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精密歯車製造技術を使ったからくり人形作り
株式会社大野精密

防犯カメラや産業用機器に使われ

る各種精密歯車などを主力にしなが

ら、その技術を応用して200年以上

前に作られ、日本のロボット製造技

術の原点ともいわれている「からく

り人形作り」に精を出す企業が板橋

区にある。昭和53年に創業を始めた

株式会社大野精密がその企業であ

る。「仕事はねちっこく行なうこと」

と口癖に語ることこそ、創業社長の

大野氏。現在、後継者にあたる2人

の息子と一緒に事業を行なっている。今回は、工場経営を続けるかたわら、仕事の合間をみつ

けて、「からくり人形作り」に励む同社を訪ね、ものづくりの楽しさや粘り強くものごとに取り

組むことの大切さを紹介していきたい。

大野さんは、慶応年間創業のかなり大きな商家の次男として、昭和10年に生まれた。実家で、

幼いときから職人が、器用に人形を作りあげていく姿を目にしていたことが、ものづくりに興

味を持つきっかけとなった。

日頃、母親から「手に職をつけなさい」と言われ続けていたこともあり、地元の工業高校を卒

業すると、母親の薦めもあって、（株）瓜生精機という会社に18歳で、入社することになった。

この会社は、8ミリ撮影機、映写機を製造していた。（なお、瓜生精機が製造した8ミリカメ

ラ“シネマックス”は日本で最初に製造されたものである。）ここで、8ミリカメラと映写機の

コア技術である精密歯車の製造技術に出あうのである。社長は明治生まれの典型的な職人で、

非常に厳しく現場重視の人であった。

社長（親方）は、大野さん達が作ったものを一目見て出来栄えが悪ければ、その場で地面に

たたき付けて壊してしまう。「何度くやし涙を流したことか」と。しかし、今にして思えば、こ

向かって右は大野社長、左が息子の政一氏
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の時の経験が精密な歯車づくりなど、様々な技術習得の大きな糧となったと大野さんは述懐す

る。

親方であるこの社長の下で、「図面設計」からバイト作りまで、さらに旋盤、フライス盤，形

削盤など様々な汎用機の扱いなど全ての工程をひとつひとつ徹底的に叩き込まれた。こうして、

精密機械全般の加工技術を修得していったのである。

大野さんは、ものづくりには「こうした厳しさがないと、ほんとに良い物は作れない」とい

う。けれど「今の時代このような“徒弟”に近い教え方をしたら、誰もついてこない。これも

仕方ないのかもしれないが」と、昔を思い出しながら、ちょっと複雑な思いものぞかせる。

昭和53年、42歳のとき、株式会社大野精密を立ち上げた。会社設立に際しては、親兄弟親

戚・友人には一切頼らず、これまで機械と全く縁のない奥さんと二人三脚で、借金と退職金代

わりに貰った機械で、正にゼロから再出発に踏み出した。ここで、（株）瓜生精機の親方に鍛え

られた技術と工場長時代に経験した工場運営のノウハウが大いに役立った。

大野さんは、この工場の最初の仕事として、8ミリカメラと映写機製造技術の中でも、最も

難しいとされる精密歯車の製造から始めることにした。これには、極めて厳しい精度が要求さ

れる。丸いリング状の薄い厚さの歯車にするため、削っていくのだが、変形するので、この微

妙なバランス感覚が、職人の腕の見せどころ、いわば職人冥利に尽きる分野である。

精密歯車の製造には、修行を積んだ職人技が欠かせない例として、大野さんに歯車の製造を

依頼していたある企業が、それを台湾、ベトナムで作らせたことがあった。しかし、どうして

も満足なものができず、再び依頼してきたという話を、チョッピリ自慢げに語った。

業容も軌道に乗り、2人の息子が経営を手伝うようになったので、10年ほど前から、精密歯

車の製造技術を使って、熱心に取り組んでいるのが、「からくり人形（茶運人形）」の製作であ

る。

からくり人形の技術は、およそ210年前に高知出身の細川半蔵が「機巧図彙（からくりずい）」

の中に書き遺したもので、歯車を多様に組み合わせて、人形や車などの物体に、様々な動きを

与える仕組みが記されている。日本のロボット製造技術の原点ともいわれるゆえんである。

ところが、これを実際に復元するには、単に歯車の機械技術の知識だけでなく、江戸時代の

古文書にも造詣が深くなければならない。しかも細川半蔵以降、この分野の研究書らしきもの

は皆目見当たらず、創意工夫で試作を繰り返すという、正に全てが手探りのものづくりとなっ

た。
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趣味で始めたとはいえ、苦節10

年、難しいことにねばり強く挑戦

し続ける職人魂というのか、これ

まで茶運人形が湯飲み茶碗を運ん

で届けると、半回転して元に戻る

仕掛けの「茶運からくり」と、車

軸の向きをどのように回転させて

も、常に一定の方向を指し示す

「指南車」、一定の距離を進むごと

に太鼓を打って距離を知らせる

「起里鼓車（キリコシャ）」の開発

を進めてきたが、このうち「茶運」

は、ほぼ商品化の段階にまでこぎ

つけた。大野さんは、今後、この

「からくり人形」の販路を開拓し、

本業の一部にと考えている。

これらのからくり人形を手がける人形師は、全国でほんの4～5名程度しかおらず、東京では

大野さん1人であるとのこと。平成15年3月、江戸開府400年祭のイベントの中で、石原都知事

に伝統工芸品として、「茶運からくり人形」と「指南車」を寄贈し、江戸東京博物館に展示され

ている。

また、江戸開府400年推進協議会長の東商山口会頭よりのご依頼で「茶運人形」を製作し、

九月場所で大相撲優勝者朝青龍に贈られNHKテレビで全国ネットで放映されたこと、15日間

国技館・展示室で多くの人々に観ていただいたことは非常に名誉なことと大野さんは喜びを隠

せない。

ところで、大野さんには、2人の息子がおり、いずれも跡をついでいることは、先に簡単に

ふれたが、後を継ぐ者がいないという中小企業の話を聞く中で、2人の息子が経営を手伝って

くれることは、これに勝る喜びはないと語る。

特に、長男の政一さん（34歳、P.1 写真左）が父の跡を継ぎ、精密歯車の製造等の職人技を

みがきながら、父親の指導のもと、からくり人形の製作も始めたことに、親として、職人とし

て、感無量の面持ち。

茶運び人形
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今の子供達はパソコンやゲーム機の普及で自らの手でものを作る機会や喜びを奪われている。

また町工場で、油にまみれた職人の手で続けられる機械加工のものづくりが、３Kなどといっ

て軽視されがちな風潮もある。そんな中で大野さんの夢は、これまで日本が培ってきたものづ

くりの技術や楽しさを、1人でも多くの子供達に伝えていくことである。教材として、内部構

造が見えるプラスチック製のからくり人形を開発したのも、そのためである。

これまでもいくつかの工業系大学の臨時講師としてたびたび教壇に立ったり、母校の都立北

豊島工業高校で、週1回講義を行なうことにより、若者にものづくりへの関心を抱かせようと

してきた。

「多くの子供達に自分でものを作っていく楽しさに加えて、粘り強くものごとに取り組むこと

の大切さを伝えられたら、こんな幸せはありません」と大野さんは、嬉しそうに語っていた。

（広報情報課　滝田　寛）

追記：平成17年度　東京マイスター（東京都優秀技能者）認定
平成18年度　卓越した技能者（現代の名工）表彰

企業名　株式会社大野精密　　　　　代表取締役　大野　勇太郎

所在地　板橋区大山東町40-15 電話 03-3961-6773



荒川と江戸川に囲まれた、葛飾

区のほぼ真ん中に位置する青戸7

丁目にゴム用金型を製造している

長島成型株式会社はある。公社の

城東地域中小企業センターからも

歩いて10分のところである。

当社は、従業員8人ながらも、

昭和25年4月創業以来、52年の歴

史を持つ業界でも有数の優良企業

である。「“競争力のある品質”

“短納期への対応”“適切な価格”

で取引先の信頼を得ること」を社の目標に掲げている。代表取締役社長の長島省雄さんにお話

を伺った。

鉄筋3階建ての1階に、天井が

高く、温度調節が利いた工場があ

った。マシニングセンター・NC

フライス盤・放電加工機などが所

狭しと並び、フル操業の状況であ

る。てきぱきと仕事をこなしてい

る従業員を温かい目で見ながら、

長島さんは開口一番「製造業はサ

ービス業ですよ」と意外なことを

いう。

「長年製造業をやっていて、得

意先の信頼を得るには、サービス

5
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受け継がれる金型製造の技と魅力
長島成型株式会社

長島省雄社長（左）と淳司専務

長島成型（株）で作られる製品
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業の心を持つことが大切。もの作りに生きる者として、常に最良の製品作りに心がけている。

そのため、品質や規格など、こちらから提案することも度々ありますよ」

自信に満ちた口調は「中国や他社との競争に勝つには、競争力のある品質、短納期への対応、

他社より高くても納得してもらえる適切な価格。これが我社の目標であり、取引先の信頼を得

ている要因でもあるのです」と続く。

そんな社長の言葉を実証したエピソードもある。米国の有力企業が、当社の金型で作られた

製品を見て「ビューティフル」と言ってくれた。普通なら「ワンダフル」だが、「美しい」とい

う表現は、金型屋にとって最大の賛辞だと。ものづくりの評価は自分ではできないが、お客さ

んに評価されることが何よりも嬉しい、と話してくれた。

さらに「付加価値を高め、他の企業との差別化と同様に大切なことは、計画的な設備投資で

す。設備投資をしている仲間の企業は、皆さん元気です。設備投資をしたから、すぐに効果が

でるわけではありませんが、計画的な設備投資をしないと、年々高まってくる高品質や短納期

など、お客様のニーズに答えることができないからです。そのため、これまで、都の設備資金

を借り入れて計画的に設備更新をしてきたことが、お客様の信頼を得る大きな要因になったと

思っています」

新しく導入した機械で元気づけられた話も聞くことができた。「昨年導入したマシニングセン

ターは、従来の工程を1／2も短縮できる。担当している従業員が、『社長、給料を上げてくれ

なくていいから、もう一台マシニングセンターを導入してくれませんか』と言ってくれた。そ

の時は本当に嬉しかった。従業員教育は、技術面ばかりでなく、仕事ができる喜び、モノをつ

くる喜びを知って貰うことが大切、機械を導入したおかげでそれができた」と嬉しそうに話し

てくれた。

長島さんが、父親である先代の社長のもとに入社したのは、昭和27年、21歳の時であった。

それまでは、石川島播磨重工業（株）で、中ぐり盤や旋盤などを使ってタービンの製作に従事

していた。ある時、友人から、「君の所は親父さんが金型屋さんだろう。何故、跡を継がないの

か」と問いただされて、はっとしたという。今は、大企業の駒の一つで、自分で作る製品の喜

びが見えない。親父の所なら、絶対見えると。

そこで、給料の半分を節約して蓄えておいた10万円を元手に、中古旋盤を購入し、それを持



参して父親である先代社長のもとに入社した。それは、サラリーマンとの決別であると同時に、

父親に弟子入りする決意の証でもあった。

入社後は、今も我が社の目標になっている競争力のある品質、短納期への対応、適切な価格

で、お客に信頼され、喜ばれる「ものづくり」の教訓を先代社長から徹底的に教え込まれた。

“目”で見て、機械の“臭い”と“音”を聞いて、“指”で触って、製品を“味”で感じる、い

わゆる五感を駆使したものづくりの伝承であった。毎日、夜遅くなるまで“機械と言葉を交わ

しながら”親父の教訓を体で感じ取れるよう努力した。

おかげで、仕事は順調に伸び、36歳で2代目社長となった。しかし当時は、公害騒ぎで工場

の地方移転が多かった。長島さんの工場も葛飾区高砂の住宅地にあったため、都の公害防止資

金を借り入れ、昭和53年に現在地の青戸に越してきた。

青戸に引っ越した理由は、先代の口癖であった「東京で食えない者は、地方でも食えない」

という言葉と、東京には仲間がいる、ネットワークがある、お互い協力すれば何とかなる、と

いう信念からだった。

今振り返ってみれば、「東京で工場を続ける」というこの決断は間違いではなかった。仲間と

の助け合いやネットワークで、ものづくりの喜びが実感できた。現在地に工場を持ってきたこ

とは間違いではなかった、成功だった、と感慨深げに語ってくれた。

技術の伝承や人間形成など、従業員の教育は、今になっても難しい。バブル前はあれだけ親

密に仕事を教え、一生懸命仕事をしていた従業員が、給料日の当日、突然「今日限りでやめま

す」といって、去っていった若者は2～3人はいる。

そこで指導方針を変えたという。「部分仕事はさせない」。今迄の個々の機械の役割分担から、

各個人、個人に受注製品それぞれの責任を持たせ、いわば、従業員競争で技を磨き、人間を磨

いている。

まさしく、マシニングセンターやNC旋盤など、1人でCAD・CAMを駆使し、切削作業に向

かっている、やる気のある従業員の後ろ姿が見える。従業員の方々が、自信を持って、ものづ

くりに取り組んでいる姿勢や意気込みが見えるのも、競争原理からなのか。このことで、先ほ

どの「給料アップはいいから、新鋭機をもう1 台」というのも、うなずける話だ。

長島さんの趣味は、水彩画を描くことと、タンゴやシャンソンなどの音楽を聞くことだ。水

彩画は、風景画を主に、年間4～5枚描く。事務室の壁にも、近くの水元公園の風景画が架けて

ある。素人の域を超えている絵である。音楽は、若者時代にトランペットを吹いていたことも

東京の名匠29人の挑戦
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あり、地元のサロンで指導も頼まれもしたが、この頃は聞く方に回っていると、顔をほころば

して話してくれた。

長島さんの息子さん、専務の淳司

さんが3 代目だ。

淳司さんは、子供の頃から、工場

で朝早くから夜遅くまで働いている

社長（親父）の姿を見ていた関係で、

何のためらいもなく、後継者として

入社した。しかし、普通高校であっ

たため、機械の専門学校に入学し、

基本技術を習得した。

だが、「お金を貰っての製品作り

は、難しかった。要求される様々な

要望に的確に応え、高品質なものを作り上げるには、社長（親父）が言う“目”で見て、“臭い”

を嗅ぎ“音”を聞いて、“指で触って”製品の“味”を確かめる職人の技の伝承がなかったら、

今の技術まで到達したかどうか」としみじみ語ってくれた。

今は、実質的な経営者として会社を切り盛りしている。何とか、自社製品を開発し、更なる

技術と高品質で売り込める企業にしたいと望んでいる。海と船を愛し、真っ黒に日焼けした好

青年の経営手腕に期待したい。

「4代目は？」と聞くと、中学1年生の娘さんが後継者を希望しているとか。後継者難の時代

にうらやましい限りである。先代、2代目、3代目と、長島家は親から一度も後継者をと強制さ

れたことがないという。

“親の背を見て子供は育つ”。ものづくりを楽しむ親の背中を見て、子供は自然に引き込まれ

てしまう不思議な魅力が代々受け継がれているようだ。

（城東地域中小企業振興センター）

企業名　長島成型株式会社 会長　長島　省雄

代表取締役社長　長島　淳司

所在地　葛飾区青戸7-25-16 電話 03-3690-0911

URL http://nagasima.oc.to

省雄社長の描いた絵画
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成立気質（スピリット）が人と技能を磨く
株式会社成立

“技”それは、“人”を介して後生に伝えられるもの。優れた技術を持ち、後継者を育てなが

ら「ものづくり」に励んでいる東京の「名工」を、公社登録企業の中から紹介する。

今回は精密金属加工（機械加工、プレス等）の専業企業として都内有数の技術力と規模を誇

る株式会社成立・春田社長を東急目黒線「不動前」に訪ねた。

同社はモールス信号の自動送受信機に

着目し、その部品加工を行なう企業とし

て昭和12年に創業された。その後時代

の進展とともにテレックス部品の加工を

経て、昭和40年以降は国内外のコンピ

ューターメーカーとの取引を中心に発展

した。さらに現在では航空・宇宙、半導

体、ナノテク関連など幅広い産業分野に

おける超精密加工で独自の地歩を築いて

いる。

この間、堅実な技術と経営の発展が認められ、昭和53年には中小企業庁の合理化モデル工場

の指定を受け、また最近ではISO9002の認証も取得している。業容の拡大化に伴い、昭和56年

には秋田県田沢湖工場、同60年には岩手県花泉工場をそれぞれ操業させ、生産基盤を充実させ

てきた。

一方、平成8年に得意先及び現地企業との合弁でタイ・バンコクへ進出したものの採算性と

為替問題などから持ち前の技術力をアッピールする間もなく撤退に追い込まれた経験もある。

このときは下請型製造業の海外展開の難しさを痛感したという。

春田氏は創業者の父、2代目の叔父の後を受けて昭和53年に3代目の社長となった。豊富な経

験からくる経営者としての力量、手腕は一流である。しかし、社長の「誇り」は何と言っても

15歳のときから半世紀以上もの長きにわたって現場の技能者であり続けていることである。
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平成9年、高度熟練技能を有し

後継者育成活動に協力する人を対

象とした「東京都技能継承推進者」

の第1 号認定を東京都より受けた。

また、平成13 年12 月には東京都

熟練技能士会会長に就任。次いで

城南職業能力開発推進協議会会長

にも就任した。

春田社長は技能者の社会的な評

価を大切にする。そのため技能検

定による第三者の評価を何より重

視する。例えば社内組織において

も、年齢や勤続年数に関係なく2級技能士＝係長待遇、1級技能士＝課長待遇というふうに認定

資格を役職や給与にそのまま反映させている。また、資格取得のための活動は全社的な取り組

みとして支援を惜しまない。

その結果、従業員96人のうち実に80人以上が技能士の資格を持つ「技能者集団」が形成され

たのである。「社員の意識のすべてが技能の向上に向っている」という社風は春田社長のこうし

た姿勢が原点となっている。

春田社長の技能者に対する熱意とこだわりは社内だけにとどまらない。例えば、東京都が実

施するインターンシップやデュアルシステムの研修生の受け入れなど、技能者育成事業への協

力にも積極的である。

平成14年10月には当公社城南地域中小企業振興センターが主催する経営セミナーにおいて

「技術立国を支えるための人材育成」というテーマで講演し好評を得るなど、教育活動にも熱心

な一面をみせる。また、役員の中には大田区技術専門校で講師として活動する人もいる。「社会

貢献といえば大げさだが、「技能」に関してはどんなことにも関心があるのです」と春田社長は

語る。

初めて社長室を訪ねる人は四方の壁に所狭しと掛かった表彰状や認定証の多さに圧倒されて

しまう。もちろん数だけではない。1級技能士認定証や内外の有名企業からの感謝状や楯など、

その内容もすばらしい。

功績を誇示しているかにみえる表彰状類だが、実は単なる「飾りもの」にとどまるものではな

い。これらの一つひとつが後継者を育成したことの証しとして「高度熟練技能者」など上級指導

者としての認定を受ける際に役立つ。資格取得の連鎖効果ともいうべきノウハウを生んでいる。



社員の技能が評価されることは社長の誇りでもあり、喜びでもある。今も、どんなに多忙で

あっても資格取得のための支援は惜しまない。その結果、都内中小製造業では稀少である高度

熟練技能者を、社長自身を含めてこれまで8名も輩出している。ちょうど取材日も社員4名の申

請手続きに出かけるところだった。多少ボリュームのある申請書類を整える社長の姿を見ると、

技能者育成への熱意が伝わってくる。

精密機械加工技術といえば熟達した職人の世界が連想される。1/1000の加工精度は優れた機

械設備だけではなく、高度な「職人技」に支えられている。実際に同社でも一人前の作業がで

きる技能者となるには早くとも2～3年以上かかるとみている。NCマシンは旋盤やフライス盤

の熟練者でなければ使わせない。

しかし、春田社長は現場の作業者が「優れた職人」にとどまることを認めない。技能の基本

単位が「個人」だとしても、それらの技能が相互に組み合わされることで工場全体としての能

力や効率を最大限引き出すことができると考えているからである。

「多様な得意先のニーズに柔軟・迅速に対応するには、一人ひとりの『職人技』を組織として

生かすことが何より重要なのです」と春田社長は指摘する。このため、現場ではひとりで何役

かをこなす多能工化を進め、チームでの作業を積極的に取り入れている。チーム作業では常に

作業者全体のレベルアップが求められるため、組織的なOJT（現場訓練）の実施など、技能の

継承をより自然な形で行なうことができる。現在の技術開発のテンポを考えると「技は盗め」

というような旧来の徒弟的な技能継承手法では通用しない。社長が「職人」を否定する真意は

そこにあった。「私が技能者に求めるのは『職人気質』ではなく、精密な仕事、難しい仕事にこ

そ生き甲斐とファイトを燃やす『成立気質（スピリット）』です」と明快に語る。

工場数の減少など都内ものづくり基盤の先行きが懸念される一方で、その重要性を再評価す

る声は日増しに高まっている。こうしたなかで同社の人材確保の状況を尋ねたところ、間を入

れず「いつも人手不足です」との答えが返ってきた。一流の技能者は常に不足している（ニー

ズが高い）という意味である。

同社は東京・秋田・岩手に工場をもっている。2つの地方工場を生かしながら、本社工場と

の連携を図ることで人材確保の円滑化を進めてきた。

かつて東京での就労が盛んだった時期には、里帰りをする社員に社用車のベンツを使わせて

いたというエピソードがある。「社員の功労に報いるために気遣いから始めたものでしたが、な

かなか好評でした。社員のプライドを満たしたのでしょう」と春田社長は当時を振り返る。PR

効果は予想外だったという。

東京の名匠29人の挑戦
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最近は出身地での就労を希望する若者も増えた。同社では本人の希望や適性を生かすことを

前提に人員配置を行なっている。本社工場における技能習得をローテーション化するなど、技

能者育成と現場の生産機能をバランスさせるよう工夫している。

その一方、社長自身は秋田や岩手の工場に原則として年2回しか訪問しないことにしている。

その間の事業運営は工場長に任せている。権限委譲により工場責任者としての能力を向上させ、

より深い信頼関係を築くことが狙いである。これも社長が考える人材育成の一つである。工場

の独自性を高めながら連携を強化する。すべて「現場重視」の発想から生まれている。

平成7年、岩手県花泉工場に勤務する高橋徳子さんは県職業能力開発協会の行なった機械検

査部門の1級技能検定に女性第1号として合格した。高橋さんは平成2年に2級技能検定に合格

し、さらに実務経験を積んでいった。主婦業をこなしながらの快挙だった。

「仕事を覚える上で検定はプラスになる。さらにその上の特級取得に挑戦してみたい」という

彼女の意気込みが新聞記事として紹介されている。こうした実績も社員の社長への信頼をさら

に厚いものにしている。

春田社長は「小粒でも光る人の育成」を人材育成の第一の方針に掲げる。「心豊かな人間のみ

が、よい製品をつくることができる」として、技能者である以前に人柄や躾を大切にする。自

ら毎日、早朝7時に出社して仕事の段取りや準備を率先して行なう。さらに社内や周辺道路な

どを清掃する。社会へ貢献しない企業に真の発展はないという信念からだ。

社員に同じことを強要するわけではない。まずは範を示すことが重要だと考えている。その

上で世間に通用する技能認定や資格取得を社員に強く求める。毎日口癖のように「会社のため

ではなく、自分のために活きた資格を取れ」、「社長は社員に気を回せ、社員は会社に気を遣え」、

「自分の城（家）を持て」と社員に檄を飛ばしている。これが技能者集団としての（株）成立の

リーダーの役割であると信じている。春田社長の口を借りれば、すべてが「他人の子供」を一

人前にするための行動プログラムなのである。

こうした春田社長の「人づくり」への信念と行動が、技術力を武器にした（株）成立の躍進

を支えていると確信し、帰途についた。

（城南地域中小企業振興センター　片岡　稔・大江　章雄）

企業名　株式会社成立　　　　　　　 代表取締役社長　井上　孝之

所在地　品川区西五反田5-7-8 電話 03-3493-1621

URL http://www.seiritsu.co.jp
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株式会社ナガセ

ヘラ　　をコア技術として「モノづくりのデパート」

から環境関係の自社製品開発までと、飛躍的な発展を

続ける株式会社ナガセをご紹介する。同社は来年には

創立60周年を迎え、従業員50名を超えるまでに成長

している。

今回は、ナガセの卓抜した技術力と経営力、そして

その基礎となるコミュニケーションを紹介する。

当社のコア技術である「ヘラ　　」は、回転する金

属の板材をヘラ棒またはローラによって金型に押しつ

け、必要とされる形に成形加工する技術である。古くは金属製の洗面器、現代では照明器具の

傘・反射板などが代表的な製品であるが、ロケットの先端部をはじめ、半導体製造装置などの

ハイテク分野にも活用されている。

この技術の特徴は、多くの金属加工技術がコンピュータによる数値制御と自動化を進展させ

たなかで、まさに「職人技」が色濃く残されている点である。自動機械も登場してはいるが、

複雑な形状や難加工素材などへの対応は、ヘラ棒を通じた皮膚感覚の職人技が必要不可欠とな

っている。平面の金属板がアメのごとく変形し、瞬時に筒状へと加工されていく様子はまるで

手品のようである。しかし、その一瞬に材料と対話するかのようにヘラ棒を調整し、均質で高

精度に仕上げる職人の技が隠されている。

さて、時代を創立期にさかのぼり、当社の「技」のルーツを探っていく。

初代の　　幸三社長は福島県出身で、大正時代末に上京し、いくつかの職業を経てタクシー

会社を経営するまでになっていた。しかし、空襲ですべてを失い、戦後、生活の糧を得るため

に新たな事業を始めることとなった。そこで目を付けたのが飛行機会社のアルミ端材を利用し

た、鍋や釜の製造であった。友人のつてで　　の機械を購入し、3名の職人を手配して　　
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工場が誕生した。

「親父の座右の銘は“努力”。とにかく率先垂範

の人でした。仕事は“朝メシ前”で、早朝に納品

に行ってから、社員と一緒に朝食を食べていまし

たよ。そして、夜中まで必死に働く」と現社長の

広紀氏（二代目）。「鬼の　　といわれるくらい、

本当に怖かった。ウチの古株社員で親父に殴られ

ていない人はいませんね」とも。一方で、従業員

の面倒見が良く、個人企業ならではの家族的な心

遣いが企業としての結束を堅固なものにしていく。

そして「 七人の侍」が生まれる。今も当

社を支え続ける技術者集団である。資材は人海戦

術で運び込み、材料の切り出しは手バサミ、木型にベルトがけの　　機械。設備や作業環境が

改善され、現代ではこれらを見ることはなくなった。しかし、この時代から蓄積された「技」

が今も当社に脈々と継承されている。

しかし、すべてが順風満帆であったわけではない。昭和50年、オイルショック後の厳しい環

境下、先代の幸三社長が体調を崩し、長期入院を余儀なくされたのである。この非常事態に、

当時、薬の営業を学んでいた現社長が入社する。「家族のたっての願いで、有無をいわさずです」

とのことだが、災い転じて福をなし、後継者問題は一気に解決である。

ここで、感心させられたエピソードをひとつ。

幸三社長の子弟に対する教育理念は「財産は残さず、資格（技術）を身につけさせる」で、

まさに職人社長ならではのものだった。これにより、長男は医師に、次女と次男（現社長）は

薬剤師、長女も和・洋裁等の多数の免状を持つに至った。ただ、薬剤師の資格を持つ広紀社長

が　　の　　技術を継承することになるとは、何ともおもしろいものである。とはいえ、「薬の

営業時代の経験は貴重な宝。大いに役立っています」

入社してから6年間は現場での技術修得の日々が続く。「最初の2年間は下職、材料の切り出

しです。親父が入院中は仕事が終わると病院に報告に行き、ポリープで声が出ないから筆談で

叱られるという具合で」。また、「納品に行くと社長の息子でも素人同然ということで、意地悪

されたこともあります。いきなり図面を出されて、この場で見積をしろと。やらないと帰して

くれないので、適当な数字を出して、後で親父にえらく怒られました」。しかし、こういった経

験が営業出身でありながら、社長自らが技術を修得することの重要性を痛感させたのだろう。



二代目は「技術力と営業力」の両方を備えた、現代の名工となったのである。先代から社長を

引き継いだのは入社して14年後、平成元年4月であった。

幸三社長を評すれば、「鬼の　　」で「努力」の人。そして、広紀社長は「和の人」ではない

かと思う。「私は会社の太陽になりたい。真ん中にいて元気とエネルギーを皆に降り注がせるよ

うに」社内には「和　人脈づくり人づくり　そして評判づくり」がスローガンとして掲げられ

ている。これは昭島青年経営者クラブの理事長時代に、現社長が会のスローガンとして作成し

たものを基礎としている。そして、当社はまさにそのとおりとなっている。

まず「人づくり」では、創立60年を間近に控え、世代間の技の移転がひとつの課題である。

「古株の職員には“皆さんの技術は我が社から得たもの。抱えたまま持っていかないで、会社に

残していって欲しい”と常々言っています」。 部門では徒弟制をうまくアレンジして活用し、

一人の先輩に一人が弟子入りする形で技術の継承を図っている。さすがに、「技術は盗め」とか

鉄拳教育は現代っ子には馴染まないが、 具合を体得するのに師匠の後ろに回って観察し、

その形を真似するなど、マニュアル化できない部分に有効な方法である。一方、新規の板金部

門では資格取得を奨励し、それぞれの工程に合わせた技術伝承方法を確立している。「ナガセを

名指しで、 をやりたいという子が来ます」。厳しい職業であるが、従業員の定着率が極めて

高いのが誇りだ。様々な「人づくり」の工夫によって「七人の侍」をリーダーとして、その下

の中堅が着実に育っている。さらに、毎年数人の若手が入社し、ナガセの技術継承の仕組みは

盤石である。

「人脈づくり」は連携関係の構築やネットワークの重要性を指すものだ。同業種・異業種を問

わず、連携関係をどんどん構築していきたいという。すでに、他社との共同開発製品も生まれ

ている。大学や試験研究機関との産学連携も視野にある。「 の業界は井の中の蛙に陥り易い

ところがあります。私は仮にライバル会社であっても、必要があればこちらから頭を下げて、

連携をお願いしたいと考えています。連携関係から得られる技術的・経営的な刺激が、当社の

成長の糧となるからです」。ここは現代の名工たるゆえん。先代とは異なる新たな手法で技術の

革新に挑戦している。

これら人と技術の集大成が「評判づくり」である。言い換えれば「信頼」。60年余にわたり

築き上げてきた重みが、「そして」の3文字に込められていると感じる。この部分は昭島青年経

営者クラブのスローガンに加えられた、当社独自の思いである。

平成10年、社名を「株式会社ナガセ」に変更した。「 」の文字が消えたが、「ナガセは

東京の名匠29人の挑戦
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がなくなってしまうとだめになります」と現社長は断言する。むしろ、「今まで　　で対応

するとは考えられなかった部品でも、“丸いものならとにかくナガセに相談して”と積極的に宣

伝しています」その一方で、めまぐるしく変化するお客様や時代のニーズに対応し、板金部門

の創設、アッセンブリの開始、そして環境関係機器の自社開発と業容を拡大してきたのも事実。

さらに、平成16年6月を目途にISO9001の認証取得に取り組んでおり、個々の作業者の技と標

準化や経営管理技法が融合した時、もうひとつ上を行く企業になることであろう。コア技術と

しての　　は不変であっても、時代の要請に柔軟な対応を図る企業体を表現するものとして

「ナガセ」の名はまことに相応しい。

最後に「三代目は」との問いに、「今年成人式を迎える息子がいますが、この間、風呂で背中

を流してくれまして。私も親父の背中を流したことがあるけど、もっと年をとってからでした

ね」と、こちらの人づくりも順調な様子。彼がこれからどのような経験を積み、当社に入社し

て新しい風を吹き込み、ナガセがどのように変化していくかを考えるとワクワクさせられる。

15年後、あるいは20年後、再度お話を伺いに来たいなと思いながら、工場を後にした。

（多摩中小企業振興センター　原　隆道）

企業名　株式会社ナガセ　　　　　　　　代表取締役　　　　　　　

所在地　武蔵村山市伊奈平3 -21-3 電話 042-560-6253

URL http://www.nagase-shibori.co.jp
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世界を計る小さな町工場
有限会社清田製作所

電子産業は今、急速な技術改革の渦中でコンパクト化と品質・性能・信頼性の向上で厳しい

競争をくりひろげている。そんな中、職人芸的技術を駆使し、ミクロの世界に挑戦し続けてい

る北区の町工場「キヨタ」の独創的技術開発が内外から注目を集めている。

なぜなら、キヨタの主要製品であるコンタクトプローブ（注1）をはじめとした特殊プローブ

の数々が、内外の電子機器メーカー各社から寄せられる様々な難問を見事に解決してきたから

である。今回は、北区上中里の有限会社清田製作所社長である清田茂男さんを訪ねた。

清田製作所は昭和38年に北区で創業した。清田

社長の言葉のはしはしに出る、微妙なイントネー

ションの違いから出身地を尋ねたところ、昭和2

年北海道積丹半島生まれとのことであった。

清田社長は、12歳までそこで過ごし、小学校を

卒業後荒川のプレス工場で働くため単身上京す

る。しかしプレス工場では、小さすぎて作業に従

事させるのは危険との理由から、最初の数年は工

場内の清掃や子守りなどに汗を流すことになっ

た。

ところで清田社長の人生観や経営哲学のベース

は、北海道で過ごした幼少期と荒川のプレス工場で培われたものであるという。満足な情報伝

達機能もない昭和初期、清田社長の祖母はさまざまな情報を仕入れるために、本州から来客が

あるとよく話を聞いていた。清田社長は子供ながらに、話を聞くことで世間のさまざまな動き

がわかり、本当に勉強になったと懐かしそうに語る。上京後もその姿勢に変わりはなく、子守

りの傍ら読書をしたり、工場清掃をしながら合い間に工員の技術を見ては自分の身につけるな

ど学ぶところが沢山あった。さらに、工場の老婆から人生訓を学んだ。老婆の肩を揉みながら、

やはり熱心に話を聞いていた清田社長に、その老婆は「身分相応」「世の中のために何ができる

か」「ここ一番のときは命をかけるのが男」という水戸学の教えを熱心に説いて聞かせた。“『三

つ子の魂百まで』と言う諺があるが、今日の私があるのは、小さい時の体験によるものだ”と

代表取締役社長　清田茂男氏
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清田社長は熱く語った。

清田製作所はまさにこのような社長の体験と自立への熱い思いが糧となり誕生したのである。

昭和24年、一時帰郷していた清田社長は「一旗あげ故郷に錦を飾る」という志をいだき、21

歳で再び上京する。清田社長の技能と働きぶりを知るプレス加工会社から誘いがあり、そこで

ハーモニカの製造に携わった。

当時のハーモニカ製造技術はすでにミクロン単位のものを扱っていたという。ハーモニカ会

社社長は、清田社長を将来の幹部候補として技術と経営の両面で厳しく指導した。何度か挫折

を繰り返したが、清田社長のミクロの加工技術はそこでさらに磨きがかかり、同時に経営感覚

も習得するにいたったのである。

昭和38年、36歳のときに独立の夢の実現をめざして、現在地近くに夫人と2人で清田製作所

を立ち上げた。ハーモニカ製造時につちかわれた技術を活かし、創業当初はカメラ、電気通信

機器などの精密部品のプレス加工を手掛け、大手メーカーが海外から輸入していた部品を国内

調達に切り替えるきっかけとなった。さらにさまざまな分野へ挑戦し続け、超精密加工ダイヤ

モンドレコード針部品、カメラの露出計の針など、精密製針技術の分野で技術、経験、ノウハ

ウを蓄積していった。清田社長の持論は「成熟した産業は必ず衰退する」である。それだから

こそ常に会社の将来を見据え、先手、先手の行動をとる、そして次の技術開発へと取り組み始

めるのである。

電子産業へ参入のきっかけは、ステレオアンプである。昭和50年代後半、同社ではステレオ

アンプ部品も手掛けていたのだが、当時の音響業界は技術革新が急速に進み、構造が大きく変

わりつつあった。では、次は何か？　ステレオアンプにはすでに半導体やチップが使用されて

おり、そこからヒントを得て清田社長は電子産業時代の到来を予見したのである。

いまや私たちの生活に欠かすことのできなくなった半導体は、その製造過程で正常に機能す

るかどうかを検査する必要があり、信頼性の高い検査器具が不可欠である。清田製作所がはじ

めに手掛けたのは、スプリングプローブ（プリント基板用）の極細化・極小化であるが、その

成功は結果として国内の技術・コスト競争の激化を招いた。次に手掛けたのは、シリコンウェ

ハー検査用コンタクトプローブである。その特殊なプローブは国内では製造しておらず、海外

からの供給にのみ頼っていた。清田社長が目をつけたのはここだった。

「社会に貢献するものを作る」これは清田社長の経営哲学のひとつである。検査用プローブの

開発に成功すれば、万が一海外からの供給が止まっても産業界への打撃は少ない。清田社長は

特殊プローブの開発に着手した。開発成功まで5年という年月を要したが、開発した特殊プロ

ーブは既存の海外製特殊プローブと比較し、信頼性5倍、価格1/3という高付加価値をもつ製品

となった。世界シェア60～70％を占める国内ハードディスク磁気ヘッドメーカー数社からは

「キヨタのプローブでなければ」と絶大な信用を得て採用されており、産業界への貢献が非常に



大きなものとなったのは間違いない。この開発も含め、その後の多様な特殊プローブの開発成

功により、平成7年に科学技術庁の「科学技術振興功績賞」を受賞している。

清田社長は常に新しい技術開発へ挑戦し続けているが、産学公連携という分野にも非常に熱

心である。それは最先端の研究開発の情報を得ると同時に、自社の技術を活かすことで、社会

に貢献できないかという強い思いからである。平成14年には経済産業省の委託研究事業にNTT、

独立行政法人産業技術総合研究所、慶應義塾大学、静岡大学などと取り組み、探針間ピッチ

0.1mmのケルビン4探針プローブ開発に成功した。現在、このケルビン（注2）と呼ばれるプロ

ーブを製造しているのは、世界を探してもわずか2名しかおらず、今回開発したプローブにい

たっては、清田社長ただ1人だという。このプローブに使用されている折れない針を開発した

経緯もおもしろい。

ある日、町内会で東海村の原子炉を見学に出かけた。原子炉の炉心間はどんな地震にも堪え

うる折れない、曲がらないスーパー鋼を使用していると説明を受けた。シリコン検査用のプロ

ーブ針に強さを求めていた清田社長は、その後の館内説明など聞かずに「スーパー鋼」につい

て、しつこく説明員に尋ね、その原理をもとについにケルビン法プローブを完成させた。

また別な取り組みとして製品展示棚からある製品を取り出してくれた。説明文には「伝統工

芸を利用した……」とあった。電子産業と伝統工芸を結びつけることに興味をそそられ、背景

を尋ねてみた。すると清田社長は、「私のルーツは石川県なんです」とおもむろに話し始めた。

清田社長の祖母は石川県から北海道に入植されていた。石川県といえば金箔製造技術が有名で、

日本の生産量の99％を占めている。清田社長は、あの金箔を金閣寺だけでなく、電子産業に応

用できないだろうかと常日頃考えていた。

片や電子産業の面からみると、金属の中で電子信号を安定して伝達するのは、金が一番優れ

ている。プローブ部品には金メッキが施されているが、メッキが剥げてしまえば検査器具とし

ては不良品となる。プローブに金そのものを利用すれば十分に能力を発揮することが可能だと

も考えていた。そんなとき、デパ

ートのイベント展で金箔の延金技

術を見学し、ふと「金はなぜあん

なに延びるのだろう」と疑問に思

い、職人を質問攻めにしたのであ

る。そのときの職人の言葉「金に

勝る金属はない」に迷いがふっき

れたという、現在プローブのパイ

プには金が用いられている。

まさに清田社長の面目躍如、洞

東京の名匠29人の挑戦
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察力、観察力の鋭さとねばり強さ、これこそ真の職人魂と言えよう。清田社長は意外なところ

に解決のヒントは転がっているものだと今までの苦労を思い出すように語った。こうした「思

考の転換」のため広い人脈も経営資源のひとつだと話す清田社長だが、それだけでは、このよ

うな研究は成功しなかっただろうと開発当時を振り返る。当時、資金調達にもかなり苦労され

た様子である。そんな時、公社の※技術開発助成金を利用した。清田社長は、「助成金を利用し

た開発製品を世の中に送り出したことは私の誇りでもあります」といい、他の企業の方にも公

社をどんどん利用してほしいと語った。

こうした清田製作所の製品は、そこで働く従業員たちの高い技術力があってこそ可能となる

ものである。技術を継承する職人の育成方法について清田社長の意見をうかがった。「ただ叱る」、

「ただ誉める」ではいい職人は育たない、しかも「叱る」と「怒る」ではまったく意味合いが違

うと清田社長はいう。従業員を叱るのは愛情があってのこと、ただ感情的に怒ったのでは自分

の意図することが伝わらない、と持論を展開する。社長の持っている技術を継承するために、

世代の違う従業員を相手に試行錯誤してきた姿が十分察せられた。そんな経験から「叱る」と

「誉める」のはタイミングがポイントだと、いまでは従業員から「二枚舌」と言われるほどの操

縦術をもって後任の指導にあたっており、キヨタの技術の継承に抜かりはないようだ。技術者

であり老練な経営者の顔がみてとれた。

取材の終わりに雑談の中で、「仕事はロマンですよ。お金のためにやっていたら、この成功は

ありません。他の皆さんが私のロマンに共感してくれるからこうしてやってこれたのです」と

語る清田社長。また、奥様からも「社長は仕事にのめり込むと、夜通し工場にいることもある

んですよ」と熱中すると没頭する清田社長の技術者魂を語っていただいた。それと同じで、家

庭サービスをする際も徹底しているらしい、フルーツを一口大に切ってあげたり……清田社長

の意外な一面を発見し、事務所を後にした。

（取引振興課　栗原　誠峰）

（注1）コンタクトプローブとは、電子回路の性能を測る検査装置の信号（検査結果）を伝達するための製品である。
一番身近なものでいうと、電池テスターの電池に触れる部分がそれである。

（注2）ケルビン測定理論とは精密な4本の針に各々2本ずつ電圧、電流を接続して測定する。

追記：①平成17年2月 「第30回発明大賞」（（財）日本発明振興協会・日刊工業新聞社主催） 発明大賞
②平成17年8月 「第1回ものづくり日本大賞」 優秀賞
③平成17年10月 「東京都功労者表彰」（東京都） 産業振興功労者受賞

企業名　有限会社清田製作所　　　　代表取締役社長　清田　茂男

所在地　北区上中里2-32-12 電話 03-3914-0964

URL http://www.kiyota.co.jp
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社会が幸せになる経営を
シルバーメッキ工業株式会社

東京のものづくりを支える「めっき」の世界。携帯電話やAV機器、建築金物など幅広い分

野で使われている。そのめっき技術に40年余り取り組み、顧客から高い信頼を得ているシルバ

ーメッキ工業株式会社の斉藤晴久社長・和久会長を下町風情の残る都電荒川遊園地前駅近くの

工場に訪ねた。

シルバーメッキ工業（株）は、現会長の斉

藤和久氏が1963年荒川区東日暮里にて創業し

た。和久氏は、父親の工場でバフ研磨を手伝

ったことが「ものづくり」の道に入るきっか

けになったが「めっきの方が将来性がある」

と閃いたという。しかし、めっき技術には素

人であったため、「神田の古書街でめっきに

関する書籍を買いあさり、父親の仕事を終え

た後、夜中の2時、3時まで独学でめっき技術

を覚えた」また、「複雑な化学式や解らない

ことは書籍の著者に直接聞いて教えてもらった」とのことである。しかし、書物通りに試みて

も、現実には、満足できるめっきの仕上がりにならず、光沢剤は何を用いるか、めっき液の

種々薬品の濃度、バランスなど、夜中まで仕事に没頭し、試行錯誤を繰り返しつつ技術を身に

付け、最初は洋食器の貴金属めっきからはじめたという｡

創業時は、父親に土地を手当てしてもらったが、資金がなかったため自分で工場を設計し、

めっき設備も3年月賦で頼み込んで購入した｡

自らの直感を信じ、独学で技術を身に付け、なお納得がいくまで研究し続ける姿は、「職人の

魂」を感じさせる創業時のエピソードである｡

創業時、和久氏は素材の多様性や専用設備が必要なため、他社の嫌がる素材・ダイカストに

斉藤晴久社長（左）と和久会長
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着目し、これに「めっき」ができるようになればもっと受注が増えるだろうと考えたという｡早

速、専用設備を導入し、亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト素材上にクロム、亜鉛他、各種め

っきを行なうことに挑戦、失敗を繰り返す中でノウハウを蓄積し、ダイカストめっきを現在ま

で続く当社の主力技術に育てあげた｡めっき製品の分野は、電気関連部品、コネクター、AV機

器、携帯電話、デジタルカメラ、建築金物など幅広い。

当社のトータルの管理技術の高さとX線分析器などの試験機器の導入が、素材の寸法精度で

ミクロン単位の品質を可能にし、要求されるめっき厚の実現、ねじの「通止め」管理が正確な

どの評価を得るのに力を発揮しているようだ｡

当社の特徴のひとつとして「小物ならまかせろ」と1mm角でも高品質な仕上げが可能な設備

を備えていることにあるが、現社長晴久氏は、「設備は良いものを使い、その良い設備を使いこ

なすだけの技術があればさらに良いものが出来る」と考え、計画的に設備投資を行ない、多種

多様な生産ラインを構築している。さらに、「出来ないことを考えるのではなく、どうすれば出

来るかを考えてトライする」、「多くの失敗の中から得たノウハウが次の要求に応えられる」と

話された。既成概念にとらわれることなく、挑戦し続けることが、紛れもなく当社の特徴であ

り、ダイカストめっき業界で“シルバーメッキ有り”の地歩を築いてきた力となっている。創

業者和久氏の「職人魂」ともいうべき遺伝子が後継者に見事に引き継がれているようだ｡

めっき技術で40年を超える経験をもつ和久氏は“めっき業”に必要な技術は、適正なめっき

条件で要求にこたえる品質を満たすことである｡メッキ技術の難しさは、過去の経験とノウハウ、

機械、素材の組成、めっき液濃度、バランス、前処理液の分析、温度、時間、電流など、“トー

タルの管理技術力”が必要であり、新たなノウハウとデータを積みあげて、次のステップへ繋

げていくことであると語る｡そして「素材の精度を上げるメッキ技術」、「バレルめっきで傷を付

けない技術」、「他社よりも不良を出さないめっき技術」等のノウハウの蓄積は、当社のトータ

ルな生産技術力の高さを示している。これらノウハウとデータ、技術力の延長線上で、電子部

品やその他、難易度の高い金属へのめっき技術の開発にも生かされて現在に至っていると、手

塩にかけてきた自社技術への自信を語ってくれた｡

会長職となった今も、和久氏は客から頼まれた日本で5、6社しかできない技術、アルミ上の

各種メッキ、特にクロクロメートの技術を3ケ月かけて開発されるなど名工と呼ばれる方々に

共通する挑戦の姿勢は変わらない。

2003年、和久氏は子息晴久氏を後継者にして会長職に退かれた。後継者を語る和久氏は「息

子の性格は温厚で人当たりが良いのか顧客が増えてきた。また、一度顧客になると取引が継続

する」と信頼を寄せる口調で語ってくれた。

後継者晴久氏は、創業者(現会長)が父親であったため、シルバーメッキ工業の跡取りだとい



われ続けながら育ったという。「子供の

ころから、しっかり洗脳されていたの

かもしれませんね」と笑いながら話さ

れた。

入社して直ぐに大手のメッキ工場で2

年間現場を体験し、1994年に研修を終

えたが、研修企業と比較して短所ばか

り目につき、現会長に改善を提案した

が、「そんなにあせるな」と随分なだめ

られた事もあった。「会長は、自分の意

見を聞き入れて口出しもせずに居てく

れたので、いろいろな事へ挑戦も出来た。反面、責任を誰にも転嫁できないという現実もあり、

何が何でも成功させないとならないという気持ちが出た。成果が出て仕事が面白くなり、熱が

入り一生懸命になってきた」と明快であった。

人に任せて責任を持たせるということは、その人への教育にもなると実感した。後継者とし

ての責任の重さを実感させた会長の教育であった。当社が持っている社員教育理念は、この体

験から生まれ、会長から社長へ脈々と受け継がれている。

企業経営は高品質製品の生産だけでなく、環境保全を重視した事業活動が最重要される時代

となっている。これに対して、晴久氏は、「単価安、生産拠点の海外シフト、環境基準が厳しく

なっていることなど、経営環境は厳しくなる一方である。日本の製造業の一企業として、現場

の高いノウハウや技術力(現場力)を駆使し、生産技術をはじめ種々のノウハウの習得に挑戦し、

蓄積をしていくことが、最良の方法だと思い、誇りをもって“現場力の強化”に挑戦していく」

と力強く語ってくれた｡

その実践のひとつとして、現在、ISO14001取得承認に向け活動中である。また、環境面から、

六価クロムに替えて、色が出しにくい「三価クロムクロクロメートめっき」の技術開発も終え

ているという｡難しい課題にチャレンジし続ける当社の姿に、日本の「ものづくり」の底力を感

じさせられた｡

「社員教育は、会社の業績を上げるだけが目的ではなく、社員の仕事のやりがいや、楽しみを

増すためのものである。人は、自分の能力が上がると、不思議な事に仕事に前向きに取り組む

ようになってくる。前向きに取り組むと成果が出て楽しくなる。仕事は楽しくないと成長しな

東京の名匠29人の挑戦
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い」と自らの体験にもとづく思いやりが込められた晴久氏の言葉だ。

従業員は40名で年齢構成は、20代、30代が多いので、毎年1名を1年間めっき学校に通わせ

ている。技能士1級・2級の取得者の他に、外部のセミナー受講や資格を取るための援助をし、

劇毒物取扱、ボイラー、公害防止など関連資格の取得者が増加し、めっき技術のトータル管理

に力を発揮するようになっている。

また、効果を上げている教育に「OJT」がある。高齢者によるノウハウの継承、様々な部署

をローテーションすることによる多能工化に力を発揮している。QCサークル活動、5S運動も

活発である。特に「躾」は挨拶から徹底している。顧客からも活気があり明るいとほめられる

ことが多い。生産面の都合による休日出勤、朝のライン準備、昼の交代制などに関し、社員か

らの自発的な申し出は枚挙に暇がなく、従業員のモラールは高い。

教育の仕上げは、ある程度の能力を身につけた社員に、自分の仕事分野について権限委譲し

て任せることである。「高校を卒業して入った社員も、様々な経験を積み重ねていくうちに、10

年後の28歳のときには素晴らしい技術や考えを持つ社員に成長している。与えられるのではな

く、自分から率先して取り組む、生み出す仕事をするような素晴らしい20代30代が多く出てい

る。従業員が技術を習得して全体としてのレベルが上がってくる。今後の成長が益々楽しみで、

私も負けないように努力していきたい」と目を細めながら、社長は従業員の後ろ姿を見ていた。

「当社には、“幸せになる経営”という理念がある。社会が幸せであり、お客様が幸せであり、

社員が幸せであることが何よりも重要だと考えている。そのためには、お客様に認められる仕

事をする。その結果、企業としての社会的責任が果たせることとなる｡当社の未来は、業界の推

進力となり、モデル的な企業としての存在価値を認めてもらえる企業になることである。当社

は、社員40名で出来ることを積み重ね、力を蓄積しながら未来へ向かって、永遠に可能性に挑

める企業を目指している」。創業者和久氏の志と技術・ノウハウを引き継いだ晴久氏の言葉に、

シルバーメッキ工業（株）の躍進していく姿が見えているようだ。

（城東地域中小企業振興センター）

追記：掲載本文中に「ISO14001取得承認に向け活動中」とあるが、ISO14001を平成16年12月に、ISO9001を平成18
年６月に取得した。

企業名　シルバーメッキ工業株式会社　　代表取締役　　斉藤　晴久

所在地　荒川区西尾久7-16-7 電話 03-3800-3166 

URL http://www.sepi.co.jp
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名工が育てたコア技術を二代目が継承し拡大
株式会社星野製作所

ユーザーからのオーダーに最適な組み合わせ型を用い、手加工による曲げ技術とNCの融合

を競争力とする株式会社星野製作所を三鷹市に訪ねた。

現在の名工が一途にこだわり高めた「プレス曲げ加工」をコア技術とした同社の事業展開を

紹介する。

（株）星野製作所は、昭和43年

に現会長星野庄蔵氏により創業さ

れて以来、35年以上の長きに渡り、

プレス板金の加工技術の向上発展

にこだわり続けている企業である。

現在は、昨今の製品システム多

様化に対応するため、生産形態を

多品種少量にシフトしている。中

堅・若手技術者を中心に、厚物加

工と比較的まとまったロットへの対応

はNC等で行ない、小ロット薄物加工へは、創業者である現会長の星野庄蔵氏を中心としたベ

テランが手加工で対応している。創業時から会長の片腕として会社を支える現社長の星野隆男

氏は、双方を手掛けつつ、全体のマネジメントを行なっている。

具体的な生産方式は、専用の型を使用して自動送り付きプレス併用による方式と、専用の型

を使用せず多量に蓄積した組み合わせ型タレパンで行なう、2種類の方式を併用しているのが

大きな特徴である。

最近では、30代の経験者を2名採用するなどし、NC等の作業を推進する傍ら、手加工技術の

若手技術者への承継を通じ「ハイテク」と「職人技」の融合に力を入れている。こうした柔軟

NCタレットパンチプレス



な発想により、社内生産技術の連係プレーを確立している。増え続ける難度の高い加工の受託

に対し、当社ではNCタレパンと抜きを手掛けつつ、手加工を加味することにより付加価値を

つけている。

こうした付加価値を支えるのが、当社のコア技術「プレス板金加工」、その技術の源が、大正

2年生まれ御年91才となる創業者、星野庄蔵氏である。

（1）現代の名工誕生への道程

地元三鷹市の農家出身である会

長は、22才で東芝に入社し、すぐ

にプレス板金加工のラインへ配属

され、3年後にはグループ長となっ

たという。当時の先輩技術者から

の技術承継は、「教えを請うより進

んで動きを見て慣れる」という手

法であったので、入社後の3年間

が勝負と思い定め、ほぼ毎月100時間

を超える残業に取り組みながら腕を磨いたという。そうした努力が実り、その後、昭和37年に

は当時の社長から技能賞を、定年直前の昭和43年には当時の労働大臣から第1回現代の名工を

受賞するに至り、土光敏夫社長から激励の言葉を頂いた。

（2）熟練技術で定年後に創業

定年にあたり、その技術を惜しむ声が上がり、また高精度部品の外注が珍しかった時代であ

りながら、東芝から独立許可を受け、プレス板金加工企業として開業することとなった。定年

後創業の草分けといえるだろう創業当時、会長は現社長と共に、設備は中古機器をあつめ、作

業現場は会長夫人の実家の物置を改造するところから出発したという。その後、コア技術であ

るプレス板金加工を基にコツコツと取扱部品の範囲を拡げ、現在では昇降機・高速遮断器・新

幹線等から原子力発電機器等の部品加工を手掛けるまでに至っている。

ノート片手に段取りを考える名工星野会長
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（3）手加工承継への気配り

こうした背景として、最近ではメーカーが流用型を処分するなどの傾向により生産方法に変

化が生じていることが上げられる。そこで、会長を筆頭として、当社が長年に渡り蓄積してき

た金型製作を伴わない、オーダーに適合した組み合わせ型を用いる手加工による曲げの技術が

重宝されているのである。会長は技術ノートを作成して、きめ細かく社員へ仕込み段取り等の

指導を行なっている。こうした社内の連携プレーにより、いわゆる当社の付加価値は、このよ

うにして承継されているのである。

当社が付加価値を生む環境とし

て、所在地である三鷹ハイテクセ

ンター（MHC）の存在も欠くこと

はできない。MHCは三鷹市の協力

により、平成元年4月に完成した

ものであるが、会長はその開発段

階から100回以上に及ぶ企画会議

等に参画し、設立と同時に移転入

居を果たした熱心な推進役であっ

た。MHCでは、現在入居企業15社が

受託内容により、MHC内での技術連携を心掛けている。これにより、立地を生かした技術の融

合・習得が可能となっている。当社の場合も、創業当時の東芝100％の状況から、現在では他

社からの受託が50％になるなどの発展的変化があった。

現在の当社の「ウリ」として、社長の星野隆男氏は3つのポイントを語った。①金型製作を

伴わないスピード感、②NCの導入とMHC入居企業との連携によるコスト面での強み、③これ

らを総合した作業の正確さ、である。こうして当社は、社内外のインフラを融合した動きを取

ることにより、国内現存技術ならではの強みを発揮しているのである。

東京の名匠29人の挑戦

当社手加工品の数々
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会長星野庄蔵氏は、曲げ加工一

筋の現代の名工であり、星野製作

所をここまで育ててきた優れた経

営者であるが、一方で趣味の人で

もある。趣味のひとつである菊花

づくりでも芸術文化大賞を受賞す

るなど、91歳の現在も様々な分野

でパワフルに活躍中である。

しかし、今でも最大の楽しみは

曲げ加工と言う。夢の中で見た段取り

が、朝起きると結実していることもあるという。最近は社長の息子さんもプログラミング作業

などのアルバイトを買って出始めたという。親から子へ、そして孫へと受け継がれていく技術

を実感している中、「今も昔も難しい作業ばかりだけど、あまり当てにされちゃ困るなぁ」と破

顔一笑する元気な会長を見ると「生涯現役」を地で行く現代の名工の存在感に気圧され、改め

てものづくりの神髄を教えられたような気がした。そして、それを暖かな眼差しで見守る社長

の姿が印象的であった。

（多摩中小企業振興センター　須崎　数正）

企業名　株式会社星野製作所　　　　　　　　　代表取締役　星野　隆男

所在地　三鷹市下連雀8-7-3 MHCビル105 電話 0422-44-1904

URL http://www.mhc.or.jp/hoshino/index_hos.html

数々の組み合わせ型を前に立つ星野社長と会長
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高い技術力で顧客ニーズの実現へ
有限会社東京製作所

多くの中小零細企業が、海外製造の安価な製品に押されている。ガラス製造業もその範ちゅ

うの業種である。しかし、その逆風にもかかわらず高い技術力を生かして、高品質、短納期、

多品種、少ロットに対応しながら、親子２代に渡って顧客の信用を得ている理化学ガラスの加

工メーカーがある。下町の雰囲気を残し、小企業が集積した北区田端新町の有限会社東京製作

所である。

同社の売上は製造委託が中心であるが、さらにその技術力を活かしてオリジナル製品の製造

も手掛けている。

ガラスというとコップなどの食器や建材などで

利用されているが、同社は主に実験用に使用され

る理化学ガラス機器の製作を専門としている。

その種類は非常に多く、ビーカー・試験管等か

ら、複雑な分析実験器具や、化学・工学用生産設

備のような大型装置にまで及ぶ。

原材料は温度の急変に強く、薬品に侵されにく

いホウケイ酸ガラスや石英ガラスが使用され、ガ

ラス細工・ガス加工と呼ばれる手法で作られる。

ガスバーナーの高熱炎で、材料のガラス管などを飴のように溶かし、伸ばしたり、膨らませた

り、つないだり、曲げたりといった職人技が要求される。製品の良否はつくる人の技能に左右

されるといって過言ではない。

そんな職人技に支えられる同社のガラス加工技術を、創業者である橋本譲氏が築きあげ、ご

子息の橋本秀秋氏に技を継承し、さらにその技術の向上に日々取り組んでいる。

有限会社東京製作所は、社長である橋本譲氏が昭和43年に創業し、小企業の利点を活かして

高品質・短納期・多品種・少ロットに対応し顧客の信頼を得ている。

譲氏は茨城県生まれで、中学を卒業した後、東京に出て夜学に通う傍らガラス会社の職人と

秀秋氏（左）と譲氏（右）
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して、複数の会社で修行を積みながら技術を修得した。修行時代は、仕事をしながら先輩職人

の技を観察し、夜、誰もいなくなった作業場に一人残って何度も失敗を繰り返しながら、自身

の技術を磨いたという。まさに職人の心意気を見る思いである。複数の会社を渡り歩いたのは

さまざまな技術を修得するためであったという。

30歳を過ぎて間もなく、職人として独り立ちする目途がついたため、結婚を期に独立、創業

した。当初はバーナーがあるだけの4畳半の小さな作業場からの出発であったが、その後、

日々の努力により職人を雇い、小さいながらも自社工場を持つまでに至り、77歳になった今で

も第一線で活躍している。

譲氏は「人のやらないこと」「人が出来ないこと」を常に追い求め、製品を工夫し、技術の向

上を図ったという。人のやらないことに傾注するため、金属用旋盤などを用い様々な治具を自

分で作り、創意工夫により顧客の要求に応えていったのである。一方で医療関係の仕事では研

究者が机上の発想で依頼した仕事も多く、現実に出来ることと出来ないことの議論で研究者と

の衝突も多かったようである。

職人として長年に渡って培った高い技術力は、機械化が進展した現在でも手作業での研磨な

ど製品の完成や治具の製造に重要な要素となっている。

現在、譲氏の長男であり後継者の橋本秀秋氏は44 歳である。秀秋氏は高校を卒業するとすぐ

に同社に入り、以来26年間ガラス加工一筋に技術を磨いてきた。ガラス職人の道に進んだ動機

について秀秋氏は「幼い頃から目の前で魔法のように次々と作られていくガラス製品を“自分

も作りたい、他の人がやっていない仕事は将来性も高いに違いない”」と“ものづくり”に魅せ

られたからだという。

秀秋氏は譲氏や先輩の職人達から技術を受け継いできたが、始めはバーナーワークの基本で

あるガラス管の引き・曲げ・つなぎなどの手作業を学び、自分の思ったとおりの加工が出来る

ようになるまでに10年を要したという。

例えば、ガラスを螺旋状に巻き上げる技術があるが、ガラスの曲がる瞬間の最適温度を科学

的に割り出すことは可能でも、実際の作業では瞬間の出来事である。

譲氏や先輩職人達から「この時にまげるのだ」と教えられても、秀秋氏は「いったい何時な

のか」その瞬間が分からなかったそうである。しかし、技術を修得していくと最適な温度にな

ると「ガラスが動く」ように見えるのだという。技術を高め一人前の職人になろうとする強い

意志が、秀秋氏にたくさんのガラスを無駄にしながらも技を磨かせたのである。「練習代は安く

ないが、技術を修得するための必要なコストである」とそれまでの苦労や経験を振り返って懐

かしそうに語ってくれた。

「この技術は言葉や実技だけで伝えられるものではなく、感性が非常に重要である」という。



この感性と技術を、秀秋氏は譲氏の仕事を見て学び、努力し継承してきたのである。

秀秋氏は「加工方法について同業社は何でも教えてくれる。それを自分流にアレンジするこ

とが重要である」という。事実、秀秋氏は譲氏から継承した技術と本人の努力によって国の技

能検定である1級技能士の資格を持つまでに至った。

秀秋氏の技術レベルの向上により顧客からの評価も高まり、注文が一般汎用製品から特殊な

図面製作へと変わっていった。そして今では東京理化学硝子器械工業協同組合の技術振興委員

会の委員長を努めるまでに至っている。

秀秋氏が導入した特注のガラス旋盤は

直径150サイズのガラス加工が可能であ

る。この機械によりハンドワークでは出

来ないガラス機器、精密加工が可能とな

ったが、これも譲氏から継承したハンド

ワークの基礎があったからこそ実現した

のである。

秀秋氏は「量産ものは技術レベルの低

下を招くので扱わない」という。付加価

値の高い加工に特化することで、自らの

技術レベルの向上を図ってきた。このことがデフレ下にあっても受注価格の下落を防ぐ結果と

なった。「高付加価値製品を適正な価格で提供している結果」と秀秋氏は謙虚に語った。

同社の売上のうち約95％は製造委託であり、最終ユーザーは製薬関連、食品関連、化学合成

関連会社などである。

最近はオーダーのガラス分析器を使う研究者が減っているとのこと。譲氏は「本当の研究者

は分析器もオーダーでないと独自の研究ができない。このごろの研究者は研究者ではなく実験

者が多い」と少々辛口に語った。

秀秋氏は自社製品の開発にも着手している。その代表例として「ハーブオイルメーカー」が

ある。これは家庭で簡単に各種ハーブからエッセンシャルオイルとウォーターを抽出できる小

型の装置である。

この装置は、秀秋氏が立教大学の教授、硝子組合とともに様々な試みをしていく中で、平成

9年7月に北海道富良野のファーム富田の社長と出会ったことがきっかけとなり開発した。

この装置を一般消費者向けに販売するようになったのが「ハーブオイルメーカー」であり、

東京の名匠29人の挑戦
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同社のホームページで紹介している。品質保持のた

め大量生産は行なわず、サイズ等の相談に応じ消費

者の要望に応えている。この装置は園芸雑誌にも取

り上げられるなど密かなブームとなっている。

ガラス加工業界は他業界と同様に後継者不足が深

刻で、組合所属の約80社のうち、後継者がいるのは

30社程度と少ない。同社もまた技術者の退社により、

現在の技術者は譲氏と秀秋氏の2名である。理化学

ガラス加工存続のため、なによりも技術の継承と向

上が大切であると考える秀秋氏は、前述した技術振

興委員会だけでなく様々な組合活動を行なってい

る。2代目の会である青硝会には特に力を入れ、技術をテーマに横の連携を深めるなど、当業

界の発展の一翼を担っている。

同業種の存続と同時に異業種企業の存続についても秀秋氏は心配している。同社近隣には信

頼出来る小企業が集積し、異業種のネットワークがある貴重な地域である。同社の製品も、完

成品にするには、異業種企業の協力なしには考えられず「協力企業の廃業は深刻な問題」と心

配そうに語った。

最後に譲氏は、「基本技術のうえに、常識にとらわれない発想で仕事をするのが職人である」

そして「一生希望をもって前進あるのみ。自分の目標に向かって苦労すれば目標は達成される。

苦労無くして何も生まれない」と語ってくれた。

職人の技、それは少数の人だけが持つ特殊な技術である。しかしその根底にある気構えはど

んな職種、人生においても同じであると痛感し、同社を後にした。

（取引振興課　長岡　宏昭）

企業名　有限会社東京製作所　　　　　　代表取締役　橋本　秀秋

所在地　北区田端新町1-24-11 電話 03-3800-6663

URL http://www.tokyoss.co.jp

ハーブオイルメーカー（自社製品）
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鉛筆産業の環境問題への挑戦
北星鉛筆株式会社

筆記具としてなくてはならない鉛筆。その歴史は長く、また東京の地場産業のひとつとなっ
ている。下町のたたずまいをみせる荒川のほとりで、伝統を重んじながらも、新しい事業展開
を積極的に図っている北星鉛筆株式会社を訪ねた。地元を大切にし、環境にやさしい企業を目
指す当社の取り組みにについて紹介したい。

鉛筆の製造は130年以上の歴史の中で、時
代とともにハイスピードで変貌してきた。筆
と墨の寺子屋文化の時代から、鉛筆の時代と
なり、鉛筆産業は学校教育の発展に多大な貢
献をしてきたが、最近は少子化や筆記具の多
様化にともない、低迷を続けている。しかし
日本の鉛筆職人の技術は高く、韓国や中国で
は日本製鉛筆は高級品であり、生活レベルの
向上に伴い、日本製の需要は高まっていく気
配すらある。日本の鉛筆産業は、こうした優
れた技の継承を図りながら、時代に合わせた
新製品の開発や企業体質等の改善・修正を行
い、日本のものづくり産業のひとつとして頑張り続けてきたのである。我が国には現在49社の
鉛筆メーカーがあるが、そのうちの41社（84％）が東京に集中しており、鉛筆は東京の地場産
業となっている。

北星鉛筆（株）の前身の歴史は北海道開拓時代に始まる。屯田兵として北海道に移住した先
祖が木の豊富さに目を付け、杉谷木材を開業し、そこで鉛筆製造用の木の板を作り、関東で販
売した。鉛筆用の板の製造・販売としては第一号の企業だった。
その後、得意先であった東京の月星鉛筆が震災で全焼し、北海道釧路で事業の再開をした。
とはいえ、当時はまだ一社のみで会社を経営することは難しく、昭和19年に数社が集まって北
星文具株式会社として再スタートした。その後経営が行き詰まったため、杉谷木材が事業を引
き継ぎ、昭和26年1月、東京に北星鉛筆株式会社を設立し、現在に至ったものだという。
設立当初は鉛筆用板の販売が主体で、鉛筆の製造は片手間で行なっていたが、ボールペンが

代表取締役社長の杉谷和俊氏（右）と後継者の龍一氏（左）
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発明され、軸が木で製造されるようになると、毎日ボールペンの製造に明け暮れるようになっ
た。しかしプラスチック製の軸が開発されると、あっという間に、ボールペン軸の製造は無く
なり、その後は鉛筆の製造を中心に事業を展開した。最近は、木の良さが見直されたこともあ
り、再び木軸のボールペンを製造することに加え、鉛筆関連のリサイクル商品を取り扱うこと
により、環境を大事にする企業としても認められるまでになった。
当社は時代の波に翻弄されながらも、その都度時代に合わせた新製品の開発や企業体質等の
改善・修正を行い、波をうまく乗り越えるとともに、技術を着実に継承してきた結果、今年で
設立53年目を迎えることになった。現在の杉谷和俊社長は創業者から数えて4代目にあたる。
社長は幼い頃から工場内で育ち、父親の仕事を見続けていたため、家業を継ぐことは当たり前
のように思っていたそうである。大学卒業後、当社に入り、製造から営業まで一から全てを経
験し、鉛筆製造に関わる技術と経営を十分学んだ後、平成6年に叔父から社長職を受け継いだ。
社長のご子息である龍一氏も大学卒業後、5代目の候補者として当社に勤務している。龍一
氏はものづくりが好きで、幼い頃から鉛筆屋になる事を決めていたそうである。現在は主に鉛
筆リサイクルの事業を受け持っている。

「鉛筆は、我が身を削って人のためになり、真ん中に芯の通った人間形成に役立つ立派な職業
だから、利益にとらわれないで、鉛筆のある限り、家業として続けるように」。これは創業者で
ある祖父の言葉である。この「鉛筆の精神」が今の北星鉛筆（株）に脈々と受け継がれている。
「企業として大切なことは、存続価値を確立することです。社会、教育、環境等にどのような形
で貢献できるかが重要なポイントです」と杉谷社長は語った。地元を大切にし、環境に優しい
企業としての源はまさにこの「鉛筆の精神」にあると言える。
また杉谷社長の座右の銘は「開拓人生」であるという。「それぞれの人生は自らが努力して切
り開いていくもの」という意味だそうで、屯田兵だったご先祖への思いが強く感じられる言葉
である。

2枚の板に溝を掘り、きちんと張り合わせて鉛筆のもとを作る木工技術は、一見簡単そうに
見えるが実は多くのノウハウが必要な技術である。中国製鉛筆は日本製に比べると安いが、技
術的に劣るため、未だ芯が真ん中からずれているものが多いという。芯を真ん中にぴったりと
収める技術をはじめとする長年培った多くのノウハウは、代々改良を重ねながら社内に受け継
がれている。またボールペンやシャープペンの木軸加工は、自社で開発した技術が多く、トッ
プレベルの技術でナンバーワンと宣言している。これらの技術はOJTによって、社長から息子
へ、ベテラン職人から若手職人へと確実に継承されている。
ご子息の龍一氏は、蛇味線が趣味で、自ら蛇味線の製作も行なうほど熱心であるという。「も
のづくりについては自分より器用かもしれないな」と社長はご子息の顔をのぞきながら、うれ
しそうに語ってくれたのが印象的だった。



鉛筆製造の木工工程では、40％がおが屑として毎日排出されるが、社長が小学校の頃は、こ
れを風呂屋が燃料として買いに来ていた。また工場内の乾燥室や暖房用ストーブの燃料として
も利用されるなど、今でいう循環型企業だった。しかし40年ほど前から、風呂屋の燃料が石油
に変わったためおが屑は引取り手がなくなり、工場内の焼却炉で、ただ燃やすだけの時代が続
いた。しかしその後年々、環境問題が厳しくなり、市街地での焼却ができなくなるとともに、
産業廃棄物としての処理もコストアップとなり、ゴミ問題が企業存続に多大な影響をおよぼす
時代となってきた。さらに板材の価格が高騰し、鉛筆製造だけで利益を上げる事が厳しくなっ
てきた。
こうしたこともあり社長は、おが屑を有効利用する研究をスタートした。おが屑の燃焼温度
は1000度にもなるので、その熱量がもったいないし、釜の修理に費用もかかる。何かいい方法
は無いかと考えるうちに、どうせ燃やすなら、役に立つ燃やし方がないかを考えた。そこで考
えついたのが、おが屑を圧縮して、キャンプ場、暖炉、バーベキュー等のマキとして使うこと
である。試行錯誤の上、エコマーク商品化には成功したが、残念ながら販売ルートの開拓がう
まくいかず、失敗した。
しかしこの失敗をバネにして、おが屑を粉末にするアイデアが生まれ、リサイクル商品化事
業へ本格的に発展した。

平成5年に新聞掲載された「おが屑の圧縮マキ」の記事を見て、生分解性樹脂の研究者であ
る林原和徳氏が当社を見学し、鉛筆の産業廃棄物をリサイクル商品とすることに惚れ込んだの
がきっかけで、環境商品の研究がスタートした。人と人とのつながりを大事にする杉谷社長に
とって、まさにキーマンの出現であったといえよう。
その後、この研究は東京都の創造的事業活動・経営革新等の認定を受け、林原氏のアドバイ
スも得ながら、おが屑を粉末に再加工する粉砕装置の開発に成功した。この成功によって、廃
棄物を資源として販売する再商品化への道が開け、木の粘土「もくねんさん」の商品化につな
がった。乾燥すると木になる「木の粘土」は現在、特許を出願中であり、全国の代理店、文房
具問屋、学校教材問屋に販売されている。

その後、社長はこの開発で自信を深め、再商品
化の第2段として、木の粘土で培われた技術を活
用し、「木の絵の具」の開発にも成功した。これ
は東京都の産学公連携コーディネータの仲介によ
って、玉川大学芸術学部教授との共同研究により
商品化が実現されたもので、財団法人東京都中小
企業振興公社の※産学公提携助成事業にも認定さ

東京の名匠29人の挑戦
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商品化されている木の絵の具「ウッドペイント」
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れた。「木の絵の具」は世界初のリサイクル商品であり、絵を描いたり、舞台用塗料や壁材等幅
広い需要が期待されている。国内特許と国際特許も出願中であり、この8月に「ウッドペイン
ト」という商品名で販売された。
また「木の絵の具」を使った絵は、「木彩画」と言う名称を商標登録中である。木彩画とは、
油絵タッチの重ね塗りが可能で、描いた絵が自然乾燥で木になるという不思議な世界初の新し
い絵である。この名称はご子息の龍一氏が考えたということであるが、「この木の絵の具によっ
て木彩画という新ジャンルを確立し、一般に普及させたい」と社長は熱っぽく語った。ちなみ
に社内の展示室に飾ってある「木彩画」は社長が制作した作品で、「いまや趣味にもなっている
んですよ」と、照れくさそうに語ってくれた。

鉛筆工場が荒川沿いに集積したのは、材料や製品を船で運搬するのに有利ということからだ
ったが、現在は車による輸送に移行したため、この地に工場を構える優位性はない。それにも
かかわらず当社がこの地を離れられないのは、近隣にある20社以上の取引納入業者と、従業
員・パートの雇用のことを考えたからである。しっかりと地域に根付いた企業を目指す北星鉛
筆（株）ならではの方針といえる。
また社長は鉛筆のPRと環境問題への取り組みを理解してもらうために、17年も前から、工場
の一部を展示場として消費者に公開するとともに、地元の小学生にも社会科見学（体験学習）の
場に提供している。「うれしいことに、今年の新規採用者の1人はその社会科見学の体験者であ
り、日頃の地域貢献の成果がやっと形になって現れました」と社長は喜んでいた。また「職員の
新規採用により人件費は増えますが、その分外注費を抑えることができます。技術の継承と会社
の発展のためには、若手職員の確保は大切なことです。我が社では家族的雰囲気を大事にしてお
り、一度入った人は途中でやめることはほとんどありません」と社長は誇らしげに語った。

最後に、社長の夢はと言う問いかけに対しては、即座に次の3点を挙げられた。第1は株式の
上場であり、第2は自社製品を高級ブランド鉛筆として中国で販売すること、第3は火力発電所
計画で、おが屑パウダーの火力発電用燃料化である。
このうち火力発電用燃料化は、おが屑のパウダーを噴射・燃焼することで効率のよい発電を
可能にし、廃棄物を資源として無駄なく活用するための究極の事業であり、鉛筆業界全体とし
て関係機関に働きかけたいとのことであった。また「当社は現在、鉛筆用木材を植林している
アメリカの協会会員となり、森林の保護に協力しています。炭酸ガスを吸収し、酸素を吐き出
し、様々な用途に利用できる木をもっと有効活用すべきです」と熱く語ってくれた。

（城東地域中小企業振興センター）

企業名　北星鉛筆株式会社　　　　　　 代表取締役社長　杉谷　和俊
所在地　葛飾区四つ木1-23-11 電話 03-3693-0777
URL http://www.kitaboshi.co.jp
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産学連携と横請けネットワークでニッチトップへ
有限会社安久工機

精密機械の試作品づくりで有名な有限会社安久工機を大田区下丸子に訪ねた。狭い路地の突

き当たりに目指す会社はあった。工場は思ったより小さな印象だ。作業場の奥には汎用旋盤な

どがところ狭しと並ぶ。カスタムメイドの一品生産のために大型機械を必要としないのだ。工

業集積地に立地する企業のユニークな「技へのこだわり」を紹介する。

社名の「安久」は社長の名前ではない。社長の出身地である宮崎県都城市安久町から郷土へ

の想いを込めて名付けられたものだという。田中文夫社長が大田区で精密加工の工場を立ち上

げたのは昭和44年。以来、この地で操業を続けている。

社長は昭和24年高校を卒業後、進学資金づくりのために福岡県飯塚市の炭坑に就職したが、

同年10月に生死を分けるほどの大けがで退職。翌年、労災見舞金を持って上京し、佃煮工場事

務員として就職。けがを押して大学入試のために懸命に働いたが左腕悪化のため再び退職。そ

の後、ブロック運びなど職を転々とし、朝鮮動乱勃発後は米国キャンプのコック見習いをしな

がら大学夜間部で学んだ。しかし、昭和28年動乱終了と同時にその職もなくなり、その年の暮

れに大田区の工業計器をつくる企業に就職してものづくりに出会い、職人の道を歩み始めたの

である。

ここで学業は断念したが、その後、独立までの16年間の工場勤務で機械加工技術と試作づく

りの技術を身に付けていくことになるが、この間、昭和38年に（株）東洋精機に就職。これが

現在の主力製品のひとつである人工心臓関連の仕事に係わるきっかけとなった。また、当時の

得意先であったH電機の課長との出会いも安久工機を語る上で欠かせない。一職人であった田

中社長の技と創業の志を信頼し応援してくれたその課長が、早稲田大学理工学部に助教授とし

て迎えられ、その助教授の紹介を受けて東京女子医大と人工心臓の共同研究を始めたという。

社長は、文字通り産学連携の草分けだったのである。その縁で、学生に図面の書き方や加工の

方法などを指導したり、ときには卒論や修論のアドバイスなども行なった。指導した学生は現

在までに延べ700人を超え、この人脈が安久工機の貴重な財産となり「仕事の大半はこうした
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弟子たちとの人的ネットワークによるもの」であるという。

一方、後継者である長男の田中隆専務は昭和57年東京農工大学大学院(機械)を修了後、縁あ

って大阪府吹田市にある国立循環器病センター研究所で5年ほど人工心臓の製作や性能試験回

路の設計などの仕事に携わった。その後、昭和61年に安久工機に入社し、以来社長の下で本格

的に試作品づくりの技術を磨いてきたが、研究所で培った技術は今でも主力製品である「機械

式血液循環シミュレーター」に活かされているという。しかし、専務は「機械に人間の心臓と

同じような動きをさせるには、日々の細かな技術の積み重ねが何より大切であることを痛感し

ます。まだまだ勉強が必要です」と謙遜ぎみに話す。

同社は従業員7名の典型的な町工場であるが、創業以来、「下請企業にはなるな！」という経

営方針を掲げ、「試作開発」と「自社製品」の2つを柱として経営展開してきた。そこにはニッ

チトップ（大手が参入しにくい狭い市場での高いシェア）を狙った共通した戦略が読みとれる。

2本柱のうち試作関係の仕事では実績がある。だが、もうひとつの自社製品となると費用や

販売などで苦労も多いという。三男の田中務営業部長が携わった「折り畳み式カラーコーン」、

社長が約10年かけて開発した「煮沸式浄化装置」といった新製品も、アイデアや技術に満ちた

特許製品とはいえ、経営的にはまだ「？」が付く段階だそうだ。しかし、自社製品は自立型経

営を目指す企業のシンボルでもある。社長の意欲と情熱は尽きることはない。

企業規模をむやみに拡大しないという方針もおもしろい。「社員全員が設計から加工まで現場

技術に精通しているところがうちの最大の強み。大企業は総合力はありますが専門的な知識と

技術を長年蓄積し、地域ネットワークを活用するような細かな仕事には不向き」と専務は分析

する。少数精鋭の軽快な組織づくりが目標である。

同社は精密機械加工を伴う一品仕様製品の開発・設計及び組立を得意とする。とりわけ人工

心臓関連の製品で高い技術力を誇る。医療現場などから「日本の人工心臓技術は安久工機が支

えている」といわれるほど定評がある。その人工心臓を試作するには特殊なポリウレタンの溶

液を金属の型に薄く塗り、ムラができないよう一定速度で回しながら乾かす作業を30回重ねる

必要がある。「すべてが特注品に近いため、コンピュータでは加工できません」と社長は話す。

僅かな誤差が性能を左右するケースもあるため、高度な職人技が要求される。人工心臓のほか

にも、原子力発電向け機械部品、光学系精密治工具など、最先端がらみの製品を得意とする。



まさに、「ハイテクを支えるローテクの

達人」なのである。「難しい仕事でも頼

まれたことは何でもこなす」この姿勢

が得意先から信頼を集め、技術力を向

上させる原動力になっているようだ。

量産品の受注はしないことを原則と

しているが、以前、原子力発電関係の

仕事をしたとき量産を打診され引き受

けたことがあった。「数多くの下請企業

がそれぞれ図面どおりに部品を作っても、それらを全体的に調和させることが難しかったので

しょう」と専務は振り返る。技術の高度化・細分化が進むほど、それらを組み上げていく製品

までの技術が求められるのだという。

安久工機は現在、社内での主要業務を営業、開発と設計、組立・調整にとどめ、加工の多く

を外注化するなど経営面で割り切りをみせる。その結果、同社をコーディネーターとして50 を

越す企業による生産ネットワークが形成され、さらに大学の研究室との連携を生むなど新たな

地域連携が生まれた。「コーディネーターというと聞こえがいいですが、平たく言うと『便利屋』

ですよ」と専務は微笑む。「この地域には優秀な加工屋さんがたくさんいるので、『横請け』の

関係が成立しているのです。仲間はそれぞれ特化した技術を持っていますので、ただ仕事を出

して終わりというのではなく、アドバイスをもらいながら仕上げていくという質の高いやりと

りができるのです。当社はアンテナを張ってどんどん情報を仕入れながら、新たな仕事にチャ

レンジすることができます」と工場が集結する地域のメリットを強調する。

今春、福富善大（よしひろ）さん（室蘭工業大学大学院卒）が入社した。この世界、学歴だ

けで仕事ができるほど甘くない。社長もはじめは「小さな企業で(頭でっかちの)大学院卒は使

い物にならない」と考えたが、本人の熱意と人柄、そして技術的な適性を見抜いて異例の採用

を決めた。

試作品づくりでは、一品一品について設計内容・生産工程などを瞬時に頭に描き、単価・納

期を見積る能力を必要とする。最後は研ぎ澄まされた「勘」が勝負である。不定形な仕事が多

いだけに、新人が一人前になるまで最低10年～15年はかかる。本人もそれを承知で機械加工の

現場に入り腕を磨いている。その仕事ぶりから現在では技術後継者として社長も大きな期待を
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寄せている。

社長は周辺工場が減ってきたことに対して不安を隠さない。「中小企業が技術を継承・発展さ

せるには、社内だけでなく地域工業の裾野を拡大することが大切です。私たちは近くの小学校

を訪ね、理科の実験を通じて中小企業や町工場について理解を深めてもらえるよう活動してい

ます。大学生との連携にも手応えを感じます」とものづくりのすばらしさを次世代に継承する

ために、真剣な姿勢で臨んでいる。今年から始まった都立六郷工科高等学校のインターンシッ

プの受け入れもすでに決めている。

社長は、「空洞化といわれる中

でも優れた技術や技能をもつ企業

は数多くあります。しかし、特化

した技術に甘えてはいけない」と

冷静な目で将来を見つめる。「市

場に受け入れられてこそ技術は生

きると信じています」という社長

の胸には、20年ほど前ある製品を

開発したとき、結局その市場を大

手メーカーに奪われてしまった苦

い経験があるという。それ以来、製品の良さを徐々に、かつ慎重にユーザーに浸透させていく

現在の経営スタイルに切り替えた。

いいものでも大手に正面から挑めば勝ち目はない。中小企業ならではの販売戦略、技術展開

というものがある。「よい技術は時間をかけて育てていくものです」と語る。静かではあるが、

確信に満ちた社長の表情が印象的であった。

（城南地域中小企業振興センター　片岡　稔・大江　章雄）

追記：平成17年12月　前代表取締役社長 田中文夫様がお亡くなりになりました。生前の功績を称え、心よりご冥福
をお祈りいたします。

企業名　有限会社安久工機　　　　　　代表取締役社長　田中　隆

所在地　大田区下丸子2-25-4 電話 03-3758-3727

URL http://www.yasuhisa.co.jp

技術を支える安久4人衆　前中央：故田中社長
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顧客視点に立ち、伝統技術を先端技術へ適合
日本特殊工業株式会社

静電植毛技術のわが国トップランナーである日本特殊工業株式会社を八王子市に訪ねた。同

社で実践している顧客ニーズをカスタマイズしたコア技術の派生発展と次世代技術開発への取

り組みを特徴的な経営戦略として紹介する。

当社は昭和56年に杉並区で創業した。その経緯はユニークである。創業者である相澤社長は

創業直前まで商社に勤務し、繊維分野を取り扱っていた。その時の経験から、静電植毛に関す

る国内の技術層が薄いことに気が付いたという。静電植毛の技術は、当時、米国ではサンドペ

ーパー等へ活用されていた技術であった。社長は、一般的には砂と紙に利用されていたこの技

術を、繊維や加工品へ応用できないかを考えた結果、自力で設備の開発まで手掛け、独立創業

に至ったものである。この分野の国内での先発企業は、自動車関連の静電植毛を行なっていた

ため、相澤社長は弱電関連にターゲットを絞り、技術を磨くことにしたという。創業時の大き

な特徴である。

弱電関連については、当時国内で手掛けている企業がなかった一眼レフカメラレンズフード

の静電植毛から挑戦していった。自社開発設備に、素材やスプレーに独自のノウハウを加え、

テストや応用を繰り返し成功確率の

向上を図っていった。こうして、当

社のコア技術である静電植毛は、国

内外の精密な光学機器に関与するこ

とになった。今ではメーカー特許技

術の一部となり継続している。

当社は取扱分野の拡大とともに、

昭和60年に現在地へ移転した。その

後、大きな決断のひとつを平成元年
乾燥ライン



に行なった。大型全自動設備の導入である。この社長の決断がきっかけとなり入社したのが、2

代目として技術を引き継ぐ相澤剛専務である。

当社では、静電植毛というコア技

術を、常に新たな分野を開拓してい

くための礎として捉えている。当初

は、24時間操業でクリスマスブーツ

等の量産物を手掛けていたというが、

創業後5年を経過してからは、材料関

係の調達から一部加工まで委託を受

ける現在のスタイルへと変わってき

た。量産物を手掛けたことが、流行

に左右されにくいモノづくりへ取り

組むきっかけになったという。徐々に、ルーティン性の低い、またサイクルの短い、多品種少

量型へシフトチェンジしていくため、日々地道な努力を積み重ね、付加価値強化や品質改善に

チャレンジし続けた。こうした積み重ねから、徐々に手掛ける製品が増えていったのである。

具体的には、創業時の光学機器から蓄積したノウハウ、いわゆるプロに認められた植毛技術

を、メーカーや研究所へアピールしていった結果、取扱分野は、映像・家電・事務機・医療へ

と拡大した。当社は、同じモノをつくるにあたっても、常に工程の改良を模索しているという。

こうした日常的な取組みが結果的に、「技術のグレードアップやコストダウンにつながる」と社

長はいう。

当社では、新たな引き合いが持ち込まれた際、初めになぜ静電植毛技術が必要と頼られてき

たのかを検討している。そして、徹底したフェイストゥフェイスでのヒアリングにより、コス

トや品質面から、顧客の発想と当社コア技術を基にした発想を組み合わせていく。更に、ベタ

ー＆ベストな技術を採り入れるため、隙間を埋められるような技術を見出すために、コア技術

を派生・改良していくことで顧客のニーズに応えていくのである。また、仕上げに破壊試験を

取り入れ、常に根本的な評価を行ない、メーカーへのアピールを行なっている。これも当社の

重要な付加価値戦略のひとつである。

仕上げ機
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いわば伝統的な国内保存技術とい

う見方もできる静電植毛技術。現在

この技術を持つ企業は全国で約10

社、都内でも3社あまりという。

この技術の可能性を拡げるため、

産産連携や産学連携といった新たな

経営手段に取り組んでいるのが当社

の特徴である。当社は産学連携を試

みるため、多摩中小企業振興センタ

ーが主催する産学公マッチング交流

会へ参加したところ、当社が保有する静電植毛のニーズについては、産産連携としてのオファ

ーがあった。現在、多摩中小企業振興センターと産業技術研究所コーディネータのフォローに

より、光分野への取り組みを始めている。また、東京都中小企業振興公社HPを起点として当

社情報を知った大学との協働により、幼児用教育玩具のプロトタイプを製作し、大学との共同

特許の出願も行っている。今後について専務は、「こうした異分野との連携により、ハードルは

高いが化学分野の取り込みも視野に入れている」という。その他、当社ではキャラクターグッ

ズやスポーツ用品も手掛けるなど、硬軟使い分けた事業展開がされている。

いわば、製品開発の最後の工程を

担っているという見方もできる当社

のコア技術〈静電植毛〉は、年々用

途が拡がっている。国外からの参入

も増え、厳しい競争にさらされてい

る技術領域だという。このため専務

は「独自の品質とコストを両立して

いくため、言い表すことの難しい苦

労が絶えない」といいつつ、対策と

東京の名匠29人の挑戦

開発加工品の事例
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して、「産学等異分野との連携を深め、静電植毛技術に一層の磨きをかけることで新たな分野を

切り開いていく」、加えて「日々の継続的な引き合いをこなす一方で、顧客の発想と当社の発想

を組み合わせた次世代以降の製品開発へ、積極的に携わるようにしている」と自社技術への自

信を湛えた職人の眼で語ってくれた。これが経営戦略の2本柱である。

この静電植毛は後継者の少ない業界であるという。しかし、専務は2代目として、静電植毛

技術研究会会長でもある社長から、コストが技術を生むということを教わったという。まだま

だ段取りも含め教わることが多いが、「これからは、開発の狭間で頑張るため、良質の技術の均

一性を保つ中から、新しい技術を生んでいきたいのです」と快活に語った。その笑顔には、技

術を引き継いで前進していく決意がうかがわれた。

（多摩中小企業振興センター　須崎　数正）

企業名　日本特殊工業株式会社 代表取締役社長　相澤　剛

所在地　八王子市下恩方831-10        電話 042-650-5556
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新しい時代の草分けファブレス企業
新和工業株式会社

よりすぐれた知識・技術設備を豊かな経験をもとに効果的に利用し、開発し、提供していく

ことを目標とする技術開発メーカーが江戸川区にある。いわゆるファブレス企業の草分け的な

存在で、昭和42年に創業を始めた新和工業株式会社がその企業である。「あらゆる顧客の満足

させること」と語る人こそ創業社長の新井氏。現在、後継者にあたるご子息と一緒に事業を行

なっている。今回はそれまでの開発・施策の段階から自社製品を開発し、一層の発展に努力を

傾注している同社を訪ね、開発状況やその問題点などについても紹介することとした。

新和工業（株）の創設者である新井政好社長は、福島県会津出身の62歳である。叔父が一級

建築士であったことから、小さいころから大工しごとを通じてものづくりに興味を持ったとい

う。地元の中学校を卒業した後上京し、夜間工業高校に通いながら、正規社員ではなく社外工

として、石川島播磨重工や川崎重工等いくつかの大手企業で働いた。そこで、技術を学び独立

し、世の中の役に立つモノをつくりたいという夢をあたためていたという。その過程で、大工

の道も考えたが、当時、叔父の仕事が不定期、不安定であったため、社長は、機械設備のもの

づくりに進む決心をし、システムエンジニアや設備のプランニング、ユニット部品を製造する

など様々な仕事に就いた。この修行時代の知識と経験、人間的なネットワークがその後の人生

にとって大いに助けになったと社長は述懐する。

さて、精力的に働く新井社長の姿をみて、ある大手の勤務先の部長から正社員にならないか

と熱心に誘われたが、初期の目的を貫徹したいとの熱い思いからそれを断り、昭和42年、24歳

で4人の仲間と一緒に「顧客からの様々な要望について図面化し、それを自社の協力企業を通

じて必要な部分を製造委託し組み立て加工すること」を目的とする新和工業を創設し、代表者

となり現在に至ったとのことであった。

社長はいう。「仕事を仲間の協力企業と共同して完成させるためには、技術水準が同一レベル

でなくてはならない。それが、高かったり低かったりでは、結局長続きしないことになる。そ
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れには、相互に相手の工場を訪問し、

技術水準を見抜くこと。相互に仕事

を出し合ってお互いに相手の能力を

確認することが必要である」と。そ

して一番大事なことは、「仲間として

の協調性、一体性を示すことのでき

る企業であること。仲間の仕事の頼

みには、どんなに忙しい時でも、応

じられることが重要だ。“結局人間性

の問題だね”」と。

こうした関係を築きながら、長年

の経験をつむことにより、協力でき

る企業との一層の連携を深めていくことになるとのことである。「どんな仕事でも最初から組ん

でみて、100％うまく組めるものはほとんどありません。自分の方から相手に指摘したり、助

言されたり、互いに切磋琢磨していいものを作り上げていくものですよ」と社長は笑顔を浮か

べる。このあたりに、新和工業がファブレス企業として生き残ってきた秘訣がありそうだ。

社長は、より幅広い分野の協力企業を探すため、広く企業と親交を深めることができるよう、

異業種交流に参加したりグループ等にも積極的に係って、企業情報の収集にも励んでいるとの

ことである。

社長はわが社のモットーは、「今ここにないもので、あったら便利だなー！」とお客様が頭に

画いたものをできるだけ忠実に図面化し、それを現在ある技術やアイデアを様々に組み合わせ

て「最もお客様の要望に添ったものを製作しお客様の満足を得ることです。そのためにそれぞ

れの分野で仕事のできる仲間の企業と協力してものづくりをするこの連携の力こそかけがえの

ないものなのです」と語る。ハイテクばかりが脚光をあびている中で、社長の言によれば、「い

わゆる“ローテク”でもそれをうまく活用して、アイディアでお客様の期待に応えるものづく

りの企業ネットワークを作り、それを維持することもひとつの重要なファクターであり技術で

はないでしょうか」と淡々と語る。

社長は、お客様の期待に答えた例のひとつとして、太陽光発電するための鏡の表面が平らに

加工されているかどうかを測定し、不良品を見つけ出す検査装置の開発について話を始めた。

当時、高い精度を出す検査装置はあったが高額のため、精度はほぼ同じでもっと安い検査装置

作業をする新井正好社長と康男氏



を開発してほしいとの要望があり、市販のギヤ装置を使って、ギヤの回転数を1/200 ～ 1/300

に減速できるよう手を加え、検査範囲を1/1000ミリ単位で測定することのできる検査装置を安

く開発したと語る。新和工業に依頼してくる客の大部分は、同様に現在機械装置はあるが、高

額のため、機械や材料等を変える事によりコストを抑えてほぼ同程度の精度のものを作って欲

しいと相談をもちかけてくる。そこに、社長のアイデアと部品を作る仲間の企業そして最終組

み立て、チェックを行う新和工業の存在価値があるということなのであろう。

しかし、これだけでは収益に寄与しないため、自社製品の開発に努力を傾注しているとのこ

とである。そのひとつに現在、工場用の発泡スチロールの大型圧縮装置はあるが、スーパーマ

ーケットや魚河岸等で使っている発泡スチロールの安価な小型圧縮機がないので、大学の先生

の技術指導を得て、こうした場で発泡スチロールを圧縮し、再利用を可能にする機械を開発中

であることのこと。試作品から量産体制にうつるには、コストを抑えるためにも中国若しくは

韓国で作って日本へ輸入し、安く販売することが必要だが、そうすると自分が産業の空洞化に

手を貸すようで、同じ中小企業として喜べないと浮かない表情。例えこうした問題があっても、

環境改善に役立つこの自社開発品の完成を急ぎたいとのことであった。

このような製品開発のためには、自分の周りの企業に製造面で多くの協力を得ながら製品化

しているが、最近とみに中小企業の廃業が多くなっている状況を見聞きするにつれて、今後仲

間と協力して「ものづくり」が続けて行けるかどうか不安であると表情を曇らせる。

後継者である息子の康男氏は、日本大学の文理学部で電機を専攻し、卒業と同時に制御機器

商社に入社し、10年間厳しい営業の道を歩み、父の跡を継ぐことになった。社長によると友人

である「T精機」の社長から息子に後を継いでもらおうとするなら、工場を新しくするとか広

げるとかする必要があるとのやり取りから、現在の場所に工場を移したというその話を康男氏

にしたところ、一寸苦笑いしながら勿論それだけではなく、「小さいころからものづくりに興味

があったからです」と屈託のない応えが返ってきたのであった。「自社製品を開発し、販売ルー

トにのせていければ、自分としてもうれしいことなのですが」と康男氏は語った。

社長は、後継者の康男氏について「営業は得意であるが、ファブレス企業である新和工業が

今後生き抜いていくためには、協力企業を束ね活用し客の要望を汲み取り、それを形に表して

いくという能力を是非身に付けてほしい。これは非常に難しいことであり、ある種の才能が必

要だ。もし、それが無理なら、そうした能力をもつ人間と共同経営により、現状の新和工業を

東京の名匠29人の挑戦
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維持･発展していってもらいた

い。それを見届けるのが、自分

のこれからの役目である」と優

しい眼差しをむけながら語った。

また、社長は、康男氏が制御

に詳しいので、自身で開発した

製品に息子の制御の知識を生か

したメカトロ製品を作り、現事

業所の1階のスペースを利用して

展示場を作り、そうした製品を

展示して、社長の奥様が代表者

を務め、息子の康男氏も所属す

る子会社の（有）会津技研を通じて販売していくことに、これから全力を傾注していきたいと

楽しそうに語った。

下請けの取引構造が大きく変わりつつある中、中小企業の協力・連携による新たなものづく

りへの挑戦が各地で始まっている。優れたコーディネーターの存在がその成否の鍵をにぎって

いると言われるが、地域でそうした役割を永年にわたって果たしてきた新和工業の今後に大い

に注目し、期待したいものである。

事務所を訪れ新井親子と挨拶を交わした時、社長から「設備貸与の時には、お世話になりま

した」と告げられ一瞬驚いたが、社長の顔を拝見している内「ああ！　そういえば見覚えがあ

るな」と思い出した次第で、恥ずかしいやら懐かしいやらであり、お陰で長時間和やかな雰囲

気で会話もはずむことになったのである。やがて、時間も経過したので、社長親子の見送りを

受けながら新和工業を辞したのであった。

（広報情報課　滝田　寛）

企業名　新和工業株式会社　　　　　　　　代表取締役　新井　政好

所在地　江戸川区東小松川4-54-12 電話 03-3656-7721

URL http：//homepage3.nifty.com/aidugiken/top.htm

向かって右が新井正好社長、左が息子の康男氏
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環境にやさしいウォータージェット加工
株式会社米山製作所

東京都多摩地域は緑豊かな自然が残る東京のベッドタウンとして発展を続けている。ここに

は、大学・研究所等が多数立地し、世界に誇る大手企業あり、小粒でもキラリと光り輝く中小

企業ありと電子・情報・精密機械関連をはじめとした先端技術の産業集積地域としても注目を

集めているところである。今回は“環境に優しい”ウォータージェット加工の普及を推進して

いる株式会社米山製作所を西多摩郡瑞穂町に訪ねた。

訪問して最初に「いままでどんな公的機関を活用してきたか」を問うと、代表取締役社長米

山堅持氏から当公社をはじめ、商工会、中小企業大学校、東京都、都立工業技術センター（現

産業技術研究所）、TAMA産業活性化協会等々と即座に名前が挙がった。そして「中小企業診断

士、税理士、信用金庫や大学の先生、ビジネスパートナーになるコーディネート企業や異業種

交流グループでの出会い。これらを経営ブレーンとして利用させてもらっている」という。

加えて、彼らに全幅の信頼を置いているらしく、「わが社の経営方針は私が決断するが、彼ら

の言葉は、経営方針を決定する際の重要な指針でもある」と語る。

幅広い交流からのネットワークの構築、そして外部資源を有効に活用する米山社長の経営姿

勢は「良く聞き、良く見て、良く考える」“傾聴のこころ”と感じた。

米山社長は昭和13年に長野県に生まれた。精密部品加工メーカーに勤務後、昭和50年にプリ

ント基板の金型製作会社を創業し、昭和55年には現在地に工場を移転し、法人化した。社長の

堅実な人柄、技術には妥協を許さない仕事振りが親企業には高く評価され順風万帆の時を過ご

していたという。同社だけでなく、誰もが日本の成長を疑わない時代でもあった。将来への漠

たる不安もあり、公的機関の勧めによる企業診断を受けた社長が待っていた言葉は驚がく的な

ものであった。「このままでは、貴社に明日はない！」

親企業からの信頼も厚く、毎日、多忙な日々を送る社長には、信じるわけにはいかない言葉

であったという。しかしながら、親企業1社依存の体質、現業のみに没頭して外部との情報交

流を怠ってきたこと、そして円高により海外への生産移転の兆しが見え始めた時、「今のままで
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は、仕事はなくなる」漠たる不安が現実の不

安へと拡がっていった。情報の不足を実感し、

社長の“傾聴のこころ”が大いに刺激された

のはこの頃からであったようだ。（後日談で

あるが、平成13年には同社では創業事業で

あるプリント基板金型の受注はゼロになって

いる。）

「情報を集めよう。勉強しよう。人の話し

を聞こう。この目で見よう」という社長の決

断が同社の事業転換の第一歩となった。中小

企業大学校に通い、事業転換・新商品開発について勉強を始めた。その時には事業転換には5

年の期間と5年分の資金が必要であると学んだという。

インターネットもない時代である。全国各地の展示会を駆け巡り、セミナーにも積極的に参

加するようになった。社長の並はずれの行動力が運命とも言えるウォータージェット加工との

出会いにつながったといえる。高速の水で素材を切断する加工法、当時はまだまだ精密部品加

工には使えるものではなかった。

平成2年に1億円をかけてウォータージェット加工機を導入したのは、この加工の将来性を見

込んだ社長の大英断であった。改良・改造を繰り返し、ついには加工精度を飛躍的に向上させ

る水噴出ノズルの開発に成功した。

研磨剤を混ぜたマッハ3の超高圧水を利用して素材の切断・加工を行なうウォータージェッ

ト加工の大きな特徴は熱を発しない環境に優しい加工と言える。

素材に熱影響を与えず、素材機能が変化しない。当然、有毒ガスなども発生しない。新素材、

難削材等の切断加工、そして、現在では微小化が進む高機能素材の特殊加工すら可能になって

いるという。

プリント基板の金型業の当時は取引先は1社依存であったが、事業転換後の現在は500社を超

えている。なかでも医療機器や自動車、航空宇宙関係からの注文が多く、平成7年にウォータ

ージェット2号機、平成14年には3号機を導入し（注）、フル操業の活況を呈している。高精度

の加工ニーズに対応できる体制を整えた結果、医療分野では直接、人体に使用される素材にま

で同社の技術が発揮されるようになったという。

交通事故などで頭部に大怪我を負った人間の手術の際に損傷した頭蓋骨の替わりに同社のウ

ォータージェットで加工したチタン材が使われている。医療関係者の間では隠れたヒット作と

言われている。熱をかけない、歪みがないという加工技術で医療に貢献する。米山の技術の面

目躍如である。

ウォータージェット加工



日々研鑚を続けるこれらの技術こそが同社の強みである。設備・機械があればどこでもでき

るというものではない。ウォータージェットで扱える素材のレパートリーの広さ、そして十数

年の経験と実績は国内ナンバー1との顧客からの評価を得ている。常に困難に立ち向かってき

た同社の技術開発は、既にナノテクノロジー（超微細技術）への挑戦も視野に入れていると聞

く。

現在、同社ではウォータージェット加工が売

上の8割程度を占めている。事業転換後のもうひ

とつの柱になるのが軽量形材の曲げ加工である。

特にアルミ材の角管の曲げ加工については、取

引先から要望が出されていたところである。

従来の方法では、部材を切断して溶接する。

または、押し出し材を利用して加工機で曲げる。

というやり方がある。しかしながら、これでは

肉厚材に対応できても顧客が求める肉薄材への

加工は、いずれも技術的に問題が多く、第一、きれいに曲げることさえできなかったという。

試行錯誤を繰り返す中で出会ったのが東京都立科学技術大学教授の坂木修次先生の曲げ加工

の原理である。“傾聴のこころ”を持ってでかけた同大の公開論文発表会にて先生の理論に出会

った。これは懸案であった角管曲げの問題点を解決できるものと直感した。大学の頭脳はすご

い、と、さっそく先生にお願いして共同研究を始め、平成11年には加工方法を確立するにいた

った。これも熱を発しない加工である。そして、アルミなどの軽量の角管をしわ、歪みがなく

曲げる技術にたどり着いたのである。現在では、規格化したアルミの曲げ角材を商品化し、商

社経由で全国に販売している。その用途を聞いたところ、「もう広すぎて分からない」と社長も

苦笑していた。企業と大学を結ぶコーディネータ役には、やはり公的機関をうまく利用してい

る。また、この開発に際しては、当公社の※助成金制度に申請し、開発資金の一部を賄っている。

大学との連携では、現在、国立大学とある加工について互いに情報を交換し、将来の共同研

究の布石を打っている。これも社会に大いに貢献できる技術であるとそれを発表できる日を楽

しみにしているようだ。この情報交換に同社を代表して関わっているのが社長の子息である米

山俊臣氏である。

東京の名匠29人の挑戦
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俊臣氏は昭和43年に生れ、大学では法律を専攻し、卒業後は損害保険会社にて5年間勤務し

た。父の跡を継ぐ、使命感とも思える決意の源は、幼い頃から見続けた父の働く姿であったと

いう。「お父さんに学ぶことは」との問いに、一言で「責任感、仕事に対する貪欲さ」であると

返ってきた。仕事一筋で盆暮れ以外に休む姿を見せたことがないという父を手伝いたい、そん

な素直な気持ちで同社に入社したという。

父と同じく外部との積極的な交流、ネットワーク作りを心がけている。特に当公社の異業種

交流グループACT30では毎月の定例会が楽しみであるという。「多摩地域を代表するような企

業あり、また多くの元気印企業が集まり、業種も年齢層も多岐に渡り、色々な勉強をさせても

らえる珠玉の会合である」と評価する。

「これからの米山をどうしていくか」との問いには、「自然体で行きたい」という。良いとこ

ろを伸ばし、悪いところは改善していく。そのためには一歩一歩の弛まぬ努力が必要である。

謙虚で慎重とも思える言葉には父のDNAを確かに受け継いだ人柄を見る思いである。父の血の

にじむような苦労と努力を重ねて得た財産は次の代に確実に引き継がれ、さらに発展させてい

くであろう。

結びに“環境に優しい米山”をさらに具現化するものとして、平成16年10月20日に同社が

ISO14001の認証を取得したことを紹介しておく。

（債権管理課　小池　喜春）

（注）現在は平成17年に4号機、平成18年度に5号機を導入し、1号機、2号機と入れ替えを行なっている。

企業名　株式会社米山製作所　　　　　　　　　 代表取締役　米山　堅持

所在地　西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原24-10 電話 042-556-2358

URL http：//www.yoneyama.co.jp

米山親子 ISO14001取得
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産業の基盤を担うスプリング製造一筋に
同和発條株式会社

日本が誇る建設用油圧機器や自動車等の心臓部に使用されるスプリング。機械や装置の性能

を左右する重要な部品だ。これを一途に開発・製造して、日本産業の発展を支えている同和発

條株式会社を大田区に訪ねた。単純構造のスプリングではあるものの、当社のスプリングは知

る人ぞ知る優れもので、受注が前年を下回ったことがない程の優良企業である。

同和発條（株）の創業は古く、昭和13年に大田区蒲田に設立された。蒲田と兵庫県に工場を

もち、昭和20年4月に戦災で全焼するまで各種スプリングを製造していた。両工場を失った経

営者が終戦と同時に廃業を決めたとき、川嶋治彦社長の祖父が会社を買い取り、10人程の技術

者と共に引き続きスプリング製造を始めたという。戦前は戦車などのスプリング製造で経営が

安定していたようであったが、戦後はこれもなく厳しい経営が続いた。しかし、現社長の父で

ある川嶋慎治氏が社長になってからは、少量で精度の厳しいスプリングを受注すべく、従業員

と一丸になって積極的に技術開発をすすめ、（株）小松製作所の建設用油圧機器に使用される各

種スプリングを手がけるようになった。現社長川嶋治彦氏はこれを引き継ぎ、さらに自動車の

エンジン関係のスプリング製造まで発展させてきた。当社の技術力をみると、初代は前会社の

職人の力を活用し、2代目社長は、自らが従業員と共に職人技を磨きそれを継承してきた。現

三代目は、単に職人のノウハウを引き継ぐだけではなく、さらにノウハウを数値化して技の継

承を進めているといえそうである。

スプリングメーカは、工業会に加盟している都内企業が51社あり、工業会に加盟していない

小さな企業もかなりあると言われている。この業界は大変厳しい競争社会にあり、各企業とも

自社の技術力の流出には大変気を使っている。今回の訪問で初めて分かったことは、スプリン

グという部品は産業を支える重要な一部品で、この性能によって機械や装置の性能が左右され

ることである。当社の主力製品の一つである自動車用のピストンリング用コイルエキスパンダ

ーは、デーバイデー（D/d：Dはコイル中心径、dは線径）が通常3ぐらいで、これを如何に小
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さくできるかが重要になっている。この性能によ

ってオイルを掻き落す能力が向上し、オイル消費

が少なくかつフリクションロスが小さくなり燃費

が向上するとともに排気が良くなると言われてい

る。日本の自動車の優秀性は、エンジンにあると

言われており、このエンジンを支えているのがピ

ストンリングエキスパンダーである。当然材料の

選定も重要で、線材は同じ材質の芯金に巻き付ける

自径巻きをしたときに、傷が付いたり割れが生じな

いことが必要である。このため、ピストンリング用

コイルエキスパンダーに使用できる材料を供給できるメーカは、国内では3社、海外でもアメ

リカ、スエーデン、韓国等の少数の企業に限定されているという。当社には、その材料のチェ

ックや焼入れ、焼きなまし等、永年培ったノウハウが数多く蓄積されているようだ。社長は、

「中国視察をした結果からも技術流出が起きていない」ことを強調していた。また、自社のスプ

リングが日本の優秀な油圧機器や自動車産業を支えているという自負を持っていた。

当社の主力製品は、油圧機器用スプリングと自動車用スプリングの2本柱であるが、自動車

用スプリングには、精度の緩い大きい物からピストン用の精度の厳しいものまである。これに

対し、油圧用スプリングは、精度的に厳しいものがほとんどであり、超小型で超精密が要求さ

れる場合も多い。スプリングの開発は、ユーザからスプリングの形状の設計図面を渡され、こ

れを如何に機械で加工し、仕上げることができるかにある。デーバイデーも図面上では、容易

に設定されるが、「定められたデーバイデーを得るには、巻いたスプリングを機械から取り外す

時に広がるスプリングバックを考慮しなければならない。また、スプリングの力は、線径と巻

数、巻径で決められるが、反発する方向性が安定していなければ良いスプリングとは言えない」

と社長はいう。当社のスプリングは、この反発力の方向性が特に優れており、ユーザから高い

評価を受けている。このノウハウは、特に重要な企業秘密に属するのか、全く言及してもらう

ことはできなかった。また、当社では、平成14年度の東京都新製品新技術助成金を受けて、新

材料を対象にした超精密スプリング加工機を開発した。既に特許を申請しているが、このスプ

リングを利用した新製品が近いうちに市場に出ることになるらしい。当社では、他社が手を出

しそうもない難しいスプリングの依頼を得意としているようだ。

このピストンリング用コイルエキスパンダーは、ピ
ストンがシリンダー内を前後するときに、スプリン
グ力によって接触力を調節する



前社長（現会長）は、従業員を50

人以上には増やさないという信念を

もって経営にあたってきたという。

この数は、社長が従業員の名前と顔

そして仕事内容をは握できる最大限

であるという考え方からきている。

したがって、当社の方針は、「和力集

結で上下の隔たりなく、全従業員が

コミュニケーションを取れること」

を目標にしている。工場内に一歩入

るとよく整理整頓されており、従業

員がよく連携を取り合っている雰囲

気を真っ先に感じることができた。当社では、会長と共に頑張ってきたベテランの技術者が、

現在も現場で若手技術者を指導している。社長は、そのベテラン技術者のノウハウを数値化し

て、自動化するための技術開発をすすめていた。その方法は、社長の出身である玉川大学塑性

学研究室の町田教授の指導を受けると共に、研究室の卒業生を採用して、ベテラン技術者と若

手技術者の連携による技術の開発・継承を積極的に図ることである。

当社のデーバイデーは、2までは当然できると公言していたが、それからどれくらい小さく

できるかについては、それだけで企業の実力、新製品開発の方向が同業者に分かってしまうと、

残念ながら口を濁された。しかし、スプリング技術の最先端を走っているという自信が言葉の

端々に窺えた。当社では、平成5年に群馬県吾妻町に竜ケ鼻工場を開設し、油圧機器関係の超

精密スプリングを製造しているが、従業員のほとんどが現地採用の若者で、最新の設備を駆使

し、多品種少量のユーザ要求に対応しているという。社長は「企業は地元に根ざし地元が誇れ

る技術力と技術者を育てることが、企業経営では大変重要である」と言っていた。また、「竜ケ

鼻工場は敷地が広く、従業員が伸び伸びと、かつ職場ごとに責任をもって活動してくれる」と

誇らしげであった。ISO9001も平成11年に取得し、ユーザからも厚い信頼を受けているようだ。

当社は、既に述べた2本柱の主力製品をもっているが、その中には、虫眼鏡で見ないと形状

が分からないような超微細スプリング加工も入っている。このため、この技術と新たに開発し

東京の名匠29人の挑戦
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中央は、社長の川嶋治彦さん、右側はこの道45年の超ベテラン技術者
の松山里平さん、左側は若手技術者の中心になっている工場長代理の
久保田晃さん



56

東京の名匠29人の挑戦

た加工機を利用して、医療機器分野へのスプリングの提供を視野に入れていた。しかし、現在

のところ毎年受注が前年を上回る程の忙しい状況と、会長の会社のあり方に対する信念から進

出を躊躇しているようだ。

このようなことから当面の課題は、技術の中核となってきた会長子飼いの技術者が定年を迎

える年代にきているため、これからの会社を支える人材の育成が急務になっている。社長は、

ベテラン技術者と若手技術者との連携を積極的に進めているものの、まだまだベテランの力に

頼る場合も多いようである。

当社は、戦前から今日のIT時代までスプリング製造一筋の企業である。当初は職人が持つ属

人的技術とノウハウがものづくりを支えていたが、その後の時代の変化と、技術の進歩に伴う

新たな課題に積極的に対応するため、従業員の技術力向上には特段の努力を傾注してきたよう

である。最近は、積み重ねたノウハウを数値化して理論と実践を加味した加工方法を開発し、

若者の感性に合うようにIT応用機器を活用した技の継承を、企業全体で行うことが社長の考え

方のようである。当社は単一部品を製造する企業でありながら、従業員の定着率は抜群によく

従業員にも活気があった。規模は小さいがキラリと光る企業がここにもあった。大田区の北糀

谷の工場を後にするとき、このような企業がわが国の産業の基盤を担っていることを確信した。

（技術支援課　木崎　勝）

企業名　同和発條株式会社　　　　　　代表取締役　川嶋　治彦

所在地　大田区大森南１-17-21 電話 03-3743-1136
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創造力と技術で新製品を提案
山陽プレス工業株式会社

優れた技術は、東京のものづくり産業を支え、日本経済の成長力の源である。都内でも屈指

の精密・光学機械の集積を誇る城北地域でその一翼を担い、精密金型の設計・製作、金属プレ

ス加工を行う山陽プレス工業株式会社を訪ね、金型技術にまつわる話を聞いた。

何の変哲もない一枚の金属板が、優れた金型とプレス加工技術によ

って形を変え、製品をイメージ出来る姿に変化する。表面の美しさ、

なめらかに変貌した金属プレス製品をみて、人は感動し、そこに加工

技術というものの、すばらしい価値と夢を発見することができる。

山陽プレス工業は、戦後まもなくの昭和22年から現在までの60年

間、金型製作と金属プレス製品を一筋に手がけてきた、従業員60人

の中堅企業である。創業者である初代社長檜垣治夫氏は、荒川区で光

学機器、自動車用メーターの金型、精密プレス部品の会社を起こし、

我が国の高度成長が始まった12年後の昭和34年に、工場拡張のため

本社・工場を現在地の北区滝野川に移転したという。移転拡張を機に従来のプレス加工品に加

え、新たに音響部品・ライター等の特殊絞り部品の製造を手掛け、この絞りの加工技術が競争

相手との差別化の原動力になったという。

その後、時計部品のエッチング品順送プレスにも着手、精密加工機能を高めるとともに、順

次、取引先も拡大していく。現在の製品構成はデジカメ、デジタルビデオ等の「超高品質パネ

ル」、自動車、AV機器等の「機構部品」、新素材フィルムによる液晶テレビ用微細パンチングブ

レスのスピーカーグリル等の「新素材関連」の3分野が主力になっている。

三代目に当たる現社長檜垣昌子氏は、「義父である創業者の意志を脈々と受け継いで、“人と

技術の育成”を目標に60年もの道のりを歩んで来ました」と同社の歴史を振り返り、感慨深げ

に語ったのが印象的であった。企業のライフサイクル30年といわれる状況で、60年も続く同社

のバックボーンには何があるのか、そこに大きな関心を寄せた。

同社の二代目は、昌子氏の夫の檜垣満氏である。満氏は厳しい父の下で技を磨いたバリバリ

代表取締役社長

檜垣　昌子　氏
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の技術者で、金型製作と金属プレスの一級技能士の資格を取得。平成11年度には民生用電気製

品製造分野で数少ない高度熟練技能者にも選ばれた。さらに職業訓練指導員免許も兼ね備え、

若い人への指導にも情熱を傾けていた。同社の経営理念「我が社は互いに人格形成の為磨き合

い、会社は教育の場と徹し、育まれた人格により社会に貢献することを理念とする」、この理念

を明文化したのは満氏である。会社は「人格形成の場であり、教育の場である」という文言の

中に、経営哲学と満氏の人間性をかいまみることができる。また、社訓では「品質と納期」の

重要性を唱え、品質方針達成の為の5原則の1番目に「我々は技術者としての志を持ち、意志を

結束して行動する」という、技術に対する考え方をはっきりと明記した。社員の信頼も厚く、

絶大であった。ところが満氏は50歳と言う若さで急逝。現社長昌子氏は全く予期しない出来事

の中で経営を引き継ぐことになったという。昌子社長は「技術へのこだわりが我が社の財産、

これからも大切に育んでいく」と語ってくれた。

同社の主要製品であるデジタル家電の外観ボデ

ィは、消費者ニーズの多様化に合わせ、機能だけ

でなく意匠性を重視した商品開発が求められる。

しかし、複雑な意匠を具現化するには手間がかか

る上、コストもかさむ。「この意匠性とコストダ

ウンの2つの相反する要素を同時に解決すること

が重要な課題である」と昌子社長はいう。つまり

量産化のなかで、製品にどう付加価値をつけるか

が大切だとのこと。そこで同社では3次元CADに

よる設計、CAMデータからのNC加工機による金

型製作を行い、機械加工を終えた後、仕上げの最

終場面に人の手が入るのだという。

「表面の盛り上がりやコーナー部分に丸みを持

たせたり、洗練されたデザインを金型で表現し、

シワや打痕が発生しないように、職人の技術で最終の仕上げを行なう」のだ。ITを中心とした

ハイテク機器と職人の技とが融合する金型設計・製作、これによって「品質と納期」をしっか

りと守ることができるという。

精密プレス加工製品の優劣は金型技術が決する。金型の最終仕上げは同社にとって生命線で

あるといってもいい。製品メーカーからの要求は、より薄く、小さく、精密性へと高度化し、

さらに高い技術が要求される。そして、金型製作の工程の中でも最終仕上げは機械化が困難で、

絞り加工技術を中心とした外装パネル



調整と検査の部分は人の手による加工技術を必要とする。仕上げは100分の1ミリメートル単位

の世界、一枚の金属の板がITと職人技によって、こんなにもきれいな製品になると、私たちに

いくつかの製品を披瀝され、昌子氏は感動を込めて「人の能力はすばらしい」と言われた。

同社では最終仕上げの金型技術を存続し

ていくために、OJTを重視している。すなわ

ち、ベテラン技術者と若手技術者とが共同

で作業することで、ベテランから若手への

技術継承をスムーズにしようと考えている。

一見平凡であるが、ベテランがやって見せ

て、やらせて見てアドバイスする、この繰

り返しが伝達の基本だという。ベテラン技

術者の頭のなかには「ノウハウのマニュア

ル」ができているという。

このノウハウの中身を可能な限りデータ化や文書化しようとしているが、文書化できないも

のも多くあるという。長年の経験、鋭い直感、指先の感覚が大きくものを言う世界だとのこと。

それに加えて本人の最終仕上げへの執念というか、加工技術に対する“探求心”が企業の技術

を育て、本人の技術のレベルを上げる源泉であるともいう。昨年末に嘱託で退職したが、長年

勤めていた75歳の超ベテラン技術者は、歩きながらも金型のことを考えていたという。こんな

ひたむきな職人魂が同社の技術力を支える根幹になっているようだ。

金型の中堅・若手技術陣は、40代、30代、20代とバランスのとれた年齢構成となっており、

将来も優れた加工技術は磨かれ、確実に継承されていくと見られる。同社の組織図で注目され

るのは、社長直属スタッフとして技術責任者を位置づけていることである。業務は、対内的に

は部長クラスへの技術アドバイザー、対外的には顧客（取引先）に対する品質の責任者だそう

だ。顧客の要望やニーズを常に社長が把握し、それにしっかりと応えることが技術を鍛え、技

術力の向上につながるという。技術に対する姿勢と責任がしっかりと組織に位置づけられ、取

引先からの信頼にもつながっているようだ。

営業・総務系の社員も技術の知識が必要であるということで、1～2年の範囲で金型の初歩的

手伝い、プレス加工、検査等の業務を実体験させるのが同社のもうひとつの特色である。この

体験を積むことで、自分の言葉で自社の技術や部品について語れるようになるという。また、

東京の名匠29人の挑戦
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形成研磨加工技術（写真は社員の青柳盛文氏）
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特に営業担当者は設計図面の読めることが必要。もちろんデザインやホームページを製作する

スタッフも、このような体験を積むことは必須としているという。

競争力の源泉になっている金型とプレス加工技

術を武器に既存製品に力をいれる一方、同社は、

強みである加工技術を活かして二代目社長が構想

していた自社製品開発への取組みにも極めて積極

的だ。「将来は自社製品の開発を行なう」というの

が満氏の次への発展に向けたビジョンであった。

この遺志を受けて昌子社長は、名刺入れなどのカ

ードケースの自社製品開発に取り組んでいる。こ

の製品は北区名品30選にも選ばれ、インターナシ

ョナルギフト賞も獲得した。

一方で、環境に優しい製品づくりにも懸命だ。

環境保全に貢献するドライプレス加工技術への挑戦である。プレス加工では、潤滑油が工程で

重要な役割を果たしている。しかし潤滑油の廃液や潤滑油を洗浄するための溶剤が環境に負荷

を与える。

そのため、「オイルレス・洗浄レスのドライプレス加工」という画期的な量産技術を研究中で

ある。同社は産学公提携事業として中小企業振興公社の助成金を受け、現在では試行段階から

一部実用化され、成果が花開く時期も間近と見られる。

最後に中国との競争についても若干伺った。我々の業界でははっきり「棲み分け」が必要と

いわれた。加工の難しいステンレスの3次元形状の絞り加工など難度の高いものは日本が強く、

仕事は流れない、と。中国企業は脅威とは映ってないようだ。

むしろ中国とは共存共栄が重要であると。同社で話を伺いながら、初代治夫社長、二代目満

社長、現昌子社長へと脈々として引き継がれている経営の中心に、技術重視の精神、技術にか

けるDNAのようなものが確実に存在していると感じた。

（新事業創出課　藤井　猛）

企業名　山陽プレス工業株式会社　　　　 代表取締役社長　檜垣　昌子

所在地　北区滝野川6-12-4 電話 03-3916-0651

URL http://www.sanyo-stamping-i.co.jp

ドライプレス加工技術によるドライカードケース



61

東京の名匠29人の挑戦

伝統技術と現代技術の融合を目指す
株式会社松美銀器

優れた「ものづくり」の技は“人”から“人”へと受け継がれるもの。江戸時代に確立され
たと言われる貴金属工芸品の粋とも言われる「東京銀器」（うつわ、置き物、洋食器、仏具、各
種アクセサリー）を製作するとともに、伝統技術と現代技術の融合を目指し、常に新しい分野
への挑戦をしつづける文京区の株式会社松美銀器を訪問し、お話を伺った。

松美銀器の社長松井さんは昭和13年富山に生まれる。昭和29年、16才の時に、ただ東京に行
きたいという一心で上京し、伯父の家に世話になったという。このときの伯父が「東京銀器」
の伝統工芸作家であり、そこで松井さんは「銀器」というものに初めて出会うことになる。当
時は丁稚制度のようなものがまだ残っていた時代で、松井さんも上京して3年間というものは、
主に仕上げの仕事を手伝っていた。しかし、この下積みの仕事がキツいことで手も体もボロボ
ロの状態で、仕事にも嫌気がさしていた。もともとこの仕事をやりたくて上京した訳ではなか
ったという思いが強く、実家の父や母に辞めたいと何度もグチをこぼすことも多かったが、父
親は絶対に認めてはくれなかったという。そのようなある日、いつものように母親にグチをこ
ぼしていると、母親が「そんなに嫌なら、私から伯父に相談しに上京しようか」との一言にハ
ッと我に返り、母親にこんなにも心配をかけていた自分が情けなくなり、“母に申し訳ない”と
いう気持ちがこみ上げ、このことを境として心機一転、親への甘えを絶ち、この仕事を続けて
いく決心がついたという。

職人の世界というと、一般的には「厳しい徒弟制度」や「いじめがある」といったイメージ
をもつが、松井さんの場合は、師匠が伯父ということもあり、あまり嫌な思いもせずに修行を
させてもらったようである。仕事内容も3年が経つ頃からは、仕上げの仕事の他に、簡単な修
理の仕事も手伝うようになったという。当初は思いどおりにいかなかったものも、金属に触れ
ていくうちに、金属がもつ特性が各々違うことを学ぶことが出来たことと、一枚の金属の板材
から鍛金（たんきん：鎚で打ち出して立体的なものに仕上げるとともに表面に模様を打ち出す
こと）により器が出来ることのすばらしさに、魅せられるようになっていったという。松井さ
んが本格的に修行を始めた昭和30年代前半は、まだ戦後の復興期であったことから、米国人に
銀製洋食器がとてもよく売れていたという。今思えば、この仕事に就いたことが時期的にみて
も修行する者にとっては腕を磨くのには恵まれていたという。休日も今日のように週休2日と
いう訳にはいかず、月に3日も休めれば良いというのが一般的であったようだ。その貴重な休
日も、松井さんは遊ぶよりも技術の習得に費やすことが多かったようである。今でこそ、いろ
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いろな加工機械により、誰もが数日間研修を受ければ、ある程度の形までの物を作る事は可能
であるが、伝統的な技術・技法を身に付けるためには、総て手作業で一枚の金属板から鍛金に
より立体的な製品を作り上げる技術が必要とされる。長い年月にわたっての修行により初めて
身につくものである。このことが後々いかに大切であるか身をもって知らされたという。

松井さんは10年間の修行を終え、
昭和39年に伯父の家から独立する
こととなる。当時はゴルフブーム
ということもあり、コンペの賞品
には銀製のトロフィーが必ずとい
ってよいほど出されていたという。
このブームもあって、松井さんが
独立後に初めて受けた仕事も、こ
のトロフィーの製作であった。ま
た、初めての注文を親方からでは
なく自分の力で取れたことも、とても嬉しく自信になったという。しかしながら、このトロフ
ィー製作は専門の業者があったことと、松井さんが目標とする「創作銀器を造りたい」との強
い想いがあったため、受注比率を他のものに切り替えていったという。その後、大阪万国博覧
会などの記念品製作などに取り組み、技術の研鑚につとめ、昭和48年にようやく、オリジナル
製品の第一弾として「金銀創作置物の獅子頭」を発表することとなる。松井さんは単なる自社
製品開発にとどまらず、この業界としては初めて、職人がパンフレット作成から営業までを行
なうというビジネスモデルも作った。その結果、新しい試みにも拘わらず、小売店からの反応
もよく、そこそこの注文を受けることができた。この記念すべき年に、次男の啓祐さん（後の
事業継承者）が誕生している。これに気を良くして第２弾のオリジナル製品を制作することと
なり、今度は、自分の故郷である北陸地方の風習を取り入れることとした。それは、家族に男
の子が誕生すると「菅原道真」の像を贈る慣わしになっていたことを思い出し、それを銀器に
して売り出してみることにした。これが思わぬ大ヒットとなり、各地の神社の出入り業者から
の注文も殺到した。この像の製作に当たっては金型を起こすとともに、この業界では初めて、
刀や杓をロストワックスで作成するなどの工夫を凝らしたという。この成功をみて、同社の置
き物の模倣品が出回ることとなったが、松井さんは偽物を見て、あまりにもお粗末な代物であ
ったため、その業者と争う気持ちにもならなず、逆に真似をされたことを誇らしく思ったとい
う。その後、昭和56年には、創作置物の白鷹・鷹匠を発表、こうした伝統的技術を磨き、それ
に新しい技術を組み合わせる創作活動の実績は高い評価を受け、仁和寺の阿弥陀如来像2,500体
の製作依頼の注文も受けている。そのほか、重要文化財の三鱗兵庫鎖太刀（北条太刀）金銀の
復刻や国宝装飾経平家納経の装飾金具の製作をはじめとして、数多くの宝飾品（ペンダント、
ティアラ）などの注文を受けている。

金銀創作置物の獅子頭



松井さんは他社では受けない仕事に工夫を凝らして、次々
と銀器業界に新しい風を吹き込んでいった。結果として、平
成２年に日本相撲協会出入りの業者から大相撲の優勝賜杯の
大修理の依頼が舞い込んできた。話があったときは、自分に
そのような大事な仕事が出来るのかどうか不安であったとい
う。しかし、全力で取り組んだ結果、苦労はしたが見事にそ
の仕事を成し遂げたという。大相撲の賜杯は、その大きさが
大きくて重いことや、場所ごとに持ち運ぶことが多いことか
ら、他のトロフィーと比べても痛みやすいのだという、また、
誰も修理をやりたがらないもののひとつでもあった。その修理を成し遂げたことにより、その
翌年には日本相撲協会から、この大賜杯のレプリカ（優勝者個人に渡すもの）製作の依頼を受
けるなど、松井さんの仕事への積極的な取り組みが仕事へと結びついている一例といえる。

松井さんは伯父の事業所で、伯父や職人の仕事から、いろいろと教えてもらったり、加工し
ている所をよく観察して、そこから技術を盗むといった古いやり方で技術を習得していったと
いう。独立後、同社にも3人の職人を雇っていたが、その人たちも、今ではそれぞれ独立して
仕事を行っている。松井さんに後継者について伺うと、同社では長男が専門学校卒業後20才の
時に、父の仕事を助けたいという気持ちで手伝いを始め、7年間、「銀器」の仕事に携わってい
たそうであるが、本人の意向で「世の中の役に立つ仕事がしたい」という思いから、違う分野
の仕事に転職することになったという。その後、広告代理店に努めていた次男の啓祐氏が「自
分を使ってくれないか」との一言でこの仕事を始めることとなった。啓祐氏は、「小さい頃から
父親の仕事に打ち込む後ろ姿を見て、面白そうだなと思っていた」という。そのことが心の片
隅にあったことと、兄が違う道へ進んだことで仕事を継ぐ決心がついたようである。仕事を始
めた頃は、自分の顔を覚えてもらうため客先回りが中心で、「銀器」の加工については父の仕事
を後ろから見て習うことが多く、技術的なことは直接的には教わっていないという。これは後
になって分かったことであるが、自分で失敗を繰り返すことにより覚えることの重要さを、父
が一番良く知っていたことが理解できたという。啓祐氏は今、32才で、営業の仕事をこなすと
ともに、空いた時間に技を磨いている。（写真で啓祐氏が手にしている纏は、啓祐氏が製作した
作品である）また、東京銀器組合の伝統工芸士（およそ40名）の人たちが講師となり、職人を
目指す人たちへの技術指導プログラムにも積極的に参加し、指導を受けているという。松井さ
んは仕事に対して「特別に何も教えていないが、必ず宿題を出すように心がけている」とのこ
と。伝統工芸の世界といえども後継者問題は深刻で、どこの事業所でも子供たちに継いでもら
えないのが現状のようだ。松井さんの啓祐氏への、技術伝承への取り組みは、「他社ではやりた
がらないものに取り組む」がモットーであるが「それを成し遂げたときの満足感をいかに経験
させられるかを、継承したい」と思っているとのこと。また、本人がやりたいと思うことに対
して、規制はせずにどんどんチャレンジさせていきたい。それにより、伝統の技術が伝承され
るものと信じているという。

東京の名匠29人の挑戦
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菅原道真の像
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後継者の啓祐氏は、今までは、たたいて作る
手作りのものが売れる時代であったが、伝統工
芸品の「銀器」の仕事だけを受けていたのでは
今後、事業として難しいと考えている。同社で
も指輪、ペンダント、携帯ストラップなどのア
クセサリー類の比率が増えているという。この
中でも特に技術力を訴えられるものとして24金
の加工がある。24金の場合、素材が軟らかいこ
とと、光沢を出すことが難しく、今まではアク
セサリーには不向きとされていたが、同社では、
これを技術力で克服し、引き合いも増えている
という。ペンダントの製作においても、プレス技術を駆使して他社製品に比べて精緻な仕上面
を提供できるという。また、同社では１年ほど前にレーザー加工機をこの業界としては初めて
導入した（導入に当たっては父子の考えが一致）。この設備を導入したことにより、今までロウ
付けで行なっていた行程も、レーザーで行なうことにより仕上がりが格段に良くなったという。
今後は彫金（石留め）の技術も勉強してジュエリー類の仕事も充実していきたいとのこと。ま
た、数多くある企業の中で“松美に頼めば必ず良いものを作ってもらえる”と思われる技術を
確立したいと考えているとのこと。
将来に向けてのもうひとつの取り組みとしては、ホームページの改良であり、現在取り組ん
でいる。既存のホームページでは会社の紹介や、商品の紹介を行っているが松井父子はこれに
ついても、他社と同じような内容では面白みがないので、大幅に変えようとしている。ページ
を開いた時に相手の気持ちが掴めるようなホームページの制作を考えているという。ネットに
よる個人客との取引も徐々に増えてきているが、個人のお客さんの場合、その喜ぶ顔と直接接
することが出来、作り手にとっても、とても励みになるということだ。最後に、「銀器」につい
て伺うと、今後は今までとは違った独創性をもったもの、例えば金属でありながら、ちょっと
見ただけでは金属とは分からないものを制作していきたいと語った。今まで「銀器」は食器や
置き物が主体であったが、その概念とは違った造形ものなどにもチャレンジしていきたいとの
ことである。
東京の伝統工芸品産業は、総じて厳しい経営環境に置かれているが、株式会社松美銀器のチ
ャレンジし続ける経営には学ぶべきことが多く、今後の発展を期待をこめて見守っていきたい
ものである。

（取引振興課　加藤　博之）

追記：①平成17年度「第8回全日本金・銀創作展」デザイン賞受賞
②平成17年度「文の京技能名匠者」（文京区）認定

企業名　株式会社松美銀器　　　　　　　代表取締役　松井　正雄
所在地　文京区千駄木3-10-13 電話 03-3822-7733
U R L  http://www.matsumi.info

松井正雄社長（左）と後継者の啓祐氏（右）
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小さな歯車を大きく育む
株式会社チバダイス

私たちの生活を支えている歯車。ビデオやカメラ、洗濯機など私たちが身近に使用する製品
にも多く使われている。その姿は千差万別、奥が深い世界だ。創業以来「精密小形歯車」に特
化し、小さな歯車を大きく育んできた株式会社チバダイスを、中川と新中川の分岐点となる葛
飾区高砂１丁目に訪ねた。

歯車の歴史は古く、紀元前から力を伝達する部品として、人々に工夫され使われてきた。今
日でも我々の生活を支える重要な部品として様々な製品に使用されている。時を刻む時計やカ
メラ等の精密機器、ビデオや洗濯機等の家電製品、自動車のワイパー・サイドミラー、オルゴ
ールや玩具等、我々が日常使用する製品の他に、それらの製品を製造する産業機械にも各種の
歯車が組み込まれている。株式会社チバダイスは創業以来、精密小形歯車の製造技術に特化し
て歯車量産用工具・金型・量産用システムの製造・開発に取り組んできた企業である。

京成電車の青砥駅を出ると、電柱に掲出された当社の看板が目に付いた。その看板には、赤
い矢印で当社の進行方向が示され、「青戸橋を渡り左に曲がる」との表示があり、工場の周囲に
も同様の看板が見られるなど、当社を訪れる顧客に対する気配りが窺えた。
当社の創業者である千葉文夫会長は、昭和28年に都立工芸高校を卒業し、モノづくりが好き
だったことから、父親が経営する歯切カッター・工作機械の製造販売会社である三葉精機製作
所に入社した。また、入社と同時に、機械に関する知識を深めるため、働きながら千葉工業大
学機械工学科第2部に進学している。その後、引き抜き歯車技術の進展に伴い、立石に歯車工
具工場が建設され、会長にその運営が任されていたが、昭和41年、三男の会長は、父親の勧め
もあり歯車工具工場を三葉精機製作所から分離し、30歳の若さで株式会社チバダイスを設立し
た。社名の「チバダイス」は、当時、実用期を迎えた主力の歯車加工工具にダイスがあり、苗
字のチバと結んで付けたものである。「そのころはカナ文字の社名は珍しかったが、その響きの
良さもあって、取引銀行の支店長に誉められた」と会長は語る。
独立当初は、土地・建物は父親の工場の一部を賃借し、従事者は前の職場、知人、身内など
4人でスタートした。会長は「当時は、歯車の加工精度を高めるため、一機350万円もする最先
端設備の放電加工機を相次いで導入するなど、生産設備の全面的な近代化を推進するための資
金調達に苦しんだが、保証面で父親や得意先社長の支援を仰ぎ、何とか東京都の制度融資等を
活用することにより乗り切ることが出来た」と創業時の苦労を語る。しかし、この時に無理し
て導入した放電加工機が、その後の豊富な加工ノウハウの蓄積につながり、高性能の歯車金型
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の製作づくりに貢献することとなった。
その後昭和48年、現在地に念願の自前の工場を建設するとともに生産設備の近代化に努め、
昭和55年には精密小形歯車の量産用工具や金型から機械まで生産できる工場を完成させた。ま
た昭和63年には、事業の拡大に伴い、高砂工場が手狭になったため、埼玉県八潮市に新鋭工場
を建設するなど生産規模を拡大し、現在では、社員34人、売上は創業時の30倍を超す企業に成
長した。

当社は創業以来、一貫して歯車にテーマを絞り、事業を展開している。会長は事業を歯車に
特化したことについて、「父親がかつて精工舎の歯車技師で、幼い時から身近に時計づくりがあ
り、そのメカの大半が歯車で構成されていることから、学生時代から歯車の奥深さに心を惹か
れていた」と語る。
歯車と一言で言うが、その種類は金属やプラスチック等の素材・丸や角等の形状・大小と多
種多様で、回転運動も歯と歯のピッチの間隔や歯の大きさ、大小の歯車の組み合わせにより千
差万別になるなど、とても奥が深い。また、小形歯車の歯形にはそれぞれ製品の用途に応じて
特殊性が在り、時計やメーター・玩具など、その業界特有の歯車規格や世界規格を覚えなけれ
ば、顧客の要望に適った歯車金型の製作は出来ない。会長は、そのことを熟知した上で、「自分
が開発した歯車が、想像どおりに回転し、新たな力を伝えることにとても魅力を感じる」と語
る。当社には創業以来40年余りにわたる放電加工ソフトのストックと、精密加工技術で会得し
たノウハウがあり、そのことが優秀な金型造りに威力を発揮し、顧客の信用獲得につながって
いる。当社は、これまでに研究開発を積み重ね、取扱製品の種類を徐々に増やしてきたが、現
在は、モジュール0.04のマイクロマシン用小形プラスチック歯車から長さ2.5メートルの長尺プ
ラスチック歯車まで、様々な金属及びプラスチック歯車用金型、歯車製品を製作している。

モノづくりに対する会長の信念は、「新しい技術、アイデアに取組み歯車加工の未知の世界を
追求すること。自らの創意工夫により意図したモノが実現することは、モノづくり人生の愉悦
の極致である」という。この信念は、創業以来、他社の追従や真似はせず、独自に新分野に挑
戦する「パイオニア精神」として当社の伝統となり、今では一人ひとりの社員に浸透している。
会長は「どこの会社でも製造できる歯車なら、顧客はどこで購入するか分からない。当社にし
かできない歯車、当社に頼めば早く、安く、かつ精確にできる歯車の製造が顧客の確保につな
がる」と独自性の追求を強調する。「そのためには、歯車の更なる可能性を求めて技術の改良・
開発に励むことが重要で、トライ・アンド・エラーを繰り返し、失敗を積み重ねなければ、新
たな道は開けない」とパイオニア精神を持つことの重要性を語った。

当社が「伝統のパイオニア精神」を発揮し、技術の改良・開発に突き進んできた成果として、
これまでに取得してきた特許は、外国特許の６件を含め30件に上っている。その開発事例とし
て、現在では多くの企業に利用され、新たな工業部品の生産法として定着しているCD加工



（長尺棒加工法）がある。この加工法は、市
販されている金属からプラスチックまで、広
範囲の棒材の表面を加工する方法で、棒材を
CDダイスに通して引き抜く切削引抜加工で
ある。従来の熱処理や大量の切削油が必要な
絞り引き抜き方式に比べると、①作業がシン
プル、②棒材の加工硬化が生じない、③高精
度加工・省エネが可能、④量産性に富む、⑤
コストも1／3にダウン、など画期的な加工
法で、最大2.5メートル程度の精密ギヤ棒・
ローレット棒・異形棒の生産が可能となった。作業現場を見学すると、引き抜かれた一本の棒
材には均質なミゾが刻まれており、その棒材を必要な長さに切断することにより簡単に歯車が
製作されることが分かった。また、加工される棒材は、CDダイスの交換により、ローレット
のミゾをストレートからスパイラルまで、用途に応じ変えることもできる。
会長は、この加工法の開発に当たり「ダイスの製造・引き抜き工具の設計・作業方法等の開
発にとても苦心したが、回転工具の中に仕込まれたダイスから出てくるキラキラした丸棒は、
その出来上がった美しさが、まるでマジックを見ているようで、難解なダイスづくりの苦労を
忘れさせた。完成時のドッキリ感は、今でも忘れられない」と語る。なお、当社が開発した
CDダイスで製造したアヤ目ローレット（チバレット）は、その美しさから装飾ローレットと
して使用されることが評価され、平成10年に葛飾区優良製品賞を受賞している。また、当社が
開発したCDローレットの規格・標準は、現在、国内はもとより、海外までチバダイス規格と
して広く普及・定着している。
この他、当社にはノブシックギヤ（2つの平歯車を半ピッチ位相をずらして一体化し、噛み
あい率が一挙に2倍になった画期的なプラスチック歯車。低騒音・高寿命で世界特許を取得）
ユージックギヤ（油切れを押さえ耐久性が大幅に向上したスタミナ歯車。特許出願中）など、
独自に開発した製品が数多くある。

現社長の千葉英樹氏は、若いときからモノづくりには興味がなく、大学も文科系に進学した。
卒業後は株式会社ワコールに入社し、事務職として仕事をしていた。ところが入社2年後に、
会長が体調を崩し、当社の後継者問題が発生した
時に、「家業を継ぐのは自分しかいない」と決心
し、平成4年、当社に転職した。転職後は、一社
員として歯車の仕事を覚えるため現場に入り、ベ
テラン社員の指導の下、金型を造る仕事に携わっ
た。当初は、慣れない仕事のため、金型の製造に
時間がかかっていたが、朝8時半から翌朝まで仕
事をするなど、がむしゃらに仕事に取り組んでき
たせいもあり、数年で周りの社員からその存在を
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株式会社チバダイスが作る歯車の数々

千葉文夫会長（左）と英樹社長（右）
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認められるようになった。社長は「当時は社長の息子という特別扱いはなく、今でもそうです
が、社員の仲間に入れるかどうかはその人の仕事の結果次第です。当社は、社員一人ひとりが
役職にとらわれることなく、自由に意見を言えることが社風となっています」と話す。現在行
っている社員提案制度も、こうした社風が反映され、毎年20～30件あり、金型の構造に関する
提案が工程数の減少と製造時間の短縮を実現するなど、当社の活力につながっている。その後、
英樹氏は平成11年に社長に就任したが、その時の年齢は会長が独立した年齢と同じ30歳という
若さであった。

当社の取引先は、時計・OA機器・自動車等の完成品メーカーに歯車を納品する企業が主力
を占めている。ただ、最近のメカトロ機器や精密機器は小型化・省力化が急速に進み、さらに
多機能が求められるなど、マーケットの需要の変化が早くなっている。このため、従来のよう
に既存の取引先からの発注を待っているだけでは、完成品メーカーの需要の変化に迅速に対応
することができない。そこで社長はこのような状況を変えることに新たなビジネスチャンスが
あると考え、新たなビジネスモデルとして「プラスチック成型品高速試作シリーズ＜スピード
トライ＞」を構築した。＜スピードトライ＞は、メーカーがいち早く市場に商品を投入するこ
とができるよう、各種歯車の試作品を短納期（最短で3～5日で納品）かつ低価格で製作するも
のである。社長は「当社は技術力が高く優れた独自製品も揃っているが、営業力が弱いため、
メーカーに周知されていない点が経営の弱点だった。今後は、この＜スピードトライ＞をきっ
かけに、メーカーに直接提案できるよう営業力を強化していきたい」と技術力に見合った営業
力の強化を語った。なお、当社の＜スピードトライ＞は、現在、公社の※ニューマーケット開拓
支援事業の支援対象となり、いくつかの企業と成約に至る成果が出るなど、今後の発展が期待
できそうである。

現在、古希を迎えた会長は、当社の事業運営を全面的に社長に任せ、週2回、柴又に開いた
ギャラリーで、絵画や焼き物・骨董品を観賞し、心を和ませている。会長は、今後の当社のあ
り方について、「多くの先人は、その時代に必要な歯車を工夫して育て、後世に引き継いできた。
当社も、創業以来40年に渡り、現代の人々が必要とする歯車を開発し、世の中に提供してきた。
開発した一つひとつの歯車にはそれぞれ役割があり、その組み合わせにより色々な力が発揮さ
れる。その事は人の場合にも当てはまる。当社の社員には、各人が自分の役割を認識し、それ
ぞれの得意分野を伸ばしながらお互いに連携を深め、今後も良い歯車の花を咲かせてもらいた
い」と語る。その話を聞き、当社はこれからも、社長を軸として、社員一人ひとりの歯車が力
強く噛み合い、時代が必要とする新たな歯車の創造に挑戦していくことを確信し、工場を後に
した。

（城東地域中小企業振興センター　江畠　博）

企業名　株式会社チバダイス　　　　　代表取締役社長　千葉　英樹
所在地　葛飾区高砂1-26-2 電話 03-3696-4441
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技能と技術の融合を目指す熱処理のスペシャリスト
株式会社上島熱処理工業所

都営地下鉄線西馬込駅から小高い丘を越え、「大尽坂」を下ったところに当社はある。大尽坂

という名前は、昔、大尽（財産持ち）がこの辺りに住んでいたところから名付けられたという。

付近は準工業地域ということもあり、いくつかの工場が点在する。見渡すと中学校や老人ホー

ム、工場跡地への大規模マンションなども結構目立つ。都市化が工場立地としての厳しさを予

感させる。だが、工場に入ると情景は一変する。まさに活気ある工場が眼前に出現したのだ。

真っ赤に燃える炉には感動さえ覚えてしまう。

社長は「作業場として少し狭さを感じますが、この地は全国各地の得意先へのサービスや従

業員の生活環境などから考えると、なかなか魅力的な場所なのです」という。

「熱処理」とは「焼入れ」「焼戻し」「焼鈍し」など、工具や金型などの金属の硬度や靱（ジン）

性などをコントロールし、金属の性能を最大限引き出すための技術である。当社が得意とする

のは塩類の高温溶融槽を使った「ソルトバス」による熱処理である。ソルトバスは古典的な熱

処理法のひとつであり、かつては都内にも同業者がかなりあった。都内における同業者の転廃

業が進むなか、当社は厚生労働大臣に表彰された2名の「現代の名工」にみられる技能者の育

成と、業界に先駆ける技術・設備の導入により、高い品質と信頼性で得意先ニーズに応えてき

た。

一方、近年のハイテク化の進展に伴って各種機械・装置の精度や耐久性へのニーズは飛躍的

に高まり、多種少量化や複雑・高難度の加工へのシフトも進んだ。その結果、発注メーカーに

おける内製にも限界が生じ、専業者へ外注化する事例も増えた。こうした経営環境の変化を追

い風として、当社は熱処理のスペシャリストとしての地位を急速に高めている。

創業者である上島基之氏は現社長・秀美氏の父である。長野県辰野町の出身で、当時中国大
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連にあった同郷者が経営する製鋼メーカーに技術者として勤

務した。終戦により経営拠点は国内のみとなり、熱処理部門

を持つ切削工具メーカーとなった。勤務先の経営がさらに縮

小化に向ったため、これを契機として昭和29年に川崎市塚

越の借工場で独立した。同行してくれた熱処理の技能工と高

速度工具鋼の焼入れを行い、「ハイス（ハイスピード工具鋼）

の上島」として経営基盤を築いた。昭和32年、現在地に移

転した。

現社長は若いころ家業を継ぐ意志がなく、大学も商学部に

進んだ。昭和41年の卒業後は大手倉庫会社に就職し、そこで8年余りを過ごす。しかし、家業

の発展に伴って事業後継を意識し、昭和50年1月大手製鋼メーカーに入社し、現場業務などを

経験した。その後昭和51年9月に鉄鋼の調査研究などを行う部署に移り、昭和53年3月まで勤

務した。ここでクレーム調査などを担当することで、鉄鋼の初歩から応用まで幅広い知識と経

験を身に付けることができた。

当社に入った昭和53年以降も、新材料に対する熱処理の仕事の確保や、関連材料商ルートに

よる全国レベルの受注活動など、修行時代の経験や人間関係が当社の現在までの経営に大きな

影響を及ぼすことになった。そして、平成5年7月に先代より経営を委ねられ現在に至っている。

一方、現社長の後継者として現在25歳の長男がいる。平成17年3月に技術系の大学院を卒業

し、現社長がかつて勤務した製鋼メーカーに4月から勤務することになっている。大学院では、

同社、ならびに東京都立産業技術研究所と共同して熱処理に関する修士論文を書いた。5年ほ

どの実務経験を経て当社に戻り、後継者となる道筋もみえている。こうして新たな知識や技術

導入を図ることで、社長は「技術と技能の一体化」をもう一段高めることを思い描く。

現在、従業員は40名。そのうち34名が現場作業を担当する。熱処理技能者は、厚生労働省認

定の特級技能士が社長以下7名、1級7名、2級11名という充実ぶりである。「間接部門は最小限」

を徹底し、経理や一般事務をはじめ、見積、技術開発、技術相談などを社長以下わずか6名で

対応する。

社長はすべての社員が技術者、技能者であるべきだと考えている。そのため、営業部門は存

在せず、営業担当者もいない。名刺に「社長」や「○○部長」といった肩書きが見当たらない

のは、現場に敬意を表してのことだという。

代表取締役　上島秀美社長



得意先は、機械工具、金型、設備機器、航空機

部品などの金属加工メーカーを中心に500社を超

す。最上位の得意先でも社内シェアが10％を超え

ることはない。多品種が複雑に絡む作業手順は、

現場の判断を優先するため、すべて作業者に任せ

られている。作業ロットが小さく、ときに1000点

以上の加工物が現場に投入されるが、工程に大き

な混乱が生じたことはない。これも熟練のなせる

技といえるのかもしれない。

「ソルトバス」を中心とした当社の熱処理技術

は得意先からの信頼が厚く、「黙っていても」全国各地から受注・引き合いが来るのだという。

長年の取引にも関わらず、互いに担当者の顔を知らないといったエピソードもあるほどだ。ま

さに社長がいう「技術こそがセールスマン」なのである。高価な加工物が多いこともあって、

品質を直接左右する熱処理にコストダウンを要求する例は少ないという。当社も価格折衝には、

大量ロットの場合を除き基本的に応じない方針だ。むろん、技術への自信の裏返しでもある。

当社の経営理念の第一は「品質向上」であり、そのための独自の教育システムをもつ。社長

は品質を左右するのは「技能」であり、その技能を支えているのは何より「経験」であると考

えている。当社では専門的な技能を修得させるために、あえてローテーションを行なわない。

それでも特定部門で一人前になるには最低５年ほどかかる。さらに技能を指導する立場である

「親方」になるには10年以上の経験が必要だという。

当社では60歳の定年後も技能者として引き続き就労できる人事システムを採用している。

「現代の名工」の工場長も72歳ながらバリバリの現役として第一線で活躍している。現場では

名工を筆頭として、工程ごとに「親方」と「子方（コカタ）」がいわばセットとなって働く。社

長は「気の毒ですが、親方が引退しない限り、何年経っても子方のままなんです」と笑う。新

たな徒弟制度ともいうべきユニークな教育方法によって、徹底したOJTが展開されているので

ある。

こうして徹底した技能者育成を行なっている半面、社長は作業者の技能向上だけで盤石なも

東京の名匠29人の挑戦
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「現代の名工」（右）から若手への技の継承
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のづくりができるとは考えていない。技能と技術がマッチして、はじめて得意先が求める品質

が実現されるものと考えているからだ。例えば、真空炉は日本の一号機を導入している。また

「WPC処理」（微粒子によるショットピーニングという表面改質法の一種）、イオンプレーティ

ングなど、次々と新たな技術を積極的に取り入れ、自社技術として定着させてきた。また、近

年には金属材料の専門技術者を採用し、この春採用の新人にはIT 技術を駆使した生産管理シス

テムを構築に参画させる計画である。

さらに、高い品質水準と信頼性への要求に応えるため、ISO9001、14001の認証も業界で1、2

番に取得した。これも「技能を職人の世界だけに終わらせず、技能と技術の融合を目指したい」

とする考え方の成果のひとつである。

工具、金型、機能部品などに対する熱処理の

巧拙は、それらの寿命がつきるときにわかる。

納入時に外観などで技術力を評価してもらうこ

とは出来ない。特に、ハイテク機器が求める信

頼性及び性能保証は極めて高いレベルにあり、

まさに、「ハイテクを支えるローテク技術」と

して真価が問われる時代になった。それに応え

るため、当社では意識的に「過剰品質」を得意

先に提供する。例えば、得意先がロックウエル硬度「±１」を指定してきた場合、社内では処

理精度を「± 0.5」に設定する。また、手間のかかる工程でも一つひとつ手間と時間をかけて処

理する。これで複雑形状のものでは明らかに品質に差が出るという。先日も、一度他社に流れ

た金型が耐久性の問題から当社に戻ってきた。

発注メーカーが外注先を選定する場合、信頼性を重視する傾向が強まっている。「うちに来る

仕事の中には設計段階から『熱処理は上島で』と指定をいただくケースもあります。信頼を勝

ち取るのは何より実績です」と社長は胸を張る。その姿勢はこれからも変わることはない。

（城南地域中小企業振興センター　片岡　稔・大江　章雄）

企業名　株式会社上島熱処理工業所　　　　 代表取締役　上島　秀美

所在地　大田区仲池上2-23-13 電話 03-3753-7788

URL http://www.kamijima.co.jp
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マネジメントとテクノロジーの融合によるモノづくり
株式会社日野エンジニアリング

先代の興した技術を基盤として、二代目が最先端の技術と経営手法を融合させることで、絶

えざる改善を続ける株式会社日野エンジニアリングを東京都八王子市に訪ねた。製品開発に向

け革新的な経営に挑む企業が目立つ多摩地域にあっても、同社の経営戦略は注目に値するとこ

ろが大きい。同社の生い立ちから技術継承・第2創業～今後の経営スタンスを紹介する。

同社の生い立ちは、創業者の遠

藤喜美雄氏（現監査役）を抜きに

は語れない。喜美雄氏は、1922年

生まれの82歳。現在も工場現場

で職人技をいかんなく発揮してい

る。喜美雄氏の技術者としての歩

みは、戦前に富士電機へ入社した

ことから始まっている。モーター

技術部門へ配属された後、兵役等

を経て、戦後間もなく同社へ復帰。

後に当社のコア技術となる「巻線

モーター」部門において長として

技術指導を行ない、自身も一級回転組立技能士に合格し、文字通り富士電機の巻線モーター技

術の第一人者となった。

そして66年、まだ巻線モーターが外注も難しく高価であった時代の中、当時43歳の喜美雄氏

は独立を決意する。家電用のモーターについてメンテナンスニーズが高いということを察知し

ていたこともあったが、2人の息子さん（現会長保美氏・現社長正美氏）に大学教育を受けさ

せたいという気持ちも大きな引き金となった。兄弟からの出資を受け、土地・建物・設備に投

資を行い、日野市内に日野電機（現、日野エンジニアリング製造部門）を設立するに至った。

スピンオフが皆無に近い時代、法人からの注文がままならないため、自転車で日野市内を廻り、

消費者から直接、扇風機や洗濯機モーターのメンテナンスの注文を取ることが中心となった。

名工：遠藤喜美雄氏（現監査役、創業者）
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その後、富士電機から巻き線に関する仕事の全面発注を受け、塗装工場を設けるなど企業とし

て軌道に乗り始めた。そうした時、71年に入社したのが、二代目である現会長の保美氏である。

当時、保美氏は、セールスエン

ジニアとして全国各地を駆けめぐ

ることを夢見ていた。しかし、喜

美雄氏の強い要請により日野電機

へ入社することとなった。保美氏

は、敢えて巻線技術の担当には就

かず、企業の将来も考慮し、プリ

ント基板のアセンブリーを手掛け

ることとなり、78年には、近隣の

アパートを借り技術部を立ち上げ

た。そして、喜美雄氏から別会社

として事業化するよう指示を受け

設立したのが、（株）日野エンジニアリングである。保美氏29歳の時である。しかし、創業時

は月商10万円にも満たない月もあり、喜美雄氏からは解散をほのめかされた。保美氏は、当時

二人三脚で技術開発にあたっていた一回り以上年長の現技術顧問から、電気・電子分野開発の

イロハについて厳しく仕込まれていった。当時としては異端であった、マイコンハード・アッ

センブラーソフトをコア技術とした。その甲斐あって、80年代には、カメラストロボ関連の自

動試験機製造に成功し、営業課も創設するなど、徐々にOEMメーカーとしてのポジションを

築き上げていった。

そして、90年代初頭のバブル崩壊の中、当社はいよいよ自社製品の製造に乗り出していく。

ほぼ時期を同じくし、70歳となった喜美雄氏は、後進に技術を託し一線から身を退き、保美氏

が、喜美雄氏独立と同じ43歳で日野電機・日野エンジニアリング、両社の社長に就任した。計

測制御用のタッチパネル式パネルコンピュータの製作は、日野エンジニアリングが取引先の分

散化戦略を取り入れる契機となった。製品のラインアップが拡充したことに伴いカタログ掲載

を開始し、展示会・業界紙への進出も始めた。その結果、メーカー技術者から直で引き合いが

来るなど、自社コア技術に適した、業界の技術の潮流を読み取る手段を得ることができるよう

になった。また、この頃には、世の中でもゲノム解析に代表されるバイオテクノロジーが進展

し、保美氏自身も、病院へ出入りする機会を持ち、長年蓄積してきたコア技術と医療分野との

適合を模索したのであった。

熟練技術と新技術の融合



やがて日野エンジニアリングが、

医療分野の技術シーズを獲得する

機会が訪れた。2002年10月に多摩

中小企業振興センターが開催した

産学公マッチング交流会である。

保美氏は日本大学（NUBIC）のブ

ースを訪れた。そこで、小回りの

効く中小企業の利点と自社コア技

術をバックグラウンドとして、医

療分野との適合について相談を行

なった。これが出発点となり、医

師や研究者の立場から治療ニーズ

を抱えていた日本大学と筑波大学の研究者との間で、心臓血管バイパス評価試験装置の開発に

関する技術移転を受けることができた。自社を見つけてもらうのではなく、展示会・業界紙な

どを活用して積極的にアピールを行った経験の蓄積が、こうした場でも生かされたのである。

その後、同センターのアドバイスもあり、ISO認証取得等のために公的資金を活用するなど

経営力強化への布石も打っている。装置開発も、プロトタイプの製作を終え、いよいよ医療補

助器として製造準備に取り掛かるところである。保美氏は、医療補助器から派生発展していく

テーマについても、１社単独での開発が難しい場合には、社外であっても大学のように有力技

術を保有する機関との連携を、重要な経営手法として取り入れていく方針であるという。

保美氏は、多摩中小企業振興センターの異業種グループACT30の会員でもある。ACT30は、

多摩地域の有力なモノづくり企業が多く会員となっているが、年齢や経歴はまちまちである。

事業継承等を目的とするACT30では、企業経営を立体的に見つめ直す場として、意見交換の中

から多くを吸収しているという。

企業としての立ち上がりはスピンオフであったが、今後の経営は、良品の製造は無論のこと、

営業がつかんできた情報を技術者・役員がキャッチして製造に活かす、マーケットインの発想

で技術を売っていくことで、手堅く利益を上げる企業体質への転換を指向している。いわば、

マネジメントとテクノロジーの融合である。

現在、日野エンジニアリング・日野電機の社長は、財務面・営業面に精通した弟の正美氏が

東京の名匠29人の挑戦
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ITを組みこんだモノづくり
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務めている。正美氏は経営全般に

わたり、現在進行形のビジネスの

拡充を担っている。一方、会長で

ある保美氏は、コア技術を磨きつ

つ、将来の経営企画を模索する中

で、新たな情報を先取し未来形の

ビジネスづくりを担っている。両

者でマネジメントとテクノロジー

の融合を実践しようとしている。

同社では、今夏より新たなPR戦

略をとっていくという。それは、

77歳でモノづくりの現場にカムバ

ックした喜美雄氏の原点であり、また企業の原点でもある巻線技術である。企業が大きくなっ

た現在も、喜美雄氏は育ててくれた富士電機への恩は、決して忘れないという。82歳にして、

富士電機の開発部門から仕事をいただくが、喜美雄氏は労を惜しまず、モノづくりへの努力を

続けている。

今もなお、企業誕生時の気持ちを失うことなく、バイオテクノロジーとITの融合という最先

端の技術に挑み続ける、日野エンジニアリング。仕事の段取りを考える喜美雄氏の隣りで、「親

父の域に達するには道半ば。モノづくりは奥が深く、未だ親父に追いつけない自分を発見する

ことが多いです」と破顔一笑する保美氏が、弟の正美氏と二人三脚で牽引する、日野エンジニ

アリングの成長を今後も見守っていきたい。

（多摩中小企業振興センター　須崎　数正）

企業名　株式会社日野エンジニアリング　　代表取締役会長　遠藤　保美

代表取締役社長　遠藤　正美

所在地　八王子市高倉町60-7 電話 0426-56-1161

URL http://www.hinoeng.co.jp

マネジメントとテクノロジーの融合を目指す創業者（右）と二代目（左）
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燃える技術者集団の挑戦！
株式会社モリカワ

「環境ビジネスは、なかなか売上につながらないと思っていたのですが、おかげさまでここの

ところようやく……」路面電車が走り、どこか懐かしい風情が残る大塚駅に程近い株式会社モ

リカワ（以下モリカワ）の応接室で、森川潔社長はこう語り出した。

京都議定書の例をひも解くまでもなく、企業のあらゆる活動は、現在「環境」というキーワ

ード無しには語れない状況になってきている。ISO14000シリーズなどへの関心、取得熱の高さ

にもそれはあらわれている。モリカワはそのような市場環境の中、「環境負荷の低減と経済的価

値の付与」をテーマにした優秀な商品を武器に、チャレンジを続けている活力ある企業である。

取材当日約束の時間に伺ったものの、少し待つことになった。これも、大手企業からの引き

合いによる商談が長引いたためで、成長期の企業にはよくある話である。しかし、冒頭にもあ

るように、この段階に至るまでは決して平坦な道などではなかったと森川社長はいう。

モリカワは昭和36年、母体企業である森川産業株式会社が
生産する冷凍・空調用バルブの販売を目的に設立された森川興
業株式会社（昭和40年に森川バルブ株式会社に社名変更）に
端を発する。そして同バルブにおける圧倒的なシェアを確保す
る一方、平成2年に母体の多角化の一環として、バルブでの低
温技術を生かしたフロンガス回収事業に着手した。オゾン層破
壊の要因として、フロンガスに注目が集まり始めた時期である。
しかし、当時の社会背景（不十分な法規制、希薄な市場認知）
から、事業の推進は困難を極め、代替フロンの登場がさらにそ
の追い討ちをかけた。社内資料にも「細々と事業の継続をするにとどまった」とある。
「いや、それはもう大変な状況でした」
森川社長はにが笑いをしながら当時を回想する。しかしこの逆境がモリカワの技術者集団に
火をつけることになった。フロンガス回収のノウハウを発展させ、独自技術「圧縮深冷凝縮技
術」を発明し、画期的なガス回収リサイクルシステム「SOLTRAP Sシリーズ」（以下Sシリー
ズ）の製品化に成功したのである。この発明のプロセスにおいて重要なことは「何でも言い合
える雰囲気作りと愚直にチャレンジすること」だと森川社長は力説している。卓越した「技」
を生み出す技術者集団を統率するリーダーたる姿勢が伺える言葉である。
このSシリーズの発売を期に当事業は好転していく。平成10年に「環境」「バルブ」「電子」
の3部門体制を確立、社名も現在の「株式会社モリカワ」に変更した。翌11年には長野工場の

技術者集団を率いる森川潔社長
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稼動、新分野進出法や中小企業創造活動促進法の認定、主力商品となったSシリーズが「優秀
環境装置日本産業機械工業会会長賞」を受賞するに至った。そして平成14年には経営革新法の
認定、増資と快進撃が続き、現在に至っている。
では、この快進撃のきっかけとなった「圧縮深冷凝縮技術」、そしてその製品の持つ商品力と
はいかなるものか？について紹介してみたい。

現在、様々な製品において部品の電子化が進んでいる。電
子部品は絶対的な精密さが求められ、ミクロン単位のチリの
付着も許されない。そのためには生産の過程において「洗浄」
という行程が重要になる。洗浄には塩化メチレンなどの有機
溶剤が多く使用されているが、この溶剤が洗浄の過程で気化
し、ガスとなり、大気中に拡散し、大気汚染因子のひとつに
なっている。これらは、常温で蒸発・気化する有機化合物
（Volatile Organic Compounds）すなわちVOCガスと呼ばれ、
環境省を始め、各自治体がその規制を強化しようとしている
ものである。
モリカワの「圧縮深冷凝縮技術」は、この気化したガスを
捕捉して、独自のノウハウで圧縮し、マイナス3～40度まで
冷やすことにより液化させ、溶剤として再回収するシステム
である。この方式のメリットは、「省スペース」「省電力（廉
価なランニングコスト）」そして「（発生するガスの）高回収
率」などが挙げられる。つまり環境への負荷を低減する機能
において、強い商品力を持っているということである。
そしてもうひとつの大きなメリットは「回収する溶剤の劣
化が極小」ということである。つまりこのシステムによって、
高価である有機溶剤の効率的なリサイクルが可能になり、こ
れを設置した企業の「溶剤購入コスト」の大幅低減が実現す
るのである。
環境問題への対策は、まずそのモトを押さえ、有害物質の発生を低減させることが考えられ
る。しかしそれだけでは「“環境への悪影響”というマイナスのモノがゼロの状態に近づく」と
いうだけで企業には直接的な経済的メリットは生じない。しかし、溶剤の効率的なリサイクル
の実現は「環境負荷の低減とともに、溶剤購入コストの低減という直接的な“経済的価値”を
生み出す」のである。つまり「環境汚染というマイナス面が、ゼロを飛び越え、一気に企業に
とってプラスの側面へ転化する」という効用をもたらすわけである。
環境問題は今や全地球的問題であり、誰もが真剣に取り組まなければならないことである。
しかしながら一個人ならばともかく、営利を追求する企業においては、経済的な価値が見出せ
なければ、それがコストとして経営を圧迫する要因にもなりうるわけで、両刃の剣である、と
の声が多い。
モリカワの「圧縮深冷凝縮技術」及びその製品群は、環境負荷の低減と経済的メリットを両

主力商品のSOLTRAPSシリーズ

圧縮深冷凝縮技術を利用したSシリーズ
のフロー図
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立させた、循環型社会にマッチする“優れもの”であると言えよう。紙面の都合で一つ一つの
商品は紹介できないが、ご興味のある方は下記の連絡先にお問い合わせ頂きたい。
次に、森川社長の事業に対する思い、将来への展望などにスポットを当ててみよう。

「繰り返しになりますが、大事なのは“ひらめき”と何事にも“愚直にチャレンジする”こと
だと思います。いや、まあそんなにかっこいいものじゃないですよ……」
事業に対しての心構えや、成功するための秘訣は何であるか？　とお聞きした時の森川社長
の答えである。これはモリカワの歩んできた道のりを振り返ると分かりやすい。まず、母体の
森川産業からして、もともとは「鋳物」メーカーであった。しかし、企業として自立し、生き
残っていく道を探索し続ける過程で、実兄である森川健司会長のひらめきがあった。それは、
鋳物鋳造で得たノウハウ、すなわちその「技」を大型の冷凍・空調用バルブに特化することに
活路を見出すことだった。
この試みは成功し、モリカワブランドの大型冷凍用バルブでシェア70％を獲得するに至った
のは前述のとおりである。そして、次のひらめきは冷蔵・冷凍バルブで得た「冷やす技術」を
環境ビジネスに生かせないかということであった。こちらは、フロン回収事業で苦渋をなめる
ことになるが、ついには「圧縮深冷凝縮技術」を生み出し、モリカワの中核事業を支える原動
力となるのである。
会長のひらめきを実弟の森川社長が「愚直にチャレンジする」ことで、それぞれ収益事業に
育てあげた。まさにモリカワの活力の源は、この“ひらめき”と、“愚直にチャレンジし続ける”
ことであると言えよう。ひらめきが「技」の種を生み、愚直なチャレンジがその「技」を磨く。
そして磨かれた「技」が新たなひらめきを生んでいく。そのような営みが垣間見える話である。
これも「技」が「継承」されていくひとつの形態といえるだろう。

森川社長はこう続ける。
「アイデアを発想して、それを実現するためにチャレン
ジし続ける仕組み作り、と言うのかな、そんな企業風土を、
10年後、20年後に向けて、創っていきたいですね。それ
が、次々に新しい技術や強い商品を生み出すことにつなが
ると思うんです」
森川社長は企業の存続の重要なポイントとして「強い商
品力」を挙げる。そして強い商品を創るためには、「独創
的なアイデア」と「商品化～販売へとつなげる不屈の努力」
が必要であるという。将来に向けてこの“技を生み出す仕
組み”を組織全体に浸透させていきたいという考えをお持ちのようである。
現在、モリカワの従業員は31名。うち半数が「技術者」で構成されている。そして今後の採
用計画を見ても、営業系の人員よりも技術系の人員をさらに強化していく考えが見え、強い商
品を創るための「技術力」を最重要視していることが良く分かる。

役員を務める森川潤一氏（隣は森川社長）
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そして技術者集団の拠点である長野事業所で陣頭指揮を執るのが、森川会長のご子息、すな
わち森川社長には甥に当たる森川潤一氏である。潤一氏は35歳、理工系の出身で電気工学の分
野に明るい。大学卒業後は、別会社で営業兼SEとしてクリエイティブと営業実務の経験を積み、
同社入社後はそれらの経験を生かし、技術者集団を率いる後継者として、辣腕を振るっている。
モリカワは、社長が命名する所の「燃える技術者集団」に若きリーダーを得て、磐石の布陣
で将来を見据えている。
また、外部ネットワークの活用にも余念はない。信州大学や東京都産業技術研究センターな
どの「学」「官」との協力関係を構築し、アイデアを育む環境を確保している。特に外部からの
様々な刺激は有益かつ重要であり、「社外のネットワーク強化は当社にとって欠かせない」、と
森川社長は語る。
モリカワの今後の課題としては「製品の汎用性（対象溶剤の拡大）」「更なる省スペース、低
コスト化」「販売ネットワーク体制の拡充」などが挙げられるが、現在の状況からすると、いず
れも早いタイミングでクリアできそうな気配である。そして、その先にはモリカワの大志があ
る。

「大志って言うんですかね。大きい目標や夢がないと仕事してても面白くないじゃないですか」
森川社長は、取材の最後に少し照れつつもこのように語った。モリカワの将来の目標を尋ね
た時だ。その「大志」とは「10年後に環境機器部門で売上100億円を達成する」ことだという。
今期の目標売上が約７億円であるので、実に10倍以上の目標となる。
無謀だという人もあるかもしれないが、組織の構成員に素養があり、市場に成長性が見込ま
れる場合は、高めの目標を設定することにより、組織はより活性化するものである。
10年後、更に自社を高みに導くビジョン、そしてその裏づけとなる自信を、皆さんはお持ち
だろうか？
今回の「技の継承」は、技そのものの継承というよりは「技を生み出し、継承していく環境」
をいかに創りあげていくか、というテーマでお届けした。多種多様な中小企業の活力の根幹が
「技」であり「技術力」である。そして、それらは組織内の環境が整備されてはじめて、将来へ
継承されていくのである。
果たして森川社長の大志は実現するのか？
燃える技術者集団のチャレンジに熱いエールを送りたい。

（取引振興課　大場　順二）

追記：①平成17年6月　Sシリーズ装置で、環境省環境技術実証モデル事業対象技術に選定され、実証試験結果が公
開される。

②平成18年4月　経済産業省中小企業「元気なものづくり中小企業300社」に選定される。

企業名　株式会社モリカワ　　　　　代表取締役社長　森川　潔
所在地　豊島区上池袋1-33-20 電話 03-3918-2364（本社）

URL http://www.morikawa-ltd.co.jp
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“TOKI”ブランドを生んだものづくり哲学
秀和工業株式会社

ホビー用ラジコンエンジンメーカーである秀和工業株式会社は、「脱下請」「OEMからメーカ

ーへの転換」を図るべく事業活動（特に製品開発）に励んでいる。「会社の規模を大きくするこ

とよりも『お客様の声』を聴き、それを待ち望んでいる方に提供することの方が大切である」

と社長は語る。

今回は「楽しむ心」と「科学する心」をモットーとする同社の生い立ちや技術継承などにつ

いて紹介したい。

津野社長は中学卒業後、板橋区前野町の鋳物工場に約7年間勤務し、金型製作技術を習得し

た。「いつか独立し、自分の工場を持ちたい」という夢の実現に向けて多種多様な工作機械を使

えるように努力をしたのもこの時期であった。

この頃、ある企業で工作機械のオペレーターとしてラジコンエンジンの加工に携わったわけ

だが、これがラジコンとの出会いであったという。当時を振り返るとその頃はラジコンも今ほ

ど普及していなかったので、「正直あまり興味を持っていたわけではなく、後に人生を大きく左

右するものになろうとは考えてもいなかった」と語る。

昭和50年に同社を設立し、昭和52年に津

野社長が就任。会社設立当初は大手ラジコ

ン模型メーカー1社のみから設計・組み立

てを請け負っていたが、その発注先企業が

海外生産にシフトしたため、受注が激減。

そこで、ラジコン模型用エンジンのOEM

（相手先ブランドによる受注生産）に舵を切

り、納入先を数社から10社程度へと拡大し

たが平成14年に再び転機が訪れる。売上の

6割以上を占める米国系メーカーとの取引を
テスト飛行用試作8号機《発売予定》

機体は秀和工業オリジナル設計
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中止したのである。その時津野社長は、「値下げ要請など相手の都合に振り回されるのではなく、

メーカーとして自立した経営を目指そう」と大きな決断をしたという。その後同社は平成15年

には自社ブランドの「TOKI」でエンジンの販売を開始、平成17年にはダクテッド・ファン（注）

のエンジンを付けた機体も販売開始するなど、独自ブランドを持つメーカーへの道を着実に進

んでいる。

OEMからメーカーに転身を遂げた同社の特徴は、「お客様の声」を丁寧に聴いて製品の企

画・開発に反映させるところにある。だからと言ってその声を鵜呑みにせず、「自分たちでいい

のか悪いのか評価できる力を持たなければならない」と考えている。

最近はエンドユーザーへの直販も始めたが、ここでは「お客様は神様」であり、そこからい

ろいろ教わることもある。現在はマニアにテストモニターとして協力いただいているが、いず

れは制度化し、情報収集する仕組みを確立する予定である。津野社長は「真摯にお客様の声を

傾聴する心がもっとも製品開発に大切なことである」と語っている。

津野社長の子息である晃一さんは大学卒業後、試作品メーカーに入社。大手自動車メーカー、

家電メーカーなどの試作品の加工に従事してきた。その後同社に入社、独学で3次元CADを習

得し自由に使いこなすまでになった。

現在は社長が図面に平書きし、晃一さんが3次元CADに落とし込むという設計･開発の流れ

を取っている。晃一さんは「デザイン云々よりも、設計・開発したものが形となり、それが思

った動きをするかどうか」ということに最も気を使うそうだ。

これまでラジコン飛行機といえばプロペラが付いたものが多く本物のジェット機を模するの

は難しかった。しかし小型ジェットエンジ

ンともいえるダクテッド・ファンを搭載す

ることで、ジェット機本来のサウンドやビ

ジュアルを体感することができるようにな

った。とはいえ従来のダクテッド・ファン

機はプロペラ機と比べ舵が利きにくく、エ

ンジンの重量もあるため機体も大型であ

り、ダイナミックな飛行は難しい。そこで

同社は、軽量化したエンジンと改良に改良

を重ねたファンと特殊マフラーを開発し、 左から故津野社長、河村さん、津野晃一さん



本物のジェット機に一歩近づくことができた。

開発途中で苦労した点はファンの羽だった。作り始めは1枚仕上げるのに4日もかかっていた

が、コツをつかんでからは1日半程度で仕上がるようになった。試作品は50種以上にもおよび、

4枚から12枚までのブレード、翼断面、ボスの形状、中心部とブレード外周部のピッチの組み

合わせ等々。またテストは2週間に1回のペースで実施、完成までには2年の月日を費やした、

これぞ「職人魂」である。会社一丸となり試行錯誤してようやく開発に成功した製品。閧の声

の【トキ】に因んでつけられたブランド名「TOKI」が誇らしく、輝いて見えた。

話は社長の若かりし頃に移り、ある失敗談になった。

サラリーマン時代、鉄道の枕木を抑えるボルトを作った時の出来事で、その大きさ（形状）

を間違え大きな問題を引き起こしてしまったそうだ。だが当時の社長は一言も怒らなかったと

いう。津野社長はそのことから「失敗は成功のもと」であり、真面目にやって失敗するのなら

ば、それはそれで（成功に一歩近づいたことであり）いいのではないかとの考えに至った。

「社長にとってものづくりとは？」との問いに、「ものづくりは情熱。ただし、基礎的な技術

を習得していなければいいものは作れない。そういう点では、若いころ鋳物作りで培った技術

が活きている。ものづくりは面白いよ」としみじみ語ってくれた。

晃一さんは同社の今後の経営課題を「インフラの整備・社員のスキルアップである」と考え

ているそうだ。「3次元CADを全員が使えるようにして、社員のスキルの底上げを図りたい。そ

れにより、『企画→設計・開発→加工→テスト→評価』の各工程をひとりずつが受け持てるよう

になれば、少人数で会社を切り盛りできるようになる。分業化して、社員の腕が上がれば付加

価値の高い仕事ができるようになる」と語る。

社長は晃一さんに対し、「設計者や開発者が自分で機体を動かさないと良いものはできない」

など厳しいことを言っていても、仕事に対する姿勢には一目置いているようだ。晃一さんも

「社長に直接教わった事はあまり多くないが、こうした環境を与えてもらったことには感謝して

いる」と語っている。

後継者不足に悩む中小企業が多い中、本社、羽生工場共に若手の後継者をもつ同社。ノウハ

ウ継承こそ将来の発展の鍵になるに違いない。
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社長は「どうせやるなら、人が今までに

やらないものをやっていきたい。例えば、

低コストのエンジンを積んだ製品も検討し

たい」と新製品開発に意欲をみせている。

レース用エンジンはレースに勝つための

設計・開発が必要であり、性能如何で売れ

るか売れないかが決まる。一方、キット用

は、価格が第一でコストダウンが要求され

る。コストダウンを図るためには生産性の

向上や機械設備の選定が重要である。今後

もより低コストでより良いものを作り上げていきたいと考えている。

晃一さんは「レース用のような高付加価値高性能製品の開発を強化していきたい」と今後の

展望を語る。

現在はターボジェットエンジンを小型化する開発を行なっており、「低コストでより本物に近

づくものを模索したい。また、クラシック機の模型などにもチャレンジしたい」と夢を語って

くれた。

今回取材した秀和工業では「ものづくりを楽しむこと」が新たなアイデアや企画・開発する

原動力となっている。その実現に向けた数多くの試みも成功へのプロセスであり発見の連続だ

った。この奮闘の歴史はいつしか「技術・開発力」という「強み」に変化し、それを核として

同社は大きく動き出したところである。「下請企業」から「自立型メーカー」へと脱皮する秀和

工業の事例は革新型経営を目指す多くの中小企業のプロトタイプになるであろう。新たなステ

ージに向けて大きく羽ばたく姿を今後も見守っていきたい。

（事業戦略支援室　片倉　圭三・山本　康博）

（注）円筒状のダクトの中で複数のブレードが高速回転し推力を生み出す動力ユニット。ジェット機のスケールモデ
ルなどによく利用される。

追記：平成18年4月7日　前代表者 津野 英史氏がお亡くなりになりました。生前の功績を称え、心よりご冥福をお祈
りいたします。

企業名　秀和工業株式会社　　　　　　　 代表取締役　津野　協子

所在地　板橋区徳丸6-4-3 電話 03-3935-5230 

URL http://www.tokiengine.co.jp

現在開発中のターボジェットエンジン
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伝統技術に新しい息吹を与え、需要拡大に邁進する“伝導者”
株式会社和香

名刺の台紙を印刷業者に納入するメーカーとして創業した荒川区の株式会社和香は、名刺の

台紙では加工度が少なく企業としての発展性が少ないので、伝統的な技術として残っている箔

押しを生かし、当時増加していた婚礼人口に注目し、婚礼分野の製品を箔押しで作る事業にと

り組み始めた。「箔の表現力のすばらしさ、可能性を知らない人が多いですね」「箔のすばらし

さ、可能性をもっともっと皆さんにわかってもらいたいですね」「そのための情報発信者、伝道

者でありたい」と箔押しの市場開拓に対する夢を社長に語って頂いた。

デザイナーなどと連携して箔押しの市場開拓に取り組む同社の社長と箔押しの技術継承など

について紹介したい。

箔押しとは何かと問いかけられて即座に答えられる人が何人いるであろうか？　私たちの身

近には1万円札などの紙幣の左下に印刷されている。広辞苑によると金・銀・色箔を器物など

の表面に貼付することで、多く蒔絵に用いられ、また書物の製本で表紙や背などの文字や図を

表すのに用いられており、その歴史は古い。現在の箔押しとは違うが、遠く奈良の東大寺大仏

も純金箔で覆われていた。この純金箔は金をたたきのばして紙のように薄く平らに延ばしたも

ので、仏像とか蒔絵などの工芸品に張る。これに対し現在の箔押しの加工の主流はアルミニウ

ムを蒸着させて色とか模様を加工したものとなっている。

機械と金板により箔に熱と圧力を与えて素材（印刷の対象となる表面）に箔を転写すること

が「箔押し」であり、箔が転写された表面は、通常の印刷では表現しがたいメタリックな光沢

により、商品の加飾性と付加価値を高め、高級感、荘重感、優雅さなどの美的効果（付加価値）

を表現することができる。技術進歩により紙、布、プラスチック、皮革など幅広い素材に箔押

し加工できるため、紙幣、教典・書籍・手帳などの表面、カタログ、グリーティングカード、

結婚式の招待状・席順表等、幅広い用途に利用されている。

都電荒川2丁目駅から徒歩1分の所に（株）和香の本社及び本社工場がある。（株）和香は昭

和40年3月、現経営者の父親により荒川区日暮里に和香名刺株式会社として産声をあげた。創

業当初は印刷用の白い紙を名刺大に裁断し、箱に入れて印刷会社に納入することを主たる業務

とする企業であった。名刺台紙の販売では加工を加える余地がなく、しかも後発メーカーであ
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ったので、加工度・付加価値を高める工夫を考え試行錯誤を

繰り返した。折しも婚礼人口が増加を続けていたことに目を

つけ、昭和50年頃から結婚式の招待状、席順カードに多様な

デザインで箔押し印刷した商品を提案し、販売することを始

めた。当社がそれまで蓄積してきた紙加工と箔押し加工の技

術を活かして、拡大していた婚礼市場に参入したわけである。

昭和50年頃は金縁、金寿のカードが招待状の典型であったが、

当社は金以外の箔を使った、多彩なデザインのカードを企画

提案し、注目された。

現経営者遠藤晶土（まさくに）氏は、昭和44年に和香名刺

株式会社に入社し、主に営業を任され、婚礼用の商品開発に

全力を尽くすとともに、婚礼用品に使っている箔押しの技術

を婚礼以外にも使えるというニーズを感じ取り、婚礼以外の市場拡大にも力を入れてきた。昭

和60年社長就任、業務拡大を機会に株式会社和香に社名変更した。平成2年には現在地に本

社・工場を竣工し、移転した。現在従業員は20名ほどでそのうち箔押し技術の担当者は工場長

を含め4名である。

箔押しをした製品ができるまでの当社の主な業務の流れは、箔のメーカーから箔の材料を仕

入れ⇒製紙メーカーから紙の仕入れ⇒素材（箔押対象物）に箔押し加工⇒得意先へ納入である。

箔押しはHot Press またはHot Stamping ともいわれ、機械と金版により熱で箔を転写する方

法のことである。箔押しの加工方法には「箔押し加工」「カラ押し加工」「浮き出し加工」など

があり、このうち代表的な箔押し加工の工程は右図に示すとおりである。

箔の素材には最も一般的なメタリックホイル（金属蒸着箔）をはじめとして、ピグメントホ

イル、パールホイル（優雅な雰囲気を出す）、メタルフレークホイル、ホログラムホイル（ブロ

ンズ箔）、クリヤー箔（透明箔）、純金箔（仏壇、仏具、寺院の装飾などに利用）など、非常に

多数あり、またカラーも豊富にある。

これに豊富な紙等の箔押し対象物の種類を組み合わせると際限のないほど多彩な組み合わせ

の箔押し製品を企画提案できる。箔押しに力を入れている当社では自社の製品を見本として多

箔押加工

代表取締役社長遠藤晶土氏



彩な提案ができることを強みとしている。

デザイナーの多様な要望に応じていこうと

する努力の中で箔押しの技術を一段と高め

ていっている点も認められる。

さらに当社ではデザイナー、美術大学と

の連携に力を入れようとしており、優れた

デザインの箔押し製品を多様に企画提案で

きる点も優位な点といえよう。また、当社

では紙加工の業歴が長いため、適切な紙の

選択から箔押し、製品作りまで一貫生産で

きる点も強みともなっている。

箔押しの良し悪しの決め手は文字・模様をいかにきれいに転写させるかであり、デザインを

最大限活かすものでなければならない。そのためには、素材に対して最も適した箔と機械・金

版を選び、また最も適した作業条件、すなわち温度・加圧をいかに適切に設定し、ムラ取りで

きるかにある。当社の箔押し作業の責任者である取締役製造部長の木村博純氏は箔押しのポイ

ントは「温度と加圧の適正な管理」「箔を均一に対象表面にむらなく貼り付けること」であると

語っていた。これができるようになり一人前になるには最短でも4、5年かかると言われており、

当社ではOJTでこの教育に力を入れている。当社では後継者を一人前に育てていくためにはい

きなり箔押しをさせるのではなく、紙の選択、紙の揃え方、断裁の仕方、筋押しの仕方などを

十分に経験してもらい、紙になじんでもらってから箔押しの機械の操作に回ってもらうように

している。紙の取り扱いなど印刷の知識を総合的に習得してから箔押しの作業に移らないと満

足な製品ができない。箔押しは「ムラとりに始まり、ムラ取りにおわる」（木村博純取締役製造

部長）。当社の製造部は顧客の多少無理な要求にもできるだけ応えようという姿勢を持ち、「そ

れが当社の技術のスキルアップにつながっている」とは、これも木村製造部長の言葉である。

当社の技術は有力なデザイナーや美術大学、印刷会社などから高い評価を得ており、また製

紙メーカーや箔のメーカーからは新しい紙や材料のテスト依頼も当社に持ち込まれている。

「箔を知らない人が多いのですよ」「デザイナーの中にも箔押しについて知らないデザイナー

が増えていますね」「箔は金ピカであり、高価であるという箔に対する誤解がまかり通っている」

と遠藤社長は残念がる。社長に就任以来、箔に対する誤解を解き、箔の優れた点、いろいろな

用途への利用できる可能性を訴え続けている。「私は箔の伝道者でありたい、開拓者でありたい」

とまで社長の言葉の端々に箔に対する熱い思いが飛び出す。箔押しを愛する営業畑出身の経営

者らしい言葉である。

この業界では受注生産で箔押し製品を作る同業者が多い中で、当社は婚礼分野の箔押しの既

製品（結婚式招待状、席順カードなど）をオリジナル商品として今まで作り続けてきたメーカ
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時計回りに左より金版、箔、箔押し後の製品
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ーとしての蓄積があること、そして箔の良

さ、可能性を市場を開拓していくことを通

じて訴え続けている（これを遠藤社長は

「情報発信」と言っている）こと、この2点

が後発メーカーながら箔押しの分野では当

社が着実な歩みを続けている理由と取材を

していて感じられた。

箔について知らない人が多いこと、箔に

対する誤解、認識不足を解消していくため

にさらに「情報発信」し、「箔そのものの

宣伝、及び当社の宣伝をしていくことが今後の課題である」と遠藤社長は熱っぽく語ってくれ

た。「金ぴかのイメージが強い金箔だけが箔ではなく、パール箔、透明箔などで金色のぎらぎら

の程度を押さえた箔押しができること、また、使い方によってコストパフォーマンスにも抜群

の強みがあることをもっとPRしていきたいのですが、残念ながら写真とかパソコンでは光沢の

ある箔の良さをうまく表現できません」と社長は残念がる。しかし、「同時にそのことが逆に業

者にも箔デザインのユーザーにも大きなビジネスチャンスである」と社長は前向きにとらえて

いた。

今日、産学公連携は話題となっているが、今後、箔のすばらしさとその可能性を広く社会に

知ってもらい、業界全体の発展を図るために、「箔押しの分野でもデザイナー、美術大学などと

の産学公連携に力を入れてほしい」と遠藤社長は要望している。遠藤社長はデザイナーとの連

携に力を入れており（作業工程を公開し、勉強会を催しているので、ご希望の方は是非御一報

頂きたい由である）、また、東京都中小企業振興公社に※登録のデザイナーやその他専門家の相

談を度々受けたり、東京都立産業技術研究センターにも足を運ぶなど、事業のさらなる発展に

向け外部の専門家や専門機関との連携に取組んでいる。

現在は、さらに異業種とのコラボレイトを積極的にはかり、食品への箔加工、QRコードでの

携帯コンテンツ等、新しい「箔」の需要開拓も研究中である。箔という技術を生かした新しい

ビジネスモデルの開発に意欲をみせる遠藤社長と社員の皆様のお話を伺い、（株）和香のビジネ

スの成功を確信しつつ、会社をあとにした。

（新事業創出課　上杉　治通）

企業名　株式会社和香　　　　　　　代表取締役社長　遠藤　晶土

所在地　荒川区荒川2-27-4 電話 03-3803-1341

http://www.wakocards.co.jp

箔押しの機械
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世界標準を目指す！　小規模工場の奮闘
株式会社福田製作所

墨田区の本所吾妻橋。この辺りは今も下

町の風情を残し、小規模工場が多数ある。

今回訪れたのはその小規模工場のひとつ。

墨田区といえば、区内の全事業所のうち、

製造業のシェアが32.3％を占め、都内平均

12.6％を大きく上回る、都内屈指の“もの

づくり”地域である。そこで熟練技術と徹

底した品質管理により、世界で認められる

プラスチック加工に情熱をかける若き社長

がいた。

今回お話を伺った代表取締役社長の福田

陽久氏は弱冠39歳。初めて公社の※専門家派遣事業を申し込んで来たときにお会いした印象と

同じく、笑顔で私たち取材班を迎えてくれた。この陽久氏が株式会社福田製作所四代目として

日々奮闘している。

創業は古く昭和4年。創業者の福田林造氏（陽久氏の祖父）が自宅の横に会社を作ったのが

（株）福田製作所のスタートだ。通信機器部品及び輸出金属玩具製造で始めた会社だが、当時は

戦前でまだ株式会社ではなく、子供に喜ばれる単純な木やブリキのおもちゃなどを作る製造会

社であった。

昭和16年、創業者の福田林造氏により大手電気メーカーと取引が始まり、通信機器部品の製

造を本格的に開始。主に軍や警察の無線・アンテナ基地局に利用される部品を製造した。この

取引は、当時、売上全体の50～ 60％を占める当社の主要事業となった。そのころ、日本が経

済成長期に入り、同じ墨田区内で、大手の玩具メーカーが本格的に製造をはじめたため、当社

は家電の業界に転換。昭和53年、二代目三代目の社長（恵光氏、善弥氏）によりアンテナ部品

のみではなく、大手家電メーカー数社のオーディオ、ラジカセ、テレビ、掃除機などの主要家

電製品に使用されているプラスチックの成型部品を作り始めた。同時に、その時期大規模な設

備投資もおこなった。N.Cフライス盤10台、プラスチックの射出成形機を20台と大規模な受注

に対応できる設備を整えた。以降、オーディオ製品、家電製品などの射出成形部品の製造にシ

フトすることになる。現在では、私たちの身近なところでも毎日のように使用する、携帯電話

のボタンやゲーム機スイッチなどに同社の製品が使用されている。例えば携帯電話の中に納め

株式会社福田製作所
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られた長さ3.3ミリ、幅2.1ミリのプラスチックの精密機器部品の出荷数は月産約5～6千万個、

売上高は年間3億4千万円にものぼる。

陽久氏は初めから当社に就職したわけではない。大学

時代、理工学部でコンピューターの研究に携わっていた。

卒業後、最初の就職先では銀行のシステム開発を手がけ

るシステムエンジニアだった。後に大手ゲームメーカー

での営業業務を経験。その会社を退社後、進学塾の数学

の講師を経験したこともあるというユニークな経歴を持

つ。

しかし、陽久氏には「いつか自分で会社を経営したい」

という夢があった。それを実現するため、平成10年に当

社に入社。入社当初、プラスチック加工の知識こそまっ

たくなかったが、次々と大手家電グループを得意先として開拓するなど、優秀な営業マンとし

て大活躍することとなる。その実績が認められ、平成15年には全社管理責任者に抜擢され、全

社改善業務に携わる。そして平成16年10月突然の社長就任。三代目社長、おじの善弥さんが65

歳という若さで病気のため逝去したためであった。

陽久氏には経営へのこだわりがある。小規模工場が生き残るために、リスクを少なくするよ

う、中間に商社をはさまず直接大手メーカーと取引をするよう徹している。「当社の品質を、大

手メーカーに直接理解いただきたい」と陽久氏は語る。大手メーカーの場合、取引条件として

手形決済が前提となる為、現金の資金繰りが大変になるが、商社を挟むと利益率が落ちてしま

う。また、官公庁を顧客として扱う大手メーカーとの取引の魅力は、中期的スパンで受注見込

みを把握することが可能である点だともいう。そのかわり大手メーカー以外との取引は、リス

クの回避のため現金取引を条件としているとのことであった。従業員約40名のうち営業は４名

しかいないが、この方針は今後も変わらないという。

アンテナ通信用の導波管部品においても、相当のシェアを誇っている（株）福田製作所。導

波管とは、丸いアンテナの後ろについている管で、アンテナから電波を取り、その電波を導く

管のことである。導波管は、携帯電話などの小型通信機にも使われており、製造には高度な技

術を要する。熟練従業員の技により製品の精度の高さを維持している。「当社の場合は最新鋭で

はなく、昭和初期の手動式の機械を今でも使っています。足でバンバン蹴りあげ、0.01mmの

精度を出すんです。それは熟練した従業員だからこそできる、職人芸がなす技なんです」と陽

久氏は自信を持って語る。アンテナ通信用導波管部品のフランジの穴は、キックプレス（あし

げり）と熟練の技術者が呼ぶ機械により、公差0.05mm以内の高精度なものに仕上げ、発注元

の厳しい要求に応え、コストダウンを図っている。製品の表面もペーパーで仕上げ、機械では

出ない仕上がりにこだわっている。最新式の設備の工場では、その真似はできないそうだ。当

代表取締役社長　福田陽久氏



社のものづくりの方針は、最新鋭の設備に頼らず、熟練の技を生かし、古い機械で試行錯誤し

てつくりあげることだ。その結果、取引先からは、決して新しい機械では真似できない味のあ

る仕上げが良いと言われているのである。製造拠点が海外へシフトしているなか、同社は、品

質や納期厳守の姿勢を打ち出し、それがお客様から評価され、国内市場を堅持していることが

何よりの証拠である。

従業員の年齢構成のバランスは悪くな

い。60歳の定年を過ぎた従業員が再雇用さ

れ、若い従業員に技術指導を行なうことに

より、技の継承は順調に進んでいる。「私

が一番新米なんです。従業員の定着率は高

いです。会社を移ることが多い職人が、ず

っと当社で働きつづける魅力は私がえばら

ないからかな」と陽久氏は笑って答えた。

「でも、私には暗黙の圧力がありますよ。

決めたことはやらなければいけないという

思いは人一倍強いですからね」

陽久氏が社長に就任してからは、徹底した数字管理主義が導入された。なんでも数字で成果

を測る。しかし、そこには、小規模工場を世界標準の技術者集団にしようとする意気込みが感

じられた。だからこそ従業員も陽久氏の方針を受け入れたのであろう。従業員は非常にまとま

っており、工場内は活気があって雰囲気がとても良かった。

一方で、陽久氏は従業員を大切にし、育てることも心がけている。ビジネスマナーを身につ

けさせるためのセミナーを全社員に受講させ、工業振興スクールを活用した社員のスキルアッ

プも欠かさない。さらに、待遇も社会保険労務士に相談し、週休2日制を徹底したり、墨田区

内の賃金を調べたりして、魅力のある職場づくりを心がけている。その社長の心配りが従業員

に伝わるからこそ、いごこちが良い職場であるのだろう。また、パート従業員は墨田区内から

採用している人が多い。パート従業員と言っても皆さん20年以上の勤続年数を迎える人が中心

で、彼女たちが行なっている目視検査（当社では「目検（めけん）」と呼んでいる。）は現場で

はなくてはならない存在となっている。実際に作業現場を見たが、繊細で緻密な製品を一瞬に

して見分ける技はとても真似のできるものではない。この検査のおかげで納入する部品にはほ

とんど不良品がなくなる。もちろん、陽久氏はここでも優秀な成績を上げるパート従業員への

評価・昇給・賞与などの配慮も忘れない。

そんな当社にも試練があった。平成15年、主要取引先のある大手メーカーからの要求で、世

界基準の品質レベルにのっていない会社は取引をしないといわれた。前社長から、営業で活躍
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していた陽久氏にISO取得の指示があった。陽久氏はも

う必死でやるしかないと思った。しかし、当社のような

小規模な会社では世界品質の資格は正直、重荷であった。

熟練の技はあるものの、品質管理にコンピューターも導

入されていず、すべて台帳で管理されている職人の株式

会社だった。とにかく技を継承するための資料がない。

システムエンジニアも経験した陽久氏としては非常に困

る状況にあった。ISO標準マニュアルを職人さんたちに

わかりやすく説明し、従業員の1/3を配置して品質管理を

徹底して行なった。また、全社員の認識を共有するため、

品質改善会議を週1回実施し、不良品調査についての報告

を行い、原因を究明し改善する体制をつくった。「職人さんから技を聞き、それを私がかわって

マニュアルを作りました」。とにかくこれまでの技を書類に表現することに大変苦労したとのこ

とである。墨田区の中小企業センターの支援もあり、平成16年10月にISO9001を見事取得する

ことになる。ご本人はただ必死で生き延びるためにやっただけと言うが、その努力が区で認め

られ、「ものづくり大賞」を受賞。「おかげで区への結果報告とか、調査とか、プレッシャーが

大変なんです」といいつつも、やはり誇らしげな社長は輝いている。現在、陽久氏はさらにス

テップアップを目指し、ISO14001の取得承認に自発的に取り組んでいる。公社の専門家派遣事

業を利用し、専門家のアドバイスを聞きながら、次は環境問題という難題に取り組んでいる。

「だいそれたことを言うようですが」と少し照れながらも陽久氏は続けた。「理想は環境、地

球環境の保全なんです。売り上げ利益だけでなく、当社の価値を高めるため、地球環境に貢献

できる企業になりたい。プラスチックの廃材のリサイクル化、地球環境のために役立ちたいと

思っています。また、地元の人をたくさん雇っている責任もあります。会社には従業員の生活

がかかっています。自分に力が足りなければ、より優秀な人に譲ってでも会社を存続させるた

めにがんばらなくてはいけません。その2つの目標のために、ISO14001は自発的に取り組んで

います。まだまだ時間はかかりそうですが、公社の専門家のアドバイスを頼りに取得を目指し

ます」と語ってくれた。小規模工場、（株）福田製作所の世界標準への挑戦はこれからも続くの

である。

（総合支援課　平野　直子）

追記：掲載本文中に「ISO14001の取得承認に自発的に取り組んでいる」とあるが、ISO14001を平成18年６月30日に
取得した。

企業名　株式会社福田製作所　　　　　代表取締役社長　福田　陽久
代表取締役副社長　福田　育生

所在地　墨田区東駒形4-19-12 電話 03-3624-6866

URL http://www.hpmix.com/home/fukuda/index.htm
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伝統の技に、工業技術を採用した銀器メーカー
上田銀器工業株式会社

技や技術の継承は単に昔ながらの技術を受け継いでいけばよいということではない。技の継

承は、過去から受け継がれた「その企業独自のものづくりの技術」を、経済状況や技術革新に

対応させ、現在に通用する技術にしていくことであり、さらにそれを未来に継承していくこと

である。また、技術の継承の前提には、企業が存続し続けることも必要である。特に中小企業

においては、技術の継承は経営の継承と不可分である。

最も厳格に伝統技術を継承している伝統工芸品の分野において、伝統の技に近代的な技術を

取り入れながら、時代にあった企業経営を目指している上田銀器工芸株式会社と伝統工芸士で

もある社長の上田耕造さんを取り上げた。

上田銀器工芸は、昭和50年現社長の上田さんが法人化し

た、銀の洋食器、カトラリーを中心に製造する、従業員10

人の企業である。親父さんとその家族だけという事業所が

ほとんどの伝統工芸品の中では、大手といってもよい。鍛

金技術は父親から学んだが、上田銀器工芸の今日を築いた

のは、上田社長である。

「東京銀器」は国や都の伝統工芸品と認定されているだけ

あって、銀器業界における伝統技術の系譜も明確にされて

いる。系譜によると、社長の父親は「美産社系譜」に入っ

ており、大正10年頃この美産社で鍛金技術を学んだという。

「美産社は横浜にあったため、銀の洋食器が得意だったのだろう」と語る。美産社は多くの銀職

人を輩出したが、現在まで事業を継続しているのは、当社以外には1社しかない。

戦中戦後、いくつかの事業を手がけられたという先代は、昭和29年疎開先から堀切に戻り、

以前身につけた技術を活かし、銀の洋食器製造を始めた。当時は進駐軍の軍人が本国へ帰る際

のおみやげとして銀製洋食器は大変人気があり、多くの職人が銀製洋食器を生産していたとい

う。

当時、中学3年生だった上田さんは、父親の所に弟子入りすることになった。「父は頑固一徹

上田社長
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の職人で、どうしても判らないところを『どうするの』と聞くと、『技術は盗んで覚えるものだ。

ちゃんと見ていないからだ』と頭をぶん殴られた」と振り返る。また、職人気質の父親は、技

は確かだが経営には無頓着で、帳簿付けや集金は当時まだ15才位の若き上田さんが行なったそ

うである。さらに、鍛金でも大型の金槌でたたくものは、力のある上田さんの分担になった。

遊びたい盛りの10代後半、父親を助け、実質的に事業経営を行なってきたことが、今日の上田

銀器工芸を生むことになったといえよう。それ以来、上田さんは社長になった今でも50年間大

型ハンマーを持ち続けているのである。

その後、米軍が引き上げると、銀洋食器需要は激減し、多くの企業が転業・廃業していった。

当社も、「和の器物」「アクセサリー」「銀カップ」なども製造した。しかし、銀の洋食器に対す

る思いが強く「洋食器では誰にも負けたくない」「世界に通用するような洋食器をつくりたい」

という強い意志があり、それが今日、上田銀器工芸として、皇室の使用する銀製洋食器を製造

するまでになったのである。

洋食器は当然、洋食を日常としているイ

ギリス、フランス、イタリアなどが本場で

ある。当時の日本の洋食器は欧米の形をま

ねて作っており、飾りにはなるが実用的で

はなかった。ある時、納入したスプーンを

米人が親指で押さえ、曲がった不良品とし

て返品されたことがあった。当時はスプー

ンの加飾の部分を蝋付してあったため、職

人の父親は「親指で押しつければ曲がるん

だ」と怒り狂ったという。

その悔しさから、上田さんはより実用に耐えられる銀食器づくりをめざし鍛金技術によって、

押しつけても曲がらないスプーンを製造した。金属を何度もたたくことによって、金属の粒子

を密にし、形状を作り上げる鍛金（鍛造）という製造方法によって、強い製品を作っているの

である。

社長は「これはヨーロッパで購入したブランド品です」といって、おもむろに引き出しから

フォークを出し、テーブルに押しつけた。それは粘土細工のように、ほぼ直角に曲がってしま

った。「これは当社のフォ－クです」といって違うフォークをテーブルに押しつけた。こちらの

方はびくともしない。私もやってみたが、確かに曲がる。当社製は全く曲がらないし、指先で

はじくとピーンと金属のいかにも固い、張りのある音がした。本場の銀食器づくりにおいても、

浜茄子の印を入れた雅子様の銀食器



技術の継承がなされていないものもあるんだと実感した。

これまでの製法は、銀板を熱し大きな金槌でたたき、

焼鈍（熱処理）を繰り返し、形状を造り、最後にヤスリ

掛け、仕上げ（バフ研磨）を行なうものであった。手作

業で行うと一日にスプーン10本程度しかできない。作業

工程の効率化を図りたい社長は、父にさかんに機械化を

進言した。しかし、職人気質の父の答えは「だめ」。そこ

で少しずつお金を蓄えてプレス機を購入した。機械で造

ったものと父が手づくりで造ったものを比べてみると、

機械の方が出来がよい。そのころ既に、ハンマーで造る

腕前は父より勝っていた社長は、機械に置き換える勘所

がわかっていたのである。

当時、既に実際の経営は社長が行なっていたのだが、昭和50年に、親に「引退してくれ」と

頼み込んで現在の会社を設立した。こうして、名実ともに社長が事業の実権を握ることとなっ

た。その後、社長はフリクションプレス、パワープレス、半自動バフ研磨機と次々に新しい機

械を導入していった。銀器の製造にあたり、精密な金型を使用し、プレス機にかけることによ

って、同品質のものが大量に生産でき、品質の安定と生産性の向上が実現できた。鍛金という

伝統技術をベースに機械化することによって、数万本単位の受注もこなすことができるように

なったのである。

さらに、今年8月、社内にCAD・CAMシステム、ワイヤーカット、放電加工機を導入した。

この狙いは、昔ながらのデザインの洋食器ではなく、当社オリジナルの製品をつくるためとい

う。娘さんは社内でデザインを担当しており、一連の機械化で金型製作を内製化することによ

って、独自のデザインの製作、製作期間の短縮、コストダウンを実現させるのである。

だからといって、金槌でたたく鍛金を放棄したのではない。先ほどの技術の系譜でみると、

社長の下に娘さんも含め5人いるという。社長は毎日ハンマーをたたき、試作品を造り、職人

に対して鍛金の技能向上を指導している。

数年前、新潟県燕市の業界の方から、「昔のスプーンの工程（鍛金製造）を図に描いたものが

見つかったが、それと同じものを造って欲しい」という依頼が来た。燕市ではすべての企業が

量産化したため、手作りできる職人がいないのだという。その工程図をみると、現在当社が鍛
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金で造っている方法と同じという。早速、工程図に出てくる工程順序にそった全ての見本を造

って送った。

また、以前ヨーロッパでの同業者の工場を視察したことがあった。その工場の設備は当社に

あるプレス機、バフ研磨機とほとんど同じであった。「同じ機械で造っているんだ」と同行した

従業員と改めて感心しあったという。ヨーロッパではナイフ、フォークは日常使用するもので、

日本よりはもっと大量に造るため、量産技術は日本より進んでいる。しかし、当社の作り方は

特にヨーロッパから習ったわけではないが、ほとんど同じ製法だという。

時代の違い、離れた地域であっても、ものづくりを極めた基本的な技術は変わらないことを

実感した話であった。

「では、これからの技術の継承については？」と話を向けると、まず金銀器業界としての話が

返ってきた。社長は「東京銀器」の組合の理事長をしており、また金銀器の創作展の会長とし

て創作展の開催にも努力している。「こうした創作展を行なうことが、業界としての技術進歩に

つながっている。どうしても継続していく必要がある」と力強く語る。

続けて、社長は「銀は金と同様、永久に残る金属である。鉄やステンレスはさびてしまうが、

銀は表面が黒く酸化するが磨けば元の通りとなる。百年、二百年と永遠の金属である。さらに、

銀は抗菌作用があり、食器に使用するのは理にかなったこと。こうした銀製品を日常で使い、

後世に残して欲しい。このため、銀洋食器を作り続けていきたい。日本人は海外ブランド志向

が強いが、繊細な日本の独自技術を活用した、日本の洋食器を使って欲しい。できるだけ安く

消費者の皆様に銀製品を使っていただきたいので、デザインを重視して開発した独自製品をイ

ンターネットで直販していきたい」とこれからの銀製洋食器と経営に対する意気込みを語る。

職人というと頑固、無口というイメージがあるが、忙しいにも拘わらず社長は穏やかでエピ

ソードを交えながらたっぷりと話をしてくれた。その端々に銀製品に対する熱い思いが感じら

れた。

（城東地域中小企業振興センター　山田　卓司）

企業名　上田銀器工芸株式会社　　　　　　　代表取締役　上田　耕造

所在地　葛飾区堀切3-22-12 電話 03-3695-0666

URL http://www.ueda-silver.co.jp
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先端技術を技能で支える町工場
株式会社北嶋絞製作所

株式会社北嶋絞製作所は大規模な工場団地が連なる

大田区京浜島の一角にある。創業は昭和22年。千鳥

町にあった実家はもともと畳屋だったが、戦争直後に

畳床の材料の入手が困難になったことや、将来の生活

スタイルの欧米化などを見越して早々と撤退した。そ

の後、動力電源が来ていたことや、「金属の時代」を

予見したことなどから、当時親戚が手掛けていた絞り

加工に参画し、徐々に本業化していったという。

北嶋一甫社長は昭和12年生まれ。幼少時はものづくりが大好きな少年だった。父と兄が始め

た絞り加工に興味を抱き、中学校卒業と同時に家業に就いた。ヘラ絞りでは力を込める左手の

使い方が大切だが、社長は「左利き」が幸いして腕をめきめき上げたと当時を振り返る。

高度成長時に電器や自動車関連を中心とした仕事が増加したため、昭和53年に東京都の高度

化事業を利用して現在地に移転した。その後、城南地域の産業が量産型から研究試作型にシフ

トしたことを受け、最多28名までに膨らんだ社員を現在19名まで絞り込み、さらなる技能や技

術レベルの向上を図っている。

同社は、H2ロケットの補助エンジンの先端部や半導体製造装置の坩堝の加工など、「先端産

業を支える町工場」としてマスコミにもたびたび登場する。特殊形状の試作品や熟練を要する

新素材加工など、高難度のヘラ絞りが同社技術の真骨頂で

ある。「旧態型の製品はほとんど扱いません。他社でできな

い製品に挑戦するのがうちの方針なのです」と北嶋社長。

いきなりFAXで完成型を示した図面が来ても少しも意に介

さない。ただし、「値段については基本的にこちらで決めま

す。安売りはしません。安い仕事は安い仕事を連れて帰っ

てきますから」と仕事にこだわる。「仕事を抱えて納期ばか

りに追われていては仕事の質が低下してしまいます。逆に

挑戦すべきだと判断すれば、損して作ることだってありま
北嶋一甫社長
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す。以前、原子力関係の仕事で何十万円もする試作品をタダで納品して相手先を驚かせたこと

もあります。あとで受注はいただきましたが……」なんと元気なものづくり企業なのだろう。

同社に営業要員はいない。「当たり前のことですが、受注内容をみて即時に正確なコストが出

せるのは技術や技能に長けた人間だけです。現場のチャレンジ精神と問題解決のための工夫を

売る会社ですから、現場をわからない人を営業に置いても意味がありません」。社長は何よりベ

テラン技能者こそが最良の営業マンであると信じている。事実、同社の技能やノウハウを求め

て大手企業や国内外の大学、研究所などから設計図が届くことも希ではない。

同社はTV や書籍・雑誌などにもしばしば取り上げられ、そのユニークな経営が衆目を集め

ている。とりわけ基盤となる技術・技能と先端技術との接点が話題となる。マスコミ効果は予

想以上のもので、「北嶋ブランド」を全国に浸透させる結果を生んでいる。「旅先などで見知ら

ぬ人から突然声をかけられて驚くことが度々あります。予期せぬ場所で『北嶋絞』という名前

を知っている人がいるとうれしいですね」と思わず顔がほころぶ。

ヘラ絞りは材料となる金属体を回転させてヘラ

を押し充てて変形させていく極めてシンプルな加

工方法だ。古典的な製品としてアルミ製の洗面器

や鍋などがイメージされる。そういえば、直径３

メートルもある大型パラボラアンテナの形状は洗

面器に似ている。時代の先端を走るロケットの先

端部や半導体製造装置の特殊パーツといえども、

加工原理は洗面器のそれとほぼ同じであるとい

う。道具だてのシンプルさには誰もが驚く。

現在、同社の得意とする加工ジャンルは3つある。ひとつは、パラボラアンテナ、建造物の

モニュメント、からくり時計の文字盤などの大型製品群だ。変わったところでは18金製の風呂

桶というのもある。こうした大物は存在が際立つが、技術的には難しいものばかりではないと

いう。「ロケットは使い捨てですから先端は段ボールで作ったっていいくらいのものです。特に

高難度というほどではありません」と冗談交じりに話す。

次に、厚み精度を要求される製品群がある。絞り加工では厚み制御が難しい。圧延変形のた

め、変形部が薄くなるのが普通である。しかし、同社では独自の発想と熟練技術を駆使し、

1/100mm単位の精度で均一化を果たすことに成功した。常識では考えにくいが厚みを加えるこ

とさえ可能だという。この技術を応用して溶接処理だった高圧ボンベのねじ部をヘラ絞りで一

体処理することにより、強度を大幅に高めることができるようになった。外見は地味ながら、

今では看板技術のひとつとなっている。

3つ目は、多様な素材による製品群である。宇宙産業や半導体製造産業などでは、軽量かつ

強靱で防蝕性が高い素材が頻繁に使われる。こうした素材は加工が難しく、例えばタングステ

ンやモリブデンといった高硬度素材は限界を超えると非常に割れやすい。同社は熱処理と特殊



絞り技術を併用することでその課題を克服した。未知な領域ではあるが、将来有望な市場でも

ある。工程を細分化して技能者の専門化を進め、経験を尊重してきた背景には、『創意工夫』が

できる人材を育てたいとの戦略が潜む。

技術の話になると社長は職人の顔になり、「おもしろいもので、どんな形でも人間が描いた図

面で作れないものはないんです」と自ら納得するように話す。「完成まで何ヶ月もかかるものや、

失敗に終わるものもあります。一日24時間考えていることもありますが、それが楽しいのです。

大切なのはそこから何を学ぶかです。成功するには、失敗を恐れず、成功するまでやることで

す」と職人気質を露わにする。「作業を怖がったり、丁寧過ぎると求める品質になりません。気

合いを入れて一気に加工してしまうのがコツなのです。金属になめられたら満足な加工はでき

ません」とまるで生き物を相手にしているようだ。

社長は、ヘラ絞りで独り立ちするには7～8年、一人前になるには10年～15年はかかるとい

う。1個の製品を1回で作れるようになれば一人前と判断できるのだという。「完成直前のホッ

とした瞬間お釈迦にしてしまうことがよくあります。私はこれを『敵討ちにあう』と表現して

います。敵討ちさせないことも熟練工としての条件のひとつです」社長はヘラ絞りを始めて50

余年になるが、やればやるほど奥の深さを感じるのだそうだ。「金属と対話して命を吹き込むよ

うな感覚で仕事ができるようになれば最高です」という。

自動機について聞くと、「NC機械はうちにも入っています。同じ寸法でいくつも作るような

仕事は人間より上手だと思います。でも、コンピュータは自分で考えて動いてくれません。優

れた機械でも結局オペレーターのノウハウが総てです。人間を超えることはできません」やは

り、職人の技量に負うところが大きいとの結論に変わりはない。

工場に足を運ぶと作業者がわき目も振らずに作業に熱中している。完成品や試作品らしき仕

掛品などが所狭しと並んでいる。「写真を撮っても構いませんか」と社長に尋ねると、「どうぞ、

どこを撮って構いませんよ。見てわかるものじゃありませんから。真似できるものがあれば、

真似してもらっていいのです」と平然としている。こちらが戸惑ってしまうほどだ。「技能は毎

日の結果の積み重ねです。現場ではさまざまな条

件が重なり合い、絶えず変化しているのです。技

能を目と頭で捉えようとしても無理です。理論と

実際とはイコールではありません」と自説を述べ

る。

それだけではない。「当社では同業者に対して

OJT（現場教育）を実施してきました。一人につ

いて5年間ということで他社の後継者を受け入

れ、これまで7名を育てました。こちらが給料を
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出して教えてきましたが、これからは授業料を取りましょうか」と笑う。将来の競争相手にな

ろう若者に自社のノウハウを提供・伝授しているというのだから驚いてしまう。技能は社会の

ためにあるという理念の発露なのかもしれない。

当然ながら社会活動にも積極的だ。「毎年200～300名以上の小中学生の見学を受け入れてい

ます。実演をすると目を丸くして見ています。子供たちにものづくりのすばらしさを感じてほ

しいと思っています。最近では海外からの視察や見学者も増えています。もちろん歓迎です。

先日、福岡で開催された『国際宇宙会議』に参加・出品しました。機械を持ち込むのはたいへ

んでしたが、長蛇の列ができるほど好評でした。機会があればまたやらせていただこうと思っ

ています」。こうしたオープンな発想は小さな町工場として異例のものに違いない。

「ヘラ絞りは高収益な仕事のひとつなので、腕一本あれば十分に食っていけるのです。だから、

早い人は5～6年で独立してしまいます。同じ理由で中途採用も難しいのです。本当は才能のあ

る者はそれ以降に急速に技能が伸びるのですが……」と技能者育成の難しさを語る。一方、社

長は「老眼鏡が必要になるといい仕事ができなくなります」と、そろそろ第一線を退くことも

視野に入れ始めているという。

それではと、後継者について尋ねたところ、「後継者はいる・いないではありません。つくる

ものです」と一蹴された。同社は家族ぐるみで「技の継承」を実践している。会長である兄を

筆頭に、社長本人、弟（専務）、娘婿、長男が現場で働く。

だが、「これまで後継者づくりを特に意識したことはありません」と社長はいう。最良の技能

者をつくるのは特別なことではなく、日々の業務を通じて技を磨くということなのだ。

後継者の話が「ものづくり」に及ぶと一瞬社長の表情が変わった。「『ものづくり』に対する

価値の向上こそが後継者をつくるもっとも確実な方法だと信じています。例えば、ヘラ絞りに

は技術や技能を認定する制度がありません。たとえ『現代の名工』に選出されたとしても、社

会一般では認知度が低く、賃金などの処遇面や社会的評価も納得がいくものとはなっていませ

ん。これでは若い人が積極的に『ものづくり』に関わりたいとは思わないでしょう」と冷静に

分析する。

「そろそろ、それを実現させるための活動を本格的に展開しようと考えています。近い将来現

場を離れたら、『ものづくり』の価値向上のための活動に積極的に参画していきたいのです。若

い人にものづくりの楽しさを感じさせることが何より大切なのです」と熱意のほどを語る。北

嶋社長は「技の継承者を一人でも多くつくる」という壮大なるテーマに向けて、いま新たな一

歩を踏み出そうとしている。

（城南地域中小企業振興センター　片岡　稔・大江　章雄）

企業名　株式会社北嶋絞製作所　　　　　　代表取締役　北嶋　一甫

所在地　大田区京浜島2-3-10 電話 03-3790-2300

URL http://www.kenyou.co.jp/kitajima/kitajima_top.htm
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チューブポンプを軸に“複合技術”で「オンリーワン
かつナンバーワン」を目指す

＝プロローグ＝

化学、医療、分析、洗浄、産業機械など幅広い分野に薬液供給用チューブポンプを提供して
高い評価を受けている企業がある。丸みを帯びたカラフルなデザイン性の高いチューブポンプ
はグッドデザイン賞受賞の実績を持ち、この主力製品を核とした薬液自動供給システムで成長
を続けている。
優れたものづくりは日本の産業を支え、「人」から「人」に受け継がれていくもの。府中市の
株式会社ウエルコを訪ね、代表取締役社長今幸男（こんゆきお）氏と子息で常務取締役の今裕
一（こんゆういち）氏から、チューブポンプ商品化に至るまでの経過、後継者をはじめ社員を
育てる秘訣など、興味深いお話を伺った。

（株）ウエルコは昭和46年、現社長が29歳の時に創業した、
薬液供給用チューブポンプ・各種薬液自動供給システムの開
発、製造、販売を行なう企業である。
今回のインタビューでは、この主力製品のチューブポンプ
開発から商品化に至るまでの苦労話を聞かせていただくもの
と考えていた。しかし、創業当時からこのチューブポンプの
開発を行っていた訳ではなく、チューブポンプ開発で軌道に
乗る現在まで様々な苦労があったようだ。
「ウエルコという社名はね、“World Electronics Corporation”から取ったんだ。創業を考えて
走り始めた時は希望に満ち溢れていたよ」と社長は語る。
創業以前の社長は、半導体を扱う商社で技術営業職として働いていた。当時は真空管から半
導体へ切り替わりがあり市場が動き始めた時代で、ダウンサイジングのはしりであった。現在
でこそ技術営業職は社会的認知度及び評価が高いが、当時はまだその言葉自体も珍しかったよ
うである。技術分野である半導体と応用回路を中心とした説明を熟知した上で営業活動を行い、
エレクトロニクス技術の基礎を学んだ。
そして、身に付けた技術の知識を深め、営業に訪れた様々な製造現場を見るうちに、「ものづ
くりの会社で働きたい。ものづくりを自分でやってみたい」それが高じて「いつかものづくり
の会社を作りたい！」と創業を思い描くようになったという。

株式会社ウエルコ
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昭和46年当時、電源で優れた製品がないと気付いた社長
は、商社での経験を生かして半導体を使用した定電圧電源
を自ら開発し、創業した。惜しむことなく品質向上の努力
を重ね、製品の販売数量は増加の一途を辿ったという。
昭和49年、当社にとって最初の転換期が訪れる。技術者
が不足していたある会社を手伝ったのがきっかけで、現JR
（当時は国鉄）に新幹線列車番号表示システムを納入する
ことが決まった。測定器等の設備投資を行ない、社員全員
が寝る間を惜しんで懸命にこの仕事に取り掛かった。その結果利益を生み出し、会社は軌道に
乗ったかに見えた。しかし、この仕事が一段落した後、仕事が途切れ倒産の危機に陥っていた。
「それは夢中になって大きな仕事に集中したために、結果的に一社依存になってしまったからで
はないか」と社長は当時を振り返る。
倒産の危機をどうやって乗り越えたのかを問うと、創業後のコア技術となった多重伝送シス
テムを使用した工場内LANシステムを開発した話を挙げてくれた。当時のモデムは箪笥（たん
す）くらいの大きさのものが主流であったが、この大きなモデムを弁当箱程の大きさにしよう
と試みる。絶対に実現させるんだという強い信念を持って研究開発し、成功する。モデムから
とって「モデパック」と名づけ商標登録にまで至った。当時この小ささは画期的だったという。
とはいえ、このモデパックは開発に成功したが商品としての売れ行きは芳しくなかった。多重
伝送システムというのは、人間に喩えると神経と同じ働きをする非常に重要なものである。企
業としての信頼性がないと売れない商品であり、確かな技術力がありながらも、残念ながら当
時のウエルコは顧客が安心して買えるほどの知名度は持ち合わせていなかったのである。
しかし、こうした最後までやり遂げようとする強い信念と、蓄積されたエレクトロニクスの
技術力は次の段階へつながっている。

昭和51年から54年にかけて、青果の選別装置のコンベアの開発を請け負う。コンベアは好評
を得て全国から多くの注文を受けた。しかし、青果市場は季節による変動があり、装置が稼動
する期間が限られている。そのため、故障・不具合が発生し、全国にメンテナンスのため営業
マンが飛び回らざるをえなくなった。小さな会社にとって、季節変動のあるメンテナンス要因
を抱えることは大きなリスクであることを学んだ。社長は多重伝送システム開発の原点に戻っ
て仕事を進めることを決断する。
その後、昭和63年ドーバー海峡の海底トンネル工事用テレメーターシステムを開発する。ウ
エルコの機械でないとダメなんだとまで言われるまでに技術力が評価されるようになっていた。
数々の実績から「優れた技術力を持つ企業」としての信頼を勝ち取ったのである。順調な再起
と思って話を聞いていると、「好事魔多し」と切り出された。
当時は、シーケンサ（入出力部を介して各種装置を制御する電子装置）が出てきた時代で、



その発展のスピードは目覚しかった。大手企業が製造を開始し、市場を取られるピンチとなる。
「エレクトロニクス業界は技術革新が早く競争が激しい。悔しいが中小企業ではシーケンサには
太刀打ち出来ないだろう」と撤退を決める。
新規事業へ参入し、撤退を繰り返しているように見えるが、これは社長が的確な市場予測を
行い、競争環境における自社の立場（強みと弱み）を見極められるなど、重要な経営判断を行
ってきた結果であろう。

＝開発編＝

さて、ここまでの話を振り返ると倒産の危機に直面しなが
らも新しい仕事が舞い込んできていることに気付く。そう話
を向けると社長は「営業活動などに費やす時間はなかった。
今まで築いた多重伝送システムの実績と信頼、あとは真面目
に値段を考えたからかなぁ。それは現在でも変わらないよ」
と語るが、多様な分野の仕事を請け負うことで築いた技術力
と、顧客に対する真摯な姿勢が仕事を呼び込んでいたと言えるのではないかと感じる。
そして平成4年頃、以前から知り合いの企業の社長からチューブポンプの商品化をやらない
かという話があった。チューブポンプとは弾力のあるチューブの一点をローラーで押し潰し、
ローラーをそのまま移動させてチューブ内部の液体を押し出す仕組みのポンプ。ローラーが移
動した後、押し潰された箇所はチューブの復元力によって元の形状に戻る。その際にチューブ
内部には真空が発生するので次の液体を吸引することができる。チューブポンプはこの動作を
連続的に行うことで吸引・吐出というポンプ機能を実現したものである。当時のチューブポン
プは輸入品が市場を独占しており、加えて社長はチューブポンプを見たことも触ったこともな
かったが、「自分が途中までは研究したが、お前なら商品化出来るだろう」と見込まれ、商品化
と試作とは違うことは理解していながらもチューブポンプ商品化に興味を持つこととなった。
まず、素材の調査から始め研究に3年を費やし、顧客がどのような商品を求めているか徹底し
た市場調査を行った。そして、メンテナンスで苦労をした過去の苦い経験から、アメリカで確
立されていたビジネスモデルを取り入れ、製品の製造と販売に経営資源を集中させた。
＝デザイン編＝

次に、商品化だけに留まらず、デザイン面での考慮へと進
む。社長はかねてよりデザイン性を高めたオリジナル製品を
作りたいという思いを抱いていたのである。機械製品はゴツ
ゴツしていて冷たいイメージだが、人に温かさを与える製品
でないといけない。触ったときに丸みや温かみを感じるデザ
インを考案し、東京都の助成金を活用して開発した。そして
平成11年、形の美しさだけではなく、「品質の良さ」「使いや
すさ」「商品としてのバランスの良さ」が認められたものに与えられるグッドデザイン賞（Gマ
ーク）を受賞する。
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このチューブポンプは、創業当時からのエレクトロニクス技術と社長の経営センスとが融合
された製品であり、後にベストセラー商品となり当社の主要製品となったのである。

苦難を乗り越えた末に成長を続けている当社は、常に顧客
のニーズを最大限に満たすことを目標に製品開発を行なって
いる。顧客が抱える問題を把握、分析し、最善の解決策を導
き出す。このプロセスを実現するものが、当社が持つ技術・
ノウハウ・ソフトウェアを融合させた「複合技術」である。
そして、この「複合技術」を幅広い分野で生かすことを今後
の経営戦略に掲げており、常務の裕一氏に大きな期待が寄せられている。
常務の裕一氏は、大学卒業後、メーカーに入社し営業職として約3年間働いた経験を持つ。
営業で扱う商品から化学の知識を学んだことは、現在のチューブポンプの製品開発に生かされ
ている。入社後も部品に至るまで知識の習得に余念がなく、自分の言葉で顧客に製品の良さを
伝え続けている。また、海外にも目を向け、積極的に海外での展示会に出展し、現地で商談を
まとめるなど、社長にとって頼もしい存在となりつつある。加えて、決して現状に満足してい
る訳ではなく、まだ公表段階ではないが新たな計画にも取り組んでいる。そして、コラボレー
ション研究会（東京都多摩中小企業振興センター主催の産学連携事業）に積極的に参加したり、
技術相談を利用して、研究開発と情報収集を怠らない。
そんな裕一氏に、まだ社長から学びたいことはあるかと尋ねると、裕一氏の答えを待つまで
もなく、社長から「まだまだ修行だよ」と口を挟まれた。続けて「とは言っても10年前の入社
当時と比べると随分成長したね」と目を細めていた。

＝エピローグ＝

創業前の技術営業職時代には人前で話すことが苦手であったとは思えない軽快な津軽弁、温
厚な人柄が滲み出る話し方で、社長は終始和やかに語ってくれた。最後に、経営理念・社長の
ポリシーを尋ねると、「ものづくりの継承は人づくりにつながる。子どもは四つの基本的な情、
『愛情』『人情』『恩情』『感情』に包まれて成長するものである。人は物ではなく素晴らしいも
のだと信じている。当社を取り巻く全ての環境はこの四つの情がつかさどっているというこの
理念が会社の基礎である」という答えが返ってきた。危機に陥った時、新たなビジネス展開の
時、この理念は社長を支えてきたようだ。裕一氏も「会社内で人を動かすのは、人の気持ち、
感情です」と声を揃える。そんなお二人を中心に更なる発展を続けているウエルコを期待を込
めて見守っていきたい。

（多摩中小企業振興センター　比良多　智子）

企業名　株式会社ウエルコ　　　　　　代表取締役　今　幸男
所在地　府中市住吉町3-28-1 電話 042-333-7311
URL http://www.welco-web.co.jp
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共同研究開発型の町工場
加藤光学工業株式会社

練馬区の北町にある加藤光学工業株式会社を訪れ、二代目として技術を継承している加藤忠

氏の笑顔で迎えられ、お話を伺った。創業当時顕微鏡事業が中心であった当社は、現在は精密

機械部品加工業を中心に、試作、製品化まで一貫して受注できる企業に発展した。共同研究開

発にも力を入れている当社の技術とこれまでについて紹介したい。

同社の基礎を築いた先代社長の父親（現社長の祖父）は足袋職人であった。

太平洋戦争という激動の変革を経て、「これからは旋盤機械加工の時代だ」と先代社長が現在

地に汎用旋盤機械を数台持ち込んで昭和21

年9月に機械部品加工製造業加藤光学工業が

スタートしたという。それからは、ありと

あらゆる旋盤加工をこなし、数量的にも技

術的にも得意にしていたものは、輸出用双

眼鏡の部品加工や組み立てなどの光学関係

の部品加工だったとのことである。

自社で何でも作ってしまう加藤工業らし

さの象徴が、培ってきた光学関係の技術を

駆使し、昭和33年に顕微鏡を自社開発、一

般・子供むけのKTOブランド顕微鏡として

製造販売をスタートさせたことである。戦

後経済が発展し科学技術がもてはやされる

中で、KTO顕微鏡も絶大な人気を博した。

写真のKTO顕微鏡をご記憶の方もおられる

であろう。現社名の「加藤光学工業」の由

代表取締役　加藤忠氏

KTO顕微鏡
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来となっている。

昭和44年に実父の先代社長が急逝し、現社長加藤忠氏が24歳の若さで会社を引き継ぐことに

なった。御曹司ではあったが、サラリーマンから一転しての社長職であり、事業経営の何たる

か、顧客満足とは何たるか、従業員を纏める方策は等等、とにかく無我夢中の事業引き継ぎで

あった。

一方、弟さん（現専務取締役加藤勉氏）は、取引先に頼み込んで自らフライス盤・マシニン

グセンター加工技術の習得に励まれ、油にまみれて（今でもそうだが）基礎からレベルの向上

を目指して日夜奮闘の明け暮れた。

先代社長から現社長、さらに次の時代へと、技の継承を事業発展の基調とされる加藤社長の

座右の銘は、「始めるに遅しなし」「継続に負けなし」「全て努力の先にある」

新米社長率いる加藤光学工業にとって大

きな試練になったのが、昭和46年12月の円

切り上げと通貨変動相場制移行である。円

高の影響でわが国の輸出産業は大打撃を受

け、同社も、主力であった双眼鏡部品加工

や自社ブランド顕微鏡の生産を中止せざる

を得なくなるほど昭和50年頃まで非常に苦

労したという。

この間、新たにマイクロフォン部品を製

造するなど、手掛けられるものは何でも手掛けた。扱う素材もアルミ材・真鍮材が主であった

が、勉氏が習得されたNC旋盤・フライス盤・マシニングセンター加工技術などを使って積極

的に幅を広げて、ステンレス・チタン・インコネル材などの難切削材加工技術もこの苦境の時

期に蓄積した。

現在はチタン加工が主になり、共同研究開発・試作・製品化まで一貫して受けられる企業と

して体制を整えていった。マイクロフォンの部品・ゲートボールクラブヘッド・スポーツカー

のシフトノブ（丸い握り）の他、最も安全性が要求されるアクアラング空気弁などに同社の製

品が採用されている。

難切削材・チタン加工品



加藤社長は、同社のコア技術である難切削

材加工技術を活かし新たな製品開発に、異業

種による共同研究開発に力を入れている。

数年前から共同研究開発（4企業グループ）

で商品化したのが、エネエコバルブ（缶ジュ

ースなどの自動販売機に取り付けることで、

電気使用量が25％抑えられるもの）である。

設計⇒試作⇒製品化すべての場面で同社の技

術が最大限に発揮されている。外部に取り付

ける（外装）部品についての加工は、初期段階からキズを出さないよう特別な工程が要求され

る。将来、たくさんの清涼飲料自動販売機に取り付けられ、いささかでも省エネに貢献するの

が夢だ、と社長は話していた。

地球温暖化からフロン全廃に係る冷媒問題で、フロンがアンモニア系に転換したことで、新

たな共同研究開発としてタービンの温度センサーバルブ（温度抗生機）の製品化を行ない、「冷

凍倉庫用」「冷凍ショーケース用」としてマイナス80度以上の低温での使用に耐える装置を開

発した。現在、某所で試験運転中とのことで、データを集めて商品化してコンビニやスーパー

などに紹介していきたいとのことである。

加藤社長は、「顧客のニーズに応えるには、自社だけの思案では無理であっても、共同研究開

発することでしっかり対応できることが多い」という。その際は、加藤光学工業では部品加工

を中心として協力しているとの事であった。現在、同社は、地域のものづくり機能の発展をめ

ざして、異業種グループ「ものづくりネット板橋」にも参加し、幹事を務めている。

加藤社長のご子息、加藤誠さんは営業マン気質で、技術加工にはタッチしていないが、週３

回は取引先開拓のため外廻りに出向いている。技術畑ではないが、技術内容やレベルなどを熟

知したうえで営業をこなしている。新たな仕事として、平成2年新幹線関連の交通システム制

御系部品加工（新幹線300系からのぞみ700系までのものとリニアモーター部品）を始めたが、

これも同社の技術をしっかり把握していたから獲得できた仕事であろう。
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ところで、誠さんが同社ホームページを

作成してからはインターネット上からの発

注が舞い込んでくるようになった。扱いが

難しいといわれるチタン材等の加工を得意

としていることをネット上でアピールした

ことにより問い合わせが増しているとのこ

と。チタンは素材としても、人体との親和

力の点で医療機器に適している点や、軽量

で硬度が高く、航空機向けの需要が多い点、

耐酸性などの点で今後も需要の伸びが期待されており、同社としては一段と技術レベルを上げ

ていきたいと加藤社長は抱負を語っていた。

今回取材した加藤光学工業（株）では、「うちの得意ワザは切削技術である。そのワザも忠社

長、勉専務、誠氏をはじめ、従業員が一体となって『ワザ』を共有しているのが我社の強みで

あり、特に、扱いが難しいといわれるチタン加工については絶対の自信があり、顧客に満足い

ただけるモノを提供できる」と加藤社長は力強く話されていた。

気がかりなのは、従業員に機械加工手順などのワザを伝授しても、覚えると辞めていくケー

スが多いという（他社でもそんなことを聞く、とのこと）。中小企業にとって優秀な従業員の定

着率を高めるためにはどのような方法をとれば良いか、日常業務をこなすなかでついつい後回

しになってしまう課題である、と加藤社長は語っていた。

（取引振興課　栗原　誠峰）

企業名　加藤光学工業株式会社　　　　　　　代表取締役社長　加藤　忠

所在地　練馬区北町2-41-28 電話 03-3933-0539

URL http://mono-net.gr.jp/member/katou/katou.htm

社長忠氏（左）、弟である専務勉氏
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私はエレベーターに育てられた ～ 一貫生産へのこだわり～
株式会社島田電機製作所

ビルに入れば必ずといっていいほど目にするエレベーター。エレベーターには行き先を案内

するホールボタン、ホールランタン、インジケーターといった部品が不可欠だ。今回は古くか

らエレベーター部品の一貫生産にこだわり、日本全国の高層ビルに広く採用されている世田谷

区の株式会社島田電機製作所を訪ね、伝承され続けている高い設計力、製作力の秘密に迫った。

島田電機製作所の製作する製品の特徴は、1.特殊な意匠（デザイン）や高い品質が要求され

る製品 2.ビルのデザインに応じた、受注生産型のオーダーメイド品 3.小ロット、短納期に対応

した生産体制などが挙げられる。主な製品は、①インジケーター…エレベーターが今どこにい

るのか、階床を表示するもの。②ホールランタン…複数のエレベーターがある場合に次にどの

エレベーターが来るのかあるいは到着したことを表示するもの。③ホールボタン…エレベータ

ーを呼ぶためのスイッチ。スイッチや表示部はアクリル、筐体はステンレスがほとんどである。

建物に入ればかならず付いているもので、手で触れるものであるが利用者は意識をしないで使

っている。しかし建物は企業イメージを決めるものが多く、それを構成するエレベーター部品

への企業（建築主）のこだわりは相当のようだ。東京ドームホテルのホールランタン、ホール

ボタンは野球ボールをイメージした球体になっており、ある大手印刷会社のそれは社屋を上か

ら見た形になっている。また、顧客のほとんどは設計なしでイメージ図やラフスケッチで持ち

込むため、それを実際のカタチにするための設計が行なわれる。“そこが一番難しいんですよね”

と専務は話す。それを話す専務の目は輝いていた（まるで新しいおもちゃを買ってもらった子

供のように）。それを樹脂加工（切削・研磨）、板金加工を要し組み立てる。いまは創業期のよ

うな手加工はなく、

レーザー加工機やマ

シニングセンターと

いった設備であっと

いう間に加工してし

まう。しかし、研磨

には細心の注意を払

う。職人が一つひと インジケーター ホールランタン
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つ丁寧に研磨していく。

また、組立工程でも光り方に注意を払い、部品ひとつずつ調整しながら組立作業を行う。こ

の品質が大手エレベータメーカーからの受注が絶えない所以であろう。同業種を見てみると、

樹脂加工のみ、板金加工のみの会社は多く存在するがエレベーター部品専門で一貫生産してい

るところはほとんどない。最近ではアクリルとステンレスの合体した複雑な形状のものやバブ

ル期のような派手さはないがシンプルだがこだわりのある注文が多く寄せられている。

昭和8年港区に於いて故島田有秋氏が、これから

は高い建物がどんどん建つことを予見し、エレベ

ーター部品の製造を始めた。まさに先見の明があ

ったといえよう。その後、昭和14年に事業規模拡

大のため、現在の世田谷区北烏山の社屋を購入し

た。現在でもこの築66年以上経っている建物を使

用している。昭和18年、時代の流れで軍需工場と

して中島飛行機の部品の製造を行なうことになる。

現在の島田電機製作所のロゴマーク はその名残で

ある。昭和24年にエレベーター部品の製造を再スタートさせ、日本オーチス・エレベータ、三

菱電機、日立製作所の仕事を次々と始めるようになった。最古参の製造部長によると当時はホ

ールランタンはなく、アルミ製のインジケーターとホールボタンのみであったという。表面の

仕上げはヘアライン仕上げ（注）が主流で、数字部分やボタン部分を抜くのに手作業でドリルで

削りヤスリで整形していた。また、表面のヘアライン仕上げは、ヤスリとサンドペーパーで何

段階にも分けて研磨するという手法で仕上げていた。ヤスリがけは力を均一にかけなくてはま

っすぐかけられない。まっすぐかけないと綺麗なヘアライン目が出ない。まっすぐかけられる

ようになるまで半年間の時間を要したという。当時から一貫生産にこだわり、自社でできるも

のは自社で行なってきたとのことである。

平成5年に9億近い年商があったが、バブル崩壊や顧客からの価格低減要求が高まってきたこ

となどから年々売り上げが低迷し、平成12年には5億を割りこんでしまった。そんな中、現社

長の島田清四郎氏が就任する。兄である前社長の死去という突然のアクシデントに伴うもので

あった。専務である島田正孝氏は甥にあたる。正孝氏は平成5年に入社し、関連会社において

設計、技術を着実に習得していった。その正孝氏が技術部門に専念、経営は社長である清四郎

氏が担当するという、まさに二人三脚でのスタートとなった。石油資源開発に携わっていた清

整理された工場内



四郎氏は当時の経験を社内改革に活かすことから始めたという。就業規則すらない会社だった

が、どうせ作るならとISO9001の認証までも取得、それにより仕事を明文化した。良いといわ

れる会社の条件は機能的なマニュアルが存在することだと話した清四郎社長が印象的だった。

また、利益意識を徹底させたことにより懸案であったアクリル加工技術の内製化に成功、外注

比率の低下にも繋がった。しかし、改革には痛みを伴うもの。会社の目的を理解できない社員

に対してはリストラを断行せざるを得なかった。その結果、45名いる社員の半分が3年以内の

入社で、女性も4割を占める若い会社に生まれ変わった。それらの成果もあり平成17年には売

り上げが7億を突破、平成18年はさらに増える見込みだという。社長に売り上げが伸びた要因

を訪ねたところ、売上は営業努力と顧客重視、利益の確保は作業効率向上とやる気との答えが

真っ先に返ってきた。創立50周年にあたる平成11年には、納期短縮に対応するためレーザー加

工機を導入し、その後次々と経営状況を先読みしながらマシニングセンターを導入するなどの

積極的な設備投資も功を奏したといえる。外注先などではアクリル機械加工はできても仕上げ

ができないところが多いと正孝専務は話す。社内では加工よりキレイに仕上げる最終工程へ、

より力を注ぐ。その結果、高級感のある設計、丁寧な仕上げで評価を得、現在は主要エレベー

ターメーカー各社から受注し、日本各地の高層ビルに納入している。

最近の取り組みとして平成16年には能力型の人事評価制度を導入して、年2回人事考課を実

施し、社長と専務で社員全員を対象に面接し、人事考課のフィードバックを行なっている。人

事考課の成果としてやる気のある人が見えてきたと専務は話す。社内教育にも力を入れパソコ

ン、CADCAMなど様々な技能講習を実施している。さらに社内活性化のために社内報「島田通

信」を隔月で発行、ワークグループでの討議を行うなど円滑なコミュニケーションに繋がる活

動を積極的に行なっている。なかでも象徴的な話がある。会社の基本理念として「誇りの持て

る会社にしよう」を定めた。それを社員が自発的に取り組めるように「誇り」について8つの

グループに分けて、討議させ、社員の考えをまとめさせた。これはトップからの押し付けでは

なく、社員からのボトムアップで決めた経営理念である。トップと社員の認識がひとつになっ

た瞬間である。

清四郎社長は4代目にあたる。清四郎社長はいつ

でも専務に経営を渡せると話す。しかし正孝専務は

営業技術部長もこなし、多忙を極める毎日だ。経営

を担うにはリーダーの育成が急務だろう。経営を後

継者が担い、技術を社長が一手に引き受けるという

体制が多い中、特殊要因があったとはいえ経営は社

長、後継者（専務）は技術という島田電機の体制は

111

東京の名匠29人の挑戦

左：正孝専務、右：清四郎社長
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非常に機能的に映る。今までの経験を経営に活かそうとする社長、その社長の下、営業・技術

に奔走する専務、まさに一枚岩だ。社員たちにも活気がある。工場を拝見させていただいた時

に仕事中にも関わらず、社員の皆様の笑顔、こんにちはという挨拶に感心させられた。あとで

聞いたことだが、社員に求めていることは「きちんとあいさつができる」「てきぱき行動する」

である。納得である。経営方針、品質方針から始まり様々な目標、計画などを立て実施してい

る島田電機、様々なところにスローガンなどが掲示してある。その中で目に留まったものを紹

介しよう。「身につけよう想像力という名のヘルメット」深い感銘を受けた。また、専務に技の

継承について聞いた、その答えは「私はエレベーターに育てられた」。これが“シマダイズム”

だ。

国内の受注量は見えた、次は中国だ。2人は口を

揃える。先月中国・北京で開催されたエレベーター

の見本市に視察に行ったとの話を伺った。出展した

のかと思ったが、製品を持ってブースに売り込んだ

というのだ。反応を見るためだという。品質の高さ

に反応は上々だったという。次回は出展をと、現在、

中国進出の戦略を練っているところだという。

最後に一番の懸案材料を聞いた。国際戦略でもな

い、人材育成でもない、社屋の立替だ。社屋がある

世田谷区北烏山は第一種低層住宅地域でもともと工場が建てられない地域、古くからの建物を

工場として使用しているため、1階平屋建てで無駄も多い。また従業員が50名を目前にしてお

り、様々な設備も必要になってくる。現在建て替えについて世田谷区と協議中ということだが、

有害物質も出さない、騒音とも無縁であり、2000坪の敷地内には世田谷区が認定する保存樹木

が数多く存在する貴重な場所なのだ。66年以上もの間、景観と環境を守ってきた企業だけにせ

めて２階程度の工場への建て替えは認められないものだろうかと心の底から思い、緑豊かな島

田電機製作所を後にした。

（経営企画室　寺井　晃）

（注）ヘアライン仕上げとは、表面に髪の毛のような細いラインが入る金属の仕上げ方法のことで、磨き仕上げのよ
うな光沢がないので、落ち着いた雰囲気で、より金属の質感が出るといわれている。

企業名　株式会社島田電機製作所　　　　　代表取締役社長　島田　清四郎

所在地　世田谷区北烏山8-25-1 電話 03-3300-1341

URL http://www.shimada.cc

緑豊かな島田電機製作所の社屋
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現場ニーズに応えるものづくり
株式会社北斗金属工業

バブル崩壊以降、世間の不況をものともせず建築・土木用資材製品の分野で次々とヒット製

品を生み出す企業が北区にある。創業40年の歴史を持つ株式会社北斗金属工業である。「新製

品開発の源泉は現場にある」と語るのは同社の大黒柱、菅野征人社長。現在は、後継者にあた

る2人の息子さんと一緒に事業活動を行なっている。今回は同社の歩んできた道のりから、厳

しい環境を生き抜いてきた経営術を探っていきたい。

菅野社長は昭和42年、ネジ販売業により

創業。その後、顧客の声に応えるため特注

ネジの製造販売を行なうようになった。ま

た、テレビやパソコン用ディスプレイなど

の弱電製品が伸びるようになると、銅、鉄、

ステンレス材のバネやトランス向けのプレ

ス加工を始める。こうした新規事業分野へ

の進出は、外部の環境変化に同社が対応し

ていった結果であるが、時が経つと共に製

造量の減少や単価の下落という問題に直面

するようになった。そんな中で土木・建築施工業者が使う金具の改良を引き受け、その成果と

して平成８年に「スクリュービット」を開発したのである。この開発は、社長が施工現場へ足

を運び、施工現場の意見を取り入れながら、試行錯誤の末にできたものであり、「顧客ニーズに

応えよう」という姿勢で行ってきた研究開発が結実したものだといえよう。

こうして土木・建築業界向け製品の開発・製造を新たに始めたが、この事業はこれまでの事業

とは違う良い点があった。市場が大きすぎないため、大手企業などとの競合が少ない点や、製品

力が高く、特許を取得したため、製品単価の下落を避けられる点である。以前の事業では特許な

どの保護を行わず、他社へノウハウを奪われたこともあったそうだが、今ではその苦い経験を活

かしている。今後も土木・建築製品の開発をすすめ、この市場での売上拡大を狙っている。

上中が「スクリュービット」、

下が新製品「イスピーアンカー」



114

東京の名匠29人の挑戦

「スクリュービット」は、コンクリート

型枠工事H 鋼へのセパレータ保持金具で

ある。従来、セパレータの取り付けには、

① H 鋼へ金具を打ち込む、②セパレータ

を金具に取り付ける、という2工程を要し

ていたが、「スクリュービット」は、セパ

レータが打ち込み部分のネジと組み合わ

さっているので、「スクリュービット」を

H鋼へねじ込むだけの1工程で済んでしま

う。扱いやすく、強度を保ったまま施工時間を短縮できるため、大手ゼネコンをはじめとする

施工業者から支持され、月産6～7万本に達しているヒット製品となった。

「ホクトリング」はセパレータ部の止水製品である。通常、セパレータとコンクリートの接着

面には、かすかな隙間があり、そのままでは水がしみ出してしまう。この隙間を非加硫ゴムで

ふさぎ、漏水を防ぐのが「ホクトリング」である。「ホクトリング」がふさぐ仕組みは次のとお

りである。「ホクトリング」をセパレータに通し、指で軽く押さえつけると、「ホクトリング」

内の非加硫ブチルゴムがセパレータに接着する（第1の接着）。また、「ホクトリング」とコン

クリートが触れる面では、非加硫ブチルゴムの表面にある水溶性フィルムが溶け、非加硫ブチ

ルゴムとコンクリートがイオン化結合し、「ホクトリング」とコンクリートも完全に接着するの

である（第2の接着）。この「ホクトリング」は、それまで使われていた水膨張ゴムを使った製

品などに比べて価格は割高であるが、次のような利点がある。①接着剤を使わず、非加硫ブチ

ルゴムそのものが接着するため、安全性・施工性が優れている。②止水性が高く、補修・メン

インパクトレンチで回転させてねじ込む

〈第1の接着〉
非加硫ブチルゴムがセパレーターに接着して水の侵入を
ガード

〈第2の接着〉
非加硫ブチルゴムとコンクリートが接着し、水の通りを
防ぐ



テナンスにかかる手間やコストが下がる。従来製品は安く、施工費用を抑えられるため、従来

製品を使用したいとする施工業者もあるが、耐久性やメンテナンスを考えた施主や設計事務所

が、施工業者に「ホクトリング」の使用を指示することもあるという。

同社ではさらに、「ホクトリング」と同じ非加硫ブチルゴムを応用し、コンクリート打継部の

止水に使う「アクアシャット」などの製品も開発している。これらの製品は水圧の高い厳しい

環境になると、さらに従来製品より止水性に差が出て有用性が増すものである。

同社には社長のご子息が2人おり、長

男の鋭一氏が営業部長を、次男の裕之

氏が営業課長を務めている。現在は社

長が製品開発、鋭一氏が営業、裕之氏

が技術部門とそれぞれ得意する分野で

同社を支えている。裕之氏は学校卒業

後、施工現場に入り込んで現場を体験

しながら、施工現場の問題点の洗い出

しを行った経験を持っており、製品開

発は社長と意見交換をしながら行なっ

ている。これは施工現場のニーズを的

確につかみ、ニーズに対応した製品を開発できるという、同社の大きな強みとなっている。

社長は、後継者となる2人に対して、「とにかく施主が喜ぶ建築物や施工現場の改善に役立つ

製品作りを続けて欲しい」との思いを持つ。また「儲けることだけを考えると、場合によって

は、製造側の論理により低コストではあるが品質を落とした製品の販売や、質の悪い建築物を

造ることにもなりかねない。一足飛びに大きな収益を目指すのではなく、施主や施工現場のニ

ーズにひとつひとつ応えていく会社であって欲しい」と社長は考える。この考えは、同社が歩

んできた経験に基づくものであり、後継者となる2人にも伝わっているようである。

裕之氏は今後の目標について、「まず事業を成長させていき、それから自社生産に乗り出した

い」と話す。実は現在、同社は組立を行っているものの、製造量があまりに多くなってしまっ

たため、加工は外注となっている。「機械が好きだ」と話す裕之氏には、やはり「自社で良い製

品を安く作りたい」との思いがあるようだ。ニーズを製品開発に結びつける社長のノウハウも

学んでいきたいと意欲的だ。

鋭一氏を中心する営業部門では、製品をアピールするため、国土交通省の新技術情報提供シ
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左から菅野裕之氏、菅野征人社長、菅野鋭一氏
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ステム（NETIS）へ登録や、公社の※事業可能性評価事業（注）などをすでに活用している。さ

らに同社の製品・施工工法について東京都土木技術センターが行う建設技術審査証明を取得す

る予定だ。顧客の要望に応える姿勢がここでもにじみ出ている。またカタログなどの販売促進

ツールのデザイン改善など、この業界ではあまり行なわれていない取り組みにも熱心で、製品

の良さを伝える活動にも力が入っている。

今回の訪問で施主や施工業者に役立つもの作りへの強い思いが、同社の行動指針とも言うべ

き「現場主義の精神」を創り出したのだと感じた。また、その精神と社長の環境適応能力（「先

見の明」）があったからこそ数多くのヒット製品を生み出すことができたのだと思う。

今後は、家族経営ならではの信頼関係に基づく役割分担や意見交換、事業理念の共有といっ

た「協働体制」を強みに、さらなる発展を心から期待したい。

（事業戦略支援室　山口　達也・片倉　圭三）

（注）「防水システム用止水ゴムの応用開発及び販路開拓事業」は公社事業可能性評価委員会にて「事業の可能性あり」
と評価され事業化支援中

追記：平成18年10月「東京都功労者表彰」（東京都）技術振興功労者賞

企業名　株式会社北斗金属工業　　　　　　代表取締役社長　菅野　征人

所在地　北区東田端2-7-6 電話 03-3800-1511

URL http://www.hokut.com



事業可能性評価事業 

ニューマーケット開拓支援事業 

助成金事業 

その他の支援事業 

　新たな事業展開を目指す中小企業や創業を志す起業家を対象に、検討中の事業計画について、専門
家によるアドバイスを受けたり、「事業の可能性あり」と評価を受けたものについては、事業化に至
るまで技術支援や金融支援のほか販路開拓等あらゆる面から継続的に支援します。 

　都内中小企業の開発製品や技術を商社やメーカー等へ積極的に紹介するとともに、「売れる製品・
技術」として育てていくためのアドバイスを行います。そのため、実践的な営業経験や製品開発の経
験を有する大企業ＯＢ等をビジネスナビゲータとして委嘱し、その豊富な企業ネットワークや市場情
報等を有効に活用し、販路開拓を推進していきます。 

　技術革新や情報化の進展及び顧客ニーズが変化する中で、中小企業が時代に即した経営を行い、事
業活動を活性化していくための一助として、新製品・新技術の研究開発と販路開拓をはじめ、ＩＳＯ
の取得や中心市街地商業の活性化について助成しています。（＊助成金の内容・募集時期については、
年度ごとに異なりますので担当課までお問い合わせください） 

■総合支援事業／あらゆる経営に関する相談窓口の運営、専門家の派遣 
■創業支援事業／起業セミナー、創業相談、創業支援施設の運営 
■下請企業等振興事業／受発注取引の情報提供、取引の苦情等の処理、ビジネスチャンスの提供 
■知的財産活用支援事業／知的財産に関する相談窓口の運営、知財セミナー等情報提供、海外知財活用支援 

■産学公連携支援事業　　■デザイン支援事業　　■国際化支援事業　　■人材育成事業　　■リバイバル
支援事業　　■企業福利厚生支援事業　　■インターネット情報提供事業　　■伝統工芸品等振興事業　　
■地域中小企業支援事業　　■産業貿易センター事業　　■会議室・展示室の貸出 

事業戦略支援室 ●Tel 03－3251－9330 
 

事業戦略支援室　販路開拓係 ●Tel 03－3832－3673

助成課 ●Tel 03-3251-7895 
 

＊詳細につきましては、公社事業案内、又は、公社HP（http://www.tokyo-kosha.or.jp）をご参照ください。 
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