平成30年春号
巻頭言／技術革新で他社にできないものを創る 

目次
たく

原

拓

じ

志

神戸大学大学院 経営学研究科 教授

2

特集／技術革新による生産性向上





















事

例 わが社の技術革新で新製品・新事業開発 

3

小 川 洋 史
（事例Ⅰ）
ながれ
（流体）
制御機器を基軸に、
㈱フジキン 代表取締役 兼 CEO
		
設備投資と
“人財宝®”
で
		
多分野に新技術を届ける
		
日本流の第４次産業革命を先導する創造業へ
ひし

（事例Ⅱ）
ドローン市場の可能性とビジネス 

		

寄

だ

3

さとし

菱 田

聡

7

徳

10

菱田技研工業㈱ 代表取締役

～ニーズに即した産業用ドローンの開発～

稿 イノベーションと競争優位 

大

﨑

孝

名城大学 経営学部 教授


講演録 人や社会のお役に立ててこそ 
	
事業であり、企業である

中

山

哲

也

13

山

下

良

成

17

私の七転八起／ピンチに考え抜いてヒラメキが生まれた 
（第23回）

奥

山

泰

弘

18

ハツラツ社長登場／カーエアコン用フィルターに 
（第57回）
いち早く着目、
時代を見据えた
「快適整備」
を推進

長

安

純

19

トラスコ中山㈱ 社長

（2018年年頭大会より収録）

経営に関する健康悩みの相談室（第７回）

キャリアマネジメントコンサルティング㈱
メンタルヘルスケア（EAP） 事業部マネージャー

サンコーインダストリー㈱ 会長

パシフィック工業㈱ 社長

新会員企業紹介 

21

協会トピックス「2018年年頭大会」

21

第12回

名言・格言集 

北

浦

愼

三

6

小

島

康

男

1

太陽シンクス㈱ 社長

ワイドレンズ 

小島総合研究所 所長

表紙の説明







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）

ooooo

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

小島総合研究所
所長

小島

康男

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）
製造現場ではロボットの導入などで生産性の向上が進んでいます。これま
で生産性が低いといわれていたオフィスワークでも生産性向上の取り組みが
始まっています。あるビール会社では、大手小売がウェブサイトで提供する
POSデータを毎日ダウンロードして分析しています。十数社のサイトから20
以上のカテゴリー単位ごとに手作業でダウンロードするので、時間がかかっ
ていました。このダウンロードをRPA（PCを使った定型作業を自動化する
技術）のソフトで自動化することにより、年間で約5700時間の手作業が減り
ました。
RPAは今ちょっとしたブームです。派遣会社は派遣社員の仕事がRPAで
置き換えられ、契約が解除になるのではと危機感を抱いているようです。
AIやロボットで代替される仕事が増えています。単なる人員削減に終わら
せず、その時間を売上や利益を上げる創造的な仕事に使えるようにすること
が、目指す方向だと思います。
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イノベーションは技術革新にあらずと言われる。確かに、イノベーションは、技術革 


 新だけではなく、近年ビジネスモデルやサービスの革新が経済に大きな影響を与えてい 
 る。 しかし、もの造りを生業としてきた中堅・中小企業がビジネスモデルやサービス 


 の革新のキー・プレイヤーやプロデューサーとなることは不可能とは思わないが、なか 
 なか困難であろう。むしろ現実的な方向は、得意技の技術を活かすことではないか。



ただし、それは必ずしも技術を磨くことと同義ではない。技術の質をおろそかにして 

 はならないが、技術のレベルを上げるだけなら競合他社に追いつかれる可能性が高い。 


 エレクトロニクス製品のレベルを各社が競って高めてはきたが、性能当たりの価格は低 
 下し、結局は利益向上につながっていない。同様のことは多くの製造業で起こり得る。 


 絶対優位の技術を実現し、その技術を不可欠とする顧客を確保しないかぎり、この方向 
 に進むのは厳しい。


追求すべき方向性は、技術を活かして顧客に「これが欲しかった」と言われるものを 


 他社に先がけて見つけ出し、他社が追いつけない状況を作り出すことである。そのため 
 には、まず意識と行動パターンの変革が大事である。グローバル・ニッチ・トップのあ 


 る中堅医療機器メーカーは、医師の手術シーンや看護師の機器準備シーンを観察するこ 
 とで、当人たちも気づかなかった改善を施して喜ばれた。また、想像力も必要だろう。 


 緩まないネジがあれば喜ぶ企業は多いはずだ。では、どうしたら緩まないネジが作れる 
 のかと。



他社に模倣・代替されないことも大事だ。そのためには、特許も方便だが、合わせ技 

 を繰り出すことも有効だ。たとえば、編機だけなら競合は多い。しかし、数値制御技術、 


 衣料デザイン能力などを組合せると追随は困難になる。統合技術も独自性の源泉だ。さ 
 らに営業や制度に関するノウハウも併せれば、より強固な立場を築ける。



イノベーションの本質は新結合である。埋もれたニーズや他の技術との新たな組合せ 

 から、価値ある独自のものを創り出すことが、追求すべき技術革新である。



最後に付け加えたいことは、中堅・中小企業ならではの強さを活かすことである。そ 

 れは意思決定の速さ、フットワークの軽さだ。顧客に「お宅しかやってくれない」と言 
 われるようなニーズへの対応で高価格を獲得しつつ、そうしたニーズをうまく集めて量 


 を確保する。それを、ICTを使うなどして効率化する。これらの実行は大変な苦労を伴 
 うだろうが、他社にできないもの創りとは、結局は他社がやらない努力をするというこ 


 とではなかろうか。
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技術革新による生産性向上
― 事例Ⅰ

わが社の技術革新で新製品・新事業開発 ―

㈱フジキン

ながれ（流体）制御機器を基軸に、
設備投資と“人財宝Ⓡ”で多分野に新技術を届ける
日本流の第４次産業革命を先導する創造業へ
代表取締役 兼 CEO

小川 洋史

■お客様から頂いた宿題に、
意欲的に取り組んだ歴史
フジキンは昭和５年、大阪市
港区で配管材料および機械金属
製品を扱う問屋としてスタート
し、戦前は中国大陸向けの貿易
で売上高を伸ばしていました。
戦時中は事業を一時中断してい
ましたが、戦後復活し、大阪の
野田阪神と立売堀に進出すると
共に、卸業だけでは発展性がな
いと考えた創業者は、ものづく
りをするために昭和29年、富士
金属工作㈱を設立しました。フ
ジキンが発展する原動力となっ
たのが、お取引のあった大手家
電メーカーさん（Ｔ社様）との
関係です。当時、真空管の製造
でダントツといわれたのが、T
社様の姫路工場でした。真空管
を創るためには、ガラス管の内
部を焼いて真空にするという工
程があり、それを焼くためにガ
スを調節しなければなりません
が、その機械はすべてアメリカ
製でした。いちいちアメリカか
ら取り寄せていたのでは埒が明
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所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
創
業
人 員 数
売 上 高
資 本 金
業務内容

〒530-0012 大
 阪市北区芝田１-４-８ 北阪急ビル
06-6372-7141
Ｆ Ａ Ｘ 06-6375-0697
昭和５年５月（設立 昭和29年９月）
4，357名(グループ合計)
約678億円（連結）平成29年３月期
54億円(グループ合計)
最先端技術による特殊精密バルブ機器並びに超精密ながれ（流
体）制御ユニット製造
ホームページアドレス https://www.fujikin.co.jp/

く、目方（重量）がポイントに
かないと、購買課長様がフジキ
なります。しかし、真空管向け
ンに来られ、「こんな製品は創
は砲金と呼ばれるもので、小型
れないか」
と打診されたのです。
になれば内部が無垢になるた
メーカーになろうと必死だった
め、鋳造する場合、その内部に
私共フジキンは、良い宿題を頂
いっぱい鋳巣ができて圧力をか
いたということで引き受け、協
けると漏れてくるという、かな
力工場さんに頼み込んで「何と
り難しいものでした。難しいと
かして精度の良いものを創って
いっても穴埋めする方法はあり
みよう」と相談し、何度も図面
ましたので、引き受けたのです
を書き変え、手直しもして創り
が、そればっかりではダメだと
上げました。
思っていたところ、鍛造という
100％のご満足は頂けません
技術に気がついたのです。それ
でしたが、それなりのものが出
は昭和30年代の半ばで、ちょう
来上がり、こちらの製品が至ら
ど池田内閣が「所得倍増計画」
ない部分だけアメリカ製の部品
を打ち出して景気が上向きにな
を使うということで、とりあえず
はスタートした
わけです。それ
で多少なりとも
自信を得たので
す が、 後 で わ
かったことがあ
りました。真空
管のバルブは小
型で、他社様は
嫌がっていたの
です。バルブは
主に鋳鉄が多
▲ キャビア・フィッシュ（超ちょうざめ）
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得しました。
それからは営業でお客様のと
ころへ伺うと、「鍛造でこうい
うものは出来ないか？」と、い
ろいろな宿題をいただきまし
た。その中で、アンテナに最も
引っかかったのが、高圧ガス用
のバルブでしたが、私共フジキ
ンは後発メーカーですから、わ
からないことも多く、
「いった
いそれはどんなものですか？」
と、
お客様に教えて頂きました。
当時、バルブメーカーもいそが
しく、
「こういうものを創って
ほしい」と言われても、新しい
ことにはなかなか手を出しませ
ん。各社様とも大型のバルブを
必要とする造船や化学プラント
狙いです。もちろん、フジキン
ではそんな大型は専門でもない
ので、高圧ガス用なら小型でも
ありますし、真鍮の鍛造ででき
るというので、それは面白いな
と考えたのです。
ところが、着手するには当時
の通商産業大臣様の認定が必須
で、それが非常に難関な、高圧
ガス取締責任者をはじめ技術者
や管理者を揃えなければなりま
せん。また、製造手法も高圧ガス
取締法にのっとっ
て行わなければな
らない事業です。
一から勉強してい
ては間に合わな
い、どうしようと
いう時にお客様か
らご支援を頂いて
技術者や管理者を
揃えることが で
き、認定も取得で
きました。それ以
ウルトラスーパークリーンルーム

りかけていた頃です。
なぜ鍛造を思いついたのか。
当時、プロパンガス用のバルブ
に鍛造もあるのを見て、「これ
だ！この材料は使える！」と気
がついたのです。しかし、鍛造
を行っている工場はあまりな
く、やっと大阪の郊外に該当す
る工場を見つけて試作を繰返し
お願いし、それが結果的にうま
くいきました。ただ、鍛造の製
品を加工するためには根本的に
機械を変えなければ能率が悪い
ということで、メーカーさんと
も相談して導入を決めました。
その頃、当初の協力工場さんが
経営難になって私共フジキンに
支援を求めてきたので、買い取
り、職人さんもそのままフジキ
ンで働いていただくことにな
り、昭和42年に10台の新鋭機械
を入れた自社工場が、東大阪に
完成したのです。実際的にはこ
の頃が“第２の創業期”となり、
私が入社した昭和34年から８年
の年月が経っていました。高度
経済成長期でしたので、最初一
棟だった工場は毎年増築を重
ね、やがて４階建てのビルにな
り、フジキンの技術は特許も取

▲ クラス１
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降、ご注文が多くなった時のこ
とを考え、資格を持った人財宝Ⓡ
を増やすため、積極的に勉強に
行かせたり資格のある人財宝Ⓡ
を中途採用したりするようにな
りました。現在は、高圧ガス製
造保安責任者という名称になっ
ている国家資格を持っているこ
とが、技術部門のメンバーとし
て一つの条件になっています。
普通は入団（入社）してから取
得させるのですが、新卒の場合
は、内定したらその年の秋に受
験させています。

■国産化のニーズに応えつつ、
オリジナル製品にも着手
高度経済成長期の日本は産業
の国産化を進めました。その最
初となったのが原子力の国産化
で、それは昭和45、6年でした。
フジキンも冷却水などに関する
分野で参入しました。その後、
ロケットの国産化がありました。
ロケットに搭載するものは小型
でないといけませんし、また、
打ち上げのための地上設備のバ
ルブ機器も必要です。当時の宇
宙開発事業団（NASDA）様か
ら、搭載用と基地用のバルブ機
器に関する宿題を頂いて同時に
開発を進め、これによってステ
ンレス製の中型バルブにも進出
することができました。このロ
ケット用は一番苦労しました。
摂氏約－253度という超低温の液
体水素を扱うバルブなので、非
常に厳しく、開発中にいろいろ
な問題が生じ、初めての国産化
ということで、お客様に尋ねて
もわかりません。打ち上げの日
は決まっているのに漏れが生じ
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イツは恐くない」
「ドイツにだ
けは絶対に負けるな」と厳しい
指令を出しました。
その後、
チャ
イナが安価な製品を大量に出し
てくるようになり、現在、チャ
イナへの攻略を日本発で行って
いるところです。
次は、従来すべて輸入品だっ
た半導体の国産化で、これも経
済産業省様による政策です。半
導体の製造装置にバルブ機器が
使われているのですが、これが
またハイクラスのオールステン
レスで大変難しいものでした。
ロケットの場合もクリーンルー
ムが必要でしたが、そのクラス
（清浄度）は専門用語となりま
すが、テーブル上でクラス約
1000、部屋全体のクラスでだい
たい１万でした。ところが、半
導体となると、桁違いのクラス
が求められます。デバイスメー
カー様の研究用クリーンルーム
は部屋全体が最高レベルのクラ
ス１であると知り、結局、フジ
キン初のクリーンルームでは、
テーブル上はクラス１、部屋全
体はクラス10になりました。バ
ルブメーカーでクリーンルーム
を持ったのはフジキンが最初で
したので、さまざまなメーカー
様からお取引のオファーが来ま
した。その時に、設備とは大事
なものだと実感したものでし
た。その後、二代目のクリーン
ルームからは、部屋そのものを
クラス１にし、現在まで全工場
に配備しています。お客様から
は「自社のクリーンルームが空
いていないので、クラス１レベ
ルのフジキンのクリーンルーム
を使わせてほしい」と言われた
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こともありました。現在、半導体
はナノレベルまでの清浄度に配
慮しており、また、茨城県つく
ば市にある万博記念 つくば先
端事業所は工場全体がクリーン
ルームなのかと、訪れるお客様
はびっくりされます。半導体はど
んどんレベルが上がっていき、
常に新製品が登場します。そし
て、バルブ機器はジャングルの
ように装着されます。現在、私
共フジキンの半導体分野におけ
るシェアは国内70％、世界では
43 ％ で、今 後 の 世 界 に お け る
シェアはさらに高まる見通しです。
併行して、フジキンが最も得
意なミニコントロールバルブ
を、手動式、電動式、エアー式
に加えて電子式を自社開発し、
黄綬褒章と旭日双光章の受勲に
繋がりました。この技術がこれ
からのIoT、AIに連動するコネ
4
クテッドイノ弁ションでありま
す。あらゆるものがインターネッ
トでつながる第４次産業革命に
向けて、日本政府が目指す６次
産業化のビジネスモデルとし
て、メンテを含めたフジキン流
サービス販売創造業の先導役と

◀ 宇宙ロケット発射設備用バルブ

たり、宇宙開発事業団様や関連
メーカー様の方々が「どうなっ
てるのか？」と乗り込んでこら
れたり…。吾々フジキンも徹夜
の繰返しで取り組み、何とかこ
れでいけるというところまで漕
ぎ着けました。
このロケット分野で信用度が
増し、「新しいことなら、フジ
キンに言えば何とかなる」とい
うムードが形成されると共に、
営業活動もそれに応えられるよ
うな形で展開するようになりま
した。その延長が燃料電池用バ
ルブ機器です。約15年間紆余曲
折あり今も進化中ですが、車載
用、ステーション用等合わせて、
60％以上のシェアをいただきエ
ネルギー革命の期待を担ってお
ります。
そして、別途自社製品の開発
にも着手し、勲四等につながる
世界初のオールファインセラ
ミックスのバルブを世に出し、
多数の賞をいただきました。最
初に開発したところをパイオニ
アとしてリスペクトし、きちん
と評価するアメリカにも認めら
れ、アメリカの展示会では「物
真似が多いなか、１社だけは自
主開発したメーカーがある。そ
れはフジキンである」というよ
うなコメントも発信されまし
た。セラミックは腐食しないの
で、環境に優しく、それなら環
境問題に敏感なヨーロッパから
売り出そうということで、海外
ではドイツに最初の営業所を開
設、販売活動を始めました。と
ころが、そのドイツで真似され
たのです。このことがあってか
ら、
「ドイツは信義に欠ける」
「ド

なるものです。

■人的ネットワークと、
技術のレベルアップを大切に
認定工場というのは、そこで
製造される製品がそのまま認定
されるということで、実績がな
ければいけません。後発である
私共フジキンは先発に追いつか
ねばならないとずっと自らを叱
咤し、そのために製品の種類を
増やして、毎年毎年、申請し認
定していただけるように取り組
んできました。現在、自社で鍛
造工程から一貫した工場を持っ
ているのはフジキンだけで、こ
れも私共の目玉のひとつです。
認定工場である大阪工場 柏原
ができたのは昭和57年で、業界
に先駆けた設備を誇るものです。
お客様にご満足頂ける製品づ
くりに、設備投資は欠かせませ

ん。医療の分野に進出できたの
も、バルブメーカーには珍しいウ
ルトラスーパークリーンルームが
あったからです。医薬用バルブ
だけでなく、現在はライフサイエ
ンス事業として、移動用の小型
レントゲン設備や遠隔医療シス
テムなどにも着手しています。
移動用の小型レントゲン設備は、
厚生施設を持つ全国の自衛隊駐
屯地で大量に採用されました。
また、私共フジキンは、さま
ざまな大学様からのオファーも
ありますので、女性のセールス
パーソンも合わせて学会様や大
学様とのつながりも大事にして
おります。
今後も、新しいものづくりを
力強く支えていける人を育てた
いとの願いから“人財宝Ⓡ（じ
んざいほう）
”という言葉を掲
げました。より高いレベルをめ

ざすため、現在、全国で数名の
社員が国内留学していますが、
本年からはiPS関係の国内留学
も視野に入れています。また、
ドクターなど上級の資格を持っ
た社員を集め、社内で『Dr. カ
レッジ』という学校を創ってい
ます。いずれは、社外の学生さ
んや社会人の皆さんにも参加で
きる場にしていく予定です。毎
月支給している資格手当は、年
間にすれば膨大な金額になりま
すが、資格への待遇はフジキン
の目玉中の目玉ですので、何と
しても継続していきます。
将来的には、心臓の人工弁と
なるバルブを創りたいと考えて
おり、いろいろな人的ネット
ワークを整えながら、新技術の
開発により一層の力を注いでま
いります。
（インタビュー取材・文責在編集部）

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

第12回

北浦愼三（TEC代表幹事・情報融合化委員会委員）

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。

Lookers-on see more than players
「 岡 目 八 目 」
（観戦者の方がやっている当事者より勝負の模様がわかる）
経営コンサルタントという仕事柄、会社の内部事情など「カン・コツで
ツボ」がわかる。当事者能力をもち、単なる傍観者にならず、そして
「話し上手」より、「聞き上手」になれば経営者も一人前である。

＊ 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 ＊
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― 事例Ⅱ

わが社の技術革新で新製品・新事業開発 ―

菱田技研工業㈱

ドローン市場の可能性とビジネス

～ニーズに即した産業用ドローンの開発～

代表取締役


ひし だ

菱田

さとし

聡

■ドローン参入のきっかけ
当社の創業は1920年に曾祖父が
大阪市西区九条にて伸鉄製品製造
販売を営む菱田要鉄工所を設立し
たことによります。その後、戦時
企業整備令による企業合同を経
て、1950年に菱田伸鉄工業を祖父
が設立、以来、1995年まで伸鉄製
造販売を行ってきました。伸鉄と
は、板状のスクラップを加熱圧延
し鉄筋棒鋼などを製造する業態で
した。現在ではほとんど無くなっ
てしまいました。
2004年、大阪市のロボットラボ
ラトリー設立を機に、ロボット事
業に参入しました。翌年の愛知万
博に向けて、産業用途以外の「次
世代ロボット」が注目されていま
した。音声認識、音声合成機能を
備えた展示会ロボットなどの開発
に参画しました。
2009 年、 大 学 と連携し飛行ロ
ボットの開発に着手しました。こ
の飛行ロボットが近年「ドローン」
と呼ばれるようになりました。

■ドローンについて
●基本構造
ドローンは、広義では無人航空
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所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
創
業
従業員数
資 本 金
業務内容

〒592-8331 堺市西区築港新町2-7-2
072-244-6905
Ｆ Ａ Ｘ 072-247-2860
大正9（1920）年10月（設立 昭和25（1950）年8月）
5名
売 上 高 8,600万円
1,000万円
ロボットシステムの研究開発、業務支援ソフトの開発、不動産
賃貸
ホームページアドレス https://www.i-hishida.com/

機や車両を含む無人機を指しま
す。一般的には、複数のプロペラ
をもつマルチローター型が「ド
ローン」と呼ばれています。
一般的なドローンは、４，６，
８枚といった偶数のプロペラを持
ちます。プロペラの回転方向を左
右交互に配置することでプロペラ
回転反力を相殺しています。機体
にはGPSをはじめとする各種セン
サーが接続された飛行用コン
ピューターが搭載されています。
コンピューターは、送信機（プロ
ポ）などの飛行指令に従い各プロ
ペラの回転を高速に調整して、安
定した飛行を実現しています。
●関連法案
2015年４月の首相官邸無人機落
下事件を機に、ドローンの安全な
運用のための法整備がなされまし
た。現在、ドローンに関連する主
な法律等は次の通りです。
① 改正航空法
② 小型無人機等飛行禁止法
③ 道路交通法（第七十七条）
④ 民法
（第三章 第一節 第一款）
⑤ 電波法
⑥ 条例
2015年12月に施行された改正航
空法では、特定の空域で無人航空
機を飛行させる場合にはあらかじ
め地方航空局長の許可を受ける、
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特定の飛行方法で無人航空機を飛
行させる場合はあらかじめ地方航
空局長の承認を受ける必要がある
と定められています。
（詳細は、国
土交通省 無人航空機（ドローン・
ラジコン機等）の飛行ルール http://
www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_
000003.html をご参照ください）
また、小型無人機等飛行禁止法
（正式名称：国会議事堂、内閣総
理大臣官邸その他の国の重要な施
設等、外国公館等及び原子力事業
所の周辺地域の上空における小型
無人機等の飛行の禁止に関する法
律）は、名称通り、ドローン等小
型無人機の飛行の禁止について定
めたものです。前述した改正航空
法は機体重量200ｇ以上のものが
対象ですが、本法は重量の規定が
なく全ての無人機に適用されるの
が特徴です。
その他、③~⑤に記した道路、
所有地上空、無線機器に関するも
のが関係法令としてあります。ま
た、各自治体が公園などでの飛行
を条例で禁じています。さらに、
撮影した画像の公開に当たりプラ
イバシーへの配慮は欠かせません。
●ドローンの本質
ドローンの本質は「飛ぶロボッ
ト」であることから、特徴を次の
ように考えています。

▪長所
①自律化：自ら判断し動作する。
②飛行とホバリング：移動の制約
が少ない。
③運搬：機器の搭載や物品の運搬
ができる。
▪短所
①暴走する。誤設定どおりに動く。
②墜落する。天候の影響を受けや
すい。
③飛行時間、距離が短い。可搬重
量が小さい。
ドローンは「飛ぶロボット」で
あり、無限の可能性を秘めたツー
ルです。上述した長所、短所、各
種法規のバランスの中で日々新た
な活用方法が検討実用化されてい
ます。

ロードマップ～小型無人機の安全
のドローンビジネス市場規模は、
な利活用のための技術開発と環境
2018年885億円、2020年1,423億円、
整備～」
（図２）が取りまとめられ
2022年2,116億円とされています。
ま し た。
（ 詳 細 ご 参 照：http://
ここで、機体市場は、業務用（固
w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y /
定翼及び回転翼）の完成品機体の
mono_info_service/mono/robot/
国内での販売金額。軍事用は含み
drone.html）こちらでは、レベル
ません。サービス市場は、ドロー
４：有人地帯での目視外飛行（第
ンを活用した業務の提供企業の売
三者上空）の実現にむけての技術
上額です。周辺サービス市場は、
バッテリー等の消耗
品の販売額、定期メ
ンテナンス費用、人
財育成や任意保険の
市場規模です。急激
な発展が予測される
サービス市場の具体
的な分野について
は、後述します。
●ロードマップ
2017年５月に「小
型無人機に係る環境
整備に向けた官民協
▲ 図１ 国内のドローンビジネス市場規模の予測
議会」において「空
（出典：インプレス総合研究所「ドローンビジネス調査報告書2017」
）
https://www.sbbit.jp/article/cont1/33876
の産業革命に向けた

■ドローン市場の可能性
●市場予測
図１に国内のドローンビジネス
市場規模の予測を示します。国内
空の産業革命に向けたロードマップ

利活用

現在～

2018年頃～

2020年代頃～

レベル３ 無人地帯での目視外飛行

レベル１ 目視内での操縦飛行

レベル４ 有人地帯での目視外飛行

 離島や山間部への荷物配送 （補助者なし）
 被災状況調査、捜索 等

レベル２ 目視内飛行（操縦なし）
2017（年度）

2018

運航管理 物流、災害対応用UTM等の開発
衝突回避 電波、光波センサ等の開発
Ⅱ 第三者に対する安全性の確保
ⅰ 信頼性の確保
 機体や通信の信頼性、耐環境性等
ⅱ 危害の抑制
 異常時の安全機能、衝突安全性等

環境整備

合同検討会の設置

機体の性能評価基準の策定
事故情報の収集、事故時等の被害者救済に係る

補助者の配置なしに同等の安全性
統合UTMの開発
センサ統合技術の開発

RTFでの
飛行実証

目視外飛行も活用した信頼性の実証等
落ちない／落ちても安全を目指し、
• 高い信頼性を確保
• 人や物件への危害を抑制 等

 目視外飛行等に係る審査要領の改訂
第三者上空飛行等に求める要件の検討
RTFにおける性能評価、国際標準化
自動飛行の事故責任等

目視代替機能の安全性・信頼性の向上
 UTMや衝突回避技術の高度化・知能化
 UTMの本格的な社会実装

第三者に対する更なる安全性の向上






運航管理（UTM）に関するルール
操縦者や運航管理者の資格制度
機体の認証・識別・登録に係る制度
第三者上空飛行等に係る審査要領の改訂

 事故の義務報告制度、被害者救済ルール
レベル４に向けた実証

順次開所予定

実証環境

日本版レギュラトリー・サンドボックス制度の検討

2020～

論点の整理・措置の検討
実証環境

レベル３に向けた実証

福島ロボットテストフィールド（RTF）の整備

2019

基準の明確化

目視外飛行等に求める要件の検討

基準の明確化

機体、飛行させる者や体制に係る基準の明確化

（第三者上空）
 都市の物流、警備
 発災直後の避難誘導 等

レベル４が許容される安全性

技術開発

Ⅰ 目視を代替する機能の実現
 機体状態や周辺環境の把握と対応
（航空機や無人航空機との衝突防止等）

レベル３が許容される安全性

レベル３、４に向けた技術開発

実証環境の整備

平成29年5月19日
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会

小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備

措置、運用（Ｐ）
※ 各項目の詳細やその他の事項については補足資料（別紙）に記載する。 1

▲ 図２

空の産業革命に向けたロードマップ

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/drone.html
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開発および環境整備について、
ロードマップが示されています。
空間を容易に移動できるドロー
ンは、従来にない利便性を実現す
る無限の可能性を秘めています。
その反面、墜落事故のリスクを完
全に排除することは困難です。ド
ローン実用化には、今後幾多の努
力が必要と思われます。
●サービス市場注目分野
前記のロードマップには個別分
野の記述があります。個別分野と
は、物流、災害対応、インフラ維
持管理、測量、農林水産業の五分
野です。
物流では、離島や山間部等を手
始めに、最終的には都市を含む地
域における荷物配送の実現を目標
としています。
災害対応では、災害現場の被災
状況調査と情報提供や災害対応活
動（救助、避難誘導、消火活動等）
の支援、さらに人の立入りが困難
な危険箇所における防災・災害対
応への活用を目指しています。
インフラ維持管理では、橋梁、
送電線等にはじまり、目視外飛行
による長大なインフラや都市部
（有人地帯）のインフラ点検を目
標としています。
測量では、公共測量や工事測量
への導入を目指しています。国土
交通省の推奨するi-Construction
では、土木工事の効率化に成果が
上がっています。
農林水産業では、農薬、肥料散
布への利用が進められています。
作物の生育状況等のセンシング結
果を活用して営農管理を最適にす
ることを目指しています。また、
鳥獣被害の軽減対策にも活用が見
込まれています。

■自社開発ドローン
当社のドローンには、オープン
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図３

橋梁点検ドローン

図４

ソース飛行用コンピューターを採
用しています。通信機器やセン
サーなど周辺機器の接続が容易で
す。飛行状況や機体の状態の常時
モニタができます。各種ログデー
タの活用により、種々の機体に最
適な制御系設計や事故発生時の原
因究明が可能となります。
さらに、
安全対策も豊富です。例えばバッ
テリー電圧低下などの非常時に
は、最適な対応（着陸、高度保持、
離陸場所に帰還）
が選択できます。
●橋梁点検ドローン
大阪市立大学の山口教授と橋梁
点検ドローン（図３）を開発しま
した。橋梁点検では橋の裏面を見
上げる撮影を行うため、機体下部
にあるカメラでは機体やプロペラ
が画像に写り込みます。これを回
避するため、機体上面に撮影機器
を設置しました。これにより、点
検すべき箇所がクリアに撮影でき
るシステムが実現しました。
また、橋梁下面ではGPSが使え
ないため自律飛行ができず、飛行
はパイロットの目視によることに
なります。そこで、パイロットを
支援する衝突防止システムを搭載
したドローンの実証も行いました。
●散水ドローン
日本ニューマチック工業株式会
社様と共同研究を行う、徳島大学
の三輪准教授と共に散水ドローン

－9－

散水ドローン

（図４）の開発を行っています。
建築物解体現場で埃の発生を抑え
るために、作業員が散水を行って
います。これをドローンで代行す
ることを実現しました。ドローン
より地上設置の加圧ポンプから圧
送した水を破砕箇所に撒きます。
このため、機体は防水仕様です。
長時間飛行を可能とするため、駆
動用電力は有線給電としました。
●壁面吸着ドローン
神戸高専の清水准教授と壁面吸
着ドローンの共同研究を行ってい
ます。同機を、Japan Drone 2018
（３月22日～24日、幕張メッセ）の
マクセル社ブースにて展示・デモ
を行いました。

■今後の取組み
当社では、先に挙げた実際の
ニーズを実現する特殊用途向けド
ローンを開発してきました。カス
タマイズしたドローンをご覧いた
だくことで潜在的なニーズ（解決
すべきお困りごと）にお気づき頂
き、ご相談頂けることを期待して
います。ドローンだけでなくロ
ボット全般に、まだ見ぬ活躍の場
が無限にあると考え「ドローンも
できるロボットシステム研究開発
企業」を目指しています。

イノベーションと競争優位
名城大学

経営学部



教授

■いかにしてイノベーションを
成功させるか？
AI（Artificial Intelligence： 人 工 知 能 ）
やロボットなど、新たな技術に関連した商
品・サービスが日々、話題になっている。
ビジネスにおける競争優位性の創出に向
け、こうした新たな技術をいかに活用すべ
きか？つまり、いかにしてイノベーション
を成功させるか？限られた紙面ではある
が、本稿で考えてみたい。

■最近話題のAI
新たな技術として、AIに注目したい。
AIはもともとは1956年の国際会議におい
て、計算機科学者のジョン・マッカーシー
が発表した概念である。AIの中身に関し
ては、さまざまな説明がなされているが、
例えば、人工知能学会は「推論：知識をも
とに新しい結論を得ること」と「学習：情
報から将来使えそうな知識を見つけるこ
と」を指摘している。また、ヤフーの安宅
和人氏はAIが実際のビジネスにおいて果
たす機能として、「識別」「予測」「実行」
という３点に注目している。
こ れ ま で の ICT（ Information and
Communication Technology：情報通信技
術）の改善は主として、定型的業務の代替
にとどまっていたが、AIは非定型業務、さ
らにロボティクス（ロボット工学）との組
－ 10 －
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み合わせにより、複雑な手仕事業務さえも
代替すると期待されており、こうした点が
世間を騒がせる要因となっている。
AIが具現化された例として、IBMのワト
ソンというシステムがあげられる（ちなみ
に、IBMはAIをAugmented Intelligence：
拡張知能と捉えている）
。IBMのホームペー
ジによると、国内だけでもすでに幅広い業
界の約200社に導入されている。導入され
ている分野は、顧客接点（フロントオフィ
ス）、業務プロセス（バックオフィス）、新
サービスという３つのグループに分かれて
いる。
顧客接点サービスに関しては、
日本航空、
ネスレ日本、楽天、三井住友銀行など、幅
広い業種におけるコールセンターでの照会
応答などに活用されている。
業務プロセスでは、ソフトバンクは新卒
採用業務においてワトソンを活用してい
る。
具体的には、
一次選考のエントリーシー
トをワトソンに評価させることにより、年

▲ ワトソンが搭載されているコンピュータ

2018. 春号

間の作業時間を680時間から170時間と従来
の４分の１に削減している。もちろん、
100％正しい結果が得られるわけではなく、
不合格と判定したエントリーシートは人が
チェックしているが、それでも大きな成果
を得ている。また、30年分の熟練技術者の
ノウハウに全従業員が世界中どこからでも
アクセスできるという技術・知識継承に活
用している企業も現れている。さらに、か
んぽ生命保険は保険金の支払い査定に活用
している。
新サービスに関して、自動車用品の小売
大手であるオートバックスセブンはワトソ
ンの画像認識機能を活用し、モバイル端末
から誰でも気軽にタイヤの摩耗度合いを診
断できる「かんたん タイヤ画像診断」サー
ビスを開発している。
AIとロボットの融合に関しては、ホンダ
のアシモ、ソフトバンクのペッパー、ソニー
の犬型ロボット：アイボなど、ニュースで
大きく取り上げられた事例の他にも、工場
で活躍する産業用ロボットにおいても広く
活用されている。ちなみに、2000年に発表
されたアシモの二足歩行は当時、大きく注
目されたが、昨年インターネットで動画が
公開されたアメリカのボストン・ダイナミ
クスの二足歩行ロボットであるアトラスの
後方宙返り（バク宙）を見て、技術の進歩
の速さに驚いた人も少なくはないだろう。

顧客に受け入れられ、企業は利益を得て、
社会に対しても大きな影響を与えるもの」
と捉えるべきであろう。ちなみに、“経営
の神様”と呼ばれた学者のドラッカーは、
「企業活動の目的は“顧客の創造”、そのた
めに企業が行うことはマーケティングとイ
ノベーションである」と指摘している。

■技術のビジネスへの活用における
ポイント
実際に技術をビジネスに活用し、他社と
の競争優位性を創出するためのポイントに
ついて、「新たなものに対する柔軟な姿勢」
「技術とアイデアの融合」
「顧客ニーズに応
える」という３点を以下に取り上げる。
⃝新たなものに対する柔軟な姿勢
産業革命における機械打ちこわし運動や
IT革命におけるインターネットへの強い
懸念や批判など、今では社会にしっかりと
根付いている技術に対しても、当初におい
ては否定的な見方が少なくはなかった。そ
もそも技術に限らず、人が新たなものに対
して消極的な態度を示す傾向は高い。その
要因として、リスクの過大視、既得権の保
持などがあげられるだろう。例えば、筆者
が企業勤めをしている際、業務のICT化が
ブームとなったが、上層部は中身を理解し
ようとすることもせず、頭ごなしに批判的
という雰囲気であった。もちろん、積極的
に導入することのみが正しいわけではない

■そもそもイノベーションとは？
しかしながら、いくら革新的な技術で
あってもビジネスに有効に活用できるか、
つまりイノベーションとして成功を収める
ことができるかといえば、必ずしもそうと
は限らない。むしろ、うまくいかない場合
のほうが断然多いわけである。
イノベーションは一般には技術革新と日
本語に訳される。しかし、本来の意味を理
解するためには、技術の範囲にとどまらず、
「新しい技術やアイデアが市場に導入され、
2018. 春号

▲ クイズ番組で優勝して100万ドルを獲得したワトソン
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が、少なくとも新しいものに対して、オー
プンかつ柔軟な姿勢で検討することは重要
である。
また、例えばソニーはかつてテレビの世
界トップメーカーであったものの、液晶技
術に対して、自社に強みがあるブラウン管
に固執したために、他社に大きく出遅れ、
現在でも競争力を取り戻せていない。さら
に、アメリカのｉロボットのルンバに代表
される、お掃除ロボットも技術的には日本
の家電メーカーにも製品化が十分に可能で
あったが、火事の危険性など、リスクを恐
れ、市場への投入が大きく遅れてしまった
との声が聞こえてくる。

スは現在に至るまで低迷している。その理
由としては、通信料の高さに加え、例えば
女性の場合、電話のために化粧をしなけれ
ばならないなど、消費者ニーズとのミス
マッチが指摘されている。また、日本の多
くのテレビやレコーダーなどにおいては、
多機能ゆえに価格が上昇し、一方、多機能
は多くのユーザーに対して、複雑すぎて扱
いにくいという皮肉な結果をもたらしてい
る。確かに、ものづくりや技術志向の重要
性は認めるものの、日本メーカーはあまり
にその傾向が強すぎるため、顧客ニーズを
軽視する結果になってしまうことも少なく
はない。
逆に、アメリカのGEなどは、先進国向
けに開発した商品を新興国へ移転するとい
う従来の手法とは逆に、新興国向けの商品
を先進国へ移転するというリバース・イノ
ベーションに積極的に取り組んでいる。豊
かな消費者が少ない新興国市場に商品を投
入する際に重要になることは低価格であ
り、そのために必要最小限の機能に特化し
た開発が行われる。こうした商品は低価格
に加え、操作が簡単、小型で軽いといった
メリットを生み出し、先進国でも大ヒット
している商品が少なくはない。例えば、
GEのインド市場向けの心電計がヨーロッ
パをはじめ世界中で大ヒットしたという話
は有名である。

⃝技術とアイデアの融合
イノベーションといえば革新的な技術が
付き物ということが常識になっているが、
技術の革新性よりも技術をいかにアイデア
と結びつけるかが重要なポイントである。
例えば、今では当たり前となった指で画面
を操作するというイノベーションもiPhone
が発売された当初は大変話題になった。し
かしながら、こうしたタッチパネルの技術
自体は以前からあったものであり、携帯電
話に採用したポイントがイノベーション
だったと捉えられる。
さらに言えば、長きにわたり、メガネと
いえば視力のよくない人向けの商品であっ
たが、PCから目を守ることを目的とした
PCメガネや、今や国民的アイドルAKB48
は従来のアイドル像「高嶺の花、あこがれ
の存在」を「いつでも会いに行けるアイド
ル」にイノベーションさせたとも捉えられ
る。こうしたイノベーションには何ら技術
は関わっていない。

これら３つのポイントは、保守的、慎重、
技術志向といった傾向が極めて強い、多く
の日本企業におけるイノベーションにとっ
て、重要な課題となるであろう。
大﨑 孝徳 氏

プロフィール

名城大学・経営学部・教授
1968年、大阪市生まれ。民間企業等勤務後、
ワシントン大学・客員研究員、デラサール大
学・客員講師などを経て現職。九州大学大学
院経済学府博士後期課程修了、博士（経済学）。

⃝顧客ニーズに応える
通信速度の高速化に伴い、大きな期待の
もと、満を持して市場に投入された携帯電
話を利用した、音声のみでなく、画像も送
受信できる、いわゆるテレビ電話のサービ
－ 12 －
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講演録

2018年年頭大会より収録

人や社会のお役に立ててこそ
事業であり、企業である
トラスコ中山㈱

代表取締役社長

中山

哲也 氏

（KN会３期生）

私、35歳で社長業を引き継ぎ、今年24年にな

にある機械工具の販売店さんもすべてお客さん

ります。本日は世の中の常識や定石などの裏側

になります。少しでも小売りをしますと、すべ

にある本質を見つけると、やるべきことが見え

てがライバルになりますので、卸売業に徹する

てくる、そのきっかけになるような話をしたい

ということがいかに大事か、ということです。
当社の売上は約1950億円で、在庫は約320億

と思います。
当社は工場で必要とされる工場用副資材

円あります。在庫大好き社長で
（笑）
、アイテム数

（MRO）の卸売業で、当社ではプロツール
（PRO

では約33万点、当社はひと皮むけば中堅運送業

TOOL）と呼んでいますが、ドライバーやペン

者です。
非常に配送業務に力を入れております。

チ、ハンマーなど小口・小物・消耗品に特化し

実は私、25年前に「物流を制するものが商流

ています。工作機械や設備などは一切扱ってい

を制する」という仮説を立てて今日までやって

ません。工作機械と単価の低い作業工具を比較

きました。周囲は「アホか」と言い、社内でも

すると、工作機械の方が売るのが難しいと勘違

随分叩かれました。しかし、当社は1959年創業

いされがちです。確かに工作機械は知識も必要

の最後発企業でしたから、とにかく「必要とさ

で、難しい商売ではあるのですが、
「いますぐ

れる商品をどこよりも迅速に届けよう」という

持って来い」とは言われません。工作機械には

ことで物流に力を入れてきました。

物流の設備も物流センターもいりませんが、小

当社の特徴として、「正規雇用が原則」とい

さな工具を全国津々浦々に届けるには大きな物

うものがあります。世帯主の非正規雇用は厳禁

流センターが何ヵ所も必要です。

で、非正規はシルバーの人財、学生アルバイト、

また、卸売業は「古い」
「不要」
「無用」と勘

主婦の方のパートタイマーのみ。結婚ができる

違いされている方もおられると思います。ちょっ

給料、所帯が持てる給料を払わなければいけな

と切り口を変えたお話をします。マレーシアに
「トップ・グローブ」という世界最大のゴム手
袋メーカーがありますが、ここが25年で世界一
にのし上がった理由は自社ブランドを持たな
かったからです。つまりOEMで商売をされて
いるから、世界中のゴム手袋メーカーがお客さ
んになった。ところが自社ブランドを持てば、
世界中がライバルになる。私どもは卸売業で、
一切小売業をしておりません。卸売業だからこ
そ、流行のアマゾンさんやCMでお馴染みのモ
ノタロウさんなどネット通販業者さんも、全国
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▲ orangebook

い、会社には安心して働ける職場を提供する義

リではないかと私は思いますが、こんなことを

務がある、と考えています。

顧問の税理士や会計士の先生に言えば「アホ
ちゃうか」と言われるかもしれません（笑）
。

■世の中の「常識」
「定石」に異議あり！

在庫について、よく言われるのは「売れる在
庫は置くが、売れへん在庫は置かん」
「在庫す

問題解決のポイントは本質を見極めることだ

るかどうかは売れ行きを見てから決める」と

と思っています。世の中で常識のように言われ

いったことですが、私は、在庫は「財庫」だと

ていることは疑ってみた方がいいです。たとえ

思っています。在庫をたくさん持っていたお陰

ば、
「商売は人づきあい、フェイス

フェ

でよかった「お陰バナシ」はたくさんあります

イスが基本」とよく言われますが、そんなこと

が、まず残業が激減しました。去年はなんと経

を言っている人たちも電化製品は近所の電器屋

済産業省の「ホワイト500」
（健康経営優良法人）

さんではなく家電量販店で買い、牛乳もスー

に認定されました。ブラック企業の反対の会社

パーで、本はアマゾンで購入しておられます。

ということなんですが、実は当社はかつてブ

つきあいではなく、利便性の高いところで買っ

ラックどころか漆黒でした。それで改革に取り

ているんです。ですから、「ウチの会社はお取

組んだわけですが、早帰りデーとかノー残業

引先から見て『利便性』が高いか？」という視

デーなどは赤チンにもなりません
（笑）
。抜本的

点に立つと、違った発見や気づきがあるのでは

に仕事の仕組みを変えていかないと、早く終わ

ないかと思います。当社では「とにかく便利

れない。当社で残業を減らす一番の要因となっ

や！」と言っていただけるように、一つひとつ

たのが実は在庫です。在庫があるお陰で、お客

機能を強化していっています。不便な会社から

さんの注文に即納できるようになった。在庫出

モノは買わない、というのが時代の潮流である

荷率というデータを取っているのですが、100

と思います。

個注文があれば90個は在庫から出荷していま

トゥ

「買い取りよりリースがお得」
「持たざる経営
というのを知らんのか」とよく言われます。で

す。即納率が高いということで、お客さんに喜
んでいただいています。
在庫があるお陰で残業が減る最大の理由は、

も、よく考えて下さい。経費は落ちたら落ちっ
ぱなし。買い取ると、一旦はキャッシュアウト

システム受注が可能だということです。営業マ

しますが、減価償却費という名目で戻ってきま

ンが注文を取りに行くよりも、電話やファックス

す。これは大きいです。当社では支払いリース

で注文をいただくよりも、システム受注の方が

料はゼロです。買い取りを徹底してい
ますが、これは損得以前の問題で、物
流設備や配送設備、情報システムは当
社の大動脈です。これらを他人資本に
依存するわけにはいかない。自前で持
つことが当社のポリシーなのです。
土地・建物にもバカみたいに投資し
ています。土地・建物を買うと多くの
方はお金が減ったように思う。
しかし、
よく考えたら現金という勘定科目が土
地と建物に変わっているだけで、資産
は何も減っていない。しかも現金は減
価償却ができませんが、建物になると
減価償却ができる。そういう発想もア

▲ 倉庫

－ 14 －
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多くて、全体の83％まできています。
さらに、在庫があるお陰で「お取
り寄せ」が少ないことも残業が減っ
た要因です。在庫がなければ、あち
らこちらから取り寄せて出荷しなけ
ればなりません。
また、在庫があるお陰で、ネット
通販企業さんとの取引が急拡大して
います。10年前は販売実績ゼロだっ
たのに、去年の12月の決算では245
億円、あれよあれよのうちに伸びま
した。これは営業努力ではないです。
在庫を持っていなかったら、いくら
営業をしても相手にされなかったと
思います。

▲ 社員名簿イメージ図

当社は在庫33万アイテム即日出荷
ですが、これはメーカー数にすると2300社。こ

う気持ちが大事ではないかと思います。そうい

れだけの口座を一から開こうと思ったら大変な

うものが会社の根底にあると、
「こんなことを

ことですから、我々のような問屋ならではない

したらもっと喜んでもらえるのではないか」と

かと私は思っています。

いう考えが次々と浮かび、サービスの質が上

「在庫出荷率？

大事なのは在庫回転率！」

と言う人もいると思いますが、「在庫回転率、

がっていきます。会社として本当にやるべきこ
とと進むべき方向が見えてくるのです。

ウチは年に11回！」と自慢してもお客さんには

「人は褒めないと育たない」と言う人がいま

何のメリットもない。
「それがどないしたん？」

すが、私は褒めません。褒めたら勘違いして傲

です
（笑）
。ROE、自己資本比率等々最近いろ

慢になる人間がほとんどだと思っていますの

いろな指標が取沙汰されていますが、お客さん

で、褒める代わりに、新しい仕事をどんどん任

にとって興味も関心もないことに何で心血を注

せるようにしています。

いでいるのか。もちろん、数値は悪いより良い
方がいいですが、それを目的にしてしまうと本
来やるべきサービスがおろそかになります。き

■「ええ会社づくり」の
アイデア一挙公開
当社には個人情報満載の「顔写真入り社員名

ちんとやるべきことをやるのが、経営の正しい

簿」があります。毎年山ほどバージョンアップ

あり方だと思います。
先ほども申しましたが、在庫出荷率は当社の

して、資格、学歴、個人の緊急避難場所まで掲

お客さんに対するサービスのバロメーターだと

載していますが、
「書きたくない場合は書かな

いうことで、１％上げるのに大変な苦労をして

くていい」ということで問題にならないように

います。現在の在庫33万アイテムを50万アイテ

しています。相手のことが何もわからない社員

ムに引き上げようと頑張っているところです。

同士が集まっていい仕事ができるわけがないと

最近、「志」ということが言われなくなって

思って始めたのですが、人を変える起爆剤にも

いますが、目標と志は違います。人や社会のお

したいと「この人すごいと感じるとき」といっ

役に立とうと思う心が「志」
。ここでようやく、

た項目も設けています。ほかに、だれがどこに

講演のタイトルの話になりました（笑）。自分た

座っているかがわかる「座席表」もつくってい

ちの仕事を通して、社会のお役に立ちたいとい

まして、社外に大好評です。
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経営者が一番頭を悩ますのは人事考課です。

ときは、損得勘定だけで決める『取捨銭択』で

社員の愚痴の大半は「会社は自分の努力、苦労

はなく「善なのか、悪なのか」の『取捨善択』

を見てくれてない」
。そこで、当社では「オー

で判断するようにしています。ええかっこをし

プン・ジャッジ・システム（OJS）」という仕

ているのではなく、長い間会社を見てきて、そ

組みを取り入れているのですが、その一つ「昇

の方が残るものが多いと知り、常にその判断基

格OJS」は今年の昇格対象者のデータを社員全

準を大切にしています。⑤「こんな番組作りま

員のパソコンに送信。そのなかで自分が知って

した‼『知られざるガリバー』～消費者の知ら

いる人について、ふさわしいかどうか「○×」

ないエクセレントカンパニー～テレビ東京系

を付け、その理由をコメントしてもらいます。

列、毎週日曜、夕方５時30分放送。ぜひご覧下

これで上司、部下などの目から見た評価が加わ

さい！」
。ご清聴ありがとうございました。

り、立体的にその人物を評価できます。この評

（１月16日2018年年頭大会より収録・文責在編集部）

価の結果は研鑽につながるようにすべて本人に
フィードバックしていますが、だれの評価・コ
メントであるかは私と人事課長しか知らない超
マル秘です。
当社では５年に１回、ジョブローテーション
を行い、セクショナリズムとマンネリを打破す
るようにしています。さまざまな部署を経験す
ることで、お互いに分かりあえ、社内での指の
差し合いがなくなります。
経営戦略というと増やすことが多いですが、
「やめる経営戦略」も大切です。工場の中で使
うモノしか売らないと決めて、当時100億円ぐ
らいの商売をやめたら、非常に効率がよくなっ
て売上が伸びました。物品受領書も廃止。何の
支障もありません。物品受領書をお客さんのと
ころに置いてくるんです（笑）
。保管をお客さん
に委ねているから、保管場所と探す手間が要ら
なくなりました。手形取引は約５年かけて全廃。
これは大きい決断でしたが、結果、企業体質の
強化と大幅な効率化を実現できました。
最後に私のひとりごとを。①「ビッグワンよ
りオンリーワンと言うけれど、ビッグワンにな
るつもりで頑張らないとオンリーワンにはなれ
まへん」。②「だれもが思いつき、だれもが進
む方向に『成功』の文字はおまへん。多数決経
営ではなく、民主的独裁主義（笑）
がええかも」
。
多数決で決めるのなら社長はいりません。集計
マシンだけあったらいい。多数決で決めた営業
戦略はどこの会社でも思いつきます。③「企業
の格差は『独創力格差』
。アイデアを絞り出す
のは社長の仕事でっせ」
。④物事の判断をする
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中山 哲也 氏

プロフィール

昭和33年12月大阪生まれ。
昭和56年近畿大学商経学部経営学科卒業、中山
機工㈱（現トラスコ中山）に入社。
平成６年代表取締役社長就任。
平成９年（公財）中山視覚障害者福祉財団を設立
し、理事長も務める。
会社概要（数字は2017年12月期）
創業：昭和34年（設立39年）、資本金：50億2,237
万円、従業員：2,563名（社員1,514名、パート1,049
名）、売上高：1,950億96百万円、経常利益：
145億81百万円、自己資本比率：77.1％、本社：
東京都港区と大阪市西区の２本社制（本店登記
は東京）、事業内容：プロツール（工場用副資材）
の卸業及び自社ブランドTRUSCOの企画開発、
東証一部上場
トラスコ中山㈱の特徴
・業界最多の品揃え（166万2,400アイテム）と
在庫（33万6,800アイテム）。
・全国に21ヶ所の物流センターと75ヶ所の営業
拠点を配置し、日本全国にクイックデリバ
リーを実現している。
・同社の商品カタログ、モノづくり大百科事典
「トラスコ オレンジブック」は、モノづくり
現場の標準カタログとなっている。（毎年約
25万部発刊）
・業界最高レベルの情報システムにより、シス
テム受注は82％に迫り、お客様に業界一の利
便性と効率を提供している。
・圧倒的な在庫商品数と物流システムに魅力を
感じたネット通販企業との取引も、近年では
急拡大している。
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経営に関す る

健 康悩 み の 相 談 室
第7回

ストレスの高い人を
どうやって見分けるのか？
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

■ストレスチェック制度では

個人への対応が難しい
ストレスチェック制度の実施において個人
結果は本人のみが受け取るため、会社は誰が
高ストレス者なのかは知ることができませ
ん。メンタルヘルス対策のひとつとしてスト
レスチェックを導入したのに誰を対象にケア
すればいいのかわからない、と困惑している
声をよく耳にします。会社としては個人結果
をもとにアクションを起こすことはできませ
んが、日々のマネジメントの中で高いストレ
スを抱えていそうな方を見極めて、対応する
ことが求められます。
■行動面を観察すれば

高ストレス者を見分けられる
人は強いストレスを受けるとストレス反応
を起こします。ストレス反応は気づきやすく
対処しやすくするために「こころ」
「身体」
「行
動」に分けて考えることが一般的です。
「こ
ころ」や「身体」の面に現われるストレス反
応とは、病気の症状に近いもので、本人以外
は知ることは難しいため、その判断は専門家
に任せてもよいでしょう。しかし、「行動」
面は職場で現われるため管理職者は気づくこ
とができます。また、業務にも影響を及ぼす
ものであるため、職場ではこのストレス反応
を見逃さないようにする必要があります。職
場を注意深く観察すると、例えば次のような
ことがおきていませんか。
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①細かなミスが増えたり、これまでにないミ
スが出たりしている。
ストレス反応としての疲労から集中力を欠
きミスが起こった可能性があるため、ミスを
した社員を厳しく注意したり、ミスの直接的
な原因を追究したりするよりも、そもそもの
ストレス要因に向けて対処した方がミスを防
ぐ近道になることもあります。
②ちょっとしたことでイライラしたり泣いた
りするなど感情的になる。
ストレスから自律神経のバランスが崩れ、
感情をコントロールできていない状態かもし
れません。軽～中程度の抑うつ状態の可能性
が高く早急な対応が必要になります。
③周囲との会話が減っており、休憩時間もい
つも孤立している。
メンタル不調に陥る方の特徴として、周囲
との接点が少なく気軽に相談できる人がほと
んどいないことが挙げられます。小さなスト
レスを本人も気づかぬまま溜め込み、積み重
なって深刻な状態になって初めて周囲が気が
つくということも珍しくありません。
このような方を見つけたらまず「調子はど
う？何か気になっていることはない？」など
と声を掛けましょう。自分からはなかなか相
談しにくいものですが声を掛けられると「実
は…」と打ち明けてくれて、重症化する前に
対処できます。不調の兆しを早期に発見する
ことがメンタルヘルス対策の大切な第一歩で
す。
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私の七転八起
第23回

ピンチに考え抜いてヒラメキが生まれた
 サンコーインダストリー㈱

七転び八起きのテーマを与えられ、７回も転ん
ではいないなあ、とは思いましたが、今迄の半世
紀に亘る経営人生での大きな失敗、大きなピンチ
について筆を進めたいと思います。
私の経営人生での最大の失敗、最大のピンチは、
第１次オイルショックによる戦後最大の不況の時
の事で、その時日本は戦後初めてGDPがマイナ
スとなりました。
昭和40年代、日本経済は高度成長真只中で、
時にはGDPが二桁の伸びを示す等、少し前の中
国経済のようでありました。
そして昭和48年秋のオイルショックで狂乱と
もいえる大きなピークを迎え、その後、奈落の底
へと突き落とされる事となりました。
我社の業績も昭和46年の年商が、わずか７億
６千万円であったのが、たった３年で24億５千万
円と３倍強となり、経常利益に至っては５億円弱
と、社長も社員も信じられない数字となりました。
それが、昭和48年秋に起ったオイルショック
で断崖から突き落とされる事となります。
１年で年商が16億５千万円と30％以上ダウン
しなおかつまだ下げ止まる気配さえ無い状況です。
そんな時に倉庫の責任者が「専務―当時、私は
専務でした―倉庫がパンクします」と言ってくる
ではありませんか、よく調べてみると、仕入先の
ネジメーカーは暇で暇で、ペンキを塗り直したり、
草抜き等をしたりしている中、我社の注文だけは
忙しい時のままとなっていたので、これ幸いと毎
日、毎日我社に納品に来ていたという訳です。大
慌てで全仕入先に「今迄の注文は全部ご破算にし
てください」と全注文をキャンセルしてやっと一
段落しました。
しかし売上が下げ止まらない中、膨れ上がった
膨大な在庫を前にして全員茫然自失、連日幹部と
鳩首会議。
しかしこんな状勢の中、売上UPの妙案がすぐ
に見つかる筈もありません。月間赤字という月も
出てきて、このままではヤバイ！ 色々と無い知

代表取締役会長

奥山泰弘

恵を絞って話し合ったりしている時、ふと、メッ
キ付のネジの在庫を始めてはと思いつきました。
当時ネジは鉄の生地のままで使用され、たまに
メッキ付きでと言われると、その時はメッキ屋さん
に加工に出して、
３日～６日位で納品していました。
ところが、製品の高級化の流れの中、ネジもス
テンレス製が出てきたり、メッキ付きの需要が増
えつつありました。
そんなことが頭の片隅にあり、ネジ業界ではど
こもやっていなかったメッキ付きのネジの在庫化
という事がヒラメイたのです。その時、在庫は売
上が激減していた事もあり月商の６ヶ月にも達し
ていました。
そこで、思い切って在庫の半分をメッキ加工す
る事に致しました。
徐々にメッキ付きネジの在庫が揃ってきたの
で、ころはよしと「メッキなら三興！」と大々的
にPRし、それが功を奏し、売上も底を打ち、反
転増加するようになり漸く愁眉を開くことになり
ました。
16億５千万円の年商も、翌昭和50年に15億２
千万円で底を打ち、翌年には23億円とピークに
近い数字が出、漸くの事で大きなピンチから脱出
できました。
その後も「メッキなら三興」の戦略が、時代の
流れに乗り大ホームランとなり、４年後には30
億円、９年後には50億円の大台を突破する事と
なりました。
ピンチになっても、全員が必死になって知恵を
出し合い、脳に汗をかく程考え抜けば、ある時神
は素晴らしい“ヒラメキ”を与えてくれるんだな
あと実感いたしました。
又製品の高級化という時代の流れを的確に見抜
いてこその“ヒラメキ”であったなあと思ってい
ます。
失敗は発明の母とも言いますが、失敗をバネに
して、経営に活かしていく大切さは今後も変わら
ないと思います。
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ハツラツ社長登場
（第57回）

カーエアコン用フィルターにいち早く着目、
時代を見据えた
「快適整備」
を推進
パシフィック工業㈱

社長

長安

純

所在地 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-5-1
ＴＥＬ 06-6458-9391
ＦＡＸ 06-6458-9395
創 立 昭和13
（1938）
年11月
（設立 昭和32
（1957）
年11月）
従業員数 45名
資本金 5千万円
事業内容 自
 動車及び機械用各種フィルター製造
ホームページアドレス http://www.pmc-filter.jp/
聞き手：
（一社）
大阪府経営合理化協会

― まずは御社の歴史からお話し頂けますか。
長安 昭和13年に、私の祖父が創業した長安工業所
が当社の前身であり、もうすぐ80周年を迎えます。
当時は電車や航空機の部品を扱っていましたが、そ
の後モータリゼーションの幕開けと共に自動車用の
フィルターに着目してこれを製造し始め、名称をパ
シフィｯク工業に変更しました。昭和32年のことで
す。私が社長に就任した昨年がちょうど設立60年目
の節目でした。
― 販売先は自動車メーカーですか？
長安 昔はメーカーへの納品もあったようですが今
はアフターマーケット専業です。自動車部品市場は
大きく分けて２つあり、一つはメーカーへ納品する
組み付け市場、もう一つは車が登録された後のアフ
ターマーケットと呼ばれる補修市場です。組み付け
部品であれば数量は大きいですが利幅は小さく、売
り上げも自動車の生産台数に大きく左右されます
が、補修市場であれば走っている車が対象ですので
景気の影響はあまり受けません。フィルターは定期
的に交換が必要な消耗部品です。祖父はおそらくそ
こに注目したのでしょう。販売先は部品商社を通じ
て町のガソリンスタンドや整備工場などのディー
ラー以外の整備現場になります。
― 確かに効率が良いし、たくさん売れますね。
長安 日本には車検制度がありますので、定期的な
一定の需要が常にあります。これがフィルターの良
い点と言えますが、その分競争も激しいと言えるで
しょう。最近では安い輸入品やネット通販など競争
の形も時代と共に変化してきています。
― フィルターにはどのような種類があるのですか。
長安 大きく分けるとエンジン用のフィルターとエ
アコン用フィルターの２つになります。設立当時か
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専務理事

佐竹幹雄

ら作っているのはエンジン用のフィルターで、オイ
ル、エアー、フューエル（燃料）の３種類あります。
オイルフィルターはエンジン内部で循環するオイル
の汚れを捕捉してオイルを延命させる役割です。エ
アーは外気の汚れを除去してきれいな空気をエンジ
ンに取り入れます。燃料フィルターはエンジンに綺
麗な燃料を供給するためのフィルターです。どの
フィルターもエンジン性能を維持するために重要な
役割を果たしています。
― 最近は電気自動車が注目されていますが。
長安 ハイブリッドが出てきて、EVが出てきて、
自動運転も話題ですね、現在は自動車の構造変化と
言う点で100年に一度の大変革と言われています。
ハイブリッドにはエンジンがありますし自動運転で
もエンジンが付いていればフィルター需要はありま
す。しかしEVにはエンジンがありませんのでエン
ジン用フィルターは無いですね。
― では商売としては先細りですか。
長安 エンジン用フィルターでは仰る通りです。し
かしまだまだエンジンで走る車がほとんどで、１台の
車の平均使用年数は徐々に伸びながら現在約13年も
ありますので、市場の変化は非常に緩やかです。こ
の点も補修部品業界の恵まれている点です。時代の
変化を読みながら対応していきたいと考えています。
― エアコンにもフィルターが付いているのですね。
長安 このような時代背景のなかで近年注目されて
いるのがエアコンフィルターです。一昔前まで無
かったフィルターで、比較的新しい消耗部品です。
日本車で初めて標準装着となった車はセルシオで平
成元年の車です。それ以前はエアコンにフィルター
などついていませんでした。そもそも我々の父親世
代だと車にクーラーそのものがありませんでしたね。
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― 昔エアコンフィルターは無かったのですか。
長安 クーラーが標準装備になった後もしばらくは
フィルターなどありませんでした。フィルターが無
いので室内外の汚れやホコリ、虫の死骸など入り放
題で外から見えませんがエアコン内部はドロドロに
汚れていました。でも好景気の時代ではエアコンが
効かなくなったり臭くなっても３～５年で車を買い
替えたりしましたね。
― 好景気の頃はそうでしたね。
長安 しかしデフレの時代に入り、１台の車を長く
乗る時代になり、エアコンも長く快適に維持する需
要もありエアコンフィルターの装着が始まりまし
た。高級車だけのフィルターだったのが大衆車への
標準装着が始まったのです。それは平成11年のトヨ
タヴィッツからです。大衆車にエアコンフィルター
が標準装着となりましたので「これは交換市場が大
きく育つ、今から始まる！キタッ！」と思いました。
うちは補修市場専業のメーカーですからね。それで
業界では最も早く、新しい交換消耗部品としてエア
コンフィルターの案内と発売を開始しました。
― 相当売れたんじゃないですか。
長安 それがさっぱり。というか全く売れませんで
した。理由はいくつかあります。ひとつは新しいご
く一部の車にしかついていなかった事。ユーザーは
もちろん、それを点検する整備現場も、流通を担う
部品商社も、エアコンフィルターそのものを誰も知
らなかった事。知ったとしてもフィルターがどこに
付いているのか場所が分からなかった事。そもそも
走行に関係ない部品のため整備現場で意識すらされ
なかった事などがあげられます。当時は業界内でも
「こんなもの売れない、売れるはずがない」と言う
人も少なくありませんでした。しかし私はエアコン
フィルターがユーザーの呼吸する空気のフィルター
でユーザーに最も身近な消耗品であるため、必ず売
れるし将来途方も無く大きな市場に育つと確信して
いました。なんとか売れるようにしたいと考える毎
日でした。
― どのような行動をとったのでしょうか。
長安 考えを重ねた結果、交換手順を解説するマ
ニュアルを作って部品商社や整備現場に無償配布す
ることと現場に出向いて商品説明会を実施するしか
ないという結論にたどり着きました。とは言っても
取り付け位置が１台１台異なる車の交換手順を調べ
るのは簡単ではありません。しかも誰もやってくれ
ません。千里の道も一歩から、１台ずつ探しては実
車をバラして手順を撮影する調査を始めました。
― 大変な苦労をされましたね。
長安 交換マニュアルは最新情報を更新して年に１
回発行を続けています。第１号は８車種だけでした

が最新の19号では760車種を解説する壮大なものに
なっています。当時これを見た整備現場が「これな
ら分かる、分かりやすい」と点検交換を始め、競合
他社が同様のマニュアル作りに追随し、およそ20年
経った現在、市場は大きく育ってきました。昨年こ
の功績が認められ、弊社のマニュアルが「日刊自動
車新聞 用品大賞2017特別賞」を受賞しました。本
当に苦労を重ねて作ってきただけにとてもうれしい
出来事でした。販売に尽力いただいたすべての皆様
に深く感謝しています。
― まさに汗と涙の結晶ですね。マニュアルもフ
レッシュな頭でお考えになって始めたからこそ根付
いたのでしょう。
長安 おかげさまでエアコンフィルターは売上全体
の約半分を占めるまでに育ってきました。しかしま
だまだ道半ばと考えています。整備現場ではこれま
でずっと「走る曲る止まる」という安心安全に関わ
る整備をしてきたためにエアコンフィルターに対す
る意識が低い方も多いのです。実は自動車の構造変
化と共に消耗部品の寿命が延びたり無交換化するな
ど現場の整備収益は減少傾向にあります。ですから
従来からある安心安全整備にプラスする「快適整備」
をキーワードにエアコンフィルターの意識高揚と更
なる浸透を図って行きたいと考えています。エアコ
ンフィルターは、汚れたフィルターを交換するユー
ザーメリットと整備現場の収益が両立するとても良
い商材なのです。
― 今後はどのような事業展開をお考えですか。
長安 フィルターは価格と品質のバランスが求めら
れ、製品自体の付加価値による差別化には限界があ
ります。ですから売り方支援や情報提供がブランド
の付加価値になります。補修市場のフィルターは
ユーザーがメーカーを選ぶのではなく整備現場が選
んだメーカーの製品が使用されます。ですから現場
から選ばれるメーカーを目指し、この領域で更なる
深化を目指します。これからも全国に広がる現場の
期待に応えられる態勢を整えていきたいと思います。
― 本日はありがとうございました。

－ 20 －

▲ 同社のエアコンフィルター

2018. 春号

新会員企業紹介

平成29年10月～11月末までに入会された企業をご紹介します。
（入会順）

企 業 名 株式会社STG
代 表 者 名 代表取締役 佐藤 輝明
所 在 地 〒581-0812
八尾市山賀町6-82-2

企

名 株式会社
ラミーコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役 奥野 明
所 在 地 〒553-0003
大阪市福島区福島6-4-11
電
話 06-6453-3965
Ｆ Ａ Ｘ 06-6453-1554
業 務 内 容 製造業（一般機械器具等〔ラミネーター機
器製造販売及び機器消耗品販売〕
）
設 立 年 昭和55年10月6日 年
商 41億円
資 本 金 1億円
従 業 員 数 85名
経 営 信 条 知恵と工夫
座 右 の 銘 努力
ホームページ http://www.lami-corporation.co.jp
紹介会員名 事務局

電
話 072-928-0212
Ｆ Ａ Ｘ 072-928-0213
業 務 内 容 製造業（マグネシウム製品）
設 立 年
資 本 金
経営信条
座右の銘
ホームページ
紹介会員名

昭和57年6月21日 年
商 21億円
2億502万円
従 業 員 数 65名
戦わずして勝つ
自戒
http://www.stgroup.jp
事務局

企 業 名 株式会社 WIN-WIN
代 表 者 名 代表取締役 山内 祥子
所 在 地 〒542-0081
大阪市中央区南船場
3-2-6
大阪農林会館310号
電
話 06-6282-5505
Ｆ Ａ Ｘ 06-6282-5506
業 務 内 容 金融保険業（生・損保代理店）
設 立 年 平成25年10月
年
商
資 本 金 100万円
従 業 員 数 3名
経 営 信 条 人生楽しんだもん勝ち！
座右の銘
ホームページ http://www.
紹介会員名 三京化成株式会社 小川 和夫社長

業

企 業 名 富士電子工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邉 弘子
所 在 地 〒581-0092
八尾市老原6-71
電
Ｆ Ａ
業務内
設 立
資 本
経営信

話
Ｘ
容
年
金
条

072-991-1361（代表）
072-991-1282
製造業（高周波誘導加熱装置）
昭和35年6月18日 年
商 38億円
8,000万円
従 業 員 数 125名

お客様の競争力の支えとなるものを供給
する
座 右 の 銘 人間万事塞翁が馬

ホームページ http://www.fujidenshi.co.jp
紹介会員名 事務局

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
協会トピックス █ 一般社団法人大阪府経営合理化協会
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
１月16日
（火）15時30分より2018年年頭大会が
とばが榎本卓嗣副会長から述べられました。
（講演

2018年年頭大会兼年賀交歓会開催される

マイドームおおさか８階会議室にて開催されまし
た。当日の参加者は130名でした。
年頭大会では協会の年頭方針「激変に耐えうる独
自の強みを創る」の発表が小川和夫会長から、この
激変の時に自社を守るため、他社にない独自の強み
を構築することについてご説明がありました。
その後大阪府商工労働部経営支援課馬場正俊課長
と近畿経済産業局中小企業課中島清一課長補佐のご
両名から来賓を代表してご挨拶がありました。
特別講演では、
「人や社会のお役にたててこそ事
業であり、企業である」をテーマにトラスコ中山株
式会社代表取締役社長中山哲也氏の大変ユーモアに
富んで、経営の核心を突くご講演があり、お礼のこ
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録は本書に掲載）
その後、シティプラザ大阪４階「海」の間に会場
を変えて年賀交歓会が開催され、乾杯の音頭が川﨑
望副会長からありました。懇親パーティの中締めが
古谷勝彦副会長からあり、大阪締めで盛会裏に19
時30分に閉会しました。

－ 21 －
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編集メモ
※本号では継続的な技術革新によって、生産性を
向上し、他社にない強味を構築している２社の
事例と、現在の技術革新の方向と事例を寄稿で
掲載しています。
※年頭大会で常識や定石にとらわれず、お客様の
立場に立って、求めているものを実現する「志」
についてユーモアを交えて述べられています。
ご一読下さい。
（佐竹）
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