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オリエンタルチエン工業
が金属射出成形に関する
コマツの特許を活用して
作った機構部品。詳しく
は特集をご覧ください。



「金属射出成形にチャレン

ジしたいので、指導してくれ

る企業を紹介してほしい」。産

業用機械や医療用機器に組み

込まれるチェーンを手がけて

きたオリエンタルチエン工業

（松任市）の西村武社長が、そう

言ってISICOに相談を持ちか

けたのは平成13年春にさか

のぼる。

それは、同社が得意として

きたチェーン業界の市場規模

が年間600～700億円で成

熟期を迎えている上、近年、安

価な中国製チェーンが台頭

し、同社の売り上げも平成3年

をピークに下降の一途をたど

っていたからだった。

ところで、「金属射出成形」

とは、金属の粉末と樹脂を混

ぜて溶かし、型に注入した後、

高温で焼いて樹脂の成分を蒸

発させながら金属粒子を焼結

させる技術のこと。切削加工

などに比べると、「小さくて複

雑な形状の製品が量産でき

る」「工数が減りコストが安い」

「寸法精度が高い」といったメ

リットがある。

西村社長が、この金属射出成

形に目をつけたのは、「大量に

売れている携帯電話や医療機

器に内蔵される部品を金属射

出成形で製造すれば、受注が見

込める」と踏んだからだ。その

背景には、3年前から新しく参

入した折りたたみ式携帯電話

のちょうつがいの開発・製造

や医療機器に内蔵される世界

最小チェーンやその金具を製

造してきた経緯がある。

いわば同社の独自技術が新

たな技術進出の足がかりとな

ったのである。

オリエンタルチエン工業か

ら依頼を受けたISICOでは、特

許流通支援センターのアドバ

イザーが、該当する技術を持

った企業がないか調査に乗り

出した。ちなみに同センター

起死回生をかけて
新分野にチャレンジ
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※独立行政法人工業所有権総合情報館調べで、97～03年の累計。特許流通アドバイザーの支援によって導入した特
許技術に基づき製造した製品の売上高、製造のための開発・投資額、ライセンス収入、新規雇用者人件費の合計。

石川県の「特許流通」による経済効果（※）は19億円で、堂々、全国10位にランク
インしている。特許流通とは特許権の譲渡やライセンス契約を指し、石川県産
業創出支援機構（ISICO）に寄せられる特許流通に関する相談件数も年々増加
傾向にある。この特許流通を有効活用して、製品開発のスピードアップやコス
ト削減、付加価値を高める動きを加速させる県内企業の現在を追った。

企業の求める特許情報を
アドバイザーが提供

スピードアップ、コストダウンには特許の活用が効果てきめん

石川の特許
活用最前線

巻頭特集

The patent practical use front line of Ishikawa Prefecture
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特許活用を支援する
ISICOの近岡和英アドバ
イザー（写真左）とともに。

金属射出成型機。この
後、高温の炉で焼き上
げ、樹脂成分をとばす。

オリエンタルチエン工業

西村武社長（写真右）

オリエンタルチエン工業（株）

は、企業や大学、研究機関など

が持っている取引可能な特許

について情報を提供するほ

か、企業が特許流通の契約を

結びたい場合、そのあっせん

を行っている。しかも、一連の

サービスはすべて無料で利用

できる。

調査の結果、大手建設機械

メーカー・コマツが保有する

特許の中に、オリエンタルチ

エン工業の求める技術がある

ことが分かった。

ただし、このケースでは、特

許流通はすんなりとはいかな

かった。なぜなら、この特許が

他社への譲渡やライセンス契

約を前提としたものではなか

ったからだ。むしろ、コマツ社

内でその技術を活用して付加

価値を高めるために、知的所

有権保護の目的で特許登録し

ていたのである。

しかし、西村社長はあきら

めなかった。同センターのア

ドバイザーとともに何度もコ

マツに足を運び、特許の開放

を願い出た。技術的に高い難

度に加え、多額の設備投資も

必要になることが予想され

た。「金属射出成形の技術を習

得して、チェーンに次ぐ事業

の柱に育てたい」という西村

社長の熱意が、最終的にコマ

ツを動かした。

こうして、最初にISICOへ相

談に訪れてから約9カ月後の

平成13年12月、オリエンタ

ルチエン工業とコマツの間で

特許のライセンス契約が交わ

された。

その後、オリエンタルチエ

ン工業では研究員2人を3カ

月間、コマツの生産技術開発

センタに派遣し、研修を積ま

せた。また、約2億円余を投入

して必要な設備をそろえ、お

狙い通りに
新規の大口顧客を開拓

オリエンタルチエ
ン工業で使用する
金属射出成形の材
料。金属粉（上）と2
種類の樹脂を混ぜ
合わせる。

特許活用事例

1
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よそ1年がかりで基礎研究や

試作品づくりに取り組んだ。

そして、平成15年12月、当

初の狙い通り、携帯電話の部

品の受注に成功した。携帯電

話の部品は、寸法精度はもち

ろん、10万個単位の量産が必

要なことから、金属射出成形

の技術が重宝された。

さらに、今年7月、医療機器

メーカーから金具の受注を獲

得。この金具は、従来の切削加

工を金属射出成形に切り替え

ることで、約40％のコストダ

ウンを実現した。少しでもコ

ストを圧縮したいというメー

カーからの要求に応えたこと

が、受注の決め手になった。

同社では、この新分野で今年

度末に約2億8,000万円の売

り上げを見込む。西村社長は

「まだ事業として軌道に乗った

状態とは言えないが、取り組ん

だ以上は、トップメーカーとし

ての地位を確立させたい」と決

意を新たにしている。

現在、特許庁に登録されて

いる特許件数は約4,000万

件にも上る。しかも、そのうち

の約2/3は未利用特許と呼ば

れ、具体的な商品化や活用に

至っていないのが現状だ。そ

ういった眠れる特許から宝の

山を見つけ出し、うまく活用

すれば企業の競争力アップに

役立つことは間違いない。

ISICO特許流通支援センタ

ーの近岡和英アドバイザー

は、「特許は高度な技術開発の

成果。それを利用することで、

“新製品・新事業のヒント”

“技術開発のスピードアップ”

「自然石アート舗
装」の試験施工で
描き出した兼六園
のことじ灯籠。

水と砂を高圧でアス
ファルトに吹きつけ、
模様を描くサンドブ
ラストマシーン。

タイセイ建材（株）

石川の特許
活用最前線
The patent practical use front line of Ishikawa Prefecture

タイセイ建材

西川勇社長

特許活用事例

2
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“研究開発費のコスト削減”に

つながる」と話す。

ところで、既存の特許につ

いて譲渡、あるいはライセン

ス契約を結ぶ場合、ロイヤル

ティーや契約期間をはじめ、

契約項目が多岐にわたるので

注意が必要だ。近岡アドバイ

ザーは「アメリカと違って日

本企業は契約に慣れていな

い。しっかりと条件を精査し

てほしい」と指摘し、契約後に

無用のトラブルを防ぐために

も専門家のアドバイスを受け

ることを薦める。

公園や歩道などの舗装工事

を手がけるタイセイ建材（金

沢市）も、特許流通支援センタ

ーがライセンス契約の仲介を

した会社の一つである。

同社は今年2月、（有）アステ

ス（岐阜県）と「自然石アート

舗装」のライセンス契約を結

び、事業をスタートさせた。

「自然石アート舗装」とは、砂

と水を高圧で吹きつけてアス

ファルトの表面を削り、さま

ざまな模様を描き出す工法で

ある。

「昨年夏にアステスから届

いたダイレクトメールを見て

興味を持ちました。当社でも、

同様の方法で汚れた舗装路を

洗浄する事業に取り組んでい

ましたが、使う機械の音がう

るさい上、砂が飛散するとい

う欠点がありました。それに

比べると、アステスの機械は

音も静かで砂も飛散しませ

ん。味気ないアスファルトが

きれいになり、デザインまで

描けるのですから、何とか当

社で事業化したいと考えまし

た」。タイセイ建材の西川勇社

長は、岐阜県まで出向いて見

学した後、3カ月間のテスト契

約を経て、本契約を結んだ。

契約には、近岡アドバイザ

ーと岐阜県の特許流通アドバ

イザーも仲介に入り、契約期

間、料金などを詰めていった。

西川社長がアステス側に強く

要望したのは、「ライセンス契

約は1県につき1社とし、お互

いの営業エリアは侵さない」

という点だった。

「こういった契約は初めて

の経験で、近岡アドバイザー

に間に入っていただいて何か

と助かりました」と西川社長。

もちろん、技術開発のコスト

低減にも役立ち、「一から技術

開発することを考えれば、1/3

以下の費用で済んだ」とのこ

とだ。

他社の特許を導入してビジ

ネスチャンスを拡大する企業

がある一方で、自社で保有す

る特許を生かし切れていない

企業も散見される。事情はい

ろいろあるだろうが、こうい

った場合は、特許を開放して

他社と共同で実用化を図った

り、ライセンス収入を得るこ

とで活路を開くという手もあ

る。

例えば、アメリカのIBMは

純利益に占めるライセンス収

入が20％を超え（2000年）、

特許を他社に利用してもらう

1/3以下の投資額で
新技術を手中に

未利用特許の開放で
新たなビジネスチャンスも

新産業創出

中村治吉社長

使わない時は通行
の邪魔にならない
よう設計された
「一服さん」。座面
の裏側に写真や広
告を入れられる。新産業創出（株）

特許活用事例

3
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特許の出願、活用の前に特許電子図書館の活用を！

ISICO特許流通支援センターでは、特

許庁に登録された特許情報を技術分野

やキーワードによって検索できる特許

電子図書館の利用について、経験豊富

なアドバイザーが相談に応じています。

特許を調査することで、重複開発や

特許侵害を回避するばかりでなく、開

発のヒントを得ることもできます。効

率的に検索するにはある程度のノウハ

ウが必要となるので、利用する場合は

一度ご相談してください。 特許情報活用支援アドバイザー

辻 寛司

利用方法をISICOが
アドバイスします

ことで高収益を実現してい

る。また、今年に入って日本政

策投資銀行が特許権を担保に

開発資金を融資する事例も出

てきた。

バリアフリー歩行補助いす

「一服さん」の特許権を保有す

る新産業創出（金沢市）も、その

好例と言える。

「一服さん」は、バス停などの

待ち合い用に開発されたもの

で、人が座らないときは自動

的に座面が折り畳まれる機構

のため、従来のベンチと比べ

ると省スペース化が図られる

のに加えて、座面の裏側にさ

まざまなデザインを凝らすこ

とができる。

中村治吉社長は「中小企業

の場合、一つの商品のためだ

けに大きな設備投資をするの

はリスクが大きすぎる。さら

に、道路に設置するための許

認可の手続きやメンテナンス

のことを考えれば、営業エリ

アはそう広げられない。だか

らこそ、ライセンス契約とい

う営業戦略にかじを切った」

と話す。現在、商品のPR方法は

ホームページだけにもかかわ

らず、国内はもとより中国や

韓国からも問い合わせがある

ほどの反響で、島根県や鳥取

県など6県の企業とライセンス

契約を締結している。

同社では契約を交わす際、

必ず、特許流通アドバイザー

に間に立ってもらうようにし

ているという。「見知らぬ企業

との契約は怖いものですが、

アドバイザーに契約内容をし

っかりチェックしてもらえる

ので安心しています」と、中村

社長はそのメリットを話す。

特許流通アドバイザーの支

援による特許ライセンス契約

などの成約件数は、全国的に

見ると、平成9年度にはわずか

6件だったものが、平成16年

には累計4,080件と、急激な

伸びを見せている（別表）。

「新製品を開発したいが、社

内に先端的な技術がない」「技

術的な課題があるが、自社で

は解決できない」「特許を活用

したいが、売り込み先が分か

らない」など、特許流通に関す

るお問い合わせや疑問は、ぜ

ひ特許流通支援センターを活

用していただきたい。
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出展：独立行政法人　工業所有権総合情報館ホームページ 

■ 特許流通促進事業の成約件数 

各年度 
累計 

6 6
43 49

130
179

588
409

1,478

890

2,701

1,223

4,080

1,379

H9
H10

H11
H12

H13
H14

H15

●お問い合わせ

ISICO特許流通支援センター
TEL 076-267-6291

石川の特許
活用最前線
The patent practical use front line of Ishikawa Prefecture

●特許電子図書館 http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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お問い合わせ

（財）石川県産業創出支援機構サイエンスパークオフィス
TEL 0761-51-0122

頭脳立県石川のシンボルとも言える

「いしかわサイエンスパーク（ISP）」。

パーク内に進出した企業や

研究機関の取り組みをご紹介します。

土木建築の基礎工事や地質調査を手掛けるウ

ェッジでは、今年6月、金沢大学大学院自然科

学研究科の松本樹典教授と共同で、建造物の荷

重を支えるパイルド・ラフト工法の解析ソフト

「PRAB(プラビ)」を独自に開発した。

「PRAB」は、杭の数や長さはもちろん、現場

に適した荷重や地盤の強度など、さまざまな条

件でシミュレーションで

き、測定結果をグラフと

数値のほか、立体図でも

表示する。従来、パイル

ド・ラフト工法に関する

データ入力だけで2週間

以上かかっていた解析作

業が、わずか数時間で完

了するとあって、発売以

来、全国から問い合わせ

が相次いでいる。

平成7年に野々市町で

創業したウェッジがISP

内のインキュベーション施設・クリエイトラボ

に入居したのは5年前。開発に打ち込める静か

な環境と、北陸先端科学技術大学院大学のそば

で、研究開発が盛んな土地柄に魅力を感じたの

がその理由だった。

そして、「PRAB」だけでなく、昨年10月に

開発した急速載荷試験装置「スプリングハンマ

ー」も、そんな環境から生まれた製品の一つ。

「スプリングハンマー」は基礎の杭の強度を測

定し、建造物の荷重への安全性を調べるための

測定装置で、独自に開発したバネを搭載し、重

りを杭に衝突させる様子を数千分の1秒単位で

撮影する。重りを長時間、杭に載せ、結果が出

るまで3週間近くかかっていたこれまでの測定

期間を、わずか1日に短縮。しかも、大がかり

な装置も必要なく、コストは従来に比べて

1/10に抑えることができる。

現在、同社では平成20年の北京五輪や平成

22年の上海万博などを控え、大規模な工事ラ

ッシュが続く中国への進出を模索。合弁企業を

設立して本格的な事業展開を狙っている。

まず中国で実績をあげ、最終的には日本の工

事現場でも採用されるよう、さらなる品質の向

上を目指し、研究が続いている。

（株）ウェッジ
〒923-1211  能美郡辰口町旭台2-13

TEL 0761-52-0606  FAX 0761-52-0607
http://www.wedge-corporation.net/

土木工事の工期短縮、低コストに威力
独自の解析ソフトと測定装置で飛躍へ

2週間の解析作業を数時間で

測定コストが
1/10に

■ 入居者特典
●高速インターネット（100Mbps）常時接続無料
●24時間365日利用可能
●ISICOによる情報提供
●無料駐車場
●北陸先端科学技術大学院大学との共同研究の場合は、
大学の設備も一部利用可能

■ 募集区画
・25㎡×1区画 ・50㎡×5区画
■ 応募資格
（1）インキュベータ
●新分野への進出、技術開発など、創造的企業活動
を行う中小企業
●独自の事務所・研究室が持てない小規模企業
●創業まもない中小企業、これから起業を目指す
意欲ある方

（2）レンタル・ラボ
●研究開発に取り組むすべての企業

■ 利用料金
●賃貸料
【インキュベータ】
1㎡あたり2,000円／月
【レンタル・ラボ】
1㎡あたり3,000円／月

●共益費　1㎡あたり500円／月
●保証金　月額賃貸料の2カ月相当

■ 利用期間
原則3年以内
（必要な場合だけ2年延長可）

「スプリングハンマ
ー」は、特殊なバネ
を使っており、騒音
もほとんど出ない。

いしかわサイエンスパーク内のインキュベート施設・いしかわク
リエイトラボでは、現在、入居企業を以下の通り募集しています。い し か わ ク リ エ イ ト ラ ボ 入 居 者 募 集
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北陸ライフケアクラスター研究会会長の
太田富久教授。

県内では、産学官の連携によって
ニュービジネス創造を目指す動きが本格化しています。

ここでは、その実例に迫ります。

「北陸ライフケアクラスター研

究会」では、今年4月、自然素

材を主成分にした抗加齢化粧品

4種類を研究会の統一ブランド

「HLCC」商品として販売。6月

には、粒子の細かいおからで作

った健康パンを、科学的評価を

行ったHLC商品として認定した。

研究開発のテーマは「美容」

と「健康」で、商品化にあたっ

て最も力を入れているのが人体

への安全性の科学的な実証であ

る。例えば、健康パンの場合、

石川県と富山県の医療施設で臨

床試験を繰り返し、便通をよく

する効果を確認した。

また、化粧品メーカーの（株）

ルバンシュ（金沢市）など、県

内企業が数多く携わった抗加齢

化粧品開発には、クリームなど

の商品に油分の酸化を抑える作

用を持つ加賀野菜のキンジソウ

（金時草）を使い、他との差別化

を図っている。

研究会では現在、大手商社と

タイアップして、化粧品のPR活

動と販路開拓を本格化させてい

る。特に、抗加齢化粧品は、シ

ミやシワなど、肌の衰えが表れ

る30代から50代の女性に人気

を集めており、納入先は首都圏

へと広がっている。

さらに、これらの研究開発を

通じてキンジソウをスイゼンジ

エキスという表示名称の化粧品

の新素材として日本化粧品工業

連合会に登録した。

このように順調な成果を挙げ

る同研究会は、産業クラスター

計画の石川・富山・福井県の旗

振り役「北陸ものづくり創生協

議会」の一部門として、平成14

年9月に発足した。北陸地域に

国が新産業の創出に向けて力を入れる
「産業クラスター計画」が、石川県でも着実に進行している。
その一つで、北陸三県の企業や大学など約50団体で構成する
「北陸ライフケアクラスター（HLC）研究会」では、
付加価値の高い美容・健康関連の商品開発に成功し、
本格的な販路の拡大に乗り出している。

科学的に安全・安心を実証した
産学官連携ブランドで
北陸経済の活性化を目指す

「美容」「健康」をテーマに
独自ブランドを展開

能美郡辰口町旭台2-5-3
いしかわフロンティアラボ
（株）ビーロード内
TEL 0761-51-7755

http://www.h-lifecare.net/

官 

産 
製薬や繊維、
食品などに携わる
北陸の企業 

石川県農業試験場など

○今回の産学官連携ユニット 

学 
金沢大学など 
北陸の大学 

北陸ライフケアクラスター研究会

産学官の役割分担が
スムーズな商品化につながる
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多い製薬や繊維、食品など生活

に密着した産業をベースに、「抗

ストレス」や「癒し」をキーワ

ードにしたライフケア関連産業

を創出することが目的だ。

同研究会には、金沢大学など

北陸の各大学と研究機関、食品

や化粧品、繊維を扱う地元企業

が参加し、食品産業や美容・健

康などの11チームに分かれて、

研究開発に取り組んでいる。

「コストや充実した研究環境が

必要な素材開発を、金沢大学や

石川県農業試験場などが担当し

てくれたおかげで、化粧品メー

カーの当社は、得意の製造分野

に専念できた」。

ルバンシュの千田和弘社長が

こう話すように、産学官連携は、

それぞれの強みを組み合わせた

開発を進められる点が大きな魅

力だ。研究会の設立から2年以

内というスピードで、販売にま

でこぎつけた抗加齢化粧品は、

まさに、このメリットが最大限

に生かされた商品と言えよう。

このほか、研究会では商品の

分析・評価にも取り組んでおり、

今年6月からは県内の酒造メー

カーが発売した酒かすを主原料

にした化粧品の機能性を科学的

に調査している。

同研究会では、今後もライフ

ケア関連商品の拡大に努めてい

く方針だ。「研究会には、サプリ

メントや水の浄化剤などに取り

組むチームもあり、これらの分

野でも商品化を果たしたい」と、

北陸ライフケアクラスター研究

会会長の太田富久金沢大学薬学

部教授は抱負を語る。

これと並行して、同研究会で

は、地域から出資を募り、産学

官の共同研究やベンチャー企業

などを支援する独自の「HLCフ

ァンド」も検討している。

ファンドは、助成する企業が発

行する新株予約権付社債を引き

受ける形で資金を援助するもの

で、通常、研究終了後に支払われ

る国の補助金などの助成に対し

て、より実用的な資金援助をする

ことができるメリットがあり、

北陸経済活性化への貢献が期待

されている。ベンチャー企業を支援する
ファンド設置も検討中

「連携することで、充実した研究開発環境が整った点も
大きなメリットだった」と話すルバンシュの千田社長。

ルバンシュがブース
を出展した日本皮膚
科学会中部支部総
会・学術大会でも、
「HLCC」の化粧品を紹
介。広報活動を積極的
に進めている。



ビジネスチャンスの拡大、
逆境をバネにランクアップ･･･
さまざまな目的に向け、販路開拓に
乗り出した企業の挑戦を紹介します。

金属くず運搬用のチップコ

ンベヤなど、工作機械の周辺

機器を扱う白山機工では、新

しいマーケット創出に向け、

中国と韓国で積極的なビジネ

ス展開を進めている。

中国では、無錫市にある機

械製造会社・大東機械と合弁

企業「無錫大東白山機械有限

公司」を設立し、昨年からチ

ップコンベヤの製造・販売を

始めている。ターゲットは、

近年、生産拠点を中国に設け

る世界の自動車メーカーなど。

当面は、低コストで生産する

現地の機械メーカーがライバ

ルになるが、同社では、日本

から技師を派遣するなど、徹

底して品質にこだわり、差別

化を図っていく考えだ。

一方、韓国では、同社が開

発した宅配ボックスの販売に

力を入れている。宅配ボック

スは、不在時に届いた宅配物

を一時的に預けておくもので、

住人はパスワードを入力して

荷物を受け取る。

近年、韓国では、設備の充

実したマンションに住むこと

が社会的なステータスとなっ

ており、「経済成長に伴う所得

の増加で、需要はますます高

まっていく」と穐田(あきた)竹

男社長。平成12年に、宅配ボ

ックスを専門に扱う合弁会社

「HAD」（釜山市）を設立し、

今年4月にはソウル支店を開設

するなど、営業拠点を強化し

て、販売を本格化させている。

穐田社長は、「さらなる進歩

が予想される中国と韓国の足

場をしっかりと固め、今後、

アジア各国の市場開拓にも乗

り出していきたい」と意欲を

見せている。

DATA
松任市旭丘1丁目5番地
TEL 076-275-6631
FAX 076-276-8371
http://www.hakusankiko.co.jp/

中国・韓国への市場開拓を本格化

［写真上］今年6月に無錫市の麻建国副市長と土地の借用
契約を交わした。年末には合弁会社の工場が建設の運び。

［写真左］「無錫大東白山機械有限公司」では、自動車メー
カーなどから注文を受け、チップコンベヤを生産している。

（株）白山機工

宅配ボックスは、建設時に埋め込まれ、建
造物と一体化するので、見た目もスマート。
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型枠パネル洗浄機を開発

住宅のサイディングなどの

パネル成型ラインを製造する

マツカワキカイでは、建築現

場で使う強化プラスチック製

型枠パネルをその場で洗浄す

る機械で、新分野進出を探っ

ている。

同社が3年がかりで独自開発

した洗浄機は、ラインに乗せ

た型枠パネルを移動させなが

ら、こびりついたコンクリー

トを洗い落とすシステム。特

殊工具を使用した洗浄と同時

にブラッシングすることで、

隅々まできれいにできる上、

パネル表面を美しくするため

に油を塗る工程も含めて1枚約

20秒というスピーディーな仕

上げを可能にしている。

さらに、洗浄機は、使用後

の水をフィルターを通したあ

と循環させて再利用し、建築

現場での作業を考え、高さ約

0.8メートル、幅約2メートル

のコンパクトサイズにしてい

る。環境への配慮から型枠パ

ネルを持ち帰り1枚ずつ手洗い

していた従来の洗浄方法に比

べ、大幅な時間の短縮と省力

化を実現した点がポイントと

なっている。

開発にあたっては、小型・

軽量化や水の再利用など、建

築現場のニーズを組み込みな

がら、型枠パネルを傷付けな

い特殊工具の性能とブラッシ

ングの強さを追求。試行錯誤

を繰り返して、完成させた。

まだ出荷台数は3台と少ない

が、問い合わせが全国から届

いており、「軽量で精度の高い

強化プラスチック製型枠パネ

ルの使用は、これから増えて

いく。それに合わせて、洗浄

機の需要も高まるはず」と松

川良一社長。工務店や建築会

社などをターゲットに、本格

的な販売に乗り出す考えだ。

DATA

松任市宮永新町383番地
TEL 076-275-4021
FAX 076-275-4022
http://www.matsukawakikai.co.jp/
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特殊工具を使用した洗浄と
ブラッシングを同時に行うシ
ステムで、現在、特許出願中。

昨年の懇談会でトップセールスを展開する谷本知事。

（株）マツカワキカイ

石川県とISICOでは、県内中小企業の経営安定

を図るため、新規受注開拓に力を入れています。

その一環として、11月4日（木）、県外大手・

中堅の発注企業の役員、発注担当部長・課長を

招き、石川県知事をはじめ、県内受注企業との

受発注情報の交換や交流を行う「石川県受注開

拓懇談会」を東京で開催いたします。ふるって

ご参加ください。

石川県受注開拓懇談会

■ 開催日時
平成16年11月4日（木）
17時30分～19時30分
■ 開催場所
KKR HOTEL TOKYO
東京都千代田区大手町1-4-1
TEL 03-3287-2921
■ 出席予定者（100名）
県外発注企業　 30名
県内受注企業　 60名
石川県関係 10名

●首都圏発注企業からの新規受注を！
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昨年12月に設立した「ALUHA」

は、藤岡秀朗社長（写真右）と、金沢

工業大学卒の荻野永策取締役（左）が

立ち上げた同大学初のベンチャー企業

で、Webシステムの企画・提案など

に取り組んでいる。

現在、力を注いでいるのが、同社オ

リジナルのEメール自動処理システム

「MailStar」だ。最大の特徴は、利用

者のニーズで機能を自由に選べる「カ

セット」というアイデア。

例えば、クーポン機能を持つカセッ

トなら送信者に割引クーポンを自動的

に配信でき、アンケートに関するカセ

ットならEメールで送られてきたアン

ケート結果を瞬時に集計し、グラフ表

示することができる。さらに、アンケ

ート集計と同時にクーポン券を配付す

るなど、カセットの組み合わせで多様

なサービスを展開できる点も魅力だ。

Eメールの自動処理サービスは以

前から販売されていたが、数万通の

Eメールへの対応を想定したもので、

数千万円規模の設備投資が必要だっ

た。これに対して「MailStar」は数

百から数千通の処理機能だが、シス

テムが約2万円、カセットが20万円

から30万円と大幅なコスト削減を

実現。藤岡社長は「中小企業や飲食

店などからの需要が見込める」と、

ニッチを狙ったサービスに自信を見

せている。

機能選択型Eメールサービスをスタート

（有）ALUHA

バーチャルショップで顧客拡大に照準

（株）高川栄泉堂

■ 本社 金沢市直江町ニ52-1
TEL076-238-4649

■ 代表者 高川　健造
■ 設　立 昭和35年11月
■ 資本金 3000万円
■ 社員数 20名
■ 事業内容
菓子の製造・販売
● http://www.ankoro.co.jp/

■ 本　社 金沢市泉2丁目15番31号
TEL076-241-1012

■ 代表者 藤岡　秀朗
■ 設　立 平成15年12月
■ 資本金 300万円
■ 社員数 4名
■ 事業内容
Webシステムの企画・提案・製作・保守、Webインタ
ーフェースデザイン、Webアプリケーションサービス
の提案、携帯電話を用いたセールスプロモーションの
企画・提案・開発
● http://www.aluha.com

産業構造の高度化、急速な技術革新が進む中にあって、

企業にとってはビジネスチャンス獲得のために

新たなチャレンジが求められています。

生き残りをかけ、独自の取り組みを見せる2社を紹介します。

「加賀あんころ」をはじめとした菓

子の製造・販売を手掛ける高川栄泉堂

では、食品の品質管理手法である

HACCPの県内第1号を認証取得した

3年前から、Webを活用して積極的な

販路開拓を進めている。

そのひとつが、自社のホームページ

を刷新して立ち上げるバーチャルショ

ップだ。今年度中にはスタートさせる

予定で、茶屋風にデザインされた店内

ではスイートポテトやパイ、和菓子な

ど、さまざまな商品を販売する計画。

これまで行ってきたインターネット

販売に比べ、臨場感を高めて買い物感

覚を楽しめるつくりを目指す。また、

原料として使う五郎島金時や天然塩な

どの生産者側へのリンクも張り、アク

セスしてきた人に食の安全性をアピー

ルする考えだ。

同社では、すでに9月から、ISICOが

運営するバーチャルモール「お店ばた

け」にも出店。従来の直営店での販売や

スーパーマーケットなどへの卸売りに

加え、インターネットを新たな販路開

拓の軸にした戦略を展開している。

今後は、食品の安全とおいしさを

キーワードに、ISICOやタウン誌な

どと連携した新商品開発にも力を入

れ、Webを武器に全国へ顧客を拡大

していく。

ベンチャー

販路開拓

2 1 世 紀 の チ ャ レ ン ジ
ベンチャースピリットに触れる



【割賦】

7年以内（うち据置期間半年または1年以内）

経営の安定や積極的な事業展開を
支援する融資・助成制度のご紹介です。

［お問い合わせ］
（財）石川県産業創出支援機構
企業振興部
TEL 076-267-1140

設備資金貸付事業・設備貸与事業・モノづくり等設備貸与事業
平成16年度、石川県産業創出支援機構では、以下の貸付・貸与事業を実施しています。

創業・経営基盤の強化に必要な設備資
金の1/2以内を長期・無利子で貸付
（中古設備可）

創業・経営基盤の強化に必要な設備を
ISICOが代わって購入し、長期・低利で貸
与（割賦またはリース）
（中古設備可）

7年以内
（うち据置期間半年または1年以内）

無利子 【割賦損料】
年2.75％
実質金利2.00～2.25％

50万円～4,000万円
（特例25万円～6,000万円）

設備資金貸付 設備貸与

100万円～6,000万円

※保証人必要。貸付金額1,000万円超の場合、原
則として物的担保が必要
※県の制度金融との併用可能

創業・経営基盤の強化に必要な設備をISICO
が代わって購入し、長期・低利で貸与（割賦）
（中古設備可）

100万円～6,000万円

モノづくり等設備貸与

※県のほか、市町村によりさらに利子補給があります
ので、当機構へ相談・お問い合せください。

（割賦・リース） （割賦）

【リース料】
月1.408％（7年）
～3.006％（3年）

【割賦】7年以内
（うち据置期間半年ま
たは1年以内）

【リース】3～7年
（設備引渡の翌月より、
毎月自動振込）

※保証金10％（割賦制度）。
原則として保証人のみ

●モノづくり再生支援プログラム対象企業
●経営革新支援法等承認企業
●地域貢献型企業

【県の利子補給】
● IT（情報技術）分 0.75％
● モノづくり再生支援分 0.75％
● 一般分 0.50％

※ただし、次のいずれかに該当する企業であること

※保証金10％（割賦制度）。原則として保証人のみ

※県のほか、市町村によりさらに利子補給があります
ので、当機構へ相談・お問い合せください。

【県の利子補給】
● IT（情報技術）分 0.75％
● モノづくり再生支援分 0.75％
● 一般分 0.50％

貸付限度額

内
容

利
息

期
間

【割賦損料】
年2.75％
実質金利2.00～2.25％

2004  AUTUMN ISICO 13

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外簡易情報照会サービス

いしかわSOHOプラザクリエーションオフィス

●会費　3,600円／年度
●会員特典
sオープンスペースの施設やサービスを利用できます。
（多目的サロン／商談室／事務支援室）

sインターネット（100Mbps）接続無料
s情報誌「ISICO」送付
sSOHO PLAZAニュースメール配信
s各種イベント、講習会・優先参加　など
●利用時間／9時～17時
●休館日／土曜、日曜、祝祭日、年末年始

その他、見本市情報や従業員採用条件などにも対応します。（ただし、ジェトロ海外事務所で調査可能なものに限ります）

A企業照会…1業種10企業程度

企業照会は、①企業名、②住所、③電話、④ファク
ス、⑤電子メールアドレス（公表企業のみ）、⑥ホ
ームページアドレス（所有企業のみ）などです。

B小売価格…１品目3小売店程度

ジェトロ海外事務所の所在国・地域に限ります。

C制度情報…1品目1テーマ

簡易レポート、法人手続きの確認、許認可手続き
の確認などです。

D統計資料…1品目2テーマ

生産、輸出、輸入などについて、最新3年分の既存
資料から検索します。

［お問い合わせ］
いしかわSOHOプラザ
クリエーションオフィス
TEL 076-268-1200

日本貿易振興機構（ジェトロ）
金沢貿易情報センター

TEL 076-268-9601

お問い合わせ

オープンスペース利用会員受付中！

円滑に海外ビジネスを行うために必要な情報を提供します。

海外簡易情報照会サービス 1単位…10,500円
※ただし、調査範囲・難易度によって価格は変動します。※調査所要日数は通常3週間程度です。

※本サービスをご利用いただいた
場合、石川県から半額分の補助金
を受けられる場合があります。
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T O P I C S
イ シ コ ・ ト ピ ッ ク ス

石川県工業試験場九谷焼技術センター

は、このほど、鉛を使わずに、透明性や光

沢、耐酸性を備えた和絵具の開発に成功し

た。

従来の陶磁器に用いる絵具には、美しい

発色と透明感を出すために、日本はもちろ

ん、世界各国で鉛を使ってきた。しかし、

鉛は人体に入ると毒性を持つ鉛イオンにな

ることから、より安全性の高い和絵具の開

発が課題となっていた。

同センターでは、平成8年から無鉛和絵

具の開発に着手し、和絵具の主成分となる

フリット（ガラスパウダー）を無鉛で試作

することから始めた。そして、その中から

特に透明度の高いものに色素を混ぜ、色を

つけるという作業を3千回以上繰り返す中

から、最適な調合割合を見つけた。

現在、同センターでは、開発した無鉛和

絵具を地元の窯元や九谷焼職人らに普及し

ている。

また、九谷焼業界では、来年1月にパリ

で開かれる高級インテリアの国際見本市

「メゾン・エ・オブジェ05」に無鉛和絵具

を使った九谷焼を出品する予定で、宮本正

規所長は、「日本が誇る九谷ブランドを海

外にも発信していきたい」と語っている。

無鉛和絵具を使った九谷
焼。鉛がなくても透明感あ
ふれる鮮やかな色彩を実現
している。

旧県庁舎（金沢市広坂2丁目）の県若

者しごと情報館が、7月24日（土）、リ

ニューアルオープンし、若者の就職を支

援する「ジョブカフェ石川」が開所した。

ジョブカフェ石川では、キャリアコン

サルタントの資格を持つジョブサポータ

ーが常駐。学生やフリーターなど、若者

たちの就職活動にかかわるさまざまな悩

みに個別にこたえるのに加え、県内企業

が求める人材を把握し、就職希望者一人

ひとりに合った情報を提供する。

このほか、ビジネスマナーや履歴書の

書き方を指導する就職支援講座、県内企

業に若者が出かけて実際に業務に触れる

しごと体験セミナーなど、多様なメニュ

ーを用意。フリーターや短期間で離職す

る傾向にある若者に対して、就業意識を

はぐくむ場にもなっている。

［写真上］テープカットジョ
ブカフェ石川開所式で、谷
本知事らが参加してテープ
カット。

［写真右］ジョブサポーター
が若者の就職をサポート。

［写真左］講演 ジョブカフ
ェ石川開所式では、「フロ
ム・エー」初代編集長の道
下裕史氏と、NPO法人「キャ
リナビ」代表のしぶやゆか
り氏が講演。

若 者 の 就 職 サ ポ ー ト 拠 点 が 開 所 ジョブカフェ石川

安 全 性 の 高 い 無 鉛 和 絵 具 を 開 発 石川県工業試験場九谷焼技術センター

f r om  J apan

f r om  J apan
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ISICOでは、県内の中小・ベンチャー企業の活性化、

産学官連携の推進のため、さまざまな取り組みを行っています。

その様子をダイジェストでどうぞ！

ソフトウエアの開発・販売に取り

組む（株）シーピーユー（本社：金

沢市）は、8月7日（土）、韓国大邱

市のWebコンテンツ製作会社・コ

ベンクと業務提携した。両社では、

来年3月をめどに、共同でシーピ

ー ユ ーの建築専用三次元CAD

「MADRIC・CG2000」の操作法の

説明や疑似体験できるサイトを立ち

上げる予定だ。

両社が交流を深めるきっかけとな

ったのは、今年4月に開催された「e-

messe kanazawa 2004」で、コ

ベンクが出展した際に、ISICOが仲

介役となり、今年5月にはシーピー

ユーの宮川昌江社長らが韓国を訪問。

国際間の業務提携をわずか4カ月と

いう異例の早さで実現した背景には、

インターネットを利用した顧客サー

ビスを図りたいシーピーユー側と、

日本でのビジネスパートナーを見つ

けたいコベンク側の考えが合い、シ

ーピーユーは即座に提携を決断した。

シーピーユーでは今後も、同社のソ

フトウエアのサイトを製作し、顧客

満足度を高めていく考えだ。

シーピーユーの宮川昌江社
長（右）とコベンクのジュ
ン・クック・チェ社長（左）
らが参加して開かれた業務
提携調印式。

韓国内外の関連企業が参加するゲーム

展示会「DENPO2004」が今年8月

13日（金）から3日間、大邱市の国際

展示場「EXCO」で開催され、石川県内

からはテレビゲームやコンピュータにか

かわるIT企業3社が出展し、それぞれが

ゲームソフトやアクセス解析システムな

どの自社製品を積極的にアピールし、新

たなビジネス展開を図った。

昨年からISICOと交流を深めている大

邱市の（財）大邱デジタル産業振興院

（DIP）などが主催し、4回目を迎えた今

回は、80社が参加する盛況。一般にも

開放され、ゲームファンらが多数つめか

け、中でも、ゲームソフトを手掛ける県

内企業のブースは、実際に製品を体験で

きるとあって、年齢を問わず多くの人が

集まっていた。

さらに、会場で直接商談を持ちかけら

れた県内企業もあり、それぞれが自社を

韓国でアピールする格好の場となった。

［写真上］会期中には、格闘
ゲーム大会や野外コンサー
トなどの多彩なイベントが同
時開催された。

［写真左］日本企業が出展し
た「ジャパンブース」にはゲー
ムファンが大勢つめかけた。

［写真右］ゲームの体験が可
能な県内企業のブースは韓
国の人たちの評判を集めた。

韓 国 ・ 大 邱 の ゲ ー ム 展 に 県 内 か ら 3 社 が 出 展 韓国・大邱DENPO2004

シ ー ピ ー ユ ー が 韓 国 の I T 企 業 と 提 携 業務提携

f r om  Ko r e a

f r om  J apan



先日は、数多くの企業の皆さまにアンケー
トにご協力いただき、誠にありがとうござ
いました。今回の特集である特許について
は、アンケートで希望のあったISICOの支
援事例を掲載しました。今後とも、アンケ
ート調査等の折には、気軽にご意見をいた
だければ幸いです。

［発行月］2004年10月（年4回発行）［発行所］財団法人　石川県産業創出支援機構［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1丁目75番地

起業・新分野進出のほか、経営や技術の高度化などに役立つ
情報を紹介するページです。

DGnet（デジネット）は、最新情報の収集から、

経営や技術に関する相談、産学官のネットワーク形成など、

あなたのビジネスをインターネット上で支援します。

INFORMATION TABLE

日　程 ■ 10/13（水）～15（金）
テーマ ■ LinuxによるFireWallと

インターネットセキュリティ
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 10/18（月）～20（水）
テーマ ■ Visual Basic6.0

プログラミング技術（1）
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 10/22（金）
テーマ ■ 産業大学講座

「ITを活用した繊維製品の開発2」
場　所 ■ 県工業試験場　
県産業創出支援機構 2076-267-8109

日　程 ■ 10/25（月）～27（水）
テーマ ■ Windows2000サーバーの構築（1）
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 10/28（木）～29（金）
テーマ ■ Windows2000サーバーの構築（2）
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 11/2（火）～3（水）
テーマ ■ MS-Access（1）基礎

《データベース入門編）》
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 11/4（木）・11/25（木）・12/9（木）
テーマ ■ エグゼクティブのための

能力強化セミナー
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 11/16（火）～17（水）
テーマ ■ Illustrator入門
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 11/30（火）～12/1（水）
テーマ ■ Flash MX入門
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 12/8（水）～9（木）
テーマ ■ Windows2000サーバーと

トラブルシューティング
場　所 ■ 県IT総合人材育成センター　
県IT総合人材育成センター 2076-267-8000

日　程 ■ 10/13（水）～15（金）
テーマ ■ 第31回国際福祉機器展　H.C.R.2004
場　所 ■ 東京ビッグサイト　
（財）保健福祉広報協会 203-3580-3052

日　程 ■ 11/1（月）～8（月）
テーマ ■ JIMTOF2004

（第22回日本国際工作機械見本市）
場　所 ■ 東京ビッグサイト　
JIMTOF事務局 203-5530-1333

日　程 ■ 11/5（金）
テーマ ■ 異業種グループネットワークフォーラム

第6回全国大会in石川「経営戦略におけるデ
ザインとIT～独創性と商機の創造を目指す～」

場　所 ■ ホテル日航金沢　
県ニュービジネス創造化協会 2076-268-1919

SEMINAR セミナー

キーワードにスペースを続けて
入れることによって、複数のキ
ーワードを使って絞り込み検索
することができます。

●トップページ 公的支援情報をクリックすると、一覧
表示されます。さらに詳しい情報を見
たい場合は、タイトルをクリックする
と、個別詳細情報が表示されます。

デジネット活用講座 2

インフォメーション・テーブル

EVENT イベント

デジネットには、企業経営に役立つイ
ベント・セミナー情報や国や県、各種
団体等の補助金・助成金の公募情報、
各種企業の新製品・新商品情報等、身
近な“生”情報が満載です。今後のビジ
ネス支援ツールとして、ご利用下さい。

さらに詳しい情報・最新情報は、

DGnet↓
http://www.isico.or.jp

をご覧ください。

検索例 研究開発に関する助成金について

ビジネスに
役立つ情報を
ゲット！

http://www.isico.or.jp


