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第五の産業革命
になり得る技術

２０１9 株式会社 ナガオシステム
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代表取締役　長尾 文喜
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〒215‒0023 川崎市麻生区片平1‒9‒30
Tel.044‒954‒4486　Fax.044‒954‒8258
設立：1994年10月　従業員数：3名　資本金：1,000万円
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出身は日本三模範村の
農家
　かながわ産業Navi大賞2019の大賞事
業を考案した株式会社ナガオシステム代表
取締役・長尾文喜氏は、これまでまさにモ
ノを回し続けてきた。
　長尾氏は1946年（昭和21）、宮城県名
取郡北部の生

おいで
出村（現在の仙台市太白区）

で生まれた。近隣にそびえる300メートル
超の山々は、港に帰る漁師らの目印である。
　明治時代の出生村は、製糸工場を設立し
て外貨を獲得し、一方で針葉樹の植林事業
を展開するなど千葉県山武郡源村、静岡県
賀茂郡稲取村とともに日本三模範村として
世に広く喧伝された。
　長尾氏は2人兄弟の末っ子。父は地元の
中学の先生で、長尾氏も父の授業を受ける
ことがあった。
　父は農業系の高校に進学するよう勧めた
が、長尾氏は自身が興味を持つ工業高校の
電子通信科に入学した。電子通信科は新規
の学科で、当時としては珍しく、北海道や東
北の他県からも生徒が集まった。
　学科が創立して２年目であることから教
師が揃わず、東北大の大学院生が講師とし
て派遣されてきていた。長尾氏は、自

オートメイシ
動制

御
ヨン

を教える学生講師と仲良くなり、下宿先

に遊びに行ったりした。講師のほうも実家
に泊まりにくるなど親交を結んだ。

モーターと出会い
　仙台の工業大学を卒業後、山形のマイク
ロモーターを製造する会社に就職した。ビ
ニール製の薄手のやわらかいレコードを再
生するプレーヤーの、ターンテーブルを回
すモーターだ。いよいよ長尾氏のモノを回
す人生が本格的にスタートしたのだ。
　遠心力の働きにより多くなる回転数を制
御するため、モーターの電流を切るシステム
が必要になる。設計を学ぶために、半年間
の講習を東京で受けた。この時の指導員は、
のちに長尾氏に影響を及ぼすことになる。

　その後、大型のモーターを扱いたくなっ
た長尾氏は福島の会社に転職する。そこで、
Ｔ社の府中工場に出向になった。

遊星ボールミル
「あれは、あさま山荘事件が起こった頃
だったかなあ」と長尾氏が述懐する。1972
年（昭和47）冬、最初の就職先でマイクロ
モーターの講習を受けた指導員が起業する
ことになり、長尾氏も誘われた。
　神奈川県川崎市で、電動リールや歯科医
が使う回転研磨装置、コンピューターのア
クチュエーターなどを扱う４～５人規模の
会社だった。ここでも、いろいろなモノを回
していた長尾氏は、1994年（平成６）つい

3次元ボールミル（3次元リアクター）を活用した
有機物と無機物のイノベーティブ素材の創製

小型3次元ボールミル（3次元リアクター）
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に独立する。株式会社ナガオシステムを設
立したのだ。
　自社で最初に行なったのは理科学用のミ
キサーをつくることだった。横浜の検疫所
で、輸入されてきた野菜や肉を砕いて、成分
分析する際に用いられる。
　血液等の比重を調べる、研究所用の遠心
分離機もつくった。
　そうした中、自社開発製品として、遊星
ボールミルの研究開発に着手する。
　セラミックの筒型容器を傾斜した角度で、
自転しながら公転させる装置である。
　傾斜させていることで違う方向からの力
が加わる。
　歯科で歯の型を取るアルニン酸の混練り
や、プリント基板のはんだペーストを混ぜ
合わせるのに使われた。

開発中は発見の連続
　長尾氏はさらなる回転に挑んだ。
　筒型容器を横回転させる転動ミル等の回
転体では、回転数を高くすると容器内の物
質が容器の壁に張り付いて混ざらない（共
回り）といった問題があった。回転数をあ
る程度上昇させると、遠心力で媒体ボール
と粉の試料が容器に貼り付いて共に回転
し、まったく運動効果がなくなってしまうの
だ。これが回転数の上昇限界点である。人
が壁によりかかって回転する遊園地の遊具
や、洗濯ものを入れて回転させる洗濯機の
脱水機の状態と同じである。
また、細かくなった物質が底に溜まって固
まってしまう（固形化）という問題もある。
　これらを解決するために、長尾氏はもう
ひとつの回転軸を加えた。それが３次元
ボールミルである。
　この装置は、ジャイロ独楽のように、縦
横ふたつの回転軸を有する。直交するふた
つの軸の回転で球状容器内の粉砕用ボー
ルや試料が全球面を重力方向を変えなが

ら運動するため、球状容器全体がまんべん
なく利用され、高効率の破砕を実現する。
　2009年（平成21）に発表した当初は、
金属や酸化物の無機物の粉砕機として開
発・販売されていたため、用途やユーザー
が限られていた。ところが発熱が桁違いに
少ないので有機物の微粉砕や特に有機物
と無機物を均一に混ぜ合わせる用途に最
適であることが判明し、化学メーカーやエ
レクトロニクスメーカーなどへの導入事例
が増加している。
　既存のクリノスタット（擬似無重力発生
装置）の３次元回転体は超低速で、内容物
が重力で落下するより早く回転するものは
なかった。
　これまでは「面白いものだけれど、なに
に使えるの？」という話で終わっていたもの
が、最近になって具体的な用例が見つかり
始めている。すなわち、自動車用の電池材
料としてポリマー（コーティング剤）と金属
を均一に混合する。バッテリー材料の正極
材と負極材の混合、分散。プリンターなど
の特殊インクの混合、分散などである。
　３次元ボールミルの消費電力は従来装
置の半分以下程度で、
熱の発生が極端に少
ないことから、熱変
化に弱い医薬品、化
粧品の混合、分散、乳
化にも適している。
　主な納入先として
は、研究機関のほか
自動車メーカー、電
気機器メーカー、ガラ
ス製品メーカー、化
学品メーカーなど、名
だたる大企業が社名
を連ね、３次元ボー
ルミルの実力が本物
であることを示す。
　ナガオシステムの

ショールームで、３次元ボールミルに水を入
れ、回転する実験を取材した。
　球状の容器を縦軸と横軸の２軸で高速
回転させる。軸の交点が中心に固定してい
るため、安定して高速回転をかけることが
できるのだ。
レーザーポインターの光を当てたところ、
通常の水は光が屈折するが、３次元ボール
ミルで撹拌した水は光が真っ直ぐに伸びた。
水圧を強くし泡を立てる、ナノバブル発生装
置と違って熱が生じない。
「これは、水の中の成分がすべて均等に
なっているからです」と長尾氏は語る。そし
て、この均等は半永久的に続くのだ。「縦
軸と横軸の回転が掛け合わせられること
で、奥行きが生まれる。これが３次元運動
です」
　今回の審査会でも、「第五の産業革命に
なり得る技術」と非常に評価が高かった。
「こんなことができるんだと、その都度そ
の都度が発見の連続」と開発期間を楽しげ
に振り返っていた長尾氏だが、「高速３次
元運動を新たな産業に役立てたい」と今度
はキリッと未来を見据えた。



Before After

既存点字ブロックにも設置可能
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オリンピック候補選手
　レスリングには、腰から下を攻めること
は禁じられ、上半身だけで戦うグレコロー
マンスタイルと、相手の腰から下の攻撃も
許されるフリースタイルがある。大光ルー
ト産業株式会社代表取締役・大島紀夫氏
は、グレコローマンスタイルの選手だった。
1964年（昭和39）の東京オリンピック。そ
の前年に開催されたプレオリンピックで、
大島氏はフェザー級チャンピオンになって
いる。
　そもそもは高校１年生の終わりくらいに
柔道を始めたのが最初だった。「格闘技を
始めるには、遅いですよね。兄がラグビーを

していたこともあって、高校でラグビー部を
つくろうとしたんですが、うまくいかなくて。
それで始めたのが柔道です」
　小柄な大島氏は、当時体重別階級でな
かった柔道では不利だった。そこで大学入
学と同じに階級別のレスリングを始めるこ
とにした。しかし、未経験者となると選手
でなくマネージャー候補だった。それでも
めきめき頭角を現し、大学卒業後も強化選
手となる。ついには東京オリンピックの候
補にまでなった。その最終選考となる試合
の決勝戦を、大島氏は引き分けた。引き分
けの場合は、体重の軽いほうが勝者となる。
涙を呑んだ大島氏は、そのままレスリング

から引退した。
　東京オリンピックはまったく見ていない。
「悔しかったこともありましたが、これから
どうやって食っていこうか、それを模索して
いたんです」

道路舗装会社として
スタート
　コーチの要請もあったが断った。仕事を
転々としたのち、大学ＯＢの会社に世話に
なった。ガス台やガスライターなど、衝撃を
与えることでガスを点火させる装置の営業
をした。しかし、どこかで独立したい気持ち

があった。
「自分の力をとことんまで伸ばすのがレス
リングの基本。個の力で戦おうとする思い
が強かったのかもしれませんね」
　体力には自信があった。自分ひとりでで
きる仕事を見つけるために、横浜の建設会
社に勤めた。道路舗装の会社で、そこでア
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現場の意見を聞かないと、
いい製品はできない

大光ルート産業 株式会社
代表取締役　大島 紀夫

〒221‒0863 横浜市神奈川区羽沢町1233‒17
Tel.045‒383‒1662　Fax.045‒381‒0673
設立：1973年12月　従業員数：28名　資本金：10,000万円
ht tp://www.t- route.com

ものづくり部門

視覚障がい者誘導用点字樹脂
プレート“アイ・リード”

アイ・リード  アクセントの設置



⑥ テープを除去し、
   硬化したら完成

⑤ テーパー仕上げ

④ プレート設置③ 接着剤塗布

② 接着剤混合① 位置出し マスキング

スファルトを切る、カッター工事の仕事を
覚えた。「これならひとりでできる」
　1974年（昭和49）に独立。翌年、株式
会社大光建設として法人化した。
上下水道などインフラを地下埋設する工事
が引きも切らなかった。大島氏はトラック
にカッター機械を載せてあちこちの現場に
出向いた。

合併した両社の利点を
活かして
　最初はアスファルトを切る仕事だけだっ
たが、やがて、アスファルトを剥がし、再舗
装するまでを行うようになった。社員も増
え、市の入札に参加するようにもなった。
　舗装後は、道路ラインも復旧する。それ
がきっかけで、ルート産業という路面標示
と区画線の設計・施工をする会社と知り
合った。機械などを手当てしてもらっている
中で、2002年（平成14）に合併。大光ルー
ト産業が生まれ、大島氏が社長に就任した。
　これまでと同じことをしていたのでは、
合併した意味がない。そこで開発に着手し
たのが、視覚障がい者誘導用点字樹脂プ
レートの開発である。これなら、両社がそ
れまで培ってきたノウハウを充分に活かせ
る。それに今後高齢化が進むうえで、ますま
す福祉が求められる時代となると思ったか
らだ。
　こうしてアイ・リードは生まれた。従来の
工法であるコンクリート平板ではなく、樹
脂プレートを使用しているのが特徴だ。
　コンクリート平板を使用するには、舗装
面をカッターで切断し、粉砕、掘削、基礎工
事、コンクリートブロックの据え付けなど多
くの工程を必要とする。また、完成に向け
ては、点字板にばらつきが生じるなど、現
場で大変な労力がかかる。工事の際には
カッター工事の騒音が発生する。また、カッ
ターを冷却するためには水が必要で、これ
による汚泥も発生する。掘削した際に発生
する産業廃棄物とその運搬も必要だ。生コ
ンクリートを使用するため、硬化するまで
の養生と、長時間にわたる交通規制も必要
である。
　アイ・リードは、工場で一体成型による

いた。「一緒に昼飯を食いました。小さいと
はいえ、こちらは経営者ですからね。僭越
ながら、ご馳走させてもらいました」
　今後、アイ・リードは、視力の弱い人への
視認性・信号性を保ちつつ、景観との調和
にも配慮した色合いも考案していく。また、
車椅子やベビーカー、キャリーバッグの通
過にじゃまにならない突起配置や、突起を
乗り越えても段差の衝撃が少なく、足が躓
きにくい突起形状を研究していく。「うちは
開発・製造・販売・工事まで一貫して行える
体制を持っています。なにより、施工現場で
意見を聞いて、それを取り入れて製品を改
良していく柔軟性があります。現場の意見
を聞かないと、いい製品はできない。こち
らからの一方的なあてがいぶちではダメな
んです」
　今回の受賞については、「建設業者が、
製造部門で受賞できたことがなにより嬉し
い」とメダルを獲得したような笑顔になった。
「本当はこうした点字プレートがなくても、
障がい者の方が一歩家を出れば、手を添え
てくれる人がいる社会が理想」と大島氏は
語る。一方でアイ・リードが、自立して行動
したい障がい者の助けになっているのは確
かだ。
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製造を行っているため、製品が均一で出荷
の時点でISOの規格をクリアしている。
　施工の際には、路面に接着剤を塗布し、
本体プレートを圧着して両側面と接合の目
地が仕上げ硬化する前に、養生テープを取
り外すだけで完成だ。気温23度を参考に
した場合、設置後45分程度で交通開放が
可能となる。

建設業者が製造部門で
受賞
　アイ・リード開発の苦労としては、設置後
に「汚れが目立つ」という声が出ないかと
いうことだった。これはプレート４辺にマ
スキングテープを施し、養生することで、施
工の際にプレートの表面が接着剤などで汚
れないように対応した。仕上がりも美しく、
他社の点字平板ブロックと接続しても異質
感がなく、よく調和する。
　一体成型で製造された柔軟性アクリル樹
脂プレートが路面の凹凸に対応し、配列や
突起の間隔、高さにばらつきがない。環境
に優しい無鉛顔料を使用しているので、も
ちろん地中への鉛害もない。
　アイ・リードは、密粒アスファルト舗装、
開粒アスファルト舗装、コンクリート舗装な
ど、あらゆる路面に対して同じ接着剤で強
力に設置ができる。
　突起部分、ベース部分ともに滑りにくいシ
ボ加工仕上げになっている。雨天時など歩
行者の転倒や自転車のスリップ事故を防ぐ
役割を持たせた。
「アイ・リードに自信が持てるのは、うちが
工事をやっている会社だからです。そこは
材料を知り尽くしている強味があります」
　東京オリンピック、パラリンピックの開催
が決まって以降、都市整備の一環として都
内の道路をはじめ近県の道路の整備工事
が始まっている。その設計書には、点字樹
脂プレートが組み込まれるようになった。
　東京オリンピックといえば後日談がある。
大島氏が64年の東京オリンピック出場を
掛けて争った相手選手と、数十年振りに偶
然再会したのだ。久里浜駅だった。お互い
すぐに分かった。なんのわだかまりもなく、
笑い合った。彼は体育学校の教官になって

BUSINESS LINE  特別号歩道への施工例 建物入口への施工例

施工方法

施工図
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不思議な驚くべき
特殊技術
　株式会社不二WPC代表取締役・下平英
二氏は、前職の名古屋の工場設備メンテナ
ンス会社で、ショットピーニングという技術
に注目していた。ハンマーの頭部の片側が
丸くなっているものをボールピーンハンマー
という。ピーニングは、このピーンから来て
いる。無数の小さな鉄の玉を高速で金属表
面に衝突させることで、凹凸をつくる加工技
術だ。ショット材と呼ばれる玉の直径は0.8
ミリ。これを歯車の噛み合う部分などにぶ
つけると、滑りがよくなって部品の寿命が延
びるのだ。
　さらに下平氏は、WPC処理と出会う。
WPCとはWide Peening and Cleaning
（幅広く打ちつけて清掃する）もしくは
Wonder Process Craft（不思議な驚くべ
き工程の特殊技術）の略である。
　WPCのショット材はさらに小さな玉―
直径0.04ミリという細かい粒子を加工対象
物（ワーク）の表面にぶつけることで、微細
な凹凸（テクスチャ―）をつけられる。摩擦
抑制はさらに向上し、部品の寿命も延びる
ことになる。

　下平氏はこの技術を営業先の自動車メー
カーに紹介するも、「なにしろ海のものと
も山のものともつかない技術じゃないです
か」なかなか採用してもらえない。
　折しもバブル経済が崩壊した後遺症が残

る頃だった。コストダウンが求められる消
耗品―プレスパンチや金型といった摩耗
の多い治工具の寿命を長引かせるという営
業戦略に打って出ることにした。ようやく取
り立ててもらえると、２～３倍のコストダウ
ンにつながった。

モータースポーツ
　WPC処理という技術を極めてみたくなっ
た下平氏は、現在の本社所在地である相模
原市で起業。1997年（平成９）にWPCの
受託加工会社、不二WPCを設立した。
「でも、金型などの治工具を預かって加工
しても、結果が出るのは１年後じゃないで
すか」
　手っ取り早く結果を出したい下平氏は、
営業先をモータースポーツに求めた。モー

株式会社 不二WPC
代表取締役　下平 英二

〒252‒0331 相模原市南区大野台4‒1‒83
Tel.042‒707‒0776　Fax.042‒707‒0779
設立：1997年4月　従業員数：18名　資本金：1,000万円
ht tps://www.fujiwpc.co.jp

表面改質技術の
終わりなき向上

サービス部門

コーティングではないWPC処理！！
付着抑制によるフードロス対策
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タースポーツなら１レースで結果が出る。
さっそくレーシングチームに飛び込み営業
を開始した。
「レーシングチームは常に困りごとを抱え
ています。“ギアが壊れていませんか？”と尋
ねれば、“壊れているよ”という応えが返って
くる。故障やものが壊れるのは日常茶飯だ
から、ドアは開かれている。ただし、役に立
たないとなったら、もう来なくていいという
ことになる」
　モータースポーツの世界で、同社は結果
を出した。エンジンのピストンやギアなど
にWPC処理をほどこし、摩擦低減や馬力
アップ、耐久性の向上を提供したのだ。
「滑りがよくなると、エンジン周りの部品
が焼き付きにくくなるんですよ」
　この世界は伝達が早く、同社の技術の評
判はまたたく間に広まった。

食の安全安心
　2000年代に入り、食の安全が社会問題
になった頃だ。同社に、ひとつの依頼がも
たらされた。
　カップ麺や即席袋麺の製造過程で麺を
揚げる際、揚げかごと呼ばれる大きなかご
が用いられる。麺がくっ付きにくいように、
かごはフッ素系樹脂コーティングされてい
る。しかし、コーティングは使用経過ととも
に摩滅し、摩耗粉が剥がれ落ちる。食品業
界では、食の安心安全から異物混入対策は
必須である。コーティング代替処理の相談
が同社に持ち込まれたのだ。
　モータースポーツの世界において摩擦摩
耗低減、強度向上策として用いたWPC処
理は、原理的にコーティングやめっきと異
なり、目的に応じて選定した微粒子を圧縮
空気で投射するものだ。
　麵の揚げかごの問題を解決した同社は、
WPC処理を食品製造機器に応用し、新た
に特許を２件取得した表面処理技術を用い、
食品粉末や粘着性食材に対応する業務を
本格化した。

困りごとを解決し増える
ツール
　筆者の目の前に１枚の薄いステンレス
の板が置かれた。半分はなんの処理もさ
れていないステンレスの面。もう半分には、
WPC処理がなされている。ピカピカなステ
ンレスの面に対して、WPC処理された表面
はマットな見た目である。板の表面に吸盤
を押し付けると、ピカピカなステンレス面だ
と吸着して動かない。ところが、WPC処理
をほどこした面のほうは、吸着した吸盤を
スライドさせることができる。処理面に目
に見えない微細な凹凸があり、この凸の部
分のみに吸盤がくっ付いていることで、こう
した動きが可能になるのだ。
　食品粉末や粘着性食材についても同様
で、未処理の平らな面に比べ、接触する面
積を削減することで摩擦が減り、目詰まり
や付着を抑制し、滑り性向上を実現させた
のだ。
　小麦粉、コーンスターチ、カレー粉、調
味料など、さまざまな食品用粉体は、ホッ
パー、シューター、コンベヤー、分粉用のフ
ルイ、分包用計量器などを経由して製品化
される。それら搬送機器類では、目詰まり
などのトラブルが発生し、生産効率低下や
不良品増加の原因となっている。その主た
る要因は、搬送機器類と粉体との付着によ
るものだ。
　現在、食品搬送機器類の表面には、粉体
の付着防止のためフッ素系樹脂加工が施さ
れているものも多い。
　現在、国内における食品粉末の消費量は
小麦粉600万トン、コーンスターチなどの
澱粉300万トン、その他総量で1000万トン
を超える。そのうち0.1パーセントが食品製
造機などに付着し、洗浄により除去されて
も１万トンの不良粉末が生成されることに
なる。これはフードロスや環境負荷の側面
からも非常に大きな問題だ。
　また、餃子の具などの粘着性を有する食
材も機器表面に付着し、除去された付着物

は一部飼料などに再利用されるものの、多
くが廃棄せざるを得ず課題となっている。
さらに、これらが付着した機器の洗浄に用
いる洗剤の使用も環境負荷を増大させる。
　同社の進化発展したWPC処理が、剥が
れの懸念のあるコーティングの代替技術と
して最適化を実現し、フードロスと環境負
荷に歯止めをかける。
　同社の摩擦抑制技術は、2016年にNHK
番組『超絶！スゴワザ！』で政府研究機関と
対戦し圧勝。直後から注文が殺到し、モー
タースポーツ関連を追い越して食品業界か
らの注文が増えようとしている。
　さらに最新ニュースがある。同社のWPC
処理により大腸菌が死滅したというのだ。
JIS規格の試験を実施。33万個の大腸菌
をWPC処理した試験片に置き、８時間後
シャーレで大腸菌を培養したところ、大腸
菌の数がゼロになったという。それだけで
はない、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌に
も効果があることが判明した。
　下平氏は、食品および医薬品分野におけ
る付着防止、滑り性向上を目的とした株式
会社サーフテクノロジーを今年６月に設立。
表面改質技術の終わりなき向上を目指して
いる。
「世の中のためになにかしたい、そう考え
ることでモチベーションが上がる。お客さ

まの困りごとをなん
とかしたい― 解
析を続けていく中で、
課題解決のツール
という引き出しが増
えていきました」

一般的なブラスト加工は大
きく鋭利な粒子で削るため、
下地の変化が非常に大きく
なり、ザラザラな表面に仕上
がります。

WPC処理（Food）は微粒子
の為、寸法変化せず目的に
合わせた表面に改良するこ
とが可能なため、さらさらと
した表面に仕上がります。

一般的なブラスト加工 WPC処理（Food）では

鏡面では張り付いてし
まい、滑りません。※写
真はSUS304 ＃400
磨きです。

WPC処理（Food）に
よって少しなだらかな
表面になり食品の流れ
が良くなる。

WPC処理例（上） WPC処理効果例（下）

■WPC処理（Food）とは?



らに、眼鏡メーカーのセ
ミナーに出席するなどし
て検眼などの技術を習得
した。一番力を入れたのは、ジュエリーデ
ザインの勉強だった。それらの修業と店の
仕事のほかに、夜は皿洗いのバイトもした。
すべては自分で出店するためだった。そう
やって稼いだおカネと、店のレジからくす
ねた万札で定期預金を組み、ついにたまプ
ラーザに10.５坪の店を開いた。大貫氏が
25歳の時である。
　店の名前をどうするか？「当時、若かった
私が考える店の名前といったら、スナック
や喫茶店に付けるようなコジャレた軽い名
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有限会社 堺堂
代表取締役　大貫 悦信

〒213‒0002 川崎市高津区二子4‒2‒10
Tel.044‒822‒4072　Fax.044‒822‒4072
設立：1954年9月　従業員数：1名　資本金：300万円
ht tps://ameblo.jp/kikoe99a2

補聴器を使う誰もが
幸福を補う「補幸器」となるために！

販 売 部 門

父は時計職人
　有限会社堺堂代表取締役社長・大貫悦
信氏が補聴器に真っ向から取り組むように
なったのは、父・岩

いわぞう
蔵氏が70歳を過ぎて難

聴になったことがきっかけだった。
　岩蔵氏は戦後間もなく、時計、眼鏡、宝
石を扱う大貫時計店を東急田園都市線の
高津駅近くに開業した。時計職人として長
らく奉公していた岩蔵氏は、念願かなって
独立を果たしたのだ。
　店舗付き長屋住宅だった大貫時計店のす
ぐ向かいは映画館だった。少年時代に店の
ガラス越しに映画の看板が見えたのを、現
社長の大貫氏は覚えている。
　長屋はその後分譲され、２軒分の広さの
店舗兼住居になった。
　大学生になった大貫氏は、その店を継
ごうなどとは一度も考えたことはなかった。
ところが、近所に住む幼馴染みが、実家の
ガラス屋を継いで大成功しているのを目の

当たりにする。自分も決心した、大貫時計
店を継ぐことを。

堺堂誕生
　大学卒業後、大貫氏は実家の時計店に勤
め始める。そして、すぐにこの立地ではダメ
だと思い、ほかの場所に出店することを決
意した。「確かに高津駅には近いのですが、
店のある場所は隣のターミナル駅、溝の口
の商圏内なんです。みんな溝の口で買い物
をします」
「時計修理さえ覚えれば、一生食えるぞ」
が口癖の岩蔵氏から時計修理を習った。さ

聞こえの確保に
生涯取り組む
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前になってしまうんですね。そこで父の知り
合いの人に付けてもらうことにしました」
　堺堂―川崎と横浜のさかい目だからと
いう意味を含んでいた。

補聴器っておかしくね？
　2004年頃から実家を訪ねるたびに、70
歳を過ぎた岩蔵氏の難聴が進んでいくの
が心配だった。大貫氏は、大貫時計店でも
堺堂でも扱っていなかった補聴器を購入し
た。もうこれで安心と喜んだのもつかの間
で、次に訪ねると父は補聴器を使っていな
い。「雑音ばかりが大きくて、肝心の言葉が
聞き取れない。煩わしいだけだ」と言うの
だ。岩蔵氏は楽しいはずの家族団らんの会
話にも加われず、ひとりうたた寝をしている
始末だ。
　しばらくしてもう少し高い補聴器を買う
が、それも同じ結果だった。何度かこれを
繰り返したのちに家族中でふと言い合った。
「補聴器っておかしくね？」
　岩蔵氏から始めた70年以上続く時計眼
鏡宝飾店を営む大貫氏の職人魂に火がつ
いた。フリーターの息子・慎平氏も引き入れ
補聴器研究を開始した。
　先進の海外メーカーに飛び込んで、驚
いた。難聴者は耳の蝸牛などの障害のた
めに脳に音が届かないため、気づかない
うちにその脳が「聞こう！聞こう！」と超過
敏になっているというのだ。さて、そこに
「はい！あなたの聴力に合わせた補聴器で
す!!」とばかりに音が脳に飛び込んできた
らどうだろう？たまらなく不快で煩わしい
のは当然だ。

　これが岩蔵氏の、補聴器を買ってもすぐ
に使わなくなってしまった理由だった。補聴
器を何度買い替えても、ただスイッチを入
れればいいというわけではない。聞こえる
ためには“耳”ではなく、“脳を整える”ことが
先決であると知った。
　補聴器を販売する側は、まず運転免許を
取得することが必要なはずなのに、教習も
受けていない相手に車を売っているのと同
じなのではないだろうか。使う側も、まるで
掃除機のような電化製品を買ったつもりで
スイッチを入れ、しばらく使っていれば慣れ
るだろうというのが大半の認識だ。
　過敏な脳を落ち着かせることなく、
ちょっと試しただけで、「よく聞こえないし、
カッコ悪いだけ。こんなものないほうがま
し」と補聴器についてネガティブな感想ば
かりが広がり続けているのが残念だった。

補聴器難民にならない
方法
　父の補聴器問題をきっかけに、補聴器を
失敗なく使える方式を構築した。「補聴器
難民にならない方法」として、方式だけをダ
ウンロードするネット販売をしようとしたが、
うまくいかない。
　補聴器を店舗販売することも考えたが、
迷いもあった。これまで宝石のプロ、眼鏡
のプロ、時計のプロとして商いを続けてき
た。特に宝飾品についてはデザイナー登録
して、ジュエリーアート展で入選したことも
ある。それが補聴器を扱うというのは、高
齢社会の到来に乗じたようで、これまでの
得意客を裏切ることのように思えたのだ。

　しかし、自分が補聴器を売ることで、助か
る人がいるとしたなら―大貫氏がたどり
着いたのが、「補聴器に慣れなければ最長
２ヵ月買えません！」という、どこもやってい
ない有料販売方式「補幸器方式」だった。
　初めて問い合わせを受けたのは2010年
（平成22）４月だった。「父が補聴器を付
けたがらない」という娘からの相談を受け、
八王子のお宅に伺った。最初、その父親は、
もの凄い剣幕だった。しかし、試聴器と名
付けた訓練用の補聴器を見せると、その小
ささに表情がなごんだ。そして、面談を終え
て帰宅する時には、玄関先まで見送ってく
れた。
　脳は４日で変化すると言われている。同
社の「補幸器方式」は、脳を徐々に落ち着
かせるために、補聴器を日常的に使っても
らいながら１週間ごとを目安に超絶技巧で
聞こえ方を調整する。平均にして9.6回これ
を繰り返し、一歩ずつ山登りをするように
補聴器に慣れてから購入してもらうという
ものだ。購入後も、継続して聞こえの確保
に取り組む。
　どこも取り組んでいない買う側目線の売
り方が、マスメディアにも何度も取り上げら
れ、注目を集めた。利用者は延べ400人を
超えている。１回の面談は１時間ほど。２ヵ
月の「補幸器方式」期間は補聴器の体験ト
レーニングとともに自分に一番合った補聴
器を選ぶ期間でもある。来店コース、訪問
コースなどがあり、訪問のための所要時間
が片道１時間半を越える場合には遠距離
コースとして対応する。日本中どこでも訪
問可能で、網走、札幌、旭川在住の顧客も
いる。
　2011年（平成23）両親が亡くなって空
き家となった高津に、堺堂は店舗を移した。
たまプラーザに得意客もいることから、新
たにたまプラーザ・スタジオ拠点を開設し、
そこを慎平氏に任せることにした。三代目
となった慎平氏は、今や「補幸器方式」を
中心となって運営している。
　丁寧なサービス品質を維持するため、限
られた客数しか受け付けられず、新規予約
が数ヵ月待ちというのが目下の悩み。もしも
「補幸器方式」に共感してくれる店や独立
したい人がいれば、連携を考えたい。「そ
の方には、秘密のレシピ、秘密のタレをお
伝えする準備があります。そうしてこの方式
を広げたい」
「補幸器方式」の会員カードには次の一文
がある。「聞こえの確保に生涯取り組みま
す」。
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その他ビジネス部門

有限会社 ロリアン
代表取締役　小島 将勝

〒243‒0401 海老名市東柏ヶ谷2‒2‒40
Tel.046‒231‒1610　Fax.046‒231‒1610
設立：1989年7月　従業員数：15名　資本金：300万円
ht tps://www.rakuten.co.jp/rorian/

い人々は都心に通勤していて不在である。
同店は、実際に来店する人々の嗜好に合わ
せ、お茶や小豆など和のテイストをブレンド
していった。そして、これが評判を呼んだ。
　人気は黄金のモンブランロールで、年間
10万本以上売れる看板商品だ。一方で、少
子化、コンビニエンスストアの拡大、駅前、
郊外の大型店舗の充実などで、個人店を取
り巻く環境は厳しくなっていった。
　同店では、15年ほど前から店舗販売以
外に通販サイトの運営、百貨店催事での販

売、卸事業に取り組むようになった。
　こうした展開で、顧客の年齢層と商圏を
広げようと考えたのだ。
　百貨店やスーパーの催事販売は年間60ヵ
所ほどで行い、目に見えた反響がある。
　通販サイトを利用したネット販売は、コス
トはかかるが販売量が絶大だ。そればかり
ではない、コミュニケーション率がアップ
したのだ。メールのやり取りである。
　２代目社長である将勝氏の妻で、有限会
社ロリアン専務取締役・小島有加里氏は、

非常時にこそ
おいしい

お菓子が必要

店名の由来
　1965年（昭和40）、海老名市東柏ヶ谷
に文化堂というパンとケーキのお店がオー
プンした。店主は小島芳

よしみ
美氏。横浜の和洋

菓子店で修行したのち、この地に店を開い
たのだ。1989年（平成元）７月、法人成り
して店名をロリアンとした。ヨーロッパのお
菓子を扱うことからフランスにある同じ村
の名前からとった。もうひとつは、末尾に
“ん”が付くと“運”が付くといわれていること
から採用したそうだ。
　さらに本格的なヨーロッパのお菓子を追
求したい芳美氏は、息子の将勝氏を高校卒
業とともに平塚の洋菓子店で修業させ、そ
の後、ドイツで２年、スイスで１年、学ばせ
た。
　将勝氏は、1990年（平成２）ロリアンに
入店する。

通販サイトの運営
　本場で学んだ将勝氏により、ロリアンは
ヨーロッパの本格的な洋菓子を提供するよ
うになる。
　ところが、店の客層はやや年齢が高めだ。
ロリアンの開店時間である９～19時は、若

街の洋菓子店が作った美味しい保存クッキー
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ここに注目し、さまざまな企画を立てた。
　そのひとつが、今年で８回目を迎える「パ
ティシエコンテスト」である。申込者に洋菓
子の材料とレシピ、コック帽を送り、自作の
お菓子とともにパティシエスタイルで撮影
した画像をアップしてもらうのだ。
　ほかにも「桜メモリー」がある。顧客の
桜にまつわる思い出を文章に綴ってもらい、
送ってもらう。送られた文章は、編集して小
冊子にまとめている。10年目を迎えた際
には、30万円ゴールのクラウドファンディ
ングで集めた資金で、カラー写真とともに
100冊の本をつくった。この本は、掲載し
た文を書いた人たちに贈ったほか、一部販
売も行った。

届けられたメール
　2011年（平成23）６月、あの大震災から
３か月ほど経った頃、１通のメールが届いた。
「大きな揺れにとるものもとりあえず、御
社から購入したクッキーをとりあえず非常
食にと避難所に持ち運びました。不安と恐
ろしさが繰り返す中、手元のクッキーを子
供たちと分けあって食べました。震災から
一度も笑わなかった子供が笑顔になりまし
た。お菓子の力ってすごいですね」
　３月11日の午前中着で、宮城県のお宅に
クッキーの詰め合わせを送っていた。以前
からよく利用していただいている男性客か
らのメールだった。そう、東日本大震災で被
災した方からのメールである。
　震災当日から３日間食料が手に入らず、
子どもたちはくすりとも笑わなくなったとい
う。「そうだ、ロリアンのクッキーがあった
だろう」と男性が思い出し、３世帯の家族
で分け合って食べた。その途端、、子どもた
ちに笑顔が戻ったのだ。
　将勝氏と有加里氏は、メールの文面を何
度も読み返した。避難所での困難な日常の
中において洋菓子の役割は、ただ空腹を満
たすだけではない。心の安定とやすらぎを
取り戻す重要な要素なのだ。
　震災直後から、ロリアンの売り上げは減

少した。お菓子は必需品ではない。皆が水
だ、お米だと言っている時に、自分たちも
お菓子を売ることに後ろめたさのようなも
のもあった。「こんな時に、お菓子なんてつ
くっていていいのだろうか……」と。
　その時だ、あのメールの文面を思い出し
たのは。非常時にこそ、おいしいお菓子が
必要なはずだ。
　そうだ、避難生活を支えられるような、
災害時、緊急時の備蓄品となるクッキーを
つくるんだ！備蓄品の食材商品は、ともす
れば賞味期限の長いことが最優先に製造
され、味覚においては優先順位が下がる傾
向にある。しかし、長期化する避難生活に
おいては、味覚のクオリティの高さが求め
られるはずだ。あのメールの子どもたちが
笑顔を取りもどしたような。
　そう、自分たちが目指すのは、保存期
間だけでなく、おいしさを求めた備蓄クッ
キーだ。

期限の長さと味覚を融合
　備蓄用のクッキー缶の調査から始まった。
どういう缶がよくて、それをつくるにはどん
な機械、どんな装置が必要なのか？調べて
いくうちに、設備投資に莫大な金額がかか
ることが分かった。ものづくり補助金を申
請することにしたが、この書類を準備する
のがまた大変だった。信用金庫、食品検査
の会社、消費者庁、缶の封をつくっている会
社、あらゆるところに足を運んだ。

　２年経ったがうまくいかなくて、もう諦め
ようかと思った時だ、あのメールをくれた男
性が、手土産を携えて店を訪ねてくれた。備
蓄品用のクッキーに着手していることを伝
えたら、とても喜んでくれた。
　よし、もう少し頑張ってみようと夫婦で
決意を新たにした。
　缶の中に窒素ガスを充填するのだが、
クッキーに触れさせてはいけない。保存だ
けではない、もっとバターの風味が出ない
か、歯ごたえ、味についても試行錯誤を繰
り返した。
　保存検査については、過酷な環境での１
年半の圧縮検査を行う。この検査料が高い。
それだけでなく、１年半後の検査結果が不
合格なら、再チャレンジにまた時間がかか
る。結局完成までに６年かかってしまった。
　2017年（平成29）、「街のケーキ屋さん
がつくったおいしい保存クッキー」を発表
すると、すぐに新聞でも紹介され、話題に
なった。
　通販サイトで１番目のお客になってくれた
のは、宮城のあの男性である。
　クッキーは、同店開店以来40年の人気
商品。長らく愛されたレシピにより磨きを
かけた味わいと、洗練されたパッケージは
非常食にとどまらずギフトにも適応する。
　ギフト商材において、受注依頼があるの
に対応できない問題点は賞味期限である。
同店のクッキーの消費期限は30日。同店
は、本事業によりプルトップ型のパッケー
ジを導入することで期限の長さと味覚を融
合させることに成功したのだ。
「パッケージは、世界の子どもたちが手を
つなぐイラストがデザインされています。さ
らに新しい販路を探していますが、この
クッキーで海外搬送を活性化していきたい
です」
　子ども時代から通っているお客が、今度
は自分の子どもを連れてきてくれる。そん
なロリアンを３代目の康平氏に「うまくバト
ンをつなぎたい」と有加里氏は語った。

コラボ商品 美味しい保存クッキー
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株式会社 サンナイオートメーション
代表取締役　内藤 孝輔

〒211‒0043 川崎市中原区新城中町16‒14
Tel.044‒751‒4596　Fax.044‒751‒9172
設立：1973年2月　従業員数：18名　資本金：2,000万円
ht tp://www.sannai .co.jp

独立心が強かった
　株式会社サンナイオートメーション代表
取締役・内藤孝輔氏の実家は、新潟県長岡
市で呉服店を営んでいた。店の名前は三

さんない
内。

「祖父が創業した店でね。内藤家の三男坊
だったから、その店名にしたんだと思います
よ」と内藤氏は笑う。
　三代目を継がせたい父からは商業高校に
行けと言われた。自身は電気関係が好きで
工業高校に行きたかった。「母が間を取って、
普通科に行き、大学で電気科に行けと言っ
て納めてくれた」
　高校卒業後に進学したのは神奈川大学で、
念願の電気科である。自分は呉服屋になる
つもりはなかったが、親類が新宿や銀座で
呉服の店を出していた。内藤氏もなにかやっ
てみたいという独立心が強かった。
　大学のゼミの教授が横須賀のラジオ商の
息子で、学科ばかりでなく商売についても多
くを学んだ。
　卒業後は、ファクトリーオートメーション
の会社へ。面接の際には、十年後には独立

するという希望を条件に採用された。
　入社後は、あいつは生意気だと、先輩や
同期からずいぶんと叩かれた。「でも、それ
がよかったんだと思いますよ。なにがなんで
もやらなければならないと、必死に努力しま
したから」

工場の転出が相次ぐ中で
　1972年（昭和47）に独立。ニクソン
ショックのあとで、１ドル＝360円が280円
まで落ち込んだ。不況の真っ只中だったが、
社内で昇進の噂が耳に入り、「管理職にな
ると出にくくなる」ことから腹を括ったのだ。
　市営団地の一室を事務所に、中古のライ
トバンを買い、工場設備の設計の仕事と電
機機器の販売を始めた。
　翌々年は第１次オイルショックだったが、
土地を買って平屋の事務所を建て、法人成
りした。実家の呉服屋を継がなかったせめ
てもの償いとしてサンナイオートメーション
を社名にした。
　事務所を建てるなんて無謀だと言われも
したが、払えなければ２割損で売ればいい、
くらいに考えていた。その後10年頑張って、
現在の場所に移った。どうしてもメイン通り
に面したところに会社を持ちたかったのだ。
　同社の主なユーザーは大手工場の生産設
備分野と工場施設だが、川崎市内では工場
の転出が多くなっていた。そこで、残ってい
るユーザーの防犯や防災設備、防災用品の
開発や設備工事を手掛けるなどするように
なっていた。生産ラインの検品用のカメラが、
セキュリティー用の防犯カメラに転じたよう
な感じで営業品目を増やしていったのだ。

つくるよりも売るのが大変
　防災用品を扱うようになった内藤氏の目
に、東日本大震災の報道が飛び込んできた。
神奈川県内でも、避難者が体育館などの避
難場所の床に自分の着ていたコートを敷い
て座っている姿が多く見られた。
「あれでは寒くて眠れないだろう……」

　なにか役立
つものができ
ないものかと
考えていた時
だ、ポータブ
ル DV D のビ
ニール包装が細いパイプの袋状になってい
るのを見つけた。
「そうだ、これを大きくすればいい！これの
強度を上げるんだ！」
　内藤氏の試行錯誤の開発が始まった。
　パイプの太さは、太すぎても細すぎても
いけない。パイプの直径を45ミリにすると、
安定した寝心地が確保できる。
　避難所では、ひとりが寝られるスペース
は畳一畳分。隣に見ず知らずの人が寝るこ
ともある。マットの横幅を70センチにする
と、上手に寝返りが打て、隣との間に40セ
ンチの空間ができる。長さは220センチと
長めにした。余った部分を丸めることで枕
になる。
　床から体温を奪われるように、風がいか
に体温を奪うか―毛布に代わる安価で
保温性の高い寝袋をと考えた。すると、冷
凍食品を包むアルミ蒸

じょうちゃく
着シートを見て、耐

久性が高く出入りしやすいように試作に取
りかかった。
　こうして防災エアーマット「クイックナッ
プ」と安眠マルチ寝袋が出来上がった。ク
イックナップはフットポンプで数分で膨ら
み、ナイロンとポリエチレンの５層フィルム
構造で200キロのお相撲さんが乗っても
大丈夫。注入された空気は数年抜けない。
カットすれば簡易ギプスにもなり、廃棄処
分も可能だ。
「つくるよりも売るほうが大変だった」と語
る内藤氏は、地元川崎市の役所を中心に営
業展開した。「名もないところがどうしたら
ブランドをつくれるか」それだけに公のお
墨付きが必要だった。
「一般家庭でも常備していただきたい。その
ためにも自助の意識を啓蒙したいですね」

一般家庭に
自助の意識を
啓蒙したい

災害時「クイックナップ」で避難場所でも安眠確保！！

クイックナップ

安
眠
マ
ル
チ
寝
袋
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エマージェンシー（緊急事態）対応
　世界有数の地震国、日本。突然襲ってくる
地震、火災などの緊急災害に、人命保護を
第一とした安全・安心なホテルや旅館の運
営が求められている。もちろん、それは日本
人ばかりに向けてではない。増え続ける訪
日外国人にも対応しなければならないのだ。
　緊急災害時の館内一斉テレビ放送「エ
マージェンシーVODシステム」を開発した
のが、株式会社ネットフォレストである。
　同社代表取締役・高橋佑至氏は、オフィ
スコンピューターのディーラーだった1995
年頃、プロバイダーになりたいと考えた。イ
ンターネットの黎明期のことである。
　うちでやらないかと声をかけてくれた企
業があり、高橋氏はそこで神奈川県の地域
プロバイダー、かもめインターネットをス
タートさせる。1996年（平成８）６月２日、
開港記念日だった。

ホテルの有料テレビをVOD化
　2000年（平成12）、高橋氏はISP（イン
ターネットサービスプロバイダー）部門を買
い取ってネットフォレストを設立した。
　社名の由来は、インターネット接続サービ
スを提供するために24時間365日力をそ
そぐ仕事を、当たり前のように酸素を生み
出す森林に投影させている。
　ネットワークの運用管理、webデザイン
やwebシステムの開発を行う中で2011年

（平成 23）、ホテル の
VOD（ビデオオンデマン
ド）サービスを行うように
なった。
　それまでホテルのペイ
テレビはCS放 送で、視
聴できる番組数が２～３

チャンネルと少なかった。また、早送りや巻
き戻しができず、視聴時間にも限りがあった。
　同社がインターネットで提供するVODは、
いつでも見たい時に見たいコンテンツが視
聴可能で、早送りと巻き戻しもOK。宿泊中
（１泊ごと）は見放題である。
　CS放送の場合、STB（セットトップボッ
クス）によって放送信号を受信し、テレビ
で視聴可能な信号に変換する必要があった。
STBとは、ホテルや旅館のテレビの下に置
かれた、あの箱である。STBはケーブルや
専用リモコンが必要で、工事費用も含め、初
期費用で３万円ほどが部屋数分（100部屋
なら300万円）かかる。導入後も画面がフ
リーズするなどトラブルが多かった。
　VODの場合、館内サーバーを１台設置す
ればよく、初期費用は100万円だ。

画期的な館内一斉放送システム
　STBレス化が普通の動きとなる中、VOD
のライバル提

ベンダー
供者と差別化をはかるため、

同社は新しいサービスを開始した。クラウド
VODシステムである。
　これまでは、同社から送ったデータをホ
テル館内の配信サーバーに預けたのち、各
部屋に分配していた。クラウドVODシステ
ムは、この館内サーバーを不要にしたのだ。
これにより100万円のコストダウンがはか
れ、部屋数の少ない宿泊施設も気軽にVOD
を導入できるようになった。

　そうした中、駅ビルと一体型のホテルか
ら、ある相談があった。こうしたタイプのホ
テルの場合、駅で緊急ボタンを押すと、駅ビ
ル全体にアラームが発令されるという。ク
ラウドVODシステムを使って、各部屋にア
ラームの意味を説明できないかというのだ。
すなわち、「逃げてください」「待ってくださ
い」「誤報です」「避難経路」などを伝えた
いと。
　そうして開発されたのが、「エマージェン
シーVODシステム」である。テレビの強制
制御機能でテレビを立ち上げ、アナウンス
する独自の館内一斉放送システムだ。日本
語、英語、中国語、韓国語など多言語表記に
も対応しており、外国人観光客の避難誘導
をスムーズ、かつ確実に案内する。
　年々、外国人宿泊客が増加するホテルに
おいて、館内スピーカーでの放送を待たず、
テレビで迅速にアナウンスや避難誘導をす
ることができる。
　また、聴覚障がい者にも有効で、高齢化
が進む日本において重要な役割を担う画期
的なシステムである。
　今後は病院やインターナショナルスクー
ルなどにも導入を検討している。
　STBなどの変換機器も必要とせず、テレ
ビにLANケーブルを挿すだけで導入可能だ。
　今回の受賞について、「当社のシステムが
社会貢献できたことが評価されて、嬉しい」
と高橋氏は語る。インターネット接続サービ
スを森林のように見守ってきたネットフォレ
ストが、安全・安心を見守る。

森林のように安全・安心
を見守る

株式会社 ネットフォレスト
代表取締役　高橋 佑至

〒221‒0052 横浜市神奈川区栄町5‒1 横浜クリエーションスクエア16F
Tel.045‒548‒5548　Fax.045‒548‒5502
設立：2000年4月　従業員数：23名　資本金：6,000万円
ht tps://www.net forest .ad.jp

災害時にテレビから多言語で視覚的にアナウンスできる
「エマージェンシーVODシステム」
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２０１9 コーワテック 株式会社
代表取締役　小栗 裕治

〒253‒0111 高座郡寒川町一之宮5‒18‒18 湘南事業所
Tel.0467‒72‒5081　Fax.0467‒74‒4168
設立：2001年12月　従業員数：54名　資本金：3,500万円
ht tp://www.kowatech.co.jp

特装車
　コーワテック株式会社は、“特

トクダネ
種”をつくる

会社である。
　幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車
両制限令で定める一般制限値を超えたり、
橋、高架道路、トンネルなどにおいて各道路
管理者が定める制限値を超えるものを特

とくしゅ
殊

車両という。いや、もっと簡単に定義しよう。
車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な
貨物を輸送する車両、つまり、クレーン車や
トレーラーなどである。
「特殊車両の中でもミキサー車やごみ収集
車などの半量産型に対して、一品料理（単
品生産）をトクダネというんです」と同社代
表取締役・小栗裕治氏は笑顔で解説してく
れた。
　そもそも大型トラックが、どのような形で
販売されているかをご存じだろうか？運

キ ャ
転

台
ブ

と車
シャシ

台のみで、ボディがないのだ。「この
状態をキャブ付きシャシ、もしくは裸シャシ
といいます」
　裸の状態のシャシに顧客からの要望で
オーダーメイドの服をつくる―同社は、特
装車のボディ屋さんなのである。

なんでもできる技術者集団
　1966年（昭和41）、小栗氏の父・興一氏
が特装車の製造事業を行なう興和工業を
設立。2001年（平成13）に小栗氏が社長
就任とともに現社名に変更した。
　消防車の中でも水難救助工作車、特殊災

害対策車などレスキュー用の車両、警察車
両では機動隊の爆発物処理車など、トクダ
ネ中のトクダネを扱うのが同社。公共車両
であることから、年度末に事業が集中する。
民間車両も、取引先が大資本の企業が多く、
予算型事業でやはり年度末に受注が集中す
る。そうなると、この時期のみに人の手当て
が必要になり、４月以降は仕事がないといっ
た状態になってしまう。
　特装車の企画、設計、製造、販売を一貫し
て行う同社は、電気系統の配線からペイン
トまでなんでもできる技術者の集団でもあ
る。トクダネの製造は毎回試作品をつくって
いるようなもので、その技術にさらに磨きが
かかる。「自動車以外にもなにかしたいね、
とは話し合っていたんです」
　水陸両用バスをつくったりもしたが、こ
れにしてもオーダーがあってのことだ。メー
カーとはいっても受注生産である。なにか
見込み生産できるものをつくりたい。

現場での女性活用への期待
　東日本大震災の際、福島に急行した電源
車が100両近く放射能汚染されてしまった。
そこで、同社に急遽電源車100両の発注が
あった。「電源車はうちでしかつくれない」
　電源車の製造は年間多くて30両。ほか
の仕事はなにもできなくなる。しかも、元々
が利益の出ない仕事だ。だが、ここは赤字
覚悟で引き受けよう。さらに、小栗氏は思っ
た。「我々の技術で、もっとなにかできない
だろうか？」
　翌2012年、笹子トンネル天井板落下事
故が起こった。二次災害の恐れがあり、救
助活動が困難を極め、日本の高速道路上で
死亡者数が史上最多の事故となった。

　小栗氏は決断した。「油圧ショベ
ルを運転するロボットをつくるん
だ！」―放射能や有害ガス発生現
場、爆発物処理作業などの危険な
現場、二次災害の恐れのある現場で、

重機オペレーターの安全を確保しつつ、遠
隔操作で迅速な作業を可能にするロボット
だ。
　かくてアクティブロボＳＡＭは完成した。
開発中苦労したのは、人工筋肉の動きであ
る。空気圧によるゴムチューブの収縮で駆
動する人工筋肉で、高精度のレスポンスを
実現できるか―それは、福島の原発の撤
去作業で見事に活かされた。そう、「我々の
技術で、もっとなにかできないだろうか？」
という小栗氏の思いを、ついにＳＡＭが実
現したのである。
　応急復旧の使命を帯びたＳＡＭは、既存
のほとんどの重機に30分で脱着可能。不安
定な座席シートクッションの上で、ベテラン
オペレーターが満足できる操縦性を確保し
た。また、本体を３分割し、宅配可能な収納
ケースで全国24時間での配送ができる
　ところで、ＳＡＭという名前の意味は？
と尋ねると、「いいことを訊いてくれます
ね」小栗氏が会心の笑みを浮かべた。「寒
川のサムと、災害現場で果敢に戦うサムラ
イに由来しているんですよ」。将来的にはＡ
Ｉを搭載した、ＳＡＭ自身が災害現場で活躍
する姿が見られるかもしれない。
　慢性的な現場の人手不足、そして熟練オ
ペレーターの退職に伴う後継者確保におけ
る、若手、特に女性の活用への期待にＳＡＭ
が応えてくれる。

油圧ショベル用無線遠隔操縦ロボット
「アクティブロボSAM」の開発実用化

災害現場で戦う
寒川のサムライ



自宅を改造した居酒屋
　有限会社たのし屋本舗代表取締役・下澤
敏也氏が、最初の居酒屋をオープンさせた
のは1997年（平成９）のこと。下澤氏が30
歳の時である。それまで居酒屋の社員として
働いていた下澤氏は、新店舗の出店に立ち
会うなどして、料理に関する技術などととも
にさまざまなノウハウを習得していた。開店
に当たっては、実家の自室を改造することに
した。京浜急行の追浜駅からほど近い実家
は、築70年ほどの一戸建てで、１階が閉鎖し
てしまった小児科医院だった。下澤氏は、そ
こを自室にしていたのだ。受付カウンター、
診察室、待合室、院長の休憩所などの名残
があるそこを、下澤氏は大工の友人と一緒に
手作業で改造していった。
　料理は、小学生の頃からつくりなれていた。
オープンさせた「美味物問屋うれしたのし
屋」では、当時はやっていた創作料理を出し
た。ところが、半年ほどでおカネが底をつい
てしまった。お客が来ないのである。

地元の魚と野菜を
　どうしても東京、横浜のほうに視線がい
きがちだった下澤氏は、今いる場所が三浦
半島の入り口であることに気がついた。そし
て、三浦半島を改めて振り返った。そこには、
豊富な食材があふれているではないか。
　下澤氏は毎朝、漁協に通うが、しかし素人
に小売りなどしてくれない。掃除など仕事を
手伝う中で、魚介の知識を深めた。また、友
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人にマグロの卸問屋がいて、入札の権利を
借りて小魚を買ったりした。下澤氏が狙うの
は、青魚のほか普通の魚屋さんが捨ててし
まうようなゲテモノだ。たとえば、ダツ。ス
ミヤキとも呼ばれる黒い太刀魚のようなこ
の魚は、見かけは悪いが塩焼きにするとう
まい。１キロ100円で買えた。赤サバは、顔
がサバなのに身体が赤い、金目の外道のよ
うな魚だ。ハチビキともいう。ところが、刺
身にするとブリのようである。こいつはキロ
160円ほどだ。「もっとも、今ではどちらも
10倍に跳ね上がってますけど」
　野菜はなんといっても三浦大根だろう。
太く重たい三浦大根は。流通が大変なわり
に、核家族化で不人気なのだ。しかし、煮漬
けやおでんにして店で出せば、大人気であ
る。かくして同店は、一躍人気店となったの
だった。

生産者の“想い”と“誇り”を伝える
　三浦のおいしさを届けたくて、2000～
2015年にかけ横浜に５店舗の居酒屋を
オープンさせた下澤氏。2014年（平成26）
には、ロス野菜の加工工場コミュニティー
ラボをやはり横浜にオープンした。生産者
が廃棄用の野菜を持ち寄る。そうして、割れ
たトマトをペーストに、スの入った大根の汁
をダシに、規格外の玉ネギでドレッシング
をつくるなどして商品化を目指すのだ。開
設に当たってはものづくり補助金を利用し、

野菜の加工機械を揃えた。そんな彼が、再
び地元横須賀に目を戻した。「人口が減って、
横須賀に元気がないんですよね。特に子ど
もに元気がない。下を向いてスマホやゲー
ムばかりしてる」
　子どもに上を向かせるには、そこに大人
の笑顔が必要だ。大人を笑顔にさせるのは
ビール―というわけで、下澤氏が挑んだ
のは横須賀クラフトビール事業である。横
須賀市内唯一のクラフトビール醸造所をど
ぶ板通りに開設し、製造販売を開始した。
地元の湧水を使用したフラッグシップビー
ル「どぶ板ハッピー」。国内クラフトビール
の品評会である「ジャパン・グレートビア・
アワーズ」で金賞を受賞した「初声ミツム
ギウィート」は三浦市初声で取れる小麦を
使用している。同じく金賞の横浜市釜利谷
の干しシイタケを使用した「釜利谷シイタケ
エール」などのラインアップだ。ガラス越し
に巨大なタンクが並ぶクラフトビール醸造
所の２階は、横須賀ビールＲＥＳＴＡＵＲＡ
ＮＴである。そこでは、地元の食材をふんだ
んに使った料理とともに、つくりたての横須
賀ビールが味わえる。
　下澤氏は商店街で育った。そこには「ミカ
ンの味見してみろ」という八百屋のオジサン
や、魚屋の店先でイカを焼いている横で酒
を飲んでいるおじいさんがいて、戦争の話
を聞かせてくれたりした。あの賑わいを、居
酒屋に復活させたいと下澤氏は考えている。
「生産者の“想い”と”誇り”を伝えることで、
料理もビールもいっそうおいしくなる。それ
を黙って食べるのではなく、ワイワイガヤガ
ヤとしたコミュニケーションの中で味わっ
てほしいんです」。観光農園の中心に食品
加工工場とビール工場、レストランと市

マルシェ
場を

設けた食と農のテーマパークを横須賀・三
浦半島にオープンさせるのが下澤氏の夢だ。
そして、それはけっして見果てぬ夢ではない。

有限会社 たのし屋本舗
代表取締役　下澤 敏也

〒237‒0064 横須賀市追浜町3‒38
Tel.046‒874‒8755　Fax.046‒865‒5848
設立：1997年3月　従業員数：89名　資本金：300万円
ht tp://www.uretano.co.jp

地元横須賀に
元気を取り戻せ！

ＹＯＫＯＳＵＫＡ ＰＲＩＤＥ！ 横須賀クラフトビール事業
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一頭の乳牛から
　株式会社小野ファームは、都市農業の数
少ない成功例といえるだろう。
　そもそもが同社代表取締役・小野利和氏
の祖父、庫太郎氏が乳牛一頭から始めたの
が、この牧場である。太平洋戦争終結から２
年後の1947年（昭和22）、農業を営んでい
た庫太郎氏は、肥料用としてこの牛を手に
入れた。乳牛一頭の対価が300坪の土地と
いう時代である。
　日本に進駐していた連合国軍に牛乳の需
要があり、庫太郎氏は乳牛をだんだんと増
やしていった。
　その後、食用に乳牛と和牛を掛け合わせ
た交雑種を取り扱うようになった。
　平成に入り貿易自由化の中、輸入牛との
差別化をはかるうえで黒毛和牛に特化する。
　横濱ビーフというブランド名で展開したこ
の和牛は、全国枝肉共励会最優秀賞や農林
水産大臣賞などを受賞し、小野ファームの
肥育技術の確かさ、品質の高さを証明した。
　乳牛一頭から始めた小野ファームは、今
や肉牛400頭、乳牛40頭を保有する。神
奈川県有数の規模を持つ牧場―とはいえ、
周囲を住宅が取り囲み、間近をJRの線路
が走る。放牧は不可能である。
　限られたスペースの中、牛舎の中で肥育

する和牛は、受精卵をホルスタインに移植
することで生まれる。乳牛はいわば代理母
だ。和牛の等級は、DNAで鑑定されるが、
同社の横濱ビーフは極上のA５～A４ランク
に格付けされている。
「うちに乳牛がいて、和牛がいるからこそで
きたことです」と小野氏が説明する。

新鮮な生乳でつくるジェラート
　６次産業化が推奨されている。農林漁業
者（１次産業）が食品加工（２次産業）、流
通・販売（３次産業）にも取り組むことで農
産物などの生産物がもともと持っている価
値をさらに高め、収入を向上していくことだ。
すなわち、１（１次産業）×２（２次産業）×３
（３次産業）＝６の掛け算を意味する。
　小野ファームでは牛乳販売に限界を感じ
ていた。搾乳し、殺菌処理し、精製する手間
をかけてつくる牛乳は、ほとんど利益が出
ない。さらには賞味期限が短く、売れ残れ
ば赤字になるだけだ。
　そこで、24～25年前からアイスクリー
ム事業に取り組むようになった。アイスク
リームなら賞味期限がない。それに小野
ファームのある横浜は近代酪農発祥の地
で、アイスクリームもまたこの地で生まれ
た縁がある。
　小野ファームを経営母体として設立され
たのが横濱アイス工房である。小野ファー
ムで生産される新鮮で安心・安全、高品質
な生乳を使用したジェラートやソフトクリー
ムを製造販売する。
　小野ファームから毎日運ばれる生乳は、
平成27、28年度に神奈川県酪農業協同組

合で、最も優秀な生乳に贈られる良質生乳
生産牧場の表彰を受けている。横濱アイス
工房では、毎朝届く搾りたての生乳を、直営
の工場で低温殺菌してジェラートに仕上げ
る。手づくりにこだわったジェラートの評判
は口コミで徐々に広がり、新聞、雑誌、テレ
ビなどで取り上げられると、市内外にファン
を持つようになった。

誰でも食べられる
アイスを
　2014年（平成26）、
小野氏はあるトルコ料理
店からハラール認証の
アイスについて相談を持ち掛けられる。
ハラールとは、“許されているもの”を意味す
る。イスラム教ではアルコールや豚肉など
の飲食を禁じる厳しいルールがあり、これ
に合うことを証明するのがハラール認証で
ある。
　苦労したのは禁じられた素材が入ってい
ないことを証明する成分表の作成だった。
たとえば砂糖を白く精製するうえでは豚
の骨の炭を使うが、これを牛の骨に変える
などした。同じ生産ラインで非ハラール製
品はつくれないため、専用ラインや冷凍庫
も新たに導入した。おいしさはそのままに、
NPO法人日本アジアハラール協会に認証さ
れたアイスは、ミルクやチョコ、抹茶のほか、
横浜の農産物を贅沢に使ったイチゴなど７
種類。直営店のほか飲食店、観光地の土産
物店などで販売され、製造量が増え続けて
いる。
　ワールドカップラグビー、オリンピック、
パラリンピックなどのイベントが控える国際
都市横浜には、海外から多くの人が訪れる。
「ハラール認証のアイスは、誰でも食べら
れるということ。地産地消の地域の食べ物
から始まったローカルブランドを、世界に羽
ばたくブランドへ。横浜から発信していきた
いです」

横濱アイス工房の
ＨＡＬＡＬ Ｉｃｅ Ｃｒｅａｍ

株式会社 小野ファーム 横濱アイス工房
代表取締役　小野 利和

〒244‒0816 横浜市戸塚区上倉田町1408
Tel.045‒881‒3287　Fax.045‒862‒5819
設立：1962年8月　従業員数：40名　資本金：10,000万円
ht tp://www.yokohama- ice.com

横浜発、
世界に羽ばたく
ブランドへ



ひょんな成り行き
　株式会社工研は1993年（平成５）、切削
工具の再研削の会社として設立した。いわ
ば刃物の研ぎ屋さんである。
「前職は、工具とはまったく関係ない会社
のサラリーマンでした」と、同社代表取締
役・比留川幸雄氏は語る。スーパーのレジ袋
に代表される、ポリ袋に社名を印刷する業
者で働いていたのだ。実際に印刷を行うこ
とをしていたのではない。外注先を取り仕
切っていた。それが、なんで今の仕事をする
ことになったかというと、まったくひょんな
成り行きからだった。
　自宅の近所に機械屋さんがあって、そこに
遊びに行った。33歳の時である。そこの社
長が、ＮＣ機の切削工具（エンドミル）を取
り替えながら、「鉄を削るんで、すぐに切れ
なくなっちゃうんだよな」とぼやいた。さら
に、「こーゆーのを研ぐのって、儲かるらしい
よ」と呟いた。そのひと言が、比留川氏の心
をとらえたのだ。今のポリ袋の仕事は、年々
下降線をたどっている。いや、それ以前に、
自分には独立したい気持ちがあった。理由
は船である。船が欲しくて仕方なかった比留
川氏は、26歳の時に借金をして、22フィート
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（約８メートル）のモーターボートを買って
いた。おカネを返すために、会社勤めのほか
アルバイトもしていて、睡眠時間３時間とい
う毎日だった。それでもサラリーマンの収入
である。起業のチャンスを窺っていたのだ。

刃物の特性を学ぶ
　研ぎ屋として起業することを決意した比
留川氏。やはり近所に、年配の職人がひとり
でやっている研ぎ屋があった。そこに弟子入
りする。しかし３ヵ月が経つ頃、その年配職
人が弟子ではなく、単に話し相手を求めて
いたことに気づく。
　続いて、従業員25人の会社に勤めた。
だが、そこも間もなく倒産してしまう。しか
し、彼は、この会社でベテラン職人の師匠を
得た。
　こうなったらいよいよ自分で会社を始め
るしかないと肚を括った比留川氏を、毎晩２
時間その師匠が仕込んでくれた。昼間は飛
び込み営業で仕事を取ってくる。夜は、比留
川氏が預かってきた切削工具を研ぎながら
実地の手ほどきを受ける。「まだ暇なもの
だから、翌日に研いだ刃物を届けると“早い
なあ”なんて、感心されたりしてね」
　土日は図書館通いして、刃物の特性を徹
底的に学んだ。工具を研ぐというのは、客
先にあった刃物をつくることである。そのた
めには徹底的なヒアリングを行う。それが
比留川氏の知識を蓄積させ、技術を高めて
いった。

より早くより強く
　比留川氏が汎用機ひとつで始めた会社
は、導入したＮＣ機の数が増えるにしたがっ

て規模が拡大し、今
や1000社以上の
取引先を持つよう
になった。いつしか
彼は、再 研削に留
まらず、自社オリジ
ナルの切削工具を

つくってみたくなった。それがＦast Milling 
Toolsだ。Ｆastはスピード＝時間短縮を意
味する。Millingは回転。Toolsは工具。
　刃物の曲

アール
面を大きくし、作業効率を高め

たバレル型の工具。ハイスペックなマシン
の性能を充分に活かすためには、切削工具
の剛性が求められる。しかし、芯を太くする
と、切り子（削りくず）の溜まるポケットが
狭くなってしまう。すると、切り子が工具に
絡まって切れ味が落ちる。そこに気を配った
太い芯の工具。人工ダイヤを先端に付けた
工具は、シャープでバリが出ない。これはバ
リ取りという工程を減らすことに成功した
工具だ。通常の工具は、再研磨が１回できる
かどうかだが、人工ダイヤを付けたこの工
具は、10回の研磨ができ、耐久性が飛躍的
にアップ。人工ダイヤの微粒子と超硬合金
の微粒子を焼結体技術（圧力をかけながら
焼き固める）により、人工ダイヤ部分を大き
くしたことで生まれた。
　これらの工具は、客先からのさまざまな
オーダーと、それに応えるための研究からつ
くり出されたものである。
　比留川氏の夢は、工具のトップリーダー
になることだ。「工具で日本を引っ張ってい
きたい。お客さんの笑顔が見たい」―そ
のために、比留川氏は研ぎの技術と知識に、
研鑽を積んできた。だから、若い社員にも
スキルアップのための勉強会を欠かさない。
　そしてもうひとつの夢、そう、船のほうも
もう少しだけ大きな船が持てるようになっ
ていた。「実は今週、社員たちと横須賀で
バーベキューです」
　現在の比留川氏は小口径（0.5～）の工
具に、いかに特殊形状を持たせられるかに
チャレンジ中だ。「船のほうは、いつか70
フィート（22メートル）くらいのものが持て
たら」と笑った。

株式会社 工研
代表取締役　比留川 幸雄

〒252‒0013 座間市栗原873‒10
Tel.046‒266‒2013　Fax.046‒266‒2014
設立：1993年2月　従業員数：50名　資本金：1,000万円
ht tp://www.kouken-net .co.jp

工具で日本を
引っ張る

いままでにない刃形状・
角度の工具！加工時間を
短縮可能にした工研オリ
ジナル工具の開発



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

建設業、配管業、自動機設計製造、超微細気泡発生装置製造

電子機器関連事業

塗料及び機械の製造及び販売

イベント企画・運営、またそれに付随するサービス業

情報処理サービス

建築資材販売

塗料製造業

機械・装置製造業

機械製造業

地域振興団体

製造業

地質調査コンサルタント

飲食業

製造業

共育・サービス・国際関連事業

取材・文 ＝ 上野　歩（うえの・あゆむ） 小説家。最新刊は『就職先はネジ屋です』（小学館文庫）。著書に『キリの理容室』（講談社）、
『わたし、型屋の社長になります』（小学館文庫）などがある。

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。

株式会社 安斉管鉄

株式会社 エース・Ｅ＆Ｌ

株式会社 コートテック

合同会社 セレンディピティ

株式会社 第一コンピュータサービス

株式会社 T&N

日研 株式会社

日本テクノ 株式会社

株式会社 ホクエツ

三浦海岸まちなみ事業協議会

株式会社 ミナロ

株式会社 明倫開発

やきとり竜馬におまかせ

株式会社 リキシャマン

わしょクック 株式会社



■開催日 ： 2020年2月5日（水）・6日（木）・7日（金）

■会　場 ： パシフィコ横浜 展示ホール A・B・C

かながわ“産業Navi大賞2019”
受賞事業を出展、ご紹介いたします

テクニカルショウ
ヨコハマ 2020

産業Ｎavi大賞2018
受賞事業の出展風景

2019受賞事業

一般財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団
〒231-8525 横浜市中区元浜町4-32 ☎045-671-7101

編集・発行

2019年9月




