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開館 30 周年を機にリニューアル工事
を行った県地場産業振興センター。
写真は観覧席の移動が全自動化され
た本館大ホール。詳しくは巻頭特集
をご覧ください。
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石川らしく文化性を表現

　昭和57年6月に石川県商工労働
部長として着任し、同年12月に総
務部長になり、昭和59年までお世
話になりました。
　県地場産業振興センターの建設
は私にとっても忘れられない事業で
す。当時、建設予定地の周りは田ん
ぼで、こんな所で大丈夫なのかなと
心配したことを覚えています。同セ
ンターは県経済振興のシンボルであ
り、それにふさわしい特徴をと考え

て作ったのが、本館外壁に飾られて
いるアルミダイキャスト製レリーフで
す。産業振興の中にも石川らしく文
化性を表現しました。
　こんな立派な施設になるとは思い
ませんでしたし、今でも高い稼働率
を誇っていると聞いてうれしく思って
います。

経済回復へ三つの課題

　日本経済のこの1年を振り返る
と、アベノミクスの第一と第二の矢、

つまり財政出動と金融緩和にマー
ケットは好感を持ち、株価は年初か
ら50％アップしました。為替レート
は円安になり、輸出企業で好決算が
相次ぎました。まだ実体経済への波
及を実感していない人も多いでしょ
うが、平成26年は経済回復が実感
できる年になると思います。
　大和総研では、今年度の実質経
済成長率はプラス2.5％、来年度は
プラス1.0％と試算しています。4月
の消費税増税による駆け込み需要と
その反動減によって、経済活動に影

テーマ／「日本経済の展望と課題」
講　師／武藤敏郎氏　（株）大和総研理事長

規制緩和の本格化が
賃金上昇につながる

◀写真左から山出保県中小企業団体中央会長、
西田昭二県議会商工労働公安委員長、谷本正
憲県知事、武藤敏郎大和総研理事長、田上好
道県商工会連合会長によるテープカット

記 念 講 演

石川県の産業界を支援するた
め、昭和59年6月に竣工した石
川県地場産業振興センターは
今年で開館30周年を迎えた。
これに先立って昨年9月から11
月にかけて本館の改修工事を
実施。12月20日には、30周年
とリニューアルを記念して式典
と講演会を開き、新装オープン
を祝った。今回の巻頭特集で
は主な改修ポイントと講演要
旨を紹介する。

地場産業振興センターが
リニューアル！
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県内企業とともに歩んで 30周年
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響はありますが、年間で見れば、ゆ
るやかな成長が続くと見ています。
　ただし、課題もあります。一つ目
は賃金が上がらず消費が増えていな
いことです。二つ目は今後の設備投
資です。生産は順調に持ち直してい
ますが、設備投資はそれほど増えて
いません。三つ目は物価です。少し
ずつ上がってはいますが、円安で輸
入品が値上がりすることによる物価
上昇は中小企業にとっては望ましく
ありません。
　一つ目の課題である賃金の上がら
ない要因として、非製造業、特に医
療・福祉分野で非正規雇用の割合
が多くなっていることが挙げられま
す。ただし、この分野では生産性が
上がっていないため、賃上げは難し
いでしょう。生産性を上げ、賃金を
上げるには第三の矢、つまり規制緩
和を本格化させる必要があります。
例えば、特別養護老人ホームに株

式会社の参入を認めることもその一
つです。

自助が求められる社会に

　ところで、長期的な視点で見る
と、我が国は今後50年で人口が
8,600万人に減り、高齢者人口比
率も40％へと上昇します。この時、
サービス水準を今と同様に維持する
には、税の負担と社会保険料の負
担を合わせた国民負担率を現在の
39％から70％へと増やさなければ
いけません。これはありえない水準

であり、年金受給開始を遅らせる、
医療費の受益者負担を上げるなど、
現在のサービス水準を20％弱下げ
る必要があります。この場合、国民
負担率はフランス並みの 50％台後
半です。
　つまり、何でも国に依存する社会
は考えもので、最低限の社会保障は
もちろん必要ですが、それ以上は自
助努力が求められます。公助、共助、
自助をうまくミックスして、日本にふ
さわしい社会をつくることが必要で
す。
　日本の社会がさらに高齢化して
も、活力にあふれ、一人当たりの国
民所得が世界に冠たるレベルにとど
まるためには、相当なイノベーショ
ンと徹底した規制緩和によって、自
助努力を促す社会にしていくしかな
いのです。

省エネ性能の向上に配慮
　リニューアルにあたっては、大
ホールや会議室・研修室、商談・展
示コーナーなどの内装を改修したほ
か、傷みの目立つ外壁を補修した。
大ホールの移動観覧席は従来、一
部を手動で設置する必要があり、す
べての観覧席をセッティングするに
は 3 人がかりで約15分かかってい
たが、全自動化し、スイッチ一つで、
5 分程度で完了できるようにした。
　省エネ性能の向上も改修ポイン
トの一つだ。窓には太陽の直射熱
を遮るペアガラスを採用。最上階
部分には断熱材を追加、屋上全体
に遮熱塗料を塗布し、空調負荷を

軽減した。照明はエネルギー効率
の高い LEDやHf 蛍光灯に、空調
機器も効率の良い機器に取り替え
た。トイレは節水型便器を使用。ま
た、県内企業が開発した太陽熱利
用給湯器を新設し、トイレの手洗
い器のお湯として利用している。こ
うした取り組みの結果、 エネルギー
使用量が年間で約10％削減できる
見込みだ。
　利用者の利便性向上にも配慮し
た。男女トイレにそれぞれ車いす
利用者用の便房を設けたほか、多
目的トイレにはオストメイト（人工
肛門・人工膀

ぼうこう

胱保有者）対応設備
を導入した。女性利用者の増加に
合わせ、女子トイレには従来よりも
2 つ多い 10 の個室を設置。女性専
用の授乳室・休憩室も設置した。
　利用者からは「明るい雰囲気で
ホテルのようにきれいになった」
と好評で、今後も産学官の交流促

進、人材育成、販路開拓などに役
立ててもらえるよう利用促進を図っ
ていく。

◀移動観覧席の設営を実演。座り心地がよく、長時間
座っていても疲れにくいシートが採用されている

◀本館外壁に飾られたレリーフ

　リニューアル工事の終わった
本館大ホールに約 500 人が集
まった 　傷みや汚れのあった内
装も一新した。写真は第 5 特別
会議室 　従来よりもスペースを
拡大し、個室を 2 つ増やした女
子トイレ 　屋上に設置された太
陽熱利用給湯器の集熱パネル
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利用時間／9：00〜21：00
 上記時間で館内施設をご利用いただけます。 
電話で空き状況をご確認の上、ご利用ください。

TEL. 076-268-2010

地場産業振興センター



和柄生かしたＴシャツが百貨店で好評

　Ｔシャツの襟や袖などに能登で織られた二
ふたこし

越ちりめん
を縫い合わせた「D

デ コ ・ テ ィ ー

ECO-T」は、ヒロが作った第一号
のオリジナル商品である。カジュアルなＴシャツと伝統的
な和柄の組み合わせが好評で、20〜50代までの幅広い
年齢層の女性から支持を集めている。
　首都圏を中心にデパートの催事での販売が主で、徐々
に人気が広がり、リピーターも増えてきた。得意客の中に
は「お金があっても、買いたい商品がない」という目の肥

えた消費者も少な
くない。昨年 4 月
には、大沼洋美
社長の念願だった
伊勢丹新宿店で
も販売し、上々の
売り上げを記録し
た。「自分が作っ

たT シャツを一流の百貨店で売ることは私にとってファイ
ナルステージ。もしも売れなかったら、DECO-T の販売を
考え直そうと思っていた」。大沼社長はそう話し、今後の
販売に力強い手応えを感じている。
　DECO-T のほか、石川県産の上質な生地を使い、自
社で縫製した「1

ひ ゃ く よ う

00youショール」も人気の商品だ。ショー
ルはシンプルなデザインだが、ボタンで留められるように
するなど、100人100様のまとい方ができるよう工夫されて
おり、平成24年度石川ブランド認定製品に選ばれている。
　縫製用のミシンが並ぶ工房の隣には自社ショップもあ
る。大沼社長によれば、縫製会社が独自に販売店を設け
ている例はほとんどない。店内にはヒロでデザイン、縫
製したオリジナルのシャツやマントコート、マフラー、雑
貨が並び、ブランド発信の拠点となっている。

将来への危機感からメーカーとして自立

　そもそもヒロは、大沼社長の祖父が創業した老舗縫製

石川発の独自ブランドで勝負かける
脱賃加工を目指し、メーカーへ転身

ものづくりのベースとなるのが高い縫製技術。工房に
は熟練した職人がそろっている
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熟練した職人による確かな縫製技術に定評のあるヒロ。海外勢の台頭で
厳しさを増すばかりの業界にあって、新たな活路を見いだそうと自社ブラン
ド商品の企画開発に力を注いでいる。規模は小さいながらも企画から製
造まで一貫生産できるアパレルメーカーとして奮闘する同社の取り組みを
紹介する。

（株）ヒロ
http://hiro55.com/
金沢市西念3-31-23  TEL. 076-224-2550

■ 代表者 大沼 洋美
■ 設　立 昭和49年4月
■ 資本金 1,000万円

「作り手の顔が見えるものづくりをしたい」
と話す大沼社長。留学で身に付けた英語
力が海外での展示会で役立っている

■ 従業員数　5名
■ 事業内容　婦人服・子ども服の企画・製造・販売



会社の子会社として昭和49年に設立された。両社はシ
フォンやオーガンジー、サテンといった薄手の布の縫製を
得意とし、大手アパレルメーカーからの注文を賃加工で請
け負ってきた。
　ところが約10年前から、事業を取り巻く状況は一変し
た。縫製の仕事は安価な労働力を強みとする中国への流
出が激しくなった。一方、国際的な価格競争に対抗する
ため、国内では中国人研修生を受け入れてコストダウン
に取り組む縫製会社が増えていった。
　親会社とヒロが得意とする薄手の生地は、海外はもち
ろん国内でも縫製が難しいため、何とか仕事を維持する
ことができたが、それでも、より短納期、より低価格を求
められるうち、経営環境はじりじりと厳しさを増した。
　こうした現状を打破するため、大沼社長はヒロを親会
社から独立させ、これまで培ってきた縫製技術を生かし
て、オリジナルの洋服を企画、製造、販売するアパレルメー
カーへと転身させた。
　まず企画したのが、先ほど紹介した DECO-T である。
しかし、商品化するまでには多くの苦難があった。ハード
ルとなったのは特性の違う二つの素材の縫製である。Ｔ
シャツの素材である綿とちりめんは風合いや伸縮性が異
なるため、単純に縫い合わせるだけでは、洗濯するとそ
の部分がしわになったり、よじれたりしてしまう。そこで、
大沼社長は工場の仕事を終えた後、夜なべして、ちりめ
んの形状や縫い付ける位置、縫い方などを工夫した。試
作品は 1年にわたって自ら着用し、何百回と洗濯して着
心地や耐久性を確認した。
　ようやく納得できる商品ができても、販売ルートの確
保が新たな障壁となった。最初は石川県内で売ってみよ
うと大沼さんは観光地にある土産店などに飛び込み営業
をかけたが、扱ってくれる店は皆無だった。不安を募ら
せる大沼さんに手を差し伸べてくれたのは 1 軒の土産店
だった。オリジナルの犬の洋服を作りたいとの相談に応え
るうちに信頼関係が芽生え、DECO-Tを店に置いてくれ
るようになったのだ。
　そうした人と人とのつながりを大切にし、積み重ねて
いくことで、百貨店での催事にも声がかかるようになって
いった。大沼社長は「多くの人との出会いに恵まれたお
かげで今がある」と振り返る。

伝統工芸など異業種とも積極連携

　ところで、大沼社長のものづくりは洋服にとどまらな
い。その理由について大沼社長は次のように話す。

「経験のないこと
にチャレンジし
て、新しいものを
生み出すことが
好き。洋服に限
らず、私のできる
ことは何でもやり
たい。例えば異
業種とコラボレー
ションするなど、
大手メーカーとは
違った方向で攻
めたい」。
　成果の一つが
加 賀 毛 針 の 老
舗、目細八郎兵
衛商店（金沢市）
に協力して作った

「お針箱」で、手
のひらサイズの桐
箱にハート型のガ
ラスビーズをあし
らったまち針、和
柄の布地で手作
りした針山、小型の糸切りバサミなどの裁縫道具がセッ
トになっている。
　ヒロではこのお針箱を三段重ねにしたオリジナル商品
を、平成 24年にニューヨークやパリで開かれた未来型の
日本の工芸を世界に発信する展示販売会に出品。家庭
画報に掲載されるなどして、予想を大幅に超える受注が
舞い込んだ。
　さらに今年度は、ヒロをはじめ、九谷焼のスマートフォ
ンカバーや世界一軽くて薄い生地を使った加賀友禅のス
カーフなどを製作する異業種 4 社で構成する中小企業グ
ループが経済産業省のJAPAN ブランド育成支援事業
に採択された。今年2月にはその手始めとして、ニューヨー
クでの市場調査やバイヤーとの商談に取り組んだ。
　石川から全国、そして世界へ。市場は広がっても、祖
父や父から受け継いだ「まごころでものづくり」の精神は
変わらない。大沼社長は「地域に仕事を回せるようなメー
カーとしてもっと力を付けたい」と話し、熟練の縫製技術
と創意工夫、エネルギッシュな行動力を武器に一層の成
長を目指す。

（写真上）落ち着いたデザインの和柄がアクセントに
なっている「DECO-T」（6,800 円）などヒロのオリジナ
ル商品

（写真下）孫へのプレゼントや海外へのお土産として
人気の「お針箱」（8,400 円）。3 つの桐箱を着物地
のストラップで束ねる
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「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。

6

ひがし茶屋街から発信

　多くの観光客が行き交うひがし茶
屋街に店を構える「奈

な か が わ

加川」。風情
ある町家の店舗で扱うのは、野菜を
砂糖と水で漬け込んだ“蜜菓子”とい
う和菓子だ。
　ショーケースには、加賀野菜など
地元の伝統野菜を中心に、常時10
種類ほどの商品が並ぶ。「旬のもの
を使うので、ラインアップは季節で全
く違う」と話すのは代表の中川憲太
郎さん。春は山菜やタケノコ、冬は
源助だいこんや金沢春菊などがあ
り、年間通しての商品数は約40アイ
テムにも上るそうだ。
　蜜菓子は着色料や保存料を一
切使っておらず、砂糖の甘さだけで
なく、野菜それぞれの食感や風味
なども存分に生かしている。ドライフ
ルーツのように保存性は高く、賞味
期限は１カ月〜 2カ月ほどと、長期に

わたって楽しめる。
　開店から2年、店舗には、旅行客
はもちろん、県外へのお土産などと
して買い求める地元客も数多く訪れ
る。昨年11月にはISICOの活性化
ファンドを活用し、オンラインショップを
オープンした。販売増に向けた動き
を加速している。

微妙な配分が味を決める

　奈加川が蜜菓子の商品化を目指
したのは4年前からだ。系列会社で
食品事業に携わっていた中川さん
が、地元野菜を県内外の人にもっと
知ってほしいとの思いが開発に取り
組むきっかけとなった。ただ、日持ち
するようにと古くから用いられていた
蜜漬けでの商品化を思い立ったも
のの、完成までの道のりは並大抵で
はなかったという。
　中でも、課題となったのは、野菜本

来のおいしさを損なわない味わいを
実現することだった。中川さんは「同
じ品種でも取れる時期や年によって
は品質が微妙に違う」と話し、野菜
の種類はもちろん、収穫時期に応じ
て最適な漬け込み時間や水分量な
どの調整に苦心。さらに、砂糖の種
類や割合を細かく変えたり、自社内
の井戸から組み上げた雑味のない
水を使ったりするなど、金沢らしい新
たな銘菓づくりに心を砕いた。
 「商品化できていない品種はまだ
多い。これからも商品開発を進め、
郷土の野菜の魅力を発信していき
たい」と中川さん。将来的には生産
量の少ない伝統野菜の栽培も計画
しており、事業を通した地域の活性
化に向けて歩を進めている。

旬の地元野菜を和菓子に
風味生かして蜜漬け

「首都圏での展示会への出展など、今後は
商品の情報発信に努めていきたい」（中川
さん）

加賀野菜を使った蜜菓子。左から加賀れんこん（1 箱 504 円）、源助だいこん（同 504 円）、打木赤皮甘栗かぼちゃ
（同 609 円）

菜菓匠 奈加川
金沢市東山1丁目1-15
TEL.076-254-1158
■ 代 表 者 中川 憲太郎
■ 設 立 平成15年6月
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 3名
■ 業務内容 蜜菓子の製造・販売
● http://mitsugashi.com/
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独自技術と伝統の技を融合

　 輪 島 塗を手 が ける「 ぬり工
房 楽」 のオリジナルブランド

「K
こ け む す

OKEMUSU」は、ごつごつとし
た岩肌や木肌が苔むしたような美
しく独特の表情が特徴だ。当初
はほぼ飴色だが、使い続けている
うちに、じわじわと緑色が濃さを
増す。
　現在までに、ぐい呑みなど3種
類の酒器を商品化し、大手出版
社の通販サイトなどを通じて販売
している。酒器にこだわる50代、
60代の男性に好評で、「色の変わ
り具合の違いを楽しみたい」と2
つまとめて購入する客もいる。
　ごつごつとした造形は、職人歴
42年の引

ひきもち

持力
り き お

雄さんが考案した
「練

ねりかんしつ

乾漆」という技法で作られて
いる。これは、麻布を素地に、地の
粉（焼いた珪藻土の粉末）、コクソ

（木くず）、米のりを混ぜた粘土状
の漆で形を作る技法で、さまざま
な形を立体的に造形できる。
　色合いが変化するのは、溜

ため

塗
ぬ

りという伝統技法によるものであ
る。溜塗りは朱漆を塗った後、透
明な朱

しゅあいうるし

合漆を塗って仕上げる技

法だ。塗った当初は透明度が低
く、黒っぽく見えるが、時間が経つ
と下層の朱漆が透けて見えるよう
になる。KOKEMUSUでは緑色
の漆の上に、朱合漆を塗ることで、
次第に苔むしていくような色の変
化を実現した。

ステッキや万年筆にも

　ユニークな商品が誕生したきっ
かけは、「今のライフスタイルに合
うカラフルな漆器を作ってほしい」
という消費者ニーズだった。伝統
的な黒と朱のほか、現在では顔料
を混ぜることで、緑や黄、青など多
様な色を表現できる。しかし、混
ぜ物が増えれば、その分、漆の長
所である耐久性が損なわれてしま
う。そこで、色を楽しめて、かつ劣
化しにくい漆器として考えだした
のがKOKEMUSUだった。
　とはいえ、開発は一朝一夕には
進まなかった。下層に塗る漆はど
んな色がいいのか、あるいは朱合
漆にどの割合で黒漆を調合すれ
ば、きれいに色が変化するのか。
試行錯誤の末、完成させるまでに
は約2年を要した。

　平成24年度には活性化ファ
ンドに認定され、展示会出展な
ど販促活動を展開。その結果、
KOKEMUSUの技術をステッキや
万年筆などにも応用したいとの要
望が寄せられ、異業種とのコラボ
レーションも進行している。
　麻布を素地にしているので、木
製の漆器に比べて湿度の変化に
強く、海外でも使用できる。力雄さ
んをサポートし、販促活動を担当
する妻の玉緒さんは「いずれは海
外でも販売したい」とビジョンを描
いている。

時を経て苔むす輪島塗
変化を楽しむ遊び心が評判

輪島塗
ぬり工房 楽 LaQue
輪島市三井町市の坂二- 59番地
TEL.0768-26 -1346
■ 代 表 者 引持 力雄
■ 創 業 昭和58年
■ 従業員数 2名
■ 業務内容 輪島塗の製造、販売
● http://www.rakukobo.net/

上）伝統の輪島塗に新たな風を吹き込む
引持さん夫妻
左）「KOKEMUSU」の酒器。左からぐ
い呑み（21,000 円）、タンブラー（42,000
円）、ロックカップ（52,500 円）　
※◯内は経年変化が進んだ色合い

下塗りから上
塗りまで、工
房内で一貫生
産する引持力
雄さん



17年間、毎日ブログ更新
　野々市市にある約 40ha の農地で米や大豆などの生産に
取り組む林農産。丹精して育てた自慢の作物や、それらを
使った餅、味噌といった加工品を扱うネットショップ「林
さんち Web 通販」に力を注いでいる。
　「かつての日本人も孫の代まで考えて暮らしていた。私
たちも 200 年後に思いを馳せた農業を実践していく。しか
も、楽しく取り組みたい」。林浩

こうよう

陽社長はこう話し、サイ
トには環境に配慮して育てたさまざまな商品をラインアッ
プする。“23 世紀型お笑い系百姓 ” をモットーに掲げるだ
けあって、その一つ一つのネーミングは実にユニークだ。
雑草の発生を抑えるために水田に紙を敷き無農薬栽培した

「超普通じゃないコシヒカリ」、無農薬・無肥料と自然の力
だけで育てた「宇宙米」などが並ぶ。
　サイトを開設した平成 9 年から 17 年間、毎日欠かさず
更新してきた林社長のブログも人気だ。農作業の様子や農
業に対する思いを、ユーモアを交えて紹介している。ほか

にも、毎週発行するメールマガ
ジンや社長が講師役を務める「世
界一分かりやすい食育授業」な
ど、読み応えは十分。生産者の
人柄まで分かり、楽しく買い物
できるサイト作りで、売り上げ
を伸ばしている。

お店ばたけ出店が転機に　

　サイトを通じた年間売り上げは 1,500 万円を超え、今で
こそ経営の大黒柱となっているが、開設当初の販売実績は
年間 50 万円ほどにすぎなかった。売り上げを 30 倍に押
し上げる上で転機となったのは、ISICOが平成13年にオー
プンしたバーチャルモール「お店ばたけ」に、第 1 期出店
者として参加したことだ。「それを機に、ネット販売に力
を入れる仲間から刺激を受けたり、ISICO の専門家派遣
制度を利用したりしている。近年では、夏場の在庫切れ対
策として顧客分析・アンケートを実施し、在庫管理を強化
した。その結果、リピート率は80％を超えるまでになった」
と、林社長は振り返る。
　今後はスマートフォンやタブレット型端末に対応したサイ
ト構築も視野に入れており、同社では環境と情報の両面で
時代のニーズに応え、一層の販売力強化を目指している。

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。

“23 世紀型お笑い系百姓 ”掲げ
内容満載でユニークなサイト構築

［ 林さんちWeb通販 ］

（株）林農産

http://www.hayashisanchi.jp/

■ 所  在  地 野々市市藤平132番地
 TEL. 076-246-1241
■ 代  表  者 林  浩陽
■ 設　　立   昭和63年4月
■ 資  本  金   1,000万円
■ 従業員数 9名
■ 事業内容 稲作、農作業請負、餅・味噌の加工・販売など

林農産は平成4年の農林水産祭で天皇杯を
受賞しており、農業界では全国的に知名度が
高い農業生産法人です。しかし、「上から目線」
ではなく、生活者と同じ親しみやすい「横から目線」での情報発信
しているところが林社長のすごいところ。“23世紀型お笑い系百姓”
を自称するのは、技術も商品も本物だからこそ可能なブランド戦略
ともいえます。ウェブではこのユニークなキャラを自然体で伝える
工夫が盛りだくさんで注目です。

遠田 幹雄さん
 （株）ドモドモコーポレーション代表取締役

■ ホームページドクターからのメッセージ

ISICO 主 催 のネッ
トショップコンテス
ト北陸 2013 では、
第 3 位に輝いた

商品撮影に関するセミナーに足を運ぶなど、サイ
トの魅力アップに情熱を傾ける林社長
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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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　フランス菓子を製造、販売するロー
ザンヌは昨年 11 月、金沢市直江町に
店舗を新築、移転した。新店舗は、
旧店舗から 500m ほど離れた金沢外
環状道路海側幹線（海側環状）沿い
に位置する。イートインスペースと工場
を併設した建物はタイル貼りでモダン
なたたずまい。ガラス窓が大きく取ら
れ、天気が良ければ店内から立山連
峰や白山連峰を見渡せる開放的な雰
囲気が自慢だ。
　新築移転に合わせて、オーブンな
どの設備も一部を除いて一新した。色
とりどりのケーキが並ぶ 2 台の冷蔵
ショーケースの導入には、ISICO の設
備貸与制度を活用。シンプルで上品な
店舗の内装にマッチするよう、台座は
木製のものを特注した。
　「商品だけでなく、施設やサービス
も充実していなければ、お客様を満
足させることはできない」。そう話すの

はオーナーパティシエの渡辺利
としはる

陽代
表だ。生クリームやバターなど、材料
はどれも最上級にこだわり、品質には
自信を持っていたが、旧店舗は建設
から 40 年以上が経過して老朽化が進
み、「時代にそぐわないものになってい
た」（渡辺代表）。そこで、海側環状
の開通を契機に、新築移転を決めた。
　開店以降、新店舗には古くからの常
連客はもちろん、初めて訪れる客が増
え、連日、製造が追いつかないほど
の盛況となっている。渡辺代表は「来
店客の年齢層もぐっと若返った」と笑
顔を見せる。

　ローザンヌは渡辺代表の父が昭和
22 年に創業し、洋菓子の製造、卸業
を手がけたのが始まりだ。昭和 47 年
には、渡辺代表が都内の洋菓子店で
の修業を終えて帰郷したのを機に直
江町に店を構え、小売りをスタートさ
せた。洋菓子のバリエーションが少

なかった時代に、エクレールなど珍し
いフランス菓子を提供し、瞬く間に人
気店となった。
　しかし、業界全体のレベルが上が
り、競合店が増えてくると、旧店舗
の過剰な設備は次第に経営を圧迫し
た。そこで、新店舗では設備のダウ
ンサイジングを進め、利益を出しやす
い体質づくりに力を注いだ。
　とはいえ、渡辺代表は「うちは企
業じゃなくて家業。規模や売り上げ
でなく、おいしいお菓子を作ることが
使命であり、もうけよりも品質、信頼
を重視し、誠実にお菓子を作りたい」
と話し、日本であまり知られていない
ような古典的なフランス菓子に挑戦す
るなど、今日も口にした人を笑顔にす
るようなお菓子作りに励んでいる。

設備を見直して
採算性をアップ

和栗のクリームと
きな粉を使った「モ
ンブランジャポネ」

（右／450円）と生
クリームとバターク
リームを融合させ
たチョコレートケー
キ「ビシュロン（左／
400円）」

モダンなデザインと大きなガラス窓が印象的な新店舗の外観

冷蔵ショーケースを
制度活用して新調

ローザンヌ
■ 所 在 地  金沢市直江町ト12
　　　　　　  TEL.076-237-5800
■ 代 表 者  渡辺  利陽
■ 創 　 業  昭和22年
■ 資 本 金  1,000万円
■ 従業員数　10名
■ 事業内容　フランス菓子の製造、販売

お客様の満足度向上へ
新築移転でイメージ一新

2台の冷蔵ショーケースには、毎日30種類以上のケーキ、フランス菓子が並ぶ
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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。

破壊力学の専門家と連携
崩壊状況を詳しく表現

　五大開発は、切り土や盛り土の上に
建設された道路や斜面が、地震の際、
どの程度の被害を受けるのかを精密
にシミュレーションする解析エンジン
を世界で初めて開発した。
　これまでにも、道路や橋が地震で
壊れるか否かを調べるソフトはあった
が、新開発の解析エンジンでは、斜
面の形状や土の特性、地震波といっ
た情報を入力することで、地すべりの
様子に加え、斜面や道路の変形具合
や崩壊状況を詳しく表現できる。
　平成 23 年から取り組んだ開発は、
ISICO の「いしかわ次世代産業創造
ファンド事業」に採択された。解析に
はこれまで船体などに発生する亀裂
の様子をシミュレーションするX-FEM

（拡張有限要素法）と呼ばれる数値
解析手法を応用した。X-FEM は近
年提唱された手法で、開発を担当し
た同社の新保泰

た い き

輝研究員は「金属と
違って、土は性質が一定でなく、理論
を実用化するのが難しかった」と振り
返る。精度の検証には、破壊力学の
専門家である金沢大学の矢富盟

ちかよし

祥教
授に協力を仰いだ。
　同社では新規設計時はもちろん、
既存の斜面の評価、安全対策後の検

証に利用できると見込んでおり、半年
以内にこの解析エンジンを搭載したソ
フトの第一弾を商品化し、全国の建
設コンサルタントや土木建設企業、研
究機関などに販売する予定だ。

次世代ファンド採択で
開発期間、コストを縮減

　開発のきっかけは、平成 19 年の能
登半島地震だった。五大開発では崩
落した斜面の復旧作業に携わるうち、
安全対策の効果を正確に測定できる
ソフトの必要性を痛感した。能登半
島地震以降、建設や土木にかかわる
国や業界団体の基準が見直されたこ
ともきっかけの一つで、東日本大震災
の発生も開発に拍車をかけた。例え
ば、以前はとにかく壊れない道路が
求められたが、新基準では、大地震
の場合に壊れても通行可能で、復旧
しやすい道路が求められるようになっ
た。そのためには、地震時の被害状
況を予測できるソフトが必要になる。
　また、ファンド事業への採択が開
発を後押しした。石川通社長は「助
成を受けたことで、研究員が開発に
集中できる環境が整った。その結果、
開発スピードが上がり、開発コストの
低減にもつながった」と笑顔を見せる。
　同社は建設コンサルタントでありな

がら、業務に必要なソフトを開発、販
売するという全国的にも珍しい会社
で、そのノウハウの蓄積が強みとなっ
ている。今後も、新開発した解析エ
ンジンを活用し、河川の堤防に特化
したシミュレーションソフトなどを商品
化する計画で、地域の安心・安全に
貢献していく。

五大開発（株）
■ 所 在 地  金沢市黒田1-35
　　　　　   TEL. 050-3385-2991

■ 代 表 者  石川 通
■ 設 　 立  昭和40年3月
■ 資 本 金  5,500万円
■ 従業員数   58名
■ 事業内容   建設コンサルティング、ソフトウ

ェア開発・ITコンサルティング
●  http://www.godai.co.jp/

五大開発の石川通社長（中央）と開発に携わった
高森秀次課長代理（左）と新保泰輝研究員（右）
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地震前の地形モ
デルと地震による
地すべりの様子
のシミュレーショ
ン結果

解析前 解析後

斜面の地震被害を予測する
世界初の解析エンジンを開発



11

ウェブ関連技術の習得、
ネットワークづくりを後押し

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。

優れた講師陣を招き
年4回、セミナー開催
　Web Directors Forum（ウェブ・
ディレクターズ・フォーラム／ WDF）
は、ウェブ制作者や企業のウェブ担
当者らを対象としたセミナーを年4
回、3の倍数の月に開催している。
毎回、東京をはじめ、全国から3 ～ 4
人の講師を招き、多い時には100人
近くの参加者が集まる。
　従来、同様のセミナーは東京や大
阪など都市圏で開催されることがほ
とんどで、わざわざ石川県から出か
ける人も多かった。そんな現状に気
付いた谷川仁弘代表が「県内で開
催すれば参加者の負担も減り、地元
のウェブ業界活性化にも一役買え
る」と考え、平成23年6月に有志とと
もにWDFを立ち上げ、平成25年4月
に特定非営利活動法人として認定
された。
　谷川代表をはじめ4人の理事が毎
回知恵を絞るのが講師やテーマの
選定である。ウェブの制作、運営に
関する有益な技術やノウハウを紹介
するため、テーマに応じて業界のトッ

プランナーを招く。さらに、例えば、「成
果を生むサイト運用のヒントを探る」を
テーマにしたセミナーでは、「順位の
表示に重要なポイント」「アクセス解
析」「原稿作成」に詳しい講師を組
み合わせるといった具合に、一つの
テーマを体系的に学べるよう工夫し
ている。
　こうした取り組みは回を重ねるごと
に知名度が高まり、今では首都圏や
関西からの参加者も増えた。

交通安全マップを作り
得意の技術で社会貢献
　技術やノウハウの習得と同様に重
視するのが、参加者同士、あるいは
参加者と講師との交流、ネットワーク
づくりだ。そのため、セミナー開始時
に名刺交換の時間を設けたり、講師
の著書等をプレゼントする抽選会を
盛り込むなどして、打ち解けやすい雰
囲気づくりを心がけている。
　セミナー終了後には必ず懇親会
を開催。参加者同士が情報交換し
たり、講師からさらに詳しい話を聞い
たりするいい機会となっている。

　また、WDFでは「専門性を通じ
て地場産業や地元企業をIT面から
支援する」ことを理念の一つに掲げ、
具体的な取り組みを始めている。そ
れが、金沢市立伏見台小学校の校
下内で児童にとって危険な場所を
表示した交通安全マップの作成だ。
　同校の育友会長を務める谷川代
表が既存のマップは紙製で、印刷に
かなりのコストがかかるという悩みの
解決策としてIT化を提案。ウェブ上
に公開することで、印刷費削減につ
ながる上、外出時にスマートフォン等
でも確認が可能になる。
　2月中旬の完成に向けてボランティ
アで制作に励んでおり、谷川代表は

「この取り組みをモデルに、他の校
下にも広げていきたい」と社会貢献
活動にも一層力を入れる考えだ。

WDFが開催するセミナー風景。これまでに関連イ
ベントを含め14回開催し、延べ727人が参加した

交通安全マップのユーザー観察。児童らに試作画面
を使ってもらい意見を聞いた

WDFの役員の皆さん。写真左から谷川仁弘代表、村中ゆかり監事、秋山英範理事、いちがみトモロヲ理事

特定非営利活動法人

Web Directors Forum
金沢市香林坊2-12-20 シャトル香林坊305
TEL.076-256-0909

■ 代 表 者 谷川 仁弘
■ 設 立 平成25年4月
■ 活動内容 ウェブ関連セミナーの開催など
● http://wdf.jp/



イシコ・トピックス

　能美市内にあるオフィスに常駐し、
産学官連携促進施設「石川ハイテク
交流センター」やインキュベーション施
設「クリエイトラボ」「フロンティアラボ」
の管理や利用促進、入居促進を担当し
ています。インキュベーション施設入居
企業の支援も仕事のひとつで、販路開
拓などについての相談に応じ、成果に
結びつくとうれしいですね。すぐ近くに
立地する北陸先端科学技術大学院大
学の研究者と県内企業とのマッチング
にも取り組んでいます。
　体を動かすことが好きで、この時期、
週末は白山麓のスキー場に出かけて
います。最近では5歳になる長男も滑れ
るようになり、親子でスキーを楽しんで
います。
　これからもサイエンスパーク内の施
設を「利用してよかった」と思ってもらえ
るような取り組みができるように頑張り
ます。

［発行月］ 平成26年2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

　石川県とI S I CO は1月22日、県
地場産業振興センターで「医療機
器開発参入セミナー」を開催し、医
療機器開発に関心のある企業の
担当者等50名が参加しました。当
日は、医療機器開発に必要な品
質、有効性、安全性について指導
する薬事戦略相談事業や薬事法
について解説したほか、事例紹介
として、マイクロストーン株式会社（長野県）の医療機器参入の取り組みについ
て説明しました。セミナー終了後には、個別に質疑応答する風景が見られ、参
加者からは「参入に向け、大変参考になった 」との声が聞かれました。

谷内   秀樹
サイエンスパークオフィス主査

サイエンスパークの
施設のことなら、

何でも聞いてください。

I    S    I   C   O 職 員 紹 介開発から出荷までのプロセスを解説
医療機器開発参入セミナー

50名が新規参入のポイントを学びました

　ISI CO は1月30日、株式会社 創（滋賀県）の村上肇代表取締役を講師に招き、
製造業向けネット活用セミナー「 えっ！ こんな身近な会社が…　儲かる中小
製造業ネット活用成功事例」を開催し、70社74名が参加しました。講師自身の
実体験と、数多くの成功事例をもとにした具体的で分かりやすい講演内容で、
参加者はインターネットが自社の利益に直結する有効有益なメディアであるこ
と、収益につながるホームページの構築方法の基礎と成功事例を学びました。

事例から学ぶ製造業ネット活用の肝
製造業向けネット活用セミナー

　県地場産業振興センター本館1階展示コーナーでは、「 いしかわの建具展」を
3月2日まで開催しています。日本の美意識と風土や気候に対する知恵と工夫
が融合し合う伝統的な建具のほか、現代の生活空間に合う新商品を一堂に展
示しています。期間中、特別企画として 「職人直伝のかんな削りの体験」のコー
ナーもあります。ぜひ、足を運んでください。

技を尽くした建具の魅力を発信
「いしかわの建具展」

参加者はネットの活用法にいて理解を深めました講師を務めた創の村上肇代表


