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◎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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60年という長い時代のうねりの中を常に
進化し続け、今後も力強く前進していこう
とする様を表現しています。

表紙の説明
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ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉
我々は価値ある繁栄をめざす

●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

〈2019年 年頭方針〉

故きを知り新しきを知る

平成を振り返って
昭和64年１月７日に昭和天皇が崩御され、翌日から平成が始まりました。その平成
もあと数ヶ月で幕を下ろそうとしていますが、約30年間さまざまな事象がありました。
平成16年に社長に就任後、20年にリーマンショック、23年に東日本大震災がたて続
けに起こり自動車関連にも大きな影響を及ぼしましたが、自然災害に関しては特需も
あり大きく売り上げを落とさず乗り切れた事を思い出します。その間一時、1ドル75
円78銭まで進んだ超円高にも見舞われ当社のお得意様の多くが海外展開を加速され、
その後の調査で東南アジア中心に進出されたことが判明しました。営業マンが地
域々々で活動の範囲を広げ、各顧客にあったアフターサービスを展開してニーズの掘
り起こしを行っている現状がある日本と違って、海外でのモノづくりはヒト・モノ・
カネが不足します。人材はいるけど人財はいない。モノに関してはインフラ不備等で
入手が困難で協力工場等が皆無に等しく、手前で処理する必要が出てくることもあり
ます。カネに関しては輸入・輸出での為替問題・税金等々……数えだすときりがない。
これが平成の全てではないことは当たり前ですが、個人の回想を少し文章にしました。
ただ、平成の時代で蓄積できたノウハウを次に生かすことができれば、未来はオモ
シロイかもしれません。

㈱ナカキン
　社長

榎本　卓嗣
（協会　副会長）



－�2�－ 2019. 新年号

�������������������������������������������� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �
�� �

平成31年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

平成最後の新年を迎え会員の皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。

昨年は年明け早々の２月に韓国平昌にて冬季オリンピックが開催され、羽生選手が66年

ぶりに連続金メダルを取られるなど日本勢は冬季五輪では史上最多となる13個のメダルを

獲得いたしました。

こうした嬉しい話題の一方で政治的には、森友・加計問題が浮上し、財務省が文章を改

ざんするなど国会が大きく混乱し、国民としては未だに納得しかねる部分が多々残ってい

るように思います。

また、国際的には韓国と北朝鮮の融和ムードが一気に高まり、朝鮮半島の非核化に向け

て、シンガポールでトランプ大統領と金総書記の会談が実現しました。

そして、忘れられないのは今までに経験したことがない自然災害です。６月の大阪北部

地震、７月には大雨による洪水被害で200人以上の方が亡くなられました。梅雨明けが例

年より早く、35℃を超える猛暑日の連続。９月には約60年ぶりとなる強い台風が近畿を直

撃し、関西国際空港が浸水し、タンカーが連絡橋と衝突して文字通り関空は孤島となって

しまいました。

また、その直後、北海道で初めて震度７の地震が発生しました。平成時代を振り返りま

すとバブル崩壊とリーマンショック、それにITバブルを乗り越え、阪神淡路大震災と東

北地震など大災害を乗り越えてきた真に激動の時代であったとも言えます。

少なくとも新しい年は自然災害のない年になって欲しいと思うばかりです。

さて、今年10月には消費税が８％から10％に上がります。食品などへの軽減税率が適用

されることから、増税による景気への影響はないのではないかと言われておりますが、増

税して消費が落ちない訳はないと思いますので、その影響がどれだけあって、いつまで続

くかが懸念されます。

故きを知り、新しきを知る
（一社）大阪府経営合理化協会
� 会長　小　川　和　夫
� （三京化成㈱　社長、TEC・KN会）
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前回2014年４月に消費税が５％から８％に増税されたときにはメディアは挙って影響は

軽微と報道しておりましたが、その後のGDPは２期連続のマイナスとなりました。

そして、アメリカと違い金融緩和策の出口が見えない日本ですが、はたしてこの緩和策

が景気に吉と出ているのかどうか、そろそろ皆さんも疑問に思っておられる方も多いので

はないでしょうか。

バブル崩壊後、引き続き金融緩和をしてきた日本ですが、これが景気にプラスとなった

かどうかは明白ではないでしょうか。

アメリカもヨーロッパも2008年の金融危機で大手金融機関が倒産しかかり、実際にアメ

リカではリーマンブラザーズが潰れ、金融機関の倒産を防ぐために金融機関同士が資金調

達をしやすいように、市中に現金を潤沢にするために大幅な金融緩和がなされました。金

融緩和は金融危機時の対応策としては有効ですが、これが景気刺激策になるとは考えづら

いと思います。いきすぎた緩和策の継続はかえってマイナスとなる副作用が出てしまいま

すので、今後の政府、日本銀行の動きを注視していきたいと思います。

さて、日本にとって、また大阪にとっての大きな話題は昨年11月に加盟170カ国の投票

により、2025年に開催される万国博覧会の開催都市が大阪に決まったことです。

直前ではアゼルバイジャンのバクーが優勢かとの話もあり、気を揉んだのですが、大阪

府、大阪市、そして政府のバックアップもあり大阪に決まりました。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした夢洲での大阪万国博覧会を、大阪活

性化の起爆剤として是非とも成功させたいと思っています。

さて、今年９月に大阪府経営合理化協会は創立60周年を迎えます。協会を今日まで維持

発展させることができたのも諸先輩方、ならびに、協会に従事していただいてきた役職員

の皆様のお陰であると感謝申し上げますとともに、従来の運営方針を一つ一つ見直しなが

ら、より時代に即した事業を展開できればと考えておりますので会員の皆様のご指導、ご

支援を宜しくお願い申し上げます。また、60周年記念事業につきましては、実行委員会を

昨年末に立ち上げました。できるだけ早い時期に事業の内容、実施日程を会員の皆様にご

報告したいと思います。協会の過去の歴史を顧み、今後の協会の進むべき道を模索できる

ようなきっかけとなれば幸いです。

最後になりましたが、会員企業のますますのご発展、会員各位のご健勝を心から祈念申

し上げ、私の年頭のご挨拶といたします。

本年も何卒宜しくお願い致します。
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新春座談会

司会� 今年、元号が変わりますので、平成最
後の新年を迎えたことになります。振り返り
ますと、平成元年はバブルの絶頂期でした
が、その２年後にはバブルが崩壊、いわゆる
“失われた20年”が始まります。2008（平成
20）年のリーマン・ショックで大きく落ち込
み、現在、緩やかに回復してきているという
のが日本経済の状況かと思いますが、そんな
激変の時代を乗り切り、本日、お集まりの皆
様は「働きがいのある企業」を創ってこられ
たということで、昨年、私たち合理化協会が
創設した「学生に教えたい働きがいのある企
業大賞」に選出、表彰させていただきまし
た。そこに至るまでの経緯や経営上の信念な
どをお聞きしたいと思います。まず、会社の
概要をかいつまんでお話し下さい。

「働きがいのある企業を創る」
～変化対応で危機を乗り切る～

出席者（敬称略・発言順）
㈱アスコット  会長 森井　義雄
所在地 〒540-0021� �大阪市中央区大手通1-4-10� �

大手前フタバビル6F
TEL 06（6944）9211 FAX 06（6944）3233
設立 平成5（1993）年1月 資本金 5,000万円
従業員 120名 年商 14億8,000万円
事業内容 パッケージの企画開発、情報システムコンサル

ティング、システム開発、情報機器・ソフト販売、
情報化セミナー実施

ホームページ　https://www.ascot.co.jp/ascot/
≪第１回 「学生に教えたい働きがいのある企業大賞」

大賞受賞≫

㈱ロブテックス  社長 地引　俊爲
所在地 〒579-8053�大阪府東大阪市四条町12-8
TEL 072（980）1110 FAX 072（984）3722
創業 明治21（1888）年 資本金 9億6,000万円
従業員 192名 年商 61億6,200万円
事業内容 作業工具・ファスニングツール・工業用ファス

ナー・電設工具・油圧工具・切削工具の製造販売
ホームページ　https://www.lobtex.co.jp/
≪第１回 「学生に教えたい働きがいのある企業大賞」
� 大賞受賞≫

ナカザワ建販㈱  社長 中澤　秀紀
所在地 〒594-1157�大阪府和泉市あゆみ野4-3-20
TEL 0725（30）3500 FAX 0725（30）3550
創業 昭和55（1980）年4月 資本金 3,000万円
従業員 440名 年商 222億円
事業内容 住宅建築資材販売（木造構造材、サイディングの

プレカット、内・外装工事および住宅設備施工）
ホームページ　http://www.nakazawa-kenpan.co.jp
≪第１回　「学生に教えたい働きがいのある企業大賞」
� フジサンケイビジネスアイ賞受賞≫

大阪銘板㈱  社長 山口　　徹
所在地 〒577-0005�大阪府東大阪市七軒家18-15
TEL 06（6745）6309 FAX 06（6745）3044
創業 大正3（1914）年 資本金 4億8,500万円
従業員 290名 年商 107億円
事業内容 高品位なプラスチック外観部品（自動車／家

電）の製造、超精密金型製作及びメンテナンス
（リバースエンジニアリング含む）

ホームページ　http://www.daimei.jp/
≪第１回　「学生に教えたい働きがいのある企業大賞」
� 特別賞（長寿部門）受賞≫

司会：（一社）大阪府経営合理化協会
　　　専務理事　高　安　正　美

森井� 私どもの設立は1993（平成５）年、まさに
日本経済が、バブルのはじけた大不況の年にス
タートしました。勤めていた富士通からスピン
アウトし、会社を立ち上げました。この当時、

 ▲ 森井会長

平成最後の新年～激変を乗り切った経営～
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 ▲ 地引社長

中小企業向けコンピューターがオフコンから、
インテル・ウィンドウズなどにとって代わり、
ハードはどこのメーカーでも構わないという、
いわゆるオープン環境の時代が始まった時。私
はこのオープン環境のハードの上に「中小企業
のお客様のために真に役立つ情報システムを自
分の手でつくりたい」との深い想いからアス
コットを立ち上げました。森井の想いに賛同
してくれた富士通でもトップクラスの同志的
部下10数名が私についてきてくれました。
創業した年はまさにバブルがはじけて、

「パソコンどころではない！」と言われた時
期で、だからこそ、中小企業のお客様の生き
残りに貢献できる経営課題解決型のパッケー
ジソフトの開発を決意しました。それも、業
種別パッケージでないと真に役に立つものに
はならないと考え、最初に開発したのは、小
売店にモノを納める消費財卸売業向けの総合
情報システム「ASPAC－消費財卸」をつく
りました。以来、食品・菓子卸、生産財卸、
医療材料機器卸、紙卸、ねじ卸等それぞれの
業種の卸売業のビジネスモデルに対応する
パッケージソフトをつくりあげてきました。
また一方、モノづくりの中堅・中小製造業
のために「ASPAC－生産管理」を開発し、
プラスチック製品製造業向けには、その生産
管理AsPLAsを開発し提供しています。さら
に会計を連結させたものや、大量売上・仕入
実績データの解析システムなども開発しまし
た。創業当初は大変でした。名もない会社
が、お客様のシステム全般をやらせていただ
く、それも言われたことだけをするのではな
く、「御社のシステムをそっくりレベルアッ
プさせてください」というわけですから。
ASPACシリーズをお客様にデモをし実際に
ご覧頂き、ご提案すると、「これがほしかっ
たんだ」とご評価いただき、商売につながり
始めました。もちろん、パッケージは一挙に
できたわけではなく、25年かけて10業種の
パッケージを完成させました。
幸い、初年度から利益を出すことができ、

リーマン・ショックでも落ち込むことなく、
ずっと右肩上がりで今日まできています。創
業以来赤字を出すことなく、自己資本比率は
80％、無借金経営です。
当社はSE人材が何よりの財産です。創業
４、５年目から採用活動を続け、現在従業員
86名、契約技術者40名ほどの130名弱で運営
しています。社員のスキルアップ研修は、当
社独自の方式により、中小企業向けSEとし
て、立派に育て上げております。創業の時か
ら「富士通よりよい給料を」と社員と誓い
合っていまして、現在、社員の平均年俸は大
企業並と考えています。
合理化協会の「学生に教えたい働きがいの
ある企業大賞」を受賞したことを大いに喧
伝、学生の採用活動用の会社説明にも写真入
りで載せています。おかげさまで立派な箔
（ハク）がつきました（笑）。
地引� 当社は創業が1888（明治21）年、髪の毛
を刈る両手バリカンを発明、製造販売を開始
しました。1928（昭和３）年にモンキレンチと
いう作業工具の国産化に成功し、そこから今
につながる機械工具類等生産材の事業が始
まっています。
1964（昭和39）年に大証２部に、現在は東証
２部に上場しています。
昨年は創業130周年、作業工具の事業を始
めてから90年という節目の年でした。取り
扱っている商品群は作業工具・電設工具・
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ファスナー＆ファスニングツール・切削工具
の大きく４つに分類でき、ファスナー＆ファ
スニングツールとは金属同士やプラスチック
同士、あるいは異種素材（金属とプラスチッ
ク類等）などを片側から締結する、いわばね
じに代わるようなもので、それを留めつける
ための工具、手動やエア、電動の工具類を製
造しています。切削工具の方は道路やコンク
リートを切るようなダイヤモンドカッターと
呼ばれるものや金属を切断したり穴を開けた
りする工具類です。
当社の商品はモノづくりの底辺を支えてい
ると自負しています。日本は「モノづくり大
国」などと言われていますが、まだまだ一般
の人たちには浸透していないように思います
ので、例えば毎年開催される「D.I.Y.ホーム
センターショー」といったところでワーク
ショップを開いたり、東大阪市内の小学校�
でのモノづくり体験教室に参画したりしてい
ます。
連結で年商は61.6億円、従業員は192名

（2018年３月現在）です。
本日、お手元にお配りした会社案内は実は
17年度の新入社員に、研修の総仕上げとして
作らせたものです。シンプルですが大変良く
できていると思っています。たとえば商品群
のなかには、どこで使われているかわかりに
くい工具類もあるのですが、使用シーンをイ
ラストで描くことで一目瞭然になっていま
す。入社前にはわからなかったからこそ、外
部の方にわかりやすく伝えられる会社案内が
できたのだと思っています。
中澤� 当社は創業が1980（昭和55）年、38年目
の会社です。住宅の建築資材を取り扱ってお
り、家一棟の資材を工務店さんや住宅会社さ
んに販売しています。また、プレカットと呼
ばれる柱や梁などの加工も行っておりますの
で、製造メーカーという一面も持ち合わせて
おります。さらに、家一棟の建築工事や外壁
工事、老人ホームの建設など施工も手がけて
おります。

現在、従業員は440名、本体の売上は222億
円です。グループ会社は９社あり、建築・不
動産・設計事務所・アフターメンテナンス・
物流会社等々、住宅全般にかかわる事業を展
開しております。その中には、アスコットさ
んと同じような形で、工務店さん向けの住宅
の情報システムのパッケージをつくるソフト
会社やコンサル会社もあります。
私は２代目で、創業者である現会長は建築
業界に対する熱い思いを語るタイプですが、
私はこの辺で（笑）。
山口� 大阪銘板と社名を言うと「銘板屋さん
ですか？」と言われるのですが、当社はプラ
スチックの射出成形を行っています。銘板と
いうのは1914（大正３）年の創業当時の名残
で、木彫りの看板から始まっています。その
後、創業者が真鍮の銘板を開発、後にセルロ
イドの銘板のオファーがきて製造するように
なり、戦時中は軍からも注文があったようで
す。戦後、ラジオの目盛板を製造し、これが
独占技術だったみたいで、そのあたりから家
電メーカーさんとの取引が始まったと聞いて
います。
それから、目盛板を含む前板、ラジオの化
粧板の射出成形を成功させ、さらに、テレビ
のキャビネットで、松下電器さんの成長と共
に当社もどんどん工場を展開していきまし
た。現在も残っている大阪・奈良・岡山・栃
木は松下さんに合わせて稼働させた工場です。

 ▲ 中澤社長
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私が当社に入ったのは2004（平成16）年で、
05年に先代（３代目社長）が亡くなり、私が
引き継いだのですが、そのころはまだ８割ぐ
らい松下さん、つまりパナソニックさんの売
上が占めていました。
私は以前、自動車の半導体関係の仕事をし
ていましたので、「自動車産業は安定してい
るから参入しよう」とやり始めた当初は社内
でも「何でそんなことを？」と理解されませ
んでした。でも、就任２年目に大分に工場を
出し、最初は工場のオペレーションがボロボ
ロでしたが、みんなが頑張ってくれて、今で
は自動車の売上が４割になっています。
そしてアミューズメントが４割、残り２割
のうちの何％かがパナソニックさんで売上の
ポートフォリオが完全に入れ替わりました。
例えば、パナソニックさんのVTRは100％
当社でやらせていただいていたのですが、
VTRそのものがとうの昔になくなりました。
今のお取引は食洗機などの生活家電で、当時
の主力事業はほとんどない、という状態で
す。テレビが当社の主力事業でしたが、現在
はゼロです。ですから、今となっては自動�
車分野を手がけていて本当によかったと思い
ます。
当社が松下さんのテレビのキャビネットを
初めてやらせていただいたのが1955年で、40
年以上ブラウン管テレビでした。2000年ごろ
に薄型テレビ、つまり液晶テレビ、プラズマ

テレビになったのですが、これらは海外に
行ってしまって、国内の仕事はなくなってい
ます。それで、私は社内で「商品のサイクル
がすごく早くなっているから、今までみたい
に悠長にしていたら会社がつぶれるぞ。10年
ぐらいのスパンで次の事業の柱を考えておか
ないと」と言っています。現在は自動車とア
ミューズメントと柱が２つしかないわけです
から、次の柱をどうやって立ち上げるか、一
生懸命模索してくれているような状況です。
アミューズメントというのは遊戯機器で、
これは非常にタイトな仕事です。量産が２か
月続けば長い方で、一旦、売上がゼロになっ
て、また次のモデルが立ち上がるというよう
な繰り返しで、経営の柱になりにくいのです。
当社はできるだけ内製を、という会社で、
ファブレスについては懐疑的だったのです
が、「遊戯機器も、ファブレスならいけるの
では」と営業出身の者が提案してくれて、ア
ミューズメント事業として立ち上げました。
現在は既存の工場で自動車を、アミューズメ
ントは主にファブレスで、というやり方で安
定してきています。
自動車とアミューズメントはニーズが全然
違います。アミューズメントは何が何でもス
ピード優先です。仮に不良品が出ても、「良
品を持って来て交換してくれたらいい」とい
う対応をしてもらえますが、もし自動車で不
良品を出せば、すぐに取引停止です。きちん
と管理されているエビデンスを全部出すよう
要求されるでしょう。

■変化の激しかった平成を乗り切った 
各社の知恵と戦略

司会� バブルの崩壊、リーマン・ショックと
激変の平成時代をどう乗り越えてこられたの
かをお聞きしたいと思います。
森井�「大海の荒波に小舟を漕ぎ出すように
出発した会社である」と、あるところで書い
たことがあります。まさしくバブル崩壊後の
ドン底時代にアスコットを立ち上げたのです

 ▲ 山口社長
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が、それがよかったと思います。創業当初、
ニューコール、つまり１軒１軒飛び込みの営
業をしましたが、「不景気でそんなどころや
ない」と話も聞いてもらえませんでした。商
売の難しさと厳しさを叩き込まれたのですが、
おかげで、会社は筋肉質になりました（笑）。
創業時、私の給料は富士通時代の半分以下
にし、でもついて来てくれた社員にだけは富
士通と同じ給料を払いました。私の退職金や
出資金で何とか賄っていたあのころを思え
ば、どんなことがあっても乗り越えていける
という自信があります。
ですから、リーマン・ショックのときも、

「日本には会社がたくさんあるのだから、ど
んなに不景気でもコンピューターを必要とす
るところはある。それを探そう！」とホーム
ページで当社のパッケージソフトをいろいろ
な形で流したら、次々と引き合いがきまし
た。不景気なときが我々を強くしてくれて、
その結果、右肩上がりの業績が今日まで続い
ているのだと思います。
地引� 2008年は当社の120周年で、09年の３
月期に売上をピークにもっていこうと動いて
いたのですが、リーマン・ショックでガクン
と落ちました。08年の11月に大々的なパー
ティーを計画していて、やめてもよかったの
ですが（笑）、とにかく派手にやりました。そ
の後は非常に厳しい状況になり、我々経営者
はもちろんのこと、従業員の賃金も若干カッ
トしたりしました。
その当時、私は一取締役でしたが、「こん

なときだから、創業家の人間に社長を」と私
に白羽の矢が立ち、社長に就任しました。
そのころは“底”で、これ以上悪くなりよ
うがない（笑）。とにかく体質を改善していく
しかないと出来る限りのスリム化をしていき
ました。何年かは我慢の時期でしたが、ある
程度余裕が出てきた時点で、従業員にカット
した分を返そうと決算賞与を出したりしまし
た。ただ、設備投資などには手がつけられな
い状況でしたが、体質改善に重きをおいて続

けてきて、ようやくここ数年、攻めに転じな
いといけないというところまできて、先期、
今期あたりから本格的に設備の投資などもや
り始めています。
また、厳しい時期から2011年までの十数年
間、新卒の採用をせずに、中途採用で賄って
いましたので、社員の年齢構成がいびつに
なっていました。それではいけないというこ
とで、11年から若干名であっても毎年、採用
することにしました。
売上については、トントントンという調子
できていたのですが、ここ数年、足踏み状態
が続いています。利益的にはリーマン・
ショック前の状況まで戻っていたのですが、
売上をさらに伸ばすことが課題になってい�
ます。
2023年に当社は会社設立100周年を迎えま
すので、そこを一つのゴールに目標設定をし
ようと考えています。当社は上場をしていま
すので、どちらかというと外向きに数字をア
ピールすべきなのですが、それはちょっと置
いておいて、従業員にとって、本当にあるべ
き姿とはどういう会社なのかということで、
たとえば従業員の平均給与はこれぐらい、休
日はこうで、残業が少ない、子供が小さくて
も働けるといったことを指標に、そこから逆
算をして売上の目標を立てました。
それも、役員ではなく、部長クラスを中心
に上位クラスの管理職にプランを立てさせ、
「社員がつくった目標だ。そこを目指してい
こう」ということで、歩み始めているところ
です。
その目標に向かうために、ユーザー様へ工
具の自動化の提案や、先ほど「ファスナー・
ファスニングツール」のことに触れました
が、いまは金属材を中心とした締結なのです
が、素材が変わってきているので、たとえば
樹脂素材などをターゲットにした接合の方法
などの模索を進めているところです。
山口� リーマン・ショックのころ、売上が２
割、３割と下がって大変でしたが、どちらか
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というと社長に就任したときの方が、私に
とっては大変でした。私が入社して８か月で
先代が急死し、急遽、社長に就任することに
なったため、経営会議のメンバーいわゆる番
頭さんたちは全員私より年上で、私の言うこ
とを聞いてくれませんでした。
しかし、感謝しなければいけないのは、会
社にしっかり蓄えがあったことと、曲がりな
りにも工場はちゃんとオペレーションして利
益を出してくれていたこと。おかげで助かり
ましたが、やはりいろいろ苦労をしました。
当社は昔、非常に恵まれた会社で、松下さ
んから自動的に仕事がきていたようで、うち
の営業マンの仕事は営業ではなくて、上で決
まった話を聞きに行く、連絡係みたいなもの
でした。「次、新しい仕事がもらえると聞い
たんですが」「うん、どれにする？」「じゃ、
これとこれとこれ、お願いします」みたいな
感じで。
製造でも、機械を勝手に止めたりしたら上
司に叱られたそうです。「何で勝手に止めた
んだ？」「いや、予定数にいったので」「バカ
ヤロー！　そんなこと考えずにつくればいい
んだ、全部売れるんだから」というような時
代だったらしいです。今、そんなことをして
いたら、逆に「バカヤロー」です（笑）。一人
ひとりに考えてもらわなければいけない時代
なのに、ものを考える風土になっていない。
それを私は「負の遺産」と呼んでいるのです
が、そういうところを変えていく必要があり
ました。
しかし、今は経営会議のメンバーも全員入
れ替わっています。最後まで全うした方もい
れば、途中で辞められた方もいますが、今は
年齢層も若くなって、非常に良い状態になっ
ていると思います。
力を入れたのは教育です。その昔はやって
いたけれど、先代のときに業績が悪くなった
時期があって、教育をやめていました。しか
し教育をしなければ、マネージメントがマ
ネージメントとして機能しないので、まず工

場長・事業部長クラスを外部研修に出して、
彼らを変え、彼らが帰ってきて部下に教える
というようにしました。中間管理職を研修に
出してもいいのですが、上のメンバーが学ん
できたことと、中間管理職が学んできたこと
が違うと矛盾してしまうので、上が学んでき
たことを教える、というやり方をここ７～８
年ずっと続けてきました。体質改善ができて
きたので、あとは放っておいても大丈夫だと
思っています。もちろん、これからも続けて
いきますし、レベルを上げていきます。
最近、やり始めたのは現場の教育です。射
出成形には国家試験があって資格が取れるの
ですが、あんまり役に立ちません。技能士の
資格を持っていても、実際の仕事では使いも
のにならないことが多いのです。それを当社
独自の生きたものにしようとカリキュラムを
ベテラン勢がつくり、現場のリーダーが先生
になって新入社員に教えています。今はベテ
ラン勢が社内にいるのでよいのですが、いつ
か入れ替わるわけですから。こういう教育を
やっていかないと現場力が弱くなってしまい
ます。
中澤� 私が社長になったのは去年の４月で
す。リーマン・ショックのときも売上は右肩
上がりでした。そのころ私は現場の一線で営
業をしていたのですが、新しいことに常に
チャレンジしている会社だなとは思っていま
した。商社機能のような形で、いろいろな
メーカーさんと仕事ができるので、他社さん
があまりやらないようなことにも積極的に取
り組んで、とにかくチャレンジしている。良
いことも悪いことも、お客さんに開示するの
です。とくに悪いことは「ここが悪かったの
で、おすすめできません」とありのままお伝
えする。長年、そんな風にチャレンジをして
いたと思います。
ずっと右肩上がりに売上を増やせたのは、
支店を増やして販売エリアの拡大に注力した
ことや取扱い商材を増やしたことの２つが考
えられます。当初は建材の販売でスタート
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し、その後、異業種のプレカット加工やサッ
シ販売など商材のラインナップをどんどん広
げていき、家一棟の取扱高を、当初の100万
円程度から600万円ぐらいにまで引き上げて
いくということで売上拡大を図ったのです。
「平成の激変を乗り切る」というテーマで
は、当社の場合、全員参画の経営が１つかと
思います。人材がすべてで、とくに責任者と
して最適な人材を各部署に配属することが、
会社が伸びる決め手になると感じています。
適材適所に配置した責任者が部署内の人材育
成などにも携わってくれるので、放っておい
ても伸びていきます。ですから、伸びる要因
はよい責任者を置けるかどうか、そしてだめ
だったら、外せるか否か。これも案外大事か
と思います。人材教育については外部コンサ
ルの大切さも痛感しています。３年後、５年
後、10年後の売上をつくるためには具体的な
行動が必要で、それをやらなければ成果は上
がりません。
「平成の激変を乗り切る」２つ目はピンチ
になったときに、他社がチャレンジしないこ
とに果敢に取り組んだということではないか
と思います。去年の秋の台風21号では屋根が
飛ばされた家が多く、施工が全然追いつか
ず、１年待ち、千件待ちなどと言われている
ような状況でした。当社は、それまでは屋根
工事は外注任せだったのですが、このような
状況が続くと対応しきれなくなると考え、急
遽屋根の専門部署を設けました。各部署から
人材をかき集め、６名ぐらいで自社施工部隊
を発足させたのです。こういうスピード感が
大切だと思っています。補修も含め、屋根工
事が進まないと建物は完成しません。各工事
の遅れが建物全体の工事の遅延につながり、
当社の売上が落ちてしまいます。つまり、自
ら頑張るしかないのです。同業者のなかで
は、当社はかなり異質な会社になっていると
思います。最近では、ハウスメーカーさんが
手がけておられる断熱材や大型パネルなど、
プラモデルのように工場で全部組み立てて、

現場に置くだけというような新しい工法にも
チャレンジしています。これからも他社がや
らないことをして、そこで差別化が生まれ
る、と信じて愚直に取り組んでいこうと考え
ています。
実は私には危機感しかないのです（笑）。ゆ
とりのある年などなくて、怖くて仕方がな
い。その怖さが人材教育に向かわせるのだと
思います。社員の育成をどれだけできるかが
危機を乗り越えるポイントです。現在は幹部
社員のみを対象としていますが、今後は係
長・主任クラスにも経営の考え方などをすべ
て落とし込んでいきたいと考えています。
さらに、住宅業界は職人不足ですので、社
内で大工さんの育成も行っています。現在、
社内の大工が18名、提携会社やグループ会社
も含めると100名以上の大工を抱えている状
態です。彼らを育成するため「７年で一人前
化計画」を進めています。７年で独立しても
いいし、社内に残ってもいいというやり方
で、大工さんを住宅会社さんに派遣すること
で縁がつながり、当社の資材を購入していた
だけるのではないかということも目論んでい
ます。
付加価値という点では、当社は自社物流で
配送を行っていることから、現場に資材を運
び終えカラになった荷台に、現場で不用に
なったものを積み、キレイになった現場を提
供するという付加価値を検討しています。
３年後の売上をつくるには、具体的な計画
を立てて、具体的に行動するしかないわけで
すから、新しいことに挑戦していきたいと思
います。

■「働きがい」のある会社にするために 
経営者が行っていること

司会� 働きがいのある会社にするためにして
おられることを最後にお話し下さい。
森井� 当社の仕事のベースになるSEの心得、
マインドをきちんと理解し、自分のものにし
てもらうためには中途採用では難しいという
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ことがわかったので、新卒採用にこだわって
います。成績が優秀で、心が豊かで、なおか
つ物事に大胆にチャレンジできる明るい学生
たちに「富士通ではなく、NECではなく、
アスコットに来てちょうだい！」と訴えるた
めに、私自身が「会社紹介」を２時間ほど話
します。第一期生のときから話しています。
当社の会社概要はもちろん、ITの技術動向、
SEの仕事とはどんなことか、さらに中小企
業もIT化をしないと生き残っていけないが、
ほとんどの会社に情報システムスタッフがい
ないこと。だから、アスコットが中小企業の
お客様になり代わってお客様のIT化を支援
させていただく、そのことがアスコットの役
割、存在意義であり、社会的使命でもある、
と。その社会的使命に感じる人は、アスコッ
トの入社試験にチャレンジをしてほしいと。
つまり、日本の経済の基盤を支えている中小
企業のお客様を活性化し、強くなっていただ
くことを支援する会社で、そういう役割を
担っており、その役割に共鳴する人は、アス
コットに来てほしいと説明しています。
今は採用が大変難しい時代ですが、学生を
集めるために「リクナビ」を使っているので
すが、ダイレクトメールを十数万通出してい
ます。エリアは名古屋から広島あたりまで、
何回も出します。採用には結構、カネをかけ
ています。
地引� 新卒採用の社内研修を少し長い期間や
りまして、各部署を全部まわらせて、本人が
面白いと思った部署に配属希望を出させて、
そこの上長が適性を見極めてOKなら、その
部署を担当させるようにしました。自分の�
希望している職種に就けるということが若い
人たちのやりがいにつながれば、と思ってい
ます。
中澤� 私は、社風というものが非常に大事だ
と思っていまして、気楽にざっくばらんに話
ができるフラットな会社を目指しています。
今回の「働きがいのある企業大賞」も実は一
人の採用担当者が自ら考え、応募しました。

これからは自立型の人材を育成したいと思っ
ているのですが、まさにそんな働きをしてく
れて嬉しかったですね。
働き方改革などと言われていますが、残業
時間や有休休暇のことより、楽しさやワクワ
ク感を仕事の中に見出せるようにすることが
肝心だと思っています。
それで、各部署に「何か１つでいいから、
日本一に輝こう！」という課題を投げかけて
います。実現するかどうかは別として、「こ
れだけは負けない」というものがあったら、
働きがいにもつながるのではないかと考えて
います。
山口� 私は隔週でトップメッセージというも
のを書いて社員全員に送っているのですが、
どうもみんな読んでくれていない（笑）。で
も、一部の部署ではトップメッセージを読
み、その部署のメンバーがどう感じたか返事
をくれていました。それを全社導入すること
にして、全員から返事をもらうことにしたの
です。
そして、そのなかから５名のアンサーバッ
クを選んで、みんなに読んでもらうよう掲示
しました。それを書いた人にはポイントを進
呈します。当社には、同僚間で月に１回「あ
りがとうカード」を渡すようにしていて、こ
れをたくさんもらったグループにもポイント
を進呈しますので、その両方が多かったトッ
プ３のメンバーには年に１回食事会に招待し
ています。それがいいのかどうかわからない
のですが、食事会で話を聞いていると、大分
や栃木などの工場の、特にパートさんたちに
は東京や大阪で社長と食事をする機会などな
いので、喜んでもらえているようです。こう
いうことも働きがいにつながればと思ってい
ます。
司会� 貴重なご意見をまことにありがとうご
ざいました。新しい元号の時代も大いにご活
躍いただき、輝かしい足跡を残していただき
たいと思います。

（平成30年１１月１2日実施・文責在編集部）
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出典　週刊ダイヤモンド　2018/08/25号

時代が変わる。新しい時代が来る。新しい時
代は人々を幸せにし、働き方も暮らし方も一人
ひとりに寄り添ったあるべき姿へと変容してい
く。平成の三十年間はそのような新しい時代を
迎えるための準備期間ではなかったかと受け止
めています。
ここに平成元年世界時価総額ランキングがあ
ります。NTTを筆頭に日本企業が何と50位ま
でに32社ランクされています。そのうち金融機
関が15社、製造業が11社、電力ガスが４社と大
半を占めています。これが30年後の平成30年に
なると、ランクインしているのはトヨタ自動車
１社だけという凄まじい状態になっています。
平成の三十年間の世界の産業変遷を一言でいえ
ば、IT企業の台頭、米国の復活そして中国の
躍進と言えるのではないでしょうか。
平成30年世界時価総額ランキングの上位には
伝統企業に代わってIT産業が躍り出ています。
特にトップ５社には、GAFA（グーグル、アッ
プル、フェイスブック、アマゾンの頭文字）あ
るいはマイクロソフトを加えたGAFAMが占め
ており、その時価総額は５兆ドルに届くところ
まで来ています。グーグルは検索エンジンとオ
ンライン広告、アマゾンはECサイトとクラウ
ドサービス、アップルはファブレス（工場を持
たない）経営、フェイスブックはソーシャルネッ
トワーク（SNS）、マイクロソフトはオペレー
ティングシステム（OS）の分野でそれぞれ代
表されるイノベーター（革新者）です。またア
マゾンは1994年、グーグルは1998年、フェイス�
ブックは2004年に設立された新興企業でもあり
ます。そのスピード感ある流れの中で日本は置

平成はわれわれに
何を残したか

㈱パワー・インタラクティブ 
  代表取締役　岡本　充智

き去りにされている感が否めません。こういっ
た現実をしっかりと見つめながら新しい時代に
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備えた経営観を養っていきたいと思います。
さて平成の時代を振り返ってみたいと思いま
す。元年には消費税が導入され庶民の金銭感覚
がさらに磨かれました。日経平均株価も最高値
を付けバブルがピークに達しました。その後、
北海道拓殖銀行、山一證券、日本長期信用銀行、
日本債券信用銀行、そごう、日本航空あるいは
夕張市などの破たんが続き、リーマンショック
による世界金融危機も発生しました。阪神淡路
大震災、東日本大震災、熊本地震や暴風洪水豪
雪津波などの自然災害にも見舞われました。こ
れからも自然災害の憂慮は高まっています。増
加していた総人口も平成17年に初めて減少に転
じ、出生数も伸びず少子化の勢いは止まりませ
ん。雇用面でも非正規雇用が増加し生活への不
安が増し、一方で外国人労働者が増加していま
す。このように平成の三十年間は様々な試練を
浴びた期間ではなかったでしょうか。
企業経営の面においても大きな問題が顕在化
してきています。それは中小企業の経営者の高
齢化が進み後継者が不在の企業が増加している
ことです。倒産件数は10年前をピークに下降し
ていますが、休廃業や解散は逆に増加していま
す。休廃業した企業の半数は黒字経営です。こ
れら休廃業した企業では雇用が失われているわ
けです。経済産業省によれば2025年頃までに約
650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われると
予測しています。雇用が失われるだけでなく、
高度な技術の伝承や海外流出、あるいは地域の
衰退にもつながる可能性が大きいわけです。�
そうなれば多くの中小企業によって支えられて
いる大企業も静観していられない状況だと言え
ます。
このように日本の将来には大きな課題が横た
わっています。その中でどのように私たち企業
経営者は進路を決めていくことが望ましいので
しょうか。その一つに新しい市場を創り出して
いくことが考えられます。新しい市場を創り出
す根源となるのは、経営者自らのアイデアであ
り創造力であり行動力です。いくつかの参考に
なるケースを見ていきましょう。
理髪市場に変革を起こしたQBハウス。髭剃
りやシャンプーを止めてカットだけに特化しま

した。10分1,080円という低価格でサラリーマ
ンの懐にやさしいコンセプトになっています。
このQBハウスが顧客に与えた一番大きな価値
は低価格であることもありますが、何よりも短
時間で散髪ができることです。忙しいビジネス
マンには嬉しいサービスです。来店回転率が上
がればむしろ高収益なビジネスになります。女
性専用のフィットネスジムのカーブスもター
ゲットを絞って成功した事例です。セブンカ
フェは美味しいコーヒーを100円で提供してい
ます。レジで支払って空の紙コップをもらって
セルフで店内のコーヒーサーバーで入れます。
コンビニの取扱商品の幅を広げただけで、喫茶
店にとっては驚異的なライバルになったので
す。これらの事例は新しい商品や利益の上げ方
はすべて今までに存在していたものです。しか
し提供するシステムを変えただけで新しい市場
を創り出したのです。
東進ハイスクールは予備校市場に変革を起こ

しました。三大予備校と言われる駿台予備校、
河合塾、代々木ゼミナールはすべて浪人生を都
市部の大教室に集めて名物講師が授業を行うと
いうライブ型講義でした。東進ハイスクールは
人工衛星を使って遠隔授業ができるようにしま
した。DVDで録画した授業を何回も理解でき
るまで繰り返してみることもできるようにしま
した。いわばオンデマンド型講義を開発したの
です。そのことにより地方でクラブ活動をして
いた現役生も受験対策をすることができるよう
になりました。授業料という収益は同じですが、
現役生という新しい市場を創り出したのです。
青山フラワーマーケットは今までの花屋さんが
冠婚葬祭やお誕生日や結婚記念日などのイベン
ト市場に花を提供していたところを、日常生活
の中で衝動買い的に花を飾るニーズを掘り起こ
したのです。そのために人が集まるところに店
舗を構え、価格も買いやすい手頃な価格帯にし
ました。メガネのJINSはJINSスクリーンとい
うパソコンから発するブルーライトをカットす
る製品を出しました。そのことによりパソコン
専用メガネ市場を創り出しました。メガネは今
までは視力を矯正することが価値でしたが、
JINSスクリーンで眼を守るという新しい価値
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を創出しました。これらの事例は収益を上げる
ものは授業料であり花でありメガネです。しか
し現役生、日常生活の花、眼を守るという新し
い市場を創り出したのです。
セブン銀行は店舗を持たない銀行です。セブ
ンイレブンや商業施設など近くて便利な場所に
約25,000台のATMを設置しています。経常収
益は手数料収入が大きな柱になっており今まで
の銀行の収益構造とは異なります。セブンイレ
ブンという店舗数を多く保有している強みを活
かした新規事業が実を結んでいます。ネスカ
フェアンバサダーがかなりのオフィスに浸透し
ています。ネスカフェアンバサダーはネスレ日
本がネスカフェバリスタというコーヒーマシン
をオフィスなどに初期費用無料・サポート費用
無料で貸し出してくれるサービスです。ネスレ
側はコーヒーを定期購入してもらうことで収益
を得ています。高額なマシンを無償で提供する
ことで利益率の高い専用カプセルを拡販するビ
ジネスモデルです。いわば替刃のジレットが開
発したジレットモデルになります。コストコは
会員制倉庫型のスーパーマーケットです。個人
であれば年間税抜き4,400円の年会費を払って
会員になることができます。会員になればコス
トコで買い物ができます。コストコは郊外に大
きな倉庫を店舗としています。カートン単位で
販売します。顧客が抱える不安に会員になって
も欲しい商品があるのか、カートンで買っても
全部使えるのかというのがあります。そこでコ
ストコは年会費保証、商品保証のシステムをと
り、不満があれば全額返金・返品することで顧
客の不安を取り除いています。コストコは商品
の販売ではほとんど利益を上げておらず会費収
入が利益の大半を占めています。これらの事例
は今までと同じ商品やサービスですが、収益の
上げ方が今までとは大きく異なるモデルです。
カーシェアリング専用のスペースをコイン
パーキングでよく見かけるようになりました。
日に日にそのスペースが増えているように思い
ます。カーシェアが法人を中心に浸透してきて
いる証拠です。今までは出張に行った際にレン
タカーを借りるビジネスパーソンがカーシェア
に切り替えているようです。レンタカーは半日

か一日単位で支払いますが、カーシェアリング
は15分単位の課金です。これが魅力になってい
ます。経費削減が叫ばれる中で社用車を廃止し
てカーシェアに切り替える会社も出てきていま
す。駐車場代や車両の維持管理費が削減できま
す。カーシェアリングは会費収入が主な収入源
になっています。価格ドットコムは様々な商品
の価格を比較するサービスを提供しています。
食べログもその一つです。飲食店をユーザーの
評価でランクを付けてお店探しをしている人に
便利さを与えています。サービスは無料で提供
していますが、ワンランク上のサービスを望む
人には有料のプレミアムサービスを提案してい
ます。いわゆるフリーミアムモデルです。価格
ドットコムは有料サービスに加えて飲食店から
の広告収入や本サイトから飲食店サイトへの電
話などによる移行手数料が収入源です。一方で
多くのユーザーデータが集まってきますので、
これらのビッグデータを活かしたビジネスも展
開しています。これらのサービスはサービスの
形態も新しく収益の上げ方も新しいビジネスモ
デルです。
この平成の三十年間で今までの大量生産大量

販売の時代から、インターネットの登場により
様々なビジネスモデルが生まれる時代になりま
した。マス市場に対してできる限り最適化した
商品やサービスを売る時代から、BtoCでも
BtoBでも、一人ひとりに一社一社に最適な製
品やサービスを提供する時代に変容していきま
す。これからの時代の変化を機敏につかみ取り
社会に横たわる様々な問題を解決できる企業だ
けが生き残ることになるのではないでしょうか。

 岡本 充智 氏　ご略歴 
京都工芸繊維大学卒業。
アシックス、住友ビジネスコンサルティングに
て商品開発、新規事業、マーケティング、販路
開拓、組織活性化、人材育成に携わる。
1995年に教育総研、1997年にパワー・インタラ
クティブを設立する。一貫してイノベーション
人材育成に取り組む。
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講演録

iPS細胞がひらく
新しい医学

京都大学教授・iPS細胞研究所所長 

  山中　伸弥 氏

本日は、私を医学の道に導いてくれた人のお
話から始めたいと思います。それは私の父親で
す。父は医者でも研究者でもなく、同志社大学
工学部を卒業した技術者で、東大阪で小さな町
工場を経営していました。私が中学生の頃、父
は仕事中にケガをして輸血をすることになりま
した。この輸血がもとで、ウィルスによる肝炎
になったのです。当時、原因のウィルスがわか
らず、治療法がないため、肝臓はどんどん悪化
し、肝硬変の状態になりました。元気だった父
親の顔色は見る見るうちに悪くなり、高校生に
なった私はその姿を見て、医学への非常な興味
を持ち始めました。父親も「工場を継がなくて
いい、医者になったらどうだ」と言い出すよう
になりました。おそらく、息子が医者になれば、
治療してくれるだろうという願いもあったで
しょう。
私は医学部に入り、医師の道を歩み始めまし
た。その頃には、父は入退院の繰り返しでした。
まだ原因がわからず、治療法がなく、医者に�
なった私ができることは、点滴で栄養補給をす
るぐらいでしたが、息子に処置をしてもらった
時、とても嬉しそうな顔をしていたことを忘れ
ることができません。しかし、父は58歳で亡く
なり、臨床医になったばかりの私に、「何もし
てあげることができなかった、情けない」とい
う非常に大きな無力感を与えました。
翌年の1989年に、原因のウィルスがアメリカ
で見つかりました。Ｃ型肝炎ウィルスと呼ばれ
ている小さなウィルスがそれです。そして、世
界中の研究者や製薬会社が一斉に治療法に取り
組み、2014年に特効薬ができました。１日１錠

の服用を３ヶ月続けると、ほぼ100％の患者さ
んからＣ型肝炎ウィルスが消えてなくなるとい
う、まさに夢のような薬でした。これこそ、私
たち医学研究者がやりたいことなのです。つま
り、不治の病といわれているものを、研究の力
で治せるようにすること。父親の死をきっかけ
に、私は、どうすれば今の医学で治せない病気
を持つ人たちに貢献できるかと考え、基礎医学
研究をしていこうと思いました。
Ｃ型肝炎ウィルス研究の歴史は、医学研究者

が直面している二つの課題をもののみごとに物
語っています。一つ目は、原因がわかったのが
1989年、薬が開発され販売されたのが2014年、
つまり25年もの時間がかかっているということ
です。二つ目は価格です。厚生労働省が決める
薬価というものがあります。１錠55,000円、半
額になってこの値段です。一人の治療に90錠、
ほぼ500万円かかるのです。本庶佑先生の研究
につながったオプジーボは数百万円、以前は年
間数千万円でしたし、アメリカですでに承認さ
れてもうすぐ日本に入ってくる他のがんの治療
法は5,000万円、もっと患者数が少ない遺伝性
疾患の治療法は１億円です。
トランプ大統領は「薬の値段を勝手に下げる

な」と圧力をかけているのだそうです。アメリ
カの製薬会社が開発した薬を日本で安く売られ
ると、薬がなくなってしまう、もう薬を入れな
いぞというわけです。せっかく良い薬ができて
も、やたらと高額になり、他に良い薬がないか
らそれを使わざるを得ないというとんでもない
状況になっています。日本には国民皆保険制度
や高額療養費制度があるので、患者さんの負担
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は少ないのですが、その分を税金で補っていて、
この調子で何百万円何千万円の薬がどんどん使
われると、国庫が破綻する、もしくは社会保障
制度が継続できなくなる、これが、私たちが現
在直面している問題です。

■“アメリカの父”が教えてくれた 
VWという生涯のモットー
さて、私はアメリカのサンフランシスコにあ
るグラッドストーン研究所で３年半、研究者と
してのトレーニングを続けたのですが、私の研
究者人生で極めて大切なことをいろいろと学び
ました。研究の技術はもちろんですが、それ以
上に大切な、生きていく上でのモットーです。
それは「VW」であり、これを教えてくれたの�
は、当時は同研究所の所長、現在は名誉所長と
なっているロバート・マーレー博士です。
このマーレー先生がある時、若い研究者を集
めて「研究者として成功する秘訣を教えよう。
それはVWだ」と言われたのです。ドイツ車の
VW（フォルクスワーゲン）ではなく、「Vision�&�
Work�Hard」を意味します。しっかりしたヴィ
ジョンを持ち、一生懸命努力するという非常に
単純なことですが、今も私を支えてくれている
宝のような教えです。「伸弥、きみが毎日努力
していることは知っている。だが、きみのヴィ
ジョンは何だ？」と、ある日、先生から問われ、
私はすらすらと答えました。妻子共にアメリカ
までついてきてくれた、だから自分はしっかり
研究して良い論文を書き、有名になって研究費
を多くもらいたい、良い仕事にも就きたい…と
いうようなことを言うと、マーレー先生に「い
や、それはヴィジョンでなく手段だ。本当の�
ヴィジョンは何なんだ？」と問い詰められ、私
は研究者になったばかりの頃のことを思い出し
ました。父親のような、今の医学で治せない人
を、研究によって将来治せるようにしたい、そ
れが私のヴィジョンだったと。
その後、子どもの教育の問題等もあり、後ろ
髪を引かれる思いで35歳の頃に日本に戻ってき
ました。自信たっぷりに研究するぞと意気込ん
でいた私ですが、間もなくPAD（Post�America�
Depression＝アメリカ帰国後うつ病）という病
気（これは我々が勝手につけた病名で、研究者

や企業人にもよく見られます）にかかってしま
いました。研究に専念できたアメリカの環境と
違い、日本では研究以外のこともしなければな
らず、思うように仕事が進みません。例えば、
アメリカから特殊な遺伝子操作をしたネズミを
２匹持ち帰り、それが１年後には200匹に増え
たのですが、ネズミの世話をしてくれる人がい
たアメリカとは異なり、自分でネズミの世話も
しなければなりません。これでは、研究者かネ
ズミの世話係かわからない（笑）という毎日が続
きました。こんなことをしていては、研究で病
気を克服するという大それたことなどできない
と思い、研究をやめて臨床に戻ろうかと悩んで
いました。
そんな折、大きなチャンスを頂きました。1999
年のことですが、奈良先端科学技術大学院大学
で雇ってもらえる、しかも自分の研究室を持て
るというのです。37歳の時でした。環境が非常
に整っており、感謝しつつ「さあ、やるぞ！」
と胸踊らせて着任したことを覚えています。と
ころが、大きな問題があることに気づきました。
４月に大学院生がいっぱい入ってくるのです
が、どの研究室に入るかは学生さんが決めるこ
とになっていました。有名な先生のところには
優秀な学生さんが集まり、その研究室はさらに
業績が上げられる、一方、人気のないところは
風前の灯という有様でした。私は最も若い助教
授で半人前、文科省から１億円とか何千万円も
の研究費をもらっている教授と比べ、一番研究
費も少なく貧乏でした。どうしたら学生を集め
られるのか。
その時に僕を助けてくれたのが、VWでした。

魅力的なヴィジョンを掲げれば、それに惹かれ
て学生さんが入ってくれるのではないか。そし
て、一生懸命考えて作ったのが、iPS細胞につ
ながるヴィジョンでした。1998年にアメリカの
研究者が、体のありとあらゆる細胞を大量に作
り出す「万能細胞」を報告し、ES細胞と呼ば
れて大きな期待を集めましたが、問題は人間の
受精卵が必要なこと。命の萌芽である受精卵を
実験に使用することに異を唱える人が多く、そ
の直後に就任したブッシュ大統領もローマ法王
も大反対でした。
そこで、受精卵を使わず、大人の皮膚細胞を
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採取し、それをリセットして受精卵の状態に戻
すという方法で万能細胞を作るというのを、私
の研究室の長期目標にしました。そして2000年
春、新入生の前でこのヴィジョンを滔々と語り
ました。正直、一生かかっても成し遂げられる
かどうかわからなかったのですが、学生の前で
はこれが実現すればどんなに素晴らしいかとい
うことだけを語り、その作戦が成功して３名が
入ってくれました。この３名をはじめとする初
期メンバーのWork�Hardのお蔭で、いつにな
るかと思われたヴィジョンが、たった６年で現
実となったのです。
現在、私は研究所の所長で、会社を経営され
ている皆様と同じく、右に行こうか左に行こう
かと決断を迫られることがあります。右に行け
ばメディアの受けが良いだろう、左に行けば大
臣の受けが良いかなと思った時、VWを思い出
し「いや、ダメだ。僕たちの現在のヴィジョン
はiPS細胞を患者さんの元に届けること、治せ
なかった病気を10年後に治すことだ。右へ行け
ば早く臨床応用できるのなら、右へ行こう」と
いうことを判断の基礎にしています。

■iPS細胞のポテンシャルを 
さまざまな再生治療に
ネズミの皮膚細胞を採取し、４つの遺伝子を
同時に外から送り込んで働かせると、あら不思
議、皮膚だった細胞が、コンピュータのリセッ
トボタンを押すのと同様に初期化されて受精卵
に似た状態になり、そこからES細胞と区別の
つかない万能細胞を生み出すことに成功しまし
た。これが、induced�Pluripotent�Stem�cell＝
iPS細胞（人工多能性幹細胞）で、2007年には
人間からでも同じ方法でiPS細胞を作り出すこ
とができました。
iPS細胞の特徴は、ほぼ無限に細胞を増やす
ことができること。これはES細胞と同じです
が、受精卵を使用しません。最初は皮膚の細胞
を使っていましたが、今はもっと簡単な細胞か
ら作っています。血液です。皆様も血液検査の
際に10mlぐらい余分に採取されると、ご自身
のiPS細胞を作ることができます。これに手を
加えることで、例えば心筋細胞や肝臓細胞にな
り、それらは病気を持たない０歳の状態の細胞

ですので、治療に役立てることができます。こ
れが、再生医療です。
現在、再生医療では日本は世界のトップを

走っており、すでに加齢黄斑変性という網膜の
病気に臨床応用されています。僕たちが人間の
iPS細胞について発表してすぐに、神戸の医療
チームが患者さんの皮膚細胞からiPS細胞を作
り、そこから新しい網膜の細胞を作って入れ替
えました。2014年のことで、以降、患者さんの
手術した方の目の視力低下はぴたっと止まって
いるそうです。iPS細胞を使った世界初の臨床
応用でしたが、大きな課題があります。それは、
非常に手間隙がかかること。オーダーメイドで、
患者さんのiPS細胞を作るのに１年ぐらいかか
りました。１年たてば、患者さんの病状が変わっ
ている場合もあります。さらに一人の治療に１
億円近くかかりました。せめて100万円か200万
円でできないものか。
そこで、私たちが今取り組んでいるのが「再

生医療用iPS細胞ストック」です。患者さんご
本人からでなく、あらかじめ健康なボランティ
アから血液を採取しiPS細胞を作っておくわけ
で、服に例えれば、完全オーダーメイドでなく、
サイズを何種類か用意しておくようなもの。
iPS細胞の場合、種類とはサイズでなく、免疫
のタイプになります。人それぞれに違う免疫の
タイプを持っていて、全く違う免疫タイプのも
のが体に入ると、拒絶反応を起こして亡くなっ
てしまうかもしれません。しかし、この免疫タ
イプは何万種類もあり、親子でも兄弟でも異な
ることがほとんどで、一致するのは一卵性双生
児ぐらいです。
ところが、数百人に一人、他の人に移植して

も拒絶があまり起こらないという、特殊な免疫
タイプを持つ方がいて、私たちは「スーパード
ナー」と呼んでいます。そういう方が見つかれ
ば、研究に協力して頂けるようお願いして採血
し、京都の研究所でiPS細胞を作って2015年か
ら日本中に出荷しています。我々は３名のスー
パードナーを見つけましたが、患者さん本人�
からiPS細胞を作ると１億円なのに、この３名
から作ると数千万円になるので、将来的には
100万円ぐらいで提供できると私は確信してい
ます。
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 山中 伸弥 氏　ご略歴  
1987年神戸大学医学部卒業後、国立大阪病院臨
床研修医を経て、大阪市立大学大学院医学研究
科博士課程修了。1993年サンフランシスコに留
学後、大阪市大医学部薬理学教室助手、奈良先
端科学技術大学院大学遺伝子教育センター助教
授・教授を経て京都大学再生医科学研究所、同
大学物資－細胞統合システム拠点教授、iPS細胞
研究センター・センター長歴任。2010年iPS細
胞研究所所長に就任、現在に至る。

そのほか、パーキンソン病にも注目していま
す。この病気は、脳の奥深くにある、たった１
種類の特殊な細胞が加齢によって減少し、全身
の動きがスムーズにできなくなるというもので
す。60歳以上なら100人に１人といわれ、永六
輔さんや岡本太郎さんもこの病気でした。この
病気に関わる細胞を、私たち研究所の高橋淳先
生が、人間のiPS細胞から作り出すことに成功
し、まもなく手術が始まります。（2018年10月
に１例目の手術実施）
僕は２年前に親友の平尾誠二さん（元ラグ

ビー日本代表）をがんで亡くし、何とかして
iPS細胞をがんの治療に使いたいと思うばかり
です。免疫細胞であるリンパ球はがんを攻撃し
てくれるのですが、加齢と共に免疫細胞の力は
弱まります。そこで、弱っている免疫細胞を取
り出してそこからiPS細胞を作り、それから免
疫細胞を作ると、免疫細胞は元気になってがん
を攻撃してくれるということがわかっています。
このような現況ですが、所長として悩みを抱
えています。私たちは国から年間数十億円とい
う支援を頂いていますが、規模の違うお金が安
定的に入ってくる理研や産総研とは異なり、
我々に入ってくるのは９割以上が競争的資金で
す。研究者が競争で勝つともらえるもので、数
年単位でしか入ってこないため、安定雇用が難

しく、現在、約600名の職員のうち正社員は１
割以下です。さらに、研究環境の改善や若手研
究者の育成などを競争的資金でやってはいけな
いという決まりがあります。
そこで「iPS細胞研究基金」を立ち上げ、寄

付募集活動を始めました。研究者が寄付を募る
のは当たり前というアメリカにならって活動を
始め、私はマラソン参加で沿道の人々に訴求し、
有り難いことに大阪マラソンでは１回で1,000
万円の寄付が集まりました。そのほか、資料請
求用フリーダイヤルを事務局が考えてくれまし
た。0120-80-8748で、「走れ、山中伸弥」の語
呂合わせになっています（笑）。
今後も皆様のご支援を頂きながら、一生懸命

頑張ってまいりたいと思います。ご清聴ありが
とうございました。
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私の七転八起

昭和48年大ヒットした西郷輝彦主演の
ドラマ「どてらい男」は主人公のモーやん
が金儲けの才能を遺憾無く発揮するという
サクセスストーリーです。そのモデルが山
善の創業者　山本猛夫さんです。
このモーやんと私が関わり合うお話です。
松下電器モータ事業部の代理店会議に出
席していた時の事、足早に私に近づいてく
る紳士がおられました。一瞬にして有名な
山善の山本さんと気づきました。物凄い形
相で「君が中澤さんか？君のお父様には大
変な恩を受けた。亡くなられているので代
わりに君に御礼を言いたい」と言うやいな
や、いきなり頭が膝に付くほど腰を深く折
り曲げられ、ありがとうと頭を下げ続けら
れました。驚いて訳を尋ねました。山本さ
んは松下翁の経営理念に大いに感銘を受
け、本業である工作機械と並列してナショ
ナルモートルの販売にも心血を注いでいた
のですが、そのモータの仕入は松下からの
直納ではなく、私どもの会社から経由の所
謂、二次店でした。それでも販売を増やせ
ば憧れの松下翁にお会いできるかもしれな
いとの夢を持ち続けておられたそうです。
その思いを伝え聞いた父は松下翁との面談

の実現を図り、驚いた事に、その場にて父
が松下翁に山善が一次代理店になれるよう
に直訴したとの事です。「二次店から昇格
させたら自分の売上が減るやないか。信じ
られん。」山本さんは考え込んだそうです。
そして「この人はナショナルモートルの発
展の為なら自分の利益を犠牲にしても意に
介さないのではないか」と気づいたのだそ
うです。「これまで自分の利益ばかりにこ
だわってきた自分がこの時初めてこんな人
もいるのかと気づかされた。この気づきが
無ければ山善はとっくの昔に終わっていた
はずだ。今あるのは君のお父さんに出会え
たからだ。本当にありがとう」。この事を
後々まで忘れず私のような者に礼をされた
山本さんは単なるどてらい男のモーやんで
はなく、「三方よし」の人徳を持った立派
な「あきんど」だったのです。
弊社70周年を迎えた今、創業の理念を
思い起こし、廣池千久郎師の次の言葉で締
めたいと思います。
「創業はその人の知力・体力・勇気・胆
力などで出来よう。しかし、その永続発展
は徳の補充がなければ出来ない」

第26回

どてらい男
やつ

� かんき㈱（旧 関西機械販売㈱）　　　　　　　　�
� 代表取締役会長　中澤正和
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1●国際博覧会（万博）の開催国決定

2018年11月23日の午後に、パリで開催された
第164回BIE（博覧会国際事務局）総会での加
盟国による投票の結果、2025年の万博開催国が、
日本（大阪・関西）に決定いたしました。大阪・
関西の魅力をBIE加盟国の皆さまにご理解いた
だいたこと、133万人を超える方々から誘致に
対する賛同を得ることができたことが、今回の
決定につながったと考えています。
開催国決定までの間、誘致活動に多大なご支
援・ご協力を賜りました皆さまに改めて感謝を
申し上げます。

2●BIE総会での最終プレゼンテーション

開催国を決める投票前に、立候補国による最
後のプレゼンテーションが行われました。日本
のプレゼンテーションでは、大阪・関西の特長
や強みをアピールするオープニングムービーを
放映したあと、世耕経済産業大臣が登壇し、国
連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）達成

2025年国際博覧会の誘致
「大阪から世界に発信」　第３回

大阪府政策企画部　万博誘致推進室
課長補佐　田中　博之

最後は、安倍総理から「大阪・関
西そして日本中の人々は準備万端」
というビデオメッセージが寄せら
れ、パナソニックの小川理子さんの
演奏に合わせて日本代表団が手拍子
を行い、プレゼンテーションを締め
くくりました。
一方、ライバル国であるロシア、

アゼルバイジャンはともに「万博初開
催」への協力をBIE加盟国に働きか
け、特にロシアはプーチン大統領の
ビデオメッセージが寄せられました。

に貢献する万博にすること、参加国と「共創
（Co-creation）」する万博にすること、安心安
全で快適な万博にすることを強調するととも
に、大阪・関西が、世界を歓迎する準備ができ
ていることをアピールしました。
世耕大臣に続き、登壇したパナソニック執行

役員でジャズピアニストとしても高い評価を得
ている小川理子さんは、インドの小さな村で
ソーラー発電のランタンを届けた経験を紹介
し、大阪・関西がSDGs達成を導いてくれると
訴えました。
次に、2017年にカザフスタンで開催されたア

スタナ万博で、日本館館長を務めた独立行政法
人日本貿易振興機構の中村富安参与が登壇。ア
スタナ万博での思い出をもとに、参加者ととも
に創り上げていく「共創」をめざすとスピーチ
しました。
続いて登壇した、大阪でビデオゲーム会社を

営むイバイ・アメストイさんは、大阪で様々な
人に助けられた体験談を交えながら、大阪・関
西の人々の人情味あふれる姿を紹介しました。

 ▲ プレゼンテーションの様子
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3●開催国決定の様子

立候補国によるプレゼンテーション
が終了し、いよいよ投票の時が迫って
きました。日本では、2025日本万国博
覧会誘致委員会（誘致委員会）が、こ
れまで誘致活動に協力をしてきた企
業・団体などの関係者の方々を対象
に、開催国決定の瞬間を共に見届ける
「ビューイング会」を大阪市内のホテ
ルで開催しました。決定時刻が深夜に
及ぶにも関わらず、会場には関係者に

2025年万博の日本（大阪・関西）開催という念
願を叶えることができました。
今回の結果に松井知事は、“オールジャパン

での誘致の取り組み、「いのち輝く未来社会の
デザイン」というテーマ、「未来社会の実験場」
というコンセプト、SDGsへの貢献といった意
義がBIE加盟各国に評価された。2025年万博は、
2020年東京オリンピック・パラリンピックの後
の日本の成長の起爆剤。国、経済界とともに、
万博を成功させるための体制を速やかに整える
とともに、Ｇ20やIRの誘致、強みであるライ
フサイエンスやものづくりをさらに強化し、成
長を加速させる。”とコメントしました。
また、誘致委員会の榊原会長は、“AIやロボッ

ト等の革新的技術により、快適に暮らせる未来
社会Society�5.0」の実現を通じた、国連の持続
可能な開発目標（SDGs）の達成という万博の
コンセプトが各国に評価された結果と考えてい
る。2025年大阪・関西万博を未来社会のビジョ
ンを世界の人々と共有し、健康・医療や環境・
エネルギー等のグローバル課題を解決する機会
にしたい。”とコメントしています。
誘致活動が終了し、これから2025年の万博開

催に向けた準備が進められていきます。開催ま
であと６年余り、1970年から55年ぶりとなる大
阪・関西での万博開催が成功するよう、皆さま
には、引き続きご理解・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

加え大勢の報道陣が取材に来ていました。
また、当日に会場にお越しになることができ
なかった方々や、誘致活動を応援してくださっ
た府民の方々が、開催国決定の瞬間を視聴でき
るよう、日本のプレゼンテーションの様子や開
催国決定の瞬間の様子を「You�Tube」で配信
していました。
ついに、１回目の投票結果が、BIE総会会場
の控室に設置されたモニターに映し出されまし
た。１回目の投票結果は、日本85票、ロシア48
票、アゼルバイジャン23票と日本が過半数を獲
得してトップとなり、ロシアとの決選投票を迎
えることとなりました。１回目の投票結果から
約５分後、最終結果がモニターに表示されまし
た。投票の結果、日本92票、ロシア61票（棄権
２票）となり、2025年の万博開催国が日本（大
阪・関西）に決定しました。
ビューイング会場のモニターには、喜びにあ
ふれる世耕大臣や誘致委員会の榊原会長、松井
知事、松本関経連会長らの姿が映し出されま�
した。
ビューイング会場も、多くの人が万歳をした
り、抱き合ったりするなど歓喜の渦に包まれま
した。

4●誘致活動を振り返って

昨年３月のオールジャパン体制による誘致委
員会の設立以降、関係者が力を合わせた結果、

 ▲ 開催国決定の瞬間
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■調査時期　平成30年11月中旬～下旬
■回答企業　製 造 業　40社  64.5％

非製造業　22社  35.5％
全　　体　62社 100.0％

■調査時期　平成30年11月中旬～下旬
■回答企業　製 造 業　40社  64.5％

非製造業　22社  35.5％
全　　体　62社 100.0％

協 会 独 自 調 査

2019年経営重点目標・方針

製造業 非製造業 全　体

3社 4.8％2社 5.0％

4社
10.0％

合計
40社
100％

合計
22社
100％

合計
62社
100％

1社 4.5％

2社 5.0％

1社 2.5％ 4社 6.5％
1社 1.6％ 4社 6.5％2社 5.0％

売上高増収、経常利益増加 売上高増収、経常利益横ばい 売上高増収、経常利益減少
売上高横ばい、経常利益増加 売上高横ばい、経常利益横ばい 売上高横ばい、経常利益減少
売上高減少、経常利益増加 売上高減少、経常利益横ばい 売上高減少、経常利益減少
その他

2社
5.0％

23社
57.5％

3社
13.6％

2社
9.1％

3社
13.6％

13社
59.1％ 7社

11.3％
36社
58.1％4社

10.0％

2社
3.2％

3社 4.8％

2社 3.2％

3社 4.8％

3社 7.5％
3社 7.5％

4社
10.0％

合計
40社
100％

合計
22社
100％

合計
62社
100％

3社 7.5％ 5社 8.1％

2社 5.0％

2社 3.2％
1社 1.6％
3社 4.8％

4社 6.5％

売上高増収、経常利益増加 売上高増収、経常利益横ばい 売上高増収、経常利益減少
売上高横ばい、経常利益増加 売上高横ばい、経常利益横ばい 売上高横ばい、経常利益減少
売上高減少、経常利益増加 売上高減少、経常利益横ばい 売上高減少、経常利益減少
その他

1社 2.5％

3社 7.5％

15社
37.5％

6社
15.0％

4社
18.2％

2社
9.1％

6社
27.3％

10社
45.5％ 10社

16.1％

25社
40.3％

9社
14.5％

製造業 非製造業 全　体

安倍政権が始まって６年目、景気拡大を続けている企業が多い。アンケートで見ると、それを決定付けるように2017
年度の業績は、増収増益が半数を占める。2018年度の業績見込みで少し減少はしているが、2019年度の業績見込みは、
増収増益に半数の企業が戻っている。2019年度の重点課題は、人手不足への対応や人材確保が、売上げや利益の拡大
と変わらない。2019年度の採用は厳しい状況が続いており、大卒で51％の企業は目標の採用人数に届かなかったと回
答。働き方改革では、賃金の引き上げや賞与額の増額も多くの企業で行われている。人手不足の解消は、中小企業に
とって、これから将来に向けて重要な経営課題として対応に迫られることが予想される。

	 	2017年度、2018年度の業績及び2019年度の見通しについて		

2017年度の業績

2018年度の業績（見込みも含む）
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2019年度の見通し

製造業自社の業績：売上 非製造業 全　体

合計
40社
100％

合計
22社
100％

合計
62社
100％

2社 5.0％ 1社 4.5％ 3社 4.8％

売上増 売上横ばい 回答なし売上低下

21社
52.5％

5社
22.7％

16社
72.7％

22社
35.5％

37社
59.7％

17社
42.5％

製造業 非製造業 全　体

合計
40社
100％

合計
22社
100％

合計
62社
100％

1社 2.5％ 1社 4.5％ 2社 3.2％

利益増 利益横ばい 利益低下 回答なし

17社
42.5％

3社
13.6％

10社
16.1％

5社
22.7％

13社
59.1％ 20社

32.3％

30社
48.4％

15社
37.5％

7社
17.5％

自社の業績：利益

製造業業界の見通し 非製造業 全　体

合計
40社
100％

合計
22社
100％

合計
62社
100％

1社 2.5％ 2社 9.1％

2社 9.1％

3社 4.8％

好調 変わらない あまり良くない 回答なし

12社
30.0％

4社
18.2％ 16社

25.8％

14社
63.6％

18社
45.0％

11社
17.7％

32社
51.6％

9社
22.5％

製造業市場動向 非製造業 全　体

合計
40社
100％

合計
22社
100％

合計
62社
100％

2社 5.0％ 2社 9.1％

1社 4.5％ 5社 8.1％4社 10.0％

4社 6.5％

明るく活況感がある それほど変化はない 少しどんよりして来た 回答なし

10社
25.0％

5社
22.7％ 15社

24.2％

14社
63.6％

24社
60.0％

38社
61.3％
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製造業
重点課題 解決のための施策

�●�物流業者との更なる連携 �●�物流業者との取引社数を
増やす

�●�材料高による価格転嫁 �●�価格是正

�●�新規品の立上げ �●�新規設備の導入

�●�新規顧客増
�●�新規事業展開

�●�アウトソーシング�

�●�生産性向上
�●�人材確保

�●�機械化・自動化の取組み
�●�多様な働き方の導入�

�●�人財の確保、若返り
�●�利益率の向上

�●�求人広告
�●�新規設備導入による内製
化率向上

�●�大型案件のプロジェクト
チームの立上げ
�●�特殊工程の本格立上げへ
の取組み

�●�経験者の中途採用拡大
�●�組織再編への取組み
�●�目標管理体制の構築

�●�顧客満足度の向上
�●�新商品・新事業の開発
�●�海外市場開拓

�●�顧客接点の強化
�●�マーケティング機能強化
�●�グローバル人材の育成

�●�納期短縮� �●�スタッフ、設備の増強�

�●�設備更新� �●�計画に従って如何に問題
点を解決するか�

�●�生産リードタイムの短縮 �●�管理職の意識改革

�●�顧客満足の更なるアップ
�●�災害のない職場作り
�●�人材育成

�●�階層別教育
�●�女性の活用
�●�改善活動の推進

�●�自己資本比率のアップ
�●�長期借入金額を減少させ
る
�●�新商品開発と市場投入

�●�固定費のカット
�●�大型投資の抑制

�●�人手不足への対応
�●�売上拡大

�●�機械化・IT化
�●�新サービスを考える�

�●�人手不足� �●�あらゆる手を使って確保
する
�●�ロボット、AI化
�●�外注化

�●�売上拡大に向けた新顧客
開拓
�●�工場の空洞化の問題�

�●�生産能力拡大
�●�人材育成

�●�工場建屋改修
�●�人材採用

�●�売上高横ばい、経常利益
増加

�●�原料の価格が下がること

�●�生産体制の増強� �●�設備投資

�●�新規顧客開拓
�●�新製品の展開
�●�生産革新、コストダウン

�●�新規訪問や展示会出展
�●�開発設計の増員
�●�設備の安定化（オーバー
ホール等）

重点課題 解決のための施策
�●�発信力強化
�●�AS強化
�●�エンドユーザー接点を増
やす

�●�品質シンポジウム、勉強
会の外部への発信
�●�世界メンテナンス会議の
開催
�●�勉強会、講習会による
ユーザ接点増

�●�売上拡大
�●�人材確保

�●�新製品の開発
�●�採用活動の強化

�●�付加価値の高い新商品の
開発
�●�新規得意先の開拓

�●�デザイナーの採用と育成
�●�大型小売店、NET通販
からの情報収集

�●�創意工夫をもって取り組む

�●�売上拡大に向け、新規得
意先を開拓
�●�売上拡大に向け、既存得
意先の深耕
�●�工場の生産高UP

�●�既存得意先の重点管理先
を選定し深耕していく
�●�基幹システムを見直し工
場の効率を上げていく

�●�売上拡大に向けた新規顧
客開拓
�●�食品、医薬の工場設備の
工事案件獲得と経験値向
上
�●�溶接ほかで生産数を増加
できる生産体制の構築

�●�工事案件を安定受注でき
る社内の知識向上（営
業・技術・検査）
�●�新規獲得できる新商品開
発、納期対応できる効率
化、営業マン育成
�●�溶接ほか技術向上

�●�IoT、AIを用いた効率化、
予防保全

�●�SEの採用
�●�社外との協力

�●�売上拡大に向けた商品戦
略・営業戦略
�●�ブランド戦略の立案・実
行

�●�経常利益増に取り組んだ
生産改革
�●�３年後を見据えた新商品
の開発
�●�新規顧客開拓

�●�人財育成
�●�生産性向上
�●�新設備メンテナンス

�●�企業価値の拡充
�●�コンプライアンス・ガバ
ナンスの強化

�●�プロセス再構築
�●�人材育成

�●�働き方改革の実行 �●�生産性向上、品質の向上、
営業・業務効率の向上

�●�新規拡販
�●�人員確保
�●�社員教育

�●�新規拡販
�●�人員確保
�●�社員教育

�●�新規顧客開拓

�●�新規事業の開発
�●�海外戦略
�●�IoTの活用による生産性
向上

�●�IoTの活用

2019年度の重点課題と、その解決に向けた具体的な施策（複数回答）
	 	2019年度の重点課題・施策・長期展望について		
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非製造業
重点課題 解決のための施策

�●�利益UPのための付加価
値サービス

�●�社員全員のレベルUP

�●�外部環境への対応（商域、
商圏等）
�●�ミドルマネジメントのマ
ネジメント能力の向上
�●�販売マーケット（エンド
ユーザー）の拡大

�●�新規取扱商材の拡充
�●�既存商材の新規販売ルー
ト確立
�●�即戦力人材の採用

�●�新規事業早期推進
�●�成長分野へのシステム拡
販

�●�技術者（エンジニア）増
強
�●�組織の活性化

�●�売上拡大に向けた新製品
開発

�●�新規顧客開拓
�●�設計外注者の活用
�●�ESの向上

�●�新規事業所開設
�●�外国人労働者の技術指導
�●�福利厚生の充実

�●�人の確保 �●�募集方法の見直し

�●�若手人材の育成
�●�既存顧客の満足度向上
�●�クラウドサービスの有効
活用

�●�教育システムの構築
�●�クロスセルの推進
�●�業務の効率化とアウト
ソーシング

�●�優秀な人材確保と組織力
の強化
�●�安定した経営基盤の確保
�●�グローバルな事業展開の
促進

�●�メーカーへの転換と積極
的な新卒・中途採用
�●�自社製品の販売力強化と
保守収入比率の向上
�●�海外人材の採用、海外
パートナー企業の開拓

�●�人材募集 �●�グローバル化

�●�売上基盤の拡大 �●�営業拠点の見直し
�●�若手営業課員の育成

�●�展示会への出展（CEATEC
へ出展等）
�●�販売網の充実

�●�展示会出展事務局の育成
�●�海外語学研修（中国での
語学研修）
�●�品質管理の充実（品質管
理充実の為装置導入）

�●�物流設備への投資
�●�在庫拡大
�●�取扱いアイテム数の拡大

�●�ITとの融合
�●�物流センターの増強
�●�商品部の強化（人材育成、
データ管理強化）

重点課題 解決のための施策
�●�品質向上 �●�検査系への投資

�●�商品サービスのイノベー
ション加速
�●�オープンイノベーション
の推進
�●�働き方改革に向けて職場
環境の改善

�●�スペックイン活動による
ニーズの把握と商品開発
の促進
�●�OEM商品開発の促進及
びお得意様との共同開発
によるオリジナル商品の
開発
�●�業務の見直し、効率化に
よる時短、諸手当の見直
し

�●�売上拡大に向けた新規顧
客、用途の開発
�●�国内外子会社の収益改善
�●�業務効率の改善

�●�組織横断型プロジェクト
の編成
�●�海外合弁企業の開始
�●�モバイル機器の活用。TV
会議の実施等による時間
効率の改善

�●�売上拡大に向けた新商品
の開発
�●�売上拡大に向けたSEパ
ワーの強化

�●�新規パッケージ商品の開
発
�●�新入社員（学生）の採用

�●�伸びる市場（首都圏等）
の対応力強化
�●�生産材の販売強化

�●�営業力の強化と拡充
�●�空調機器を次なる柱事業
とする

�●�働き方改革をふまえた業
務効率改善

�●�ITツールの活用
�●�社員のレベルアップに向
けた施行

�●�利益確保 �●�売価管理
�●�社員研修

�●�顧客開拓
�●�リピート顧客増

�●�人員増

�●�新業態からメーカーへの
変革
�●�利益確保の為のコスト削
減

�●�自社物流体制の構築

重点課題 解決のための施策
�●�生産能力拡大に向けて合
理化
�●�材料値上がり分の製品価
格への反映

�●�工場内の工程の改善

�●�経営利益を上げるための
仕入管理
�●�経費の見直し
�●�売上向上のための新製品
投入

重点課題 解決のための施策
�●�AI・IoTのさらなる進化
を目指しシステム開発
�●�人財宝の弁強育成強靭化
�●�ライフサイエンス事業の
育成と市場開拓

�●�システム開発力の強靭化
と製品ラインアップの充
実

�●�生産性向上努力
�●�能力拡充

�●�社員のスキルアップ
�●�幹部のマネージメント力
アップ
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製造業
	●	物流が滞る問題を解決していく
	●	利益の創出
	●	生産効率の向上
	●	生産の自動化
	●	100年企画を
	●	外国人労働者の活用
	●	特殊工程を含めた一貫生産体制
を構築し業界No.1を目指す
	●	独自の技術・サービスの創造
	●	社会から選ばれ、働きがいのあ
る会社
	●	人手不足の解消
	●	教育訓練
	●	設備更新
	●	次々世代の人材確保
	●	新たな製品の柱の開発
	●	人材の確保と教育
	●	システム（AI）化への邁進
	●	年商10億
	●	ロボット、AI化
	●	外注化
	●	若手への教育の充実
	●	工場の改増築、機械の改修
	●	市場獲得・開拓のための人材の
育成と獲得
	●	生産体制の整備
	●	最先端・新分野・未開拓へ
	●	自動化・機械化・省力化
	●	世界No.1の安全弁メーカーへ
	●	工場設備の刷新

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

	●	卸を通さない直取引の拡大
	●	技術の伝承も含め、人材の採用
と教育
	●	新しい印刷方式の課題と研究
	●	人でやるべき事・機械対応のす
みわけをして、ロボットの活用
	●	海外子会社の生産体制強化
	●	IoT、AIの活用
	●	経常利益５億円の達成
	●	グローバル展開、世界から選ば
れる製品の創造
	●	経営資源の拡充
	●	省人化・省力化
	●	営業力の強化
	●	新規拡販、人員確保、社員教育
	●	新たな収益事業の創出
	●	海外市場での拡大
	●	工程のムダ取り
	●	技術者の育成
	●	事業の多角化
	●	AI・IoTを積極的に取り入れ、
ワンストップ型６次産業化の新
しいビジネス×モデル“サービ
ス販売創造業”の展開を目指す
	●	現有社員の更なる精鋭化
	●	IT活用研究

非製造業
	●	社員一人一人の資質、能力向上	
	●	組織力の底上げ
	●	経営理念の浸透

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�

	●	社員の育成
	●	経営資源の活用
	●	企業体質の強化
	●	働き方改革
	●	デジタルマーケティングの推進
	●	自社製品がグローバルで利用さ
れている
	●	製造業のノウハウを一次産業な
どに展開している
	●	AI化・グローバル化
	●	環境と健康
	●	若手人材の採用
	●	物流の見直し（コンサルタント
に依頼）
	●	品質検査装置の導入
	●	物流機能の効率化、増強
	●	在庫アイテム50万化計画
	●	在庫アイテム300万点
	●	創業100周年、売上100億に向け
て商品・サービス・仕事の品質
向上
	●	海外からの優秀な人材の活用と
グローバルな展開
	●	人材育成、国際化対応
	●	メーカー機能の強化による提案
力充実
	●	SE人材不足の解消
	●	成長性の確保に向け、人材の強化
	●	新倉庫移転による物流効率
	●	人員増
	●	海外進出に向けての地盤固め

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

大卒目標数 全体 52社 製造業 35社 非製造業 17社
0人 14 13 1
1人 2 2 0
2人 6 3 3
3人 7 5 2
4人 3 2 1
5人 6 4 2
6人 1 0 1
7人 2 0 2
8人 1 1 0
10人 3 2 １
11人 1 1 0
15人 2 1 １
20人 1 0 1
24人 1 0 １
53人 1 1 0
80人 1 0 １

高卒目標数 全体 49社 製造業 33社 非製造業 16社
0 人 20 12 8
1 人 6 3 3
2 人 10 9 1
3 人 2 2 0
4 人 2 1 1
5 人 3 1 2
6 人 1 1 0
7 人 1 1 0
8 人 1 1 0
10 人 1 1 0
25 人 1 0 1
30 人 1 1 0

その他：数人＝１社

大卒目標 全　　体 製 造 業 非製造業
目標通りの人数を確保した 15社 28.8％ 8社 22.9％ 7社 41.2%
目標に届かなかった 27 51.9 18 51.4 9 52.9
回答なし 10 19.2 9 25.7 1 5.9

合　　計 52 35 17

高卒目標 全　　体 製 造 業 非製造業
目標通りの人数を確保した 18社 36.7％ 12社 36.4％ 6社 37.5%
目標に届かなかった 18 36.7 13 39.4 5 31.3
回答なし 13 26.5 8 24.2 5 31.3

合　　計 49 33 16

	 	2019年度、2020年度の採用について		

自社の中長期のビジョンまたは目標（複数回答）

大卒採用目標数� ※具体的な数を記入いただいた企業 高卒採用目標数  ※具体的な数を記入いただいた企業
2019年３月採用
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時間外労働 ダイバーシティ

年次有給休暇

従業員の処遇

労働環境

平均の時間外労働時間数　全体57社：週7.7時間
　（製造業37社：週7.7時間／非製造業20社：週7.8時間）
　※具体的な数値を記入いただいた企業

62社＝100％　　※複数回答

62社＝100％　　※複数回答

62社＝100％　　※複数回答年休の平均取得率　全体42社：45.4％
　（製造業27社：44.1％／非製造業15社：48.0％）
　※取得率について具体的な数値を記入いただいた企業

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
実施している 32社 51.6％ 20社 50.0％ 12社 54.5%
実施していないが来年
度予定している 6 9.7 4 10.0 2 9.1

実施する予定がない 23 37.1 15 37.5 8 36.4

回答なし 1 1.6 1 2.5 - 0.0

合　　計 62 40 22

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
採用に結びついている 12社 37.5％ 6社 30.0％ 6社 50.0%

採用に結びついてない 14 43.8 11 55.0 3 25.0

記入なし 6 3 3

合　　計 32 20 12

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
採用人数の10％以上 10社 83.3％ 4社 66.7％ 6社 100.0%

採用人数の10％以下 1 8.3 1 16.7

記入なし 1 8.3 1 16.7

合　　計 12 6 6

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
１日 8社 25.0％ 7社 35.0％ 1社 8.3%

２～３日 3 9.4 3 15.0 － 0.0

４～５日 9 28.1 3 15.0 6 50.0

１週間以上 4 12.5 3 15.0 1 8.3

その他 3 9.4 2 10.0 1 8.3

回答なし 5 15.6 2 10.0 3 25.0

合　　計 32 20 12

その他：	１日～５日程度で数パターンの日程を実施、３回生以下は１
日・内定者や留学生は１週間以上に分けて実施、など

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
前期と比べて取得率が
増加した 42社 67.7％ 24社 60.0％ 18社 81.8%
前期と比べて取得率が
減少した 8 12.9 8 20.0 - 0.0
回答なし
（「変わらない」を含む） 12 19.4 8 20.0 4 18.2

合　　計 62 40 22 

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
外国人の雇用者を増や
している 17社 27.4％ 10社 25.0％ 7社 31.8%
障害者の雇用者を増や
している 9 14.5 5 12.5 4 18.2
定年退職者の継続雇用
を積極的に進め、高齢
者の活用を行っている

23 37.1 17 42.5 6 27.3

女性の活用を進めている 18 29.0 10 25.0 8 36.4

�今までと余り変化がない 12 19.4 9 22.5 3 13.6

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
賃金の引き上げを行っ
ている 38社 61.3％ 24社 60.0％ 14社 63.6%

賞与額を増やした 25 40.3 18 45.0 7 31.8

変わらない 7 11.3 4 10.0 3 13.6
同一労働・同一賃金に
向け検討している 1 1.6 0 － 1 4.5

� 業態項目 全　　体 製 造 業 非製造業
テレワーク（在宅勤務）
を検討している 10社 16.1％ 3社 7.5％ 7社 31.8%
副業・兼業を就業規則
に加えた 2 3.2 1 2.5 1 4.5
仕事と介護の両立支援
を促進している 11 17.7 6 15.0 5 22.7

子育て支援を行っている 24 38.7 14 35.0 10 45.5

大卒採用見込み数　全体48社平均：7.0人
　（製造業32社平均：5.4人／非製造業16社平均：10.4人）
高卒採用見込み数　全体45社平均：3.9人
　（製造業33社平均：4.0人／非製造業12社平均：3.6人）

	 	働き方改革について		

実施の有無 採用に結びついているかどうか
（実施していると回答された企業）

「採用に結びついている」場合、新卒採用数に占める割合実施している場合の期間

インターンシップの実施状況

2020年３月採用
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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１回目は、協会創立４年目（1962年）入会の金森合成樹脂㈱様です。

当社は、私の父が1948年に金森商会として創業し
た会社で、1953年に金森合成樹脂㈱に改組しまし
た。当初は射出成型機でナイロン成形品を作り、紡
績機の部品等を納入しておりました。しかしなが
ら、射出成型では複雑な形状のものがつくれず、大
量生産に向いているということから、いずれ大手の
顧客は射出成型を内製化するだろうという危機感を
持っていました。
そこで、海外の技術に目を向け、1967年に西ドイ
ツのレイハウ社と技術提携をし、１ドル360円の当
時、毎年１名ずつ社員をドイツに２年間派遣し、押
出成形技術を身に付けていきました。そして1968年
に枚方工場を開設し、異形押出の生産を開始しまし
た。これが現在の金森化学工業㈱のスタートで、現
在も金森合成樹脂は射出成型、金森化学工業は押出
成形と役割分担をしております。
このように、日本でいち早く押出成形に取り組ん
だのですが、新しい技術ゆえに需要がほとんどない
状態でした。しかしながら、デッキ材、ガーデン部
品、網戸の枠など建材の商品開発を続けるなか、押
出成形の需要が徐々に高まり、1970年頃から原料
メーカーと共同で多層化製品を開発したり、1973年
には塩ビサッシを日本で初めて作ることに成功しま
した。そして1981年には大型の製品を製造できるよ
う大型押出機械を導入し、当社の大型プロファイル

資材が、東京臨海線や神戸ポートライナーなど日本
各地の新交通システムのケーブル座床や浄水場の濾
過部材に取り入れられるとともに、小規模工場との
差別化を図ることに成功しました。
私の父は元々技術屋で、「技術」「独自性」「品質
にこだわる」が当社の考え方の根底に根付いていま
した。「顧客の書いた図面通りに製造しても良い物
はできない。下請けだけではだめで、設計段階から
関わらなければ良い物は出来ない。」ということか
ら1979年には、金型の設計製作をする金森機工㈱を
設立しました。自社で金型が作れるというのは、自
社の強みの一つです。また、そういう父親の性格か
ら、企業の拡大は求めませんでした。従って、弱電
や自動車関連分野には進出をせず、社会インフラ分
野（上下水道）、半導体関連、医療関連など技術と
独自性を活かせる分野に進出していったという経緯
があります。バブル時も本業以外のことは一切やら
なかったので、これまで堅実に成長してこられたの
だと思います。
更に、品質と技術にこだわり開発力と独自性を磨
いてきた結果、様々な分野から「こんなことができ
ないか？」とお声掛けいただき、2006年には宇宙線
観測用地上検出器シンチレーター部材の供給開始、
東大宇宙研－ユタ大学との共同研究開始、2008年に
は日本下水道協会の「下水道資機材認定工場」取得、
2010年沈殿槽向け傾斜管ブロック量産開始、2012年
Kmat（異種材料の結合）の確立、2014年PVC-PE
結合品を供給開始、2016年４軸・NCルーターマシ
ン設備導入による大型（３m×1.5ｍ）精密切削加
工開始と事業の幅を広げていきました。
当社の仕事は、スタートしてから３～５年経たな
ければモノにならないものばかりですので、今後も
「技術」「品質」「独自性」にこだわり、新しい技術
にいち早く取り組んでいきたいと考えております。

金森合成樹脂㈱（金森化学工業㈱）
所在地：大阪府豊中市千成町２丁目2－22
ＴＥＬ：06－6332－7221　　ＦＡＸ：06－6332－7224
資本金：11,000万円、年商：約22億円、社員数105名（内パート14名）
※�資本金、年商、社員数はグループ企業（金森化学工業㈱、金森機工㈱、㈱エス・ケイ・テック）を含む。
事業内容：プラスチック製品製造業

社長　金 森 俊 晴
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本号から数回にわたり「中小企業のM&A」というテーマで連載します。弊社・株式会社オンデッ
クは、大阪に本社を置き、M&Aの仲介・アドバイザリーを専業で行っています。弊社の特徴として、
サポートさせていただく企業の事業規模を一切問わないことが挙げられます。いわゆる小規模企業か
ら中堅企業まで（年商数千万～数百億程度）、幅広い層の中小企業様に対して積極的にM&Aの支援
を行っています。本連載においては、「中小企業」という切り口から「M&A」について解説します。

中小企業のＭ&A
� �についてのFAQ

第１回

㈱オンデック　シニアコンサルタント　中井裕介

表１　事業承継における各選択肢の特徴

親族内承継 従業員承継
外部雇入による承継 M&A

メリット

✓�関係者から受け入れられ易い。
✓�相続等により株式等を後継者に
移転できるため、所有と経営の
分離を回避できる可能性が高い。

✓�会社の内外から広く適性候補者
を求めることができる。

✓�長期間勤務している従業員に承
継する場合は、経営の一体性を
保ちやすい。

✓�広く外部に候補者を求めることがで
き、スピードがある。

✓�シナジーがあれば会社の更なる成長が
期待できる。

✓�株主が売却利益を獲得できる。

デメリット

✓�資質と意欲を併せ持った候補者
がいるとは限らない。
✓�相続人が複数いる場合、後継者
の決定・経営権の集中が難しい。

✓�株式取得等の資金力がない場合
が多い。

✓�個人債務保証の引継等に問題が
多い。

✓�希望条件（譲渡価額等）に合致する相
手を見つけるのが難しい。

✓�経営の一体性の維持や、社風の変化に
かかるストレスがある。

Q1 近年、新聞などで「M&A」というキーワードを目にする機会が多くなりましたが、本当
に中小企業間でも行われているのでしょうか？

一昔前まではM&Aは大企業間に限られたものというイメージがあったかもしれませんが、近年、
クローズアップされている後継者問題を背景に中小企業間のM&Aも急速に広がりをみせています。
中小企業庁は、2025年には日本企業全体の３分の１にあたる127万社の中小企業等が廃業し、約650万
人の雇用が失われるリスクがあると試算しており、行政としてもこの後継者問題を重く受け止め、そ
の対策に本腰を入れています。具体的には、後継者難企業のM&Aを支援することを目的として、中
小企業庁主導で各都道府県に「事業引継ぎ支援センター」を設置し、平成29年度には約700件のM&A
を成約させています。このような行政の後押しもあって、今後、中小企業間のM&Aもますます盛ん
になるものと思われます。

Q2 従前からよく見られた「親族内承継」や「従業員承継」に比して「M&A」はどのような
特徴があるのでしょうか？

事業承継における各選択肢の特徴を表１にとりまとめていますので、ご参照ください。M&Aは事
業承継における非常に優れた解決策ですが、各選択肢を比較検討した上でM&Aを最良の選択と考え
て弊社に来られるお客様もあれば、「親族に適任者がいない」、「従業員承継にチャレンジしたものの
個人保証を理由に断られた」といった経緯を経て、M&Aに方針転換されるお客様も少なくありませ
ん。ただし、M&Aも万能薬というわけではなく、表に記載のデメリットも有ります。これらのデメリッ
トを解消して円滑なM&Aを実現するため、私どものような仲介アドバイザーが必要です。
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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。

＊ 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 ＊

Security is the   
 greatest enemy

第15回
太陽シンクス㈱社長　北浦愼三（TEC幹事）

「合理化」 名言・格言集 ｛ 英和対比 ｝

「 油 断 大 敵 」
（安全が最大の敵）

異常値を早く見つけ、手を打つことである。「晴れても必ず雲が出
てくる」。良いことには邪魔が入りやすいものである。「安全第一」
はお題目だけでは駄目で、具体的行動計画が必要である。



編　集

発　行

発行者
印　刷

一般社団法人 大阪府経営合理化協会
情 報 融 合 化 委 員 会
� 委員長　古　谷　勝　彦
( I F N ） I n f o r m a t i o n   F u s i n g   N e t w o r k

一般社団法人 大阪府経営合理化協会
〒540-0029大阪市中央区本町橋2番5号

マイドームおおさか5階
� 電話06(4794)9090番　FAX06(4794)9085番
協会ホームページアドレス
http://www.gourika.or.jp

高　安　正　美

株式会社ケーエスアイ
〒557-0063 大阪市西成区南津守７丁目１5-１6 禁無断転載

新年号 （通巻538号）

平成31年１月１日発行　一般：定価 1,000円(消費税別)（年間購読料 4,000円／年４回）
会員：定価   800円(消費税別)（年間購読料 3,200円／年４回）

編集メモ
　「働きがいのある企業大賞」受賞企業４社の代表に、「働
きがいのある企業を創る」をテーマに新春座談会を行いま
した。社員に対するきめ細かい施策や対応は経営者の思想
や哲学が反映しており採用活動にも生かされていることが
わかります。今号は、平成を振り返るだけではなく明日に
繋げる、将来をも占う特集になりました。協会は今年９月、
創立60周年を迎えます。新たな元号と共に飛躍して行けれ
ば幸いです。	 （高安）
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次号予告 春号（４月１日発行）

次号の特集テーマは、

　⃝「新しい時代の幕開け」
　⃝企業事例、寄稿
　⃝協会創立60周年事業について

　 連 載  
ハツラツ社長登場、協会リポート（新会員紹介・協会トピックス）、私の七転八起、
名言・格言集、中小企業のM&A、会員企業紹介




