
うした地元の賞を受賞できたことは、「大
変光栄です」と笑顔が弾けた。

自然光による浄化

株式会社 カタライズ
代表取締役　早

はや

川
かわ

　 修
おさむ

〒201‒0855 川崎市川崎区南渡田町1‒1 京浜ビル2F
Tel.044‒201‒7451　Fax.044‒201‒7452
設立：2006年3月　従業員数：4名　資本金：1,000万円
ht tp://www.cata-r ise.co.jp/

日本発の環境技術・光触媒を手軽に使える
抗菌消臭スプレー﹁光ミスト﹂

光ミストAS（エアゾールスプレータイプ）
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　カシメを行う際の圧入の力、カシメ機をど
の位置まで打ち込むか、その際の圧入時間
―これらの条件を、加工現場では、「こん
なものかな？」という職人の勘に頼って作業
していた。
「作業者を選ばず、誰が加工しても高品質
なカシメが行える。カシメ作業を標準化で
きる。そんなカシメ機が求められていたんで
すよ」と盛満氏。

不良を防ぐ
　同社は次世代型のカシメ機の開発に着手
した。
「職人が圧力計を見ながらバルブを調節し、

ネジの圧入
　カシメとはなんぞや？
職種によって、さまざまな加工法や工具そ
のものを指す言葉だが、ここでいうカシメ
とは、クリンチングファスナーの圧入を意味
する。
　もう少し簡単に説明しよう。金属にプレス
機械で穴をあける。その穴にネジやナット
を圧入することで、取り付ける。これがカシ
メ作業だ。
　さまざまなサイズのネジ、ナットにギザギ
ザの溝が刻まれている―この、溝のある
ネジやナットこそがクリンチングファスナー
である。
　金属板材の穴に、クリンチングファスナー
をプレス圧入する。すると、メタルフロート
（金属流動）が行われて、板の金属とクリン
チングファスナーの溝ががっちりと締結す
る。別々の部品をしっかりと一体化できる
―これがカシメだ。
　今回、産業Navi大賞フロンティア部門審
査委員長賞を受賞したのが、このカシメを
行う機械『かし丸Duo』である。

かし丸の進化
　板金、鍛

たんあつ
圧などの工作機械の販売を行う

株式会社ファブエースは、クリンチングファ
スナーを納入する際に、「カシメる機械は
扱ってないのか」という現場の声を多く耳
にした。「欲しいという声に応えるのがウチ
の仕事ですからね」
　同社代表取締役・盛満要一氏は、さっそ
くカシメ機の開発に取り掛かる。
　第一世代かし丸は、エア駆動で、圧力が３
トンまで。圧入できるクリンチングファスナ
ーの大きさにも限界があった。

　第二世代かし丸は、油圧式で５トンの圧
力を持つ。この圧力ならば、同社が扱うほ
ぼすべてのクリンチングファスナーを圧入す
ることが可能だ。
　ただし、制御が難しかった。油を伝達手
段に用いているため、朝昼晩の油温の変化
が影響した。金属板の素材が軟らかかった
り、圧入する力が強すぎたりすると、金型の
打
だ

痕
こん

が残ってしまう。
　カシメ加工で大事な要素は、
① 適切な圧入力
② 下死点までの位置決め
③ 下死点での保持時間　である。
　下死点とは、機械の上下動で最も低い位
置を示す。すなわち、カシメ位置である。

動作監視機能を搭載、ログ取り（作業履
歴）、品質合否判定する。圧力と下死点位置
を常に監視し、圧力センサーでフィードバッ
クする。
　径が少しでも大きな穴にクリンチングファ
スナーを圧入すれば、パネルの画面にエラ
ーが表示される。これにより、いったんはカ
シメが完了したと思っても、納品後にファス
ナーが脱落するような不良を防げるわけだ。

応募のきっかけは
産業Naviブース
　カシメ作業の品質向上、不良ゼロを目指し
た第三世代かし丸。この機械は同時に、３ス
テップで加工開始できるタッチパネルによ
り、これまで作業者が限定されがちなカシ
メ作業を、女性やパート、アルバイトの作業
者にも安全に行えるようにした。
　日本のモノづくりの中でも特にニッチな

試し打ちを繰り返していたアナログ作業を、
デジタル化するわけです」と、同社専務取
締役・尾

お
坂
ざか

明
あき

宏
ひろ

氏は言う。
　まず、すべてのクリンチングファスナーと
穴の径との情報をパラメータ化しなければ
ならない。気の遠くなるような作業は１年に
及んだ。「あれがいちばん大変でした」と尾
坂氏が振り返る。
　かし丸Duoは、７インチタッチパネルを採
用。ファスナーライブラリーで画像を呼び出
し、加工情報を選択する。カシメ位置を決
め、加工をスタートする。
　最もこだわったのは、不良を防ぐことだ。
　客先に１千個の製品を納品したとする。
そのうちのひとつの製品のファスナーが脱
落する不良が発生すれば、１千個の製品が
すべて返品され、再検査しなければならな
い。カシメ作業の不良は、大変な工数を割
かれ、大きな損失につながる事態となる。
　それを未然に防ぐべく、カシメ作業中の

作業者を選ばない
職人マシン

産業であるカシメ作業。大多数が中小企業
で、若い層の就業率が低く、後継者の問題
で頭を悩ます現場も少なくない。そんな中、
作業者を選ばないかし丸Duoは、誰でも安
全に、簡単に軽快な作業ができるので、経
験の浅い人材の雇用も充分に検討できる。
　一方で、この機械を開発する際にまず
掲げたコンセプトがエコであった。同社の
機械はもともとどれも小さく、電力消費や
使用する油量なども少なかった。それでも、
“環境”は絶対的なキーワードである。環境
に関する意識はますます高まり、環境保全
への取り組みは重視すべきである。ゆえに、
これまでのエア駆動、油圧駆動は採用せず、
省電力で、使用油量が少なくて済む、ハイブ
リッド駆動方式を新たに開発した。
　油圧とサーボの利点をひとつにまとめ、
圧倒的な合理化を実現。その結果、消費電
力は従来機に比べて実に70％を削減、同
時に油量も70％削減を達成した省エネル
ギーな機械となった。これにより、日本鍛圧
機械工業会が奨励するMFエコマシンの認
定も取得している。また、年平均１％以上の
エネルギー効率向上等が条件の、政府が進
める即時償却が可能な生産性向上設備投
資促進税制の機械にも認定された。
　弱電、通信機、医療機等で使用されるク
リンチングファスナーを圧入する専用カシメ
機なので、精密板金の市場が主になる。また、
同社の第三世代の機械であり、前世代の入
替え市場も見込める。なにより、インテリジ
ェント機能や管理機能を備えた国産の機械
はこれまでになかった。優位性があり、付
加価値が高いと判断されれば市場拡大も
期待される。
　さらに、最大５種類のクリンチングファス
ナーに対応できる、プログラム運転機能を
搭載したバージョンアップ機も７月に発売さ
れている。
　このほか、樹脂・CFRP（炭素繊維強化プ
ラスチック）にカシメ加工ができる技術も
開発中の同社は、金属製品以外でも新たな
市場の開拓を目指している。
　今回、産業Naviに応募したきっかけにつ
いては、今年２月、県内で開催されたテクニ
カルショーに同社が出店したところ、「すぐ
向かい側が、産業Navi大賞受賞企業のブー
スだったんですよ。それを見て、ぜひウチも
応募しようと考えたんです」と盛満氏。
　それで即の受賞は見事ですねと伝えると、
「いやいや、神奈川の企業として、横浜の企
業として、地元の皆さんの応援あってこその
こと。感謝ですね」と盛満氏は目を細めた。

フロンティア部門

株式会社 ファブエース
代表取締役　盛

もり

満
みつ

 要
よう

一
いち

〒224‒0007 横浜市都筑区荏田南4‒1‒23
Tel.045‒942‒5570　Fax.045‒942‒6548
設立：1988年6月　従業員数：24名　資本金：9,400万円
ht tp://www.fabace.co.jp/

“カシメ不良ゼロ”を目指した
次世代型ハイブリッドカシメ機 かし丸 Duo



積極営業で
米のメーカーを目指す

ＮＢ米をスーパーで買う時代
　「昔は、どこの米屋も、自分の店のプライ
ベートブランドを扱っていたんですよ。自分
のところで、精米し、ブレンドして、松・竹・
梅と等級分けしていた。あれは、いわばその
店のプライベートブランドです」
と、株式会社やまぐち代表取締役社長・山
口宏氏は言う。
　今や、米業界の販売シェアの99％以上が
ナショナルブランドである。すなわち、コシ
ヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれといった
有名産地銘柄の米袋に表示記載事項と原
料が証明された米が主流だ。
「東北78号をササニシキって命名・登録し
て売り出したのが走りですね。ナショナルブ
ランドが生まれたのは、あれはスーパーで売
りやすくするためですよ」
　米市場の国内売上は１兆7800億円。１
カ月あたり国民１人の家庭内精米消費量が
3,264ｇ。その購入経路の第１位はスーパ
ーマーケットで51.3%。驚くべきは第２位で、
家族・知人から無償で入手していることで、
これが25.6%。このあと、インターネットシ
ョッピング 10.7%、生産者から直接購入
8.2%と続き、米穀専門店での購入は2.9%
に過ぎない。

オンリーワンで
付加価値のある商品
　米専門店やまぐちは、山口氏の父、清

せいぞう
蔵

氏が創業。秦野市の中心地に２店舗を構え
ていた。父が亡くなり、16歳で跡を継いだ
山口氏は、人生の大半を米屋として生きて
きた。
　米作りは第１次産業で、農家は生産し出
荷することだけを行っていた。卸売業→小

売店→消費者と、流通システムも確立され
ていた。それが規制緩和によって、米作りは
いわゆる６次産業に転換し、生産現場から
消費者へと直接販売されることにより、米
に携わる流通関連業者の50％以上が廃業
に追い込まれた。
「スーパーとの競合も激しく、このままでは
自分のところも危ない」
　山口氏は、現在の地に移転、指揮系統を
統率するうえで、２店舗体制を一極集中す
ることにした。
　生産者と同じ米を販売していては骨身を
削る価格競争になる。
　新しい本社屋で行うことは、オンリーワ
ンで付加価値のある差別化商品を開発し、
販売することだった。

安定した食味を提供
　山口氏が行ったのは、本来の米屋に立ち
返ることであり、一歩先を行くことであった。
それは、やまぐちのプライベートブランドを
立ち上げることだったのだ。
「はっきり言って、売れなかったら廃業です。
命懸けで臨みました」
　山口氏が第一に目指したのは、天候の良
し悪しで左右されない、年間安定した食味
を提供していこうということだ。そのため、
お米マイスターが厳選、吟味した全国のこ
だわり米を仕入れ、単品種に頼らず実食を
重ねて独自のブレンドを確立した。
　食味優先米シリーズは、さわらび、つきく
さ、しおん、わかくさ、こうばいの５ブランド
をラインアップ。品格があり、印象的なネー

ミングは、平安時代の衣装、十
じゆうにひとえ

二単に由来
している。季節によってさまざまな色を重ね
るその組み合わせは幾通りにも及ぶ。プラ
イベートブランドも、季節や天候により幾つ
かの米の種類を重ねるという意味で付けた。
　販売チャンネルは不特定物販ではなく、
顧客づくりに徹した。そのため、購入日から
消費周期を計算し、次回購入予測日に訪問
または電話による御用聞きで購入日の注文
をアシストしている。
　業務用米の営業についても積極的だ。目
標エリアを決め、毎月20社前後の飛び込み
訪問で情報を収集、分析して、次回の営業
活動に展開していく。福祉施設、公共施設
の給食を中心に取引先が増え、20年前は
一般家庭が100％だったところが、現在は
70％が業務用だ。
　業務用米については、すでにある取引先
を同社の米に切り替えてもらうわけである。
なかなか大変な営業だと思われるが―
「もちろん大変ですよ。しかしね、米屋は
営業をしないんですよ。それをウチはやる
んです」
　エコドライブを実践する営業車には災害
対策グッズを積み、災害時には救助に参加
できるよう日頃から従業員に教育している。
「1993年の冷夏による米騒動以来、安い
コメしかブレンドしないというイメージがあ
ります。ブレンド米＝低価格のまずい米と
いうイメージです。ウチはそれを払拭したい
んです」
　プライベートブランドで、山口氏はこれま
でなかった米のメーカーを目指す。
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自社PB（プライベートブランド）

食味優先米シリーズ
（顧客用一般米・業者用米）

勤労少年
「お客様に向かっては、お菓子のおいしさ
が正しく伝わってほしい。従業員に向けて
は、正しく気持ちよく働いてほしい。その一
心で行った自社のブランドプロモーション
事業だったんです」株式会社紅谷代表取締
役・有井宏太郎氏の気持ちを込めた事業が
受賞した、産業Navi大賞奨励賞である。こ
れまで銘菓として数々の受賞歴のある同社
だが、今回は、いわば有井氏が率いる企業
体が評価されたことになる。
　同店は1954年、和菓子職人だった祖父、
鉄
て つ お

男氏と洋菓子職人だった父、弘
ひろおみ

臣氏が共
同で創業。現在本店のある鶴岡八幡宮前に
店を構えた。当初はショートケーキなどを
店頭に並べていたが、鎌倉の観光地化にし
たがって、足の早い洋生菓子からお土産に
向いた焼き菓子へと転換した。そんな中で
生まれた、明月院のあじさいをモチーフにし
た『あじさい』は今も店の看板商品だ。
　当時は家族経営だった紅谷。有井氏は小
学校の頃から、系列の釜飯レストラン（現
在は閉店）の厨房で食器洗いを手伝う勤労
少年だった。高校生になる頃には、５階建て
の本店ビル内に構えたビジネスホテルでは、
客室のベッドメーキングを担当した。そして
開店前の店の窓拭きをすると、その後は工
場で『あじさい』に練乳を塗る。

組織づくり
　子ども時代からの見習い（？）期間を経て、
同社に入社すると、製造、営業、包装、出
荷、接客とひと通りの仕事に就いた。そして、
24歳で父から「おまえは今日から専務だ」
と命じられた。「専務というのがなにをする
のか分からなくて、辞書を引いてしまいまし
た」と当時を振り返って苦笑する有井氏。
　やがて、病に倒れた父と入れ替わるよう
に29歳で社長に就任。その当時だった、大
企業や老舗をめぐる食の安全が取り沙汰さ
れるニュースが頻繁に報道されたのは。
　有井氏は強い危機感を覚えた。当時の同
店はといえば「家業に毛が生えた程度でし
た」。よくいえばアットホームだが、企業と
してまだまだきちんと組織化されていなか
った。
「リスクを減らして、お客さまと商品の安全
を盤石にしよう」―そのためには徹底し
た衛生管理が必要だ。有井氏は、エアシャ
ワーを導入した工場の改築工事を、自ら図
面を引いて行った。

正しく伝える、正しく発揮される
　続いて行ったのは、自社のブランディング
だった。「おいしいお菓子は１人でも多くの
方に召し上がっていただきたい。だから、そ
のおいしさを正しく伝える必要があると考
えたんです」
　同社の製品は高級感を出すため、包装し
た箱に熨

の し が み
斗紙を付け、金

きんひも
紐を掛け、カード

を添えと、過剰なまでに手間がかかってい
た。しかし、その手間の割には、幅広いお客
様に「食べてみたい」というおいしさを伝え
きれていないと感じていた。鎌倉のお土産
品というだけでなく、お菓子そのもののお
いしさで勝負したい。そう思えるほど紅谷の
お菓子の味を信じていた。
　たとえば、クルミッ子。自家製キャラメル
にぎっしりのクルミをバタークッキーでサン
ドしたこのお菓子の外装は源頼朝の肖像画
では渋すぎる。個包装で使っていたリスの
イラストで外装も統一すると人気に火がつ
いた。女性誌からも取材が入り、売り上げは
うなぎ上りに。
　工場を新設し、人手が増えるにしたがっ
て、有井氏は会社への帰属意識をより高め
ていく必要性を感じた。「会社を好きにな
ってもらえば、その人の能力が正しく発揮さ
れます」
　そのため、製菓衛生師など必要資格を
保有する者には資格手当を付与。さらには
利益が多く出た年の年末には、夏冬の賞与
のほかに決算賞与を支給した。これは通常
賞与のないパートタイマーも支給対象にな
っている。そのほか、２カ月に１回誕生日会
をレストランを借り切って行っている。こち
らも社員、パートを問わず招待し、同じ誕
生月という共通項のもとに部署を超えたコ
ミュニケーションをはかってもらっている。
「年配のパート女性など、“この齢

とし
になって、

誕生日を祝ってもらえるなんて”と喜んでく
れます」
　リーダークラスに向けてはコーチングの
先生を招き、次世代の教育のためリーダー
シップを学んでもらっている。「機械はあく
まで人の補助」と捉える工場での作業も人
が主役だ。
「“紅谷のお菓子が好き”“紅谷という会社
が好き”というお声を内外から頂くのが、私
の目標です。」

商品価値を
信じていたからこそ

鎌倉紅谷
ブランディング事業

株式会社 米専門店やまぐち
代表取締役社長　山

やまぐち

口　 宏
ひろし

〒257‒0031 秦野市曽屋827‒6
Tel.0463‒81‒3868　Fax.0463‒81‒4536
設立：1995年5月　従業員数：9名　資本金：1,000万円
ht tp://www.kome-yamaguchi .com/

株式会社 紅谷
代表取締役　有
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〒248‒0005 鎌倉市雪ノ下1‒12‒4
Tel.0120‒25‒2187　Fax.0467‒22‒3530
設立：1954年10月　従業員数：111名　資本金：1,000万円
ht tp://www.beniya-ajisai .co.jp/
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職人を目指して
　個包装のどら焼きに、オリジナルのデザ
インで帯を巻くサービスで産業Navi大賞審
査委員会賞を受賞した御菓子所花ごろも。
「なにより、和菓子屋としての存在をアピー
ルするために始めたことなんです」
　とは、同店代表・大澤忍氏の弁だ。
　同店は、2011年創業。ここから自転車で
５分くらいのところに実家のある大澤氏が、
「このあたりには、あまり和菓子屋さんがな
いんですよ。平間・鹿島田の人たちが持って
いく地元の手土産がないから、それを作り
たかったんです」ということで選んだ場所
だった。
　大澤氏は高校卒業と同時に和洋菓子の
専門学校で学んだ。
　高校の時に職人が細工する姿を見て憧
れた。「料理よりも和菓子職人のほうが数
が少ないと思いました。人がやらないよう
なことに挑戦したかったんです」
　２年制の専門学校では１年目が和洋菓子
づくりの基礎を学び、２年目に和か洋どち

らかの専門課程に入る。大澤氏は迷わず和
菓子を選択した。
　周りで一緒に学んでいるのは８割方が、
和菓子店の２代目、３代目だった。
「当時は、店を持ちたいという思いまでに
は至りませんでした。あくまで、つくり手、和
菓子職人として一人前になりたいということ
だけです」
　卒業後の求人募集が専門学校にきてい
た。そのひとつに岐阜の和菓子屋さんがあ
り、夏休みに見学に行った。設備がしっかり
していて、２代目社長が同じ専門学校のOB
であることも縁を感じた。
　大澤氏は、卒業後にその和菓子店で働き
始めた。お店の看板商品がどら焼きだった。

学びきれないことを学ぶ
　20歳から30歳までの10年間、そのお店
で修業した。
　働きながら、東海地方で開催される和菓
子コンテストに挑んだ。１年に１回行われる
大会で、上生菓子の五つ盛りが課題になる。
２年連続して優勝し、「来年も優勝したら、
東京に帰ろうと思います」と社長に伝えた。
社長も了承してくれた。
　そして、そのとおりになった。３連覇した
のである。
　東京に戻ってからは、「学びきれないこと
を学ぼうと思いました」
　東海地方と東京では和菓子の色づかい
が違う。向こうの方が若干派手である。ま
た、桜餅ひとつとってもそうだ。あちらでは
糯
もちごめ

米 を使った道明寺で、東京の薄皮にあん
を入れて巻く桜餅を覚える必要があった。
「ひとつのお店のやり方だけでなく、２つ
のお店のイイトコ取りをしようと」２店舗で

修業した。だが、そ
れぞれの店のやり
方を学びながら、自
分のやり方のほう
がうまくできるよう
に感じた。
　大澤氏は、独立
を決意した。

どら焼きのおいしさがあってこそ
　花ごろもを始めてみたものの、最初から
いきなり売れるものでもない。
　腕には自信があったが、経営や集客の仕
方が分からず苦労した。本を読んだり、商工
会議所主催のセミナーを受けたりした。
　そんな時だ、毎年、どら焼きの注文を受
ける企業があった。依頼があって、会社のマ
ークの焼き印を押す。焼印代は大きさや細
工によって１万～２万円かかる。この会社の
ように毎年たくさんのどら焼きが必要な場
合ならともかく、一般の人でももっと気軽に、
オリジナルのどら焼きが提供できないもの
かと考えた。
　そこで行き着いたのが、どら焼きを包装
する帯にメッセージや写真を印刷する無料
サービスだった。
　赤ちゃんの写真をメールで送ってもらい、
［〇〇です。〇月〇日に生まれました。］と
いったメッセージとともに帯にする。学校の
部活の打ち上げで、メンバーの写真と一緒
に感謝の気持ちを伝える。
　パソコンの文字だけでなく、希望があれ
ば書道３段の妻、総

ふさ
子
こ

氏が筆文字を書き起
こし、それをスキャナーで取り込んで対応す
る。こちらも好評だ。
　オリジナル帯のサービスを始めてから売
り上げは前期、前々期と２倍、２倍にアップ。
もちろんこれも、どら焼きそのもののおいし
さがあってこそだ。あんと、しっとり、ふんわ
りとしたスポンジが一緒にほどける絶妙の
口どけ。『川崎 花の子どら焼き』の好評はオ
リジナル帯のアイディアで食べた人が、本
当のおいしさを知って、口コミで広がってい
った成果だろう。

売り上げは２倍、
２倍にアップ
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女性客も訪れる理容店
　2000年イオン橋本店オープンとともに
Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＳＫＹは同ショッピング
モールの２階に出店した。
　同店を経営する有限会社スプリングアー
ト代表取締役・池田弘城氏は、椅子が３つ
の母の理容店で修業を始めたところからこ
の道に入った。
　環境の変化は年々感じていた。若い客層
を中心とした理容店離れである。
　橋本駅前の再開発とともに、理容店は仮
店舗として営業していたが、そうした時代背
景の中、池田氏は前かがみの洗髪を、美容
院と同じく上向きのスタイルに変えた。店
内の雰囲気もオシャレにし、サインポール
（赤・白・青の縞模様が回転する円柱看
板）もやめた。そうやって、町の床屋という
客の認識を、メンズサロンに通っているとい
う意識へと徐々に変えていった。
　イオンに出店した同じ年に連続ドラマ
『Beautiful Life ～ふたりでいた日々～』
が放映された。木村拓哉が美容師を演じた
ことによって、一挙に美容院へと客が流出
したが、メンズサロンというカラーを前面に
打ち出していた同店には、大きな影響はな
かった。
　むしろ、シャレた店内とカットの腕のよさ
から女性客も多く訪れるようになっていた。

原点回帰
　ところが３年前、客足が落ち込んだ。
同店は、いっさい予約を受け付けていない。
理容店は、男性客が思い立ってふらりと訪れ

る場所であるとの考えからだ。週末など混
み合う際には、１時間ほどの待ち時間が発
生する。人気のスタイリストを指名した場合、
待ち時間はもっと長くなる。それでも、ゆっ
たりとした待合室を用意し、またショッピン
グモールという立地から、買い物をするな
どして過ごせることから、待ち時間につい
てのクレームはいっさいなかった。ところが、
予約制が中心の美容院を利用してきた女性
客には、これが不満だったようだ。逆に男性
客にしてみれば、店に女性客の姿があると
入りづらくなっていたらしい。
「どっち付かずになっていたんですよね」と
同店店長・高

たかはし
橋佳

よしたか
孝氏は反省を込めて振り

返る。
　原点に帰ろう―高橋氏は、男性客中心
に訴求する店づくりをしたいと池田氏に進
言した。

エステと育毛
　「オシャレはしたいけれど、美容院に行
きにくい、そんな男性のお客様に“理容店の
ほうがいいですよ”ということを伝えたかっ
たんです」と高橋氏。
　そのためになにをするか。美容院と差別
化を図れるのは顔剃りだ。これを徹底的に
アピールしよう。従来のシェービングをさら
に進化させた。眉の形と長さ、うぶ毛、目の
周りなど、普段自分ではきれいに剃れない
難しいところまでしっかりケア。さらに敏感
肌の人にも使用できる実力派ナチュラル化
粧品を使用し、自宅や他店でのシェービン
グ後の肌とは、見た目・手触りともに歴然の
差をつけた。

　ただし、若い客層は顔剃りをしてほしくな
いという希望もある。そこで、シャンプーと
シェービングはオプションメニューとした。
　いちばんの売りはメンズエステだ。エス
テ業界から講師を招いて研修指導を受けた。
100％植物性のクレンジングオイルで、毛穴
の脂汚れを肌に残さず、やさしく、きちんと
洗い落とす。シェービング後、余分な角質の
みに働きかけるピーリングジェルで乾燥、く
すみ、汚れを優しくケア。最後に化粧水と乳
液でしっかり保湿、透明感のある肌に仕上
げる。「“エステには恥ずかしくて行けない
けど、髪を切るついでなら”とお客様に好評
です。50代、60代で利用される方も増えて
います」
　また「育毛、発毛は男性の永遠テーマ」と
高橋氏が語る、高濃度炭酸泉で頭皮の汚れ
を落とし、指圧の技術で血行を促進するヘ
ッドスパも好評だ。
　現在、男性６名、女性１名のスタッフには
年度ごとに経営計画書が渡され、会社の
理念、池田氏と高橋氏の想いが伝えられ
る。スタッフは自らの年間目標をそこに書き
つけ、半期に一度の面接で目標設定を微調
整する。「自己の一日一日を大切にしてほし
い」との池田氏の考えからだ。
「もちろん長く勤めてもらってもいいので
すが、将来、自分がサロンのオーナーになっ
た時、スタッフをどう育てるかの勉強になれ
ばと思うんです」
　地域密着の同店は、毎年開催される橋本
七夕まつりに「だし焼きそば」の露天を出す。
「おいしいと評判で、この３日間は３時閉店
です」と池田氏は明るい笑顔を見せた。

全ての男性に贈る、昔ながらの理容室ではない
次世代の理容室『メンズトータルサロン』

メッセージをお手軽に  オリジナル帯どら焼き

有限会社 スプリングアート 御菓子所 花ごろも
代表取締役　池

いけ

田
だ

 弘
ひろ

城
き

代表　大
おおさわ

澤 　忍
しのぶ

〒252‒0143 相模原市緑区橋本6‒2‒1 イオン橋本2F
Tel.042‒774‒7591　Fax.042‒774‒7591
設立：1997年9月　従業員数：17名　資本金：300万円
ht tp://www.sky1987.com

〒211‒0015 川崎市中原区北谷町20
Tel.044‒533‒8700　Fax.044‒533‒8700
設立：2011年4月　従業員数：2名
ht tp://www.hana-goromo.jp/

地元密着で
男性をオシャレにする
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人気惣菜の数々
　全長30メートルほどだろうか、細長いア
ーケードが続く。磯子商店街（通称・浜マー
ケット）には、懐かしくレトロな雰囲気が漂
う。「うなぎ屋さんでしょ、それから果物屋
さん、金物屋さん、魚屋さん、お菓子屋さん、
履物屋さん……」
　店頭に立つ兼平清

きよ
美
み

氏は、浜マーケット
のお店をそらで並べていく。
　有限会社兼平実商店代表取締役・兼平実
氏の妻が清美氏。実氏は、ほとんどお店に
立たなくなった。
　今、お店を中心になって切り盛りしている
のは、清美氏の息子、雅

まさ
夫
お

氏と幸
こう

治
じ

氏の兄
弟だ。
　同店は、実氏の父が精肉店として横浜市
根岸に創業。間もなく惣菜も扱うようにな
った。1975年に浜マーケットに移り、ここ
でも精肉店に併設したグルメショップ・カネ
ヒラで惣菜を本格展開している。精肉店の
お肉を使った手づくりのシューマイ（４個
200円）、肉団子（４個210円）、餃子フラ
イ（80円）などが人気だ。値段はいずれも
税込である。ジューシーなメンチ（100円）
はお値打ちの一品だ。
　だが、同店のいちばんの看板はといえば
初代が考案した三角コロッケ（100円）で
ある。

食べやすいから三角？
　なぜ、三角にしたのか？ 考案者の意図を
知る者はいない。
「たまたま握ったら三角だったとか、食べや
すいからこの形にしたとか、そんなこと聞い
たような気がするけどねえ」

　清美氏は語るが、やはり真相は「？」の
よう。
　だが、この形と味は70年以上前から頑固
に守り続けられている。
　まず、ジャガイモを蒸

ふ
かして潰す。

　フライパンで合い挽き肉と玉ネギを塩コ
ショウで炒め、それをジャガイモに入れて混
ぜる。
「ここで、なんか入れるんだけど、それは
企業秘密」
　清美氏がいたずらっぽく笑う。
　冷ましたところで、手で三角に成形して
いく。
　次にこれを、お店で「とろ」と呼んでいる
溶いたうどん粉にくぐらせ、パン粉をつける。
「すぐには揚げないんだよ。一晩、冷蔵庫
で寝かせるの。そのほうが味が落ち着くか
らね」
　冷蔵庫で寝かせる時は、乾燥を防ぐため
にラップをかける。
　さて、店頭に並んでいる揚げたての三角
コロッケをひとつ味見させていただく。
「まずはソースもなにもかけないで食べてっ
て、いつもお客さんに言ってるの」
　という清美氏の箴

しんげん
言に従ってそのままひ

と齧
かじり

り。カシュッという音と一緒に香ばしさ
が広がった。ほどよい塩加減は、確かにソー

スなしでこのままイケる。あとから追いかけ
てくるほのかな甘みは、ジャガイモだけでな
く、ひと味くわえられた企業秘密か？
「おソースかけますか？」と女性店員さんが
言ってくれるのを断り、結局ソースなしで食
べ終えたから、最後まで衣のカリッカリが
そのままだった。ボリュームも満点である。

横浜No1コロッケ
　今から８年前、浜マーケットは火災に見
舞われた。それを機にお店をたたんでしま
ったところもあり、商店街は元気がない。
　清美さんは浜マーケットに活気を取り戻
すきっかけになればと「ガチコロ！」への参
加を決意する。横浜市商店街総連合会主催
のイベントで、市内の商店街コロッケ№１を
決定する。精肉店や飲食店などエントリー
した38店舗を食べ歩いてもらい、ハガキと
インターネットで人気投票してもらうのだ。
　同店の三角コロッケは見事頂点に輝き、
人気が爆発。売り上げが２倍に伸びた。嬉し
い悲鳴に、受賞後しばらくは夜を徹しての
作業が続いた。もちろんメディアでも多く取
り上げられたため、浜マーケットには多くの
客が訪れた。中には、遠方からやってきてく
れた人もいた。
　山下公園や日産スタジアムでのイベント
にも出店し、１日4000個以上も売り上げる
三角コロッケ。しかし、そのホームグラウン
ドはあくまで浜マーケットだ。「お店同士で、
あれこれ買い合ったりしてね」
　毎月８日、18日、27日、28日は浜マーケ
ットの特売日で、三角コロッケを90円で提
供している。
「産業Navi大賞のお祝いで、お店のみんな
と祝杯あげるの」と笑顔の清美氏だった。

“行く”ではなく“見守る”
「そもそも『電子ナースコール』という商
品名で、商標登録もしてあるんですよ。でも、
客先から“ガードアイを設置して”といった
引き合いがあるので、パンフレットなどにも
『ガードアイ・センサー』と案内するように
なりました。嬉しいことですが」株式会社ガ
ードアイ代表取締役・藤沢雅憲氏は満足げ
に語る。
　メーカーで半導体の設計にかかわったの
ち独立、同社を設立した藤沢氏が扱おうと
思ったのは防犯カメラだった。社名の由来
は“愛”を“守る”である。「少しキザですけど
ね」と微笑んだ。
　ところが始めてみると、マンションの屋外
カメラを設置せよといった工事業者のよう
になってしまった。藤沢氏が行いたかった
のは、独り暮らしが増える世相の中、警備会
社によるホームセキュリティの“行く”ではな
く、インターネットを活かした防犯カメラに
よる“見守る”というサービスだったのだ。

転倒事故防止のために
　そうした中、営業先の介護施設で、こん
な声を聞く。「私たちが知りたいのは、利用
者さんがトイレに行くために部屋を出た時
ではなく、布団から起き上がった時」
　施設スタッフが最も手薄になる夜間帯は、
高齢者のベッドからの転落やトイレに行く
際の転倒による骨折事故が起きやすい。そ
こで安全向上のため、センサーの信号によ
りナースコールを鳴動させてスタッフに知ら
せる方策がとられている。

　それまで施設に設置されているセンサー
といえばマットセンサーを指すのが通例だ
った。ベッドの下に敷かれたマットの上に重
みがかかる―つまり、足が着地すると、マ
ットの中にあるスイッチが入り、有線による
ナースコールで知ったスタッフが駆けつける
という仕組みだ。だが、これではいちばん事
故が起きやすいベッドを降りる時の介助に
間に合わない。圧力によるアナログ式セン
サーは、ほかにもベッドサイドや手すり、背
中部分のシーツの下に敷くものがあるが、ベ
ッドサイドに座るたびに検知したり、厚みが
あって硬く、寝るのに快適でなかったりする。
介助中はスイッチを切る必要があり、スイッ
チの戻し忘れによる事故も発生している。

ハブ式会社経営
　藤沢氏が発案したのは、利用者の足が
ベッドの横から出ると熱センサーで検知し、
床に着く前にナースコールのスイッチが入る
というシステムだった。
　回路部品を機械部品であるリレーで設計
し、木箱に入れて販売した大型の第１世代
から、半導体で回路設計することで徐々に
小型化が進み、第４世代の現行モデルでは
名刺サイズにまでなった。このため取り付
けが楽になったほか、低価格な宅配便を利
用できるようにもなっている。
　また、第３世代より光ビームによる検知
も採用している。
　熱センサーの場合、利用者が暑くてベッド
上で布団をめくったりした際にも検知する
ことがあった。より、施設スタッフの負担軽

減と利用者の安全維持向上のため、光ビー
ムを採用するに至った。最新モデルは光ビ
ームのほかオプションで熱センサーも利用
が可能だ。
　もうひとつ今回受賞に至る評価対象とな
ったのは、同社のユニークな業務形態であ
る。それは、専門業務を在宅で行うハブ式
会社経営を構築していることだ。
　まず本社となっているのが、藤沢氏の自
宅である。ここが販売拠点であり、経理と
試作を行う。
　藤沢氏の試作を受けてプリント基板の設
計と回路の組み立てを行うのが、群馬県に
いるスタッフだ。プリント基板は、このあと
商社を通じて台湾の工場で量産される。
　製造されたプリント基板のチェックと、外
装を含めた製品の組み立てを行うのは、群
馬県在住のもう一人のスタッフである。
　この二人は、藤沢氏の会社員時代の同僚
であり、腹心の間柄である。
　もともと埼玉県にあった事務所で行って
いた作業を、コスト削減のためにそれぞれ
の自宅で行うようにした。契機は、藤沢氏
の二人のお嬢さんが結婚、就職などで独
立し、自宅に空き部屋ができたからだった。
「この時を待っていたんですよ」と豪快に笑
い飛ばす藤沢氏の言葉は寂しさの裏返しか
もしれないが、同社のハブ経営が軌道に乗
っているのは確かだ。
「アイディアは理屈ではなくモノです。これ
からもナンバーワンでなくてもいいからオン
リーワンの商品を生み出していきたい」と
藤沢氏は先を見つめる。
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浜の三角コロッケによる商店街活性化 高齢者介護福祉施設向け
デジタルセンサーの開発と販売

有限会社 兼平実商店  グルメショップ・カネヒラ 株式会社 ガードアイ
代表取締役　兼

かねひら

平 　実
みのる

代表取締役　藤
ふじさわ

沢 雅
まさのり

憲
〒235‒0015 横浜市磯子区久木町20‒4
Tel.045‒752‒2943　Fax.045‒752‒2943
設立：1975年4月　従業員数：13名　資本金：300万円

〒222‒0026 横浜市港北区篠原町2572‒1‒2‒102
Tel.045‒423‒8550　Fax.045‒530‒7075
設立：2005年10月　従業員数：6名　資本金：5,000万円
ht tp://www.guard- i .co.jp/

浜マーケットの
元気を取り戻せ

アイディアは理屈でなく
モノにすること

立ち上がり検知 起き上がり検知



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』（集英社）、『削り屋』（小学
館文庫）など。10月６日に最新刊『わたし金型屋の社長になります』を小学館文庫より刊行。
公式サイト 『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。

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　（　）内は業種

アイ・ケー・シー 株式会社 （自動車内装清掃業）

アイデアハウス 株式会社 （防災用具・福祉用具の開発・卸売・販売業）

株式会社 アニモ （ I T関連事業）

株式会社 井戸屋 （さく井工事業、一般土木工事業）

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

株式会社 うすいファーム （卸売・小売業）

エルフィノート・テクノロジー 株式会社 （計量器・測定器・分析機器・試験機製造業）

株式会社 エルエーピー （電気機械製造業）

株式会社 オオハシ （製造業、リサイクル業）

オゾンセーブ 株式会社 （冷却ガス処理・販売業、空調設備メンテナンス業）

株式会社 オムニクス （製造業、卸売・小売業）

有限会社 オメガ技術研究所 （製造業）

かながわ経済新聞社 （マスコミ／新聞製作業）

川島農園 （野菜漬物販売業）

有限会社 グリテックスインターナショナルリミテッド （製造業）

株式会社 ケイ・フロント・サービス （乳類卸売・小売業）

株式会社 近藤工芸 （工事業、製造業、専門的サービス業）

相模カラーフォーム工業 株式会社 （製造業）

株式会社 試作工房 電 （試作製造業）

有限会社 品川文化堂 （文具販売業、印刷業）

有限会社 修栄電設 （電気設備工事）

ジャパンハウジング 株式会社 （外国人専門の不動産サービス業）

株式会社 青電舎 （精密機器の製造・販売）

全日本製造業コマ大戦協会 （イベントの企画・運営、中小製造業者の製造物の販売）

玉川工務店 （建築業）

有限会社 ティ・アンド・ワイ （廃プラスチックリサイクル業）

株式会社 トライフ （化粧品製造販売業）

株式会社 中島製作所 （製造業）

株式会社 西松 （卸売業）

株式会社 日本エレクトライク （製造業）

有限会社 ノガミプロジェクト （製造業）

野村エンジニアリング 有限会社 （製造業）

有限会社 NORMA （食品製造業）

株式会社 バイオクロマト （製造業）

株式会社 ホクエツ （製造業）

武尊建設 株式会社 （土木建設業）

株式会社 ミュネット （製造業、卸売・小売業）

株式会社 MEMOテクノス （製造業）

やきとり竜馬におまかせ （飲食業）

株式会社 ユニメーションシステム （電気機械器具製造）

有限会社 ラファイエット （男性衣類小売・卸売業）

株式会社 リキシャマン （自転車、特殊車両の製造・販売業）

株式会社 ロボット科学教育 （学習支援業）

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

「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）

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。

など具体的な事業成果がでたもの▶平成28年2月までの概ね3年以内に売上の向上や販路の拡大
　等の事業成果が出ていること

▶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
　事業成果がでたもの

▶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

例えば

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

産業ナビ 検索

▲テクニカルショウ ヨコハマ▲ビジネスライン
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