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• 進化し続け、今後も力強く前進していこう •
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•
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ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉

〈2019年 年頭方針〉

我々は価値ある繁栄をめざす

故きを知り新しきを知る

●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

しんわ税理士法人
代表税理士

田中

明子
新しい時代を迎えて

早いもので今年も桜の季節となりました。年の初めには、年頭の誓い・事業方針等を立てられ
た経営者も多くいらっしゃるでしょう。
当法人も今年１月７日の初出に全員で「今年の誓い」を書初めしました。全員が見つめるプレッ
シャーの中、一人ずつ墨で書きしたため、その文字に込めた思いを発表いたしましす。恥ずかし
ながら当社スタッフの誓いを紹介すると、
・「明」“明るく過ごす・明るいうちに家に帰る（うちはブラックではありません！）
”
・「親」“親としての役割を果たす、親切にする（二児の父となったスタッフ）
”
・「先手」“プライベートも仕事も言われる前に動く（奥様のご指導だそうです）
”
その他「早」
「共」
「進」
「学」
「楽」
「歩」
「明鏡止水」などなど。
そして、私の一字は「挑」“何事にも挑戦し続ける、挑む気持ちを持ち続ける”との思いを込
めました。
ところで、「論語」に「無信不立」
〔信なくば立たず〕という教えがあります。弟子から「政治
の要は何か」と尋ねられた孔子は、食料、軍備、信頼の３点を挙げ、その中でも一番大事なのは
信頼であり、これがなければ政治は成り立たないと答えました。政治も会社経営も同じですね。
今年は元号が変わる年であるとともに、私にとっては誕生年の干支に還る節目の年（ぶっちゃ
けて言うと「還暦」です！）
。生まれ変わった気持ちで常に若々しく、新しい時代に挑む人間で
ありたいと思います。

2019. 春号

－1－

ま ー す

新しい時代の幕開け MaaS
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 Mobility as a Serviceの略。利用者が多様なモビリティサービスに対して“１つのサービス” 
 としてアクセスし、自由に選択できるようにすることです。言い換えれば、スマートフォンひ 


 とつであらゆるモビリティサービスを自由に使えて、さらにそのデータの活用で渋滞解消や 
 シームレスな移動など、都市としてのレベルも向上させるのがMaaSです。モビリティサービ 
 スとは自動車（四輪、二輪）、鉄道、バス、トラム、タクシー、フェリー、航空、自転車など 


 移動に関する乗り物全てを指します。ライドシェア（自動車の相乗り）をMaaSと呼ぶ事例も 
 ありますが、ライドシェアはMaaSを構成する重要なモビリティサービスのひとつではあるも 
 のの、MaaSに包含される関係にあります。先進事例としてはフィンランド・ヘルシンキのベ 
 ンチャー企業MaaS Globalが提供する、経路検索・予約・モバイル決済までがまとめてできる 


 プラットフォームサービス「Whim」が注目されています。日本国内でも。「鉄道会社（JR東 
 日本、東急電鉄、小田急電鉄）は、既にそれぞれMaaSの取り組みを経営構想に入れ、実証実 
 験をスタートさせています。また自動車業界ではトヨタ自動車の社長、豊田章男氏がCES2018 


 においてMaaSに取り組むと宣言されました。国としても成長戦略にMaaSが入り、経済産業省 
 と国土交通省もMaaS研究会や実証実験への取り組みをスタートさせています。

 これまでそれぞれの交通サービスが独自に進化してきましたが、ICT（情報通信技術）によ 


 り“繋がる”という現象が起こります。その結果、輸送障害時の混乱をなくせたり、渋滞で無 
 駄な時間を過ごすこと、タクシーが見つからずに不安になるなど、交通に対する不安や不満が 
 圧倒的に減少します。それらを基盤として移動がスムーズかつ気軽にできるようになると、 
 サービスの定額制もしくは無料化の流れがきます。インターネットが従量制から定額制・無料 


 になったとき、インターネットで人と情報を繋いだGAFA（Google、Apple、Facebook、 
 Amazon）をはじめとする企業の価値が圧倒的に上がりました。私たちはBeyond MaaSと呼ん 
 でいますが、MaaSの先にある未来としてそんな流れが移動の世界に訪れると、移動の前後に 


 ある場所やモノの移動、サービスの提供の在り方自体が変わって、全く新しい都市や生活像が 
 訪れる可能性があります。

 また、今後地方で抱える赤字路線や交通空白地、高齢化や運転の担い手不足など日本の中で 


 も多くの交通や移動に関する社会課題は山積しています。それらを解消する一旦を担うものが 
 MaaSおよび新しい形態のモビリティサービスであると考えています。これまで見えなかった 
 人の移動や、異なる事業者間でデータを軸として共助の関係で地域の交通課題を解決すること 
 などです。また、課題解決だけでなくビジネスチャンスもあります。今後、世界各国の各都市 


 でMaaSが実装される際に、大都市圏の混雑緩和や人口減少に対するMaaSの適用により新しい 
 ソリューションが出来れば、課題先進国というピンチをチャンスに変えられる可能性もありま 
 す。そういった意味では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックは非常に重要なマイル 


 ストーンとなります。国の動きも活性化しているが、我々民間企業、スタートアップ企業とし 
 てもよりよい移動社会の実現に向けて取り組んでいきます。
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新しい時代の幕開け
― 事例Ⅰ ―
ソーラ

宇宙開発協同組合 SOHLA

東大阪発、
人工衛星
「まいど１号」
から
新たな夢「人型宇宙ロボット」
を月へ
所 在 地

専務理事

棚橋 秀行
（棚橋電機㈱ 代表取締役社長）

〒577-0011 東大阪市荒本北１丁目4-17
クリエイション・コア東大阪北館409号
Ｔ Ｅ Ｌ 06-6747-8081
Ｆ Ａ Ｘ 06-6747-8095
設
立 平成14年12月16日
業務内容 宇宙産業用機器及び同部品の共同受注・共同開発・共同宣伝事
業、組合事業に関する教育及び情報の提供
ホームページアドレス https://sohla.com/

小型人工衛星「ま い ど １ 号

つくるという案もあったのです

ん。2004年の５月に独立行政法

（SOHLA-1）」の打ち上げに成

が、大学の先生のアドバイスで

人宇宙航空研究開発機構

功したのは2009年１月23日です

「人工衛星ならつくれるのでは

（JAXA）と技術支援協定を締

から、今年でちょうど10年、節

ないか」という話になり、2002

結することができて、JAXAの

目の年になります。

年12月、東大阪の中小企業６社

指導の下で実現を目指すことに

きっかけは2001年、東大阪の

（このなかには東大阪市以外の

企業が集まって、「何かやろう」

大阪市の企業も含まれていまし

前例のないプロジェクトで

と立ち上がったことだと聞いて

た）が発起人となり、
「東大阪

NEDOからの予算は５年間で７

います。当時、大阪は不況で、

宇宙開発協同組合（SOHLA）
」

億円。今から考えると、とても

を設立したました。

こんな低予算でできるものでは

「東京一極集中」などと言われ、

なりました。

生産拠点は地方へ、あるいは海

そのころ、東大阪は政治家の

なかったのですが、ある意味、

外へ出て行く傾向が強くなって

故・塩川正十郎さんの地盤で、

無知だからできたのです。知っ

いました。なかでも東大阪は町

「中小企業が宇宙開発に挑戦す

ていたら「無理だ、やめておこ

工場が多く、きつい・汚い・危

るなら応援するよ」と言って下

う」ということになっていたと

険という「３Ｋ職場」のように

さって、小泉首相（当時）が東

思います（実際には12億円の予

思われていて、職人さんという

大阪に視察に来られるなど、一

算申請をしていました）。

技能を持った人たちはいても、

躍、有名になりました。

一番問題だったのは、私たち

その高齢化が進み、若い人が集

2003年10月には独立行政法人

にはそれぞれの本業があり、仕

まらない、後継者不足という問

新エネルギー・産業技術総合開

事をしながらのプロジェクトの

題を抱えていました。
そのため、

発機構（NEDO）から当組合が

推進だったため、なかなかまと

このままではいけない、自分た

人工衛星開発の委託を受け、そ

め役が決まらなかったことで

ちで積極的にいいイメージをつ

の年の12月に開発がスタート。

す。何もかも四苦八苦しながら

くりあげよう、何かドーンと明

NEDOのプロジェクトとして、

の取り組みでした。それでも、

るい話題をぶち上げようと考え

2007年度末までに２機の人工衛

2005年７月にバッテリーフライ

たのが出発点でした。

星を開発するという計画でした。

トモデルの製作・試験にこぎつ

最初は何をやるかも決まって

しかし、中小企業と学生だけ

け、11月にはフライトモデルの

いなくて、飛行機かロケットを

では人工衛星開発はできませ
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製作を開始しました。

しかし、人工衛星をつくって
も、ロケットがなければ宇宙に
は行けません。打ち上げるため
のロケットが必要です。JAXA
の「Ｈ・ⅡＡロケット」の相乗
り衛星として選定されたのが
2007年 ５ 月。これで よ う や く
実現に近づき、2009年１月23日
12時54分、遂に種子島からロ
ケットが発射され、私たちの
「SOHLA-1」が宇宙へと飛び出
しました。
「SOHLA-1」と地上
局との通信が確認されたのが14
時36分。この瞬間、私たちがつ

▲「SOHLA-1」CG

くった人工衛星は「SOHLA-1」
から「まいど１号」になりまし

きました。若者がモノづくりに

るなどということはありませ

た。人工衛星は打ち上げに成功

興味を持ってくれるようなプロ

ん。ですが、国内外のメディア

し、軌道上に達した時点で名前

ジェクトにしたいという当初の

に取り上げられ、海外からも見

がつくのが慣例なのだそうで、

願いが叶ったのです。東大阪の

学者が来られ、社会科の教科書

このときようやく「やったぁ～」

イメージを一新することにもつ

等に取り上げられ、表彰までさ

という気持ちになって、心底、

ながり、さらに言えば、全国の

れるなど社会的な効果は大き

ほっとしました。みんなのそれ

中小企業の方々を奮起させるこ

かったと思います。
「たいよう

までの苦労が報われた瞬間で

とにもなりました。たとえば、

さん

した。

「電気自動車あっぱれプロジェ

まいど！」という子供向

けの絵本にもなりました。

「東大阪の中小企業が人工衛

クト（MEGURU）
」や「深海艇

もちろん、得たものは多く、

星を打ち上げた」とマスコミに

江戸っ子１号」などは、私たち

参加した企業によっては、宇宙

大々的に取り上げられました

の活動に刺激されて「よし、自

レベルの品質管理、モノづくり

が、これはまさに産学官連携の

分たちも！」と始められたこと

の技術などを磨かれて事業に活

結果でした。JAXA、NEDO、

だと聞いています。

かされています。
当社の場合は、

東京大学、大阪大学、大阪府立

よく「費用対効果」という言

技術というよりプロジェクトの

大学、オブザーバーとして近畿

葉が使われますが、私は「費用

マネジメントなどを学ばせてい

経済産業局と大阪府も協力して

対社会的効果」が肝心だと思い

ただいたことが大きかったと思

くれたおかげです。

ます。とくにプロジェクトがス

います。とくにヒトづくりとい

タートしたころは、大変なこと

うことで成果が上がり、それが

ばかりでした。先生方以外はみ

当社の売上につながっていると

んな素人ですから、途中で「儲

感じます。

■「費用対社会的効果」は絶大、
最高の学びの場に
「まいど１号」の社会的評価

かりまっか？」
と聞かれても
「儲

「まいど１号」の製作の場は

は非常に高く、東大阪の中小企

かりまへん」と即答していまし

クリエイション・コア東大阪の

業の技術力の高さをアピールで

た。打ち上げに成功しても儲か

南館にあり、そこはJAXAさん
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いど１号」の技術をさらに発展
させ、ロボットを月面着陸させ
る。
それによって、
日本のロボッ
ト産業が世界に誇れる産業であ
ることを世界中にアピールした
いと考えています。
ご存知かもしれませんが、月
面は想像を絶する過酷な環境
です。それを私たちは「人型宇
宙ロボットの５つの敵」と名
付けているのですが、①温度
（＋106.7℃～－183.3℃の温度差
に耐えなければなりません）②

▲ 絵本「たうようさんまいど」

超真空③重力（地球の６分の１
に借りていただいていたクリー

はなく、人間性や精神力も必要

なので、地上と違う制御にしな

ンルームでしたが、出入りする

です。人とコミュニケーション

ければなりません）④レゴリス

皆がそれぞれに必要なことを学

が取れて、まとめあげたり、調

（１ミクロンのトゲのある小麦

ぶことができました。それに、

整したりする力がなくては形に

粉のようなものがメカの邪魔を

プロジェクトのメンバーは推進

なっていきません。もちろん前

します）⑤放射線（部品の半導

中、気軽に大学の研究機関を

提として、電気や通信などそれ

体を狂わせます）――これらを

訪ねることができ、逆に「教え

ぞれの専門知識も必要です。

克服しなければならないのです。

て下さい」とお願いすれば、東

とくに、これからの時代は、

この新しい挑戦は2010 年 に

大阪まで来ていただくこともあ

かつてのようなピラミッド型の

キックオフし、地上ロボットの

りました。一企業では絶対にで

組織ではなく、フラットな組織

試作受注をスタートしていま

きないことです。おかげで一気

になるような気がします。フ

す。課題が多く、歩行をするよ

に、いろいろなことが勉強でき

ラットな組織では、それぞれに

うな形にはならないかもしれま

ました。

役割があり、リーダーシップと

せんが、人型にするのには理由

私の場合は、プロジェクトを

フォロワー（補佐）シップの両

があります。有人宇宙活動には

推進するにあたって、実験開始

方が求められます。そういうヒ

大変な人命のリスクが伴いま

前の会議から実験中の詳細・結

トづくりがこれからますます重

す。事故などによる直接的なリ

果、最後の報告会議の議事録ま

要になるのではないでしょうか。

スクもあれば、強い放射線を浴

ですべてエビデンス（証拠、根
拠）を残さないといけないと教
えられ、こうしたことも大きな

■夢は再び宇宙へ！
「一緒に叶えませんか」

びることによる人体へのダメー
ジも懸念されます。生命維持の
ためのコストが膨大で、あの

私 た ち「宇宙開発協同組合

NASAでさえ予算的に厳しい状

日本の教育ではそういうこと

SOHLA」は「まいど１号」か

況にあると言われています。で

を学ばない、という問題もある

ら次の夢へ向かっています。そ

すから、もし私たちが宇宙ロ

と思います。多くの人が関わる

れは人型宇宙ロボットをつくっ

ボットを月に送り込むことに成

プロジェクトでは、能力だけで

て月に送り込むことです。
「ま

功したら、人に代わって有効な

財産になっています。
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活動ができ、人の命を危険にさ

「世界へ出て行く」というと

トを送り込む夢を私たちととも

らすことなく宇宙開発に貢献

き、生産コストを削減できるか

にやろう、と思って下さるプロ

し、宇宙への夢を広げることが

ら、などという発想はひと昔も

ジェクトメンバーを募集してい

できるのです。

前のことだと私は思っていま

ます。
「自社の技術を宇宙技術

「日本人は誠実で優しい」と

す。すべての国と対等で、すべ

に応用できるかも」と思われる

いう一定の評価がありますが、

ての国の人々を日本人と同じ条

方はもちろん、まったく異分野

それを人型ロボットによって新

件で雇用するのは当たり前の

でも「そんなことを学べるだけ

しい形で世界にアピールできま

話です。世界へ出て行くのは、

でも意味あるなあ」と思われた

す。しかも、中小企業の専門技

ネットワークを広げるため。

り、
「ウチの会社の若い者にも

術を結集し、多くの要素技術を

「日本の方が、レベルが高い」

夢を持たせたい」
とお考えの方、

必要とする宇宙ロボットとして

などという思い込みは間違い

あるいは「ちょっとだけ話、聞

まとめあげ、日本の宇宙ロボッ

で、いまや各国のレベルはどん

いてみよか」と思われただけの

ト技術を世界に示すのですか

どん上がっていて、どこも一緒

方も大歓迎です。いろいろな形

ら、
「やっぱり日本の技術は素

です。ですから、
「ともにやる」

の参加の仕方がありますので、

晴らしい！」と再評価されるは

という気持ちで海外へ行き、現

よかったらお問い合わせ下さ

ずです。参加した企業は個々の

地の課題を私たちも一緒に解決

い。宇宙への夢に一緒に挑戦し

技術を世界に発信し、ビジネス

させていただきたい、と思って

ませんか。企業として新しい一

に結びつけるという可能性も広

います。

歩を踏み出すことになるかもし

がります。

「ともにやる」
。宇宙へロボッ

れません。

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

第16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。

A picture is worth 

a thousand words
「 百 聞 一 見 」
し

（百聞は一見に如かず）
直訳すれば「一枚の絵は千言の価値あり」です。
一枚の写真、絵、イラストは活字の400倍の訴求力があるといわれている。
「見ることは信ずること」である。経営の「視覚化」
「見える化」が大事である。

＊ 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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新しい時代の幕開け
― 事例Ⅱ ―

三進金属工業㈱

転換期を迎えた植物工場

代表取締役専務

新井 宏幸

１．日本における
植物工場のあゆみ
植物工場は、①人工光型（完
全制御型）②補光型（併用型）

所 在 地 〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目5番20号
Ｔ Ｅ Ｌ 072-436-0251（代表）
Ｆ Ａ Ｘ 072-436-0259
創
業 昭和39年11月
年
商 215億円（平成30年9月）
従業員数 585名（平成30年9月）
業務内容 物流保管設備等製造
ホームページアドレス https://www.sanshinkinzoku.co.jp/

砂漠地域などの通常では生産で

れる時代である。2000年に入る

きない場所でも生産が可能とな

と、蛍光灯を利用した多段型シ

る植物工場は、次世代型農法の

ステムの普及が急速に始まり、

旗手として脚光を浴びることと

日産10,000株の大型施設も登場

なった。

するなど、各地に施設建設が展

③太陽光利用型（従来型の養液

1985年つくば科学博にて「植

開され第二次ブームと呼ばれた

栽培などの施設園芸）④その他

物工場」と命名した人工光源だ

時代である。2009年国が学術会

植物工場（もやし・キノコ工場）

けでレタスを栽培するシステム

議の提言を受け、国家成長戦略

などに分けて考えられている。

展示が行われ、日本での植物工

の中に項目として植物工場が取

一般的に植物工場と呼ばれる場

場のルーツとなっている。1990

り上げられた。具体策として経

合は、①、②を指すことが多い。

年代に入ると各地で実証規模の

済産業省、農林水産省連携によ

ここでは当社との関わりが深い

営業運転施設が建設されたが、

る研究開発拠点整備事業（約

①人工光型を中心に紹介したい。

日産500株やせいぜい1,000株と

150億）が進められ、更に大き

植物工場という言葉から受け

比較的小規模施設であった。こ

な波がやってきた。第三次ブー

るイメージは、
「工業的に整備

の時期、電力・石油などのエネ

ムの到来である。拠点となる大

された施設で植物が生産されて

ルギー関連企業、食品・電機・

学を中心に、民間企業が参加す

いる」イメージだと思う。その

鉄鋼・設備などの各社が、持ち

るコンソーシアムを結成し、産

イメージのように欧米において

前の固有技術を農業分野に生か

官学の知恵や資金を結集し研究

は1960年代から安定生産・高効

して未来型の生産システム構築

開発を加速させようとしたもの

率生産を旗印に牧草・食用野菜

に寄与しようと積極的な研究開

である。従来どちらかと云えば

生産をターゲットとして取り組

発投資が進められた。農林水産

民間主導であった植物工場の技

まれ、日本においても1980年代

省もこれらの動きを受け、1993

術開発や普及啓蒙に官や学が関

に工業界の民間企業を中心に次

年に先進的農業生産総合対策事

与することにより、技術のス

世代型農業生産形態として開発

業として植物工場に対する補助

テップアップや社会に対する情

が開始された。人工環境（光・

事業化（2000年一定の成果を挙

報公開、従事者の人材育成等を

温度・湿度・養液組成）を装備

げたとし廃止された）
も実現し、

加速させる取組は、普及拡大の

することによって、トンネルの

これにより建設が加速された。

大きな推進力となった。

中、ビルの地下、更には灼熱の

植物工場の第一次ブームと云わ

2019. 春号
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生産品目は葉菜類に限定され

ているが、無農薬・虫や砂など

に大規模化の傾向が進み、天井

な精度、構造計算に基づく耐震

異物混入がない、低細菌である

高が８～10ｍの空間に栽培棚を

強度保有などで評価をいただい

など、サラダやサンドイッチ素

設置したいという要望も数多く

ている。

材として清浄性、安全性に優れ

出てきた。図１・２は、当社が

現在主流となってきている多

ている。栄養価や機能性も抗酸

施工したPFCでの日産6,000株

段型植物工場では、ラック（栽

化活性や総ポリフェノール・カ

の実証栽培施設のものであり、

培棚）
は、
施設の根幹となるキー

ロチン・ビタミンなどが、ハウ

天井高９ｍに18段の栽培棚を複

パーツである。しかし設計に際

スや露地栽培と比較した場合、

数列設置する仕様である。図１

しての養液配管や棚間隔など、

より多く含まれている点などが

は工事前、図２は工事中の写真

栽培システムとの親和性が高

消費者から評価され、多少割高

である。工場で内作した８ｍの

く、当社もそれら分野のエキス

であっても、スーパー店頭で工

ロールフォーミング加工したフ

パートとの協業を模索していた

場野菜と意識して購入される時

レームを現地で組み立てていく

ところ、縁あって2012年水耕栽

代になってきている。

工法である。独自の嵌め込み構

培の草分けである
（株）
Ｍ式水耕

造により工事期間の短縮、確か

研究所との協業契約が整い、栽
◀ 図１

２．
三進金属工業としての
植物工場との関わり

ＰＦＣのＣ

当社は、物流倉庫や図書館等
への鋼製産業用ラックの生産
メーカーである。大阪と福島の
二大生産拠点で、ロールフォー

棟

22

ラック設置前

ミングマシーン加工による連続
一貫生産システムを備えてお
り、スチールラック製造におい
ては国内トップシェアを保持し
ている。植物工場との関わりは、
2006年大規模生産展開されてい
るスプレッド様の第２期工事に

◀ 図２

当社ラックが採用されたことが
きっかけである。

ラック組立工事風景

その後、2009年大阪府立大学
が前述した国による研究開発拠
点として選定され「植物工場研
究センター（PFC：R&D Center
for Plant Factory）
」という新
しい研究組織が立ち上がり、同
時にコンソーシアムの結成も進
められた。弊社も大阪を拠点と
していることから設立時からの
参画を決めた。この時期は、既

－8－
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培システムとマッチしたラック

ン、プラントメーカーからなど

植物工場と福祉のいわゆる農

の設計製造や、要望があれば栽

ラックを中心とした栽培施設提

福連携事例もこれから増加する

培システムを含む提供も可能と

供がメインである。数は少ない

ものと考えている。

なるなど、多様な市場ニーズに

が、エンドユーザーから植物工

当社の植物工場ビジネスは、

対応できるようになってきた。

場全体を元請けとして施工する

まだまだ新参者の域を出ない

2017年には、本社（大阪）内

ケースもある。そんな中で、楽

が、
「低コストと高収穫を両立

に戦略的基盤研究センター（図

天ソシオビジネス様（図４－１、

する最適な生産プラントの設計

３）を開設した。これは、植物

４－２）に納入した事例を以下

支援」をコンセプトにおき、ス

工場ビジネスの成否を決める栽

に示す。障がい者就労に植物工

チールラックの開発によって

培技術の定量化や検証をはじ

場を活用するスキームでの展開

培った技術を活かし､ 工場全体

め、顧客から求められる様々な

で、東京大田区に実証施設納入

の大規模化や栽培棚の多段化､

栽培支援にはサイエンスの裏付

後、2018年には静岡県磐田市に

省力化機器開発に独自の技術と

けが重要であるとの認識から、

1,500株と、さらに規模を拡大

製品での貢献を進めている｡

研究員配置や施設整備を行い、

した施設を納入させていただ

生薬栽培に関しては、大阪大学

いた。

昨年10月幕張メッセの農業
ワールドで省力化機器として新
◀ 図３

薬学部との研究開発にも着手
している。

戦略的基盤研究センター

３．
三
 進金属工業の
植物工場ビジネスの現状
ここ10年余の新規事業的領域
であるが、納入実績は70件を超
え、日産８万株の生産施設を提
供している。ゼネコン・サブコ

◀ 図４ ２
- 楽天ソシオビジネス

▲ 図４-１

楽天ソシオビジネス

2019. 春号
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◀ 図５

規開発のレタスの移植機
（図５）
を発表し、大きな反響をいただ

新開発の自動移植機

いた。レタス生産においては、
苗段階では密植し、本圃での生
育用に株間を拡げる移植作業が
必要である。現在、その工程は
人手に頼った作業となってお
り、最も機械化が望まれる部分
であった。このような省力化機
器開発も今後順次手がけていき
たい。本年度は、植物工場領域
での売り上げは10億程度を想定
しているが、当社としては、こ
の分野で皆さんのお役に立つた

天候不順から調達の安定化対策

シアムの代表幹事を拝命し参加

めに「①コストパフォーマンス

として業務筋も工場野菜にシフ

企業60社（2018年度）と共に、

追及②サイエンスの裏付けと先

ト化の動きが出てきた。2018年

共同研究構築や、
普及啓蒙活動、

進性③小回りの利くビジネス対

に、セブンイレブンが専用植物

人材研修などの活動を展開して

応」を掲げ邁進していきたいと

工場を稼働させた事例がこの動

いる。昨今の施設増加対応には

考えている。

きである。一方、生産者側から

専門知識を有した人材教育や資

も、１株80g程度の定番仕様か

格化などへの取組は重要課題と

ら250ｇと大株化させることに

されている。公的機関に求めら

よって単価を下げようとする動

れる機能としてこの部分の役割

2019年２月段階で、植物工場

きが出てきた。こうすることに

が大きく、大阪府立大学におい

普及振興会調査によると人工光

より、両者間の溝が狭くなり、

ても文部科学省からの委託事業

型植物工場の施設数は113ヶ所、

業務用途への工場野菜進出がま

「植物工場における中核人材育

年産7,300tのレタスが生産され

すます増大していくであろう。

成プログラム」が実践された。

ているが、国内レタスの年間生

この流れの中、コスト低減のた

その成果として、
「人材研修」

産 量 は 530,000t と 云 わ れ て お

め、施設の軽装備化や低コスト

や「植物工場研修副読本」の発

り、単純計算だと工場産レタス

化、省力化機器開発などの要求

行、
「資格化構想提案」などが

生産比率は、２％を超えてきた

もますます増えてくると思われ

なされた。またテキスト化・資

が、普及してきたとはいえ、ま

るが、建築コストの低減が最重

格化委員会にも参加し、これら

だまだこの程度である。

要課題という声が大きくなって

にも関与しているが、今後、業

今日、野菜消費量は家庭内消

きている。システム建築化や、

界としての構築や展開が待たれ

費よりも業務消費が上回る状況

必要最小限の機能化など、今後

るところである。

となってきているが、コスト高

進展していくと思う。当社とし

第３の農法と云われている植

から、これら業務用途に工場野

ても主力の栽培設備に対しての

物工場は、誕生して30年、平成

菜がほとんど採用されていな

検討が必要と認識している。

の時代と共に生まれ、発展して

４．今後の展開

かった。しかし、ここにきて局

自身は、2016年大阪府立大学

きたが、今、大きな転換期に差

面が大きく変化してきている。

植物工場研究センターコンソー

し掛かっていると考えている。

－ 10 －
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講演録

年頭大会記念講演

「禅と経営」

～ビジネスリーダーが


禅から学ぶべきものとは～
妙心寺退蔵院

松山

副住職

大耕 氏

■禅の二つの特長、
シンプルにして実践・体験を重んじる
最近、お寺で社員研修をするところが大変増
えています。戦後は非常に多く、バブル期はゼ
ロになり、近年また増えてきて、とくにグロー
バル展開をするような企業、例えば、トヨタさ
んは165ヵ国の次期社長クラスの方の１週間に
わたる研修の初日を妙心寺で行っています。い
ま、話題の経営者、日本電産・永守重信会長の
「グローバルリーダー養成塾」をはじめ、パナ
ソニックさん、資生堂さんなど日本の企業だけ
ではなく、ボストンコンサルティング等、海外
の企業も多数、お寺で研修をされています。禅
は昔からリーダーに志向されてきた宗教、宗派
です。今日は皆様にそもそも禅とは何かをご紹
介し、千年も続いてきた理由はヒト、人材であ
るということから、
「ヒトを育てる」というと
ころにフォーカスしてお話をしたいと思います。
まず、妙心寺は650年前に創建され、現在で
は末寺が全国に3400ヵ寺、
その中心が妙心寺で、
塔頭という小さなお寺が46集まって形成されて
います。面積は約10万坪、甲子園が７～８個入
る非常に大きなお寺で、その一角に私がいる退
蔵院がございます。
妙心寺は臨済宗の本山ですが、その前に禅と
は何かをご紹介しますと、もちろん仏教の一派
で、いまから2000年前にインドで生まれました。
1500年前に中国に伝えたのが、
ご存知の達磨
（だ
るま）さんです。ですから、達磨さんはインド
人です。唐・宋の時代に花開き、1000年前に日
本にやってきました。ところが、禅の原型はイ
ンドにも中国にもほとんど残っておらず、今は
日本の禅で、それが日本から世界に羽ばたこう

2019. 春号

としています。アメリカでもフランスでも禅は
大人気です。
禅の特長は二つあり、禅という漢字そのもの
が一つ目の特長を表しています。
「ネ」偏に単
純の「単」
、つまりシンプルです。
禅に傾倒していた経営者としてアップルの創
業者スティーブ・ジョブズが有名ですが、最初
にiPhoneのアイデアを思いついたとき、エンジ
ニア陣が作ったモデルにはボタンが３つ付いて
いたそうです。それを見たジョブズは「これで
は複雑過ぎる。３つもあったらどれを押したら
いいのかわからない。もっとシンプルにしろ」
と言い、出来上がったのが、ご存知のボタン１
つのiPhoneです。私たちは複雑で忙しい世の中
で過ごしていますので、シンプルであるという
ことは非常に重要なのです。ジョブズはシンプ
ルでないと、世界中の、どの世代にも受け入れ
られないということを禅から学んでいたのだと
思います。
禅寺は非常にシンプルで、庭も砂・石・苔で
つくられ、
道場での食事は一汁一菜とシンプル、
そして座禅をして心をシンプルにしていく。す
べてをシンプルに、ということが禅の教えの根
幹にあり、これが一つ目の特長です。
二つ目は、禅は実践・体験を重んじるという
ことです。私がいまオレンジジュースを飲み、
その味をどんなに上手に説明しても、飲まない
限り味は絶対にわかりません。
禅の書物は多く、
悟りを開いた老師様もたくさんいらっしゃいま
すが、どれだけ本を読もうが話を聞こうが、悟
りの世界の素晴らしさは絶対にわかりません。
お釈迦様のなさったこととまったく同じことを
して、全部はわからないとしても、その一部で
も追体験していこうというのが禅なのです。で
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すから、禅は実践・体験をとにかく重んじると
いうこと、これが二つ目の特長です。
禅僧になるには必ず修行が必要です。全国に
約30ヵ所の専門道場があり、ここで最低３年間
修行をします。まず毎朝３時に起きて、１時間
お経をあげ、２時間座禅。明るくなってからは
薪を割ったり、畑を耕したり、草を刈ったりし
ます。夕方６時ごろから夜中の12時ぐらいまで
再び座禅。つまり１日３時間ぐらいしか寝ない
生活を３年間続けるわけです。テレビもラジオ
も新聞も携帯電話もない、本さえ読んではいけ
ないという環境の中で３年以上、
修行をします。
休みは最初の半年間は１日もなく、半年経つと
月に１回、半日休みがあります。
大変厳しい修行ですが、そのなかでも一番厳
しい修行が12月８日、明けの明星、金星がピ
カッと光っているのをご覧になってお釈迦様が
お悟りを開かれたという因縁にあやかって、私
たちも12月１日から８日の明け方までの１週
間、一睡もせずにひたすら座禅をします。ご飯
を食べる時もお経をあげるときもひたすら座
禅。３日目ぐらいからわけがわからなくなりま
すが、寝ていては悟りに近づけませんので、眠
くなると警策という棒で叩かれます。フルスイ
ングで、多い人で4000発ぐらい。警策は１週間
で100本折れます。そんな古式ゆかしいハード
ボイルドな修行をしております（笑）。

■龍安寺の石庭に秘められた
奥深い意味と人生の教訓
私は退蔵院の長男ですが、中学・高校はカト
リックの学校で学んでいます。キリスト教の環境
に身を置くと、より仏教がわかります。ヨーロッ
パの修道院は勉強の時間がたくさんあります
が、禅の修行道場には勉強の時間は１分もあり
ません。ひたすら雑巾がけ、薪割り、庭掃除です。
仏教の専門用語に「聞思修」という言葉があ
ります。これは、物事を習得する手順で、
「聞」
はセオリーを学ぶ、
「思」は何故そういうこと
をするのか、どういう意味があるのかを自分で
考え、それを実践していくことが「修」です。
一般的にはこのやり方ですが、禅の修行では
まったく正反対で、
「修思聞」です。
「とりあえ
ず、やれ」から入り、２、３年経って「あれ、
何でこんなことをしているんだろう？」と自分
で考え始め、修行が終わってから、歴史やセオ

リーを学んでいくというのが禅のやり方です。
自転車も水泳もハウツー本をいくら読んでも
マスターできません。自転車に乗る、水に入り
手足を動かして初めて泳げるようになるのと同
じで、とにかくまずやらせる。
私自身、大学までセオリーファースト人間で
したから、道場に入ったときは、
「何でこんな
ことをやらされるのか」
と非常に反発しました。
でも、後になって、道場で修行を積んだ人の所
作は全然違うということに気がつき、何故修行
をするのかがわかりました。セオリーをいくら
勉強しても、実際に繰り返しやったことしか身
につかないのです。
龍安寺の石庭はよくご存知だと思いますが、
この庭には教えがあります。石は15個ですが、
本堂の縁側のどの位置から見ても15個全部は見
えないように設計されています。15は完全を表
す数字で、
「人間、いついかなる場合も完全で
はない」もしくは「同じものを見ていても見え
方は違う、自分の見方だけが正しいと思うな」
という戒めが込められています。
石庭の砂は白ですが、それには実用的な意味
があります。電気がない昔、白い砂を敷くと日
の光、
月の光を反射してお堂の中が明るくなる。
カメラのレフ板と同じです。
石庭には線が引いてあります。石の周りに線
を引くのは簡単ですが、まっすぐに引くのが難
しい。まっすぐに引くコツは、遠くの方を見て、
軽く砂熊手を持って歩くぐらいのスピードで
シャーッと引いていく。経営も同じですね。昨
今は四半期に１回決算を出せとか言っています
が、そんなことをしていたら経営方針は絶対に
曲がります。私の祖父は「死んでから評価され
るような仕事をしろ」といつも言っていました
が、それぐらい遠くの方を見ないとよい仕事は
できません。私はビジネス書を100冊読むより
１日掃除をした方がよっぽど学びがあると思う
のですが、そういう人生の教訓が隠されていま
す。毎日、毎日線を引いていると、恐ろしいほ
どの集中力がついてくる。実に奥深い意味が石
庭にはあるのです。

■一流に共通するものと禅の精神
良寛さんの墨跡で一番有名な書は、一見下手
に見えるのに、不思議な味わいがあって印象に
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残ります。一流とそうでないものの違いとは
何でしょうか？ 一流のものには共通点があ
り、それは見えないところを大切にしていると
いうことです。例えば、黒沢明監督は時代劇を
撮影する時、タンスの中身、襖の向こう側まで
全部、江戸時代のもので揃えさせたそうです。
そうしないと、役者の迫力が出ないからです。
ベートーベンの交響曲第５番「運命」は実は
「ジャジャジャジャーン」で始まっていない。
楽譜を見るとわかりますが、前に８分休符が１
個打ってあって、そこから始まります。これに
よって指揮者は余計に振りにくく、オーケスト
ラは音を合わせにくい。だから、全員が緊張し
て集中して、
「ジャーン」という音を出すから
すごい音で奏でられて、いつの時代の、どこの
オーケストラが演奏しても素晴らしい音が出る
仕掛けになっているのです。ベートーベンが大
事にしたのは、見えないものではなく、聴こえ
ない音です。
武道など「道」のつくものは、禅の影響を受
けています。弓道とアーチェリーの違いは、矢
が的に当たることを目的としているアーチェ
リーに対し、弓道は姿勢と呼吸と型を整えて、
弓と矢を使いながら自分の精神状態を極限まで
もっていくことが目的です。剣道も同様で、剣
を使って自分の精神状態を極限までもってい
く。一本取った後も、一礼するまで心を残す、
「残心」を大切にしているところがフェンシン
グとの違いです。剣道には「剣禅一如」という
言葉が、お茶の世界には「茶禅一味」という言
葉があります。自分の見つめ方、精神の高め方、
ここに「禅」があり、
「道」とつくものは禅の
影響を非常に大きく受けています。

■「大切な教えをつなぐ」
禅に学ぶ人の育て方
禅の教えの中に「不立文字」
、物事の本質は
言葉にはできないというものがあります。
実践、
体験、直観を通して大切な教えをつないでいく
という教えを、ヒトの育て方に注目しながらご
紹介したいと思います。
まず、一つ目「言われたことはしない」
。弟
子でも子供でも部下でも言われたことはしない
のです。見たことをする。修行の長い修行僧ほ
ど人の嫌がる仕事を率先してやります。何故か
というと見せないと伝わらないからです。
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二番目は「わざと教えない」
。修行僧は問答
をいただき、一人ひとり師匠の前で自分の考え
たことを述べますが、答えは絶対に教えてもら
えません。私は１つの問題に７ヵ月間、毎日毎
日毎回毎回「違う」と言われ続けたことがあり
ます。とうとう「もう、いいや」となって出し
た答えに
「ほう、それじゃ。それも禅なんじゃ」
と言われました。しかし、自分ではそれが何で
答えになるのか、わからなかったのですが、修
行を終えて２、３年経ったある日突然、ハッと
気がついたのです。
「これか！」と腹の底から
納得ができた。そういうことが人間の飛躍にな
るのです。答えを教えられると「ふうん」で終
わり何も残らない。１問でもいいから、考えに
考え抜いて自分でわかる方がよっぽど価値があ
る。だから、わざと教えないのです。
禅を学ばれた経営者はこういう教え方をする
人が多く、松下幸之助さんもその一人です。秘
書の方に「アンタ、今度、アメリカから来る、
こういう人を知っているか？」と聞かれる。秘
書の方はすぐに調べて報告しますが、翌日も同
じ質問をされる。その次の日も。秘書の方はカ
チンときますが、ふと気がついて、週末にその
アメリカから来る人の書物を全部読んで、要点
を10分ぐらいにまとめてテープに吹き込んで渡
しました。後日、
「アンタ、ええ声してるな」
と言われた。ちゃんとテープを聞かれているん
です。本当に人の成長を促そうと思うと、わか
るまで待たなければいけないのです。
禅のなかで料理は重要な修行の一つです。ご
飯当番の引き継ぎはたった２時間と決められて
いて、最初は皆、べちゃべちゃのご飯を炊いて
怒られます。それで自分で工夫して、どうにか
こうにか炊けるようになっていきます。禅の修
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行は型が決まっているから、本人が工夫するこ
とで改善が生まれるのです。それがヒトの成長
につながる。ですから、わざと教えない。これ
は非常に重要なポイントです。
三つ目は上手に継承するということ。事業で
もお寺でも、成功体験はほとんど役に立ちませ
ん。しかし、「これをやったらまずい」という
ことは30年前も今も全然変わっていません。先
日、月桂冠の大倉社長さんとお話をする機会が
あり、「380年も続く月桂冠さんの酒造りを小さ
いころから学んでこられたのですか」
と聞くと、
「生まれてから、親父から酒造りについて教え
てもらったことは一つもない。その代わり、小
さいころから贅沢をするな、嘘をつくなといっ
た人として絶対にしてはいけないことは耳にタ
コができるぐらい教わってきた。だから、自分
がこの立場になったとき、そんなに外さないで
商売をさせてもらえているのかなと思う」と言
われていました。やってはいけないことだけは
ちゃんと伝えていくことは非常に重要です。
四つ目は「瞬時に動く」。妙心寺は、いまは
大きなお寺ですが、
創建当時はボロボロの庵で、
和尚さんとお弟子さん２人が暮らしていまし
た。あるとき大雨で雨漏りがしたので、和尚さ
んが台所にいた二人を呼びつけると、一人は慌
てて竹ザルを手に駆けつけ、一人は後から鉄な
べを持ってきた。叱られたのは、後から鉄なべ
を持ってきたお弟子さんでした。雨漏りをして
いるのに、竹ザルは役に立ちませんが、雨漏り
の水をつかまえるのと、人の心をつかまえるの
はまったく別ものだということです。
今は、「周りから変に思われるかも」
「ありが
た迷惑では」などと考えて、動かない人がほと
んどだと思いますが、そうではないですね。
「オ
イ」と言われたら「ハイ」なんです。役に立つ
とか立たないではなくて、呼ばれたらすぐに動
く。これを徹底してやることが禅の修行の特長
です。
五番目は能力ではなく、
「働き」が大事とい
うことです。人を採用する時、資格とかキャリ
アなどスペック（能力）で選びますが、禅の修
行道場ではスペックは不問です。巷では「わか
る」と「できる」は違うといいますが、禅では
「できる」と「やる」は違うとしています。能
力があるのと、実際にやるのとはまったくの別
物で、禅で重視するのは、しょぼくても、とに

かくやることです。私の師匠は「５分でやれ」
が口癖でした。
「そんなこと無理」と言わずに、
「５分で何ができるかを考える」
。それを私たち
は「働き」と言います。庭全体の掃除は５分で
はできませんが、飛び石の上を掃くだけでも、
それなりにきれいに見えます。お湯が沸いてい
たら、そうめんを茹でられる。とにかく、何と
かする努力をしていると、どこに行っても何と
かするサバイバル能力がついてきます。
最後は「ごちそうをいただく」
。これは私た
ちの業界用語で
（笑）
、大切な法要など大勢の人
が集まる場所や重要な場面で敢えて無茶苦茶厳
しく叱られたり、大恥をかかされたりすること
です。私も経験があります。厳粛な法要の場で、
父親に「やり直せ！」と怒鳴られたのですが、
以来、二度とお経を間違えることはなくなりま
した。古典的な修行ですが、皆様の会社でも何
かお役に立つことがあればと思ってお話をしま
した。ご清聴ありがとうございました。

松山 大耕 氏

プロフィール

1978年京都市生まれ。2003年東京大学大学院農
学生命科学研究科修了。埼玉県新座市・平林寺
にて３年半の修行生活を送った後、2007年より
退蔵院副住職。外国人に禅体験を紹介するツ
アーを企画、外国人記者クラブや各国大使館で
講演を多数行うなど、日本文化の発信・交流が
高く評価され、2009年５月、観光庁Visit Japan
大使に任命される。また、2011年より京都市
「京都観光おもてなし大使」。2016年『日経ビジ
ネス』誌の「次代を創る100人」に選出され、
同年より「日米リーダーシッププログラム」フェ
ローにも就任。
2017年より京都造形芸術大学客員教授。2011年
には、日本の禅宗を代表してヴァチカンで前
ローマ教皇に謁見（えっけん）。2014年には日本
の若手宗教家を代表してダライ・ラマ14世と会
談し、世界のさまざまな宗教家・リーダーと交
流。2014年世界経済フォーラム年次総会（ダボ
ス会議）に出席するなど、世界各国で宗教の垣
根を超えて活動中。
＜著書＞
『大事なことから忘れなさい～迷える心に効く
三十の禅の教え～』（世界文化社、2014年）『京
都、禅の庭めぐり』
（PHP、2016年）
『ビジネス
ZEN入門』（講談社新書、2016年）
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私の七転八起
第27回

事業承継に向けて


渡辺泰㈱

代表取締役社長

渡辺

優

そろそろ平成も残すところあと数週間、

も当社を取り巻く経済環境はデフレの影響

私にとって平成は社長としての始まりの年

も有り、なかなか計画通りには進まない状

でした。当時の当社は機械工具事業、農園

況が続きました。大きなリスクと考えられ

芸資材事業、工業雑貨事業の３事業で特に

ましたが、生産においては積極的な海外展

プラスチック板などを加工する機械工具事

開を進め、流通においてはこれまでのベン

業が全社売上の半数以上を占める当社の基

ダー経由でのホームセンターや量販への商

軸事業でした。創業者の父が亡くなり、し

談から、物流においてもベンダーを通さな

ばらくするとバブルが崩壊し、それまで会

い直接取引にシフトし、農園芸資材事業の

社の柱であった機械工具事業の大幅な収益

横幅を広げる為の取り組みを進める中で、

の減少が始まり、経費、在庫等の見直しや

数年前からある肥料会社とのＭ＆Ａにより

削減を進め、何とか赤字だけは避けられた

新たな事業展開を迎えることと成りました。

ものの、将来的な事業の有り方を考えさせ

当社もあと３年で創業60周年を迎え、
私もそろそろ引退の年、事業、組織、人材

られるきっかけとなりました。
このことから全社員で１年を掛けて当社

と、今年からスタートした新中期経営計画

の強み、弱み、そして経営資源の分析を行

を基に、
新たな年号にふさわしい起き方
（事

い、当社の存在価値と将来へのあるべき姿

業承継）ができるか、最後のお勤めを楽し

を長期、中期の経営計画に策定。これまで

みたいと思います。

の多角的経営から事業の選択と集中をス
ローガンとして、不安は有りましたが、こ
こまで来たら転んでなんぼ、まずは機械工
具事業からの撤退、工業雑貨事業の縮小を
数年かけて行い、経営資源を農園芸資材事
業にシフトして行きました。しかし、折し
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会員企業
紹 介

協会創立60周年にあたり、本記事では協会創立初期からの会員企業様の60年をお聞きすることによ
り、中堅中小企業存続・発展のポイントについて考えてみたいと思います。
第２回目は、協会創立時からの会員である前川鋳工造機(株)様です。

前川鋳工造機㈱
所在地：島根県出雲市灘分町695番地
ＴＥＬ：0853-62-2911
ＦＡＸ：0853-63-4199
資本金：8,000万円、年商：約30億円、社員数73名（内非正規社員8名）、
創業：明治45年
事業内容：鋳物製造業

当社は、高圧油圧機器向けの高難易度ダクタイル
（球状黒鉛鋳鉄）鋳物製造を得意としており、小型
から大型の鋳物（製品重量１～200kg）まで対応し
ています。明治45年に大阪で創業し、現在は島根県
出雲市に本社を移転して事業を行っています。私で
３代目の社長となりますが、今回は私が社長に就任
してからの25年間を振り返ってみたいと思います。
私が社長に就任した1995年は、阪神淡路大震災の
影響もあり、赤字からのスタートでした。順風満帆
のスタートということではありませんでしたので、ま
ず最初に考えたことは、従業員をどうするかでした。
人員を削減するか否か。悩みに悩んだ末に考えた結
果は、
「荷用段々菱花煌々」でした。蓮の葉に雨が当
り、それが集まるとダイヤモンドのように輝く。一人
一人の社員が集まればダイヤモンドになる。
「人を切
らずに大切にしたい」と考えました。そして、私自身
は工場の現場を歩きました。朝早くから現場に行き、
遅くまで現場に居ました。元々私は総務を担当して
いたのですが、工場長の病気をきっかけに、社長就
任５年前から直前まで工場長として働いていました。
そういう経緯もあり、
「もっと現場を知りたい」とい
うことで現場を歩きました。結果、社長である私が
現場を歩くと、
「誰がよく働いていて、あまり働いて
いないのは誰であるかをトップは知っている」という
ことを彼ら自身が理解し、あまり熱心に働いていな
かった人は居づらくなったのでしょう、問題社員は自
然と退職していくこととなり、休みは要らないという
ぐらいの社員が出てくるという状態になりました。鋳
物業界は人が重要ですので、現場環境整備のために

社長

伊藤

優

防塵機も導入しました。そして「地域トップの給料
がもらえる会社にしたい」と思うようになりました。
地域トップの給料が払える会社になる為にはどう
すべきか。一時期は海外進出も検討しましたが、当
社は日本国内で生き残る道を選びました。そして日
本に残る仕事は何かを考えました。それが重厚長大
でした。当社にとっては油圧機器のコアパーツとい
うことです（油圧機器のコアパーツが日本国内で生
産できないということは、日本の重工業が成り立た
ないということです）。そういう考えから、それま
では自動車部品や架線の鋳物など様々なものを製造
していましたが、機械も入れ替え、油圧機器の鋳物
製造へとシフトしていき、現在では、油圧機器向け
ダクタイル鋳物のシリンダブロックは８割のシェア
を占めるまでに成長しました。
油圧機器分野の成長を語る上では、ある油圧機器
メーカーとの取引拡大が大きく影響しています。そ
れまでは全く取引が無かったその油圧機器メーカー
の次長さんが2005年に工場を見に来られて、「面白
い会社だ」と言うのです。「工場を見ている時に私
が従業員に声を掛けるとすぐに集まってくる。質問
にも的確に答える。」ということが他の会社ではな
かなか無いことだということでした。その次長さん
は、最終的に会長にまでなられたのですが、それま
での当社に対する取引先からの信頼や、「油圧機器
向けダクタイル鋳物にメーカー自身が取り組もうと
したが不良率を減らすことができない。不良率を減
らそうと思ったら前川だ」というだけの技術力も相
まって大きく取引を拡大することができました。私
は大変運が良いと思っています。様々な人の支えで
会社を成長させることができたと思っています。
最後に、当社の今後についてですが、下請は真面
目に品質を追求し、メーカーが要望する量に対応でき
るようにしていくことが基本だと思っています。そし
て、今やっている仕事もいずれは海外に出ていく可能
性がありますので、今後はより技術力が必要とされる
コントロールバルブに力を入れていきたいと考えてい
ます。油圧素材に対する提案力も求められますので、
提案力の強化にも取り組んでいきたいと考えています。
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金型の内製が功を奏し、
時代が求める特殊製品にも柔軟に対応
ら し

㈱大阪螺子製作所

取締役社長

西田

英夫

所在地 〒
 573-1132 枚方市招提田近1-8-3
ＴＥＬ 072-868-1331
ＦＡＸ 072-856-1871
設 立 1935年
従業員数 198名
資本金 2,310万円
事業内容 ボ
 ルト・特殊形状部品の製造・販売
ホームページアドレス http://www.osakarashi.co.jp/
聞き手：
（一社）
大阪府経営合理化協会

― まずは御社の足跡からお話し頂けますか。
西田 昭和10（1935）年、先々代である私の祖父が、
農業用の発動機に用いられる特殊ピンの製作を開
始したのが当社の始まりで、一つずつ苗を植えて
いく田植え機の先に取り付ける部品なども作って
いたと聞いています。その後、戦後の大不況によ
る経営の危機もありましたが、朝鮮戦争の特需で
息を吹き返しました。昭和30年頃にオート三輪車
のネジを作り始め、その流れで現在自動車部品を
多く製造しています。オート三輪車に加え、エア
コンや洗濯機など白物家電にも着手し、基本的に
は標準ボルトと呼ばれるものの製造が過去には多
く、私が入社した1999年当時は標準ボルトが売上
げの９割以上を占めていました。しかし、「この
まま標準ボルトだけではだめだ」と、2008年より
冷間圧造用金型の完全内製を始めました。特殊な
ものや異型のものを作ろうという時に、社内で金
型を作っていないとノウハウが残らないし、金型
屋さんにお願いしていると、コストはもちろん納
期がけっこうかかるからです。
― 外注されると、どれぐらいかかっていたの
ですか。
西田 長い時で２ヶ月、それから金型を機械に入
れて成型していくのですが、一回でぴたっと寸法
が決まらなければ、また金型屋さんに修正をお願
いしなければなりません。１週間か10日たって
返ってきた金型を取り付け、段取りを変えて…と
いうことになると、我々が扱っている小さな部品
でも、４～５ヶ月かかることもありました。それ
では話にならないので、内製を始めたわけです。

2019. 春号

専務理事

高安正美

条件はありますが、現在、最短では３週間ぐらい
で金型ができあがります。自社でなら、修正する
時も、機械から金型をはずして手を加え、１時間
ぐらいで元に戻すことができます。現在、製品比
率は標準ボルトが６割、ひと手間以上かかる特殊
品が４割ですが、特殊品に照準を絞って金型を製
作しています。
ボルトに求められてきたのは締結、
つまりモノとモノを緩まないように結ぶというこ
とだったのですが、今は締結というより機能性で
す。
例えば、
自動車のステアリングに使われるパー
ツや、体への衝撃を弱めるシートベルト用のパー
ツなどがそうです。これらの部品は多くの一流自
動車メーカーに採用され、国内で生産される500
万台の自動車のうち、約60万台に我々の製品が使
われています。
「締結から機能性へ」という技術
の根幹になったのが、金型の内製だったといえま
しょう。
― 御社は問屋さんを通さず、直取引をされて
いますね。
西田 ええ、昔からほとんどが直取引です。なぜ
かといえば、お客様の求められるものが難しくな
ればなるほど、
お客様との技術的な打ち合わせや、
ものの摺合せが必要になるからです。商社さんが
間に入ると、どうしてもワンクッション置くこと
でレスポンスが悪くなり、お客様にも当社にもメ
リットがありません。ですから、基本的に直取引
というのが前提になっています。
― 海外展開についてお聞かせください。
西田 専務時代の2013年から2015年に、タイ工場
立ち上げのために現地に行っておりました。
現在、
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同工場では50名ほどの従業員で、日系の自動車
メーカー向けに部品を作っています。我々の業界
では、国内でしか作れませんというのでは、少々
つらい部分があり、当社の企業規模で海外拠点が
一つもないというのでは、日本での受注にも影響
します。理想としては、アメリカや中国ほか、ど
こででも作れますよというのが良いのですが、そ
こまでの資金やボリュームを確保するのはなかな
か難しく、ある程度の条件をクリアできたのがタ
イだったのです。海外関連で最も勉強になったな
と実感させてくれたのは、一時期提携をしていた
ドイツの同業メーカーでした。彼らは非常に合理
的です。日本式の「気合と根性で長時間働こう」
というような考え方は一切しません。今でこそ、
日本でも「働き方改革」が叫ばれていますが、彼
らは昔からそういうことをやってきました。当社
でも、遅ればせながら、指標に基づいて生産効率
を高めた上で基本的には定時に仕事を終らせる、
休日を今年から段階的に増やしていくなど、会社
の方針としてそういう方向にシフトさせていま
す。金型の内製も、彼らがやっていることを見て
学んだことがベースになっているのです。
― 生産効率を高めるため、どのようにされて
いますか。
西田 ロボットも含め、自動化を進めるため、こ
こ２、３年はかなりの設備投資をいたしました。
我々の強みは、機械本体は購入しますが、周辺設
備は生産ラインの中で、自分たちで組むことがで
きるということです。以前は、外注の業者さんに
依頼していたのですが、使いにくくて高額な費用
がかかる、それなら自分たちで組んでみれば、自
分たちが使いやすい形になるのではないかと考え
ました。現場とのやり取りの中で図面も作って組
み上げていくので、若干時間はかかりますが、
いっ
たん出来上がってしまうと、後で現場から「使い
にくい」という声はほとんど聞きません。そのほ
か、製造方法の見直しや、労働時間に対してどれ
ぐらいの生産があったのか、残業時間はどうなの
かをきちんと把握して改善を進めようとしていま
す。当社の労働時間はかなり長く、時短をするに
あたって、紙ベースでなく、動画によるマニュア
ル作りに取り掛かっています。ノウハウについて
いえば、マニュアルで補えるものもたくさんある
と思います。たとえ人が変わっても、マニュアル
により、一定期間でそこそこの仕事ができるよう
になる仕組みを整えていくべきです。その先のノ

ウハウに関わることは、経験によって積んでいっ
てもらえればよいし、当然、その経験で積んだも
のもいずれマニュアルに落とし込めると思いま
す。マニュアル作りでよくありがちなのは、あれ
も入れたいこれも入れたいと、膨大な量になって
しまうこと。文字数を制限し、基本的に１マニュ
アル１トピックで、取り組みやすいものにしてい
きたいですね。これにより、標準作業時間も決
まっていくと思います。
― 人材育成についてはどうお考えですか。
西田 どこまで本人に任せるべきか、その範疇を
きちんと明確にしておくことが大事です。また、
当社では、
「報連相」に２つのかん（完了の完と、
感謝の感）を付け加えています。報告・連絡・相
談した後、どうなったのかというのが完了です。
うまくいったのか、残された課題はないのかとい
う完了報告が抜け落ちていますので、現在、口を
酸っぱくして励行させています。それから、他人
に相談してヒントをもらって仕事がうまくいった
時、完了報告と共に「お蔭様でありがとうござい
ます」と感謝をしなければだめでしょう。こうい
うことが抜けていると、うまくいったのかどうか
がわからないし、お互いに不信感も生まれてきま
す。当社では四半期ごとに、個々の目標に対する
成果を全員に書かせていますが、それを見ると、
ちゃんと考えているのかどうかがすぐにわかり
ます。
― 今後の方針についてお聞かせください。
西田 自動車業界では自動運転や電動化など新技
術が注目され、それに合わせて我々の製品も少し
ずつ変わってきています。実際、軽量化に対応し
て製品が小さくなり、求められる精度はかなり厳
しくなってきました。お客様から新しい部品に関
して図面を頂くのですが、その部品の最も押さえ
なければならない点はどこか、どんな機能を求め
られているのかをじっくりヒアリングします。人
を育てるためにも、ヒアリングや提案の機会を若
い人材にどんどん与え、経験を積ませていきたい
と思います。新しいことに挑戦すればするほど、
技術力は上がっていきます。最近は電気関係の製
品も少しずつ増え、深掘りしていけば別の面白い
展開ができるかもしれないと期待しています。も
のの質、人の質、経営の質など全体の質をアップ
させ、我々の特殊技術をさらに厚くできるよう努
力してまいります。
― 貴重なお話をありがとうございました。
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第２回

中小企業のＭ&A


についてのFAQ

㈱オンデック シニアコンサルタント

中井裕介

はじめに
2019年新年号より、
「中小企業のM&A」というテーマで連載させていただいております。連載２回目と
なる本号におきましては、いわゆる大規模M&Aとの対比を通じて、中規模・小規模M&Aの特徴をご説明
させていただきたいと思います。

Q3

大規模M&Aと比較して、中規模・小規模M＆Aにはどのような特徴があるのでしょうか？
規模別にみるM&Aの特徴を下記（表１）にとりまとめておりますので、ご参照ください。なお、
これらの分類に関しては、特に明確な定義があるわけではなく、弊社の経験に基づく分類です。簡単に内容
に触れておきますと、大規模M&Aの最大の特徴として、「戦略的売却が積極的に行われる」ことがあげら
れます。例えば、2018年に大きく報道されていた（株）東芝によるメモリ事業の売却は、（少なくとも外部か
ら見る限りにおいては）メモリ事業自体に何らネガティブな事象は見受けられないものの、会社として一定
の資金が必要なので売却を選択する「戦略的売却」そのものと言えます。大規模M&Aにおいては、このよ
うなある種“ドライ”な世界で話が進んでいきますが、小規模M&Aに近づくほど“ウェット”な世界の話
になっていきます。詳細、下記【Ｑ５】をご参照ください。
表１

規模別にみるM&Aの特徴

分類
大規模
M&A

規

模

感

年商 500億～
社員 500人～

中規模
M&A

年商 10～500億
社員 30～500人

小規模
M&A

年商 ～10億
社員 ～30人

主な当事者

主なアドバイザー

特

徴

上場企業

◦投資銀行
◦大手証券会社
◦都市銀行
◦投資ファンド

◦企業戦略として確立されている
◦積極姿勢を示す企業が多い
◦戦略的売却（コア事業への集中等）が積極的に行われる
◦業界再編が背景となることも多い
◦高度のファイナンス・会計・法務知識が必要

地方の有力企業
成長中の新興企業

◦専門仲介業者
◦地方銀行
◦中堅証券会社
◦都市銀行
◦投資ファンド

◦近年急速に認知が進んだ
◦専門性の高いアドバイザーが増加
◦後継者問題を背景として急速進展
◦専門的な会計・法務知識が必要

◦未成熟

◦認知が遅れていたが、ここ数年の普及は目覚ましい
◦アドバイザーの市場が未成熟
◦潜在的な需要は非常に大きい
◦専門的な会計・法務知識が必要
◦情緒的要素が非常に強い

地域の小規模企業

Q4

小規模M&Aのアドバイザーの市場は未成熟なのでしょうか？
ここ数年のM&Aブームを受けて、M&Aアドバイザーを謳う業者数は飛躍的に伸びている印
象です。しかしながら、たとえ中規模・小規模M&Aであってもアドバイザーには専門的な会計及び法務等
の知識が求められ、当該知識を含む十分なスキル・ノウハウを有するアドバイザーはほんの一握りと感じて
います。このような状況を受けて、ここでは自戒の意味を込めてあえて「未成熟」という言葉を使わせてい
ただきました。

Q5

小規模M&Aにおいて「情緒的要素が非常に強い」とありますが、具体的にはどのようなこと
が起こるのでしょうか？
ネガティブな話になってしまいますが、後継企業（買収企業）側の不用意な一言（例えば、「工場が整理
整頓されておらず乱雑」「従業員の能力が低い」）によって、たとえその発言に深い悪意はなくとも、成約直
前の話が流れてしまうこともあります。客観的に見てどれだけベストマッチングであったとしても、いった
ん当事者間でこの類のボタンの掛け違いが生じてしまうと、関係修復は困難です。一方、情緒的な要素がポ
ジティブに働く場合もあります。例えば、複数の後継企業候補に手を挙げていただいた案件において、後継
企業候補の代表者の人柄、雰囲気、肌合いといった要素を理由として、倍近い提示価格の差を乗り終えて成
約に至った事案もあります。BID（入札）によって後継企業を決めてしまうこともある大規模M&Aの世界
では起こりえないケースです。
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協会創立60周年記念事業

概要

１．記念大会を９月19日（木）に開催します。
60周年記念大会と「第２回 学生に教えたい“働きがいのある企業大賞”
」を含
んだ大会とし、2019年９月19日に開催します。
⃝日

時：2019年９月19日（木） 15時00分～20時00分

⃝会

場：シティプラザ大阪２階

旬（堺筋本町

TEL. 06－6947－7888）

⃝記念講演：テーマ 「夢見る力が『気』をつくる」
～クルーズトレイン「七つ星」開発で得たもの～
講

師

九州旅客鉄道株式会社
代表取締役会長 唐池

恒二 氏

⃝
「第２回 学生に教えたい“働きがいのある企業大賞”」表彰式 他
⃝懇親パーティ

２．季刊「合理化」の60周年記念号を発刊します。
夏号（７月１日発行）
、秋号（９月19日発行）の２部に分け、60周年記念号を発
刊します。
⃝協会創立60周年記念号Ⅰ（夏号：７月１日発行）
60年の歩み（年表）、会員企業への実態アンケート 他
⃝協会創立60周年記念号Ⅱ（秋号：９月19日発行）
60年を振り返って
（寄稿）
、2050年に向けて経営はどう変わる
（座談会）他

３．60周年海外研修を10月３日～10日で実施します（バスク地方）。
10月3日～10月10日の日程でバスク地方（スペイン・フランス）に向け、会員
企業経営者を対象に60周年記念海外研修を実施します。
⃝団

名：協会創立60周年記念

海外研修

⃝日

程：2019年10月３日（木）～10月10日（木） ８日間

⃝訪 問 国：スペイン（ビルバオ・サンセバスチャン・パンプローナ）・フランスバスク
⃝企

画：（一社）大阪府経営合理化協会

⃝参加費用：会員 439,000円

60周年記念事業実行委員会・JEC

会員外 459,000円（１名）
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一般社団法人 大阪府経営合理化協会
第57回通常総会ならびに特別講演会（ご案内）
協会では、２０１９年年頭方針として“故きを知り新しきを知る”を掲げ、会員の皆様と力を合わせて積
極的に活動していきたいと考えています。
第５７回通常総会を開催いたします。特別講演会は、「世界の大転換」と題し、日本の構造研究所代表
の中田宏氏（前横浜市長、元衆議院議員）にご講演いただきます。

第57回 通 常 総 会 
と

き：
２０１９年５月１７日（金） １４時００分～１７時００分
（特別講演は１５時３０分～１７時００分）
ところ：大阪商工会議所４階４０２号会議室




地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅または地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩７分

第一号議案 ２０１８年度事業報告書並びに収支決算
第二号議案 ２０１９年度事業計画並びに収支予算
第三号議案
第四号議案

協会創立６０周年記念事業について
その他

特別講演会「世界の大転換」 日本の構造研究所 代表 中田

宏 氏

略歴／青山学院大学経済学部卒業。松下政経塾を経て衆議院議員４期、横浜市長 2 期。

市長在任中、徹底した行政改革や民間活力導入で、財政破綻寸前だった横浜市の借金を
約一兆円減らす。現在、衆議院議員と横浜市長という国政と首長を経験した数少ない政
治家の一人として、シンクタンク「日本の構造研究所」を設立。

日本の根深い構造の問題や時事問題などをわかりやすく情報発信。
「YouTube」で『中
田宏チャンネル』を開設し毎日夕方 6 時に配信。

2018年11月1日 山中伸弥氏特別講演会（TEC・JEC・KN会例会）
iPS細胞研究所への寄付金一覧表を下記に掲載します。
1

一般財団法人 淀川善隣館

2

一般社団法人 大阪府経営合理化協会

3

株式会社 経済界

4

長谷川

5

非破壊検査 株式会社

6

大崎

勝三

10,000

7

浮田

和夫

7,000

8

松浦

武子

10,000

9

高井

晴香

10,000

10

田中

揚棄芽

10,000

代表理事 北浦

代表取締役 佐藤

眞三

会長 小川

有美

幸恵

918,237
和夫

306,547
782,730
13,000

社主 山口

多賀司

総合計

10,000

2,077,514
ご協力ありがとうございました。
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協 会 創 立 60 周 年 記 念 号 Ⅰ

編集メモ
今号は「新しい時代の幕開け」として、新たな
技術や事業に取り組まれている事例を紹介頂きま
した。モビリティ革命の中心サービスとして注目
されていますMaaSは、北欧が先行しています。
リスクは伴いますが、早くからの投資が後発企業
への大きな差になると思われます。
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