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大きく変化する世界の情勢に独自の技術や
アイデア等の強みを持って世界に力強く発
信する様を表現しています

ooooo

◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
（ワク内に押印）
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oooooooooooooooooo

oooooooooooooooooo

ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉

〈2018年 年頭方針〉

我々は価値ある繁栄をめざす

激変に耐えうる
独自の強みを創る

●人類社会への貢献
●人間信頼の経営
●変化に対応する競争力
●創造性の開発

㈱テクノ高槻
代表取締役社長

川﨑

望
アジアの進化

1970年代ソウルの道路は絶えずクラクションが鳴り響き怒声が飛び交っていた。
また台北では“シグナルダッシュ”という信号が青に変わるやいなや無数のバイクが
けたたましい轟音を発して我さきにと飛び出していった。ソウルでは車はクラクション
から壊れると言われた。台湾のとある工場に行くと鉄材が室外に放置され錆びていた。
担当者に尋ねると「製品は正常に動くし何か問題ある？」と平気な顔をして答えた。
ところが現在はご承知の通り両都市とも交通ルールについて大変紳士的ともいえる状
態になっている。交通事情はその国の民度を表すと言うがまさにその通りだと感じます。
もっともソウルでは法律でクラクション禁止ではあるが。
製品は顧客が買って金払ってくれれば良いという文化がはびこっていた国で今は顧
客満足が大事、サービスとは何かを理解しています。
当時は、やはり“ものづくり”は日本でしか出来ないと信じ切っていましたが、今
やそんな常識は通用しません。日本人は本当に生真面目で優秀です。でもそれで安心
していてはすぐに追いつかれ追い越される時代。それぞれの会社が日本人の優位性を
活かした製品、製造、販売システムを本気で実践していく時代だと心底思います。
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求められる、
意味と価値のイノベーション



ユニバーサルデザイン総合研究所
所長 赤
池
学




 ビジネスの世界では、高度成長期から2000年の初頭位まで、ビジネスセンターが企業活 


 動をリードする面が強かった。ビジネスセンターが市場のニーズを背景に、それに応える 
 形で技術開発を要請するという形で進められてきたのだ。



 しかし、多くの顧客がモノに満たされ、顧客自身の要求が不明瞭になってきた。その結 
 果、マーケッティングを握っていたビジネスセンターの地位が相対的に低くなり、顧客自 


 身が気づかない新しい価値を創造するデザインセンターがR&Dセンターとタイアップす 
 ることで、世の中に新しい価値を提案する企業が増え始めている。

 このような戦略観を持つ商品開発では、ハードウエア開発を、どのようなソフトウエア 


 としてのアプリケーションに展開するかが重要となる。加えてこれからは、センスウエア、 
 心と五感に訴求する感性価値を考える必要もある。さらに、これからのメーカーには、ユー 


 ザーを越えて役に立っているというソーシャルウエアを追求し、事業益を見出しつつ、社 
 会益とも両立するような経営も望まれている。



 コドモエネジーというベンチャーは、焼き物の釉薬で蓄光材をハウジングするという新 
 領域技術を開拓し「ルナウエア」という、無電力の避難誘導パネルや光るネールアートな 


 ど、新たな用途に展開している。三菱ケミカルの「中空糸膜」は、元来の用途はろ過・浄 
 化を目的に開発されたものだが、これを炭酸ガス供給に使えば、
「人工炭酸温泉システム」


 に適用できるという新しい意味が出て来る。同様に、同社の「ゼオライト膜」の技術も、 
 アルコールや旨味成分を濃縮する技術に展開すれば、純米大吟醸酒の濃縮という、材料と 


 酒の新しい価値を提供できることになる。

 また、
「今治タオル」を製造する田中産業は、優れた触覚を本来的に備えている全盲の 


 視覚障害者と一緒に開発するという「作り方のイノベーション」を図り、世界一の肌触り 
 と風合いを持つタオルを実現し、共感や感動を訴求することに成功した。そして、
「大島紬」


「ベビーズギフト」
 を販売する窪田織物も、「ゆりかごから大島紬」というコンセプトで、
。 
 として商品開発を行った。「日本が誇る絹織物の宝物を、家族の宝物である赤ちゃんに」
 このメッセージが顧客に訴求し、高額でありながら、販売すると常に完売、を達成してい 


 る。そこでは、生まれた赤ちゃんに大島紬を纏わせるという「商品ではなく、文化を売る 
 という意味と価値のイノベーション」が果たされているのである。



 これからのモノづくりは、ハードウエア、ソフトウエア、センスウエア、ソーシャルウ 
 エアを循環させながら、螺旋的に企業価値、商品価値を高度化させる、イノベーティブで 


 ユニークネスな実践が期待されているのである。
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世界に通じる価値の創造
― 事例Ⅰ

世界に通じる価値の創造 ―

㈱下堂園

鹿児島発 お茶の可能性を
新しいジャンルに、EUでも展開

副社長
 下堂薗

元

私の祖父（故・下堂薗 實氏）
は鹿児島県のお茶農家に栽培や
加工の指導をする技術員でした
が、1954年に茶の販売店「下堂
薗茶舗」を創業しました。祖父
が農家に茶葉を買いに行き、お
茶に仕上げ、それを祖母が売っ
ていました。
昔、鹿児島茶は「安かろう、
まずかろう」と言われた時代が
ありました。というのは、鹿児
島はもともと紅茶の産地で、明
治から戦前まで紅茶で外貨を獲
得していました。しかし戦後、
スリランカやインドが台頭、価
格的に競争ができなくなって日
本茶に転換したという経緯があ
ります。ですから京都や静岡に
比べ、後発の鹿児島は技術的に
もブランド的にも追いつけな
かった時代があり、そのころの
創業でしたから、祖父母は大変
だったと思います。
しかし、祖父にはお茶に関し
てはだれにも負けない腕があ
り、当時は飲み物といえば、お
茶か水かで、お茶の需要に供給
が追いついていない状況でした
ので、商売は順調で、鹿児島は
もとより福岡や東京などの消費
地にも積極的に出していたよう
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所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
創
業
従業員数
業務内容

〒891-0123 鹿
 児島市卸本町5-18
099-268-7281
Ｆ Ａ Ｘ 099-267-1503
1954(昭和29)年
資 本 金 2,300万円
85名
お茶の製造・卸販売・小売業、日本茶カフェの運営、ボタニカ
ルティーの開発・販売等
ホームページアドレス http://www.shimo.co.jp

です。
祖父は「ゆたかみどり」とい
う品種に注目したのですが、こ
れが当社の歴史のなかで大きな
出来事でした。現在、お茶の栽
培量が全国で１番多いのは「や
ぶきた」で、
「ゆたかみどり」
は２番目に多く作られている品
種です。もともと静岡で作られ
たのですが、うまくいかず、鹿
児島に持ってきたのが当時、鹿
児島の茶業試験場の研究者で
あった岡村克郎さんという方で
した。
「ゆたかみどりは繁殖力
が強く育てやすい。茶葉の収量
がある」ということで、農家の
収益にもつながるだろうと普及
活動を行っていたのです。
ところが、最初の頃はおいし
くなくて、
「何でこんなものを」
と批判されたりし
たそうです。しか
し、岡村さんと祖
父が力を合わせて
栽培や加工の仕方
をいろいろ工夫し
ま し た。
「 冠（ か
ぶせ）
」というお
茶の木に覆いをし
たり、深蒸しにし
たり、強く焙煎す
▲ 下堂薗茶舗
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るといった技術的なことを二人
三脚で確立していき、「ゆたか
みどり」は香りが強く、力強い
あじわいのあるお茶に変貌して
いったのです。
初収穫から７年、
1975年にやっと製品化にこぎつ
け、
「千両」という商品名で販
売を開始、これが当社の礎とな
りました。
祖 父 は 1980 年 に 亡 く な り、
「ゆたかみどり」が爆発的に売
れた時代は知りません。私の父
（下堂薗 豊社長）が引き継ぎ、
商売を発展させていきました。
バブルの時代と重なるのです
が、
鹿児島の特産品となった「ゆ
たかみどり」は九州だけでなく
東京や茶所の静岡などでも売れ
る銘茶になったのです。
1985年にペットボトル入りの

飲 料 が 開 発 さ れ、1990 年 代 後
半から2000年代前半にかけて
「ペットボトルの緑茶戦争」と
いわれる時代が来て、当社は原
料の茶葉を供給するようになり、
これも追い風になりました。創
業から2008年のピーク時まで
ずっと右肩上がりで成長し続け
たのです。

■オーガニック先進国ドイツに
現地法人、
ブランド展開
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れも見向きもしないことをやっ
てみようとすることが当社の精
神風土なのかもしれません。し
かし、失敗することもあります
から、リスクが小さい形で始め
て、そこから育てていくという
のが当社のやり方です。

■新感覚！ワインボトル入りの
高級茶を実現した超音波技術
2012年にカフェ部門というか
飲食の店をスタートし、２店舗
展開しています。これはとくに
増やす意思はありません。
私自身がぜひやりたい！と思っ
たのが「ボトリングティー」で
す。ワインボトルに入ったお茶
で、先に手がけておられた会社
があって、一緒にやらせていた
だけないかと働きかけたのです
が、先方様の意向もあって実現
せず、どうしても諦められなく
て、自分たちで始めたのです。
茶葉は乾物ですから、
「水もの」
を商うのは初めてで、いろいろ
課題はありましたが、とある技
術と遭遇、一気に話が進んだの
です。
それは超音波の技術です。そ
の会社では、食品の加工に超音
波の技術を活用できないかと模
◀ ボトリングティー

1992年に初めてドイツにお茶
を 輸 出 し、1998 年 に は 同 国 に
「下堂薗インターナショナル」を
創立しました。92年から98年ま
での６年間に、EUの厳しいオー
ガニック検査基準をクリアしな
ければならないことなどを知
り、98年、鹿児島に有機栽培の
お茶を栽培する農場「 ビ オ・
ファーム」をつくりました。農
薬の問題など、お茶農家さんに
お願いするのも無理があり、自
分たちでやることにしたのです
が、実は海外進出も農場も最初
から計算してやったことではあ
りません。たまたま出た展示会
で、現在の現地法人の社長であ
るドイツ人のマルクスさんにた
またま出会い…という感じで、
「戦略ありき」ではないので、
常に試行錯誤。ビオ・ファーム
もまともに収穫できるようにな
るまで５～７年かかっていま
す。10年経ってやっと目指した
お茶ができ、それが緑茶ブラン
ド の「KEIKO」 で、 ド イ ツ 国
内で展開しています。現地法人
のメンバーが中心になってフラ
ンスなどでも販売をしています。
ビオ・ファームは７ヘクター
ルあり、今年、碾茶工場を新設、
生産を始めています。碾茶を挽

くと抹茶になります。
「KEIKO」
は急須でいれる煎茶なのです
が、海外では「日本茶＝抹茶」
のイメージが強く、グリーンの
パウダーの需要が高いのです。
日本でもパウダーはお菓子など
に展開しやすいということで需
要が高まり、今後さらに生産に
力を入れるつもりです。
ドイツでは煎茶はほとんど知
られていませんから、現地法人
の彼らがやったことは急須の使
い方をドイツの人たちに教える
ことでした。とくに立ち上げの
ころは、その活動を地道に続
け、現在ではドイツのお茶屋さ
んの多くの棚に「KEIKO」が
並んでいます。価格が結構高い
ので、棚もちょっと高めのよい
位置に並べられていて、ドイツ
に行くと初対面の人に「私も
KEIKOを飲んでいるのよ」な
どと話しかけられることもあり
ます。ドイツはオーガニック市
場が確か７千億円ほどもあっ
て、日本に比べて非常に大きい
市場になっています。
当社はいろいろと新しいこと
を手がけているようですが、い
ずれもたまたま出会った人との
ご縁をきっかけに、
「では、一
緒にやっていきましょう」とい
う感じで進めてきている、とい
うのが実状です。ペットボトル
の茶葉を納入するようになった
のも、そのペットボトル飲料
メーカーの経営者の方が鹿児島
のほとんどのお茶屋さんに断ら
れて、最後にウチに来られ、夢
を語られた。それを聞いた父が
「面白い！やってみるか」
と思っ
たのが、その後のペットボトル
飲料の波に乗るきっかけでし
た。みんながやらないこと、だ
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▲ ３種類のボトリングティー

索していたそうなのですが、そ
この担当者と私どもの社長が意
気投合し、お茶を超音波で抽出
するということを試みたので
す。お茶はお湯の熱でいれるの
ですが、超音波なら常温で抽出
ができます。これだとお茶が酸
化せず、うま味・味わい・香り
を極めた飲み物になることがわ
かったのです。茶 葉 は ビ オ・
ファームで栽培した有機栽培、
無肥料自然栽培茶だからできた
といえます。
このボトリングティーのコン
セプトや展開の仕方などをアド
バイスして下さったのが赤池学
さんです。ボトルからグラスに
注いでワインを楽しむように飲
むストレートティーで、食中の
飲み物として新しいジャンルを
開拓していきたいと考えていま
す。昨今は健康のためお酒を飲
まない人も増えているので、結
構、反響はあります。例えば、
父の日に「お酒を飲み過ぎない
で」という意味で贈るというよ
うにマーケット自体広がっては
いますが、まだまだ小さく、供
給しているのも当社を含めて３
社ぐらいです。
ボトルリングティーを当社は主
に飲食店向けに展開しています。
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JR九州のクルーズ
トレイン「ななつ
星」さんに採用し
ていただいたり、
ANA の フ ァ ー ス
トクラスに期間限
定で採用していた
だいたりしていま
す。ほかにも鹿児
島の霧島にある超
高級リゾート「天
空の森」さんや東
京・大阪のミシュラン系のレス
トランや有名料亭などにも置い
てもらっています。
ボトリングティーは３種類、
深蒸し緑茶の「ユタカミドリ」
、
ほうじ茶の「ヤマトミドリ」
、
自然発酵の「ヤブキタ」べに茶、
これは日本の紅茶です。それぞ
れ750mlと飲みきりの250mlの
サイズがあります。

■科学技術とミックス！
新しいお茶の境地が次々と
次の時代を見越した何か新し
いことをしたいという思いは常
に私の中にあります。当社の技
術や伝統をこれまでの流れでき
ちんとやっていってくれる人は
社内にたくさんいますので、い
ままでにない何か新しい
「タネ」
を見つけて育てていきたいと
思っています。
例えば、私がいまとても面白
いと思っているのは超音波と農
産加工をミックスさせるという
ようなことです。科学技術をお
茶の世界に採り入れられないか
と考え、今年、ラボをつくりま
す。
とても小さな研究所ですが、
そこで何をしようとしているか
というと、お茶の「真空低温分
離」です。技術的には昔からあ
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るのですが、ある会社が装置を
開発され、真空状態にした植物
を液体と固体に分離すると茶葉
の中に入っている水分ですら活
用できるのです。お茶は生の茶
葉に熱を加えて水分を飛ばして
乾燥させますが、真空低温分離
では飛ばした水も回収します。
ビオ・ファームでつくるオーガ
ニックの茶葉だからこそ、その
水分も活用できるのです。
ほかにも、超音波を使った水
耕栽培にも取り組もうとしてい
ます。これはまた別の会社の技
術なのですが、霧化（むか）と
いって水を霧状にすると、根が
養分を吸収しやすくなるのです。
さらに、私たちはいま「お茶
のビール」をつくったりしてい
ます。ほうじ茶プリンやマフィ
ンなど、エンドユーザーという
か社会との接点になるような商
品づくりも行っています。
私自身は、鹿児島や日本に茶
畑があること自体が世界に通用
する「価値」だと思っています。
ただ残念ながらお茶の消費はど
んどん減ってきています。です
から、お茶の木自体の価値を何
か違う形で上げられないかとい
うことに、すごく興味がありま
す。お茶の木は植えてからちゃ
んと収穫できるようになるまで
５～７年ぐらいかかります。
せっかく立派な茶畑があるので
すから、新しい技術を活用して
何か新しいモノを生み出した
い、
できれば、
嗜好品以外のジャ
ンルにも手を広げていきたいと
考えています。ただしリスクは
小さく、これからも面白そうな
ことをやっていきたいと思って
います。
（インタビュー取材・文責在編集部）

― 事例Ⅱ

世界に通じる価値の創造 ―

アルスコーポレーション㈱

刃物ひとすじ、
プロ仕様の高品質で勝負する

社長
 瀧川

重隆

■今までにない新しいものを
追究し続けてきた歴史
ひとことで言え ば、 当 社 は
「刃物屋」です。鉄を扱うとい
うのは、創業当時から一貫して
変わらぬ当社の事業形態だとい
えましょう。鋏（はさみ）を作
る前は、アイロンの前身ともい
える裁縫用の鏝（こて）や、和
菓子屋さんで出来上がった饅頭
などに刻印を付ける小型の豆鏝
（まめごて）などを製造してい
ました。最も古いものでは、煙
草の葉を刻むための特別な包丁
も作っていたようです。
しかし、これからは新しいも
のを作っていかねばと先代が取
り組みを始めたのは、大戦直後
でした。堺は包丁の名産地であ
り、包丁はいっぱいあるので、
堺にないものを作ろうというこ
とで、最初に作ったのが、木を
切るための剪定鋏でした。もち
ろん剪定鋏も以前からありまし
たが、
「今までにあるものでは
面白くない、ひと味もふた味も
違うものを作ろう」というのが
当社の開発方針。当時、剪定鋏
は、職人が鉄を焼いて叩いて仕

所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
法人設立
資 本 金
業務内容

〒599-8267 堺市中区八田寺町476-3
072-260-2121㈹
Ｆ Ａ Ｘ 072-272-0400
１９６４（昭和39）年2月17日
4,000万円
従業員数 212名
プロ用刃物・一般流通用刃物・業務用機械刃物の企画開発・製
造、刃物のメンテナンスサービス
ホームページアドレス https://www.ars-edge.co.jp/

上げており、刃先からグリップ
まで全部鉄なので、非常に重量
感があって見た目も素晴らしい
ものでしたが、大量生産できま
せん。製造しやすさと大量生産
を可能にするのは、やはり機械
を使う方法です。
金型を作って、
刃の形にプレスで抜き、グリッ
プは別に作る、それから焼入れ
して研磨して刃を仕上げ、グ
リップとくっつけるという製造
方法を考えました。こういうや
り方で剪定鋏を作る会社はどこ
にもありませんでした。
そうして出来上がった剪定鋏
は、品質が安定し、軽いという
利点があります。上を向いて枝
を切るという作業に使われるの
で、軽量であれば使う人もラク
です。さらに、グリップに赤い
色を付けました。作業中どこに
置いたかわからなくなり、戸外
に一日中放っておくと錆びて使
い物にならなくなりますが、目
立つ色を付けると、そういうこ
とも防げます。軽量で赤いグ
リップ、これが当社第１号の剪
定鋏です。
以降も「世の中にないものを
作ろう」という精神で、さまざ
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まな製品を出してきました。当
社のもう一つの大きな流れとし
て、鋸（のこぎり）があります
が、それらは大工さんが使うも
のでなく、庭の木や果樹など生
木を切るための鋸です。鋸の刃
は、切断の抵抗を減らすため、
左右交互に開いており、この開
きを「アサリ」と呼びますが、
このアサリを出すのが技術的に
は大変です。そこで、機械で行
うほうが簡単なのではと考え、
背中の部分を薄く、刃の部分を
厚く、刃全体を最初に研磨して
おき、
「アサリ出し」をしなく
ても切れる鋸を開発しました。
また、従来は刃を作るのに、一
枚一枚ヤスリで目を立てていま

▲ 剪定鋏

2018. 秋号

したが、これも機械でやってし
まおうと、回転する薄い砥石で
削っていく方法を用いました。
この研磨機や鋸の目立てをする
機械を社内で製造し、アサリも
出ている、刃も付いているとい
う第１号の鋸が出来上がりまし
た。特許も取得でき、価格的に
は安いものではありませんでし
たが、量産できて切れ味も良
かったので、非常によく売れま
した。
さらに、従来の製品は刃とグ
リップが固定されていたため、
刃が切れなくなると処分されて
いましたが、当社製品ではプラ
スチックのグリップに刃をネジ
止めにしてあるので、刃の交換
ができます。この替刃方式は他
社でも採用され、今では当たり
前になりました。
当社製品をお使いになるお客
様は、ほとんどがプロの方です
が、一般家庭用に工夫したもの
もあります。例えば、和歌山で
みかん栽培をする農家のため
に、高い場所のみかんがラクに
取れる鋏を開発しましたが、こ
れを改造し、脚立を使わなくて
もお庭の柿の実などが取れる鋏

▲ アルスコーポレーション㈱本社

2018. 秋号

を作りました。伸縮できるよう
にしてあり、当初の長さは１ｍ
80cmぐらいでしたが、現在は
もっと長いものもあります。一
般向けで最もよく売れたのが、
この製品でした。

■ヨーロッパやアジア諸国で
売り込みと実績を重ねる
当社製品はもともと国内市場
向けがほとんどで、以前から海
外にも注目していましたが、そ
れほど大きな売上げにはなりま
せんでした。しかし近年、果樹
農家の仕事、植木屋さんの仕事
が減っていて、国内市場はそれ
ほど伸びないと見ており、海外
市場をターゲットとして捉え直
す必要性を感じています。
ヨーロッパではスイスのメー
カーが大きなシェアを占め、
ヨーロッパ全土はもちろん、ア
メリカにも現地法人を作って進
出しています。強いブランド力
があり、販売網も確立している
ので、そこへ当社が食い込んで
いくのはなかなか難しいのです
が、
売り込みを続けてきました。
実際に使って頂いている末端の
お客様のところへもけっこう多
く足を運び、
「軽くて使
いやすい」と、とても高
い評価を頂いています。
ヨーロッパに関しては、
日本で生産して向こうへ
持っていくというのはや
はり販売上不利な面があ
る の で、 ヨ ー ロ ッ パ で
作って向こうの販売拠点
で売るというスタイルを
今後は考えていかねばと
も思っています。
また、韓国、台湾、中
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国など、ヨーロッパのメーカー
がそれほど勢力を伸ばしていな
いアジア諸国にも照準を合わせ
ました。ヨーロッパメーカーの
製品は頑丈すぎて、東洋人には
少し重くて使いにくいという点
があり、ヨーロッパ製品が進出
してくる前に我々の商品を売っ
ておこう、アルスのブランドを
売り込んでおこうと、けっこう
前から着手しておりました。最
初に進出したのは韓国で、それ
から台湾でしたが、今でも当社
が作っている刃物、特に果樹用
の刃物では、当社がナンバーワ
ンブランドとして支持を得てい
ます。一方、中国ではずいぶん
苦労しました。展示会に出展す
ると、
農家の方々も多数来られ、
当社製品の説明をすると「凄く
イイ！」と思ってくれます。で
も、現地で考えられている値段
の10倍以上なので、
「モノはい
いけれど、とても買えない」と
いう反応がほとんどという状況
が何年も続きました。それで、
当初はアルスの名前を売るため
に、利益が出ないほどの価格に
まで抑えていました。やっと売
上げが出てきたのは約10年前
で、６年前ぐらいからぐっと
伸び、いま海外向けの売上げで
は中国が最も多く、今後もまだ
まだ伸びていくだろうと見てい
ます。
当社は商社を通さず、現地で
代理店を募って直接売っていく
という方法をとっており、今のと
ころアジアもヨーロッパも「一
国一代理店」
です。
展示会をずっ
と続け、そこに来てくださった
お客様から、最も代理店にふさ
わしいだろうというお客様とつ

ながって今に至っております。
製造に関してはほとんどが国
内製造ですが、たまたま知り
合ったベトナム人とのご縁が
あって、製品の一部は10年以上
前からベトナム・ホーチミンの
協力工場で作っています。
当初、
その工場では場所や人は用意で
きるが、刃物を作ったことがな
く、技術も設備もないというの
で、我々がそれを提供しました。
機械を全部こちらで用意し、作
り方を教え、幹部を育てるため
に向こうから来てもらっていま
す。２年から３年間こちらで教
育してからベトナムに帰し、現
在は依頼した分を向こうの工場
で作ってもらい、出来上がった
製品を日本に送ってもらいま
す。それらはどちらかというと
安価な商品であり、向こうで品
質検査もしていますが、機械や
作り方もこちらと同じなので、
届いた製品の検査を再度こちら
でも行い、品質は国産品と変わ
りません。

■研究開発力と認知度アップで、
新市場開拓をめざす
新商品としては、１日８時間
ぐらい動くバッテリーを背中に
付けて作業する電動の剪定鋏を
始めました。普通の剪定鋏と比
べて重量がありますが、太い枝
でもラクにスパッと切れて、作
業の効率化に大いに役立つもの
です。これは当社だけでなく、
他社がすでに手がけているもの
ですが、これからどんどん拡
がっていくだろうと見ていま
す。日本国内向けというよりは、
日本とは規模が違う広大な土地
で作業を行う海外農家向けの商

品です。
当社では商品開発に力を入れ
ようということで、外部の講師
を招き、８卓48名で『マネジメ
ントゲーム』をずっと続けてい
ます。それは、
『マネジメント
ゲーム』の考え方の一つに、
「研
究開発が大事」ということがあ
るからです。当社は売上げの規
模も小さい時代から、研究開発
への投資（人も含め）をどんど
ん行い、
「そんなに投資をして
いたら、利益がなくなる」と心
配されるほどでしたが、その考
え方は今も変わりません。
また、広告にも力を入れてい
ます。良いものを開発して作っ
ても、
世の中に知られなければ、
売れません。新しく剪定鋏を開
発し、市場調査で「これは売れ
る！」
と思い、
問屋に商品を持っ
て行って目の前で実演しても、
なかなか買ってもらえないので
す。そこで、今よりもっと売上
げの少ない頃でしたが、著名グ
ラフ誌の裏表紙一面にカラー広
告を頻繁に載せました。売上げ
から見ると、その広告費はかな
りのウェイトを占めていたので
すが、「当社はこういう良いも
のを作って、こういう広告もし
ていますよ」と知らしめるため
に、その雑誌を全国の代理店に
送り、「だから頑張って売って
ください」
と鼓舞したわけです。
それがうまくいったのですが、
鋏という商品で、あのような広
告宣伝をしたメーカーはどこに
もなかったでしょう。
良いものを作るために研究開
発にお金をかける、知ってもら
うために広告宣伝をする、そし
て、『マネジメントゲーム』な
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ど人材教育にも費用を投じるな
ど未来への投資に力点を置いて
います。教育に関しては、
『心
の勉強』も40年以上前から取り
組んでいます。いくら頭が良く
ても、心がない、他人に対する
思いやりに欠ける、自分だけ得
したいというのではダメです。
現在はモラロジー研究所の冊子
『ニューモラル』を使い、１回
あたり８～10人集めて、朝の30
分間勉強します。家で冊子を読
んできて、それと自分の経験な
どを絡ませて一人ずつ語らせる
のです。

■今後の展開
海外向けは現在プロ向けの商
品がほぼ100％ですが、アメリ
カのホームセンターなどを見る
と、
桁外れにボリュームが凄く、
自分で家まで造ってしまうとい
うアメリカのDIY市場は非常に
魅力的です。現地の商品を見る
と、
質的には良くないので、我々
の技術を生かした良質の一般向
け商品を広めたい、それには生
産拠点も考えねばなりません。
国内でも一般の方は「刃物のア
ルス」といってもご存じないの
で、園芸をするなら価格はやや
上だけれど、アルスという会社
で良い刃物を作っている、調理
に使う刃物も揃っているという
認知度を上げていきたいので
す。ですから、包丁やホビー用
の刃物など、一般家庭で使われ
るアイテムにも注力し、時機を
とらえた営業活動で、国内外市
場での価値を高めていきたいと
存じます。
（インタビュー取材・文責在編集部）

2018. 秋号

― 事例Ⅲ

世界に通じる価値の創造 ―

㈱松井製作所

同業者や異業種企業も視座に入れ、
よりグローバルな活動を実践

社長
 松井

所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
創
業
従業員数
業務内容

宏信

■プラスチック成形を
ワールドワイドに支える
我々のお客様はプラスチック
の成形工場であり、そこにいろ
いろな設備やサービスを提供し
ています。プラスチックの成形
とは、原料となる米粒大のペ
レットを機械の中で溶かし、そ
れを金型に入れてさまざまな形
にすることです。分野としては
自動車の部品、これはバンパー
のように大きなものから内装
品、自動車内部の小さなコネク
ターまで、またパソコンやス
マートフォンなどIT機器の部
品の成形をもサポートしていま
す。それから、コンビニに行っ
て手に取るものの多くにプラス
チックが使われていますが、お
弁当の容器や飲み物のペットボ
トル、おにぎりのフィルムなど
のプラスチック包装資材、さら
に昔はガラスが使われていた注
射器などがディスポーザブルな
プラスチックになっているメ
ディカル関係など多岐にわたっ
ています。
昔は、プラスチックの成形品
はヨーロッパからの輸入品が多
く、日本でも何社か独自に成形

2018. 秋号

〒540-0001 大阪市中央区城見1-4-70 OBPプラザビル17Ｆ
06-6942-9555
Ｆ Ａ Ｘ 06-6942-9559
1912（明治45）年３月
資 本 金 2億円（単体）
1100名（連結）
売 上 高 220億円（2017年度：連結）
プラスチック成形用合理化機器・システムの製造販売（金型温
度調節機、樹脂乾燥機、輸送機、配合機、粉砕機＆リサイクル
機器他）
ホームページアドレス http://matsui.net/jp/

されていた会社もありましたが、
このようにプラスチックが工業
化され、我々のビジネスになっ
てきたのは、今から55年ほど前
です。成形機と金型の発達、素
材の高機能化がそれを後押しし
て、
拡大を続けてきた産業です。
最初は、生活に密着したものに
プラスチックが用いられていま
したが、ハイグレードな製品も
プラスチックでどんどん作られ
るようになってきました。
我々が提供しているのは、成
形機や金型ではなく、その周辺
機器です。例えばプラスチック
の材料に水分があってはいけな
いので、
その水分を取る乾燥機、
溶けた樹脂を冷やして固める時
に金型の温度をコントロールす
る機械、成形後にできた不要な
プラスチックをリサイクルする
ため元のペレットに近い状態に
する粉砕機、また、粉砕したも
のだけでリユースすると良くな
い場合もあるので、粉砕してい
ないものと一定の割合でブレン
ドするための配合装置がメイン
で、そのほか成形の工程内で材
料を運ぶ輸送装置なども扱って
います。
当社の場合、日本製や欧米製
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の成形機にセットされるケース
が多いのですが、当社製品はど
のメーカーの成形機にも対応で
きるようにしてあり、中国にあ
る２つの工場、そしてタイ、日
本の工場で製造し、この４つが
主たる製造拠点です。規模の小
さなものでは韓国とアメリカに
もあり、インド向け商品はイン
ドの工場で作っています。現在
の売上げは約220億円で、日本
国内が約45％、アジア諸国が約
40％、北米、中南米、ヨーロッ
パなどが約15％となっています。
お客様が日本の企業である割

▲ 本社

■お客様のニーズに応える
二つの事業チーム
従来、商品一つ一つの信頼性
の高さをしっかりと保持するこ
とが大事であると考えてまいり
ました。また、当社製品は工場
全体のシステムに関わるもので
あり、例えば何十台もの機械を
導入するとなると、単なる設置
ではなく、配管も含めた工事に
なるわけで、システム化実現の
ための技術力、さらにアフター
サービスにも力を入れています。
24時間稼働の成形工場も多くあ
り、20年以上も使って頂いてい
る機械もありますので、トラブ
ルに対しては営業とサービスが
一丸となってスピーディに対応
できるよう気を配っています。
我々はお客様のご要望を注視
し、それによって社内に二つの
チームを設けています。一つ
は、お客様の目的は単に良い機
械を導入することではないとい
う立場で、
「安定した品質の製
品を速く安く作るため」の方策
や設備をお客様と一緒に考えて

いく『ソリューション事業』の
チーム。時間のムダ、材料のム
ダ、
エネルギーや水のムダなど、
成形工場にもいろいろなムダが
ありますが、
使う資源を半分に、
アウトプットを２倍にすれば、
資源生産性は４倍ぐらいになる
という『factor4（ファクター４）
』
の考え方に着目しています。そ
して、我々の製品だけで４倍の
資源生産性を実現できるとは考
えていないので、世の中にどん
どん出てくる新技術を注視し、
他社の製品と組み合わせて提供
することもあります。昔は、商
品メニューといえば、乾燥機・
温度調節器・粉砕機・配合装置
など機械ごとに分かれていまし
たが、現在のソリューションの
メニューは例えば「サイクルタ
イムを速めたい」
「省エネをし
たい」「材料のムダをなくした
い」
「製品の色ムラを改善した
い」など、お客様のニーズに合
わせた構成になっています。
もう一つのチームは、例えば
乾燥機ではどこにも負けない、
金型温度調節器では世界の誰に
も負けないなど、他社に負けな
い高精度の機械を作る『標準品
事業』のチームです。こちらは、
機械そのものに向けられている
お客様のご要望に応えていきま
すので、商品メニューは従来の
ように機械ごとに分かれていま
す。これら二つのチームを、販
売・生産・サービスの各部門に
置いています。ソリューション
と標準品という二つの考え方で
事業に取り組んだのは約10年前
ですが、お互いにちょっと違う
発想で活動することで、今まで
見えなかった部分が見えてくる
ということもあります。
ソリュー
ションのお客様は、従来どおり
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◀ 乾燥 機

合は、日本国内ではほぼ100％
に近く、中国では40％ぐらい、
タイなど東南アジアでは80～
90％と、国によってさまざまで
す。最初に海外に出たのはタイ
の1986年で、中国ももう25年ぐ
らいになりました。私どものお
客様が海外に出て行かれるから
当社も、という自然な流れによっ
て始まりました。成形機メー
カーさんはすべて海外に出てお
られ、
“日本製”を大事にするた
め最初は海外生産されていませ
んでしたが、ここ10年で、かなり
の会社が中国で生産されるよう
になり、タイなどに生産拠点を
置かれているところもあります。

成形工場がメインですが、標準
品のほうは、成形工場以外に同
業者もお客様になり得るという
視線を持ち始めたところです。
例えば、凄く品質の良い乾燥機
を当社が作れば、同業の乾燥機
メーカーが、それなら一部でも
当社から購入していこうかとい
うこともあるわけです。

■柔軟な発想と他社との交流で、
企業グレードを高める
自動車業界を見ると、電気自
動車、自動運転という新しい流
れが来ています。エンジンは無
理ですが、燃費のためにできる
だけ軽量にしたい電気自動車で
は、金属よりも樹脂が多く使わ
れていくでしょう。さらに、自
動運転ではいろいろなセンサー
が使われ、それらのセンサーは
ある程度樹脂で作られることが
多く、期待が持てる分野となっ
ています。
このような展望のもと、
グロー
バル化を推進し、お客様がどこ
に行かれても、日本と同じレベ
ルの製品とサービスを提供でき
るというのが、
当社の強みです。
現在、日本を含めた15ヶ国、全
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50拠点に拡がっており、そのう
ち生産拠点は、日本、韓国、タ
イ、インド、アメリカと中国２
拠点の計７ヶ所ですが、基本的
に同じ性能、同じ品質の同じ商
品を作っています。開発は、日
本のほか上海でも行っており、
中国市場に合わせて独自に開発
した商品を一部販売しています。
海外では、この数年の間に、
特にメキシコがぐっと伸びたな
という感触を持っています。
ヨーロッパはなかなか難しい部
分があるので、自社の拠点とい
うよりは代理店を増やしていこ
うという方向になっています。
このヨーロッパ市場に対する姿
勢、つまり拠点を増やすのでな
く、まず代理店やパートナーを
うまく活用することが、今後の
海外展開の基礎になっていくで
しょう。実はインドも、我々独
自で展開しているのでなく、合
弁であり、そういう選択肢もあ
ります。また、同業者にOEM
を働きかけ、我々のブランドで
なくとも、実は我々の製品でそ
の市場をカバーするという道も
あります。アジアの場合は、そ
こに自社の拠点を作って進出し
ていきましたが、これから例え
ば中東やアフリカ、南アメリカ
など我々がまだ行っていない地
域に出て行こうとする時、そう
いういろいろな方策の中から検
討していくことになるでしょ
う。必ずしも全部自分たちでや
る必要はないと思っています。
ですから、私は海外出張の際に
は、提携候補の企業を訪問した
り、全く異なる業界の方と会っ
たりして、人脈を広げるように
しています。自社と全く関係の
ない異分野の方と会うことで、
これまでと違う発想が出てくる
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▲ グローバルネットワーク

こともあるのです。
人財については、若い人には
どんどん海外を体験してほしい
ので、新入社員は２年後あるい
は３年後に海外拠点に送ってい
るのですが、経験が浅く、言語
が違っても、何とかお客様とや
りとりできるようになります。
また、日本で採用した人を海外
へ派遣するだけでなく、海外で
育ち海外で採用した人に日本で
働いてもらう、あるいは、例え
ば中国で採用した人をインドに
派遣するということも増えてい
くだろうと考えています。
先ほど述べた『factor4（ファ
クター４）
』の考え方を基盤と
して、当社は『グリーン・モー
ルディング・ソリューション協
会』を立ち上げました。これは、
グローバルなプラスチック成形
産業に向けて、より少ない資源
で高付加価値を生み出す成形の
普及を図るもので、専門性を持
ついろいろな企業にメンバーに
なって頂いて一緒に活動し、
我々が取りまとめています。例
えば、金型の中で樹脂がどのよ
うに流れ、熱がどのようにやり
とりされているかなどシミュ
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レーションする会社、樹脂製品
を軽量化するための発泡成形に
おいて、さらに精密なマイクロ
発泡ができる会社など、日本国
内だけでなく台湾やアメリカ、
ヨーロッパなど一歩進んだ技術
や豊富なノウハウを持っている
企業に参加して頂いており、展
示会など共同で技術をPRした
りしています。
我々のお客様に対しては、お
客様の課題を解決するために必
要な技術が協会参加企業の中に
あれば、我々がそれをピック
アップして提供します。このよ
うな形でお客様の課題に対応す
るというケースは、特に海外で
どんどん増えてきています。松
井製作所がどういう会社かご存
知の国内のお客様に対しては、
当社が専門としてきたもの以外
のニーズやお困りごとをもっと
スムーズに聞き出していけるよ
う努めていかねばなりません。
今後も生活に密着したプラス
チックの未来を強力にサポート
できるよう、柔軟な思想を持つ
企業活動を展開していきたいと
思います。
（インタビュー取材・文責在編集部）

私の七転八起
第25回

疾風に勁草を知る


㈱東研サーモテック

代表取締役会長

川嵜

修

父から社長業を引継いで27年が経過し、

との思いで一杯でした。ある仕入れ先から

2016年に息子にバトンタッチしました。

「振り出した手形を現金に替えてくれ」と

今は実務は社長に任せて、会長として少し

言われ、既に「会社の信用不安の情報が流

自分の時間を持てるようになりました。

れているんだ」と覚悟を決めました。

社長時代を振り返ってみると、80年代

「よしこうなったら、何が何でもこの危

後半のバブル期、世の中全体が浮かれてい

機を乗り越えてやるぞ！」

た時代から、その後長く続いた日本経済の

私自ら現地に飛び、現地日本人社長に

低迷期、2008年のリーマンショック、東

「あらゆる経費削減策を考えて実行しよ

日本大震災後の混乱等をよく乗り越えてき

う！」と指示をし、その確認に何度も現地

たなという思いがあります。

へ赴き、タイ人にも「決して撤退はしない」

しかし、経営者としては、1997年のア

と約束しました。この間、現地社長が飛行

ジア経済危機の対応が、私の最大のピンチ

機で移動中に、心労で胃に穴が開いて緊急

でした。95年に自分が社長になって初め

入院することもありました。

て大きな決断をしたタイへの海外進出は、

必 死 の 経 費 削 減 策 を 続 け る う ち に、

スタート時は非常に順調で、中小企業の海

2001年頃から光明が見えてきました。

外進出の成功例としてメディアにも取り上

この危機を乗り越えた後に、日本の自動

げられ、日刊工業新聞の青年経営者賞を受

車メーカーのタイ進出が本格化し、同業他

賞しました。

社が撤退した中、先行者優位で大型の受注

既に第２期工事や追加投資も含めて20

に結びつけることができました。

億円を超える投資をしていた中で、バーツ

現在は、
「金の卵」を産む会社となりま

暴落によるアジア経済危機に遭遇したので

したが、この苦しかった時期にある先輩経

す。何しろ「何が起きたのかも把握するこ

営者の方から「川嵜さん、こんな時こそ『疾

とができない」中で、多くの経済評論家が

風に勁草を知る』だよ。
」と言われ、
「湿布

「回復には３～５年かかるでしょう」との

には珪藻が効く？」とよく知らなかった自

見方をしていました。５年もかかるのであ

分を恥じると共に、今ではこの言葉が忘れ

れば、「会社として持たないかもしれない」

られません。
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社内改革を断行
「価値の創造・世界に通じる」
企業を目指す

ハツラツ社長登場
（第59回）

㈱マコト電気

代表取締役社長

上村

武

所在地 〒５３０－０００１ 大阪市北区梅田3-4-5（東京営業所 茨城県鹿島出張所）
ＴＥＬ 06－7175-7950
ＦＡＸ 06－7176-1278
創 業 1946年1月（創立1951年1月27日）
従業員数 ８７名（２０１８年７月現在）
資本金 8,000万円
事業内容 総合エンジニアリング商社（計測制御機器・システム、各種分析計、
産業関連機器、冷熱関連機器、映像・監視、発電・変電制御、受変電
機器、システムエンジニアリング）
ホームページアドレス http://www.makotodenki.co.jp/

■ 経営理念

⃝我々は、誠の心で、計装システムを中心とし
たエンジニアリング商社として、社会の発
展・未来の創造に貢献します。
⃝我々は、社会インフラ・生活物資の安定供給
に貢献し、人々の暮らしを豊かにします。
⃝我々は、お互いに認め合い成長して、仕事の
喜びを分かちあいます。
■ 当社の歴史

初代社長が、
終戦直後の焼け野原の天王寺で、
古い倉庫を借りて、電力・ガス・水道等の復旧
の為に、計測器の修理改造作業に奔走したのが、
当社のスタートです。
その後、昭和32年には、通天閣の電気工事の
仕事にも一部携わらせていただき、復興した大
阪に明かりを灯すと共に、当社も飛躍した年で
もありました。
以降、計装・制御・電気・分析・監視を中心
に、大阪の地で「お客様」
「仕入れ先様」
「社員」
に恵まれ、
商いを続けさせていただいております。
■ 私の歴史

私は、学校卒業後、大手電機・機械メーカー
でお世話になり、2015年４月に「マコト電気」
に入社。2016年５月に第４代目社長に就任させ
ていただきました。
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■ 当社の主な内容
大きく別けて「電力・エネルギー分野」「社
会インフラ分野」
「産業分野」のお客様に対し
て営業活動をさせていただいています。製品で
は、日立製作所様並びに日立グループ各社様の
製品・システムを中心に「計測制御」
「各種分
析計」
「産業機器関連」
「冷熱機器関連」
「発電・
変電制御」等多岐に亘ります。又、弊社社内に
「エンジニアリング部門」を持ち計測・制御を
中心にお客様にシステムをお届けしています。
■ 社長として取組んだ内容
（会計改革）
私自身が、営業畑の出身で、知識が乏しい事
もありましたので中小企業を応援してくれる税
理士さんと新たに顧問契約を結びました。又、
最新の会計システムを導入致しました。
お陰様で、経営数値が明確になり、月次決算
においても、毎月、適切なアドバイスをいただ
き、経営の見える化を進める事が出来ました。
今後は、従来の販売管理システムと、会計シス
テムを更に連動させて、各部門別の業績・数値
をタイムリーに見えるようにして、経営判断を
スピーディーに出来るようにして行きたいと思
います。
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ハツラツ社長登場
実践を進めております。

（社内改革・働き方改革）

次に取組んだのは、社内・社員の空気を変え
る事でした。私が今の会社に入社した当時は、
非常に重い空気が社内に流れていたように思い
ます。又、社員の中でも何を言っても変わらな
いといった、諦め感が漂っていました。
更に、精神的な病から長期間休んでいる社員
も多く、私が、社長に就任する前後に優秀な社
員が数多く退社し非常に寂しい思いをしました。
昨年は、新たに中期経営計画を立案する年で
ありましたがこの様な空気の中で、実際に動い
てくれる社員のマインドが下がったままでは、
計画が「絵に描いた餅」になるのが明白でした
ので、計画を中断し、社内改革を断行致しました。
まず取組んだのは、数多くの社員の意見を聞
く為に、部門別・階層別に研修会・飲み会をス
タートさせ、今では、三巡程致しました。特に、
刺激を受けたのは、一般女子社員の方々の意見
でした。全員が会社の事を思ってくれていなが
ら変わらない会社に不満を感じていました。そ
こで、提案のあった事を、少しずつではありま
すが、実行・改革していきました。
更に、大勢の前では喋れない社員の為に、
私しか開く事が出来ない「目安箱」を設置しま
した。設置した当初は、
「過去も設置した事は
あるが、誰も投書しない」といった意見が出ま
した。
それは、意見を聞いても、実行されない為諦
めて投書しなくなったのが、実情の様でした。
幸か不幸か、２ヶ月に１件程度の投書があり、
「住宅手当」「食事手当」
「分煙」といった内容
の他に、
「パワハラ」
等深刻な投書もありました。
目安箱の内容についても、取締役で議論し、
決定した事は朝礼等で、全員に判るように説明
をしています。
次に取組んだのは「働き方改革」です。働き
方改革といっても政治で取組んでおられる「時
間短縮」だけでは無く、社内に「給与体系」
「評
価制度」について、不公平感・不透明感が漂っ
ておりましたので、社内中堅社員でプロジェト
を組み更には、コンサルの先生にも入っていた
だき骨格が出来上がり、評価者研修等を行い、

（経営理念策定）

長い歴史を持つ当社でありますが、社員が共
有出来る理念が無い事に気付きました。企業と
して長く生き残る為に、社員全員で追い続ける
理念（目的）が、不可欠と考え、複数の専門の
先生方のご指導も得、
昨年末に制定致しました。
今後は、社員全員が共有出来るよう浸透させる
と共に、迷った時は、経営理念を思い出して経
営を続けていきたいと思います。
（営業改革）

そして現在取組みを始めたのが、営業改革で
す。当社は、今迄公官庁等安定してご注文をい
ただけるお客様に恵まれていました。但し、世
の中が激変する中では、乗り遅れている事も多
くあります。又、社員の気持ちの中に、少し、
貪欲さに欠けている事も否めません。そこで、
今年度から、
全ての部門を社長直轄組織として、
売る為・売れる為・社会に役に立つ必要な事
は、即断・即決出来る組織と致しました。又、
今後、弊社が100年200年続く企業として、世の
中の変化に応じて対応・提案出来る、
「マコト
独自のシステム」を創り出す為の、部門（事業
戦略室）を新たに創設致しました。又、エンジ
ニアの補強を国内外問わず、急速な補充を図っ
ています。当面のテーマ（分野）である「IoT」
「ヘルスケア」
「安全・安心」
「エネルギー」に
おいて、マコト独自システムを今後、創造・提
案出来るように、取組んで参ります。
■ 最後に

社長として未だひよこであり、無知の事も多
く有りますので、
「大阪府経営合理化協会」で
お付き合いさせていただく諸先輩のお話を聞か
せていただき、少しでも見習い・追い付いて、
「至誠」の心で、会社経営を続けていきたいと
思います。
そして、
社名・社長が変わっても、
「経営理念」
を追い続ける「価値の創造・世界に通じる」企
業でありたいと願っています。

－ 14 －
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講演録

TEC７月例会より

「若さを保つ
アンチエイジング

のすすめ」
同志社大学 生命医科学部
アンチエイジングリサーチセンター
糖化ストレス研究センター
教授
私は日本鋼管病院で従業員やその家族の健康
増進に取り組み、2000年にアンチエイジング
ドックをつくりました。日本でも世界でも初めて
でしたが、何万人も対象にできないので、2004
年から60名の役員を対象にアンチエイジング検
診を始め、これは今も続けています。企業の経
営において「健康」は大切で、厳しい状況を乗
り切っていくために不可欠であると説得をした
のですが、皆様にも言えることだと思います。
アンチエイジングという言葉を私が知ったの
は1999年でした。病的な老化を治すことができ
ると知り、2001年には日本抗加齢医学研究会を
つくりました。発足当時は20名でしたが、今で
は日本抗加齢医学会という名称で会員数は8000
名を超しています。
人間は誰でも年を取ります。それは仕方がな
いことで、アンチエイジングの目的は不老長寿
ではありません。問題は病的な老化で、早めに
発見して治すことが可能です。つまり「アンチ
病的エイジング」です。エイジングという言葉
には成長、成熟という意味もあります。子供か
ら大人まで発育・成長・成熟・老化すべてを含
めた概念なのです。その病的な部分をうまく制
御しよう、コントロールしようというのがアン
チエイジングです。

■重要な２項目で８割の結果を出す
「パイレーツの法則」
抗加齢医学の目標は健康増進、QOLの向上、
健康長寿です。学問としては、ありとあらゆる
科学を結集して老化のメカニズムを追求し、病
的な老化の予防と治療に活用すること。老化の
予防診断はアンチエイジングドックということ
になりますが、この診断が非常に大切なのは、
老化の仕方が人それぞれ異なるからです。動脈
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米井

嘉一 氏

硬化が進んでしまう人もいれば、骨がもろくな
る人もいれば、脳神経系の老化が進む人もいま
す。あるいは、筋肉が衰えて力が入らない、寝
たきりになる人もいます。もちろん、ある日突
然発作が起きて、という人もいますが、じわじ
わ、じわじわ衰えていって…という場合の方が
多い。動脈硬化も、ある日突然血管が詰まると
いうより、細くなって、だんだん詰まっていく
わけですから、その段階でこれ以上細くならな
いように予防・治療することが可能で、それを
やっていこうというのがアンチエイジングの考
え方です。早めに自分の老化の兆候で一番大き
なところを見つけて、食事・運動・精神療法、
場合によってはサプリメントや薬を使って、治
していく。
百歳を超えても認知症にならず、ガンなど大
きな病気もなく、自立した生活をしている人を
健康長寿の成功者、
「百寿者」と呼び、日本で
もアメリカでもいろいろな研究をしています。
アメリカでは５万人規模、日本ではその10分の
１以下の規模ですが、そうした研究の結果、百
寿者は頭に柔軟性があり、比較的前向きな考え
方をする人が多いことなどがわかってきていま
す。その研究成果をひと言でまとめると、
「心
も体も全身がバランスよく均質に老化してい
る」
ということです。体を筋肉、血管、神経、骨、
ホルモン系などに分けて考え、筋年齢、骨年齢、
血管年齢、神経年齢、ホルモン年齢の５つの機
能年齢の調和が取れていれば健康長寿につなが
ります。逆に、その５つのどこかに弱点がある
と、それが足を引っ張って正常な部分にまで悪
い影響を及ぼし、やがて命取りになります。そ
れが問題なのです。例えば、筋肉は使わなけれ
ば衰えます。筋肉が衰えて、動けなくなると血
管も衰えます。血管は脳を含め全身に酸素と栄
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養を供給していますから、供給力が衰えると機
能がどんどん衰えます。血管の老化は動脈硬化
で、脳の血管が詰まれば脳梗塞、心臓の血管が
詰まれば心筋梗塞になります。
さらに老化の危険因子として、免疫・糖化・
酸化・心身の４つのストレスと生活習慣の計５
つがあります。機能年齢とこの危険因子を合わ
せた老化指標10項目のうち、重要な２項目を改
善することが大事ですよというのが「パイレー
ツの法則」です。パイレーツというのは海賊で
すが、ここでは敵と戦う存在だと思って下さい。
10匹敵がいたら、１番強そうな２匹を先に退治
する。そうすると後は放っておいても目標の８
割を達成できる。老化指標10項目のうち、最も
重要な２つの項目、例えば最も老化した機能、
最も危険な因子を取り除くことによって８割方
健康になれるということです。
これを受診者に任せるとどうなるか。例えば、
筋肉トレーニングを好きな人はそればっかりやっ
て筋肉モリモリになるけれど、血管とのバラン
スが悪くなって動脈硬化になりがちだというこ
とが最近わかってきました。足りないところを
改善して、バランスを取ることが大切なのです。
私の場合、11年前の老化度判定のなかではホ
ルモン年齢が１番弱点でした。数値としては当
時の実年齢と同じだったのですが、ほかの４項
目は10歳以上実年齢より若いという判定でした
から、ホルモン年齢が弱点だと判明しました。
自分のどこが１番衰えているかを見つけること
に意義があるのです。危険因子の方では酸化ス
トレスが１番の弱点でした。こうした結果を踏
まえて、メラトニンを服用すること等で、６年
後にはホルモン年齢は実年齢より12歳若いとい
う判定で、弱点をやっつけたということになり
ます。人間だれでも「あれもこれも」は無理で
す。10個のうち２つぐらいならできますから、
それで８割改善するなら、その方が、効率がい
いわけです。

■老化を促進する危険因子、
糖化ストレス
私は「酸化ストレス」が弱点でしたが、最近、
増えているのが「糖化ストレス」です。生き物
は何百万年、何千万年も前から酸化と戦ってき
て、その成果として抗酸化システムは発達して
います。ところが糖化と戦い出したのは、たか
だか数十年前。栄養が足りない時期は糖化と戦

▲ ７月17日TECで講演

う必要はなかったからです。20年や30年で人間
の体は変わりませんから、我々は糖化に対して
無防備なのです。
糖化とは何かというと、お好み焼きの具材に
熱を加えるとだんだんキツネ色になり、うまい
具合に焼けたところでソースを塗るといい香り
が漂って…というのは全部、糖化反応です。食
べ物ならＯＫですが、人間の体で糖化が起きる
と病気になったり老化が進んだりします。糖尿
病は糖化ストレスが強いと引き起こされます
が、糖化ストレスは健康長寿の前に立ち塞がる
大きな壁なのです。
糖分や脂肪を摂り過ぎるとアルデヒドという
物質が体内にできます。これが敵です。アルデ
ヒドが体の中の蛋白質と反応してどんどん変化
し、キツネ色になっていく。そしてAGEsとい
う糖化最終生成物、つまり老廃物がたまってい
きます。たまるだけではなく、AGEの受容体
にくっついて炎症を起こします。蛋白質が固く
なると、蛋白質のなかにはインスリンなど、い
ろいろの機能を持ったものがあり、その機能が
失われていきます。ですから、体の中でアルデ
ヒドと蛋白質が反応したもの、AGEsがたまっ
ていくと、動脈硬化・骨粗鬆症・認知症・皮膚
老化・加齢黄斑変性・白内障・卵巣機能低下な
どいろいろな病気を引き起こすのです。
果糖やブドウ糖、そして脂質やアルコールか
らもアルデヒドができます。アルデヒドができ
やすい状態は食べ過ぎ、糖尿病、脂肪肝などの
ほか酒の飲み過ぎ、喫煙、朝食抜き、運動不足、
睡眠不足などです。
最近、急激な高血糖を「血糖スパイク」と呼
んでいますが、このときに連鎖反応でいろいろ
なアルデヒドができてきます。これを「アルデ
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ヒドスパーク」と名付けました。まだ一般的で
はなく、そのうちに「ガッテン！」で取り上げ
られるかもしれませんが（笑）
、皆さんは今、
最先端の勉強をされているわけです。
「アルデ
ヒドスパーク」がAGEの原因なのです。
お酒を飲むと顔が赤くなるタイプの人は、エタ
ノールが代謝されて、アセトアルデヒドになる
ために、顔が赤くなり心臓がドキドキしたりし
ます。このタイプが飲むと一番いろいろな影響
が出ます。タバコも糖化ストレスが増悪します。
最近わかったことですが、
「睡眠の質」が悪
いと血糖が上がり、糖化ストレスが強くなりま
す。いびきや睡眠時無呼吸症などは治した方が
いいです。睡眠のサイクルは約90分、５サイク
ルで７時間半が理想です。
食べ物からエネルギーを摂取しますが、その
70％は筋肉で使われます。
その筋肉が衰えると、
使いようがなくて余ってしまい、糖化ストレス
につながります。
脳が使うのは20～25％ぐらい。
経営者の方は頭を使っているので、認知症の人
は少ないですが、やはり頭だけではなく筋肉も
衰えないようにした方がいい。１番衰えやすい
のは太腿の筋肉です。これはスクワットで鍛え
られます。ゆっくり椅子から立ち上がるという
動作でもいいのです。ただ、痛みは警告ですか
ら、痛みが出る前にやめる。しかし、筋肉の老
化で最もいけないのは「安静」です。どんどん
衰えます。腹筋、背筋が衰えて寝たきりになっ
てしまう可能性もあります。女性はふくらはぎ
を鍛えると長生きするようです。長生きした人
のデータを見ると、ふくらはぎの筋肉があまり
衰えていないことがわかっています。
では、糖化ストレスを減らすにはどうしたら
いいか。まず、
「よく噛む・ゆっくり食べる」
。野
菜から食べ、急激に血糖を上げない。寝る直前
に食べない。夕食後２時間あける。朝食を抜く
と、昼食後の血糖が急激に上がりますので、朝食
は必ず食べる。毎日、野菜や果実、茶、ハーブ
ティーなど抗糖化食品を積極的に摂る。場合に
よってはサプリメントも利用するとよいでしょう。
炭水化物を摂り過ぎるのもよくないので、蛋
白質：脂質：炭水化物の比率を２：２：６に。
糖質が問題なら０にしようと考える人がいます
が、それはバランスが崩れ、腸内環境が悪化す
るなどよくないので、２：２：６に近づけるこ
とが健康法として一番おすすめできることで
す。牛肉100gの蛋白質が23gですから、１日70g
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以上になるよう工夫することから始めて下さい。
AGEs生成を減らす食品としてはお茶や野
菜、味噌・醤油などの発酵食品、皮付きのりん
ごなどフルーツ類があります。
睡眠が重要という話をしましたが、メラトニ
ンが関わってきます。メラトニンは抗酸化作用
もあり、AGEsを分解する作用もあります。メ
ラトニンは真っ暗な環境で眠らないと分泌され
ないので、部屋を真っ暗にして眠ること。私は
アイマスクをして寝ています。病院勤務で当直
もありますので、先ほど申しましたメラトニン
を11年服用して、
ホルモン年齢を改善しました。
「病は気から」という言葉があります。老化
も気から、若さも気からです。経営者の方はと
くに「気」が重要で、やる気、気力のある方が
多いと思いますが、老化への対応もまず「気」
からです。そして、ちゃんと寝ること。私にも
ストレスはありますが、厭なことがあるとふて
寝します（笑）
。つまり、ポイントは「気力」
と「休む」の二つです。
最近、
「Happy people live longer（幸せな人
は長生きである）
」という論文が出ましたが、
幸福に関する科学的な研究が進んで、実証され
ています。
幸せは周囲の人にも伝染しますから、
疲れたり嫌なことがあったら十分に寝て、幸せ
を目指す。昼寝も悪くはないのですが、理想的
には夜十分に寝て、昼寝のいらない体にするこ
と。でもその一番よいことができなければ、二
番目によいことをすればいいのです。経営者の
皆さんが幸せであれば、社員の皆さんにも広が
りますので、ぜひ「Happy people」を目指し
ていただきたいと思います。
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（平成30年７月TEC７月例会より収録・文責在編集部）

米井 嘉一 氏
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1958年東京生まれ、1976年武蔵高校卒業、1982
年慶應義塾大学医学部卒業。1986年慶應義塾大
学大学院医学研究科博士課程修了の後、UCLA
留学、1989年帰国。日本鋼管病院内科人間ドッ
ク脳ドック室部長などを歴任。2005年同志社大
学アンチエイジングリサーチセンター教授、
2008年同志社大学大学院生命医科学研究科教
授。日本抗加齢医学会理事。
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第11回 「 合 理 化 の 日 」

第１回 学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞
９月26日（水）第11回「合理化の日」を開催し、当日記念講演（辛坊治郎氏）
、学生に教え
たい働きがいのある企業大賞表彰式150名、懇親会100名の会員にご参加頂きました。
表彰式では、先進的な中堅・中小企業を「学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞」
として顕彰し、17社（下記参照）を表彰しました。また、会員企業の社員で顕著な実績を残
された方を「優秀社員」として６名表彰しました。
第１回「学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞」受賞企業一覧
1

株式会社アスコット

大賞

2

株式会社ロブテックス

大賞

3

ナカザワ建販株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞

4

株式会社シナプスイノベーション

審査委員長賞

5

大阪銘板株式会社

特別賞（長寿部門）

6

株式会社Be＆Do

特別賞（ベンチャー部門）

7

幸南食糧株式会社

奨励賞（理念浸透賞）

8

株式会社関通

奨励賞（理念浸透賞）

9

株式会社ナカキン

奨励賞（元気なものづくり企業賞）

10

ロザイ工業株式会社

奨励賞（元気なものづくり企業賞）

11

株式会社山田製作所

奨励賞（元気なものづくり企業賞）

12

安田株式会社

奨励賞（ビジネス変革賞）

13

西川産業株式会社

奨励賞（ビジネス変革賞）

14

ノアインドアステージ株式会社

奨励賞（リーダーシップ賞）

15

新教育総合研究会株式会社

奨励賞（リーダーシップ賞）

16

株式会社竹延

奨励賞（リーダーシップ賞）

17

株式会社採用戦略研究所

奨励賞（リーダーシップ賞）

▲ 記念講演

▲ 表彰式
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「大阪から世界に発信」 第２回
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大阪府政策企画部 万博誘致推進室
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
課長補佐 田中
博之
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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2025年国際博覧会の誘致

1 ● 国際博覧会（万博）の誘致について
2025年の万博誘致の実現に向けて、官民一体
のオールジャパン体制で誘致活動に取組む
「2025日本万国博覧会誘致委員会」を昨年３月
に設立し、翌４月に“いのち輝く未来社会のデ
ザイン”というテーマを掲げ、BIE（博覧会国
際事務局）に対し、2025年に開催する万博に日
本（大阪・関西）が公式に立候補することを届
け出ました。その後、９月に正式な立候補申請
文書となるビッド・ドシエをBIEに提出しました。
今年３月にはBIE調査団が来日。開催計画に
対するヒアリングをはじめ、大阪府知事や大阪
市長への表敬訪問、会場候補地となる夢洲（ゆ
めしま）や多くの人で賑わう道頓堀の視察など、
開催能力の高さや国内の誘致機運の盛り上がり
などを確認した調査団からは、
「良好、ポジティ
ブ」との評価を得ました。
今年11月23日に開催されるBIE総会におい
て、170ヶ国のBIE加盟国の投票によって、日本、
ロシア、アゼルバイジャンの中から2025年の万
博開催国が決定する予定です。

2 ● 万博の会場計画
開催を目指す万博の会場候補地は、大阪湾の
人工島である夢洲の約155ヘクタールを活用す
ることとしています。開催期間は、2025年５月
３日から11月３日までの６か月間の予定です。
想定来場者は約2,800万人で会場建設費は1,250
億円としています。
1970年の大阪万博では太陽の塔というシンボ
ルがありましたが、今回はあえて中心をつくら
ない離散型の会場デザインで、多様性の中から
生まれる調和と共創によって形成される未来社
会を表現しています。また、２つのエントラン
スと５つの大広場をつなぐようにメイン通りを
設置し、その上には大屋根を設置します。会場
内の５ヶ所に設置される「空」
（くう）と呼ば
れる大広場では、AR（拡張現実）やMR（複
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万博会場となる夢洲（出典：経済産業省パンフレット）

会場内「空」（出典：経済産業省パンフレット）

合現実）技術を活用した展示やイベントなどを
行い、来場者の交流の場とします。なお、夏場
の暑さ対策としては、木陰を作ったり、ミスト
シャワーを整備したり、あるいは会場内に少し
水路を作って水に親しんでいただくことを検討
しています。
会場へのアクセスは、大阪メトロ中央線によ
る輸送と各駅からのシャトルバスが主になりま
す。車のアクセスは、隣の人工島である舞洲（ま
いしま）にも大きな駐車場を設置し、駐車場から
シャトルバスに乗り換えて会場にアクセスします。

3 ● BIE加盟国への働きかけ
万博開催国がBIE加盟国の投票によって決定
することから、これまで各国に対して大阪・関
西での開催を支持していただくために、BIE総
会開催時にプレゼンテーションを行うなどの働
きかけを行ってきました。
立候補を届け出てから初めてとなる昨年６月
のプレゼンテーションでは、安倍首相がビデオ
メッセージで登場し、国として大阪・関西での
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安倍首相ビデオメッセージ（経済産業省作成）

万博開催を全面的にサポートすることを表明。
そのあと登壇した誘致委員会の榊原会長（当
時の経団連会長）が、「我々は、SDGs（持続可
能な開発目標）のフロントランナーとなり世界
の持続的成長に貢献する。
」と訴えるとともに、
誘致委員会の松井会長代行（大阪府知事）が、
「大阪・関西は万博のテーマを実現するポテン
シャルを有した地域である。
」とアピールしま
した。
11月のBIE総会では、海外でSDGsに取組む
日本企業の女性社員と日本での留学経験がある
外国人男性が、自らの実体験などを踏まえ、大
阪・関西での万博の開催意義やSDGs達成に向
けた継続的な日本との共創への希望についてス
ピーチしました。また、誘致委員会の吉村副会
長（大阪市長）が、「大阪・関西はすでに万博
を迎える用意がある。
」とアピールしました。
今年６月のBIE総会には、京都大学医学部の
学生やノーベル賞を受賞された京都大学iPS細
胞研究所長の山中教授、世耕経済産業大臣、誘
致委員会の榊原会長などが登壇。山中教授は、
「万博がいのちに光を当てる偉大な実験場にな
る。やれることはなんでもやる。
」と、BIE加盟
国にアピールを行いました。世耕大臣は、「約
100か国に向けて様々な支援を行うなど、日本
政府としてきめ細やかなサポートを尽くす。
」
と訴えました。
BIE総会におけるプロモーション以外にも、
カザフスタンで昨年開催されたアスタナ博覧会
や、各国で開催される国際会議の機会を捉える
など、様々な場においてBIE加盟国に働きかけ
を行っています。

4 ● 国内機運の盛り上がり
国内における誘致機運も、大阪・関西を中心
に非常に盛り上がっています。誘致委員会を中
心に、会員登録や署名活動など万博誘致の賛同
者拡大に取り組んできた結果、本年３月のBIE
調査団の来日時点で全国の賛同者が100万人を

突破し、開催に向けた熱意を大いに示すことが
できました。また、大阪府内のすべての市町村
の議会、全国すべての都道府県の議会で万博誘
致に向けた決議をいただくなど、現在、それら
の団体数は200を上回っています。
また、サッカーワールドカップ・ロシア大会
に日本代表として出場された本田圭佑選手、
SNSを活用した情報発信力に定評のある中川翔
子さん、藤田ニコルさん、世界的に人気のある
キャラクターのポケモン、
キティちゃんなどが、
誘致委員会の“スペシャルサポーター”として、
機運の盛り上げにご協力を下さっています。
例えば、誘致委員会では、このたびポケモン
と連携し、
「ポケモンEXPOタイプ診断」とい
うサイトを誘致委員会のホームページ上に立上
げました。このサイトでは、ポケモンと万博に
関する質問に答えると、回答者のEXPOタイプ
が診断され、関心がありそうなSDGsのゴール
が表示されるようになっています。皆さんもぜ
ひトライしてください。

誘致委員会ホームページ https://www.expo2025-osaka-japan.jp/

5 ● 今後の取組み
開催国決定まで残された期間は約１ヶ月半と
なり、誘致活動は最終盤を迎えています。ライ
バル国であるロシア、アゼルバイジャンも誘致
活動を強化しており、１票の獲得に向けた厳し
い戦いが最後まで続きます。11月の投票で、
BIE加盟国の過半数の支持を得られるよう、国
や経済界、自治体それぞれが、自らの資源、ネッ
トワーク等を最大限活用し、
「やれることはす
べてやる」という認識の下、
「総がかり」で最
後まで活動を展開してまいります。
開催国決定まであとわずかな期間ですが、誘
致実現に向けた機運醸成など皆さまの引き続き
のご支援・ご協力をお願いいたします。

－ 20 －
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経営に関す る

健 康悩 み の 相 談 室
第9回

パワハラで社員が不調に…
どうやって防ぐ？
山

下

良

成

キャリアマネジメントコンサルティング株式会社
メンタルヘルスケア（EAP）事業部マネージャー
EAPコンサルタント／産業カウンセラー

■厄介なパワハラ問題こそ予防が重要
これまで多くの相談事案に対応してきた弊
社でも、パワハラで大きな心理的ダメージを
負って休職に追い込まれた方が、その行為者
と関係を改善させて上手くいったというケー
スはほぼ耳にしたことがありません。一般的
には心身の健康面の回復を待って、配置転換
などにより行為者と被害者の距離を置き、心
理的安全を確保させるなどの対応を行なうこ
とが多いようです。規模が小さく、異動先を
確保できない事業者は対応に苦慮していると
いうのが現状です。となればパワハラが起こ
らないように予防したり、起きてしまった場
合も悪化する前に対応したりすることが重要
になります。
■効果的なマネジメントの視点を持つ
パワハラ予防の話になると、「どこまでが
許されて、どこからがパワハラなのか」とい
う議論になり、明確な境界線を求めようとす
る声が挙がります。それも大切なことですが、
ともすると「ここまではパワハラではないの
だから私は間違っていない」という態度で、
自分自身のマネジメント手法を振り返ること
をせず、現場は何も変わらないということに
なる恐れがあります。
確かに裁判などになった場合、最終的には
白か黒か判断が下されることにはなります
が、経営から考える場合、法律的な視点もさ
ることながら、効果的なマネジメントができ
2018. 秋号

ているのかの視点がより重要になります。
例えば、上司から部下へのマネジメントの
過程でパワハラが起きたとすると、真意が伝
わっていないだけでなく、相手を傷つけてし
まっているわけですから、これほどのロスはあ
りません。仕入れを１円でも安くする努力、生
産工程を１秒でも速くする努力と同じで、ここ
をカイゼンする意識を持ちたいところです。
■パワハラ問題に孕む組織の課題に向き合う
パワハラ問題が起きた場合は、何よりもま
ず被害を訴えている方に寄り添った対応が原
則です。行為者側は部下を傷つけた、思った
以上に落ち込ませたと知ったら、自分や会社
のやり方を振り返り、部下に向き合い、場合
によっては自分の非を認め、方法を改める勇
気を持ちましょう。
一方で、部下の方も、上司の表面的、感情
的な言動だけに囚われずに、
真意を汲み取り、
粘り強く理解しようとするタフな姿勢と、上
司をどのようにサポートしていくかという考
え方を持つことが求められます。さらに会社
は、様々なストレスによりマネジメントに余
裕が持てず、マネジメントが上手くいってい
ない上司をサポートする義務もあります。
パワハラ問題は個人の特性や相性の問題だ
けで片付けられるものではありません。被害
者にも行為者にもしっかりと寄り添って、そ
こにはらむ組織の問題をクリアにしてこそ予
防することができます。

－ 21 －

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

第14回

北浦愼三（TEC幹事）

名言・格言の英和対比により、グローバルな視点でも日本の視点でも同じ意味の格言を掲載し、
古今東西不朽の名言に触れたいものです。

Fortune comes in 

by a merry gate.
「 笑 門 来 福 」
（笑う門には福来たる）

笑ってさえいれば福が来る……そんな短絡的発想ではない。
「和をもって貴しと為す」の基本的考えがある。

＊ 会員の皆様方から英和対比の「名言・格言」を募集し、掲載します ＊

東証 2 部

当社は創業以来、化学品の専門商社として、技術コンサルタントを主体
にした技術指向型営業を行ってきました。商社でありながらファブレスに
よるもの作りを行うなど、より付加価値の高い商品提供を目指しています。
住

所

〒541-0057

大阪市中央区北久宝寺町一丁目 9 番 8 号

主な事業

原材料から加工品までの化学工業関連商品の製造販売、輸出入

代 表 者

代表取締役社長 小川

資 本 金

17 億1,660 万円

URL

和夫

http://www.sankyokasei-corp.co.jp/
－ 22 －

問い合わせ先
管理部
TEL 06-6262-2881（代表）

2018. 秋号

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
次号予告 新年号（１月１日発行） ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
❖
❖
❖
❖
❖
次号の特集テーマは、
❖
❖
❖
❖
❖
❖
⃝
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編集メモ
今や経営のグローバル化は必然となっています。歴史的
には、生産コストの削減を目的にしたものや取引先企業の
要請に応じての海外進出など様々な形態が有ります。
今号で取り上げた事例３社は、それぞれの展開で世界を
舞台に活躍されています。海外で評価される企業に共通し
ているのは独自の価値を創り上げている企業です。

（高安）
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