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次世代ファンドの
採択企業を決定

炭素繊維と航空機に集中支援

（有）北鉄工所／（株）高林製作所

いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業記念講演会
東京大学大学院工学系研究科 システム創成学専攻 教授 髙橋 淳氏
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ネット販売による販路開拓

ネット進出レポート
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（株）サンライフ／オリケン（株）

（株）金港堂
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成長のチャンスをつかめ

明日へのチャレンジ

FDD-MB（株）
／心結
（株）ポピック／（株）エイチツーオー

目指せ！石川発の人気商品

ヒットの予感
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技術提案型展示商談会

受注目指し、
独自技術をアピール

県内企業27社と日立造船が商談会

（株）田辺鉄工所／オカダ合金（株）

12

ISICOからのお知らせ

イシコ・トピックス

ISICO の「いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業」
では炭素繊維（写真下）
や航空機の分野で研究開発す
る企業を集中的に支援する（写真はイメージ。詳しくは
巻頭特集をご覧ください）
。
【撮影（写真下）/ 黒川博司】

巻頭特集

次世代ファンドの採択企業
炭素繊維と航空機に集中支援

石川県とISICOは、
石川の未来を担う産業の創出、 表に通知書を手渡し、
「今回が第１号の採択であり、
育成を支援する「 いしかわ次世代産業創造ファンド

ぜひ成果を挙げて、次に続く企業の先導的な役割を

助成事業（次世代ファンド）
」の助成対象6社を決定

果たしてほしい」と激励。審査委員長を務めた国立

した。11月2日 に

高等専門学校機構の林勇二郎理事長があいさつし、

県地場産業振興セ

その後採択企業の代表として高林製作所の高林健

ンターで行われた

一社長が決意表明を述べた。今回の特集では、採択

採択決定通知書交

された企業の中から2社の研究テーマを紹介すると

付式では、谷本正

ともに、東京大学大学院工学系研究科の髙橋淳教

憲知事が6社の 代

授による記念講演の要旨を掲載する。

自動車産業向けに
プレス加工技術の確立へ
鉄よりも強くアルミよりも軽い
炭素繊維は今後、自動車産業へ
の利用が有望視されている。し
かし、普及に向けては加工の難
しさやスピードがネックとなってお
り、新たな技術開発が喫緊の課
題だ。そこで、北鉄工所が挑戦
するのが、熱可塑性を有する炭素
繊維強化プラスチック（CFRP）の
プレス加工技術の確立である。
ちなみに熱可塑性とは、加熱する
と軟化して成形しやすくなり、冷や
すと再び硬くなる性質のこと。現在
の主流であり、一度硬化すると熱し
ても変形しない熱硬化性 CFRP に
比べ、プレス加工に適している。

プレス加工技術の研究を前に、
目下、同社が取り組んでいるのは、
プレス加工に必要となる熱可塑性
CFRP を板状にした材料の開発で
ある。国内にはこうした材料がな
いため、同社では炭素繊維の織物
と熱可塑性の樹脂を何枚も重ね合
わせ、熱と圧力をかけながら厚さ
2 〜 3mm の板状にする。この際、
強度を損なわないよう空気の含有
量を 5％以下にするのが目標だ。
安定した品質で板が製造できる
ようになれば、いよいよ加工技術
の研究を本格化させる。同社の北
久芳社 長は「熱可塑性 CFRP を

熱可塑性 C F R P のプレス加工におけるトップラ
ンナーを目指して研究開発に乗り出した北社長

したい」
（北社長）と意気込む。

加工するには熱と圧力の制御が重

研究開発にあたっては、プレ

要」と話し、材料や金型の加熱方

ス加工や金型製作にノウハウを持

法やプレス機の加圧制御方法につ

つ（株）宮本製作所（宝達志水町）

いて研究するほか、成型後の切断

や前川精工（株）
（金沢市）
と連携す

や穴開け加工の方法

るほか、強度の評価、測定などを

についても検討する計

県工業試験場が担当する。

画だ。同社の実験で
は現 在プレス加工に
要する時間は 3 分程
度だが、
「自動車産業
で活用してもらうため
に、1 年後には 1 分に

（有）北鉄工所
■所在地

白山市旭丘3-3
TEL.076-275-2113
■代表者
北 久芳
■創 業
昭和33年3月
■資本金
1,000万円
■従業員数 7名
■業務内容 繊維機械、コンベアなどの
部分品のプレス加工、レーザー加工

炭素繊維の織物と熱可塑性の樹脂（左上）を重ねて板状に
した材料
（右上）をプレス加工した試作品
（写真下）

谷本知事から通知書を受け取り、事業の成功に向けて
決意を新たにした採択企業の代表者

を決定
次世代ファンドとは？

採択企業一覧

石川県と地元の 7 金融機関が総額
130億円を出資し、その運用益を活用
して、市場拡大が見込まれる次世代産
業に関する研究開発を支援する基金。
今年 7 月に創設され、今年度は炭素繊
維分野、航空機分野への集中支援をは
じめ、5 つの支援メニューが用意され
た。炭素繊維分野には 1年間で最大
2,000万円（補助率は 3 分の 2）
、航
空機分野には 2 年間で最大 3,000 万
円（補助率は 3 分の 2）
が助成される。

（株）
高林製作所／金沢市

航空機 航空機用油圧アクチュエータの一貫共同受注に向けた研究・試作開発
分野 （株）フィッテング久世／津幡町
航空機用大径薄肉チタン管の曲げ加工技術の開発

一村産業（株）
／金沢市

車両及び一般産業用の軽量かつ高強度炭素繊維強化熱可塑性スタンパブルシート（CF-SS）の開発

（有）北鉄工所／白山市

炭素繊維 CFRP シート製プレス部品のプレス加工技術に関する研究開発
コマツ産機（株）
／金沢市
分野
熱可塑性 CFRP に即したプレス技術の確立

小松精練（株）
／能美市

熱可塑性樹脂による建設用炭素繊維複合材料の実用化研究

県内中小企業が連携し、
航空機部品を一貫生産

何度も繰り返す必要があった。今回

高林製作所が次世代ファンドを活

田熱処理工業（株）
（小松市）
と連携。

用して取り組むのは、航空機用油圧
アクチュエータ（制御用の駆動装置）
の一貫共同受注に向けた研究・試
作開発である。
同社は、ISICO が主催する受注開
拓懇談会をきっかけに、約 1年前か
ら大手航空機部品メーカーに離着陸
用の車輪を出し入れする油圧アクチュ
エータ用の部品を納めてきた。この
際、熱処理やメッキ加工、非破壊検
査といった特殊工程は社内に技術が
ないため、同社で加工した部品を装
備品メーカーに送り、加工済みの部
品を送り返してもらうというやりとりを

平成 23 年の供給開始を目指す。

の計画では、こうした特殊工程を得

高林健一社長は「航空機分野を

意とする浅下鍍金（株）
（白山市）や深

将来の柱にしたい」と話し、今後、
航空機部品で使われる超高抗張力

全工程を石川県内で一貫して受注、

鋼の加工技術を高度化するほか、

生産し、リードタイムの短縮や輸送コ

非破壊検査を実施する人材の育成

ストの削減を目指す。非破壊検査は

に力を入れる。

社内で対応できる体制を整える。
国内には、材料調達から加工、
組み立てに至るまで、特殊工程を含
めて航空機部品を一貫生産できる
企業あるいは企業グループは存在せ
ず、海外からの輸入に頼っているの
が現状だ。車輪の制御用以外にも、
航空機 1 機に約 30 カ所で油圧アク
チュエータが使われているほか、同
社がターゲットとする中・小型航空
機は今後 20 年間で 2 万 9 千機の
需要があると予測される。県内企業

破線で囲んだ部分が高林製作所が手がける
製品イメージ。ステアリングアクチュエータと
呼ばれ、
油圧で車輪の方向を制御する

が一貫生産体制を確立すれば、受
注獲得へ大きなアドバンテージを得
ることになる。
3 社はすでに、受注に必要な航

（株）
高林製作所

空宇宙分野の品質マネジメントシス
テム「JISQ9100」
を取得しており、来
年中には同分野における特殊工程
管理の国際規格「Nadcap」を取得、
「航空機部品の加工は長年の夢」と話す高林社長。全国に先駆
けて複数の中小企業による一貫共同受注体制を構築する

■所在地

金沢市金市町ニ25
TEL.076-258-1340
■代表者
高林 健一
■創 業
昭和11年1月
■資本金
2,500万円
■従業員数 65名
■業務内容 建設機械、産業機械、
工作機械などの油圧部品の製造
●http://www.takabayashi-mfg.co.jp/
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いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業記念講演会

安価な熱可塑性CFRPに
世界規模の巨大需要
演題／炭素繊維複合材料の今後の展望
講師 : 髙橋 淳氏
東京大学大学院工学系研究科 システム創成学専攻 教授

運輸部門の省エネに期待

性 CFRP では、これほどの需要に

炭素繊維を樹脂で固めた炭素

対し十分な供給を確保できそうにあ

繊維強化プラスチック（CFRP）は、

りません。また、コストに関しても

金属よりも軽くて丈夫な高機能素

自動車産業が求めるハードルを越

材です。近年では、自動車や飛行

えるのは難しい状況です。そこで注

機の本体に CFRP を用いて軽量化

目を集めているのが、今回、いし

し、石油燃料の使用を抑えること

かわ次世代産業創造ファンドが支

で、CO2 排出量の削減に役立つと

援する熱可塑性 CFRP なのです。

世界中から期待を集めています。
例を挙げると、標準的な自動車
の車体に CFRP を 0.1t 用いた場
合、従来よりも 30％軽量化でき、

コストと量産性に優れる
熱可塑性 CFRP は加熱すると軟

1 台あたり年間で 0.5t の CO2 を

化して成形しやすくなる特徴がありま

削減できます。飛行機ではさらに

す。さらに、熱可塑性 CFRP 同士は

効果が大きく、CFRP を18t 用いる

熱融着が可能で、融着部分の強度

と 20％軽量化され、1 機で年間

が増す性質を持ち合わせています。

2,700t も CO2 を削減できます。
飛行機に比べれば自動車 1 台の
削減効果はわずかですが、トータ
ルで見ると CO2 の削減効果が大き
いのは自動車です。CO2 の削減量
を試算すると、日本にある100 席
以上のジェット旅客機は 430 機で
年間 120 万 t なのに対し、軽自動
車以外の自動車は 4,200 万台で年
間 2,100 万 t にもなります。
2030 年には、世界全体で乗用
車と商用航空機の年間生産数がそ
れぞれ 7,500 万台、1,200 機にな
ると推測されています。もし、この
すべてが CFRP 製になれば膨大な
量の CO2 を削減できるでしょう。

4

しかし、現在主流である熱硬化

この熱可塑性 CFRP は、熱硬化性
CFRP に比べ、材料費と加工費を大
幅に下げることが可能で、価格を10
分の1にできると考えられています。
まず材料費では、熱硬化性の樹
脂が千〜 1 万円 /kg に対し、熱可
塑性は数百円 /kg で済みます。ま
た、CFRP はプリプレグと呼ばれ
る成形用中間材料から作るのです
が、この際の歩留まりが熱硬
化性 CFRP では 50 〜 70％に
とどまり、熱可塑性 CFRP で
は 95％以上を期待できます。
加工費は材料費以上に低減
が可能です。熱硬化性 CFRP
の成形には大規模な設備と

交付式と記念講演会には関係者ら約250人が出席。
髙橋教授の講演では熱可塑性 C F R P の可能性について理解を深めた

長い時間を要します。一方、熱可
塑性 CFRP はプレス加工に適して
おり、小規模な設備でも高速成
形が可能です。このため、設備
の稼働時間やライン数が同じでも、
生産性に優れています。
加えて、熱可塑性 CFRP はリサ
イクル性にも秀でています。熱可塑
性 CFRP が成形時のカットロスを
容易に再利用できるのに対し、熱
硬化性 CFRP は樹脂を除去する手
間がかかる上、リサイクルできない
ケースさえあります。
現在、熱硬化性 CFRP は 1 万〜
数万円 /kg で取り引きされていま
す。これに対して、熱可塑性 CFRP
は数千円 /kg になる見込みです。
とはいえ、熱可塑性 CFRP の技
術開発はこれからが本番です。予
定どおりにコスト削減が達成され
れば、近い将来、自動車産業が
熱可塑性 CFRP を大量採用するこ
とも十分にあるでしょう。その時は、
石川県が熱可塑性 CFRP の世界
的な大供給地になっているのでは
ないでしょうか。

ネット販売を行っている県内の意欲ある店舗を支援するため、
バーチャルショッピングモール
「お店ばたけISHIKAWA」を開設しています。
ネットに進出し、
さまざまな方法で販路開拓を行っているお店ばたけ出店者等を紹介します。
※新規出店者を随時募集しています。出店条件、
審査基準などの詳細は、
http://www.omisebatake-isico.com/katudou/koubo.html

きんこうどう

［オーダーシャツ専門店  金港堂］

http://www.kinkodo.co.jp/

新商品や着こなしを提案する
ブログが誘客の窓口に
（株）金港堂
■所在地
■代表者
■創 業

金港堂のトップページ。ちなみに客単価は約33,000円と高め。
目の肥えた顧客の多様なニーズに応えることで、シャツ作りの
技術力もアップしたという

金沢市片町2-1-1
TEL 076 -262-7535
宮谷 隆之
昭和7年4月

■資 本 金
■従業員数
■事業内容

1,000万円
5名
紳士洋品小売り・オーダーシャツ販売

れほど知識のある人がたくさんい

法を提案し、来店しなくてもオー

るならば、触らなくても生地のこと

ダーできるよう工夫した。

を分かってくれる」
。そう確信した
ログ作成ソフト「ムーバブルタイプ」

新幹線開通に向け
情報発信を強化

を使ってサイトをリニューアル。イ

ネットショップへの集客に大き

金沢市の中心部、片町商店街の

タリアやスイスのブランド生地を入

く貢献しているのがブログだ。ブ

一角に実店舗を構える金港堂の

荷するたびに紹介するようにした

ログは新商品情報や趣味のマラ

ネットショップはフルオーダーシャ

ところ、ファッションにこだわる全

ソンなどについて宮谷代表自身

ツの専門店である。一人ひとりの

国の客からオーダーが入り、売り上

が毎日更新。時にはマフラーの

体型や好みに合わせた着心地の

げは急激に伸びていったという。

巻き方など、流行の着こなしにつ

良さはもちろん、ディテールに至る

もう一つのハードルと考えてい

いて動画で紹介する。石川県や

まで要望に応えてくれるとあって、

た採寸については、
「自身の体を

北陸のブログランキングでは常時

全国から注文が寄せられている。

採寸する」
「お気に入りのシャツを

トップ3に入る人気ぶりで、ここか

同社の有力な販売チャンネルと

採寸する」
「お気に入りのシャツ

らショップを訪れる客も多い。紹

して機能しているネットショップだ

を店舗に送る」など6つの注文方

介されている生地が気に入れば

ブランド生地に
全国からオーダー

宮谷代表は、
情報更新が容易なブ

が、
宮谷隆之代表は当初、
「生地に

ネットショップに移動して注文す

も触れられず、
採寸もできないネッ

ることが可能。
ネクタイやマフラー

トショップでオーダーシャツは売

はブログ上の買い物カゴからすぐ

れない」と考えていた。そのため、

購入できるなど利便性も高い。

ネットショップは来店を促すため

ネットショップの利用者の中に

に実店舗を広報するツールと割り

は東京や九州、東北から実店舗

切っており、いつ注文が入っても

を訪ねて来る人も多い。一度採寸

対応できるよう、定番の生地だけ

しておけば、
その後のネットでの購

を紹介していた。

入も一層便利になる。宮谷代表は

ネット販売に本腰を入れ始めた

4年後の北陸新幹線の金沢開業

きっかけは、宮谷代表がネット上の

をチャンスととらえ、
金沢駅に降り

掲示板でオーダーシャツについて

立った県外客を実店舗に呼び込

マニアックな情報が交わされてい
る様子を目にしたことだった。
「こ

宮谷代表は i P a dを伝票管理に活用。細かな指
示が手書きされた伝票も、スキャナーで読み込
み P D F にすることで、管理しやすくなった

もうと、ネットでの情報発信にさら
に力を入れていく考えだ。
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革新的ベンチャービジネス
プランコンテストいしかわ

新規事業の成功に向け
7人の起業家が熱弁
ISICOは10月26日、県地場産業振興センターで、将来有望なベン
チャー企業を発掘する「革新的ベンチャービジネスプランコンテストい
しかわ」
を開催した。今年で4回目を迎えるコンテストには、過去最多と
なる43件の応募があり、1次審査を勝ち抜いた7人が約200人の来場
者を前に事業計画を発表。ISICOが集中的に支援する最優秀起業家
賞1人、
優秀起業家賞3人を決定した。審査は
（株）
アイ・オー・データ機器
の細野昭雄社長をはじめ起業家や経営コンサルタント、金融機関の担当
者ら15人が担当した。ここでは、
各受賞者の提案内容を紹介する。

採血するだけの安全な
出生前検査を世界へ
金沢医科大学発のベンチャー企業
である FDD-MB（株）
（内灘町）の高林
晴夫 CEO は、母体血を使った胎児の
DNA 診断サービス事業について発表
し、最優秀起業家賞を獲得した。
このサービスでは、胎盤を通じて
胎児から母親の血液中へと移行して
いる胎児細胞（有核赤血球）
を分析し
て、胎児の DNA 疾患や染色体異常
について診断する。母体血に含まれ
る胎児細胞は、1mℓに 1 個程度とご
くわずかだが、同社では、これを自
動的に検出、回収する装置を開発。
安心して出産したいと考える妊婦の
要望に応えるほか、胎児の救命や早
期治療に貢献する。
出生前検査では従来、母親から
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最優秀起業家賞

採取した羊水や絨毛が用い
られてきたが、この方法で
は、妊婦の肉体的、精神
的負担が大きく、流産のリ
スクもあった。一方、同社
が開発した方法ならば、血
液を採取するだけなので妊
「胎児細胞の研究は、妊娠した女性特有の疾患の原因究明にもつながる
婦の負担は小さく、流産の 可能性がある」と話す高林 CEO。背後にあるのが胎児細胞の自動探索・
回収装置
心配もない。また、妊娠 10
心な当社のシステムが普及すれば、
週目という初期段階で検査が可能で
全世界の 1 年間の出産件数の 15％
あり、採血から 4 〜 5 日で結果が判
にあたる、およそ 2,000 万件のニーズ
明するという点でも現在の手法より優
が見込める」と話す。来年には、ライ
れている。検査費用は従来法と同程
センス契約を結んだ国内外の企業に
度になる予定だ。
診断方法や装置に関する特許、ノウ
出生前検査は国内で年間約 2 万
ハウを提供する計画で、平成 24 年
件、世界で年間約 500 万件が実施さ
のサービス開始を目指している。
れており、高林 CEO は、
「 安全・安

レンタル・着付けが好評
金沢の観光は着物で
ここゆい

優秀起業家賞に選ばれた 心結（金沢
市）の越田晴香代表が手がけているの
は、金沢を旅行する観光客や結婚式な
どに出かける地元の若い女性を対象とし
た着物のレンタル・着付け事業である。
店内には、大正・昭和期のアンティー
ク着物をはじめ、約 400 着の着物と約
200 本の帯をそろえており、今年 5 月の
オープン以降、利用者は半年で 100 組
を超えている。
さらに付加価値を高めたサービスを提

優秀起業家賞

供しようと、越田代表は次々と新たな企
画を考えている。その一つが、着付けし
た後、カメラマンが観光地に同行して撮
影するフォト＆ムービープランで、
「二人で
旅行したのに、一人ずつの写真ばかり」
といった旅行客の不満を解消し、希望
に応じてアルバムも制作する。このほか、
市内の料亭と連携して着物で食事を楽
しむコースや修学旅行生向けの安価なプ
ランなど、越田代表は新規利用者の獲
得に向けてアイデアを練っている。

「将来は金沢を訪れる観光客の 30％が来店するお
店にしたい」と目標を掲げる越田代表。中学時代か
ら着物と観光を結びつけた事業を考えていたという

就寝中や入浴中に計測
無意識で健康状態を管理
（株）
ポピック
（金沢市）
の鷹取功社長が提

今年の国際福祉機器展に出展した際には約 3,000
人がブースを訪れるなど高い関心が寄せられ、鷹取
社長も今後の事業の進展に手応えを感じている

案したのは、日常生活の中で血圧や心拍数
などの生体情報を計測し、予防医療に役
立てるユビキタス・ヘルスケア事業である。
事業のコアとなっているのは生体計測
機器や圧力測定装置など、金沢大学大学
院自然科学研究科の山越憲一教授が開
発した各種計測技術で、同社ではこれら
のセンサーを組み込んだ枕や浴槽、便座
を製品化する。例えば枕ならば、寝てい
る間に脈拍や呼吸数などから睡眠状況の

「似顔絵あみぐるみ」の
ビジネス展開を本格化
（株）エイチツーオー（金沢市）の木和
田里美代表は「似顔絵あみぐるみ」を活
用したビジネスプランを発表した。似顔
絵あみぐるみは、似顔絵のように家族や
有名人の特徴をデフォルメして毛糸で編
み上げた人形のこと。木和田代表が独
自に考案し、商標登録も済ませている。
同社では昨年 9 月からお茶やケーキ、
おしゃべりを楽しみながら似顔絵あみぐ
るみを作るニットカフェを開催し、延べ
230 人が参加するなど好評を博してい

優秀起業家賞

測定が可能。計測データは自宅のパソコ
ンに保存されるほか、将来的に医療機関
と連携すれば、インターネットを通じてデー
タ送信し、異常があればすぐに対応でき
るようになる。福祉施設では緊急時のア
ラーム発信や見回りの負担軽減に役立つ。
来年中には枕、浴槽、便座を本格展開。
当面は医療機関や福祉施設への販売を
見込み、その後、一般住宅への導入と
データを医療機関へ送信するネットワー
クサービスの提供を計画している。

優秀起業家賞

る。今回のプランはこれを発展させたも
ので、プレゼント用などに受注生産する
ほか、自分で作りたい人のために編み
図や制作キットを開発、販売し、ニット
カフェやレッスンを開催する計画だ。
また、インストラクター認定制度を設
け、技術を習得した人には注文品の制
作やレッスンでの指導にあたってもら
う。来年夏までに拠点となるデザイン工
房を整備し、ゆくゆくは全国にこの輪を
広げていきたいとしている。

「人が集まることからビジネスが始まる。まずは人
が集まる場所を作りたい」と話す木和田代表。手に
しているのはオバマ大統領の似顔絵あみぐるみ
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石川県が創設した「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
認定企業にスポットを当て、地域の資源を生かした商品開発について紹介する。

菓子や惣菜のラインアップを拡充
「能登地どり」
ブランドが人気に
も少なく、元気いっぱい。
内臓の機能を高めるため
の乳酸発酵飼料やカニ殻、
木酢液などを自家配合し
た飼料を与えたり、
ミネラ
ルを多く含んだ能登町特
産の海洋深層水を飲ませ
るなど、
エサにも工夫を凝
らしている。抗生物質や
有害な添加物は一切使用
していない。
サンライフでは、弾力
とコクがあって、ビタミ
「能登地どり」の手羽元と手羽先が入った「手羽カレー」
（680円）としっ
とりと焼き上げられた「 もっちりかすてら」
（580円）
ン、ミネラルが豊富な卵
やジューシーで旨味が濃
厚な鶏肉をネットショップで販売す
鶏の健康を第一に考え
るほか、金沢市内のスーパーや東京
飼育法や飼料を工夫
などの飲食店に卸している。卵は小
能登町や珠洲市で食品スーパーを
売価格が6個399円と決して安価で
展開するサンライフでは、
「能登地ど
はないため、当初は売れなかったが、
り」の卵や肉を使った菓子、惣菜を
そのおいしさを認める人が徐々に増
次々と開発し、
好評を得ている。
え、
売り上げも伸びている。
能登地どりは、同社の関連会社で
また、ISICOの販路開拓アドバイ
建設業を営む（株）サンテックが能登
ザーの協力を仰ぎ、
「家庭画報」が運
町内で飼育した地鶏のブランド名で
営する通販サイトで能登の食品メー
ある。
「卵や肉のおいしさは鶏の健
カーなどと連携して「なべセット」や
康状態や与えるエサによって決ま
「卵かけご飯セット」
を販売しており、
る」と話すのは両社を率いる林義雄
売れ行きは上々だ。
社長だ。その言葉通り、緑に囲まれた
広く清潔な鶏舎で平飼いされている
手羽揚げや煮込みが
鶏は自由に運動できるのでストレス
東京・伊勢丹でも好評
「もっと付加価値を高めて販売
できないか」
。そう考えた林社長が
取り組んだのが、能登地どりの卵を
使った加工食品の製造である。
今年1月にはその第一弾としてとれ
たての卵をたっぷり使い、濃厚でク
リーミーな味わいに仕上げたプリン
を開発。3月にはカステラを商品化し
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北陸3県に地鶏がいない点にチャンスを見いだし、
養鶏場
の経営や鶏卵、
鶏肉を使った商品開発に力を注ぐ林社長

た。その後も、鶏肉と野菜をじっくり
煮込んだレトルトカレー、
手羽元と手
羽先を豪快に入れたレトルト手羽カ
レーなどを相次いで完成させた。
さらに、
今年10月には東京・新宿に
ある伊勢丹の催事に出店し、鶏肉の
唐揚げや手羽揚げ、レバー煮込みと
いった惣菜の量り売りも手がけ、1
日平均20万円を売り上げる好評ぶり
だった。
「能登に地鶏はいないのか」という
旅行者の声をきっかけに、
「能登にこ
だわって地鶏を育て、
商品開発してき

能登町内にある養鶏場「能登鳥の里」では、
食肉用、
採卵用合わせて2,400羽の鶏が平飼いされている

たことが好調な売れ行きにつながっ
ている」と顔をほころばせる林社長。
今年度はISICOの「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」に採択されており、今後は
海洋深層水を原料にした塩を生かし
たプリン、
能登大納言小豆を使ったカ
ステラなど、
能登の特産品を活用して
商品ラインアップの拡充を目指す。

（株）サンライフ
鳳珠郡能登町布浦コ21-1
TEL.0768-72-2125

■
■
■
■
■
●

代 表 者
設
立
資本金
従業員数
業務内容

林 義雄
平成4年9月
1,000万円
70名
食品の小売り、加工など

http://www.torinosato.com/

和紙を横糸にした織物
柔らかく肌触りも抜群
朝市通りで月に
1,000枚を販売
織物を製造するオリケンでは、
レーヨンと和紙を織り込んだ新素
材「ネキーロ」を開発し、ストールな
どに商品化して販売している。
ネキーロの特徴は和紙織物と
は思えない柔らかな肌触りだ。従
来の和紙織物は撚りをかけた和
紙を使っていたため、硬くごわご
わした感触があったが、ネキーロ
は織 機を独自に改良し、幅2 〜
10mmに裁断したテープ 状の和
紙をそのまま横糸として使用する
ことで、独特の優しい風合いを実
現した。
「和紙には吸湿性や保温性、消
臭性があるので、夏は汗を吸って
くれて爽やかに、冬は温かさを
保ってくれるエアコンのような素
材に仕上がった。嫌な臭いも取り
除いてくれる」。ネキーロの機能性
についてそう話すのは亀井千代
子社長である。耐久性にも優れ、
繰り返し洗濯しても問題ない。
現在は、地元企業と連携してス
トールやハンカチ、タオルを商品
化し、自社のネットショップや輪
島市朝市通りにある洋品店など
で販 売している。洋品店では月
に800 〜 1,000 枚 を販 売 する人

「ネキーロ」の生地サンプル。横糸として使われて
いるのが幅2m m のテープ状の和紙

気ぶりだ。また、京都のメーカー
と協力して製造する帽子は首都
圏の大手百貨店でヒット商品と
なっている。

三宅一生氏の
ブランドに採用
「環境に優しい天然素材で人
が作ってないものを作りたい」と
の思いから同社がネキーロを開
発したのは4年前。平成20年度
には、
「石川ブランド認定製品」
にも選ばれた。
販 売ルートは 亀 井 社 長が 持
ち前のバイタリティーを発揮し、
開拓してきた。ストールをねじっ
て巻くスタイルがトレードマーク
の俳優中尾彬氏に「着心地を試し
てほしい」と直筆の手紙を添えて
商品を送 付したところ気に入ら
れ、以来、テレビ出演時にたびた
び使ってくれているとのエピソー
ドもある。
今年に入ると、ファッションデ
ザイナーの三宅一生氏が展開する
ブランド「me ISSEY MIYAKE」
のストール用生地として採用され、
7月から販売がスタートするなど
徐々に販路が広がってきた。
今 年9月に は、ISICOの 平 成
22年度「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」に採択され、販路の拡大や用
途の開発に拍車がかかる。亀井
社長は今後の商品開発について
「ファッション性よりも実用性を重
視し、困っている人の力になりた
い」と話す。既に、吸湿性に優れ、
蒸れない特性を利用し、抗ガン剤
治療などで脱毛に悩む人がかぶ

「ネキーロ」のストール（右1,575円 / 左3,150円）
と帽子（9,450円）
。和紙の原料にはマニラ麻が使
われている

る帽子に使われており、今後は、
肌触りのよさを生かし、アトピー
性皮膚炎に悩む人や肌の弱い人で
も安心して使える衣服や寝具の
開発に乗り出す構えだ。

「色違いがほしい、使ってみてよかったので贈り物にした
いとリピーターになってくれるお客さまがたくさんいます」
（亀井社長）

オリケン（株）
羽咋市本江町へ55
TEL.0767-26-0012
■
■
■
■
■

代 表 者
設
立
資本金
従業員数
業務内容

亀井 千代子
平成18年9月
500万円
2名
各種織物製品の企画・製造・
販売

● http://www.oriken.jp/
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県内企業 社と
日立造船が商談会
27

受注目指し、
独自技術をアピール

技 術 提 案 型 展 示 商 談 会

石川県と ISICO は 11 月10 日、大阪市の日立造船（株）事業・
製品開発本部技術研究所で「技術提案型展示商談会」を開催
した。県外大手メーカーとの商談会は平成 20 年度のトヨタ自
動車（株）
、21 年度の三菱重工業（株）
・日産自動車（株）に続い
て4 回目の開催となる。商談会には、機械や繊維、IT など県
内企業 27 社が参加し、新規参入を目指して独自の技術や製
品を売り込んだ。当日は日立造船をはじめ、70 社を超える協
力企業から 472 名の技術者、仕入れ担当者らが訪れ、試作
や見積もりの依頼など 1,036 件の商談が行われた。

技術力に高い評価
今後の連携に手応え
来年で創業 130 周年を迎える日
立造船はかつて、その社名が示す
通り造船を主力事業としてきた。し
かし、造船事業は平成 14 年に別
会社へ分離しており、現在は環境
プラントや精密機械、海洋・防災シ
ステム、橋梁、建設機械など実に
幅広い領域で事業展開している。

出展企業各社は、製品見本やパネルなどで来場者
に自社の技術を紹介した

展示商談会が開かれた事業・製
品開発本部は、新分野や先端技術
の研究などを手がける同社の開発
の中枢である。トップセールスに駆
けつけた谷本正憲知事とともに会
場を視察し、県内企業から説明を
受けた古川実会長兼社長は、
「優
れた技術があれば、研究段階から
組み込んでいくことが重要」と同本
部で商談会を開催する意義を強調
した。また、同社の経営方針につ
いて「従来は重厚長大な製品開発
が主力だったが、これからは有機
EL 製造装置や太陽電池製造シス
テムといった精密機械分野を伸ば
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していきたい」
と説明。その上で、
「出
展企業の技術力は高く、私たちの
事業計画とマッチする提案もあっ
た。今後、どの技術を採用するか、
真剣に考えていきたい」と話した。

システム高度化や
新素材に商機あり
ちなみに、日立造船がこうした
展示商談会に臨むのは今回が初め
てのこと。同社調達部の広重亨管
理グループ長は、
「部品等の仕入れ
先は常に全国レベルで探している
が、私たちが知らない技術も世の
中にはたくさんあるはず。石川県に
は優秀なモノづくり企業が多く、今
回の商談会を通して、仕入れ先の
開拓はもちろん、開発のヒントを得
たり、新たな知識を吸収する良い
機会になった」と収穫を語った。
また、同社総務・人事部の河井
義弘広報グループ長は「例えば当
社が現在力を入れている太陽電池
製造システムでは、機能性フィル
ム成形装置など各種装置を別々に
作っているが、将来的にはこれら
をすべて一体化したい」と話し、
「地
方の中小企業でも、安価で優れた
新素材、あるいはシステムの高度化
に寄与する技術の二点でビジネス
チャンスがある」と商談の進展に期
待を寄せた。
次ページでは、商談会に参加した
2 社の提案内容を紹介していこう。

谷本知事とともに商談会場を視察した日立造船の古川会長兼社長（写真右）。
出展企業からの説明を受けた後には質問を投げかけるなど高い関心を寄せた

旧式の機械を最新鋭機に
「レトロフィット」
（株）
田辺鉄工所／金沢市

田辺鉄工所が提案したのは大型
工作機械の「レトロフィット」である。
レトロフィットとは、古く劣化した機
械を修理し、加工のスピードや精度
を高め、新品同様に復元する手法
である。といっても、単なる修理や
オーバーホールではない。先進的な
NC（数値制御）装置やモーター、部
品を搭載し、高性能の機械としてよ
みがえらせるのだ。
大型工作機械の場合、旧式とは
言っても丁寧に作られており、最新
鋭の機械より優れた点もある。そ
の一つが鋳物で作られたベッド（本
体を構成する土台）であり、現在主
流となっている厚板を機械加工し
たベッドに比べ、加工精度の維持
に適しているのだ。多くの受注実績
を持つ同社の日高明広専務は、
「鋳
造後、何十年も経ったベッドは鋳物
の内部応力が消え“ 枯れた ” 状態と
なっているため、より安定し、高い
精度が維持できる」と強調する。

新品の購入に比べればコストはお
よそ 2 分の 1 で納期も短く、NC 化
によって合理化にもつながる。リサイ
クルという観点から見れば環境にも
優しい。
「130 年の歴史を持つ日立
造船ならば 20 〜 30 年使った大型
工作機械がたくさんあるはず」
。そう
話す日高専務の言葉どおり、商談会
当日は多くの関心が寄せられた。日
立造船の古川実会長兼社長も「1 万 t
クラスの大型プレス機のレトロフィット
は可能か」と質問するなど、その技術
力に注目しており、日高専務は受注に
向け、確かな手応えを感じている。

独自に開発した鋳造法で
高品質・小ロット品を安価に
オカダ合金（株）
／かほく市

アルミニウム合金の鋳造を手がけ
るオカダ合金では、多品種少量生
産に便利な簡易重力金型鋳造法を
紹介した。
市販の鋳造機を使った一般的な
重力金型鋳造法では、その鋳造機
に合わせた金型を取り付けなければ
ならないため、製品のサイズにかか

わらず、大きく高価な金型が必要と
なる。そのうえ、金型の取り替え作
業にも時間を要するため、多品種少
量生産には不向きとされてきた。
一方、同社が独自に開発した簡易
重力金型鋳造法は市販の鋳造機を
用いず、熟練した作業者が材料を流
し込むため、金型は製品のサイズに
応じてコンパクトに安価で作ること
ができる。金型の取り替えも容易だ。
薄肉で、複雑な形状の製品づくりが
可能で、0.1mm 単位の高精度を実
現している。
また、製造にあたっては、石川県
工業試験場の協力を得て、鋳造シ
ミュレーションシステムを導入してい
る。このシステムでは溶湯の流れや
凝固の仕方を可視化できるので、事
前に欠陥の種類や発生箇所を予測
し、最適な金型を製造する。
岡田等社長は一品一様のモノづく
りをしている日立造船ならば商機が
あるのではと考え、商談会への参加
を決めた。当日は、ブースを訪れた
関係者から「面白い」
「使えそうだ」
との声が聞かれたほか、見積もり依
頼も寄せられており、今後の商談成
立に期待が高まる。
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イシコ・トピックス

I S I C Oは11月3日〜 8日の6日間、香林坊大
和（金沢市）で「石川のこだわり商品フェア
2010」を開催しました。フェアには、県内中小
企業71社が I S I C O の各種支援制度を活用し
て開発した食品や生活雑貨、伝統工芸品など
の新商品を出品しました。期間中は3万3千人
を超える来場者で賑わいました。
出品者にとっては、今後の販路開拓に大き
な手応えをつかんだフェアとなりました。

「石川県受注開拓懇談会」
では、
県内企業
が県外企業との新たな取引を目指して、
自
社の技術や製品をアピールしました

県内中小企業に販売・PR・マーケティング
の機会を提供するため、
ISICOが初開催し
た
「石川のこだわり商品フェア2010」

I S I C O は11月24日、首都圏からの受注開
拓を図るために、東京ガーデンパレス（東京
都文京区）で谷本正憲知事が自らトップセー
ルスに努める「石川県受注開拓懇談会」を開
催しました。当懇談会は今回で51回目を数
え、東京では3年連続の開催となります。
当日は県外発注企業31社39名に対し、県
内受注企業62社73名が参加し、活発な商談 ・
懇談を行いました。

12月に入りましたね。ということで「今年も残
すところ」
という表現を使う時期になり、クリス
マス、
お正月とイベントも続きます。ところで、
ク
リスマスに家族や大切な人にプレゼントを考
えている方。7ページでご紹介した「似顔絵あ
みぐるみ（編み物で作ったそっくり人形）
」はい
かがですか？プレゼントを贈りたい方のことを
思いながら１針１針編んでいく人形。既製品に
はない心のこもったオンリーワンのプレゼント
として喜んでもらえるのではないでしょうか。
クリスマスが終わるとすぐにお正月です。
最近、着物で新年を迎える女性が少なくなり
ましたね。私も嫁ぐときに母が着物をそろえて
くれましたが、
冠婚葬祭以外、
ほとんど着る機
会はありません。

そんなタンスの肥やしになっている着物を
収集し、観光客などを対象にレンタルしてい
るのが 7ページに掲載した心結（ここゆい）で
す。着物姿で取材に応じてくれた代表の越田
さんは、とてもしっかりした23才の女性。着
物を着ると振る舞いも女性らしくなると話す
彼女の笑顔はとても素敵でした。普段から
パンツ姿（下着のパンツではないですよ！
！）
が多い私も、毎日着物を着れば少しは女性ら
しくなるかしら
（笑）
、なんて思いながら、たま
には着物を着て非日常的な一日を過ごして
みたくなりました。
今年も取材をきっかけに、いろんな方々と
の出会いがありました。来年も素敵な出会い
を求め、
皆様のお役に立つ情報を発信してい
きたいと思っています。
（藤）

北陸 3 県のネットショップを対象とするホームページコンテストを開催
します。ふるってご応募ください。
応募期間 平成22年11月1日
（月）〜平成23年1月7日
（金）
対

象

北陸 3 県（富山・石川・福井）に事
業所を有する中小企業（個人も可）

※制作業者の応募は不可

表彰内容 グランプリに賞金10万円、準グ

ランプリに賞金5万円のほか、
上位受賞者には表彰状＆受賞
バナーを提供

昨年度の受賞者の皆さん
［発行月］平成22年12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

