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実績が評価され
ての大賞受賞

3BUSINESS LINE  特別号

に成功する。90年代後半は、日の丸半導体
という言葉が使われるくらいに、日本がこ
の分野で躍進した時代であり、同社もこの
波に乗った。
　2000年、同社は絶頂期を迎える。しか
し01年にＩＴバブル崩壊。翌年の売上高は
過去最低だった。
　当時、営業部長だった木下氏は、地道に
カラムを売る業務に就いていた。売り上げ
に山や谷がない代わりに、石をひとつずつ
積んでいくような活動だ。メーカーを回る
中で、さまざまな相談を受ける。「“ボトルの
アルミキャップを外すのに、使いやすいペ
ンチが欲しい”と言われたとします。一品も
のですから、もちろん工具メーカーは引き
受けません。そこで、私がヤスリで扱いやす
いようにカスタマイズするわけです」
　そのようにして築いてきた信頼関係が、
2000年代に入ってシビアな空気に変わっ
た。昵

じっこん
懇な間柄にあると思っていた取引先

に適正な見積もりを出したところ、合い見
積もりを取ったほかの業者に注文を持って
いかれてしまった。「もちろん腹は立ちまし
たが、自分もいけなかったと思い直しまし
た」
　こうしたことは、今後も起こる。そして、価
格競争に巻き込まれれば、消耗戦になるだ
けだ。「コンサルティングしている中で、取引
先からの要望は受けられます。しかし、自分
たちにしかつくれないものを提供しない限
り、10年後のうちはないと考えたんです」

研究支援商品メーカーへ
　2003年、研究者の声を受けて、新製品
開発に着手する。容器に入れた試料はフタ
がないと蒸発してしまう。容器にフタをした
ままで、試料を取り出せないかと言うのだ。
　同社が製薬会社とともに共同開発したプ
レートシールは、フタにスリットを入れるこ

とで、ピペットの抜き差し後に穴が
閉じるセルフクロージング機能を
持たせている。素材は、ピペットな
どの滑り特性がよく、閉じるため
の弾力性がある。
　プレートシールを特許出願し、
上
じょうし

市した同社は研究支援商品メー
カーの道を歩み始めた。
　そして05年、同社は新たな製
品開発に着手した。クロマトグラ
フィーによる実験の前には、試料
の濃縮工程がある。試料から溶媒
を飛ばし、濃縮させることで分析
の感度が上がる。
　ただし、その工程は手間と時間がかかる
ため、研究員は頭を悩ませていたのだ。液
体の中でも、特に水は蒸発しにくかった。

研究環境に潤
うるお

いを
　2006年、木下氏が社長就任。
　同社はまず、濃縮装置の原理だけを具現
化した低価格品をつくった。ただし、販売
ルートに乗せるのに苦労した。理化学機器
の販売店からメーカーに移行した同社には、
ブランド力が備わっていなかったのだ。
　同社ＶＦＰ営業部部長・渡辺洋平氏は、
全国を回り、主となる販売代理店を集めて
勉強会を開き、濃縮装置をアピール。そし
て、さらには、どうすればもっと売れる機械
にできるかをリサーチした。「10社の代理
店の10人のセールスマンに会えば、ひとり
について10人のお客さまがいます。という
ことは100人のお客さまの声が聞けること
になるのです」と渡辺氏。その結果つかん
だのは、研究員には女性が多いという事実
だった。研究所という地味な配色の環境の
中で、女性研究員は何時間も仕事に没頭す
る。ここに遡及するのだ。いわば質実剛健
だった装置のデザインを変える。同社業務

株式会社 バイオクロマト
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社名は
クロマトグラフィーから
　今回かながわ産業Navi大賞の大賞を受
賞した株式会社バイオクロマトのコンビニ・
エバポシリーズは、溶液の濃縮原理を新し
く開発した研究機器である。
　……と記述してみたものの、専門知識を
お持ちの方でなければ、この事業について
理解できないのではないかと想像する。そ
こで、同社の成り立ちを追うことで、順番に
説明していきたい。
　大手研究機関、大学、行政研究所の分
析セクションに、実験支援にかかわる機器、

消耗品の販売を行う会社として、現代表取
締役・木下一真氏の父が1983年に設立し
たのが同社である。
　特に、クロマトグラフィーに用いる機器
と消耗品に特化していたことと、これから
はバイオテクノロジーの時代がくると予期
したことから、バイオテクノロジー＋クロマ
トグラフィーが社名の由来となった。

　クロマトグラフィーとは、混ざり合ってい
る物質を分離する方法である。「たとえば」
と木下氏が目の前のコップを指して「この
お茶の中にカフェインが含まれているかど
うか、クロマトグラフィーによって分かるわ
けです」
　なにげなく飲んでいるお茶だが、その中
にはさまざまな成分が含まれている。その
成分分析を行う方法がクロマトグラフィー
であり、クロマトグラフという機器を用いる。
たとえばお茶の中のカフェインを測る場合
には、試料であるお茶をカラムと呼ばれる
成分を分離する部品に通す必要があるが、
このカラムが同社が扱っていた消耗品であ
る。このクロマトグラフィーは、ドーピング
検査や危険ドラッグの検査などにも用いら

れる非常に重要な技術である。
　1980年代は、クロマトグラフィーが走り
だした頃であり、クロマトグラフという機器
と、カラムという消耗品を扱う同社は、ほ
ぼ市場を独占していた。

絶頂期とITバブルの崩壊
　90年代に入り、同社はただカラムを販売
するだけでなく、試料をカラムに送り込む
チューブの素材や、チューブとカラムをつな
ぐ継ぎ手部分についてさまざまな提案を行
うなど、コンサルティング的な役割を担うよ
うになっていた。
　さらには試料の流れを制御する装置の
半導体製造装置の部品供給に着手。これ

理化学研究に微量少量専用の濃縮装置を普及
～﹁コンビニ・エバポシリーズ﹂～

管理部部長・真鍋尚美氏は、同じ女性とし
て「うちの装置を入れてもらうことで、少し
でも職場を快適にしようというコンセプト
のもとに商品の改良を行いました。いって
みれば、観葉植物のような役割を持たせた
かったんです」
　かくしてコンビニ・エバポシリーズは生ま
れた。カラーも優しい色合いの４色をライ
ンアップ。「４色展開にしたのは、使う人に
決めてもらいたかったからです。そうするこ
とで、うちの会社のファンになっていただき
たかった」と真鍋氏。省スペースで、いつで
もどこでも気軽に使ってもらえる。そう、コ
ンビニエンスストアのように。
　木下氏は「コンビニ・エバポは、うちがど
ういう会社なのかを知ってもらうためのア
イコンでもあるんです。そのためのデザイ
ン性でもあるわけです」と語る。
　コンビニ・エバポは、世界初の濃縮方法、
真空式ボルテックス濃縮（ＶＣ）により、試
料を高温で加熱することなく、しかも濃縮
速度を加速している。
「コンビニ・エバポは、ほぼ国産部品でで
きています。海外で安くつくっても、誰が
得をするかということです。長い目で見る
と、技術の空洞化を生むだけではないで
しょうか」
　反面、木下氏は販路を広く海外に求め
ていく。「インターネットなどのインフラが
整っている現代、日本に居ながらにして充
分に世界に打って出ていけます。日本の製
品は高いと言われていますが、性能を理解
してもらい、正しく評価を受けることが、次
の世代のためにも必要だと考えます」
　今回の大賞受賞については「以前、この
商品は中小企業優秀新技術・新製品賞優
秀賞を、その技術が認められて受賞してい
ます。今回の産業Navi大賞は、実績が評価
されてのことと思い、大変嬉しく感じてい
ます」



途の分野が広がった。
　LED照明の普及と劇的な性能の向上が
続く中で大手チェーン店などの看板内に使
用される内照式看板照明も従来の蛍光灯
からLEDへと代替されていく。しかしなが
ら、量産によるスケールメリットやコスト競
争の中でLEDの価格が下がったとはいえ、
蛍光灯と比較すれば高くつく。大型の看板
になればなるほど数多くのLEDを使用しな
ければならず、結果的に初

イニシャルコスト
期経費の負担が

大き過ぎた。そのためユーザーの購買意欲
が高まらず、他のLED照明と比べて代替が
進まない根本原因となっていた。
　内照式看板照明に採用されるLEDの多
くが、配光角度120度で照射されている。
これによりLED間のピッチとLEDと看板面
までの距離が１対１の関係となり、面をむら
なく均一に光らせているわけだ。それなら
ば、この配光角度を変えることでコストダ
ウンにつながらないだろうか？
　桑田氏は160度で発光する光学レンズを
開発し、モジュール化に成功。
　160度の広角レンズを使用することで、
従来の倍のピッチでLEDを配置しても発光
面を均一に光らせることができるようにな
り、その結果としてLEDの使用個数を1/4
個に削減した。省エネ性はもちろん、視認
性にも優れた効果をもたらした。

LEDの可能性
　同社では、レンズ角度を16度、30度、60
度とバリエーションをもたせたモジュール
をラインアップ。間接照明やスポット照明
用の集光レンズモジュールとして好評を得
ている。
　また、先述した広角レンズモジュールは

怠りない。楕円レンズを採用することで側
面発光するLEDモジュールを使用したファ
ブリックシステムがそれだ。アルミフレー
ムの側面から発光することで、両面のファ
ブリック（布）に印刷したグラフィックメ
ディアを照射する店舗ディスプレイである。
ファブリックは取り換えが可能であるし、
アルミフレームは軽量で扱いやすい。
　LEDモジュールをつくるには４つの要素
が必要だ。1つめは言うまでもなく基板・
回路設計。2つめがレンズ曲率や角度を設
計する光学設計。3つめが照度シミュレー
ション。このシミュレーションを行うことで
「ムダな試作をせず、５合目～８合目あたり
から頂上を目指せるんです」。そして4つめ
は熱流体解析。自身が発熱するLEDはまた
熱に弱い。それだけに、放熱の設計をして
やる必要がある。「この4つが自社内で行え
ることが、なによりうちの強みなんです」桑
田氏は自信にあふれた表情でそう断言する。
多くの会社が、これを分担して行っている。
そして、これを分担すると、調整に費用と時
間がかかり、ゆがみも生じる。
　パート社員は地元の主婦が中心だ。モ
ジュールの組み立て作業はさほど難しくは
ないが、慣れて長く働いてもらいたい。その
点地元から雇用するとシフトを組む際に小
回りが利く。
「殺菌性のある紫外線をつくるLEDなど、
LED照明にはまだまだ可能性があると思い
ます。そこにどういう付加価値をつけてい
けるか。人がやっていないようなものづくり
に挑み続けていきたいと思います」
　ものづくり部門優秀賞受賞のポイントは、
桑田氏のLED料理の腕が評価されたという
ことだろう。
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レンズ効果
　用途に合わせた光学レンズを開発。レン
ズによって配光角度を変化させ、多様な使
用を可能にしたのがLEDレンズモジュール
だ。
　株式会社イフェクト代表取締役・桑田健
一氏は、かつて勤めていた電子部品商社
でLEDに出会った。LED（light emitting 
diode＝発光ダイオード）という素子は当
時まだまだ先走りであり、市場に定着する
ものではなかった。その後、桑田氏はLED
照明の会社に転職。ここまでのふたつの
経験が、イフェクトの起業を決意させる。つ

まり、LEDという素子を扱う会社があり、
LEDを使う会社があるのなら、その間に入
り、使う側の要望にかなったLEDモジュー
ルをつくろうと思ったのだ。
「LEDという素材があって、いろいろなも
のが食べたい方々がいる。その注文に合っ
た料理をつくるのが自分の仕事だと思った
んです」と桑田氏は語る。
　LEDモジュールとは、明るさや色など、
LED照明を用途に合わせて光らせる機能を
持った部品である。
　社名のイフェクトとは“効果”から来てい
る。レンズ効果によって、光に効果を与え、
それが人々に役立つ効果として発揮される。
そう、桑田氏はレンズによって効果を発揮
するLEDモジュールをつくることを念頭に
起業したのだった。

本気でやりきる
　桑田氏の言葉が意味する「食べたい料理
をつくる」とは、用途に合ったLED、レンズ、
基板からなるモジュールを設計製作し、電
源やコントローラーと組合わせて提供する
ことである。
　起業したばかりで日銭を稼がねばならな
い。一方で中長期的な仕事にも着手しなけ
ればならなかった。そのバランスが難しい。
メーカーからの依頼をたったひとりで受け、
LEDモジュールをつくる。資金が少ないの
だから、高価な素子を使う以上、失敗は許
されなかった。それでも、外しが出る。LED
による懐中電灯の製品化にも挑戦してみた
が、販路が見つからずにとん挫した。結局
ものづくりは、どこまでやり切れるか、その

決意の本気度にかかっているのだというこ
とを知った。
　液晶テレビのバックライト開発にも加
わった。その中で、面発光を求められる用
途としてテレビと電飾看板に共通点がある
ことに気づいた。だが当時は、ハイパワー
LEDが市場に流通していなかったため、看
板用途では普及が進まなかった。

配光角度
　東日本大震災以降、節電需要を契機とし
てLED照明の普及に拍車が掛かった。さら
に、2014年のノーベル物理学賞を受賞す
ることになる青色発光ダイオードの実用化
が成功すると、すでに実用化されていた赤
と緑と併せて光の三原色が揃い、LEDの用

使用するLEDの波長を変えることで植物
工場にも最適な製品となっている。植物工
場ではラックで植物を成長させるため、な
るべく少ない面積で多くの野菜を育てた
い。そのため、ラックを何段も積み上げる方
法が一般的だ。この場合、光を均一に照射
させるために光源から植物までの距離を多
く取る必要があった。同社の広角レンズモ
ジュールを使用することで、より少ない距
離で均一に照射することを可能としたのだ。
　植物工場は水耕栽培で水が光源に当た
る可能性がある。また、看板も、屋外に設
置されることが多く、箱状ではあるものの、
雨水や湿気の侵入を防ぐ密封性がないた
め、中のLED自体を防水構造にしなければ
信頼性が保持できない。LEDや電気端子
部の防水構造を得るために最適な構造設
計と使用する樹脂の選定を行い、防水規格
IPX7を取得した。
　LEDモジュールを用いた製品開発にも
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多用途への利用を可能にする
　LEDレンズモジュール（e-Module）

ものづくり部門
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起業しよう
　糖尿病や腎臓病のために塩分やたんぱく
質や糖分・カロリーなどの制限が必要な方、
咀
そしゃく

嚼や嚥
え ん げ

下が困難になった方に向けて、健
康管理食を自社工場で製造し、個人顧客を
中心に定期的に宅配を行うのがメディカル
フードサービス株式会社だ。同社の代表取
締役社長・松島宏和氏も、かつては会社員
だった。
　関西に本社を持つ企業が東京に進出す
ることになった。そのスターティングメン
バー５人のうちのひとりが松島氏だった。７
年間の奮闘の末、松島氏は東京展開を予
想以上の成功に導いた。そして、関西の本
社に呼ばれる。「社長から東京総支配人に
なってくれと要望されました。“まあ、いいで

すが、幾らくれますか？”と訊いたら、逆に
“幾ら欲しいんだ？”と訊かれました。率直
な金額を応えたら“前例がない”と言うんで
す。それを聞いた途端、ああ、私の仕事は評
価されていないな、とこの会社に骨を埋

うず
め

る気がなくなりました」そう語りながら松
島氏は薄

う
っすらと笑う。カネの問題ではな

い、自分の仕事が純粋に認められているか
どうかの問題なのだ。
　世の中の矛盾を感じながらも、会社を辞
めたからには新たな働き口を探さなければ
ならない。
「48歳になっていましたし、就職も難しい
かな、と思いました」
　それなら起業するか―では、なにをし
よう？

自分にできることはなにか？
　人口が減っている日本に、はたしてマー
ケットがあるのか？ 成長しているのは人口
が増えている海外だが、資本や語学の問題
があるし、家族もいた。
　国内ビジネスに切り替えて考え直すと、
国の医療費は増え続けている。老人の比率
も増えている。平均寿命も延びていた。こ
の層に、元気で長生きしてもらいたいもの
だと思った。それには、早期の病気発見や
予防医療が大切だ。ワンボックスカーで巡
回する方法もあるが、自分は医者ではない。
　ならば食事と運動だ。運動はピンキリと
いっていい。タダで走ることもできるし、設
備と立地に資本がかかるスポーツクラブは

大手がよい場所に展開している。
　すると食事だ！松島氏は店舗のいらな
い病院食に行き着いた。しかし、病院を
回って食事を納入させてくれないかと営業
に回ってみると、そもそも厨房設備がなけ
れば入院施設のある病院は開業できない
ことが分かる。数年に一度の入札で決定す
る業者が、その厨房を使って調理を行って
いるのだった。ここにも大手業者が入り込
んでいた。
　自分にできることはなにか？ 松島氏は
徹底的に考えた。

健康管理食
　病院で行われるのは、安静と医療と食事
療法である。では、退院後はどうなのか？ま
ず安静について―これは自宅のほうが落
ち着くので、安静にしていられるかもしれ
ない。医療については、町の薬局があるし、
定期的な通院によって行われる。それなら、
退院後の食事療法はどのように行われてい
るのか？　
　糖尿病や腎臓病患者は食事制限がある
ため、的確に栄養計算を施した食事摂取が
必要となる。つまりは、これが食事療法に
当たるわけだが、はたして家庭できちんと
計量した調理が実際に可能なのだろうか？
たとえできたとしても、限定された原材料
や調味料だけで毎食調理することは、患者
や家族にとって大きな負担となっているの
ではないか？

　松島氏は多くの文献を読み込んで勉強す
ると、管理栄養士とともに健康管理食の商
品化に向けた栄養計算を始めた。患者それ
ぞれが体格も違うし、活動量も違う、この
基準をつくるのに３か月を要した。
　2004年12月に会社設立。透析用の弁当
をつくっていた工場に委託し、MFS健康管
理食シリーズの製造、販売を開始した。
「製造については、計量調理ができるかど
うかが問題であって、普通食の業者でもよ
かったんです。ただ、透析食が保険対象か
ら外れた頃で、その工場は手が空いていた
わけです」
　松島氏は県内を中心に病院を回って営業
した。パンフレットを退院患者に渡してもら
えるように交渉したのだ。それでも、最初の
２～３か月は売り上げゼロが続いた。
　インターネットを有効活用しようと考え、
Yahoo!のリスティング広告に登録しようと
するが、薬事法などとの絡みでなんとも苦
労した。
　だが、いったんネット上で取り上げられる
と、すぐに反応があった。機内食で糖尿病
食が不人気なのは、病気について大っぴら
にしたくないという傾向があるからだ。その
点、健康管理食はネット通販向きだった。

「私がやります！」
「健康ではなく、体力のない人の食べるも
のであるのですから、健康管理食の栄養値
は少しの誤差もなくつくりあげなければな

りません」
　松島氏は、計量調理のさらなる精度を高
めるため、2010年に石川県小松に自社工
場を新築。オゾンによる殺菌、金属検出器
による異物混入防止など徹底した衛生管
理が図られた最新鋭工場だ。
　ここで松島氏は、新製品の開発に取り組
む。やわらか食である。
見た目、風味、栄養価を残した、やわらか
い食事―「噛んだり、嚥下が困難になっ
たからといって、ただ磨り潰してペースト状
にしたものを流し込んでいればいいのか？
　形のあるものを食べれば元気になります。
食べることは命なんですから」
　やわらか食の製品化は、創業間もなくか
ら松島氏が着手したい事業でもあった。ま
だ、事務所に自分ひとりしかいない頃、か
かってきた電話で、嚥下困難になった患者
を持つ家族の、こうしたものが欲しいとい
う要望を聞いた。それは悲痛な叫びであっ
た。「将来、私が必ずつくりますから！」松
島氏は、そう約束したのだ。
　2011年、MFSやわらか食の販売開始。
介護施設にアピールするが、反応は芳しく
なかった。もはや松島氏は「売ろうという
考えを捨てていました。喜んでくれる人が
いればいい、そう思ったのです」。松島氏の
亡くなった母も嚥下困難になっていた。亡
父は胃瘻で栄養を取っていた。
　やわらか食も個人宅を中心に好評を得る
ようになった。腎臓病や糖尿病などの病態、
病状に合わせてきめ細かくカテゴリーを分
け、冷凍タイプ（賞味期限90日間）と冷蔵
タイプ（チルド、消費期限５日）の２種類か
ら選択できるため、顧客のニーズに対応し
て高い評価を得ている。
「ガン患者の方も、食べれば治療する体力
がつきます」。食事が治療の一方法となっ
ている顧客の、健康状態の維持と症状改善
に寄与している。
　宅配料金無料で定期的に届けるが、あ
る日、キャンセルが入った。「理由を聞いた
ら、食事をとられていた方が亡くなったとの
ことでした。“おかげでおいしいものを食べ
させてあげられました。ありがとう”と。亡く
なったのに、感謝の言葉を頂いたんです」
　松島氏が感に堪えないという面持ちに
なった。
「これまで歩いてきて、後ろを見ると道が
できている。前には原生林が広がるばかり。
そこをまた道にしていくのが当社です」
　今後は海外での生産、販売も視野に入れ
ているが、すでに幾つかオファーもあり、調
査中だ。

メディカルフードサービス 株式会社
代表取締役　松島 宏和

〒222‒0033 横浜市港北区新横浜3‒6‒5
Tel.045‒477‒3579　Fax.045‒473‒1279
設立：2004年12月　従業員数：10名　資本金：5,000万円
ht tp://www.medifoods.jp

食べることは命

管理栄養士監修の宅配食で健康維持
多様な病態に合わせたカテゴリーＭＦＳ健康管理食

サービス部門

やわらか食

健康管理食



え、男澤氏は入社を決意する。営業職に就
いたものの、まったくの畑違いで苦労した。
経営、営業、製造、すべての第一線に立っ
て指揮を振るう父の姿を見て、電話の取り
方から図面の書き方まで学んだ。営業先か
ら戻って、初めて〔注文書〕とあるＦＡＸが
入った時には嬉しかった。
　やがて毎月の売り上げをしっかり確保で
きる営業マンに成長した頃、リーマンショッ
クで会社が大打撃を受ける。

業績がどん底となっ
た2009年、男澤氏
は社長に就任する。
「“もう下がりようが
ない。上がればおま
えの成果だ”父はそ
う言いました。私に
継がせるこの時期を
待っていたのかもし
れません」

黒子からメーカーへ
　危機にある中で男澤氏が認識したのは、
これまで同社が、大手１社に受注を依存し
ていたことだった。
　これまでは、言われるままにヒーターを
つくって納品する“ヒーター屋”だった。これ
では視野が狭い。見回せば、保温のための
シリコンシートや、シリコンチューブなど商
材があるではないか。そうだ、もっと視野を
広げるのだ。“温める会社”にドメイン変更し、
自分たちの持つ商材を増やそう。
“温める会社”として、客先の熱の困りごとに
耳を傾ける中で、温度調節器を欲しがる声
が多くあった。
　温度コントローラを製造販売したことで、
ワンストップになったばかりではない。こ
れをmonoone（モノワン）というブランド
名でマーケットに出した。ものづくりの現場
の声をカタチにした、唯一のコントローラと
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株式会社 スリーハイ
代表取締役　男澤　誠

〒224‒0023 横浜市都筑区東山田4‒42‒16
Tel.045‒590‒5561　Fax.045‒590‒5571
設立：1987年5月　従業員数：25名　資本金：1,000万円
ht tp://www.threehigh.co.jp

既存商品（ヒーター）とのセット販売を狙った
温度コントローラー﹁m

モ ノ ワ ン
onoone﹂シリーズの開発

販 売 部 門

見えない場所で
活躍するヒーター
　ヒーターという言葉からまず思い浮かぶ
のは箱型の暖房器具である。「それだけで
はありません。電子レンジも炬

こ
燵
たつ

も熱媒体
をつかうものはすべてヒーターなのです」
と優しく微笑みかけるのは株式会社スリー
ハイ代表取締役・男

お
澤
ざわ

誠氏である。
「そして、当社が扱うのは、そうした家庭用
ヒーターではなく。主に工場内の生産設備
に使われるヒーターです」
　男澤氏が示したのは、テーブル上に置か
れたオレンジ色の長方形の薄いゴムだった。
　スリーハイは、このシリコンラバーヒー

ターを製造販売する会社として、男澤氏の
父が1987年に創業した。
　しょう油、練り歯磨き剤などはタンク内
で調合や加工が成される。このタンクを温
めるところにニーズがあるのがシリコンラ
バーヒーターだ。
　たとえばチョコレートを輸入する場合、
凍った状態でタンクで運ばれてくる。これ
を火でぐつぐつ煮立てることで急速に溶か
すと味に変化を起こしかねない。シリコン
ラバーヒーターをタンクに巻き付けること
で、伝熱でゆっくりと溶かしていくのだ。
ほかにも、モノレールの凍結防止や、パラ

ボラアンテナの積雪対策などに需要がある。
身近なところでは、洗面所の鏡の裏側に貼
られ、曇り止めの役割を務めている。さま
ざまな場所で、そして見えない場所で、サイ
ズや形を変えて活躍しているヒーターなの
である。

畑違いの営業マン
　男澤氏は2000年に入社。以前は大手企
業でシステムエンジニアとしてソフトウェア
の開発をしていた。「父の会社には、まった
く興味がありませんでしたね」

　90年代後半、ホームページという言葉が
使われ始めた頃、サラリーマンだった男澤
氏は父の会社もこれをツールとして商品紹
介していくのもいいだろうと、余暇にＨＰ制
作を行った。それがスリーハイを知る端緒
だった。ところが父が病を得て「少し気が弱
くなっていたのでしょう“この会社に入って
みないか？”と言われました」
　雇っている従業員とその家族のことを考

いう意味からである。
「スリーハイがあってのmonooneではなく、
コントローラがひとり歩きするためのブラ
ンド名です」
そこには、スリーハイ製ヒーターの専用コン
トローラではないとの意味合いも込められ
ていた。
　こだわりは３点。
①日本製であること。
②顧客ニーズに合わせてラインアップを複
　数持つこと。
③誰にでも簡単に使えること。
　デザイン性も重視したコントローラ、
monooneシリーズは、このブランドを入り
口にシリコンラバーヒーターを購入する相
互性も発揮されている。

お客さまと地域を温める
　社長に就任したばかりの頃だ。急に〔代
表取締役〕という肩書の入った名刺を持つ
ようになってもぴんと来なかった。そこで、
経営塾に通った。通ってきているのは、急
遽、二代目、三代目として経営を継ぐことに
なった境遇の、年齢的にも近い同期生たち
で皆も路頭に迷っていた。彼らと語り合う
ことで、男澤氏は心が和んだし、勇気づけ
られもした。
　ある時、塾の課題で自分の考えたビジネ
スプランを発表することになった。男澤氏
は「ものづくりで顧客から喜ばれるだけで
なくこれからは地域社会から必要とされる
会社になって、より差別化を図っていく」

―そんな発表をしたんです。しかし、先
生からは“この場は、男澤さんの夢を語るも
のではない”と言われてしまいました。まあ、
確かにお金を稼がなければビジネスとは言
えないわけですからね」
　しかし、男澤氏は、その時の“夢”を忘れて
はいなかった。
　2010年より、横浜型地域貢献企業の認
定を受け、12年より最上位認定を維持して
いる。具体的な活動としては地域に工場を
開放したオープンファクトリーや地元小学
生を対象に東山田工業地域ツアー「まち
探検」などを定期的に開催している。本年
度からは学校のプログラムとして採用され
ることも決定したのが、monooneを使用
し、子どもたちにヒーターの温度コントロー
ルをしてもらい、ものづくりへの興味を導
いていく。また、中学生、高校生の職場体
験では、ものづくりの現場に入ってもらい、
monooneのセットアップをはじめ、ヒー
ターの製造を体験してもらっている。こう
した活動により、14年には「かながわ子ど
も・子育て支援大賞特別賞」を、15年には
県内初となる「よみうり子育て応援団大賞
奨励賞」を受賞した。
　地元の人々に親しまれるように考案され
た“ひぃ太くん”“つづきじぃ”などのキャラク
ターに囲まれながら男澤氏は「これから冬
に向かって、当社はますます忙しいシーズン
を迎えます。冬はお客さまを温め、夏は地
域を温める会社―それがモットーです」
　もちろん新製品への取り組みも忘れてい
ない。
「あくまで主役は社員です。社員のアイディ
アを手助けするのが社長である私の役割な
んです。お客さまから“ありがとう”と言われ
るのはもちろん嬉しいですが、私がもっと
も幸せを感じるのは、社員らが生き生きと
働く姿を見ている時です」
　かつて黒子だったヒーター屋は、温める
メーカーへと変貌を遂げた。
「産業Navi大賞優秀賞の受賞でモチベー
ションは上がりましたが、ゴールではなく
途中の景色。これからも製造業界の中でト
ンガっていきたい」と、あくまで優しい笑顔
で気を吐く男澤氏だった

“ヒーター屋”から“温める会社”へ
 視野を広く



10 11かながわ産業 Navi 大賞 2016 特集 BUSINESS LINE  特別号

その他ビジネス部門

株式会社 レゾニック・ジャパン
代表取締役　川口 卓志

〒226‒8510 横浜市緑区長津田町4259‒3 東工大YVP内 W102
Tel.045‒530‒3780　Fax.045‒530‒3780
設立：2013年8月　従業員数：7名　資本金：980万円
ht tp://www.resonic.jp

重心位置や慣性モーメントを世界最高水準の精度で簡単計測！！
慣性特性計測装置 resonicシリーズ

東工大発ベンチャー企業
　株式会社レゾニック・ジャパン代表取締
役・川口卓

たかゆき
志氏は、東京工業大学で機械工

学博士後期課程に所属していた際、ドイツ
からの留学生ロバート・クレッパー氏と出
会う。彼が発明したのがレゾニック計測技
術だ。特許については、所属する東工大が
出願人となるが、技術内容について記載の
確認作業を行うのはクレッパー氏だ。彼に
してみれば日本語の約

やっかん
款は難解である。出

願を手伝った縁で、川口氏は博士課程修了
後に東工大からレゾニック計測技術の特許

ライセンスを受け、同社を創業した。2013
年のことである。
　大学が有する技術シーズ、知見を活用し
た東工大発ベンチャー企業として、同校す

ずかけ台キャンパス隣にある大学連携型起
業家育成施設、東工大横浜ベンチャープラ
ザ内に社を構え、事業評価や経営支援を受
けている。

慣性モーメント
　レゾニック計測技術について説明しよう。
　あらゆる運動は、たとえば、縦、横、奥行
きを軸とした並

へいしん
進運動（同一方向に平行移

動する運動）と、縦、横、奥行きを軸とした
回転運動の６つの組み合わせからなる。
　モノには、その運動を規定する量がある。
それは慣性特性と呼ばれ、重心の位置、質
量、慣性モーメントという３つのパラメー
ターで構成されている。
　モノの重心位置、質量、慣性モーメント
を計測するのがレゾニック計測技術であり、
計測装置の開発、製造、販売及び計測サー

ビスを行うのが同社の事業である。
　たとえば自転車の車輪の場合、スタート
で回転運動の力（トルク）がかからず、回転
しやすい車輪はスタートが早い。ただし、す
ぐに減速してしまう。これは慣性モーメント
が小さいことになる。
　ところが、スタート時のトルクはかかるが、
回転速度の変化がゆっくりな車輪―これ
は慣性モーメントが大きい。
　慣性モーメントは、軸のまわりを回転す
るモノの慣性（性質）の大きさを表す量だ。
そして、この慣性モーメントが、車輪の特性
を表すことになる。
　フィギュアスケートのスピンの場合、回転
する速度（回転運動における質量＝慣性テ
ンソル）を早くしたい時、選手は腕を小さく
折りたたむ。すなわち慣性モーメントを小さ
くしていることになる。
　回転速度をゆっくりにしたい時、選手は
腕を大きく伸ばして慣性モーメントを大きく
する。
　このようにして、人は慣性モーメントを
自在に操れるが、変形しないモノには本来
持っている慣性モーメントがあるわけだ。

事故を未然に防ぐ
　移動体やその構成ユニットの重心や慣性
モーメントを高精度に計測することで、安
定走行、安定飛行、横転や転覆防止、振動
騒音軽減などの効果が得られる。
　無重力の宇宙空間などでは、人工衛星
やロケットの姿勢を的確に制御するために、
慣性特性（質量特性）を精度よく知る必要
がある。
　自動車や船舶も、エンジンの重心や慣性
モーメントを調べることで、車体や船体の
旋回のしやすさ、しにくさを知ることができ
る。それだけではない、重心の位置が高い
ために起こってしまう高速道路で多発する
横転事故を未然に防ぐことができ、船舶や
プレジャーボートの横転による転覆事故を
防止する設計が可能となる。
　また、自動車なら、エンジンを取り付け

る場合、重心の位置や慣性モーメントを知
ることができれば、振動や騒音を抑える設
計が可能だ。
　家電製品にも適用可能だ。振動が発生す
る洗濯機などについて、重心の位置や回転
のしにくさを正確に知ることにより、さらに
振動や騒音を低減した製品が開発できる。
　重機械もエンジンやキャビンの重心や慣
性モーメントのＣＡＤ設計値と実測値とを
比較することにより、振動や騒音の軽減が
可能になるのだ。
　従来の計測方法は、どれも軸方向によっ
て再配置や位置合わせの手間がかかり、し
かも精度が低かった。また、装置が大型化
し、作業者の安全面にも問題があった。
　レゾニック計測技術は、計測対象物をバ
ネで柔軟に取り付けし、しかも再配置が不
要というシンプルなハードウエアであり、自
動による高精度な計測を可能にした。

感覚を数値にする
　同社の製品は主に開発メーカーや研究機
関などの新製品の開発に必要とされる。し
たがって、製造元の新製品の数量に比例し
た成長性が基本的に見込まれる。だが、新
製品ということもあり、また、難解な技術で
あることから、まだ公知されていないとい
うのが現状である。
今、同社がいちばんの目標に置いている分
野はスポーツ用品だという。
　これまで人工衛星、自動車、オートバイな
どで実績のあるレゾニック計測技術をもと
に、スポーツ用品向けに特化したrezonic
－2Kを今年度中に発売予定している。

　テニスやバドミントンのラケット、野球の
バット、登山靴、スノーボードなどの多くの
スポーツ器具は、あくまでユーザーの感覚
で器具が選ばれているため、定量化されて
いなかった。
　同社が開発した装置は、スポーツ用品小
売店などに提供し、スポーツ用品における
慣性特性を計測し、ユーザーに提供するこ
とで、スポーツ用品の選択に、定量的で客
観性のある視点を持つ機会が与えられる。
　また、製造メーカーに提供することに
よって、より高度なスポーツ用品の開発に
貢献できる。
　開発においては神戸大、筑波大、東工大
との共同研究を通じて、2020年東京オリ
ンピック、パラリンピックの用具開発の産
学連携スキームへの参画を考えている。
　そして、この共同研究を通じて“感覚を
数値にする！”というコンセプトを学術的に
も検証し、その研究成果を世間一般に広く
知ってもらうことで、レゾニック計測技術を
認知してもらい、スポーツ振興に寄与して
いきたいと考えている。

難解な技術
　選手が、バットの先にボールが当たって
いると感じれば、重心の位置がバットの先
端の方にあるバットを選ぶ。
「色や値段だけでなく、その人にあった用
具を客観的に選ぶのに重心や慣性モーメン
トという選択肢があってもいいのではない
でしょうか」と川口氏は語る。
“感覚を数値にする！”―レゾニック計測
技術によるスポーツ用品業界への新規参入
は、スポーツの特性に影響を及ぼす革新的
なものになるかもしれない。
「用具選びだけでなく、スイングの時にな
ぜ脇を絞めるのか―コーチングにも、感
覚的なだけでない、論理的な指導を行うう
えで慣性モーメントが定着するといいです
ね。そのようにこの難解な理論が、定着し
ていけばなあと。そういう意味で、今度の
受賞はレゾニック計測技術を知ってもらう
きっかけになります」

スポーツ用具選びだけ
でなくコーチングにも
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運ぶものを創造する
　株式会社タムラコーポレーションは1976
年創業、今年40年目を迎える。１台の赤帽
軽自動車のオーナードライバーとして貨物
運送事業を始めた同社だったが、起業当初
から“運ぶものを創造する”をコンセプトとし
ていた。
「Ａ地点からＢ地点へ荷物を運ぶだけなら
誰でもできます。そこに付加価値を与えてこ
そ、自社オリジナルの商品となります」そう
語るのは同社代表取締役・岡一郎氏である。
　それをまず具現化したのが1983年に行
った直販流通である。大手出版社の刊行物
を取次店を通さず、印刷会社から書店へと
配送。納品、集金だけでなく、新刊書籍の
展示場所の交渉、ポスターやP

ポ ッ プ
OPを展示し

て売上アップに貢献した。
　それは神奈川全域と静岡の一部までを網
羅した。

ブランディング
　こうした営業サービスを実施する物流企
業はなかった。まったく新しい業態であり、
認知度も低いため、新規の申し込みは、取
引先からの紹介がほとんどであった。
　それが一気に花開いたのは2012年、東
京ビッグサイトで開催された「販促EXPO」
への出展がきっかけだった。
　その名も「なでしこ販促便」。ただ運ぶだ
けでなく、販売物の設置場所や販促物の展

示交渉など、売り場担当者との折衝は人当
たりが柔らかい女性が適していると、女性
力にフォーカスして商品化したのである。
　その後、自社の強みを見直し、より分かり
やすいネーミング、料金体系を掲げ、「販促
便」として商標登録した。
　専用のシャツユニホームはボタンダウン
シャツを採用。運送のイメージを払拭する
企業イメージを創り上げた。名刺や会社パ
ンフレットも薄いピンクをモチーフに作成す
るなどブランディングを図っている。

販促と運送をワンストップで
　「“運送”ではなく“サービス業”です」と岡
氏は力説する。
　たとえば飲料水の販促活動を例にとって
みよう。倉庫から飲料水と販促物を店舗ま
で運ぶ。店舗で、飲料水を宣伝リーフと一緒
に袋詰めしたり、宣伝の首輪をボトルに付
ける。セッティングした飲料水を店舗で配布
する。クライアントは、これらを販促支援を
主とする人材派遣会社、倉庫流通加工会社、
運送会社などを別々で手配することになる。
ところが、これをワンストップで実施できる
のが同社の販促便である。
　それだけでなく、在庫数や売れ筋、売り
場の展示状況を写真で報告している。こう
したフォトマーケティングサービスを「フォト
マ」とし、リアルタイムにクラウド上で現場
状況が確認できるサービスをリリースし、内
容を進化させている。
　化粧品や家電品など、店舗の棚や量販店
の売り場に自社製品がきちんと並んでいる
かをチェックして回ることを店舗巡回、ラウ

ンダー、ルート点検などと呼ぶが、販促便が
これを受ける場合、メーカー社員のような
対応を求められる。出入りする場所が作業
服では雰囲気に合わない場合はスーツを着
用するなどフレキシブルなセミオーダーを
受け付けている。
　声かけポスティングも好評だ。割引サー
ビス付きチラシのポスティングを行ってい
た飲食チェーン店が、平日ランチタイムの集
客アップのためこれを利用した。近隣企業
を販促便スタッフが訪問し「従業員は何人
ですか？」と声かけし、人数分の割引券を置
いていくサービスだ。これにより、140％以
上来店が増えたという報告がある。
　また、販促便の女性スタッフによる交渉
力で、雑誌を面

めんちん
陳（書店で、本をラックに立

て、背ではなく表紙を見せて陳列する売り
方）にしたところ、改善前に比べて約20％
も売り上げがアップしている。
　あくまで販促がメインであり、足回りは付
随するものなのだが、岡氏は「入り口はどち
らでもよい」とも言う。販促便があまりに新
規なサービスであり、まずは浸透させるの
が第一である、と。
「そういう意味で、販促便元年と捉えてい
ます。ホームページもリニューアルし、ニー
ズと費用対効果を紹介しています」
　今回の産業Navi奨励賞については「非常
に嬉しく思っています。製造業は目に見える
形が商品です。弊社の商品は“人”であり、目
に見えないサービスです。それを具体的に
アピールするうえで、具体的に分かっていた
だけるひとつの評価であると思います」と
岡氏が満面の笑みを浮かべた。

商品は“人”であり
目に見えないサービス

販促便

株式会社 ブラスト
代表取締役　下﨑 勇生

〒212‒0011 川崎市幸区幸町2‒593 モリファーストビル4F
Tel.050‒3786‒5086
設立：1998年4月　従業員数：4名　資本金：3,550万円
ht tp://www.blst .co.jp

株式会社 タムラコーポレーション
代表取締役　岡　一郎

〒210‒0007 川崎市川崎区駅前本町15‒5  15番館ビル8F
Tel.044‒221‒7271　Fax.044‒221‒7278
設立：1989年3月　従業員数：68名　資本金：1,000万円
ht tp://www.tamura-c.co.jp

人の役に立つものづくり
　株式会社ブラスト代表取締役・下

しもさき
﨑勇

いさ
生
お

氏は、かつて防衛関連の企業でエンジニア
として働いていた。ミサイルや戦車の設計
にかかわる仕事をしていたが、かねてより人
の役に立つ仕事をしてみたいという思いが
あった。
　もちろん、その当時の仕事が人の役に立
たないと言うつもりはない。けれど、下﨑氏
の興味の対象は、医療や福祉関係へと強く
向いていた。
　起業を念頭に置きつつ、医療機器製造会
社に転職。手術後の患部のアイシングシス
テムの開発にかかわる。傷を冷却し、出血
やむくみを抑えることで、直りを早くするこ
とを目的とした装置だ。アメリカ製の機械は
あったが、高くて大きいものだった。価格を
抑え、扱いやすい製品を目指したのだ。
　以前勤めていたのが巨大企業で、ほぼ設
計だけを専門にしていたのに対して、今度は
中小規模だ。生産調達なども含めて、プロ
ジェクトを統括することで「まさにものをつ
くることが体験できました」と下﨑氏は語る。

挫折
　1998年４月、有限会社ブラストを横浜・
山下公園近くに立ち上げる。
「ほとんどノリと勢いでした」と笑う。しか
し、すぐに仕事が来るわけでもないので、知
人のプランの手伝いやコンサルタント的な
ことをして当座をしのいでいた。

　下﨑氏の人生が大きく動くのは、ハイ
パーサーミアシステムの開発に乗り出してか
らだった。ハイパーサーミアとは、がん治療
法のひとつである。温熱療法、高体温療法
と呼ばれ、体温を42度程度に上げることに
よって、正常細胞に影響を与えず、がん細胞
を叩く。増殖のコントロールのきかないがん
細胞は、成長が早く血管を擁さない。した
がって血管の収縮や拡張による温度調整が
できず、熱に弱いのだ。
　起業前にアイシングシステムの開発に携
わった下﨑氏にとって、ハイパーサーミアシ
ステムの開発へと向かうのは自然な流れ
だった。
　ハイパーサーミアは、優れた技術と優れ
た医療があれば、がんに立ち向かえるとい
う好例ではあるのだが、ただしこちらも今
あるアメリカの機械は恐ろしく高額であり、
操作も難しい。下﨑氏はこのハイパーサーミ
アシステムをもっと安価に、そして操作手順
も簡易にしたものを開発した。ところが実
用化できない。「ひとりのベンチャーが行う
には、挑むものが大掛かり過ぎたんです」
　下﨑氏を阻んだ壁とは臨床試験である。
自らも含め、健常者の実地テストは行えるが、
患者相手の試験に必要な巨費と体制が整わ
ない。
　2000年、有限会社から増資し、株式会
社として浜松町に移転。企業からの委託や
共同開発で、リハビリロボットや人工心臓に
着手。いずれも、ものをつくりあげる段階ま
ではいくのだが、ここでもやはり臨床試験
にたどりつかない。
　たとえ開発できても、それを実用化でき
なければ会社は立ち行かなくなる。07年、

下﨑氏は、すべての試作品、製作機械を処
分し、事務所を引き払った。

これからが本格スタート
「残ったのは借金だけでした」と下﨑氏は
苦く笑う。いや、それだけではない「頭の中
には技術もいっぱい残っていました」
　ハイパーサーミアシステム開発の際、ガラ
スドーム越しに患者を目視しながらの熱源
確保が必要だった。そこでつくり上げたのが
ガラスヒーターである。ガラスに非常に薄い
金属膜をコーティングすることで、電気を流
すとその金属は熱くなり、一体化しているガ
ラスも熱くなる。最初はガラスヒーターだけ
を受注生産していたが「温度制御する電気
部品はないか？」という声が聞かれるように
なった。そこで、ガラスヒーターと温度制御
装置のパッケージ販売を始めた。
　パッケージで特注を受けたりする中で、
顕微鏡のステージ上で細胞培養する装置の
必要性を知る。培養には、温度とCO2が必
要だ。そこで、同社製商品としてリリースし
たのが、ガラスヒーターと温度制御器、CO2

コントローラからなる顕微鏡インキュベー
タである。実験や研究機は、あれほど下﨑
氏を苦しめた薬事法にかかわらずに実用化
できるのだ。
　今回産業Navi大賞の「奨励賞受賞とい
うのは、これからまだ上に向かってもっと頑
張れよという励ましの賞だと思っています」
と笑う。「大きな会社よりも強い会社にした
い。大きな岩は大きな力で壊れますが。小
さな石は象が踏んでも壊れません。そうい
うしっかりとした核を持つことが必要。これ
からが本格スタートなんです」

大きな会社より
強い会社に

細胞培養プロセスを﹁見える化﹂する
簡便かつ低価格な細胞培養イメージング装置

岡社長（右）と梯
かけはし

マネージャー
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株式会社 イ・エム・テクノ
代表取締役　遠藤 郷平

〒259‒1146 伊勢原市鈴川17番地  鈴川工業団地
Tel.0463‒96‒4132　Fax.0463‒96‒4133
設立：2006年3月　従業員数：4名　資本金：1,000万円
ht tp://www.em-techno.com

高品質旅館を目指して
　有限会社和

わ
心
しんていほうげつ

亭豊月は1952年に現取締
役社長・杉山幹雄氏の父が法人化、戦前か
ら箱根神社の参道に杉よし旅館として営ん
でいた。「もとは、神社の第一鳥

と り い
居傍に軒を

連ねる茶屋の１軒でした」と杉山氏が説明
する。
　現在の高台に移り、15室50名収容の高
級旅館としてコンセプトも新たにオープン
したのは92年のことである。「私どもは普
段から高品質旅館という言葉を用いており
ますし、また、それを目指しております」
　箱根神社本殿と同じく南向きで、正面に
屏
びょうぶやま

風 山 の緑、眼下に芦ノ湖が広がる。全室
“畳文化”で宿泊客を幸せにする和の心を持
ち、豊かな月をゆったりと眺め味わってもら
おうと名づけた。全室、月に馴染んだ名前
になっている。
「中秋の名月は、ちょうど屏風山とその左
隣にある二子山の間から午後８時に昇りま
す。そして芦ノ湖に月光を映しながら刻々と
移動して参ります」。70％は首都圏からの
客だ。ビル街にいて、夜空を見上げる機会
も少ないだろう。「“今日はどんな月かな？”
と、普段とは異なる“豊月時間”を心ゆくまで
過ごしていただきたいのです」

客の嗜好変化
　かつて旅の途

ヽ ヽ
中にあった旅館は、その旅

館に泊まるための目的になりつつあった。そ
の時代背景に乗って、和心亭豊月は順調に
推移。本格的なモダン懐石を提供する付属

の料亭は、料理の味わいとともにプライベ
ートな空間を保てる全席個室も好評を得た。
駒ヶ岳湯の花沢から引く単純硫黄温泉を
24時間満喫できる大人の宿としてスタイル
が定着した。１回だけきてもらうのではなく、
また訪れてもらえるようにと、料理の献立も
月替わりにし、館内のしつらえも季節ごとに
変更した。なにより接客には気を配った。そ
れらが功を奏し、リピーター率が40％に及
ぶようになった。
　ところが2003年をピークに、変化が見ら
れるようになった。同館のように広いロビー
で抹茶を点

た
てて客を迎えるようなスタイル

から、パブリックスペースを少なくし、個室
露天風呂を備えた客室完了型の宿へと客の
嗜好が移り始めたのだ。
　同館の宿泊費は３万５千円前後。この価
格帯の宿に客が求めるものが、個室露天風
呂に象徴されるようになった。しかし、オー
プンから10年経った同館にしてみれば大改
築は厳しい時期にあった。それに、ハード依
存の営業戦略は限界がある。人に焦点を当
てた、ライフスタイルに沿った過ごし方の提
案を新たな運営基軸に据えるのだ。それを
アピールするのに、隆盛し始めたインターネ
ットは適していた。だが、そのアピールする
ものとはなんだ？ 試行錯誤している間にも
売り上げは下がり続けた。そして、まだ底の
底があった。09年のリーマンショックであ
る。同館は最大の危機を迎えた。

人を大事にする
　客数が減る中でリピーター率は50％に達
していた。落ちたのは新規の客だ。では、ど

の層からこれを呼び込むか？ ゆっくりと温
泉旅行を楽しみたくてもできないのは、小
さな赤ちゃん連れの家族だ。そうした家族
のために、あえて温泉を使わず敷地内地下
100ｍから汲み上げる地下水を使用した貸
し切り風呂をつくった。磐

いわさか
境の水と呼ばれ

る飲料が可能なこの箱根山の天然水は、赤
ちゃんにも優しい。そして、この天然水の湯
と隣接する箱根神社境内にある安産杉をつ
なげ「いわばひとつの物語をつくったので
す」と杉山氏が語るのが、今回産業Navi大
賞奨励賞を受賞したマタニティプランである。
　温泉旅行を楽しみたくてもできないのは、
妊婦もまた同じ境遇であった。母体を気に
する向きから行程に制限も出る中、非日常
を求める気持ちに変わりはない。箱根神社
安産杉への訪問を無料送迎車で案内すると
ともに、同プランでは貸し切り風呂の２回の
利用特典を設け、施設内エステでは妊娠中
の体内リラクゼーションをケア。
　個室料亭では食材や調理法にも気を配
るのはもちろん、クッションやひざ掛け、客
室では抱き枕やベルト式浴衣帯などさまざ
まな備品を用意し、出産前の癒し旅を提供。
妊娠中の温泉旅行は避けるべきという禁忌
事項を関係省庁が外したことで人気がさら
に加速した。
　このプランの企画により「人を大事にする
という心得を新たにした」という杉山氏。今
回の受賞について「装置産業と言われる旅
館業が、モノからコトへ、新しいニーズの提
案ができた評価と喜んでいます。これから
もお客さまの側に立ち、喜びにつながるプ
ランを提案していきます」

モノからコトへ―
新しいニーズの提案

﹁ライフスタイル型﹂新たな旅の過ごし方提案
～妊婦さんに優しい宿を目指して～（マタニティ市場への挑戦）

有限会社 和心亭豊月
取締役社長　杉山 幹雄

〒250‒0522 足柄下郡箱根町元箱根90‒42
Tel.0460‒83‒7788　Fax.0460‒83‒7007
設立：1952年12月　従業員数：21名　資本金：1,000万円
ht tp://hakone-hougetu.com

束縛されずにものづくりを
　電子機器製造会社を役員定年後、2006
年３月に起業。イ・エム・テクノ株式会社代
表取締役社長・遠藤郷平氏は「E＝エコロ
ジー、M＝メカトロニクス、T＝テクノロジー
が社名の意味」と説明する。
　遠藤氏は、かつて防災・セキュリティ
関係のOEM（or ig ina l  equ ipment 
manufacturing＝相手先企業のブランド
をつけて販売される製品の受注生産）を行
う会社のエンジニアとして、出入り管理シス
テムの開発をひたすら行ってきた。指紋登
録や網膜登録によるセンサーである。大手
企業傘下で行うこれらの研究開発成果は、
すべて相手先企業に持っていかれてしまう。
「束縛されないで開発できて、社会に貢献
できることがしたかったんです」それが起
業の理由だった。そしてそのためには「大
手から開発資金をもらわない、が前提でし
た」
　当初、厚木市に会社を設立した遠藤氏は、
同市が行う設立して間がない新企業を支援
するインキュベーション事業に応募。手元
に残っていた地滑りセンサーの特許を生か
す製品開発に乗り出した。

移動型・地滑り検知センサー
　従来の定置型地滑りセンサーは、ワイヤ
センサーが主流であった。張ったワイヤーが
地滑りを感知するという原始的ともいえる
方法である。これには、設置場所の地質調
査を必要とした。

　つまり、地滑りが起こりそうな脆い地盤
のエリアの中で、しっかりとワイヤーを張る
ことができる堅硬な設置場所を選定すると
いう、矛盾したことを行わなければならな
いのである。そして、この調査に多大な費用
と時間を要した。
　そこで遠藤氏が開発したのが移動型・地
滑り検知センサーである。これは、３つのセ
ンサーモジュールによって地滑りを感知す
るものである。まずは加速度センサー。これ
によって、地面の動きを感知する。加速度セ
ンサーについては、従来機も早い動きにつ
いては対応ができていたが、この機械では
遅くゆっくりとした動きをミリ単位で感知で
きるまでになった。
　2つめは磁気方位センサー。これによって、
東西南北どちらの方向に地滑りしているか
を感知する。
　そして３つめが水分センサーである。これ
で地中水分の含有量を調べる。地滑りは表
層だけでなく、水分を多く含んだ土中のすぐ
上から滑り始めるのである。これで、地滑り
の規模を感知するわけだ。
　設置も簡単なこの製品により、中小企業
庁主催の第１回ものづくり支援事業の補
助金を受けた。試作品の基礎実験、実証実
験を経て販売へと向かったが、ワイヤセン
サーの市場規模は90％を占めている。この
牙城を崩すことはできなかった。

個人の防災レベルまで
　その後、土砂災害発生現場での緊急救助
や復旧作業を行う消防・警察・自衛隊など
レスキュー隊員の安全確保について声が上
がるようになった。１週間かかってワイヤー
センサーを張り終える頃には、隊員たちは
その現場をあとにしている。危険現場へ簡
単に設置でき、即可動可能な警報システム
はないか？

　そこで同社が開発したのが、簡易型「地
滑り・倒壊・崩落検知器による警報システ
ム」だ。移動型・地滑り検知センサーの心
臓部であるセンサーモジュールを改良する
ことで、高性能、高信頼、軽量・可搬型の検
知器としたのである。がけ地、急傾斜地、地
盤崩壊の挙動、活断層の挙動、変動、構築
物の崩壊が予測される場所にセンサーを設
置。受信機が電気信号として警報を検知す
る。さらには、火山活動対応ロボットとして、
改良した機器も開発。ドローンによる空中か
らの投下設置を想定した性能を有している。
センサーは、水平補正や加速原点などを自
動補正（初期設定）することから、設置場所
に制約がなく、また無人観察が可能だ。
　箱根大涌谷の水蒸気噴火の際にも、火
山活動対応型の投下式センサーが活用さ
れた。「ドローンでソフトランディングさせ
るつもりだったのが、10ｍ地点から投下す
ることになったんですよ。もちろん、正確に
動いています。もっともその前に、５ｍから
の投下試験を黒玉子のリフトでしたんです
が、あの時も10ｍ近い所から落としていた。
まあ、いい実証実験ができました」と微笑
む。大手は採算が取れない技術は商品化せ
ず眠らせてしまう。せっかくの技術を生か
したいという遠藤氏は、個人の防災感覚に
合った低価格バージョンの開発も目指す。

眠ってしまう技術が惜しい

移動型・地滑り検知センサーを利用した
簡易型﹁地滑り・倒壊・崩落検知器による警報システム﹂の製造・販売



自由な発想と大胆な行動力
　竜馬の魅力を綴った研究書を５冊自費出
版した齋藤氏だが、竜馬のみにとどまらず
興味は地元横須賀ゆかりの歴史上の人物へ
と広がっていく。その１人が三郎助で、『相
州浦賀湊のヒーロー中島三郎助』を出版。
地元で歌謡教室を開く常連客がメロディー
をつけ、冒頭で紹介したオリジナル曲も完
成した。
　店では毎月１回オリジナル曲のライブを
行っている。歌うのは地元人がバンドメン
バーとなる、その名も竜馬からとった「ドラ
ゴンホース」。
　三郎助は「三郎助つくね」とメニューに
も取り入れられた。江戸時代、干しイワシ
は浦賀の特産物で肥料として関西に送られ
た。そのイワシをつくねにした同店の新メ
ニューである。また、竜馬やおりょうと同様、
オリジナルラベルの焼酎として三郎助も加
わった。
　齋藤氏は歴史サークル「湘南海援隊」の
代表も務め、三郎助の生家や顕彰碑をコー
スとしたウオーキングイベントも定期的に開
催している。出版物、オリジナルソング、イ
ベントという飲食店とはまったく違った分
野からの取り組みによって、新規の顧客獲
得につなげた経営革新は、成功事例として
の新規性があると今回の受賞のポイントに
なった。藩制などの枠に縛られず、自由な発
想と大胆な実行力で日本を近代国家に導い
た坂本竜馬のように。そして、なにより齋藤
氏の活動の底に流れているのは、地元への
あふれる愛である。三郎助というけっして
全国レベルのネームバリューがあるとはい
えない偉人にスポットライトを当て、ウオー
キングにはクリーンハイクを取り入れ、招か
れた学校での歴史講演会では郷土愛を育
成する。
「横須賀の歴史をＰＲし、これからも開店
当初の方針にぶれず、さらなる発展を目指し
ます」が齋藤氏の受賞の言葉だ。
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声にならない声に応える
　ひとつの点景がある。株式会社ハートフ
ルタクシー取締役副社長・篠原俊正氏が昼
食を終え、店を出た時のことだ。自社のタク
シーが眼下に停まった。篠原氏が食事した
店は長い階段の途中にあったのだ。運転席
の扉が開くと社員のドライバーが現れ、客
席になにか声をかけている。高齢の男性客
が下車し、ドライバーが荷物を持ち、男性客
の手を引いて階段を上がってくる。
　そして、篠原氏が出てきた店の向かい側に
ある老舗の蕎

そ ば
麦屋へと入っていった。ドライ

バーが出てくると、今度はタクシーから老婦
人が降りるのに手を貸し、荷物を持って、足
もとを気にしながら手を引いて蕎麦屋へと
導いた。
　その日のうちに老夫妻から会社に電話が
入った。「ぜひまたお宅のタクシーを使いた
い。また、同じ運転手さんをお願いします」
と。篠原氏は、帰社した先ほどのドライバー
に「お客さまから頼まれてされたことです
か？」と訊いてみた。
　同社は、ドライバーが玄関先まで迎えに
行くのが原則である。その際「いいえ、お二
人とも御

お み あ し
御足がゆっくりでしたので、そのご

様子を見て提案することに決めました」
　これが“お客さまの声にならない声にお
応えするサービス”である。「言ってされるの
ではなく、思ってもみなかったことをされた
時に感動が生まれます。そして、思ってもみ

なかった感謝を伝えられた時、ドライバー
も感動するのです」

選ばれるタクシーに
　2006年12月、ハートフルタクシーは創
業した。長らくタクシー業界に携わってきた
同社代表取締役社長・飯田隆明氏と篠原氏
にとって、地元・海老名市に理想のタクシー
会社をつくりたいというのは夢だった。そ
の理想とは、接客に徹底的に特化すること
だった。それも、タクシー業界の中で、接客
ナンバーワンを目指すのではない。
　サービス業界全体でナンバーワンの接客
を目指すことを目標に掲げた。そのために
駅出し（駅前で車列に加わり、順番に客を
乗せる）をやめ、電話依頼専門とした。業界
内では驚きの声が上がったという。タクシー
利用は駅出しが８～９割を占めていたから
だ。電話で呼ばれても、すぐには到着できな
い。だからといって市内だけの利用では収
益が見込めない。篠原氏は、開業前に徹底
的なリサーチを行い、20分までなら待てる
という情報を得、その時間内でラインを引
くと30万人余りが商圏となった。よし、行
ける。だが、それには「ハートフルに乗りた
い」「ハートフルでなければ」という選ばれ
る会社にならねば。

女性力
　ドライバーも、スタート時から他分野から
の採用がほとんどだった。営業職、サービス
業からの転身である。「タクシー経験者とし
ていったん身についてしまった習性は、頭
では分っていても、なかなか拭い去れない
ものがあります。私たちはまったく新しいタ

クシー会社を目指してい
たんです」。それだけに、
教育も大変だった。しか
し、それをドライバー未
経験者らは砂に水が染
み込むように吸収してい

く。だが、篠原氏には不満もあった。女性ド
ライバーが少ないことである。全国のタク
シー業界で占める女性ドライバーの比率は
１～２％程度。「接客サービス業と認識して
いる私には信じられない数字です」
　同社の割合は10％と多いほうではある
が、近年の絶対的な労働力不足を補ううえ
で、また、超高齢化の中で、年配客への思い
やりや配慮、親しみやすさという優位性か
らも、女性ドライバーは必須と考えていた。
なにより篠原氏はタクシーのイメージをド
ラスティックに変革したかったのだ。学生時
代、今の妻とデートした帰りに、車で家まで
送り届けようとすると後ろからタクシーにあ
おられた。自分自身にもタクシーにはそうし
たがさつで粗野なイメージがある。それを覆
したいのだ。
「もっとも、その妻の実家がタクシー会社
だったわけですが」と笑う。
　せっかく獲得し教育した女性ドライバー
も家庭の事情で辞めてしまう。その一番の
理由とはなにか？ 子育てである。篠原氏は
社内に無料の保育施設を開設した。結果的
に２カ月以内に10名のママさんドライバー
の採用が決まった。苦労したのは国家資格
を有する保育士の確保だった。だが、こちら
も保母をしている娘からの助言で、フルタイ
ムではなく午前・午後の２交代制にしたとこ
ろ解決。ここには保育施設不足問題に対す
るひとつの解答、見識があるように思える。
同社では子どもたちが幼稚園、小学校に入
学した際には預かり保育料・学童保育料を
全額負担することで支援。子育てがひと段
落したのちには、パートから正社員希望する
ママさんドライバーも多い。

女性の力を最大限
引き出すために

女性の働きやすい環境整備とママさんドライバーの積極的採用によるサービス拡充
タクシー業界初の事業所内無料保育施設開設（神奈川県労働局認定）

株式会社 ハートフルタクシー
代表取締役社長　飯田 隆明

〒243‒0406 海老名市国分北4‒2‒3
Tel.046‒292‒3336　Fax.046‒234‒4448
設立：2006年12月　従業員数：75名　資本金：100万円
ht tp://www.heart ful -taxi .co.jp

坂本竜馬への思慕
「♪大平の眠りを覚ます黒船に先陣を切っ
た三郎助」で始まるオリジナルソング『日
本一の三郎助』。三郎助とは、1853年の
ペリー艦隊来航時に黒船に乗り込んでアメ
リカ側との折衝に当たった浦賀奉行所与力、
中島三郎助である。作詞したのは、横須賀
の居酒屋やきとり竜馬におまかせ店主・齋
藤秀一氏だ。
　店名からも分かるとおり、齋藤氏は幕末
の志士、坂本竜馬の大ファンである。齋藤
氏の竜馬との出会いは中学時代にまでさか
のぼる。
　不登校気味だったその頃、テレビでは
『３年Ｂ組金八先生』が放映されていた。
現実の学校に面白さを感じられなかった齋
藤氏は、ドラマの中のクラスと金八先生の
姿に憧れる。母はそんな齋藤氏を日本武道
館で開催された海援隊のコンサートに連れ
ていってくれた。そして、ステージで武田鉄
矢がせつせつと語る竜馬像に魅了されてし
まう。
　以来、司馬遼太郎著『竜馬がゆく』をむさ
ぼり読み、竜馬が登場するドラマや映画を
目をらんらんとさせて観た。

おりょうゆかりの地で開店
　30歳になった齋藤氏に、人生を大きく
変える出会いが待っていた。長崎の竜馬ゆ
かりの地を訪ねる旅先で入ったやきとり屋
は、竜馬をコンセプトとした、竜馬ファンが
多く集う店だった。「こんな店を開いてみた

い！」当時、郵便局員だった齋藤氏の胸に決
意の灯がともった。
　その夢がついに実現したのは８年前の
2008年５月、齋藤氏は42歳になっていた。
この間、齋藤氏は竜馬研究とともにやきと
り屋研究もしていた。長崎のかの店で竜馬
をコンセプトとしての店舗づくりの教えを請
い、東京、横浜のやきとり屋で実務や経営
の修行をした。料理はもともと日常的に親
しんでいた。中学時代に海援隊のコンサー
トに連れていってくれた母が、齋藤氏20歳
の時に亡くなり、父と弟の男所帯となった
家族の食事の用意を手掛けていたし、飲食
店でもアルバイトで厨房に立っていた。
　横須賀市主催の店舗を開店したい人と
お店を提供したい人のお見合い広場で気に
入ったのが今の店である。駅から徒歩10分、
大通りから脇に入った路地という立地は
けっしていいとは言えなかった。けれど、な
により竜馬の妻、おりょう終焉の地がすぐ
目と鼻の先。おかげで全国の竜馬ファンが、
おりょうの墓参の帰りに寄ってくれる。
　メニューも、海援隊の旗印、赤・白・赤の
３本線をモチーフにパプリカ（赤）・とり
もも肉（白）・パプリカを串焼きにした「竜
馬やき」、彼の盟友を冠したやきおにぎり
「（中岡）慎太郎飯」、お土産用には「お
りょうと竜馬の愛したかすていら」など、竜
馬にちなんだ品々が並ぶ。

地元への
愛あふれる
経営革新

地域の歴史資源と店のブランドの
コラボによる新たな市場の開拓

やきとり竜馬におまかせ
代 表　齋藤 秀一

〒238‒0006 横須賀市日の出町2‒3
Tel.046‒825‒8727
設立：2008年5月　従業員数：4名　資本金：1,100万円
ht tp://ryoumaniomakase.com

篠原副社長



設備や施設を見える化！
オリジナル360°パノラマ撮影機材を使った
Web制作および生産設備情報共有データの制作

3ＤＳｕｒｖｅｙｐｌｕｓ合同会社
代表執行役員　堂城川 厚

〒239‒0828 横須賀市久比里1‒26  D1102
Tel.046‒884‒9233　Fax.046‒884‒9233
設立：2008年4月　従業員数：4名　資本金：100万円
ht tp://www.3dsurveyplus .com

量産化し、販売店への卸しや流通経路、販
売後のサポートを行っていく。販売量に応
じてペイバックするシステムで、個人のほう
は製品化に伴う資金をはじめとするさまざ
まなリスクを負うことはない。
　ヒット商品にUSB2BTがある。パソコン
と周辺機器を結ぶインターフェース規格で
あるUSBキーボード、マウス、ゲームパッド
などを、この変換アダプタによってスマート
フォン・パソコンにも対応可能にするものだ。
これによって使い慣れたパソコン周辺機器
でスマートフォンを操作できる。
　自転車のホイールにLEDを付けて画像を
ライトアップするANIPOVも話題となった
製品。パソコンで好みの画像データを流し
込むことで、オリジナル画像を映し出せるの
が特性だ。
　今回の受賞について阿部氏は「素直にう
れしいです」と語る。「ものづくり、設計製
造は個人でできるものが多く、レベルも高
い。けれど、製品レベルにまでは届いていま
せん。それを製品化するのがこのサービス
です」
　かつてはものづくりが好きだった「個人」
であった阿部氏は「個人のエンパワーメン
ト、個人が行うものに大きな賞をくれたこ
と、認めてもらえたことになにより喜びを感
じる」と言う。「今回の受賞を機に、さらに
間口を広げ、たくさんの作品をきちんとビジ
ネスに乗せていけたら」と前を向く。

30歳で起業
　個人が製作した“作品”を“製品”にまでブ
ラッシュアップし、製造・販売までサポート
する事業BTOマイプロダクトサービスで産
業Navi大賞特別賞を受賞。
　株式会社ビット・トレード・ワンは、2010
年１月に創業した。同社代表取締役・阿部
行成氏は、大学で機械科のロボット系分野
を専攻する傍ら、秋葉原の電子部品屋でア
ルバイトをするなど、ものづくりの世界に
どっぷりと浸かっていた。卒業後はフォーク
リフトのモーター制御を扱う会社に勤めて
いたが「もともと独立してやりたいナ」とい
う思いがあって、30歳で起業する。

業務内容３つの柱
　主な業務内容だが、まず受託開発。ＵＳ
Ｂ入力機器、タッチセンサ、近接センサ、赤
外線などの分野で、「こんなものできない
か？」という下絵やポンチ絵程度の構想段
階から、設計や３次元モデル化を行う。こ
れまで、レジの年齢確認用ＵＳＢタッチス
イッチを製作。使用時にタッチ部全体が発
光しユーザーのタッチを促す機能を盛り込
んだ。また、ショーケースに置かれている商
品の上に手を被せると商品が光り、説明文
が現れる近接センサを開発。ショーケース
の下板にセンサが置かれているため、通常
のショーケースと見分けがつかないこの技
術は、常設博物館でも採用され、稼働中で
ある。
　同社の2つめの事業は、A

ア セ ン ブ リ ー
ssembly

D
デ ス ク
esk.のブランド名による電子工作キットの

設計・製造・販売だ。情報共有サイトアセン
ブリーデスクをベースに、アクセスしたユー
ザーと活発にディスカッションし、自由に
改造・改変が行われている初心者からベテ
ランまで楽しめる工作キットだ。空気ガイ
ガーカウンターＫＩＴは、放射線の仕組みや
種類、ガイガーミュラー計数管について知
り、放射線を検出するのを学ぶためのキッ
トだったが、2011年の震災直後は別の目的
から売り切れてしまった。
さて、３つめの事業がb

ビ ッ ト フ ェ ロ ー ズ
itFErrousのブラン

ド名で展開する、同社が受託開発で培った
技術によって生み出した製品群だ。電流帰
還型ポータブルヘッドフォンアンプは人気
商品だ。ヘッドフォン本来の周波数特性を
スマートフォン、アイポッドなど携帯音楽プ
レーヤーでも忠実に再現するポータブルア
ンプである。また、複数同時押しを可能にし
たゲーミングキーボードを、重さや薄さ、マ
ウススペースを大きくするなど、タイプ別に
ラインアップしている。

かつて「個人」であった自分
　そしてBTOマイプロダクトサービスは
「AssemblyDesk．とbitFErrousのふた
つの事業を合わせたもの」と阿部氏は語る。
「近年、インターネットやデジタルツールの
発展により、個人の方でも素晴らしい電子
機器作品をつくり、それをネット上で動画な
どで発表することができるようになってい
ます。しかし、その“作品”を“製品”としてお店
で販売しようとした時、どうしたらいいか？
それを実現するのがこの事業です」
　個人と共同開発の形をとり、パッケージ
デザイン、マニュアルや保証書の整備をして

個人を起点とした新しい
“ものづくり”賞

あなたの作品の商品化をお手伝い！
ＢＴＯマイプロダクトサービス

株式会社 ビット・トレード・ワン
代表取締役　阿部 行成

〒252‒0231 相模原市中央区相模原8‒10‒18  3F
Tel.042-707-0384　Fax.042-707-0384
設立：2010年1月　従業員数：9名　資本金：600万円
ht tp://bit-trade-one.co.jp
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３Ｄレーザースキャニング
　3

ス リ ー デ ィ ー サ ー ベ イ プ ラ ス
DSurveyplus 合同会社代表執行役

員・堂
どじようがわ

城川厚氏は、かつて設計会社のエン
ジニアとしてプラントなどの設備設計を担当
していた。
　勤続10年目に入った頃、３次元計測の部
署を立ち上げることになり、当時は日本に
数少ない計測装置3Dレーザースキャナー
を使いこなすため装置そのものの解析（マ
ニュアルを作成し、使いこなす）から取り
組んだ。また同時に外資系3Dレーザーメー
カーに出向した。「その当時、ネットで“3D
レーザースキャナー”というキーワードは、
まったくヒットしませんでした」と、堂城川
氏は2002年を振り返る。
　３Ｄレーザースキャニングとは、レーザー
を照射し、戻ってくる時間差で物体の形状
を調べる計測方法だ。堂城川氏が勤務す
る会社では、プラントの改修工事を行う場
合、その計画作業に非常に有効な計測方法
だった。改修工事を繰り返したプラントの場
合、元の図面が役に立たなかったり、ある
いはすでに失われているかして現状が把握
できないでいた。３Ｄレーザースキャニング
が、これを解消してくれるのだ。

起業、そして
　３年間、この３次元計測に取り組んだが。
しかし、社内での本格始動は立ち消えと
なった。「当時、3Dレーザースキャナーの
性能そのものはよかったのですが、コン
ピュータ側の情報処理能力が追いついてい

なかったんです。コストもかかるし、撤退し
ようということになったんですね」
　しかし、３Ｄレーザースキャニングに未来
を感じた堂城川氏は、トンネルの施工管理
システム開発を得意とする、京都に本社が
あるITベンチャーに転職。ここで３次元計
測を続けた。
　その後、2008年起業。
「最初は自宅を事務所にしていました。た
だ、引きこもっているような感覚が嫌になり、
近所の図書館の勉強室に大荷物を抱えて
通ってました。PCが使える机がふたつしか
ないんで、朝イチで並ぶんです。ケイタイに
連絡が入ると、荷物をまとめて打ち合わせ
に行ってね（笑）」
　やがて大手ゼネコンとも取引が始まり、
3Dレーザースキャニングにより、3Dモデリ
ングや設計、作図など現場のニーズに応え
続けた。そんな中、堂城川氏には「こうして
みたい」という思いがあった。

金型や生産加工機がなくても
　３Ｄレーザースキャナーの解析データ
は、担当技術者が、スペックの高いＰＣで情
報を得るものという概念が形骸化していた。
「現場の皆さんが情報を共有化できないか
と思ったんです。しかももっと分かりやすい
手段で」
　堂城川氏が行ったのは、現場を360°の

パノラマ写真にすることだった。実
は、レーザースキャニングからモデ
リングする際の参考にと、写真は
以前から撮っていた。これをもっと
精巧に仕上げるのだ。360°の分割
写真は、ちょうど丸い地球儀の展
開図（舟形多円錐図法）のようにな
る。これをPC処理によってステッ

チングしていく。従来の360°パノラマ撮影
は、魚眼レンズ付き一眼レフカメラを特殊な
雲
うんだい

台にセットし、角度を変えながら撮影する
必要があった。しかも、マニュアルモードで
撮影するため撮影技術も求められた。だが、
同社が設計開発した360°パノラマ撮影機
材は、広角レンズを搭載した６台のアクショ
ンカメラを無線操作で同時にシャッターを
切るため、撮影は一瞬である。さて、その
360°パノラマ撮影機材であるが、手のひら
に載る大きさの樹脂製のサイコロ六面に小
型デジタルカメラをはめこんだ形状をして
いる。堂城川氏は、これを試行錯誤を重ね
3Dプリンターで製作した。「昔なら金型や
生産加工機が必要でしたが、3DCADや3D
プリンターを駆使すればアイディアを形に
できるわけです。だから設計者である僕も
製造者になれ、ネットで発信できるので機
材として発表することもできます」
　操作が簡単なので、客先のスタッフが撮影
した素材をデータ処理して納品するケースも
増えているという。「うちのように人的ソー
スが足りない会社には助かっています」
　ドローンに搭載し、上空から自由に視点
を変えられる360°パノラマ画像も提供。
　現在は、ヘルメットを被っての現場調査部
門と、イベントや観光向けにサービス提供す
るクリエイティブ部門のふたつの柱で展開
中だ。

現場調査と
エンターテイン
メントの素材に



成功させるには本物でなければ
　木村氏は、自社の洗浄機および専用洗剤
を使ったクリーニングシステムをフランチャ
イズ方式で展開する方針を当初から固めて
いた。
「始めるに当たっては、ブランディングのた
めに宣伝広告はいっさいしませんでした」
　インターネットやＳＮＳで実演するうちに
「値段は高いし、こんなの嘘だろ、と中傷す
る書き込みが見られるようになって、やっと
認められたと思いました。やっかみがあるか
ら、そういう声が上がるんです」
　木村氏は『おそうじおまかせ隊』のフラン
チャイズ募集へと一気に舵を切った。現在
では全国に28の加盟店があり、その数は広
がり続けている。
　シート洗浄は自動車内にとどまらず、飲食
チェーンやブライダルサロンからも注目を集
めている。そのほか、消臭作業事業として自
動車レース業界でドライバーのヘルメットや
レーシングスーツの消臭サポートを実施し、
こちらも広く普及させていく予定だ。
　改良を重ねた洗浄機も専用洗剤も「今や
完成の域にある」という木村氏は、シルバー
や主婦層の雇用を含めて、おそうじおまか
せ隊への参加を広く募っている。「誰にでも、
素早く、簡単に」がキャッチコピーだ。
起業の際“こんなビジネスは無理”との声を
多く耳にした。しかし、それまでないものだ
からこそ、可能性を秘めているなとも感じた。
そして、成功させるには本物でないとダメ
だとも。「今回の受賞は、内装クリーニング
というビジネスが認められ、自動車関係の
ひとつの業種体となった証だと思っていま
す」と木村氏は胸を張った。

父の介護の果ての気づき
　国産車ディーラー、輸入車ディーラー、イ
ンポーター直営店など自動車業界に20年
以上にわたり携わってきた木村光夫氏は、
父の介護で職を離れた。いわゆる介護離職
である。
　必死の介護もむなしく父は旅立った。す
ると、あることに気づく。介護車両の臭いと
汚れだ。それは、介護真っ最中には、気づか
なかったことであった。
　介護車は、病人や身体の弱った高齢者が
利用するものである。衛生面からもなんと
かならないものだろうか―
　車検などの整備。ボディの磨きやコー
ティングを行うカーディテーリング。車の傷
やへこみの修理を行う板金塗装。タイヤ交
換などカー用品の取り扱いといったあたり
が自動車をめぐる業種体である。車内清掃
については、カーディテーリングのカテゴ
リーに近いが、実際のところは手つかずに
近い業種であった。
　大手メーカーがルームクリーニングシステ
ムを商品化したが、結局は撤退した。中古
車の商品化に向けて行っているメーカーが
あるが、完璧な清掃が行えず、自社の中古
車部門での販売を諦めるケースも多々ある。
　自動車の内装清掃は不可能が不文律化し
ていたのだ。

新しい、そして真のシート洗浄
　自動車の内装クリーニングの障壁はシー
ト洗浄である。これまでシートを丸洗いし

ようとすると、シートを車から外し、洗剤
を吹き付けて湯や水ですすぐという方法を
取っていた。これは汚れが落ちにくく、作業
したという行為だけでシート洗浄が済んだ
という暗黙の了解となっていた。
また、乾かすのにも時間がかかった。丸一
日程度かけて乾燥させる必要があった。乾
燥が不十分だと、たとえ見かけがきれいに
なっていたとしても雑菌が繁殖してしまうと
いうケースも。
　2010年の７月から準備に入っていた木村
氏は、翌年２月にアイ・ケイ・シー株式会社
を設立、シート洗浄を本格的に行う自動車
内装のクリーニング会社をスタートさせた。
　従来はブラシでゴシゴシ擦るので生地が
傷みやすくなる作業が主流だったが、同社
が行うシート洗浄とは、除菌剤配合のアル
カリ性洗剤を塗布し、汚れを浮き立たせる。
　そこに協力会社と共同開発した金属製吸
い込みノズルを持つバキュームクリーナー
を使い、仕上げ用の抗菌剤配合のリンス洗
剤を噴霧しながらすすぎと吸い取りを行う。
リンス洗剤が、アルカリ成分を中和、pHダ
ウンしながら集塵機の吸引力によって汚れ
と一緒に水分を吸引してしまう。起毛効果
もあり生地の柄も甦る。作業は、シートを
車内に装着したままの状態で行える。従来
の洗浄方式では吸い取った廃液が８～10ℓ
だったのに対し、１ℓ出るか出ないかに劇的
に減ったことで、シートも外すことなく短時
間で乾き、その日のうちに車を使うことがで
きる。
　洗剤は、飲み物の染みや食べ物の汚れ、
タバコのヤニなども分解できるほか、嘔吐
やペット臭も除去。洗浄と同時に除菌抗菌
効果もある。

自動車内装クリーニング
という業

カ テ ゴ リ ー

種体の誕生

おそうじおまかせ隊  誰にでも素早く簡単にできる
車のシート洗浄・椅子の洗浄作業システム

アイ・ケイ・シー 株式会社
代表取締役　木村 光夫

〒247‒0066 鎌倉市山崎308‒1
Tel.0467‒45‒3080　Fax.0467‒44‒6660
設立：2011年2月　従業員数：1名　資本金：300万円
ht tp://www.ikc-shonan.co.jp

専用運動会場の夢
　運動会開催直後に「来年もやりたい」と
リピートオーダーが舞い込むことも多く、関
連会社や取引先を紹介してもらうなど、開
催件数は徐々に増えていった。それととも
にメディアの露出もあり、５件だった初年度
の開催が、今年度は200件を見込むまでに
なった。
　当初、自宅マンションを事務所にしてい
たが、大玉などの用具がベランダにあふれ
かえり、近所の人たちから奇異の目で見ら
れるようになった。そこでブルーシートを掛
けると「よけいにアヤシク見えるようになっ
ちゃって」。その後、2度の転居の末、現在
の倉庫を備えた事務所に落ち着いた。
　閉会後のアンケートで、退職しようと考え
ていた依頼先の社員が「みんなと一緒に過
ごしたことで、もう少しこの会社で頑張って
みようと思いました」との感想に触れた時
には、これまでの努力が間違いではなかっ
たと確信した。
　米司氏のいちばん好きな競技は借り物競
争だ。「“尊敬する上司”とか“私のライバル”
とか指名された人を連れてゴールまで走る
んです。“結婚したい人”の時には、告白する
シーンもあったり」
　赤のジャケットと白い帽子は64年の東京
オリンピックのユニホームをモチーフにして
いる。また、20年の東京五輪の国際支援公
約から助成金を得て、タイ、ラオス、インド
で運動会を行った。「費用の持ち出しもあり
ましたが、英語が通じない国での開催経験

は、今後目標とする海外展開の
大いなる糧となりました」。幼稚
園や保育園の運動会を「恩返し
として」サポートするボランティ
アも実施。悩みは慢性的な会場
不足で、将来は専用の運動会場
をつくるのが夢である。

ハレの場
　太宰治の自伝的小説『津軽』のクライ
マックスは、子守りとして自分を育ててくれ
たた
ヽ

け
ヽ

との30年振りの再会の場面だ。そう
して、ふたりの再会の場こそが戦時下の国
民学校の運動会なのである。太宰はその模
様を次のように描写している。「こんな気持
をこそ、夢見るやうな気持といふのであらう。
本州の北端の漁村で、昔と少しも変らぬ悲
しいほど美しく賑やかな祭礼が、いま目の
前で行はれてゐるのだ。まづ、万国旗。着飾
つた娘たち。（中略）それぞれの家族が重箱
をひろげ、大人は酒を飲み、子供と女は、ご
はん食べながら、大陽気で語り笑つてゐる
のである。日本は、ありがたい国だと、つく
づく思つた。」そう、運動会はかつても今も
ハレの場であり、日本文化なのである。
　そして、その運動会で社会を元気にしよう
とした「運動会屋」がNPO法人ジャパンス
ポーツコミュニケーションズ代表理事・米司
隆明氏だ。

僕の使命
　同法人を起業した2007年、米司氏が目
にしたニュースの話題は引きこもりとIT企業
の隆盛であった。職場からは飲み
にケーションが消え、会話の代わ
りに隣り合った社員がメールをや
り取りしていた。新卒採用者は短
期間で離職してしまう。外資系企
業の影響で成果主義が導入され、
終身雇用は形骸化した。

　膠
こうちゃく

着した職場に笑顔を取り戻すのは、ス
ポーツによるコミュニケーションであると確
信、米司氏は法人を立ち上げる。最初はフッ
トサルイベントや球技大会を個人・企業向
けに企画していた。
　そんな中、職場と家族、取引先をも巻き
込むイベントとして、運動会が最適ではとい
う考えに至る。調べてみると、運動会をプ
ロデュースする会社は見つからない。
　逆にいえば前例がない仕事だけに、なに
をどうしたらいいか分からなかった。そこで、
中学時代の体育教師に連絡し、教えを請う
た。先生が説いたのは、具体的な準備をどう
するかではなく、運動会が生徒と教師、家族
が交流する年に一度の大切な場であること。
万国旗が港の開港の際に飾られたことに由
来するといったこと。そしてなにより、運動
会がハレの日であるという理念であった。
　米司氏はホームページに「運動会やりま
す」の案内を告知した。すると間もなく、大
阪の企業から問い合わせがあり、スタッフ
ら４人と出かけていって第１回の運動会を
企画運営した。100人弱の若い社員中心の
サービス業の会社だった。大阪ということ
でノリもよかったのかもしれない。なんの情
報もなく、イベント会社出身でもなんでない
自分たちが、独自に考案したその運動会は
大成功。なにより依頼してくれた社員らの喜
んでくれる姿に強く感動した。「その後、す
ぐにたくさんの依頼が続いたわけではあり
ません。１年目は苦しかったですが、運動会
を運営することが僕の使命だと確信してい
ました」

運動会は日本文化

﹁運動会﹂で社会を元気に！
　運動会のプロフェッショナル集団﹁運動会屋﹂

NPO法人ジャパンスポーツコミュニケーションズ
代表理事　米司 隆明

〒225‒0025 横浜市都筑区早渕3‒30‒10
Tel.045‒590‒2190　Fax.045‒590‒2191
設立：2007年5月　従業員数：16名
ht tp://www.spocom.org
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海外での運動会



そのまま教職に就く道もあった。しかし、制
作をしていない自分は、本当の自分でない
ような気がした。
　ドイツのメーカーに直接注文して鍛造機
を買って制作現場に戻ることにしたが、プレ
ス振動が発生するため、新たな工房を探さ
なければならなくなった。もとは石材切り出
し会社だった現在の工房は、重機のメンテ
ナンス場である。窓からは真鶴の海が見え、
シュノーケリングが息抜きだ。
　ハンマーの槌

つちめん
面を模様にしたアートを壁

一面に展開する仕事を受けた時、ハンコの
ように文様を幾つも打ってデザイン化する
ことを思いついた。「綾打ち」の特徴は、彫
金でつくった金型に金属プレートを載せ、
模様をつくるという量産にも対応可能な技
法であることだ。これで、大型作品も従来よ
り制作期間を縮めることができる。
　ただし、この模様の入った金属プレートが
製品ではない。「依頼者とのキャッチボール
によって、相手の要望を聞き出し、こちらの
提案を伝え、いいところをミックスすること
で、綾打ちにより絵画として構成していきま
す。綾打ちはハードではなく、見えないもの
を打っていくソフトなんです」
　綾には文様の意があることからの命名だ。
東京ミッドタウンのホテル、ザ・リッツ・カー
ルトン東京の45階にあるバーのカウンター
をはじめ多数の物件に橘氏の作品が採用さ
れている。
　今回の産業Navi大賞特別賞の受賞につ
いては「若い学生たちが、とかく“食えない”
とぼやくアートが産業として認められたの
が嬉しい」と語る。「常になにがカッコいい
かを探しています。自分にとって最高にカッ
コいいものを突き詰めていきたい」

鍛
たんきん

金との出会い
「僕のこれまでの足取りは消去法でした」
とスタジオタチバナ代表・橘智哉氏は語る。
　運動は少年野球をしていたがプロになれ
るほどの素質はなかった。その後、モテるか
も、とロックバンドに加わるもミュージシャ
ンになる才能は持ち合わせていなかった。
むしろ、楽器をつくるほうにセンスを発揮で
きたかもしれない。そう、橘氏は生来ものづ
くりに向いていたのだ。
　軌道修正のきっかけとなったのは、1980
年代後半から90年代前半に制作されたトレ
ンディードラマだった。そこに登場するデザ
イナーと呼ばれる人々は、ひどくカッコよく
目に映った。その影響から宮大工を目指し
てしまうのが、橘氏の思考の変則的なとこ
ろだが、こちらも血統が重視されるところか
ら断念。２年間の浪人を経て東京藝術大学
に入学する。当初、木工を専攻するつもりで
いた。１～２学年の間は自由体験できるので、
金属に触れてみようと考える。加熱して溶か
した金属を鋳

い が た
型に流し込んで器物や彫刻を

つくる鋳
ちゅうきん

金は、大学を卒業すると溶炉など
大規模設備が必要なことから、原型をつく
るだけになるので、まずは除外した。鏨

たがね
で

金属に彫刻する彫
ちょうきん

金に対して、金属を打っ
てきたえ、板や線、立体などの形状に伸ばし
てものをつくる鍛金は「やりながら、途中で
くっ付けたり、折り曲げたりといった即興が
面白いんですよ」
　橘氏は、消去法で選んだ鍛金に、いつの
間にかのめり込んでいた。

彼に頼めば間違いない
　好きなことを仕事にするのは難しい。鍛
金は、道具を買い集めるだけでも製造業の
小さな工場を持つほどの資本がかかる。や
めようかとも思ったが「どうしてもやりた
かったんです」
　まずは工房が必要だ。そこで、実家のあ
る平塚から海岸線に沿って原付バイクを走
らせ、家作を持っていそうな相手を一軒一
軒当たっていった。伊豆長岡まで来た時だ、
300坪くらいの家……というより廃屋を、1
カ月3万円で借りられることで話がまとまる。
　中古の道具を運び込んではみたものの、
仕事はない。木から柿の実をもいだりして
いると、近所の人が勤め先の魚工場から傷
物を持ってきてくれたりして、どうにか食い
つないでいた。
　そのうち、個人宅の表札や店舗の看板を
つくる仕事をぽつりぽつり受けるようにな
り、それが口コミで広がってだんだんと椅
子、テーブルなども扱うようになった。非効
率的であっても、３日間で請け負った店舗の
内装の仕事を１週間かけて仕上げた。する
と、こんなにやってくれたんだからと、過分
に支払ってくれた。彼に頼んだら間違いがな
いと噂が広がり、なんとか暮らし向きが立
つようになった。

綾打ちはハードでなくソフト
　そんなふうにして６～７年が過ぎた頃、藝
大から依頼がきて教鞭を執ることになった。

最高にカッコいいものを
突き詰める

ハイクオリティな美術品を比較的短期間・低コスト
にて制作可能な技術﹁綾打ち﹂の展開

スタジオ タチバナ
代 表　橘　智哉

〒259‒0201 足柄下郡真鶴町真鶴1200
Tel.0465‒68‒3140　Fax.0465‒68‒3140
設立：1999年4月　従業員数：4名
ht tp://st-t .net

グロには個体差があるからです。西松では、
お店にあった最適な、その最上ブロックのみ
を提供します」
　ただし、売る側にも覚悟を問う。「お客さ
まに対して、商品のよさをきちんと伝える気
があるか？ライティングなど売り場での見
せ方にもこだわって適した方法をご提案さ
せていただきます」と相原氏。「それが確認
できて売買契約を結び、はじめてサンプル
をお出しします。販売店のお客様のニーズ
を理解しそれに見合った商品にＭＤ提案を
付加し販売していただきます。私どもは取引
をするつもりはありません。販売店と一緒
に取り組んでお店にあった最適な、最上の
マグロを売るのです」
　内閣府主催の食の６次産業プロデュー
サーに認定されている相原氏は、販売店ス
タッフ向けに「まぐろコンシェルジュ」認定
講習を主宰。マグロとマグロ漁に関する講習
から始まって、マグロ料理の実技指導まで、全
４回のカリキュラムと試験を経て、マグロのプ
ロフェッショナルを売り場に輩出している。
「かつて個人店には、その道のプロがいま
した。鮮魚売り場にマグロのプロが生まれ
れば、精肉売り場には和牛のプロが欲しく
なるはず。そうやって、スーパーに小さな商
店街を復活させたいんです」
　水揚げされた生マグロの流通が関東から
東北までだったせいか、九州、中四国はマグ
ロの食文化に乏しく、相原氏は積極的な活
動を行っている。西松が三崎マグロを全国
にプロモーションしていく。

廻
かい

船
せん

問
どん

屋
や

　フォークリフトが運んできたのは２ｔ半
まで搭載可能な巨大な金属バケットだった。
覆われたシートの下には尾の切断面をこち
らに向けた冷凍マグロ30匹ほどが積まれて
いる。いきなりの豪快な風景に、まさに三
崎漁港にいることを意識する。
　バケットはそのまま株式会社西松の320
ｔ収容可能なノンフロン冷凍庫へ。マイナス
60度の庫内に入ると、猛暑日の外界がすぐ
さま懐かしく感じられてくる。吐く息が真っ
白に立ち上り、まさに骨の髄まで凍りつくよ
うだ。長居は無用、事務所でお話を伺うこ
とにする。
「マグロの遠洋漁業に出かけていくための
準備をする会社」と、同社代表取締役・湊
素文氏が廻

かいせんどんや
船問屋について説明してくれた。

準備とは乗組員らの食糧や、マグロの延
はえ

縄
なわ

漁
りょう

のエサを用意することである。１本の幹
みき

縄
なわ

に、釣り針を先端に付けた枝縄を浮きで
張る漁法が延縄漁だ。イワシ、サバ、サンマ
などの青魚がエサになる。廻船問屋として
西松は1894（明治27）年に創業した老舗
である。

マグロ漁港の盛衰
　戦後、連

G H Q
合国総司令部から解放され、マ

グロ漁が自由化されると、清水、焼津とな
らび三崎はマグロ三大漁港といわれるよう
になった。漁港規模が大きく、近辺に加工
メーカーがあったことから、清水と焼津は
特に加工向けのマグロが扱われた。これに
対し、京浜地区からの流通の便がよかった
三崎は、生マグロに適していた。沖から漁船

が入るのに、三崎の岸壁は
便利でもあった。
　生マグロが木箱に氷詰め
で水揚げされてくる。漁船は

引きも切らず、港に入る順番の列ができた。
何千本とマグロが並べられて競りにかけら
れる光景は壮観だった。
「当時、三崎町の住民は３万５千人ほど。そ
れに加えて住民票のない住民が１万５千人
ほどいました」と湊氏が振り返って笑う。皆、
マグロ漁船の船員とその家族である。
　船員らはいったん漁場に出ると10～11
カ月は戻らない。帰るのは、マグロで漁船が
いっぱいになった時だ。三崎のレコード店
が売り上げ日本一になるという珍現象も起
こった。船員たちがヒット曲のＳＰ盤を、長
い航海に備えてケース単位で買って船に持
ち込むからだ。

取引ではなく取組
　ところが近年、マグロの水揚げが激減し
た。海洋生物資源の保存および管理のため、
国際的な漁獲規制が敷かれたからだ。マグ
ロは捕れないというよりも捕りづらくなっ
てしまったのだ。廻船問屋西松も宗旨替え
を迫られる。マグロの加工販売（ブロックを
スーパーなどに卸すこと）を行うものの、価
格競争に巻き込まれることになった。
　価格ばかりが重視されることは、本来の
商いではないと語るのは、同社専務取締
役・相原宏介氏だ。「お客さまが、いつもこ
のお店に行けば、おいしいマグロを買うこと
ができる。安定したものを、安定して供給す
ることを西松というブランドが保証しようと
思ったんです」
　そのために徹底的な選別力を取り入れた、
ぶれない商品づくりを行った。
「マグロを四つ割りにした時、すべての部位
が同じようによいとは限りません。当然、マ

スーパーの売り場を
かつての商店街に

まぐろコンシェルジュ（専門家育成）と
商品供給の取り組み販売

株式会社 西松
代表取締役　湊　素文

〒238‒0243 三浦市三崎5‒18‒9
Tel.046‒881‒4127　Fax.046‒882‒6990
設立：1952年12月　従業員数：15名　資本金：1,000万円
ht tp://nishimatsumaguro.com
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湊社長（右）と相原専務



取材・文 ＝ 上野　歩（うえの・あゆむ） 作家。著書に『わたし、型屋の社長になります』『削り屋』など。
11月30日に書き下ろし小説『墨田区吾嬬町発 ブラックホール行き』を小学館より刊行。 

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

株式会社 愛セラピー

旭フォークリフト 株式会社

アースクリーン 株式会社

株式会社 安斉管鉄

有限会社 伊勢元

株式会社 井上蒲鉾店

医療法人社団 恒久会 江口歯科医院

株式会社 エースエンジニアリング

有限会社 M&M

株式会社 オオスミ

株式会社 オーシャンダイナーズ

有限会社 オフィス結アジア

有限会社 カシュカシュ

コーワテック 株式会社

相模カラーフォーム工業 株式会社

佐々木工機 株式会社

山協印刷 株式会社

株式会社 鈴吉

整体業（骨の整体）

フォークリフト販売、メンテナンス

テレビ壁掛け施工、モニター等設置施工

ナノバブル技術による水質浄化システム

飲食店

魚肉練り製品製造業

歯科治療及び予防

電子機器製造業

リサイクルショップ、音楽教室、訪問介護

環境調査・測定・分析・コンサルティング、材料・製品解析

ワインのインポート・販売、レストラン経営

ソフトウェア業

菓子製造販売業

自動車・同付属品製造業

製造業

製造業

印刷業

商社、卸売業

食品製造卸業

工業製品の企画立案・コンセプトメイク・デザイン

機械製造業

飲食業

自動車用品製造販売、車体チューニング、自動車修理

食品製造業

金属製品製造

生花店、ソフトクリーム販売、富士山ペレット販売店

デザイン開発

精肉・お惣菜販売業

製造業（設計）

オーダーメイド枕・ベッド製造販売、睡眠環境改善コンサルティング

化成品製造・販売

放課後児童健全育成事業

理容業

情報通信機械器具製造業、情報サービス業

特殊車両の開発、販売

船舶販売、メンテナンス

製造業

坪井食品 株式会社

有限会社 ディーエムシー

株式会社 南陽

株式会社 なんどき

有限会社 ノガミプロジェクト

有限会社 NORMA

日崎工業 株式会社

Flower Labo

有限会社 マコト・オリサキ インターワークス研究所

街の小さなお肉屋さん ミートショップニッパイ

株式会社 モールドテック

株式会社 山田朱織枕研究所

横浜油脂工業 株式会社

LIFEISFUN inc.

有限会社 ラッキー

株式会社 ラッキーソフト

株式会社 リキシャマン

有限会社 ロッキーマリン

株式会社 ロックン・ボルト

劣化の進んだ映画フィルムにも対応できる
世界で唯一のデジタル化装置の開発

山勝電子工業 株式会社
代表取締役社長　金究 武正

〒213‒0013 川崎市高津区末長1‒37‒23
Tel.044‒866‒2411　Fax.044‒877‒0755
設立：1973年12月　従業員数：85名　資本金：7,000万円
ht tp://www.yamakatsu.co.jp
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が課題となっていた。
　ところが、そのオリジナルフィルムの経年
劣化が深刻な状態だ。
　35mmフィルムを４Ｋデジタル映像化す
る従来の機器は、撮影されたばかりの映画
フィルム用であり、古いフィルムをデジタル
化するには新しいフィルムにコピーして、そ
の新しいフィルムを４Ｋデジタル化していた。
しかし現在、映画フィルムの供給会社は倒
産や撤退をしてしまい、入手困難である。
　そもそも映画フィルムは脆く、多くはワカ
メ状に波打ったり、反って破損したりしてい
る。
　従来の４Ｋデジタル映像化装置のフィル
ム送り機構はある程度の強靭さと変形がな
いことを前提にしているので、古い映画フィ
ルムをこうした装置にかけても外れたり、最
悪は切れてしまったりして対応できなかっ
た。特に、パーフォレーションと呼ばれる
フィルムの縁に一定間隔で開けられている
送り穴が破損している場合には、従来装置
では手に負えない。この穴を使ってフィルム
をピッチ送りで１コマ１コマ処理していたか
らだ。
　同社が開発したOMEGASystemは、ユ
ニークでシンプルなメカニズムでこの難し
い問題を世界で最初に解決。オリジナルフィ
ルムを高品質高精密に４Ｋデジタルデータ
に容易に変換することを可能とした。
「当社としては、人々と社会の記憶を保
存する社会貢献だと思っています。しかし、
フィルムの劣化や廃棄は進んでいる。急が
ねばならない事業なんです」

基板設計から電子回路の開発へ
　劣化の進んだ映画フィルムに対応できる
デジタル化装置の開発―産業Navi大賞
特別賞を受賞した山勝電子工業株式会社は、
1973年にプリント基板の設計業務を行う
会社として設立された。一見、まったく畑違
いの事業のように思えるが……
「いやいや、すべて関連性のあることです」
と同社代表取締役社長・金

かなくつ
究武正氏は確

信を持ってきっぱりと言いきった。
　設立から10年を経た頃だ、受託してきた
基板設計を内部で行う発注元が増えてきた
のだ。どうする？ 規模の縮小か？
　そこで同社が選んだ道は基板設計だけ
でなく、その前段階である回路の開発から
行おうというものだった。電子回路の開発
―それは同社の新たな出発となった。

すべて段階を踏んで
　新潟に開発センターを開設し、電子機器
システムの開発設計業務を開始する。電子
機器の受託設計・製造サービスを本格的に
スタートしたのだ。
　世界最速のレーザーダイオードパルス
エージングシステムの開発設計も行った。
これは、ブルーレーザーダイオードを電圧
変化や温度差などの環境変化のもとで連続
作動させ、初期不良や寿命評価を行う試験
システムであった。今、我々が高画質DVDを
視聴することができるのは、このシステム
あってこそ、というわけだ。
　一方で、同社は、この装置の開発によって、

電子回路にとどまらず機構そのもの、機械
全体をつくるまでになっていた。
「すべて段階を踏んで次のシステムに移っ
ているわけです」と金究氏は説く。
　また同社は20年ほど前から通信会社の
依頼で、４Ｋの画質を画像データで圧縮す
る業務に取り組んでいる。
　たとえば劇場用映画のフィルムを複製す
る場合、１本当たり数百万円がかかる。複
数の劇場で上映するとなれば、劇場数×数
百万円の経費がかかるわけで、さらにこれ
を輸送する手間と時間も発生する。
　映像データを圧縮した配信システムを構
築すれば、膨大な経費削減になるわけだ。
　それだけではない、医療分野での利用も
視野に入れられている。地方にいる患者の
内視鏡データを中央の最新医療機関に送
信することで、診察も可能となる。
　この４Ｋによる画像データの研究実績と、
機械の設計開発を行うノウハウの結晶こそ
が今回の受賞事業となれば、まさに納得と
いうことになろう。

社会貢献として
　これまで長年月にわたり娯楽やイベント
の映像記録に使われてきた35mmや16mm
の映画フィルムは、劣化やデジタル機器の
進歩により、廃棄、消滅の危機にある。デジ
タルデータ化することにより、インターネッ
トを介したオンデマンド映像配信サービス
のキラーコンテンツともなり、保存と利用の
両立が可能となるわけだが、これを実現す
るためにはフィルムの４Ｋデジタル映像化

人々と社会の
記憶を保存する



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2017」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 2017

開催決定
第8回

■開催日 ： 平成29年2月1日（水）～3日（金）　■会場 ： パシフィコ横浜 展示ホール

募集開始予定 ： 平成29年2月1日（水）～

“第7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


