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しら井で展示されている海藻を押し
葉にした作品。包装紙にもあしらっ
ている。関連情報は 6 ～7 ページ
をご覧ください。
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—— 政権交代後、いわゆるアベノミクスによって円
安、株高が進み、景気回復ムードが広がる中、県経
済の状況をどのようにとらえているか。

　円安、株高と企業にとって活動しやすい環境が整って
きており、本県の鉱工業生産指数や有効求人倍率を見て
も、リーマン・ショック直後の最悪の状態から着実に改
善している。県としても、国の経済対策に呼応して、平
成 24 年度補正予算と平成 25 年度当初予算を一体的に
編成し、公共投資は前年度より 4 割増、1,000 億円を超
える予算を確保した。とりわけ、河川の堆積土砂の除去
や道路の舗装修繕といったきめ細かな事業をそれぞれ県

内各地の100 ヵ所以上で行う予定だ。こうした取り組み
で地域経済の回復の動きをしっかりと下支えしていき
たい。

—— そんな中、ISICOではどのような取り組みに
力を入れるのか。
 
　ISICO の基本的な役割は県内中小企業の前向きな取
り組みを強力にサポートすることであり、これまでに講
じてきた諸施策の成果や企業のニーズを踏まえながら、
支援メニューの拡充を図っていく。
　例えば、中小企業診断士などの専門家を派遣する「企

ニーズや実情に合わせて、企業の成長を多角的にサポートするISICOでは、石川県の産業を元気にするため、
産学官連携による技術開発や商品化・事業化、受注・販路開拓などへの支援に取り組んでいます。開設15年目
を迎えた今年度は、景気の回復基調をより力強いものにするため、さまざまな支援メニューの拡充を図りまし
た。ISICOの支援策の成果や新たな取り組みについて、当財団の理事長である谷本正憲知事に聞きました。

（財）石川県産業創出支援機構

谷本正憲
理事長
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業ドック制度」では専門
家の派遣回数を 1,500 回
から 2,000 回へと拡大し
た。中小企業の資金繰り
を助けてきた中小企業金
融円滑化法の期限が平成
24 年度末に終了したこと
もあり、早めの対策で問
題点があるか否かを見つけ
てほしい。
　また、石川県の個性を
生かした新商品の開発や
販路開拓に助成する「い
しかわ産業化資源活用推
進ファンド（活性化ファ
ンド）」事業では、採択
を受けた事業の商品化率
が 9 割と高い一方、採択
率が 4 割と低いことから、
中小企業の皆様からの制
度拡充のご要望にお応え

し、従来の 200 億円から全国最大規模となる 300 億円
へと基金を積み増した。これによって採択枠を 65 件か
ら 90 件程度に増やし、有望な案件を確実に支援してい
きたい。
　これまで活性化ファンドを活用して開発された商品は
県内の大消費地である金沢で「石川のこだわり商品フェ
ア」を開催し、販路開拓の足がかりを作ってきたが、今
年度はこのフェアを首都圏でも開催する。首都圏の消費
者に PR するとともに、そこでの評価をさらなる改良に
結びつけてもらい、全国区で認知されるような商品づく
りにつなげてほしい。

—— 県と ISICOでは平成22年度に130億円規
模の「次世代産業創造ファンド（次世代ファンド）」
を創設し、新産業の創出を支援しているが、これまで
の成果や今年度の取り組みは。

　石川県の産業基盤をより強化するため、次世代ファン
ドでは炭素繊維、航空機といった今後、市場の拡大が見
込まれる分野の研究開発を支援している。
　炭素繊維については、次世代ファンドを活用して資金
面で企業を後押しするほか、平成 23 年に試作開発用の
設備がそろった「いしかわ次世代産業創造支援センター」

を工業試験場内に開設、昨年には 5 年間で総額 6 億円規
模となる文部科学省の大型プロジェクトに採択され、研
究者等の人材の集積を進めてきた。言ってみれば「ヒト」

「モノ」「カネ」の 3 本の矢による支援がそろったことに
なる。
　また、今年 3 月には県や ISICO のほか、県内の大学、
東レ、コマツ産機、大和ハウス工業による共同提案が、
文部科学省の大型拠点整備事業に採択された。この事業
では軽くて丈夫な炭素繊維の用途を、飛行機や自動車だ
けでなく、鉄道や船舶、建築材料、福祉用具などに広げ
ていくのが目標で、そのために安く大量に生産する技術
を開発したり、環境に優しい植物由来の次世代複合材料
を開発したりする計画だ。「石川から世界に向けた素材
革命」を起こす、そんな意気込みで取り組んでいきたい。

—— 航空機分野はどうか。

　何より安全が求められる航空機分野は高い技術力や品
質管理が要求され、新規参入も困難だ。そんな中、品質
保証に関する国際認証「Nadcap（ナドキャップ）」を
複数の県内企業が取得した。これは日本海側の中小企業
では初めてのことである。これらの企業の連携によって
航空機の足回り部品の製造が可能であり、今後、受注が
増えていくと期待している。
　これからも次世代ファンドを活用して、新たな産業の
芽を大きく育てていきたい。

—— 次世代産業の創出などの取り組みは、県の産業振
興指針となる「産業革新戦略」に基づいて実施されて
きた。今年度は新たな産業振興指針の策定に着手する
そうだがその狙いは。

　産業革新戦略は平成 17 年度に策定し、その後、リー
マン・ショックの影響を考慮して、平成 22 年度に見直
した。その後も、生産人口の減少、国内市場の縮小、新
興国の成長に伴う国内主要メーカーの国際展開の進展な
ど、本県産業を取り巻く環境が大きく変化していること
から、新たな戦略を策定し、石川の強みをさらに伸ばし
たいと考えている。
　例えば国際展開について考えれば、これまでは中国が
中心だったが、現地の人件費高騰などを背景に、県内企
業の目は現在、東南アジアに向きつつある。そんな状況
から、東南アジアへの進出に対するサポートも大きな柱
になるのではないかと考えている。具体的には今後、県
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内企業の置かれた実情やニーズをしっかりと調査し、専門
家を交えて議論を進めていきたい。

—— 産学官連携の拠点としてISICOが総合相談窓口
となっている「いしかわサイエンスパーク」では、情
報通信研究機構（NICT）のサイバー攻撃対策実験施設
の整備が決定した。県内の企業、大学等へのメリットは。

　この施設では、これまでの3倍となる3,000台のサーバー
を仮想社会に見立てて、サイバー攻撃に使われるウイル
スの感染を防御する技術を開発する。NICT が平成 14
年度以降、サイエンスパークで研究開発を実施しており、
既に 1,000 台のサーバーを有する実証実験施設が稼働し
ていること、情報分野の優秀な人材を抱える北陸先端科
学技術大学院大学が隣接すること、それに他地域に比べ
て安価な電気料金が立地の決め手になった。新たに整備
される施設は企業や大学にも開放されるので、どんどん
共同研究に取り組んで、新たな技術開発に役立ててほし
い。ISICO はコーディネーター役として、県内の企業
や大学に共同研究への参画を促す役割を果たしていきた
い。

—— 一昨年の東日本大震災以降、エネルギーコストの
削減が企業の課題になっている。ISICOでも省エネ版
企業ドックなどの支援を行っているが利用状況は。

　専門家が企業の省エネ診断を行い、アドバイスする省
エネ版企業ドックは昨年度、実施件数が当初予定してい
た 2 倍以上と好評であり、今年度は受入枠を 120 件に
拡充する。昨今のエネルギー事情を考慮すれば、今後、
エネルギーコストが上昇することは間違いなく、今のう
ちに対応策を講じて、企業の競争力の維持、向上につな
げてほしい。
　また、ISICO のある地場産業振興ゾーンでは再生可
能エネルギーを利用した機器や省エネ機器等を導入し、

「エネルギースマートゾーン」として整備した。企業の
皆さんには、これらの設備の効果を実感していただくと
同時に、ゾーンの取り組みを参考に省エネに取り組んで
いただきたい。

—— 一方で、再生可能エネルギーや省エネに関する技
術開発は、企業にとってはビジネスチャンスになる。

　今年度は中小企業が省エネ機器などエネルギー分野
に参入する際、技術開発から商品化、販路開拓までの
取り組みを一貫して支援する補助制度を新たに設けた。
ISICO や工業試験場も積極的にサポートし、新市場へ
の進出を後押しする。
　また、企業には県と ISICO が昨年、連携協定を結ん
だ東京大学先端科学技術研究センターの知見を最大限に
活用してほしいと考えている。同センターは再生可能エ
ネルギーに関する世界のトップランナーであり、今秋に
は工業試験場と協力し、次世代太陽電池の一つとして期
待される「色素増感太陽電池」の実証実験をスタートさ
せる。
　既に同センターと試験場、それに県内の焼却炉メー
カーが連携して太陽の光と熱を利用した新たな発電シス
テムの開発に取り組んでおり、今後も県内企業と同セン
ターのマッチングを図っていきたい。

—— 最後に利用者へメッセージを。

　ISICO にはさまざまな支援メニューと多様なスタッ
フをそろえている。意欲を持った企業をきめ細かにサ
ポートし、その企業の持っている強みや独自性を伸ばし
ていくために力を惜しまないので、ぜひ、お気軽にご相
談いただきたい。

TOP  INTERVIEW



「いしかわ産業化資源活用推進ファンド（活
性化ファンド）」の採択企業、各種展示会の
出展企業の商品等にスポットを当てます。
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石窯に負けない
断熱性に優れた本格ピザ窯

　七尾、珠洲両市の企業17社で組
織する能登珪藻土研究会は、金沢
美術工芸大学と連携してピザ窯を
商品化するなど、能登産珪藻土の
新たな用途開発に取り組んでいる。
　「Dogama（ドガーマ）K2」と名
付けられたピザ窯は珪藻土製のレ
ンガを組み合わせて作られており、
ガスあるいは炭火で加熱する。珪
藻土は断熱性に優れているため、
一般的な石窯よりも早く、約30分で
窯内部の温度をピザの調理に適し
た400℃以上に温められる。ピザ1
枚が2分ほどで、外はパリっと中は
もっちりとした食感に焼き上がる。
珪藻土の遠赤外線効果によって素
早く中まで火を通すので、素材の旨
味も逃さない。
　窯の内部が高温になっても、表面
は素手で触れることができる。大
きさは幅69.6cm、高さ43.5cm、奥行
き68.2cmとコンパクトで設置はとて
も簡単。72kgと軽く、キャスター付
きのワゴンに乗せて移動させること
もできる。そのため、カウンターに設
置したり、客席の近くに窯を運んで
ピザを提供することも可能だ。
　石窯に負けない焼き上がりはプ
ロの料理人から好評で、平成24年
10月の発売以降、洋食レストランな
どに5台を販売したほか、今も8台の
予約が入っている。価格は388,500

円。開発に当たっては、「いしかわ産
業化資源活用推進ファンド（活性化
ファンド）」の支援を受けた。

天井のくぼみで
窯の温度を均一化

　能登珪藻土研究会の発足は平
成21年4月にさかのぼる。珪藻土
はこれまで主にコンロやレンガの
材料として使われてきたが、ニーズ
は先細る一方で、今のライフスタイ
ルに合った商品を開発しようと、珪
藻土製品を手がける企業がスクラ
ムを組んだ。
　研究会ではその年の夏、新商品
開発の糸口を見つけるため金沢美
大に協力を仰ぎ、学生からアイデ

アを募る「コンロコンテスト」を開
催。20数点の応募作の中からグ
ランプリに輝いたのがピザ窯だっ
た。「肉や魚ならともかく、まさか
珪藻土でピザを焼こうとは思いも
しなかった」。当時をそう振り返る
のは木地一夫代表である。
　その後、グランプリを受賞した
デザイン画を基に金沢美大と意見
交換しながら試作を進め、実際に
ピザ生地で焼け具合を確認した。
当初、熱源には炭火を使っていた
が、試作窯では熱がまんべんなく

金沢美大と連携し、
珪
け い

藻
そ う

土
ど

のピザ窯を商品化

Case.01

珪藻土の用途開発に力を入れる木地代表。珪藻土ピ
ザ窯は、窯の内部に熱の対流を発生させ、生地の水
分を一気に飛ばし、焼きムラなく短時間でおいしくピ
ザを焼き上げる

「Dogama K2」で焼き上げたピザ。窯の余熱を使っ
て野菜を調理したりすることも可能で、アイデア次
第で料理の幅が広がる
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行き渡らず、炭火から遠いピザの
中心部がうまく焼けなかった。こ
の問題を解決するために考案した
のが天井部のくぼみである。これ
によって窯の内部に熱の対流が
発生し、温度が安定しやすく、ピザ

が均一に焼けるようになった。
　平成23年12月にはガスを使える
ように改良した。きっかけとなった
のは横浜で開かれたパスタ産業展
に出展した際、ピザ職人から寄せ
られた要望だった。窯の内部構造
を変更することで従来よりも内部
の温度が高温状態で安定し、焼き
ムラなく短時間で焼けるようになっ
たほか、連続して焼いても内部の
温度が下がらないようになった。
　平成24年2月には、七尾市和倉
町のレストラン「エピス」にモニター
店としてピザ窯を導入。小山康成
シェフに使ってもらいながら使い
勝手の向上を図った。

新幹線開業前に
香炉など生活雑貨も

　研究会ではこのほか、切り出し
た珪藻土の塊を削って成型する軽

量、小型のピザ窯を開発中である。
　また、金沢美大と連携して珪藻
土を活用した「生活雑貨コンテス
ト」を開催。学生のアイデアを基
に、香炉など新商品の開発も進め
ている。
　「珪藻土の特徴を生かし、業務
用だけでなく、販売量を見込める
一般消費者向けの商品を作り、会
員企業の仕事を増やしていきた
い」と力を込める木地代表。北陸
新幹線金沢開業の1年前をめど
に、アイテム数を拡充しようと商品
開発に拍車をかける。

葉、茎、めかぶの 
3種の食感が楽しめる

　昆布やその加工品を製造・販売
するしら井は、ワカメをスナック
感覚で食べられる「能登の食べる
海藻図鑑」を商品化した。
　ワカメの葉と茎、めかぶをフ
リーズドライし、それぞれ「しゃり
しゃり」「さくさく」「ネバネバ」と、
3つの異なる食感を生み出した。口
に入れるとほんのりと甘く、磯の
香りがほどよく広がる。
　商品を発案した同社の白井洋子

専務は、「ワカメは抗がん作用があ
るとされるフコイダンを豊富に含
み、免疫力を高めたり、便秘解消な
どデトックス効果もあると言われ
る健康食品。着色料や保存料、化
学調味料などは一切使っていない
ので、安心して食べてほしい」と
自信を込める。

ワカメを一定量買い上げ
海女漁を支援

　さまざまな魚介類が豊富に水揚
げされる能登の海は、同時に日本

有数の海藻の宝庫でもある。
　スナックに加工するワカメはすべ
て、輪島の海女が舳

へ

倉
ぐら

島
じま

や七ツ島
の沿岸で潜って刈りとった天然も
のだ。白井専務によれば「海女漁
で採れる天然ワカメは、国内全体
のワカメ収穫量のごくわずか。島
沿岸は生活排水も少ないため水が
きれいで、より上質なワカメが採れ
る」と話す。
　世界農業遺産「能登の里山里
海」の構成資産の一つである輪島
の海女漁は三百数十年の歴史を
誇る。現在も200名以上が現役で

能登珪藻土研究会
七尾市三島町70-1（七尾商工会議所内）
TEL.0767-54-8888
■ 代 表 者 木地 一夫
■ 設 立 平成21年4月
■ 会員企業 17社
■ 業務内容 珪藻土関連企業の伝統の知恵

と技術を結集し、能登珪藻土
を活用した製品を開発、発信

● http://www.noto.or.jp/

海
あ

女
ま

採りの能登産天然ワカメを
ヘルシーなスナックに

金沢美大の学生が考えたアイデアを基に作った香
炉の試作品

Case.02
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潜っており、しら井では6 〜 7年前
から海女が収穫したワカメを漁協
から毎年一定量買い上げる支援に
取り組んでいる。　　　
　とはいえ、味噌汁や酢の物など、
従来の食べ方だけでは消費量の
大きな増加を見込めない。そこで、

「お菓子に加工すれば、子どもから
お年寄りまで手軽にたくさん食べ
られる」（白井専務）と新しい食べ
方の提案に取り組むことにした。

素材のよさ生かした
商品開発を貫く

　その際、白井専務が強く望んだ
のは、ワカメ本来のおいしさと形を
残すことだった。料理研究家など
から、ワカメを刻んだり粉末にした
りしてケーキやクッキーにするアイ
デアも出たが、「せっかくの天然ワ
カメのよさを生かしきれない」と自
ら台所に立ち、あぶったり乾

から

煎
い

り
にしたり、ホイル焼きにするなど試

行錯誤を繰り返した。
　平成23年度には「いしかわ産業
化資源活用推進ファンド（活性化
ファンド）」に採択され、大学の研
究機関や食品加工会社などに協
力を仰いだ。そして、常温除湿乾
燥、マイクロ電磁波乾燥などさまざ
まな加工法を試みた末にたどり着
いたのが、ワカメを急速凍結し、真
空状態で乾燥させるフリーズドラ
イ製法だった。
　これによって、ワカメの美しい深
緑色や花びらのようなめかぶの形
をそのまま残し、素材本来の味と
香りが楽しめるようになり、ファン
ド採択から2年近くが過ぎた昨年
秋、商品化にこぎつけた。

天然ものならではの
難しさを実感

　「ようやく目指す食感を実現で
きた」と喜んだのもつかの間、10kg
のワカメの茎が加工後には1kgに

しかならず、採算を合わ
せるには想定外の高い
価格にせざるを得なく
なった。また、「ワカメの
大きさや生育期間、保存
法によるのか、製品の
仕上がりにばらつきが
出ることがある。原因は
まだ分からないが、自然
を相手にする以上、避け
て通れない課題」と、天
然の素材を扱う難しさ
も感じている。
　課題は残るものの、能
登に里帰りした若い家
族連れや学生、観光客
などの評判は上々で、珍

しさからお土産に購入する姿も目
立つ。
　海藻を押し葉にした「海藻おし
ば」を散りばめた包装紙は、裏面
に海藻の解説やポチ袋として使え
るように展開図が付くなど遊び心
に富んでいる。
   「県外や海外はもちろん、地元の
人にも能登産ワカメのすばらしさ
を知ってほしい。安全・安心で体に
よく、海女採りの天然ワカメという
これ以上ないブランド力を発信で
きれば」と販路の拡大に意欲を見
せる白井専務。ワカメが軌道に乗
れば、アカモクやアオサなど、他の
海藻でも商品化に取り掛かる。

海藻押し葉でポストカードやしおりを作るなど、
能登の里海に息づく天然資源である海藻の魅
力を発信する白井専務

「能登の食べる海藻図鑑」は1袋420円、箱入りは3袋で
1,545円。日持ちして軽いのでお土産にぴったり

(株)しら井
七尾市一本杉町100番地
TEL.0767-53-0589
■ 代 表 者 白井　修
■ 創 業 昭和6年4月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 20名
■ 業務内容 海産物加工品の製造・販売
● http://www5.ocn.ne.jp/̃shirai52/



微生物が油を分解。営業中も施工可能

  「バイオレメディエーション」とは微生物などの働きを利用
して汚染物質を分解し、土壌や地下水を浄化する技術を指
す。経済産業省と環境省の定める指針は、生態系や人の健
康に対する安全性の評価や管理手法について示しており、
指針への適合はゲイトが展開する土壌浄化事業の安全性、
管理法に太鼓判が押されたことを意味する。
　同社が土壌浄化に活用するのは、新潟県胎内市内の油
田近くで発見した「GKN-4」など、油を分解する性質を持っ
た数種類の微生物である。ガソリンスタンドや工場の敷地

など、油で汚れた土壌に微生物を含んだ液状の製剤を注入
すると、微生物が油を水と二酸化炭素に分解し、土壌を元
の状態に戻してくれる。
　標準的な施工では汚染土 1㎥当たり1.7㎏の製剤を注入
する。汚染の度合いによって異なるが、浄化は4ヵ月から
12ヵ月ほどで完了する。微生物は人体にも環境にも無害で、
油がなくなると死滅するため、浄化後は残存しない。
　これまでは汚染土を掘削、搬出した後、きれいな土で埋
め戻す方法が主流だったが、この場合、大量の汚染土を産
業廃棄物として埋め立てたり、焼却したりしなければならず、
多額の処理費用がかかっていた。この方法に比べるとゲイ
トの工法は40 〜 60％もコストダウンできるという。

微生物の力を利用して、油で汚染された土壌の浄化に取り組
むゲイト。今年4月には同社の技術が経済産業省と環境省か
ら、両省が設ける「微生物によるバイオレメディエーション利
用指針」に適合しているとの承認を受けた。この指針への適
合認定は北陸3県では初めてで、全国でも8例目。ベンチャー
企業単独としては初の認定である。生態系への影響がなく、
環境に優しい工法として国のお墨付きを得たことは、販路開
拓に向け、絶好の追い風となりそうだ。

微生物による土壌の浄化技術
国 からのお 墨 付 き得て 拡 販 へ

（株）ゲイト
http://www.bio-gate.jp/
野々市市末松3丁目570番地
いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）108
TEL. 076-294-0008

■ 代表者 坪内 武夫
■ 設　立 昭和55年4月
■ 資本金 8,920万円
■ 従業員数　5名
■ 事業内容　油分解微生物製剤の開発・製造・販売、
 土壌・地下水汚染の浄化など

ゲイトの坪内社長（中央）、
山本室長（右）、竹山駿平
研究員（左）。事業の拡大
に意欲を燃やす
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　また、ガソリンスタンドや工場が事業を継続しながら施工
できる点もメリットの一つだ。土壌の入れ替えは、建物や舗
装を取り壊し、更地にした上で施工しなければならないが、
ゲイトではボーリング工事によって敷地内に直径 10cm、深
さ3 〜 5mの穴を開け、そこに管を通して製剤を注入する
バイオアドバンテージ工法を確立し、建物や舗装を解体せ
ずに施工できる。
　もちろん更地でも施工可能で、この場合、汚染土を重機
でかき回しながら製剤を添加するので、より短期間で浄化
が完了する。
　同社では平成 16 年から土壌浄化事業に取り組み、これ
まで全国のガソリンスタンドや工場などで実績を積み上げて
きた。同社の山本貴志研究室長は「微生物は目に見えない
ので中には不安を感じる人もいる。国のお墨付きは今後の
取引先拡大に役立つ」と力を込める。

ナホトカ号事故を機に環境浄化事業に参入

　創業時、書籍や教材の販売を手がけていたゲイトが微生
物を使った環境浄化事業に乗り出したのは、平成 9 年に起
きたナホトカ号の重油流出事故がきっかけだった。
　島根県沖で沈没したタンカーからは大量の重油が流出
し、石川県の海岸線にも漂着した。このとき、坪内武夫社
長をはじめ、ゲイトの社員も清掃ボランティアに参加。しか
し、人手が頼りの作業は遅 と々して
進まず、坪内社長は「もっと効率よ
く油を処理する方法はないか」と思
案した。そんな中、坪内社長はボラ
ンティアに参加していた大学教授か
ら「自然界には油を分解する微生物
がたくさんいる。アメリカでは微生
物の力で環境を浄化した事例もあ
る」との情報を耳にする。「この技
術を確立して社会貢献したい」。そ
う考えた坪内社長は同年に環境事

業部を立ち上げ、取り組みをスタートさせた。
　当時、微生物による環境浄化の主流となっていたのはア
メリカ製の製剤だった。そこに含まれる微生物は外来種で
あり、どのような微生物がどの程度含まれているのかも明
確でない。生態系に悪影響を及ぼす懸念から、重油で汚
れた海岸では使えなかった。
　そこで、同社では油を分解する国産微生物の採取とそれ
を培養した製剤の開発に着手。海岸の重油処理には間に合
わなかったが、北陸先端科学技術大学院大学などの大学
や石川県工業試験場と共同研究を進め、ガソリンや機械油
などの鉱物油、サラダ油やラードなどの動植物油を分解す
る微生物を探し出し、金属加工工場や食品工場の排水処
理用などの用途で製品化した。その後、平成 14 年に土壌
汚染対策法が施行され、平成 15 年に油汚染対策ガイドラ
インが策定されるなど、土壌汚染に対する関心の高まりを
受け、土壌浄化事業に進出した。
　これまで「微生物によるバイオレメディエーション利用指
針」に適合した技術の開発者には大手ゼネコンが名を連ね
るが、バイオテクノロジーのノウハウが必要となる分野だけ
に手の出ないゼネコンも多い。これまでは開発に軸足を置
いており、積極的な営業活動はできなかったが、ゲイトでは
今後、独自の拡販に加え、こうしたゼネコンとの連携を視
野に営業戦略を練っていく。

左：微生物を培地に植え付け、
増やしていく作業。無菌にした状
態で行われている
　
右：油を分解する微生物。汚染
物質に合わせて何種類かの微生
物を組み合わせる

GS

土壌汚染

添加微生物 油

微生物
注入設備

上）更地に適したランドファーミング工法。汚染土をかき混ぜ
ながら製剤を添加する

左）微生物を含む製剤を管で注入するバイオアドバンテージ工
法。建物を解体せず施工できるバイオアドバンテージ工法のイメージ図
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キーワードを意識して情報を更新
　約 360 年前に創業したすみよしや旅館は、金沢で最も古い
旅館である。江戸時代から商人宿として繁盛し、約 20 年前
までは常連のビジネス客がほとんどだったが、兼六園などが徒
歩圏内にあることから、現在では宿泊客の 90%を観光客が
占めるようになった。
　こうした変化に伴って力を入れるのがホームページの充実
だ。2年前からISICOの専門家派遣制度を利用し、ホームペー
ジドクターに指導を仰ぎながら改善に努めており、若女将の住

すみ

未
み え

恵さんは「客観的な目線で指摘してもらえるので参考になる」
と笑顔を見せる。
　例えば、人気のある部屋の紹介ページに専用の予約フォー
ムを設けたこともその一つで、電話だけで予約を受け付けて
いたころに比べ、予約客にとっても、旅館にとっても利便性が

アップした。また、目的の
情報によりアクセスしやす
くするため、各ページの最
下部によく見られている項
目を列記。ブログやフェイ
スブックはこまめに更新し、
その際、検索時に上位に
表示されるよう「金沢」「和
風」「旅館」といったキー
ワードを意識することを心
がけている。

日本旅館は外国人のアトラクション　

　ホームページでは英語版の拡充にも力を注ぐ。というのも、
同館では日本人の宿泊が伸び悩む一方、外国人の利用が徐々
に増えているからだ。
　「畳の部屋に布団を敷いて寝たり、浴衣に着替えたり、そう
した体験一つ一つが外国人にとってはアトラクションになる」。
住さんはそう話し、大浴場の入り方や地元の味覚などについて、
翻訳サイトを利用しながら情報発信に努めるほか、外国人の夕
食には人気の天ぷらを盛り込むなど、おもてなしにも工夫を加
える。その結果、宿泊客の25%を外国人が占め、旅行に関
する口コミサイトでも外国人から多数のコメントが寄せられるよ
うになった。
　「ホームページを常に進化させていきたい」と意欲を燃やす
住さん。さらに集客を図るため、今後はグーグルアナリティク
ス（無料アクセス解析ツール）を活用し、改善策の立案と実行、
そして効果の検証を踏まえた新たな改善に取り組む考えだ。

平成27年春の北陸新幹線開業に向けて好機
がやってきます。これまでの経験やデータを有
効活用し、すみよしや旅館を求めている宿泊客
とベストマッチの出会いができるコンテンツ作り
を目指してください。若女将はサイト上ではまだまだ控え目ですが、
これからは奥ゆかしさはそのままに、少しずつ顔を出してひと気を
演出していくことにも期待しています。

サイトに
かける
情熱

Passion to a site 
ISICOではインターネットによる
販路開拓をサポートしています。
支援先の中から、熱い思いを胸にサイトの改善に挑む、
意欲的な取り組みを紹介します。

予約フォームで利便性アップ
外国人集客へ英語版を充実

日本語版のトップペー
ジは 4 年前に作り直し
たもの。写真を充実さ
せるようにしている

［ 金沢 すみよしや旅館 和風の小さなお宿 ］

中野治美さん （taskmother代表）

■ ホームページドクターからのメッセージ

http://www.sumiyoshi-ya.com/

■所  在  地 金沢市十間町54
 TEL.076-221-0157
■代  表  者 住 泰守
■創　　業   江戸時代初期
■従業員数 4名
■事業内容 旅館業

若女将としての仕事に励みながら、ホーム
ページの充実に取り組む住さん
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各種支援制度の利用者に聞く

ISICOでは、企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。

制度を利用して事業の拡大に成功した企業の取り組みを紹介します。
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　中川鉄工所の強みは長くて大きな
金属部品、しかもインコネルや二相ス
テンレスといった加工が難しい材料を
ミクロン単位の精度で切削する技術力
にある。例えば同社では、ポンプに使
われるシャフトやガスタービン用のリー
マシャフトといった部品を手がけてお
り、最長14m、最大重量15tの部品を
加工することができる。
　こうした長尺・大型部品の加工は、
機械があればできるというものではな
い。素材が細長ければ、その分曲がり
やすく、歪みも大きい。その上、加工中は
振動が起きやすく、精度の維持が困難
になる。こうした難しい条件の中で、もの
を言うのが職人の腕である。同社では
加工歴20年を超える職人が、これまで
培った技術や感性を駆使し、機械だけ

では難しい高精度を実現している。
　得意な技術を生かして作った部品の
一つが、シェールガスの採掘に使われ
る遠心分離機の回転筒である。油や
土砂、水の選別に使われる回転筒は直
径50〜70cm、長さ2.5mのステンレス
製で、毎分3,500 回転の速さで回転す
る。高速回転中もしっかりとバランス
を保つため、高い真円度、同心度が要
求されるが、同社ではこれを見事にク
リアし、平成23年から24年にかけて
北米向けに138台を納入した。現在、
北米向けの需要は一段落したものの、
今後、南米や中国向けなどの受注増加
を見込んでいる。

　こうした強みをさらに伸ばそうと、
同社では昨年 9月に県の「ニッチトッ
プ企業等育成事業」の認定を受け、

石川県工業試験場、金沢工業大学と
連携して技術開発に取り組んでいる。
  「難削材の中でも、インコネルや二
相ステンレスについては業界でも加工
標準がまだ確立されていないので、
他に先駆けて独自のノウハウを手に入
れたい」。同社の中川博社長はそう話
し、今後、素材の特性を分析した上で、
加工に適した切削用工具の開発を目
指すほか、最適の加工条件を探り出
す計画だ。
　技能の伝承も課題の一つである。
同社の仕事は多品種少量の受注生産
ばかりでマニュアル化できない上、言
葉にしにくいテクニックも多く、職人
の勘に頼る部分が多い。今回の事業
は、技術を次の世代に伝える足がかり
にもなる。
　「機械任せでできるような仕事はい
ずれ海外に流出してしまう。日本で生
き残っていくために、難しくて、他の
人がやらないような仕事をどんどん取
り込んでいきたい」と力強く話す中川
社長。難削材を使った長尺・大型部
品加工のオンリーワン企業へ。技術者
集団の挑戦が続く。

産学官連携で
最適条件を探る

「優位性があるうちに次のステップに進みたい」と
技術開発に力を入れる中川社長

長尺・大型部品で光る技術力
難削材の加工に磨きかける
シェールガス採掘用の
遠心分離機部品を加工

中川鉄工所の工場内には巨大な旋盤や長尺の金属部品がずらりと並ぶ

（株）中川鉄工所
■ 所 在 地  白山市倉部町2024番地
　　　　 　　TEL.076-276-0711
■ 代 表 者  中川　博
■ 創 　 業  大正9年1月
■ 資 本 金  3,000万円
■ 従業員数　29名
■ 事業内容　金属部品の精密機械加工、組み立て
● http://www.nakagawa-t.com/



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。
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光ファイバーを制御
品質と精度が向上

　工作機械の製造を手がける村谷
機械製作所は、レーザーの形状を自
在に変えられるファイバー集積型半
導体レーザー溶接機を開発した。
　この溶接機は、半導体素子から射
出されたレーザーを光ファイバーに
通して照射する仕組みで、この際、
複数の光ファイバーを制御して、加
工対象物に当たるレーザーの形状を
変形させる。
　通常、光ファイバーから発せられ
るレーザーの形状は長さ2mm、幅
0.25mm ほどのだ円形を描くが、こ
の仕組みによって、直径 0.25mm
という小さな円形のレーザーを当て

ることが可能になったほか、対象
物に応じてライン状、リング状などに
も変形できる。　
　厚さ 0.1mm ほどの薄板や耐熱
性が高く溶接が難しい素材を加工
する場合、表面に凸凹ができたり、
リークと呼ばれる微細な穴が発生
したりして、不良品になってしまう
ケースが多いが、レーザーの形状や
接合条件等を工夫することで、きれ
いに、欠陥なく溶接できる。
　開発のきっかけとなったのは、平
成 22 年度から同社が石川県工業
試験場や大阪大学、ベローズ久世

（津幡町）と協力して取り組んだ経
済産業省の戦略的基盤技術高度化
支援事業である。この事業で、難
溶接材を溶接して作る金属ベロー
ズの不良率を低減するために開発
したのがこの溶接機だった。
　新たに開発した溶接機でベロー
ズを製造した結果、不良率は従来
の 70％からゼロになり、製造コスト
も 50％以下に削減された。出来上
がったベローズは 1,000 万回以上の
伸縮実験に耐えるなど、高い性能を
発揮した。

レーザー展で好評
試作依頼も続々

　開発したレーザー装置は母材の表
面に金属の粉末や線材を膜のように
溶融させるクラッディング（肉盛り）
といった加工にも使えるので、金属
のコーティングや金型の補修にも便
利だ。また、近い時期には立体造型
への応用も期待される。
　同社では今年 4 月に東京ビッグ
サイトで開かれた「レーザー加工技
術展」にこの溶接機を出品。3 日
間で 200 人以上が同社ブースを訪
れたほか、既に十数社からサンプ
ル加工の依頼を受けるなど、高い
関心が寄せられている。
　開発に当たった同社レーザープ
ロジェクトチームの能

の わ

和功チーム
リーダーは販路拡大に手応えを感じ
ており、「今後はレーザー形状の微
小化に挑戦したい」と、一層の品質
向上を目指している。

産学官連携で新たな技術開発に取り組ん
だ能和チームリーダー

（株）村谷機械製作所
■ 所 在 地  金沢市東蚊爪町1-32
　　　　　   TEL 076-238-5115

■ 代 表 者  村谷　實
■ 設 　 立  昭和47年7月
■ 資 本 金  5,000万円
■ 従業員数   70名
■ 事業内容   工作機械、産業機械の製造、販売
●  http://www.muratani.co.jp/

レーザー光の形状を
自在に変えられる溶接機
不良率70％がゼロに

レーザーが加工対象物に当たる際の形状。円形やライ
ン状などに変えられる

新開発のレーザー溶接機。
外装のデザインは工業試験
場デザイン開発室が担当し、
使いやすく工夫されている
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神社と日本酒がテーマの旅
東北に続き、地元石川で

県内の企業、団体が行っている話題性のある取り組み、ユニークな活動に注目しました。

「聖
せ い ち

地巡
じゅんぱい

盃」を提案
誘客促進、地酒の販促へ

　高桑美術印刷は古くから地域
の人々に親しまれてきた「神社」と、
神事と強い結びつきのある「日本
酒」を組み合わせた新しい旅のス
タイルを「聖地巡盃」と名付け、事
業化に取り組んでいる。
　同社は日本酒のラベル印刷で
トップクラスのシェアを誇っており、
日本各地の多くの酒蔵と取引があ
る。この事業を通して観光客を呼
び込み、地域を活性化させると同
時に、その土地で蔵を構える酒造
メーカーの販売促進につなげるの
が狙いだ。既に東日本大震災から
の復興を支援するため、東北でモ
デルコースの作成やツアーを実施
しており、今後、地元石川でも準備
を進める。
　「聖地巡盃」には大きく次の三
つの要素が含まれる。一つ目は神
社への参拝だ。社殿に上がって参
拝するほか、神職から神社の由来
などについて説明を受けたり、境内
を散策したりする。二つ目は神社と
ゆかりのある酒蔵の見学だ。ここで
は醸造工程を学んだり、試飲したり
するほか、実際に酒造りの作業を
体験できることもある。三つ目は食

事で、郷土料理を味わいながら、そ
の料理に合わせて蔵元が選んだ
地酒を堪能する。
　こうした体験を通して、その地域
の歴史や文化、風土をより深く感じ
てもらおうというわけだ。

クール・ジャパンに採択
モニターツアーを実施

　「聖地巡盃」の具現化に当たっ
ては、旅行代理店や地域活性化
を得意とするコンサルタントと連
携し、経済産業省の平成23年度

「クール・ジャパン地域集客・交流
産業活性化支援事業」の後押し
を受けた。　
　同事業では、公式ホームページ
を立ち上げ、旅のコンセプトや福
島・宮城・岩手・青森の東北4県5ヵ
所にある神社、酒蔵、ホテル・旅館
を組み合わせたモデルコースを紹
介したほか、平成24年の5月から
7月にかけては5回にわたってモニ
ターツアーを実施し、外国人を含む
26人が参加した。
　また、NHK大河ドラマ「八重の
桜」の舞台として話題の福島県会
津若松市の神社や酒蔵を訪ねるツ
アーを旅行商品として売り出し、今
年2月に実施。十数人が参加し、

好評を得た。
　高桑美術印刷では、これまで
培ったノウハウを基に石川での開
催に向け、今後、自治体や地域の
商工会、観光協会に協力を呼びか
ける。同社マーケット開発室の井
上浩和課長は「ゆくゆくは日本全国
に広げていきたい」と話し、地域文
化の発信、集客につながる新たな
戦略として期待が高まる。

東北の神社や酒蔵をめぐり、「聖地巡盃」ツ
アーを企画した井上課長

青森県弘前市で行
われたモニターツ
アーの様子。岩木山
神社（写真右）を参
拝したり、弘前城を
訪れたほか、六花酒
造（写真左）を見学
した

高桑美術印刷(株)
金沢市泉本町5-20
TEL.076-241-5563
■ 代 表 者 高桑 秀治
■ 創 業 大正元年10月
■ 資 本 金 1億6,800万円
■ 従業員数 290名
■ 業務内容 ラベル・パッケージ印刷、一

般印刷、デジタルコンテン
ツ・映像制作など

● http://takakuwa.wave.jp/
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総務企画課 ☎ 076-267-1239

●  受注開拓支援、販路開拓支援

総務企画部

産業振興部

経営支援部

再生支援室販路開拓推進部

IT・コンテンツ産業の振興、企業の情報化のため、
ITビジネス塾や新情報書府事業を実施していま
す。また、2千本超のDVD・ビデオの無料貸し出し
や、ネットショップの訓練の場として「お店ばたけ」

（72店出店）の運営も行っています。

課題解決に向け、アドバイザーが窓口相談を行って
います。また、中小企業診断士など外部の専門家を
派遣し、具体的・実践的なアドバイスも行っています

（平成24年度は273社の企業が各種専門家派遣制
度を活用されました）。

県内中小企業のさまざまな課題解決に向けて、専
任アドバイザーが窓口相談を行っています。また、
計画策定が必要な場合も、金融機関（コンサル
ティング機能の発揮）と連携した「迅速かつ簡易」
な改善計画策定から、外部の専門家（公認会計
士、弁護士、中小企業診断士など）からなる個別
支援チームを編成し、具体的な事業の再生計画
策定まで、企業の状況に応じた支援を行います。

県内中小企業の素材、加工、組み立て技術・製品
開発力を、県外大手企業へ紹介・あっせんし、新規
受注の拡大を図っています。受注機会の拡大のた
め、中小企業技術展、受注開拓懇談会、技術提案
型展示商談会等を開催します。

産業情報課

経営支援課

受注開拓課

☎ 076-267-1001

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1189☎ 076-267-1140

社員の採用や定着に関する相談に人材アドバイ
ザーが対応しています。
また、人材獲得に向けた企業の魅力発信やマッチ
ング・人材育成・技術習得のためのセミナーなどを
実施します。

ベンチャー企業や起業をめざす方へのアドバイスを行っ
ています。また、将来の成長が期待される革新的ベン
チャー企業を発掘し、集中的なサポートを行っています。

経営基盤強化のための設備投資についてアドバイ
スと金融支援を行っています。
金融支援では、設備代金の1/2を無利子で融資す
る「設備資金貸付制度」や、ISICOで設備を購入
し、割賦やリースで返済していただく「設備貸与制
度」があります。

地域資源を活用した新製品や石川ブランド優秀
新製品等を、全国の百貨店、専門小売店等のバイ
ヤーへ橋渡しをして販路開拓を支援しています。

人材支援課

新事業支援課

設備資金課

販路開拓課

☎ 076-267-1145

☎ 076-267-1244

☎ 076-267-1174

☎ 076-267-1140

県内中小企業の首都圏進出を後押しするため、東京
都千代田区麹町に貸しオフィス12室（月額84,000
円）を設置しています。

石川県ビジネスサポートセンター

●  組織の管理と事業の総合調整

●  IT 産業の振興、中小企業の情報化支援
●  産業人材の確保・育成支援

●  経営基盤の強化、経営革新など総合支援
●  中小・ベンチャー企業の創造的事業活動の促進

●  中小企業の事業再生の支援

ISICOキャラクター

平成25年度　ISICO組織体制紹介
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●  産学官・産業間連携の推進
●  共同研究による技術開発支援

●  産学官交流・人材養成の拠点
●  需要開拓の支援

プロジェクト推進部

地場産業振興センター

産学官の交流や人材養成のための研修・会議の
ほか、地場産品を中心とした商品等の展示・商談
会などの場を提供しています。
施設としては、本館と新館の2棟で構成され、
800人収容の大ホールをはじめとして大小の研
修室・会議室が20室あり、レストランなども整備し
ています。

管理課 ☎ 076-268-2010

地場産品や県内中小企業等が開発した新商品等
の普及・促進を図るため、地場産業振興センター
本館・新館及び金沢ステーションギャラリーの3カ
所にて常設展示を行っています。

企画展示課

産学官・産業間連携による研究開発プロジェクト
を支援するため、新製品や新技術の開発にかかる
経費の一部助成や、企業と大学・工業試験場等と
の共同研究のお手伝いを行っています。

技術開発支援課 ☎ 076-267-6291

知的財産を戦略的に活用しようとする県内中小企
業に対し、特許マップ作成ならびに外国への特許・
商標出願を支援しています。また、一般社団法人石
川県発明協会と連携し特許等取得活用支援事業を
実施、知財に関する課題解決に向けた専門家派遣
を行っています。さらに、支援ニーズ掘り起こしのた
めの、ニーズ・シーズ調査を実施しています。

研究交流推進課 ☎ 076-267-6291

☎ 076-268-2010

サイエンスパークオフィス

地域振興部

農林水産品や伝統工芸品、観光資源などの地域
資源（産業化資源）を活用した中小企業の新商
品・新サービスの開発から販路開拓までを総合的
に支援しています。

地域産業支援課 ☎ 076-267-5551

異業種からの農業参入、農林水産業者と商工業
者とのマッチングなど、農商工連携による新たな
事業創出のお手伝いをしています。

ISICOの能登地域の拠点として、活性化ファンド
事業の活用等を中心に、各種支援制度の情報提
供、相談に対応します。

ISICOの南加賀地域の拠点として、今年4月から
サイエンスパークオフィス内に設置しました。活性
化ファンド事業等の相談に対応します。

農商工連携推進課

能登サテライト

加賀サテライト

☎ 076-267-5551

☎ 0768-26-2333

☎ 0761-51-0122

ベンチャー企業や研究意欲にあふれる中小企業な
どをサポートするインキュベート施設です。24時
間・365日利用可能な5㎡、25㎡、50㎡の3種類の
大きさのスペースを低賃料で貸し出しています。ま
た、シャワールーム、仮眠室なども整備しています。

いしかわクリエイトラボ ☎ 0761-51-0122

新製品の研究開発など、創造的なビジネスを進め
る企業が、ローコストで利用できる独立型の賃貸
スペースです。

最大220名を収容できる大会議場、少人数から
100名まで対応できる会議室や、レストラン・宿泊
施設を整備しています。会議室を使っての昼食会
や、会議後のレセプションにも対応できます。
また、北陸先端科学技術大学院大学やサイエン
スパーク内企業への来訪者に対しては宿泊料金
の割引サービスも実施しています。

いしかわフロンティアラボ

石川ハイテク交流センター

☎ 0761-51-0122

☎ 0761-51-0106

●  産業化資源を活用した新事業創出や
　農商工連携を支援

●  サイエンスパークの活性化推進拠点
●  新産業創造の支援拠点



イシコ・トピックス

　清水さんは、県内でこれから事業を
始める人や業態転換、新分野進出を
図る中小事業者を対象に、最大700万
円を支援する「創業補助金」について
情報を提供したり、手続きをサポート
したりするなど、起業に関する支援を
行っています。
　ISICOでの勤務は今年4月からと
あって、まだまだ慣れないことも多いそ
うですが、起業家や中小企業を支える
仕事だけに「責任を感じながら、やりが
いを持って取り組んでいます」と元気
いっぱいです。
　京都出身でIターンしたばかり。「と
にかく魚が安くておいしい」と石川県の
印象を話す一方、企業訪問の際には
道に迷うこともしばしばだとか。「コンサ
ルテイング業務でもっと力を発揮でき
るようになりたい」と中小企業診断士
の資格取得を目指しており、帰宅後は
猛勉強に励む毎日です。

［発行月］ 平成25年6月（年6回発行） 
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

FAX

　IS I COは5月16日から3日間、県産業展示館2号館で「第26回
石川県中小企業技術展」を開催し、会期中32,273人が来場しまし
た。また、ANAクラウンプラザホテル金沢で「石川県企業交流
懇談会」を開催し、県外発注企業44社59名に対し、県内受注企
業105社133名が、受注拡大に向けて積極的に情報交換しました。

清水 祐太朗
経営支援部新事業支援課主任

中小企業を支援する
いろんな制度があります。
まずはお気軽に
お電話ください！

I    S    I   C   O 職 員 紹 介独自の技術や製品をアピール
石川県中小企業技術展／企業交流懇談会

最新の技術や製品がお披露目された
中小企業技術展

販路拡大や受注を目指して県内企業が
PRに努めた企業交流懇談会

　地場産業振興センター本館1階展示コーナーでは、全国のガラス工房
や作家から作品を集めた「第27回全国手づくりガラス展」を6月30日まで
開催しています。今年のテーマは「初夏のガラスでおもてなし」。この夏
にお勧めしたいグラスや器、アクセサリーなどが多数並んでいます。会場
でお買い求めもできますので、ぜひ足を運んでください。

夏にぴったりのガラス作品が一堂に
全国手づくりガラス展

会場には全国から集めたガラス作品がずらりと並ぶ涼しさを演出するバリエーション豊かな作品

地場産センター本館　改修工事のご案内
　地場産業振興センターでは今年9月から12月までの間、改修工事の
ため本館の研修室・会議室が使用できなくなります。新館部分の貸室
については、従来通り使用できます。
　なお、工事期間が短縮される場合がありますので、その都度お問い
合わせください。

●お問い合わせ …… 石川県地場産業振興センター　TEL : 076-268-2010


