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「業務改善」から「経営革新」へ
販路開拓や納期短縮、コスト削減など、さまざまなメリットを生み出すIT。
その有用性については誰もが認めるところであり、ビジネスの現場においても大きな変革をもたらしてくれる便利な技術である。
しかし、中小企業に目を向けてみると、有効に活用されておらず、
そのために競争力の向上や経営革新に結びついていないのが現状と言われている。
そこで、今回の特集では積極的にITを駆使して成果を挙げている県内中小企業の取り組み、
あるいは導入をサポートしてくれる企業の声を通して、IT活用を成功させるためのポイントを探った。

中小企業に効く、
IT活用のススメ

巻頭 特 集

　油圧プレス機を製造するアサイグループでは、グループ
内で開発業務を担う浅井興産が携帯電話を使った棚卸
しシステムを独自に開発し、在庫管理などに活用している。
　システムの流れは次の通りだ。まず、部品の保管場所
に、あらかじめ部品名などを登録したQRコードを貼って
おき、それを携帯電話のカメラで読み取る。次に、自動的
に呼び出された登録画面に部品の在庫数を数えて入力。
すると、データは工場内に整備された無線LANを介して
サーバーに送られ、在庫状況がリアルタイムに更新され
ていく。
　プレス機の製造に必要となる部品は1台につき約300
〜10,000点にも上る。昨年9月、同社がこのシステムを
使って棚卸ししたところ、例年ならば約3週間かかってい
た作業を、わずか1時間半で終えられたという。「棚卸しが

企業のIT 活用は第3 段階へ

携帯電話を使った棚卸しシステムは、作業を大幅に軽減すると同時に、
在庫の“見える化”に貢献した

携帯電話を使って
ゲーム感覚で棚卸し

　まずは下に示した図を見てほしい。これは、2007年版中小企業白書
に掲載された、経営者が考える「事業を展開する上での課題と関心」に
ついての統計である。景気が回復基調にあるとはいえ、いまだ厳しい
経営環境に置かれる中小企業にあって、「売上の減少・競争の激化」「人
材の確保・育成」「資金調達」が大きな課題としてとらえられている一
方、「情報化」に寄せられる関心はかなり低いことが分かる。
　ところで、中小企業庁が掲げる中小企業IT化推進計画によれば、中
小企業のIT化は次の3段階に分けられるという。
　第1は、パソコンやインターネット、EメールなどIT化を進めるため
の情報ツールを導入する「基盤整備」。そして、第2段階は、会計処理や
伝票発行業務など、個別業務におけるソフトウェアの導入やシステム
構築がなされる「業務改善」のためのIT化だ。
　多くの企業にとって、既に取り組んできたのは、この「基盤整備」「業
務改善」の段階ではないだろうか。実際、IT活用に関する実態調査の
結果を見ても、IT導入によって期待通りの効果を挙げたものとして、

「事務等、定型業務の生産性向上」を挙げる声が多い。しかし、これだ
けでは、業務のスピードアップなど、ある程度の効果は期待できても、
利益に直接的には結びつくようなことはない。
　そこで、必要となるのが第3段階の「経営革新」のためのIT活用だ。
これは、社内の経営資源の活用や企業間取引などに、情報システムや
ネットワークを利用して、企業活動全体の経営革新やその最適化を実
現する段階である。そして、この段階まで来て初めてIT化のメリット
が最大限に引き出されるのだ。
　では実際、どのようにITを活用して、効果を挙げたのか、県内中小企
業の取り組みを見てみよう。

■所在地　能美市湯谷町へ18
　　　　　TEL 0761-57-3456
■代表者　浅井 重晴　  　　■創業　昭和22年12月
■資本金　9,000万円　  　  ■従業員数　135名
■事業内容　プレス機、省力化システムの製造
●http://www.asai-corp.co.jp/

浅井興産（株）
アサイグループ
【浅井鉄工（株）、アサイ産業（株）、浅井興産（株）】



ゲーム感覚でできるので、仕事が楽しくなった」と若い社
員からの評判も上々だ。
　この棚卸しシステムは今年7月、優れた情報システムを
構築し、成果をあげた企業、団体を表彰する「IT Japan 
Award 2007」（日経コンピュータ主催）の特別賞に選ば
れた。

　システム構築のきっかけとなったのは2年前の工場移
転だった。このとき同社では工場内に無線LANを整備。
無線LANに対応した携帯電話を内線通話用に使用する
ことにした。「工場内を飛び交う呼び出し放送がうるさい
ので何とかするように指示をしたんです。それに、呼び出
されるたびに作業を中断したり、取り次ぎのメモを確認す
るために事務所に戻っているようでは効率が悪いですか
ら」と話すのは同社の浅井重晴社長だ。
　浅井社長の命を受けて実務に当たったのは北山由美
管理部長だ。工場内では電波が反射、遮断されるケース
が多く、無線LANの構築が難しいといわれるが、ユニア
デックス（東京）の協力を得て、無線LAN環境を整えた。
　VoIP技術の活用によって通話料が削減できるとはい
え、それだけでは大きな投資を回収できない。そこで北
山部長が、携帯電話のQRコード読み取り機能に着目し
て、自ら考案、開発したのが、棚卸しシステムだった。
　もちろん、年に1〜 2回の棚卸しの省力化だけが目的
ではない。真の狙いは在庫削減や生産管理にあり、同社
では、リアルタイムに在庫を確認することで、従来に比べ
て約20％の削減を見込んでいる。
　北山部長は、「ITはあくまでも道具に過ぎない。働いて
いる人が意識を変え、考えて行動を起こさなければ、効果
は挙がらない」と話す。  

　浅井興産の成功の背景としては、さらに二つの要因を
挙げておきたい。一つは経営トップの理解である。IT化
の推進には投資や人材確保・育成などが不可欠となるた
め、経営者自らが推進責任者として関与することが重要
である。
　同社の場合、古くはオフコ
ンの導入にはじまり、2000
年問題への対応を契機とし
たパソコンへの切り替え、女
性社員2人によるシステム開
発部門の設置など、経営者が
旗振り役となり、積極的に情
報化を進めてきた経緯があ
る。
　もう一つは、社内でのシス
テムエンジニアの育成と経営
管理部門への登用である。システム開発においてはしば
しば、業務の実際や経営上の問題点が把握できていな
いばかりに、せっかくオーダーメードで作ったのに現場の
ニーズにフィットしないというケースが散見される。その
点、同社においては北山部長が独学でITに関する知識や
ノウハウを体得していたほか、こうした人材を経営管理に
携わらせることで、本当に有用な仕組みづくりに成功した
と言える。
　同社では今回開発した棚卸しシステムを「てきぱケータ
イ らくらく棚卸」と名付けて商品化、NTTドコモ北陸と
協力して販売している。今後も業務の“見える化”を目指し
て、ITをどう活用すればよいかアイデアを練っている。

浅井興産の浅井社長（写真左）と北山部長は、経営改革を実現する武器としてIT化を進める
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工場内に無線 LANを構築
在庫を20％削減へ

経営トップの理解と
人材育成がカギ

ホテルニューオータニで開かれた「IT Japan Award 2007」の贈賞式。
取材依頼も大幅に増えた
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　人材不足に悩む多くの中小企業にとって、ITを専門と
する人材の育成は容易ではない。そこで次は、外部の専
門家と協力して、情報化を進めた事例を紹介しよう。
　木造注文住宅、増改築の設計、施工を手がけるひまわ
りほーむは、オリジナルの工事管理システム「ひまわり君」
を開発、活用している。インターフェイスは、社員の似顔絵
イラストが盛り込まれた楽しげな雰囲気。従来、紙ベース
で管理してきた工程や予算、顧客情報、業者への支払い
情報など、業務に必要となるさまざまな情報の一元管理、
共有化に役立てている。

　同社がシステム開発に取りかかったのは約5年前。「仕
事のレベルの均質化を図ると同時に、業務におけるルー
ルとプロセスを明確にしたかった」と加葉田和夫社長は
その狙いを話す。将来的な株式上場を視野に入れ、内部

統制の基盤づくりという目的も兼ねていた。
　加葉田社長は手始めに、システム開発やIT導
入コンサルティングに関して一定の実務経験を
積んだ人材を外部から一年契約で迎え入れる
ことにした。そして、社内に設けたプロジェクト
チームと一体となりながら、実際にシステム開発
を担うベンダーとの間に立って、IT投資の企画
段階から業者の選定、開発、運用に至るまでを
モニタリングしてもらうことにしたのだ。
　IT導入の成功のポイントとしては、高度な知
識やスキルを持った人材の育成、登用が挙げら
れる。しかし、中小企業の場合、この要件のクリ
アは難しく、ひまわりほーむの場合も、社内には
ITに長けた人材はいなかった。そこで、外部か
ら専門家を招くことで、短期間でより効果的にシ
ステム開発を進められたというわけだ。
　さらに、「IT導入はトップダウンで現場の人間
に押し付けてもうまくいかない」との考えから、

工事、営業、総務、経理の各部門から人材を集め、社内に
プロジェクトチームを立ち上げた。これによって、実際に
システムを運用する現場の声を吸い上げ、使い勝手のよ
いシステムが実現したという。

　ベンダーの選定においては、価格だけでなく、どの企業
ならば自分たちの要求をしっかりと受け止めて、適切なシ
ステムを構築してくれるかに重点を置き、その結果、後ほ
ど紹介するシステムサポートに決定した。「私たちの本業
である家づくりにおいても、施主の家族構成やライフスタ
イル、将来設計、予算などの要望を十分に理解しないと満
足いく家は建てられない。システム開発にもこれと同じこ
とが言える」と加葉田社長。だからこそ、ベンダー選びに
は自分たちの考えや実情を理解し、最適なシステムを実
現できるかどうかを重視したのである。
　一方で、社員に対しては「中途半端にITの知識を身に
付ける必要はない。会社の事情を一番分かっているのは
社員なのだから、専門家に任せっきりにするのではなく、
とにかく自分たちがどうしてほしいのか伝えなさい」と指示
した。

　社員と外部の専門家、そしてベンダーが三位一体となっ
たシステム開発は一年に及び、その後、情報の一元管理と
共有化、顧客満足度の向上につながっている。
　先ほど挙げたさまざまな情報管理のほかに、機能の一
端を紹介しておこう。同社では住宅の建築後、アフター
サービスのため、定期訪問を実施している。「ひまわり君」
では、顧客情報の中に訪問記録やリフォームの履歴が
管理できるようになっており、一定期間、訪問していない
場合はアラームが発せられるようになっている。住宅は
顧客と何十年という長い付き合いになる商品だが、担当
者が変わったり、辞めたりした場合、アフターサービスが
おろそかになる可能性がある。同社では、このシステムに
よって、それを防ぐことを可能とした。
　加葉田社長は「ITで飛躍的に効率が上がるわけでは
ない」としながらも、「情報を活用して、真の経営改善や顧
客満足につなげていきたい」と話している。

「ひまわり君」は契約を挙げた社員に向けたお祝いのメッセージを書き込めるなど、
コミュニケーションツールとしても活躍している
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ひまわりほーむの加葉田社長は
「もっと楽しく扱えるシステムに」と見直しを重ねている

■所在地　金沢市新保本4-66-6
　　　　　TEL 076-269-8100
■代表者　加葉田 和夫  　　■設立　平成8年8月
■資本金　1億4,220万円  　■従業員数　94名
■事業内容　木造注文住宅、増改築の設計、施工
●http://www.e-himawari.co.jp/

（株）ひまわりほーむ

工事や顧客の情報を
一元管理、共有化

外部から専門家を招聘
社員参加でシステムづくり

家づくりのように
要求をはっきり伝えるべき

アラーム機能で
アフターサービスが万全に
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　社内にITに精通している人材がいない場合、情報化を円
滑に進めるためには、システムベンダーとの協力が不可欠とな
る。平成17年度に経済産業省が実施した特定サービス産業
実態調査によれば、石川県は人口あたりの情報サービス業の
事業所が全国で3番目に多く、恵まれた環境にあると言えそう
だ。
　県内のベンダーの中でも、ここ数年、前年比25％以上アッ
プという高い成長率を実現し、県内の独立系ベンダーのトッ
プに位置しているのが、システムサポートである。
　同社の小清水良次社長によれば、成長の秘訣は人材の採
用と教育にあるという。小清水社長は「私たちのようなソフト
産業にとって一番の財産は人材」と話し、採用時には自らが面
接試験を行って、スキルはもちろんその人間力を見極める。
　システム開発は企業の懐に深く入り込み、問題点を明確に
した上で、ソリューションを提供する仕事である。それだけに、
ニーズを汲み取り、システムとしてまとめ上げる技術力にプラ
スして、誠実に顧客と向き合い、信頼を築き上げていく人間力
が必要になると考えるからだ。
　教育面においても予算を確保して、社員の資格取得を積極
的に後押しするなど、人材育成への投資に余念がない。
　東京や大阪、名古屋といった都市圏への進出も、高い成長
を維持する原動力となっている。もちろん、やみくもに進出す
るだけでは成功は難しく、小清水社長は「地方の企業が都市

圏でライバルと互角に戦うためには何か強みが必要となる」
と話す。そして、同社にとって強みとなったのは、世界的にも高
いシェアを誇るデータベースソフト、オラクルに精通した技術
者育成だった。
　同社では、オラクルの資格でも最上位となるプラチナ10g
資格の取得者を多数輩出したとして、今年7月には「ORACLE 
MASTER Platinum Award 2007」を受賞した。

　多くの企業のIT導入事例を間近で見てきた小清水社長。
中小企業のIT化については、「企業がより発展するためには、
事務効率を向上させるためのIT化だけでなく、経営戦略の
一部としてIT 投資を考える必要がある」と分析する。
　では、中小企業がパートナーとなるベンダーを選ぶ際、何か
注意すべき点はあるだろうか。小清水社長は、「企業の名前で
はなく、担当となるSEの人間力と技術力をよく見定めて決め
るべき」とアドバイスする。
　ITに詳しくないばかりに、企業のネームバリューを判断材
料にしてしまう場合も多 あ々るだろう。しかし、SEがどんな人
物で、どういうスキルを持っているかが最も大事なのだ。
　もちろん、ITの知識がなければSEの力量を測るのは難し
い。そんなときは、そのSEが、 これまでにどんなシステムを開
発してきたのか、そして、そのシステムを導入した企業のその
後の動向を調べれば、技術レベルを推し量ることができると
いう。
　都市圏への進出の一方で、平成12年に石川ベンチャー大
賞奨励賞を受賞して以降、小清水社長は「いかに地元に貢献
していけるかを念頭に置いてきた」と語り、磨き上げてきた技
術を駆使して、「県内中小企業にもソリューションを提案してい
きたい」と腕をさする。

　IT導入にあたって、何から始めればよいか分からないな
ど、悩みを持つ場合は、解決に向けた第一歩として、支援機関
をうまく利用するのも有効策の一つである。
　県産業創出支援機構では、経験豊富なアドバイザーが相
談に応じるほか、「中小企業戦略的IT化促進事業」や「IT 活
用促進資金」など、補助制度、融資制度などを紹介している。
ぜひ、積極的に利用して、大きな成果を手にしてほしい。

■所在地　金沢市本町1-7-26
　　　　　TEL 076-265-5151
■代表者　小清水 良次  　　■設立　昭和55年1月
■資本金　1億3,000万円　  ■従業員数　354名
■事業内容　システムコンサルティング、システムインテグレーション
●http://www.sts-inc.co.jp/

（株）システムサポート

オラクルから表彰されるなど、技術力には定評のあるシステムサポート。
小清水社長は今後、この技術力を地域の企業に還元していきたい考えだ

実績と人間力を
SEの判断材料に

企業名に惑わされず
人物本位で選定を

情報収集、制度利用には
支援機関の利用が便利

日本オラクルが、同社の製品やサービスを利用して、顧客のビジネス革新
に貢献したパートナー企業を表彰する「Oracle Award 2007」で、システ
ムサポートが「Member Partner of the Year」に選ばれた。日本オラクル
と取り引きがある全国 800 社以上の企業から選ばれたもので、地方に本
社を置く企業の受賞は10 周年を迎えた同賞でも初めて。

システムサポートが
Oracle Award を受賞Topics
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　ヤマニは、メッシュクロスと呼ばれる極細糸を網状
に織った織物の製造において、全国トップレベルの
技術を誇る。メッシュクロスに求められるのは、縦糸
と横糸の交差するマス目をより細かく、より均一に織
るための技術。同社では1インチ（2.54 センチ）間
に、460 本もの糸を織り込むことが可能だ。肉眼で
はまったく分からないが、同社の製品を電子顕微鏡
でのぞけば、整然と並ぶ正方形の織り目を確認する
ことができる。

　製品は各種産業資材と
して使われており、スク
リーン印刷の原版、プラ
ズマディスプレイの電磁
波遮蔽材、携帯電話の小
型スピーカー、コンピュー
タのプリント基板、医療
機器など、その用途は多
岐に広がる。

　中でも平成 15 年から取り組み、近年、主力となっ
ているのがプラズマディスプレイの電磁波遮蔽材であ
る。銅メッキを施した 27 ミクロンという極細糸を織っ
たメッシュクロスは大手メーカーのプラズマディスプレ
イに採用されており、月産平均 6 万メートルを生産し
ている。今秋には、フルハイビジョンなど、より高精
細な映像に対応するため、さらに細い糸で織った新製
品を市場に送りだす予定だ。

　創業当初、絹織物を生産していた同社が、商社の求
めに応じてメッシュクロスの生産に乗り出したのは約
50 年前にさかのぼる。その後、この分野に特化。用
途が幅広く、個別のニーズに対応するうちに技術力が
蓄積された。平成 11 年には ISICO から研究助成事
業の支援を受け、技術の高度化を図った。
　大手が参入しにくいニッチな分野であることに加え、
高い精度が要求される製品とあって、コストの安い
中国や東南アジア諸国との国際競争でも圧倒的な技
術レベルで優位に立つ。技術力が認められて、今年
5 月には、中小企業庁から「元気なモノ作り中小企業
300 社」の1社に選ばれた。
　一方で、「技術革新が激しい時代だけに、電磁波遮
蔽材も、いつ代替品が出てきてもおかしくない 」と
清水屋眞二社長は危機感を募らせる。研究開発体制

を強化しようと、昨年に
は、新規事業開発部を新
たに立ち上げた。目下、
大阪大学と共同で、IT 機
器や家電 製品向けの電
磁波吸収材の開発に取り
組むほか、将来性の高い
バイオ分野への進出も模
索。独自のものづくりに
向け、開発の手綱を緩め
ることはない。

21 世紀のチャレンジ
ベンチャースピリットに触れる

27 ミクロンの
極細糸を織物に

新規事業開発部が
研究開発をリード

清水屋社長は現状に満足することなく、
次代を担う技術開発に力を入れる

プラズマディスプレイの
電磁波遮蔽材が好調
（株）ヤマニ
■所在地　　加賀市大聖寺敷地ト３番地
　　　　　　TEL 0761-73-2230
■代表者　　清水屋  眞二
■創業　　　大正13年6月

■資本金　　3,000万円
■従業員数　58名
■事業内容　スクリーン印刷用メッシュクロス、　　
　　　　　　産業資材用メッシュクロスの製造、販売
●http://www.yamani-kk.com/

製品は人の目と手でチェックし、品質を確認している

電磁波遮蔽材として使われるメッシュクロスの電子顕微鏡写真。
糸の太さは27ミクロンで、6マス分の幅が約1ミリに相当する
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　フラットヤーンや PP ロープの製造、販売を手がける北
辰化成工業では、近年、生分解性プラスチックやバイオ
マス素材を使った製品開発に取り組んでいる。
　フラットヤーンとは、ポリエチレンやポリプロピレンを
主原料とする扁平な糸のこと。使用用途に応じてさまざ
まな強度や繊度、色の製品を作っており、主に土木シー
トや遮光ネット、包装資材などとして使用されている。ま
た、ポリエチレンのフラットヤーンをウォータージェット織
機で織り、包装資材として提供している。
　同社が生分解性プラスチックを原料とするフラットヤー
ンやロープの開発に取り組んだのは平成12 年のことであ
る。石川県工業試験場から提案を受けたのがきっかけで、
その後、土や水の中に放置しても、微生物やバクテリア
で分解される土のう袋などの素材として実用化された。
　さらに近年では、トウモロコシなどから取れるデンプン
を原材料にしたフラットヤーンの製品化に成功した。微生
物やバクテリアによって二酸化炭素と水に分解されるのは
生分解性プラスチックと同様だが、これらを吸収するトウ
モロコシなどの植物を原材料とすることで、より環境に優

しい製品となっている。「ポ
リエチレンの糸などに比べ
ると、強度が弱く、温度に
よっては加工途中に切れた
り、溶けたりするので、シビ
アな温度管理が必要になる。
3 〜 4 年かかってようやく
製品化にこぎつけました」

と話すのは、同社の桶谷八郎社長。今後、さらに品質を
向上させると同時に、用途の開発に取り組んでいく考えだ。

　ところで、同社が最初にフラットヤーンを手がけたのは
昭和 44 年のことである。業界では、昭和 50 年代半ば
のピーク時、70 社以上の企業がしのぎを削ったが、その
後はアジア諸国の急速な追い上げなどにより淘汰が進み、
現在では10 数社にまで減少したという。
　企業の規模だけを見れば、同社は業界でも一番小さい
部類に入る。しかし、桶谷社長は「小さいからこそ、ここ
まで生き残ってくることができた」と分析している。つまり、
大手メーカーが敬遠する、小ロット、短納期の製品、ある
いは規格外の特注品などをこなすうちに技術が磨かれた
というわけだ。
　30 年以上にわたっ
て培ってきた技術を次
世代へ継承しようと、
今夏からは社内勉強
会をスタートさせた。
50、60 代 の ベテ ラ
ン技能者が講師役とな
り、20、30 代の若手
社員に素材の基本的な性質や加工技術、機械設備のこと
などについて研修を行っている。
　昨年は 3 台、今年10 月には 2 台の織機を新たに導入。
最近は改めて 5S の徹底に取り組むなど、「社員が家族に
自慢できる企業づくり」を目指して、職場環境の整備にも
力を入れている。

シビアな温度管理で
製品化に成功

ベテラン技能者が
若手に技能を継承

昨年導入した織機。今年の設備投資と合わせて
生産能力は1.6倍にアップした

「小ロットや短納期の製品を積極的に受注し、
技術を磨いてきた」と話す桶谷社長

バイオマス素材を使って
地球に優しい製品を開発
北辰化成工業（株）
■所在地　　かほく市横山レ100番地7
　　　　　　TEL 076-285-1371
■代表者　　桶谷  八郎
■設立　　　昭和41年7月

■資本金　　2,000万円
■従業員数　18名
■事業内容　フラットヤーン及びPPロープの製造販売
●http://www11.ocn.ne.jp/˜hokusin/

北辰化成工業が製造するフラットヤーンやPPロープ
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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。
その中で、独自の取り組みで工夫を見せ伸びゆく企業を紹介します。
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フロム・ユーザーズ

設備貸与制度の利用者に聞く

From

USERs

　一見すると、河原にでも落ちているような
ゴツゴツとした石。しかし手に取ってみると、
驚くほど軽いばかりか、わずかな力で、簡
単に変形させることもできる。
　実はこれ、勝造形企画の「リアラル」と
いう造形素材で作った人工石である。本物
の石からとった型にスプレーガンでポリウレ
タン樹脂を吹き付け、乾燥させた後、型か
ら外して塗装したもので、石だけでなく木や
竹など、さまざまな素材の表情をまるで本
物のように再現する。

　アメリカのフツラコーティング社が開発し
た技術を応用したもので、勝造形企画では、
6 年前に同社が保有する特許、技術につい

てライセンス契約を締結。ISICO の設備貸
与制度を活用して、専用のスプレー成型機
やスプレーガンなど機器を導入した。
　このリアラルは公園に設置されるベンチ
やテーブル、庭石、モニュメントなど、さま
ざまなインテリア、エクステリアの造形素材
として活用されている。今年 4 月にオープ
ンした七尾市和倉温泉の足湯施設もその一
つ。鉄骨を木目調のリアラルで覆って、風
情漂う和風空間を演出している。

　これまでは、コンクリートやモルタル、木
材などを素材としていたが、これらはひび
割れや色あせ、腐食など、経年劣化が激し
く、煩雑なメンテナンスが業者間でも共通
の悩みとなっていた。「リアラルは弾力性に
富むため、ひび割れしないばかりか、半永
久的に長持ちする」と胸を張る勝磯和則社
長。さらに、吹き付けてから短時間で乾燥
するため納期が短縮できるほか、複雑な造
形を表現できる、軽くて取り扱いが容易な
ど、メリットも多い。環境や人体に悪影響
を及ぼす化学物質も含んでいない。今では
同社が手がける仕事の90％以上がリアラ
ル製である。

　総勢 8人と規模は小さいが、規格品を
大量生産する大手に対して、顧客の希望に
合わせて一つからでもオーダーメードで製作
し、活路を開いてきた。同時に、特注品に
対応し続けることで、技術力が磨かれた。
　卓越した技術力は口コミで広がり、今で
は、北は東北、南は九州からも注文が舞い
込むようになり、80％を県外客が占めている。
　また、勝磯社長がこれから力を入れたい
としているのが、工場などの古くなったスレー
ト屋根の強化再生事業である。硬質発泡ポ
リウレタンをリアラルでコーティングした屋
根材を、既存のスレート屋根の上から重ね
葺き。美観が向上すると同時に、屋根の耐
用年数が 20 〜30 年も長持ちする。かつて
は仕事のほとんどが自治体からの発注だっ
たが、公共事業が削減される中、今後はリ
アラルを活用して、民間からの受注も積極
的に取り込む考えだ。

石や木、竹など
素材の表情を再現

（株）勝造形企画 ■ 所在地 白山市横江町281-2
　　　　　 TEL 076-274-0102
■ 代表者　勝磯  和則 ■ 設立　 平成3年8月
■ 資本金　4,000万円 ■ 従業員数　8名
■ 事業内容　エクステリア、インテリア商品の企画、設計、製作
●http://www.katsu-ex.co.jp/

ISICOでは、企業の設備投資を支援するため
設備貸与制度で、企業の成長を後押ししています。

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。

リアラルで作られた擬石。表面から見るとまるで石のよう（写真右）

オーダーメードで差別化
スレート屋根の改修工事も

リアラルをフル活用して事業展開を図る勝磯社長

木目調のリアラルで施工した七尾市和倉温泉の足湯施設

独自の造形素材を作りだす専用のスプレー成型機

リアルで軽くて安全な
造形素材を事業の柱に
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　らっきょうやニンニクなどの漬物、の

りの佃煮や味付けゴマなどの惣菜、キ

ムチの素などの調味液を製造販売する

桃宝食品では、専門家派遣事業を活用

して、平成17年度、18年度に品質管理に

ついて専門家から指導を受けました。

　「通常、民間の専門家にコンサルティ

ングを頼めば、コストが多くかかります。

ISICOの制度を活用することによって経

費の負担は軽減し、最適な専門家のア

ドバイスも受けることができました」と

話すのは五十嵐昭子社長。同社では、

製造工程で発生するトラブルや商品に

関するクレームを撲滅しようと、期間中、

社長以下全社員が参加して月1回の勉

強会に取り組みました。

　勉強会では、まずQC七つ道具の一つ

「魚の骨図（特性要因図）」と呼ばれる

図を使って、トラブルの内容と要因、そ

れらの因果関係を分析しました。問題

と原因を整理し、社員全員が認識する

ことで、トラブルへの適切な対応や予防

措置が可能となりました。ま

た、これまでは、話し合いで

解決していたようなトラブル

事例も、記録として残すよう

にしました。

　２年前の勉強会の中から

スタートし、今ではすっかり定着してい

るのが工場内の整理、整頓を徹底する

「2S活動」です。最初は、工場内の不要

なものを廃棄した上で、全社員が巡回

し、改善しました。その後、エリアごとに

担当となる社員を決め、毎日3人1組で

工場内を巡回点検し、問題のあった箇

所は掲示板に貼りだされ、全社員が記

録等の情報を共有化することによって、

担当社員が責任を持って改善する仕組

みができました。

　「少しでも汚れていれば、すぐに掃除

するなど社員の意識が変わりました」と

顔をほころばせる五十嵐社長。顧客の

工場見学が増え、整理整頓されているク

リーンで清潔な工場という評判が広が

り、工場がショールーム化し、営業に役

立っています。

　同社では、さらに品質管理を確かな

ものにしようと、現在、ISO 9001認証

取得に向けて活動を進めています。一

方で、地元産食材を使った新商品の開

発にも余念がありません。開発と品質

管理はメーカーの要。これからもこの

両輪を確かなものにして、企業の成長に

つなげていきたい考えです。

中小企業のための総合的なサポートセンターとして、さまざまな
支援を行っているISICO。「もっと支援内容を詳しく教えてほし
い」。そんな要望におこたえして、提供している支援メニューを毎
号ピックアップして紹介します。

知ってトクする

専門家派遣事業No.05

全員参加の2S活動に取り組み
工場内の品質管理を徹底

■ 所在地 小松市安宅新町ネ84-1
　　　　　 TEL 0761-23-2456
■ 代表者　五十嵐  昭子 ■ 設立　 昭和61年3月
■ 資本金　1,000万円 ■ 従業員数　49名
■ 事業内容　漬物、惣菜、調味液などの製造販売
●http://www.tohosyokuhin.co.jp/

桃宝食品（株）

企業の経営課題を
専門家が解決いたします
　日ごろの企業の運営や将来に対する戦略、また現場改善や販売促進など
には、常にさまざまな課題が発生します。そういった課題を解決するため、
ISICOではその目的に応じて外部の専門家を派遣し、具体的・実践的なアド
バイスを行っています。
　企業側の負担額は必要経費の1/3 で、残りの 2/3 は ISICOが負担します。
プロのアドバイザーが豊富な知識とノウハウで、経営者や管理者のブレーン
となり、発展・成長の促進をお手伝いいたします。
※企業負担金＝必要経費（謝金＋旅費）は ISICO 規定により算出いたします。

2S活動の一環として毎日3人1組で工場内を点検する

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構　経営支援部経営支援課
 TEL 076-267-1244

利用者の声
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ISICOライブラリ　書籍・DVD情報 ISICOライブラリでは、皆様のご要望を取り入れながら、随時、書籍・
ビデオ・DVDの整備を行っています。お気軽にお立ち寄りください。

開館時間
	月〜金曜日／午前8時30分〜午後7時30分
	土曜日　　／午前10時〜午後5時
休館日
	原則として日曜・祝祭日、
	年末年始（12月29日〜1月3日）
	 ※このほか、都合により休館することもあります。

事業承継に生じるさまざまなリスクについて、具体
的なケースに基づいて解説しています。事業承継を
成功させるための知識として、ぜひ、ご活用ください。

「事業承継 成功のポイント」
■DVD情報

■書籍情報
ベストセラー図書を随時整備して貸出しています。
ぜひご活用ください。

・ 「鈍感力」　　　   渡辺淳一 【著】（2007/2/10出版）

・ 「人生を変える！心のブレーキの外し方」
　　　　　　　 石井裕之 【著】（2006/12/1出版） 他

一般企業の社員研修、会議場として
「石川ハイテク交流センター」をご利用ください。

　石川ハイテク交流センターでは、学会やセミナー等の多様な形態
に対応可能な研修スペースを完備し、ご利用者様の種々のニーズに
対応できるよう、宿泊施設8室（12名泊）も整備しています。
　コンベンションに使用できる大会議場（220人）や研修室8室（12
人〜126人）、インターネット（無料）、テニスコート（2面）、約100台
収容の駐車場（無料）のほか、レストランでは、昼食・お弁当等を各種
準備し、お待ちしています。
　近年、加賀産業道路、山側環状線の開通により、金沢以北の方々の
ご利用も便利になりました。
　緑の木々に囲まれた多目的研修施設として、利用されています。
パーティー・レセプション会場としても、ご利用できます。 ●利用時間／9：00〜21：00

●休館日／年末年始（12月29日〜1月3日）
【お問い合わせ】
石川ハイテク交流センター
能美市旭台2丁目1番地　TEL  0761-51-0106

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構
産業振興部 産業情報課　
TEL  076-267-1001

　　　

【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
能美市旭台2丁目1番地
TEL  0761-51-0122
mail office＠ishikawa-sp.com

使用料金
■使用料 レンタル・ラボ：月額3,000円／㎡
　　　　 （入居から5年を経過した企業、大企業等）
　　　　 インキュベータ：月額2,000円／㎡
　　　　 （中小企業、個人等）
■共益費 月額500円／㎡
■保証金 月額使用料の2カ月相当額
※創業1年未満の企業や個人の入居に関しては割引制度があります。
※能美市からの賃料補助制度もあります。

入居特典
●高速のインターネット環境を無料で提供。
● IS ICOによる技術・情報・資金等のサポートが受けら
　れます。

創造的企業の研究開発をサポート
「いしかわクリエイトラボ」入居者募集

　「いしかわクリエイトラボ」は、創造的企業を支援する低賃料の
研究開発型事業スペースです。創業間もないベンチャー企業や、新
分野進出、新商品・新技術開発等に取り組む創造性豊かで研究意
欲にあふれる中小企業等が、企業としての力をつけ、成長していた
だくための施設です。



 

　ブログと言えば、個人用の日記をイ
メージする方が多いようですが、私は、
Web上での情報発信をサポートする仕
組みだと考えています。
　インターネットの歴史を振り返ってみ
ると、今では企業のPRや商取引などに
幅広く利用されるホームページも、当初
は趣味的な用途がほとんどでした。こ
れが多くの人に見てもらえるということ
で企業が取り入れるようになったわけ
です。しかし、一方でホームページの制
作には専門的な知識や技術が必要とさ
れ、時間やコストがかさむのが欠点でし
た。
　そこで2000年以降に注目されるよう
になったのがブログです。実際、ブログ
はすごい勢いで広まっていて、インター

ネット白書によれば、04年に6.3％だっ
た認知率は、05年に91.4％、06年には
98.6％にまで高まっています。
　最大の特徴は、文章を打ち込むだけ
で、あるいは写真を選択するだけで、デ
ザイン性が高いサイトを簡単に開設・更
新できる点にあります。
　また、ブログは双方向性を備えた初め
てのメディアです。リンクやコメント、ト
ラックバックといった機能によって自動
的に情報が蓄積されるのも魅力です。
　こうしたメリットから、企業もWeb上
でサイトを構築、運営するためのツール
として広く利用するようになりました。

　では、実際にブログはどのように使わ
れているのでしょうか。当初は製品情報
を提供したり、顧客とのコミュニケーショ
ンを図ったりと、広報・マーケティングを
目的に活用されました。
　そして、次第に多くの企業がEコマー
スにも利用するようになりました。当社
のソフトのユーザーからは「ストーリー

がある商品や素材の特徴がある商品の
紹介に適している」「ウェブマスターに頼
らなくても、現場のスタッフで更新でき
る」などの声が寄せられています。また、
社員同士の情報共有をスムーズにする
ための社内ブログも活発化しています。
　最近では、一般の人たちが情報を共
有できるコミュニティサイトとして活用さ
れるケースも増えています。コミュニティ
サイトとしては、会員制のSNS（ソーシャ
ル・ネットワーク・サービス）が知られてい
ます。SNSの場合、プライバシーが確
保しやすい半面、話題が知っている人の
間でしか広まらないという特性がありま
す。ブログの場合、知り合いというネット
ワークを超えて広まるのが特徴で、ブロ
グがきっかけとなって、ヒット商品が生ま
れるケースもあるのです。

ISICOは7月20日（金）、県地場産業振興センター新館で「いしかわITビジネスフォー
ラム」を開催し、約100人のIT企業関係者らが参加した。当日はブログシステムの一
つ、「Movable Type」の開発・販売で知られるシックス・アパート（株）の関信浩代
表取締役が「インターネットを取り巻く今後の展望」と題して講演。企業にとっての
ブログの有効性などについて話した。ここではその内容をダイジェストで掲載する。

　講演終了後、SOHO事業者3名をパネラーとして、パネルディスカッションを行った。
ISICOの金平勲アドバイザーがコーディネーターを務め、どうすれば石川県において
ベンチャー企業やSOHOが成功できるかをテーマに、創業の経緯や苦労、都市圏と
石川県の違い、コミュニケーション能力の重要性などについて討議した。

利便性、双方向性に優れたブログを
企業サイトの構築、運営に

1969年東京生まれ。1994年東京大学工学部卒業。
1994年から2003年まで、技術系出版社で編集や事業開発
に従事。2002年カーネギーメロン大学ビジネススクールで
経営学修士（MBA）を取得した。同大在学中に、ビジネスプ
ランコンテストで特別賞などを受賞。2003年12月 シックス・
アパート（株）を設立し代表取締役に就任。ブログを日本へ
急速に普及、定着させ、ネットビジネスを牽引する。

関 信浩氏

トラックバック機能で
情報が自動的に蓄積

社内の情報共有化、
コミュニティサイトにも

パネルディスカッションP a n e l  D i s c u s s i o n

起業家自らが体験談を語った

参加者はブログの利点や活用法について学んだ

シックス・アパート（株）代表取締役

��



今回の特集では、I T化を進めて成果をあげている企業の取

り組みをご紹介するほか、中小企業をサポートしている企業の

メッセージなどもご紹介いたします。また、支援機構の事業を

活用されて、自社のビジネスに生かされている事例もご紹介して

おります。御社におけるビジネス活動の参考になれば幸いです。

今回の取材に際し、ご協力をいただきありがとうございました。

［発行月］2007年10月（年6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

古紙配合率100％再生紙を
使用しています

T O P I C S イ シ コ・ト ピ ック ス

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する
DGnet（デジネット）をご活用ください。

さらに詳しい情報・最新情報は、

DG net↓
http://www.isico.or.jp

をご覧ください。 

　経営者の高齢化が進む一方で、後継者
の確保がますます困難となっており、中
小企業にとっては事業承継が重要な問題
となっている。ISICO では、今年度、中
小企業の円滑な事業承継を支援しよう
と、「事業承継意識啓発セミナー」を県
内６ケ所で開催。参加者は早めの後継
者選びや経営体質の強化など、対策の
ポイントについて理解を深めた。
　9 月 6 日（木）に白山商工会議所で開
催したセミナーでは、（株）スターシップ
ホールディングス代表取締役で米国公認
会計士・税理士の畠嘉伸氏が講演した。
　この中で畠氏は、中小企業は現在、ちょ
うど世代交代の時期を迎えているとした

上で、「後継者を既に決めている企業の
うち、約 84％は事業承継に向けて準備
をしているものの、後継者教育などに
比べて、相続対策についてはおろそかに
なっている」と指摘。相続については、「①
納税資金対策②納税負担軽減対策③遺
産分割対策の 3 点から考えるべき」と
話した。
　9 月14 日（金）に
能登空港ターミナル
ビル内の石川県立生
涯学習センターで開
催したセミナーでは、
後継者経営戦略研究
所代表で中小企業診

断士の大島康義氏が講演した。
　この中で大島氏は、父親の後継者とし
て、阪神大震災で被災したホテルの経営
に携わった体験を織り交ぜながら講演。

「事業承継とは、言ってみれば超友好的
な企業の M ＆ A である。キーパーソン
は後継者であり、経営者は成功に向けて
後継者をサポートしてほしい」と話した。

スムーズな事業承継に向け、
セミナーを開催

売り上げアップを目指し、
知識と技術を体系的にアドバイス

　ISICO は現在、ネットショップの担当者
らを対象に「お店ばたけ ネットショップス
テップアップ講座」を開催しており、毎
回約 30 人の参加者が成功のノウハウを
学んでいる。
　講座はステップ 1（全 4 回）、ステップ
2（全 5 回）、ステップ 3（全 3 回）の 3
段階に分かれており、9 月 5 日から来年
2 月 13 日まで行われる。ISICO が運営

するバーチャルショップモール「お店ばた
け ISHIKAWA」のホームページドクター
や出展者が講師を務め、各店の知識・技
術レベルに応じて、ショップ開設の基礎
やアクセス数向上の秘訣、店舗分析や経
営戦略の構築などを体系的に学べるよう
になっている。
　詳しくは、http://www.omisebatake-
isico.com/katudou/ まで。

事業承継
意識啓発セミナー

お店ばたけ
ネットショップ

ステップアップ講座

■能登会場■白山市会場


