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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“この機械をこうしたい”という思いを
多彩な知恵と技で解決
産業機械の製造を手掛けるアイダメカシステム。

その製作事例は、実に多彩だ。半導体製品仕分
搬送装置、コンクリートのハツリ作業用工具材料
の成形製造装置、紙袋加工製造装置、エアコン配
管製造装置…と、業界も用途もバラエティーに富
んでいる。
「分野を絞って特化する方が、経営効率はいい
でしょうね。でも、敢えてそうしていません。お客様の
“こうしたい”という思いを受けて、技術的・コスト的
に実現可能な機械をオーダーメイドで仕上げてい
く。私たちはそんな“製造業の町医者”でありたいん
です」
そう話すのは、事務長の丸山理恵氏。代表取締
役で技術者の丸山隆行氏の伴侶として、ともに会
社経営を支えている。
「今は製造現場で働く女性の数も増えています。
小柄な女性にとって、機械操作盤の位置が高すぎ
たり、ハンドルが固いなどのケースはよくあること。し
かし汎用機メーカーは、そういったカスタマイズにこ
まめに対応してくれません。そこで“町医者”の出番
というわけです」
顧客の目的は“良い産業機械を揃える”ではな

く、産業機械を使って“良い製品を効率よく造る”こ
とだ。その目的をかなえるため知恵と技を発揮する
のが同社の役割。だから安易に「できない」とは言
わない。時に2～ 3年かけてでも、顧客と向き合い、
機械を形にしていく。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“グローバル”は狙わない。
業界・分野は限定しない
事業エリアは岡山を中心に、東は大阪から西は
広島まで。本社の美作市から車で1～ 2時間の範

囲内。これも意図的だ。
「世の中グローバルにシフトしていますが、当社のよ
うなものづくりは、お客様のすぐそばにいて成り立つも
の。遠すぎるとそれだけでコスト高になってしまいます。
町医者らしく近場のお客様を大切にしようと、5年前
からローカル重視の方針をとっています」（隆行氏）
一方で業界・分野は限定しない。様々な分野の
機械を手掛けることは大変そうにも見えるが、だから
こその良さもある。
「例えば自動車業界では当たり前の構造や手
法、ルールが、食品業界で全く知られていないこと
もある。これが突破口になったりするんです。ある業
界の知識を他に転用できるのは、当社の強みに
なっています」
特定分野へ過度に依存すると、業界の不景気
が業績に直結してしまう。だが多様な業界を対象に
していれば、そうしたリスクが避けられる、という点も
大きいだろう。
「当社売上の半分が既存顧客からのリピートや
紹介、残りは評判などを聞きつけた新規顧客からの
問い合せです。今後も、お客様のどんな困りごとに
も応える町医者の役割を全うしていきます」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時短勤務、定年廃止は実践済み。
今後は“副業”なども推進したい
働き方改革にも積極的だ。時間単位での有給
取得や時短勤務などは既に導入済み。定年も廃
止した。仕事の辞め時は、従業員の意志で決める
ことができる。
「各種制度は柔軟に対応しています。例えばお

子さんが入院して、年の半分しか勤務できなかった
従業員もいますが、それでもOK。子どもの育ち方が
千差万別なのは当然なので、定形にあてはめようと
は思いません」（理恵氏）
時短勤務中の従業員には、締切の厳しくない、
長期間にわたる業務を担当してもらう。例えば同社
はここ数年で健康経営優良法人、子育て応援宣
言企業などの認定を取得しているが、これらの手続
きは時短勤務中の従業員が担当した。
今後実践したい取り組みとして【副業】を挙げる。
「違う分野を経験すれば、視野が広がるはず。当
社の常識や仕事のやり方を見直すきっかけにもな
ると思います」
と理恵氏が語れば、隆行氏も応じる。
「極論すれば、当社で働くのは週1～ 2日で、他
は別の会社で働いてもらって構わない。時間・場
所・雇用形態にこだわらず、役目を果たしてくれれば
いい。そういう会社にしたいんです」
ものづくりはチームで行う以上、協調性も欠かせ
ない。そこで、周囲の同僚が従業員個人をどのよう
に観ているか明らかにする360度評価も取り入れ
ようとしている。
「いつか当社がなくなっても、別の場所で活躍で
きるだけの技術と、豊かな人間性を備えた従業員を
育てたい。副業や360度評価は、そのための仕組
みでもあります」（隆行氏）
同社では人材を採用する際、面接に2時間かけ

ることも珍しくない。お互い納得した上で迎え入れ
たい、と考えるからだ。同社の姿勢を理解した従業
員の存在が、独特の事業を展開する同社の推進
力になっている。

株式会社アイダメカシステム

事務長 丸山 理恵 氏

代表取締役　丸山 隆行 氏 玄関を入ると最初に目に飛び込んでくる、廃材を利用して造った
恐竜の模型。同社の技術の一端を知らせるために活用されてい
るが、これらを製作するのに時短勤務の従業員も力を発揮した
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顧客のそばで、
どんな困りごとにも応える
“製造業の町医者”
でありたい。
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高品質の“チゼル”を原動力として世界市場を開拓する。
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大型構造物製作を深化させ、バイオマス建設分野にも挑戦。社員の成長が、その原動力になる。

享栄エンジニアリング株式会社................................................................................................................................................................................................
自動車・航空機で培った技術を基盤に、次の柱を創造。そのアイデアは社員の中から生み出したい。

協和ファインテック株式会社................................................................................................................................................................................................
精密ギヤポンプというコア技術が環境・医療・宇宙にまで広がる。

倉敷ボーリング機工株式会社................................................................................................................................................................................................
キャリアパスの“見える化”で技術者の成長を促進しナノレベルの“溶射”を極める。
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新規開発から再生、廃棄回収まで。一品一葉の切削工具をワンストップで提供。
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製砂機で培った粉砕技術をメディアシュレッダーに転用。オンリーワン製品で海外進出を図る。

妹尾旭工業株式会社................................................................................................................................................................................................
熟練の技術力と充実の設備で、自動車・農機具の機械加工に関する一貫体制を確立。

有限会社田中製作所................................................................................................................................................................................................
“田中とわかる”創意に溢れる板金加工で、地域メーカーの困りごとを解決する。

株式会社中原製作所................................................................................................................................................................................................
創業以来からの“ロール加工技術”を基盤に「つながれ！オープンイノベーション」で可能性を拡大。
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5Sの徹底を通じ“結婚しても、子供を産んでも、シニアになっても楽にずっと働きたい”職場を実現。
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過酷な環境に置かれた大型設備の
耐食性・防錆性を向上
金属やセラミックなどを溶かし、圧縮空気で吹き
付けて対象物の表面に膜を作る。できた膜は、耐
腐食性を向上させ、サビを防ぐなどの効果を発揮す
る。これがウイルのコア技術である「溶射」だ。溶射
を行う会社はいくつかあるが、ウイルは「出張して現
地で施工できる」点を強みとしている。
「運搬できる部品は、自社工場に持ち帰って表
面処理できます。しかしプラントのケミカルタンクや
大型船舶内タンクなどは、取り外すだけでも大変な
手間がかかる。そこで現地で溶射できる当社の技
術が求められるのです」
と同社の代表取締役・山口陵子氏は胸を張る。
主な顧客は製鉄・製紙・化学薬品を製造するプラ
ントなど。施工対象が10mを超える大型製品になる
ことも珍しくない。
「鉄をステンレスなど他の素材に変えれば耐久性
が上がりますが、コストは数倍。まして既に据え付け
た大型製品を新素材に取り替えるのは、容易では
ありません。ですが溶射を活用すれば、コストも手間
も抑えられます。今、国内の数ヶ所で海上道路の計
画がありますが、潮にさらされ激しい腐食が予想さ
れる箇所への溶射の活用が検討されています。溶
射が求められる場は、まだまだ広がるでしょう」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
築き上げた信頼を基盤に新たな技
術領域にもチャレンジ
事業エリアは岡山のほか、四国・九州・関西な

ど。2人で行って3日で終わらせる溶射施工もあれ
ば、10人以上で1ヶ月半をかけるケースもある。
「ほとんどの場合、溶射は工事の最終工程になり
ます。前工程が予定通り進まないと、しわ寄せは全部
溶射の工程に来るわけです。リスクを見越した上で

スケジュールを組み、スタッフを調整し、場合によって
は協力会社も一緒に仕上げていくこともあります」
溶射という特定分野においては、相手が大手で
あっても、自分たちでイニシアチブをとって顧客を
リードする技術力がある。この実績を武器に、同社
はフィールドの拡大を睨む。
「プラントなど大型設備の補修・メンテナンス現
場には、いろんな業務があります。溶射だけでなく、
他業務に対応してもらえないか、といった相談も増
えてきました。案件を前に進められるよう、社内の体
制を整えています。多彩な要望に応えられるよう、私
自ら土木施工管理技士などの資格を取得しました。
安全基準の厳しいプラント関連業務で声をかけて
もらえるのは、溶射に関する長年の実績があればこ
そ。高品質の工事で、お客様に満足のいく成果を
提供したいですね」
と山口氏は意欲を見せる。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
残業削減や休日整備、人材育成の
体制づくりに注力
溶射施工は繁閑差が大きく、繁忙期には施工が
重なる。そのような中でも、同社は残業削減・休日
確保に注力してきた。
「短時間で仕事を完了させる効率性を会社とし
て評価するよう仕組みを整えてからは“必要のない
時は17時に帰る”が当たり前になっています」
繁忙期には休日出勤もあるが、代休が取得でき

る。夏季休暇と一緒に代休を取ると２～３週間の連
続休暇となるケースもある。
とは言え、工事に携わる従業員の中には「自分が

休むと工程に迷惑がかかる」として、有給を取りた
がらない者も少なくない。そこで同社では年5日、全
従業員が同時に有給を取得する「計画年休」を実
施。これにより、現場の従業員も安心して休めるよ
うになった。
営業として活躍する大野由紀子氏も、職場の待
遇に「とても満足」と語る。
「有給休暇もとても取りやすいですね。私はある
音楽グループが好きで、有給休暇をとって東京まで
ライブに行きます。職場の同僚もわかっていて“行っ
てらっしゃい”と送り出してくれるんです。また飼い猫
が体調を崩し、有給休暇をとって看病した時も“猫
ちゃんは大丈夫？”と気にかけてくれて」
また、重い物を運ぶ際に肉体への負荷を軽減す
る「マッスルスーツ」も導入予定。これを利用すると、
塗料の入った重い一斗缶2個を、女性でもらくらくと
持ち上げられる。手元で送り込んだ空気の力で動く
人工筋肉を使用しており、モーターを内蔵していな
いので電気を必要としない。その為、軽量でメンテ
ナンスしやすく、粉塵の舞う環境で使用するには
うってつけだ。試しにシニア技術者に装着しても
らったところ、評判は上々だ。
その他、資格取得バックアップ制度も充実させて
いきたいと語る山口氏。
「知名度のない当社が社員にとって魅力的であ
るためには、働きやすい職場と、成長できる機会を
提供するのが大事。社員には資格取得だけでなく、
コミュニケーション能力や課題対応力も磨けるよう
支援していきたいと思っています」
そういった社員の存在が、新しい技術領域に足
を踏み入れる際の原動力ともなるだろう。

株式会社ウイル

代表取締役社長 山口 陵子 氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
建設・土木工事に不可欠の多彩な
耐衝撃工具を提供
道路・トンネル工事や採石・ビル解体現場で岩
盤・コンクリートの破砕や掘削を行う際、ブレーカー
という工具を用いる。ブレーカーの先端には「チゼ
ル」と呼ばれる耐衝撃工具が装着される。このチゼ
ルが、岩盤やコンクリを砕くのだ。
チゼル製造メーカーは日本に4社。うち第2位の
シェアを占めるのがオサカダツールだ。油圧ブレー
カー用、エアブレーカー用、ハンドブレーカー用など
のチゼルを多彩に取り揃え、50年の歴史を刻んで
きた。代表取締役の牧明奈氏は言う。
「各チゼルメーカーの製品の個性・性能差は、焼
入れ・焼きなまし技術に出ます。チゼルの強度を上
げるため表面に熱処理を行うのですが、チゼル内
部まで熱が入ると、逆に壊れやすくなってしまいま
す。表面はしっかり焼入れしつつ、中には熱を入れ
ないというテクニックが必要なわけです。焼入れ・焼
きなましの手法は、各社が独自に工夫しており、オ
サカダツールにも50年積み重ねてきた門外不出の
熱処理技術があります。それが当社ならではのクオ
リティーを生み出しているのです」
質の高いチゼルを求める土木・建設現場は国内
だけではない。世界には、旺盛な土木・建設ニーズ
を抱える開発途上地域が多々ある。それらのマー
ケットに切り込んでいきたい、と牧氏は構想する。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本独自の“芯入りチゼル”を世界に
送り出したい
先端に特殊鋼を圧入し、硬度をアップさせた「芯
入りチゼル」という製品がある。日本由来の特殊な
技術で、海外チゼルメーカーはどこも扱えない。高
い耐久性を誇る芯入りチゼルは利益率も高く、世
界展開を図るにはうってつけだ。

「4年ほど前、カナダから“芯入りチゼルというもの
を知ったのだが、貴社で作れるか？”と問い合わせを
頂きました。これをきっかけに、本格的な海外進出を
志向し始めました」
牧氏は、オーストラリアで市場調査を実施。資源
大国のオーストラリアでは、耐久性に信頼のおける
資源採掘用チゼルが常に求められている。そこで
芯入りチゼルを紹介すると、多くが興味を示した。
その後、海外取引に着手、現在では売上の1割
前後を占める。カナダ・オーストラリアだけでなく、東
南アジアなどにも高いニーズがある。
「海外売上の割合を拡大させたい。同時に国内
シェアも拡大したい。そのために、女性営業職も登
用しました。用途や機材に合わせたきめ細かなチゼ
ルの提案は、むしろ女性が向いているのではないか
と以前から感じていたので。また、これまでシェアの
取れなかった中部地方で、営業職を現地採用。事
業拡大に向け、準備は進んでいます」
これらの新たな展開を本格化させるには、社内基
盤の整備・充実が欠かせない。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全社的改善活動の実施で、社内コ
ミュニケーションを活性化
2018年の創業50周年を期に、牧氏は従業員
に向け中期経営計画を発表。海外展開や年率
5％の売上拡大など、目指す方向性を従業員と共
有した。
一方、5S委員会もスタートさせた。参加するのは
役職のない一般社員ばかり。製造部担当の小阪
田竜馬氏は語る。

「みんな“誰が来ても動きやすい職場にしよう”と
日々努力してくれています。以前、新工場を立ち上
げた際、効率的で安全な動線をみんなで考えたん
です。あの時、工夫したおかげで動きやすくなったと
いう記憶が、従業員の中にあるおかげでしょう」
さらに2020年には、全従業員参加型の改善活
動を始めた。きっかけは、全従業員を対象に実施し
たアンケートだ。その結果、若手よりも、何年も同社
で働いてきたベテランの方が、働きがいを感じにくく
なっているとがわかった。牧氏は早速、個人面談を
実施。そして、社内コミュニケーションの不足に原
因がある、と感じた。
「ならば改善活動の中で、言いたいことを言い
合ってもらおうと。従業員が何人かのチームに分か
れて取り組むのですが、リーダーを決め目標を設定
するところから従業員が決めます。提案は何でもよく
て、5Sのような改善でもいいし、評価や待遇制度
に関することでもいい。全社的なこうした活動は初
めてですが、発信の機会を持てる点は好意的に受
け止めてくれているようです」
実際、牧氏が工場を回っていると、ちょっとしたこ

とでも話しかけてくれる従業員が徐々に増えてきた。
自らの働きがいを生み出すため、良い方向に進んで
いると実感する。
「お客様からの依頼が特殊なものでも、“任せてく
ださい”と胸を張れる従業員を増やしていきたい。そ
れが当社の推進力になるのですから」
と、牧氏は未来を描く。

オサカダツール株式会社

代表取締役社長 牧 明奈 氏

小阪田 竜馬 氏。製造部を担当するとともに、社長の牧氏とと
もに経営を支える

オサカダツールが製造するチゼル。ショベルカーのアームに取
り付けたブレーカーや、ハンドブレーカーの先端に装着して使
用する

体調を崩した猫の看病のためでも、気兼ねなく有給休暇が取
れる職場

社長のデスクも社員と同じオフィスに置き、壁を設けずコミュニ
ケーションするよう心がけている

美作市楢原下 135-1岡山市東区楢原 760-2

高品質の“チゼル”を
原動力として
世界市場を開拓する。

「現地に出張し、
その場で行える“溶射”」で
各種プラント業界等から
高い信頼を獲得。
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
過酷な環境に置かれた大型設備の
耐食性・防錆性を向上
金属やセラミックなどを溶かし、圧縮空気で吹き
付けて対象物の表面に膜を作る。できた膜は、耐
腐食性を向上させ、サビを防ぐなどの効果を発揮す
る。これがウイルのコア技術である「溶射」だ。溶射
を行う会社はいくつかあるが、ウイルは「出張して現
地で施工できる」点を強みとしている。
「運搬できる部品は、自社工場に持ち帰って表
面処理できます。しかしプラントのケミカルタンクや
大型船舶内タンクなどは、取り外すだけでも大変な
手間がかかる。そこで現地で溶射できる当社の技
術が求められるのです」
と同社の代表取締役・山口陵子氏は胸を張る。
主な顧客は製鉄・製紙・化学薬品を製造するプラ
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「鉄をステンレスなど他の素材に変えれば耐久性
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た大型製品を新素材に取り替えるのは、容易では
ありません。ですが溶射を活用すれば、コストも手間
も抑えられます。今、国内の数ヶ所で海上道路の計
画がありますが、潮にさらされ激しい腐食が予想さ
れる箇所への溶射の活用が検討されています。溶
射が求められる場は、まだまだ広がるでしょう」
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ば、10人以上で1ヶ月半をかけるケースもある。
「ほとんどの場合、溶射は工事の最終工程になり
ます。前工程が予定通り進まないと、しわ寄せは全部
溶射の工程に来るわけです。リスクを見越した上で

スケジュールを組み、スタッフを調整し、場合によって
は協力会社も一緒に仕上げていくこともあります」
溶射という特定分野においては、相手が大手で
あっても、自分たちでイニシアチブをとって顧客を
リードする技術力がある。この実績を武器に、同社
はフィールドの拡大を睨む。
「プラントなど大型設備の補修・メンテナンス現
場には、いろんな業務があります。溶射だけでなく、
他業務に対応してもらえないか、といった相談も増
えてきました。案件を前に進められるよう、社内の体
制を整えています。多彩な要望に応えられるよう、私
自ら土木施工管理技士などの資格を取得しました。
安全基準の厳しいプラント関連業務で声をかけて
もらえるのは、溶射に関する長年の実績があればこ
そ。高品質の工事で、お客様に満足のいく成果を
提供したいですね」
と山口氏は意欲を見せる。

【働き方改革】
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残業削減や休日整備、人材育成の
体制づくりに注力
溶射施工は繁閑差が大きく、繁忙期には施工が
重なる。そのような中でも、同社は残業削減・休日
確保に注力してきた。
「短時間で仕事を完了させる効率性を会社とし
て評価するよう仕組みを整えてからは“必要のない
時は17時に帰る”が当たり前になっています」
繁忙期には休日出勤もあるが、代休が取得でき

る。夏季休暇と一緒に代休を取ると２～３週間の連
続休暇となるケースもある。
とは言え、工事に携わる従業員の中には「自分が

休むと工程に迷惑がかかる」として、有給を取りた
がらない者も少なくない。そこで同社では年5日、全
従業員が同時に有給を取得する「計画年休」を実
施。これにより、現場の従業員も安心して休めるよ
うになった。
営業として活躍する大野由紀子氏も、職場の待
遇に「とても満足」と語る。
「有給休暇もとても取りやすいですね。私はある
音楽グループが好きで、有給休暇をとって東京まで
ライブに行きます。職場の同僚もわかっていて“行っ
てらっしゃい”と送り出してくれるんです。また飼い猫
が体調を崩し、有給休暇をとって看病した時も“猫
ちゃんは大丈夫？”と気にかけてくれて」
また、重い物を運ぶ際に肉体への負荷を軽減す
る「マッスルスーツ」も導入予定。これを利用すると、
塗料の入った重い一斗缶2個を、女性でもらくらくと
持ち上げられる。手元で送り込んだ空気の力で動く
人工筋肉を使用しており、モーターを内蔵していな
いので電気を必要としない。その為、軽量でメンテ
ナンスしやすく、粉塵の舞う環境で使用するには
うってつけだ。試しにシニア技術者に装着しても
らったところ、評判は上々だ。
その他、資格取得バックアップ制度も充実させて
いきたいと語る山口氏。
「知名度のない当社が社員にとって魅力的であ
るためには、働きやすい職場と、成長できる機会を
提供するのが大事。社員には資格取得だけでなく、
コミュニケーション能力や課題対応力も磨けるよう
支援していきたいと思っています」
そういった社員の存在が、新しい技術領域に足
を踏み入れる際の原動力ともなるだろう。
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道路・トンネル工事や採石・ビル解体現場で岩
盤・コンクリートの破砕や掘削を行う際、ブレーカー
という工具を用いる。ブレーカーの先端には「チゼ
ル」と呼ばれる耐衝撃工具が装着される。このチゼ
ルが、岩盤やコンクリを砕くのだ。
チゼル製造メーカーは日本に4社。うち第2位の
シェアを占めるのがオサカダツールだ。油圧ブレー
カー用、エアブレーカー用、ハンドブレーカー用など
のチゼルを多彩に取り揃え、50年の歴史を刻んで
きた。代表取締役の牧明奈氏は言う。
「各チゼルメーカーの製品の個性・性能差は、焼
入れ・焼きなまし技術に出ます。チゼルの強度を上
げるため表面に熱処理を行うのですが、チゼル内
部まで熱が入ると、逆に壊れやすくなってしまいま
す。表面はしっかり焼入れしつつ、中には熱を入れ
ないというテクニックが必要なわけです。焼入れ・焼
きなましの手法は、各社が独自に工夫しており、オ
サカダツールにも50年積み重ねてきた門外不出の
熱処理技術があります。それが当社ならではのクオ
リティーを生み出しているのです」
質の高いチゼルを求める土木・建設現場は国内
だけではない。世界には、旺盛な土木・建設ニーズ
を抱える開発途上地域が多々ある。それらのマー
ケットに切り込んでいきたい、と牧氏は構想する。
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日本独自の“芯入りチゼル”を世界に
送り出したい
先端に特殊鋼を圧入し、硬度をアップさせた「芯
入りチゼル」という製品がある。日本由来の特殊な
技術で、海外チゼルメーカーはどこも扱えない。高
い耐久性を誇る芯入りチゼルは利益率も高く、世
界展開を図るにはうってつけだ。

「4年ほど前、カナダから“芯入りチゼルというもの
を知ったのだが、貴社で作れるか？”と問い合わせを
頂きました。これをきっかけに、本格的な海外進出を
志向し始めました」
牧氏は、オーストラリアで市場調査を実施。資源
大国のオーストラリアでは、耐久性に信頼のおける
資源採掘用チゼルが常に求められている。そこで
芯入りチゼルを紹介すると、多くが興味を示した。
その後、海外取引に着手、現在では売上の1割
前後を占める。カナダ・オーストラリアだけでなく、東
南アジアなどにも高いニーズがある。
「海外売上の割合を拡大させたい。同時に国内
シェアも拡大したい。そのために、女性営業職も登
用しました。用途や機材に合わせたきめ細かなチゼ
ルの提案は、むしろ女性が向いているのではないか
と以前から感じていたので。また、これまでシェアの
取れなかった中部地方で、営業職を現地採用。事
業拡大に向け、準備は進んでいます」
これらの新たな展開を本格化させるには、社内基
盤の整備・充実が欠かせない。
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に向け中期経営計画を発表。海外展開や年率
5％の売上拡大など、目指す方向性を従業員と共
有した。
一方、5S委員会もスタートさせた。参加するのは
役職のない一般社員ばかり。製造部担当の小阪
田竜馬氏は語る。

「みんな“誰が来ても動きやすい職場にしよう”と
日々努力してくれています。以前、新工場を立ち上
げた際、効率的で安全な動線をみんなで考えたん
です。あの時、工夫したおかげで動きやすくなったと
いう記憶が、従業員の中にあるおかげでしょう」
さらに2020年には、全従業員参加型の改善活
動を始めた。きっかけは、全従業員を対象に実施し
たアンケートだ。その結果、若手よりも、何年も同社
で働いてきたベテランの方が、働きがいを感じにくく
なっているとがわかった。牧氏は早速、個人面談を
実施。そして、社内コミュニケーションの不足に原
因がある、と感じた。
「ならば改善活動の中で、言いたいことを言い
合ってもらおうと。従業員が何人かのチームに分か
れて取り組むのですが、リーダーを決め目標を設定
するところから従業員が決めます。提案は何でもよく
て、5Sのような改善でもいいし、評価や待遇制度
に関することでもいい。全社的なこうした活動は初
めてですが、発信の機会を持てる点は好意的に受
け止めてくれているようです」
実際、牧氏が工場を回っていると、ちょっとしたこ

とでも話しかけてくれる従業員が徐々に増えてきた。
自らの働きがいを生み出すため、良い方向に進んで
いると実感する。
「お客様からの依頼が特殊なものでも、“任せてく
ださい”と胸を張れる従業員を増やしていきたい。そ
れが当社の推進力になるのですから」
と、牧氏は未来を描く。

オサカダツール株式会社

代表取締役社長 牧 明奈 氏

小阪田 竜馬 氏。製造部を担当するとともに、社長の牧氏とと
もに経営を支える

オサカダツールが製造するチゼル。ショベルカーのアームに取
り付けたブレーカーや、ハンドブレーカーの先端に装着して使
用する

体調を崩した猫の看病のためでも、気兼ねなく有給休暇が取
れる職場

社長のデスクも社員と同じオフィスに置き、壁を設けずコミュニ
ケーションするよう心がけている

美作市楢原下 135-1岡山市東区楢原 760-2

高品質の“チゼル”を
原動力として
世界市場を開拓する。

「現地に出張し、
その場で行える“溶射”」で
各種プラント業界等から
高い信頼を獲得。

02 03



【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海外工場を活用し、品質とコスト・納
期のバランスを保つ
玉野市・宇野港の北に位置する田井地区。国
際貨物の通関も受けられる田井の岸壁から200m
の位置に、金田コーポレーションの工場がある。
同社が製作するのは、製鉄所・発電所用の大型

タンクや架台、パーツなど。小さな製品でも数ｍ、時
には数十ｍにも及ぶ大型製品を手がける同社に
とって、国際港への距離の近さは強みになる。
「当社は案件の7割を、中国の合弁会社・協力
会社で製作します。中国で巨大な構造物・建築物
を造り、船で日本まで運び、組立・検査を行う。そし
て国内のお客様へは、陸海の物流を使い分けて納
品するのです。海外生産と国内マザー工場とのス
キームによって、品質・コスト・納期をバランスよく保
つことができています」
と代表取締役社長・畑島美緒氏は胸を張る。
中国には自社の社員を常駐させ、製造品質を担
保する。また設計から製作、組立、運搬、据付まで
一貫して行う体制を整え、様々なニーズに柔軟に
対応する。加えて同社は、鉄骨製作における国土
交通省認定のMグレードを取得している。これは建
築鉄骨の品質（特に溶接）を評価するもので、6階
以上の中高層建築にも携われる技術力を示す。M
でないと大型製品を造れないわけではないが、顧客
の安心感につながっていることは間違いない。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鉄骨構造物製作のノウハウ＋３D計
測付加価値を加え、老朽化更新そし
てエネルギー分野に
既存事業をさらに深化させようと、同社は「老朽
製品の更新」にも着目する。製鉄所やプラントの各
パーツが老朽化すると補修・交換が必要になるが、
図面は何十年も前のもので読み取りにくいケース

が多々ある。過酷な環境の中でパーツは変形する
ため、過去の図面通りに製作しても、新パーツと旧
パーツの接合がうまくいかなかったりする。
そこで同社は、3Dスキャナを使って現地でパーツ
を計測。そうしたデータを図面に落とし込み、現場の
状況に合った効率的な更新を行う技術を確立し
た。これを基にしたパーツの更新提案を普及させた
いと考えている。
また、特定建設業の許可を取得し、和歌山でバ
イオマス建屋建設中である。
「サイロなどの大物製作にも対応できるよう、新た
に40ｍｍまで曲げられるベンディングマシンや６Mま
で対応可能なプレス、型鋼曲機を導入しました。こ
れらをお客様への提案活動していきたい。エネル
ギー分野は今後も着実な成長が見込めるので、
しっかりニーズを取り込んでいきたいですね」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“会社のため”ではなく“社員自身の
人生のため”に、環境を整備
社員が楽しく働けるよう環境を整えることにも積
極的だ。
その一つがIT化。製造現場では、パソコンを使え
ない人が珍しくない。そこで同社ではリーダークラス
以上にパソコンを貸し出し、職級が上がる際、パ
ワーポイントで自分の仕事目標をまとめてプレゼンさ
せるなど、ITに触れる機会を作っている。
従業員との面談にも力を入れている。年2回、一
般の職員からリーダー・部課長クラスまで、一人ひ
とりと向き合って話を深める。以前は、従業員が遠
慮してモノを言わないような雰囲気もあったが、「役

職のない一般社員の声こそ大事にしたい」という社
長の姿勢が浸透したおかげか、気軽に声をかけあう
風土が醸成されつつある。
また若手教育・技術伝承のため、シニア技術者
を活用する体制を整えた。製造技術に一人、生産
管理に一人、シニアを配置。現場で発生する問題
について若手にアドバイスをし、現場の改善プラン
を考え若手とともに実践してもらっている。
「現場の若手が“勉強になる”と頼ってくれていま
す。知見を活かし、理論立てて原因追求やプラン策
定を突き詰める姿勢は、若手の刺激になるでしょ
う。今後は新たに営業職にも、シニアを採用し力を
奮ってもらいたいと考えています」
他にも、僧侶によるメンタルケアも用意するなど、
できることは何でも取り入れる。総務部で営業サ
ポートに従事する原田有美氏は、
「子どもが体調を崩した時、社長も職場の同僚も
“遠慮なく休みなさい”と言ってくれます。社長自身
が子育て経験者だから、お互いにカバーし合う雰
囲気が自然と生まれているんです。お坊さんと話す
メンタルヘルスケアも楽しいですよ。自分を見つめ
直すきっかけになっています」
と笑う。
 “社員自身の人生”のため、成長できる環境を用
意したい。そうすれば会社の成長はついてくる、と畑
島氏は確信する。

金田コーポレーション株式会社

代表取締役社長 畑島 美緒 氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
厳しい品質を要求される分野で一品
一葉のプロダクトを提供してきた
自動車、航空機という最先端の技術を求められ
る2つの業界で、存在感を放つのが享栄エンジニ
アリングだ。同社はもともと、自動車ボデー・ドアの
製造設備を提供するメーカーとしてスタート。完成
車メーカーから求められるハードルの高いオーダー
に、知恵と努力を重ねることで応えてきた。培った技
術と実績を、同じく品質について厳しい眼を持つ航
空機業界へ展開。自動車分野と航空機分野が事
業の二大柱となり、業績は安定している。
代表取締役社長・本多美奈子氏は語る。
「当社の提案は、お客様の構想や仕様をしっかり
お聞きするところから始まります。そして構想に沿っ
た“一品一葉”のライン・設備を製作し、据付やアフ
ターサービスまで行うのです。自動化が進む自動車
製造の現場では、最先端の技術をベースとした提
案が常に求められます。そうした声にも粘り強く対
応してきたことが、今日につながっています」
同社は大半の案件について、自動車・航空機

メーカーと直接取引を行う。中間に商社などを挟ま
ず、顧客の意向をダイレクトにキャッチできるため、
ぶれないプロダクトが提案できる。顧客の声から、新
たな提案のヒントを得ることもある。この点も同社の
強みとなっているようだ。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
受注生産型ではない、自社仕様のオ
リジナル製品を開発したい
着実な業績を上げる同社だが、本多氏はあぐらを
かくことなく未来を見据える。
「自動車で言えば、軽量化のため鉄の部品を樹
脂に置き換えるなど、新たな動きが進行中です。ど
んな事態に直面しても揺るがないメーカーとなるた
め、業績が堅調に推移する時こそ、次の一歩を踏

み出すべきです」
最近、大手自動車メーカーの依頼で、生産設備
の製作に携わった。「生産方式を刷新したい」という
顧客の重要な意図を満たすのは決して容易ではな
かったが、何とか完成させた。するとその製品が高く
評価され、顧客から「ものづくり活動賞」の表彰を受
けた。
「たくさんあるお客様の取引先の中から当社が表
彰され、全社員の自信につながりました。自分たち
には確かな技術力がある、と社員のモチベーション
が上がっています」
これまで同社が携わってきた製作は、いずれも顧
客の要望があってスタートする“受注生産”型だ。こ
れらとは異なり、自社の意思で仕様や販売戦略を
策定できるオリジナル製品を第3の柱にしたい、とも
にらむ。
「過去にもオリジナル製品を開発した実績があり
ます。蓄積した技術を生かし、時代の要請に応える
製品・サービスを社会に創出したい」
カギを握るのは、従来の常識や分野の枠にとら
われない発想が、社員の中から生まれるかどうかだ。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“健康”をテーマに、垣根を超えて議
論し合える環境を醸成する
1947年創業の同社は現在、70年を過ぎたとこ
ろだ。そこで約30年後を見据え「100年企業を目
指そう」と、社員全体でビジョンの共有を始めてい
る。
「3年先、5年先という短期のスパンではなく、30
年という時間軸で捉えた時、自分たちはどうありた

いか。時勢に左右されない強さをどうやって身につ
けるか。そんなことを考え、形にしていきたいんです」
新しく委員会活動もスタートさせたいと構想する。
部門を横断し、キャリアや属性も異なる委員を選
定。未来につながるテーマについて意見を出し合
い、活動を始めようというものだ。
「テーマは顧客満足向上や生産性アップ、品質、
あるいは健康づくりなど、何でもいい。業務に直結し
ない話でもいいので、まずは業務や固定観念にとら
われず、気軽に言い合える風土をつくろうと」
オブザーバー的な立場で委員会活動をサポート
する総務部長・小坂泰三氏は、
「技術伝承や業務効率化、ゆとり時間の創出な
ど、当社には取り組みたい課題がたくさんあります。
委員会が突破口となって、そうした課題についても
議論しやすい雰囲気が生まれると、会社としてより
良い方向に進むでしょう」
と期待を寄せる。
オンラインによる遠隔のお客様との打合せや社
内ミーティングの機会も増えた。これにより、ビジネ
スはもっと効率化できるのではないか、商談や会議
だけでなく施工の段階でもオンラインで済むプロセ
スがあるのではないか、と社員みんなが気づき始め
た。そうすればコスト・時間の劇的な効率化が可能
になり、それは待遇改善やゆとりとして社員に還元
されることになる。
明確なビジョンを共有し、前向きに歩んでいく会
社にしたい。本多氏はそのための環境整備に余念
がない。

享栄エンジニアリング株式会社 

代表取締役社長 本多 美奈子 氏

総務部長　小坂 泰三 氏 ダイハツ工業株式会社様の依頼を受けた
生産設備の製作により、「ものづくり活動
賞」受賞。革新的な技術が高く評価された

過去に開発した、自社オリジナル製品の2段式ヘミ
ングプレス機。これに負けない新たな製品を生み出
し、事業の柱に育てたい

総務部　原田 有美 氏 デニム地のユニフォーム。「着心地が良くてかっこいい」と現場の社員からも好
評。背中にはコーポレートスローガンの「馬龍精神（馬や龍のようにエネルギー
が満ち溢れ、好奇心旺盛でたくましくチャレンジする精神）」が刺繍されている

総社市久代1785-2玉野市田井6-7-6

自動車・航空機で培った技術を
基盤に、次の柱を創造。 
そのアイデアは社員の中から
生み出したい。

大型構造物製作を深化させ、
バイオマス建設分野にも挑戦。 
社員の成長が、
その原動力になる。
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海外工場を活用し、品質とコスト・納
期のバランスを保つ
玉野市・宇野港の北に位置する田井地区。国
際貨物の通関も受けられる田井の岸壁から200m
の位置に、金田コーポレーションの工場がある。
同社が製作するのは、製鉄所・発電所用の大型

タンクや架台、パーツなど。小さな製品でも数ｍ、時
には数十ｍにも及ぶ大型製品を手がける同社に
とって、国際港への距離の近さは強みになる。
「当社は案件の7割を、中国の合弁会社・協力
会社で製作します。中国で巨大な構造物・建築物
を造り、船で日本まで運び、組立・検査を行う。そし
て国内のお客様へは、陸海の物流を使い分けて納
品するのです。海外生産と国内マザー工場とのス
キームによって、品質・コスト・納期をバランスよく保
つことができています」
と代表取締役社長・畑島美緒氏は胸を張る。
中国には自社の社員を常駐させ、製造品質を担
保する。また設計から製作、組立、運搬、据付まで
一貫して行う体制を整え、様々なニーズに柔軟に
対応する。加えて同社は、鉄骨製作における国土
交通省認定のMグレードを取得している。これは建
築鉄骨の品質（特に溶接）を評価するもので、6階
以上の中高層建築にも携われる技術力を示す。M
でないと大型製品を造れないわけではないが、顧客
の安心感につながっていることは間違いない。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鉄骨構造物製作のノウハウ＋３D計
測付加価値を加え、老朽化更新そし
てエネルギー分野に
既存事業をさらに深化させようと、同社は「老朽
製品の更新」にも着目する。製鉄所やプラントの各
パーツが老朽化すると補修・交換が必要になるが、
図面は何十年も前のもので読み取りにくいケース

が多々ある。過酷な環境の中でパーツは変形する
ため、過去の図面通りに製作しても、新パーツと旧
パーツの接合がうまくいかなかったりする。
そこで同社は、3Dスキャナを使って現地でパーツ
を計測。そうしたデータを図面に落とし込み、現場の
状況に合った効率的な更新を行う技術を確立し
た。これを基にしたパーツの更新提案を普及させた
いと考えている。
また、特定建設業の許可を取得し、和歌山でバ
イオマス建屋建設中である。
「サイロなどの大物製作にも対応できるよう、新た
に40ｍｍまで曲げられるベンディングマシンや６Mま
で対応可能なプレス、型鋼曲機を導入しました。こ
れらをお客様への提案活動していきたい。エネル
ギー分野は今後も着実な成長が見込めるので、
しっかりニーズを取り込んでいきたいですね」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“会社のため”ではなく“社員自身の
人生のため”に、環境を整備
社員が楽しく働けるよう環境を整えることにも積
極的だ。
その一つがIT化。製造現場では、パソコンを使え
ない人が珍しくない。そこで同社ではリーダークラス
以上にパソコンを貸し出し、職級が上がる際、パ
ワーポイントで自分の仕事目標をまとめてプレゼンさ
せるなど、ITに触れる機会を作っている。
従業員との面談にも力を入れている。年2回、一
般の職員からリーダー・部課長クラスまで、一人ひ
とりと向き合って話を深める。以前は、従業員が遠
慮してモノを言わないような雰囲気もあったが、「役

職のない一般社員の声こそ大事にしたい」という社
長の姿勢が浸透したおかげか、気軽に声をかけあう
風土が醸成されつつある。
また若手教育・技術伝承のため、シニア技術者
を活用する体制を整えた。製造技術に一人、生産
管理に一人、シニアを配置。現場で発生する問題
について若手にアドバイスをし、現場の改善プラン
を考え若手とともに実践してもらっている。
「現場の若手が“勉強になる”と頼ってくれていま
す。知見を活かし、理論立てて原因追求やプラン策
定を突き詰める姿勢は、若手の刺激になるでしょ
う。今後は新たに営業職にも、シニアを採用し力を
奮ってもらいたいと考えています」
他にも、僧侶によるメンタルケアも用意するなど、
できることは何でも取り入れる。総務部で営業サ
ポートに従事する原田有美氏は、
「子どもが体調を崩した時、社長も職場の同僚も
“遠慮なく休みなさい”と言ってくれます。社長自身
が子育て経験者だから、お互いにカバーし合う雰
囲気が自然と生まれているんです。お坊さんと話す
メンタルヘルスケアも楽しいですよ。自分を見つめ
直すきっかけになっています」
と笑う。
 “社員自身の人生”のため、成長できる環境を用
意したい。そうすれば会社の成長はついてくる、と畑
島氏は確信する。

金田コーポレーション株式会社

代表取締役社長 畑島 美緒 氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
厳しい品質を要求される分野で一品
一葉のプロダクトを提供してきた
自動車、航空機という最先端の技術を求められ
る2つの業界で、存在感を放つのが享栄エンジニ
アリングだ。同社はもともと、自動車ボデー・ドアの
製造設備を提供するメーカーとしてスタート。完成
車メーカーから求められるハードルの高いオーダー
に、知恵と努力を重ねることで応えてきた。培った技
術と実績を、同じく品質について厳しい眼を持つ航
空機業界へ展開。自動車分野と航空機分野が事
業の二大柱となり、業績は安定している。
代表取締役社長・本多美奈子氏は語る。
「当社の提案は、お客様の構想や仕様をしっかり
お聞きするところから始まります。そして構想に沿っ
た“一品一葉”のライン・設備を製作し、据付やアフ
ターサービスまで行うのです。自動化が進む自動車
製造の現場では、最先端の技術をベースとした提
案が常に求められます。そうした声にも粘り強く対
応してきたことが、今日につながっています」
同社は大半の案件について、自動車・航空機

メーカーと直接取引を行う。中間に商社などを挟ま
ず、顧客の意向をダイレクトにキャッチできるため、
ぶれないプロダクトが提案できる。顧客の声から、新
たな提案のヒントを得ることもある。この点も同社の
強みとなっているようだ。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
受注生産型ではない、自社仕様のオ
リジナル製品を開発したい
着実な業績を上げる同社だが、本多氏はあぐらを
かくことなく未来を見据える。
「自動車で言えば、軽量化のため鉄の部品を樹
脂に置き換えるなど、新たな動きが進行中です。ど
んな事態に直面しても揺るがないメーカーとなるた
め、業績が堅調に推移する時こそ、次の一歩を踏

み出すべきです」
最近、大手自動車メーカーの依頼で、生産設備
の製作に携わった。「生産方式を刷新したい」という
顧客の重要な意図を満たすのは決して容易ではな
かったが、何とか完成させた。するとその製品が高く
評価され、顧客から「ものづくり活動賞」の表彰を受
けた。
「たくさんあるお客様の取引先の中から当社が表
彰され、全社員の自信につながりました。自分たち
には確かな技術力がある、と社員のモチベーション
が上がっています」
これまで同社が携わってきた製作は、いずれも顧
客の要望があってスタートする“受注生産”型だ。こ
れらとは異なり、自社の意思で仕様や販売戦略を
策定できるオリジナル製品を第3の柱にしたい、とも
にらむ。
「過去にもオリジナル製品を開発した実績があり
ます。蓄積した技術を生かし、時代の要請に応える
製品・サービスを社会に創出したい」
カギを握るのは、従来の常識や分野の枠にとら
われない発想が、社員の中から生まれるかどうかだ。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“健康”をテーマに、垣根を超えて議
論し合える環境を醸成する
1947年創業の同社は現在、70年を過ぎたとこ
ろだ。そこで約30年後を見据え「100年企業を目
指そう」と、社員全体でビジョンの共有を始めてい
る。
「3年先、5年先という短期のスパンではなく、30
年という時間軸で捉えた時、自分たちはどうありた

いか。時勢に左右されない強さをどうやって身につ
けるか。そんなことを考え、形にしていきたいんです」
新しく委員会活動もスタートさせたいと構想する。
部門を横断し、キャリアや属性も異なる委員を選
定。未来につながるテーマについて意見を出し合
い、活動を始めようというものだ。
「テーマは顧客満足向上や生産性アップ、品質、
あるいは健康づくりなど、何でもいい。業務に直結し
ない話でもいいので、まずは業務や固定観念にとら
われず、気軽に言い合える風土をつくろうと」
オブザーバー的な立場で委員会活動をサポート
する総務部長・小坂泰三氏は、
「技術伝承や業務効率化、ゆとり時間の創出な
ど、当社には取り組みたい課題がたくさんあります。
委員会が突破口となって、そうした課題についても
議論しやすい雰囲気が生まれると、会社としてより
良い方向に進むでしょう」
と期待を寄せる。
オンラインによる遠隔のお客様との打合せや社
内ミーティングの機会も増えた。これにより、ビジネ
スはもっと効率化できるのではないか、商談や会議
だけでなく施工の段階でもオンラインで済むプロセ
スがあるのではないか、と社員みんなが気づき始め
た。そうすればコスト・時間の劇的な効率化が可能
になり、それは待遇改善やゆとりとして社員に還元
されることになる。
明確なビジョンを共有し、前向きに歩んでいく会
社にしたい。本多氏はそのための環境整備に余念
がない。

享栄エンジニアリング株式会社 

代表取締役社長 本多 美奈子 氏

総務部長　小坂 泰三 氏 ダイハツ工業株式会社様の依頼を受けた
生産設備の製作により、「ものづくり活動
賞」受賞。革新的な技術が高く評価された

過去に開発した、自社オリジナル製品の2段式ヘミ
ングプレス機。これに負けない新たな製品を生み出
し、事業の柱に育てたい

総務部　原田 有美 氏 デニム地のユニフォーム。「着心地が良くてかっこいい」と現場の社員からも好
評。背中にはコーポレートスローガンの「馬龍精神（馬や龍のようにエネルギー
が満ち溢れ、好奇心旺盛でたくましくチャレンジする精神）」が刺繍されている

総社市久代1785-2玉野市田井6-7-6

自動車・航空機で培った技術を
基盤に、次の柱を創造。 
そのアイデアは社員の中から
生み出したい。

大型構造物製作を深化させ、
バイオマス建設分野にも挑戦。 
社員の成長が、
その原動力になる。
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
精密ギヤポンプを造れるメーカーは
国内に2社
ギヤの回転によって、水や油、高温で流体状に
なった樹脂素材を定量で連続して送り出すギヤポ
ンプという製品がある。押出成形や化学合成繊維
などのラインに不可欠で、１本が１ミクロン単位の
極めて細く・均一な糸製造において、最も重要な樹
脂流量を制御する機構がギヤポンプであり、非常
に高い流量精度を要求される。そうした精密ギヤポ
ンプを造れる数少ない1社が協和ファインテックだ。
「もともと大手繊維メーカーの協力会社としてスター
トしたので、1975年にはもうギヤポンプを独自開発し
ました。繊維業の主力が海外に移っても、当社は糸
づくり・ギヤポンプというコア技術を磨いてきました。そ
の蓄積が、精密ギヤポンプのベースになっています」
と語るのは、品質保証部課長で、社長の姉でも
ある植田佳代子氏だ。
1ミクロン単位の細く均一な糸を製造する場合、
送液する素材の温度、粘度、圧力、送液スピード、
耐薬品性、耐摩耗性など、様々な要素に合わせた
ベストな選定が必要で、既成品のラインナップでは
対応しきれないことが多い。同社は、培った経験を
元に、顧客の要求品質に合わせたベストなギヤポ
ンプを一から設計し提案する。
「ギヤポンプは意外な広がりを見せています。例
えば光ファイバーやセラミックコンデンサなど、現在
のデジタル通信・家電の分野を支える根幹でギヤ
ポンプが活躍しています。他に医療、自動車、さらに
世界が開発を競う全固体電池にも精密ギヤポンプ
が活用できると注目されています」
と代表取締役社長・橋本宗幸氏は笑う。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主要4事業を展開。その大半の製品を

オーダーメイドで自社開発
精密ギヤポンプ事業以外にも、同社には3つの
柱がある。その1つが化合繊設備だ。創業以来の
事業だが、今は様相を大きく変えている。
「今の主流は、単純な糸ではなく高性能繊維。お
むつなどの吸湿繊維や、防護服などの切れない
服。あるいは飛行機にも使われる炭素繊維など。そ
れとフィルタですね。中空糸というチューブ状の糸
で、チューブの内から外、外から内へ移動するとき、
必要な物質だけを通すフィルタの役割を果たしま
す。医療分野では、透析治療で血液と透析液を置
換するフィルタなどで使われています」（植田氏）
フィルタ技術の転用で生まれたのが、環境装置事
業。活性炭フィルタの働きで空気中の揮発性有機化
合物（VOC）やアルコール類などを回収するもので、有
機溶剤を使用する業界ではこうした設備が欠かせない。
最後の１つが医療機器だ。透析治療で使うフィ
ルタの製造設備を同社が作っていたという接点か
ら、大手医療機器メーカーと協力し、人工透析機を
開発。海外向けに供給している。
「当社は、従業員数約160名のうち設計技術者
が40数名と、ありえないほど多くの人員を設計部門
に配置しています。と言うのも、当社が手掛けるのは
ほとんどが自社開発のオーダーメイド品ばかりだか
ら。あまり儲かるビジネスモデルとは言えませんが、独
自技術を磨いてきたからこそ、4つの事業が生まれ、
各部門が順調に伸びているのです」（橋本氏）

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全員が同じ視野・価値観で進むため
ミッション・ビジョン・バリューを共有

精密ギヤポンプ・樹脂成型設備という技術をコ
アに、事業を大きく広げる同社。しかし枝葉が広が
るほど、全体の方向性を見失いがちだ。そこで同社
は、従業員全員の目線を合わせるため、ビジョン・
ミッション・バリューを設定した。
「各部から参加した従業員に私も加わり、思いを
共有しました。そして“お客様の課題を解決すること
が、社会貢献につながる”というコンセンサスが生ま
れ、目指す方向が明確になりました」
と橋本氏は言う。そうやって【糸から環境、医療、
さらには宇宙まで、ビジネスチャンスを創造し続ける
総合機械メーカーを目指します】というビジョンと、
【私たちは、社会や企業の課題解決を通して、みん
なの幸せを形にする機械を作り続けます】というミッ
ションを決定。社内の浸透を図っている。
関連して、社内コミュニケーションの充実も進める。
「部門・拠点内だけに存在する“固有の慣習”と
いう弊害をなくそうと、社内横断型の委員会を作る
ことから始めて、2020年1月にはWEB会議システ
ムを用意。今では遠方のお客様との打ち合わせや
海外製品のチェックにも、このシステムを活用して
います」（植田氏）
従業員一人ひとりとの定期面談も実施。面談を
充実させるため、主任以上全員のコーチングスキル
研修も導入した。
「様々な改革のおかげか、“自分たちには新たな
分野を開拓する力がある”と自信を深める従業員が
増えてきたように思います」（橋本氏）
同社にはテラヘルツ波という新たな技術領域も
芽吹き始めている。医療に、環境に、あるいは宇宙
に向け、同社の技術はさらに発展する。

協和ファインテック株式会社

品質保証部課長 植田 佳代子 氏

研究開発部　曾 珍素 氏 研究開発部　𠮷和 あかり 氏 熟練者と一緒に課題に取り組むことで、
若手の成長を促進する

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
複雑形状や大型部品も処理可能な
“溶射”のスペシャリスト
溶射という技術がある。金属やセラミックなどを溶
かして素材に吹き付け、表面に皮膜を形成する技
術のことだ。1500年以上の歴史を持つめっきや溶
接と比べ、約100年の溶射は、かなり新しい部類だ。
「大学や工業高校でも、溶射はほとんど取り扱っ
ていません。しかし溶射には、めっきや溶接にはない
長所があるんです」
と語る、倉敷ボーリング機工社長・佐古さや香
氏。めっきは、対象の素材をめっき液で満たした四
角いプールに浸す。素材がプールより大きければ液
に浸せないし、複雑な形状だと液が行き渡らないこ
ともある。
これに対し溶射は、どんな複雑形状でも処理が
可能。大きさにも制限はない。また溶接のように素
材を高熱に触れさせることもないので、材質を変性
させずにすむ。素材への影響を最小限に抑えつつ、
皮膜を形成できるのだ。
「新しい技術である溶射を行える会社は、国内に
50社程度しかありません。中でも倉敷ボーリング機
工は、溶射の前工程となる切削加工も、溶射を
行った後の研磨加工も対応できます。3工程全てを
自社内でまかなえるのが、大きな強みです」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ナノオーダーへの対応力を高め新分
野での売上を確保
溶射が求められるのは、石油化学プラント用部
品や製紙用ロール、半導体製造設備や医療機
器、航空機。高度な耐久性と機能の両立を必要と
する部品が多い。
「耐摩耗性・耐熱性・耐食性を上げたいという要
望が中心ですが、部品の高機能化を求められる案
件も増えています。例えば電気特性を変えたり、表

面の円滑性を高めたり。今やナノオーダーも珍しく
ないですね。難しいですが、ハイレベルの技術に対
応していかないと、発展はありません。毎年、売上の
10％は、新しい取引によるものにしたいんです」
2020年には、事業戦略推進室を新設した。ここ
は、今までにない事業の芽を見出したり、顧客との
関係を深耕することで新たなニーズを引き出すな
ど、長い目で市況を捉えた戦略の立案と推進を役
割とする。
「どこから芽が出るかわからないので、研究開発
部門と連携しながら基礎データを揃え、理論の構
築を始めています。Web活用によるものづくりの新
たな仕組みなど、多岐にわたる活動を推進したいと
思います」
と、佐古氏は将来を見据える。そのために必要な
のが、社内体制の整備だ。手始めとして、開発・製
造・営業など様々な部門の業務を洗い出し、細分
化しようとしている。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
熟練者と若手のペアによりコア技術
の伝承をスムーズに
業務細分化は、製造部門で先行して進んでおり、
一つの業務だけではなく、様々な業務に対応可能
な多能工を育成できる環境が整いつつある。一方、
言語でのマニュアル化が難しい営業や、対応領域
の幅が広くて複雑な生産管理などはこれからだ。
「業務の細分化には、いくつかの狙いがありま
す。一つは、ダイバーシティへの対応。1日5時間だ
け、週3日なら働けるという人が出てきた時、一部だ
けお願いするなど、仕事の任せ方に多様性が出て

きます。もう一つはキャリアパスの“見える化”。業務
を細分化して明示すれば、社員が自分の能力が今
どの段階にあるか、理解しやすくなります。ナノレベ
ルのスペシャリティーを目指す当社にとって、技術
伝承は、重要な課題ですから」
同社の研究開発部では、熟練者と若手をペアと
する技術伝承を始めている。熟練者として指導に
あたるのは、曾珍素氏。中国と日本の大学で材料
工学を学んだ経験を持つ氏は、溶射の研究に携
わって20年以上になる。
「溶射は、スプレー直前とスプレー後、対象付着の
瞬間などそれぞれの段階で、コーティング材の性質
がどんどん変わる、複雑な技術です。だからこそ、他の
手法では得られない表面処理効果を生むのです」
曾氏の技術を受け継ごうと努力しているのが、𠮷
和あかり氏。
「入社して日も浅く、わからないことだらけ。そんな
私にも曾さんはとても丁寧に教えてくれるので、あり
がたいです。今は先輩が行う研究のサポートが精
一杯ですが、早く一人前になって曾さんに恩返しし
たいです」
こうした、ベテランと若手を組み合わせて技術を
伝承しようという試みは、営業部門でも始まってい
る。ベテランは視野の広さを活かし、顧客とのやり
取りの中から新たなニーズを発見する。それを形に
しようと、若手が機動力を発揮する。互いの長所を
活かしながら、知見を受け継ぐスタイルが生まれて
いる。
「この技術伝承体制を、他の現場にも広げてい
きたいですね」
と、佐古氏は力を込める。

倉敷ボーリング機工株式会社

代表取締役 佐古 さや香 氏

倉敷市松江2-4-20岡山市東区金岡西町948-9

キャリアパスの“見える化”で
技術者の成長を促進し
ナノレベルの“溶射”を極める。

精密ギヤポンプという
コア技術が
環境・医療・宇宙にまで広がる。

代表取締役社長　橋本 宗幸 氏 顧客の要望を聞き、適切な精密ギヤポンプを開発する。例えば
自動車製造における車体塗装や樹脂部品接着の工程が、精
密ギヤポンプによって大きく改善するのだという
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
精密ギヤポンプを造れるメーカーは
国内に2社
ギヤの回転によって、水や油、高温で流体状に
なった樹脂素材を定量で連続して送り出すギヤポ
ンプという製品がある。押出成形や化学合成繊維
などのラインに不可欠で、１本が１ミクロン単位の
極めて細く・均一な糸製造において、最も重要な樹
脂流量を制御する機構がギヤポンプであり、非常
に高い流量精度を要求される。そうした精密ギヤポ
ンプを造れる数少ない1社が協和ファインテックだ。
「もともと大手繊維メーカーの協力会社としてスター
トしたので、1975年にはもうギヤポンプを独自開発し
ました。繊維業の主力が海外に移っても、当社は糸
づくり・ギヤポンプというコア技術を磨いてきました。そ
の蓄積が、精密ギヤポンプのベースになっています」
と語るのは、品質保証部課長で、社長の姉でも
ある植田佳代子氏だ。
1ミクロン単位の細く均一な糸を製造する場合、
送液する素材の温度、粘度、圧力、送液スピード、
耐薬品性、耐摩耗性など、様々な要素に合わせた
ベストな選定が必要で、既成品のラインナップでは
対応しきれないことが多い。同社は、培った経験を
元に、顧客の要求品質に合わせたベストなギヤポ
ンプを一から設計し提案する。
「ギヤポンプは意外な広がりを見せています。例
えば光ファイバーやセラミックコンデンサなど、現在
のデジタル通信・家電の分野を支える根幹でギヤ
ポンプが活躍しています。他に医療、自動車、さらに
世界が開発を競う全固体電池にも精密ギヤポンプ
が活用できると注目されています」
と代表取締役社長・橋本宗幸氏は笑う。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主要4事業を展開。その大半の製品を

オーダーメイドで自社開発
精密ギヤポンプ事業以外にも、同社には3つの
柱がある。その1つが化合繊設備だ。創業以来の
事業だが、今は様相を大きく変えている。
「今の主流は、単純な糸ではなく高性能繊維。お
むつなどの吸湿繊維や、防護服などの切れない
服。あるいは飛行機にも使われる炭素繊維など。そ
れとフィルタですね。中空糸というチューブ状の糸
で、チューブの内から外、外から内へ移動するとき、
必要な物質だけを通すフィルタの役割を果たしま
す。医療分野では、透析治療で血液と透析液を置
換するフィルタなどで使われています」（植田氏）
フィルタ技術の転用で生まれたのが、環境装置事
業。活性炭フィルタの働きで空気中の揮発性有機化
合物（VOC）やアルコール類などを回収するもので、有
機溶剤を使用する業界ではこうした設備が欠かせない。
最後の１つが医療機器だ。透析治療で使うフィ
ルタの製造設備を同社が作っていたという接点か
ら、大手医療機器メーカーと協力し、人工透析機を
開発。海外向けに供給している。
「当社は、従業員数約160名のうち設計技術者
が40数名と、ありえないほど多くの人員を設計部門
に配置しています。と言うのも、当社が手掛けるのは
ほとんどが自社開発のオーダーメイド品ばかりだか
ら。あまり儲かるビジネスモデルとは言えませんが、独
自技術を磨いてきたからこそ、4つの事業が生まれ、
各部門が順調に伸びているのです」（橋本氏）

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全員が同じ視野・価値観で進むため
ミッション・ビジョン・バリューを共有

精密ギヤポンプ・樹脂成型設備という技術をコ
アに、事業を大きく広げる同社。しかし枝葉が広が
るほど、全体の方向性を見失いがちだ。そこで同社
は、従業員全員の目線を合わせるため、ビジョン・
ミッション・バリューを設定した。
「各部から参加した従業員に私も加わり、思いを
共有しました。そして“お客様の課題を解決すること
が、社会貢献につながる”というコンセンサスが生ま
れ、目指す方向が明確になりました」
と橋本氏は言う。そうやって【糸から環境、医療、
さらには宇宙まで、ビジネスチャンスを創造し続ける
総合機械メーカーを目指します】というビジョンと、
【私たちは、社会や企業の課題解決を通して、みん
なの幸せを形にする機械を作り続けます】というミッ
ションを決定。社内の浸透を図っている。
関連して、社内コミュニケーションの充実も進める。
「部門・拠点内だけに存在する“固有の慣習”と
いう弊害をなくそうと、社内横断型の委員会を作る
ことから始めて、2020年1月にはWEB会議システ
ムを用意。今では遠方のお客様との打ち合わせや
海外製品のチェックにも、このシステムを活用して
います」（植田氏）
従業員一人ひとりとの定期面談も実施。面談を
充実させるため、主任以上全員のコーチングスキル
研修も導入した。
「様々な改革のおかげか、“自分たちには新たな
分野を開拓する力がある”と自信を深める従業員が
増えてきたように思います」（橋本氏）
同社にはテラヘルツ波という新たな技術領域も
芽吹き始めている。医療に、環境に、あるいは宇宙
に向け、同社の技術はさらに発展する。

協和ファインテック株式会社

品質保証部課長 植田 佳代子 氏

研究開発部　曾 珍素 氏 研究開発部　𠮷和 あかり 氏 熟練者と一緒に課題に取り組むことで、
若手の成長を促進する

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
複雑形状や大型部品も処理可能な
“溶射”のスペシャリスト
溶射という技術がある。金属やセラミックなどを溶
かして素材に吹き付け、表面に皮膜を形成する技
術のことだ。1500年以上の歴史を持つめっきや溶
接と比べ、約100年の溶射は、かなり新しい部類だ。
「大学や工業高校でも、溶射はほとんど取り扱っ
ていません。しかし溶射には、めっきや溶接にはない
長所があるんです」
と語る、倉敷ボーリング機工社長・佐古さや香
氏。めっきは、対象の素材をめっき液で満たした四
角いプールに浸す。素材がプールより大きければ液
に浸せないし、複雑な形状だと液が行き渡らないこ
ともある。
これに対し溶射は、どんな複雑形状でも処理が
可能。大きさにも制限はない。また溶接のように素
材を高熱に触れさせることもないので、材質を変性
させずにすむ。素材への影響を最小限に抑えつつ、
皮膜を形成できるのだ。
「新しい技術である溶射を行える会社は、国内に
50社程度しかありません。中でも倉敷ボーリング機
工は、溶射の前工程となる切削加工も、溶射を
行った後の研磨加工も対応できます。3工程全てを
自社内でまかなえるのが、大きな強みです」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ナノオーダーへの対応力を高め新分
野での売上を確保
溶射が求められるのは、石油化学プラント用部
品や製紙用ロール、半導体製造設備や医療機
器、航空機。高度な耐久性と機能の両立を必要と
する部品が多い。
「耐摩耗性・耐熱性・耐食性を上げたいという要
望が中心ですが、部品の高機能化を求められる案
件も増えています。例えば電気特性を変えたり、表

面の円滑性を高めたり。今やナノオーダーも珍しく
ないですね。難しいですが、ハイレベルの技術に対
応していかないと、発展はありません。毎年、売上の
10％は、新しい取引によるものにしたいんです」
2020年には、事業戦略推進室を新設した。ここ
は、今までにない事業の芽を見出したり、顧客との
関係を深耕することで新たなニーズを引き出すな
ど、長い目で市況を捉えた戦略の立案と推進を役
割とする。
「どこから芽が出るかわからないので、研究開発
部門と連携しながら基礎データを揃え、理論の構
築を始めています。Web活用によるものづくりの新
たな仕組みなど、多岐にわたる活動を推進したいと
思います」
と、佐古氏は将来を見据える。そのために必要な
のが、社内体制の整備だ。手始めとして、開発・製
造・営業など様々な部門の業務を洗い出し、細分
化しようとしている。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
熟練者と若手のペアによりコア技術
の伝承をスムーズに
業務細分化は、製造部門で先行して進んでおり、
一つの業務だけではなく、様々な業務に対応可能
な多能工を育成できる環境が整いつつある。一方、
言語でのマニュアル化が難しい営業や、対応領域
の幅が広くて複雑な生産管理などはこれからだ。
「業務の細分化には、いくつかの狙いがありま
す。一つは、ダイバーシティへの対応。1日5時間だ
け、週3日なら働けるという人が出てきた時、一部だ
けお願いするなど、仕事の任せ方に多様性が出て

きます。もう一つはキャリアパスの“見える化”。業務
を細分化して明示すれば、社員が自分の能力が今
どの段階にあるか、理解しやすくなります。ナノレベ
ルのスペシャリティーを目指す当社にとって、技術
伝承は、重要な課題ですから」
同社の研究開発部では、熟練者と若手をペアと
する技術伝承を始めている。熟練者として指導に
あたるのは、曾珍素氏。中国と日本の大学で材料
工学を学んだ経験を持つ氏は、溶射の研究に携
わって20年以上になる。
「溶射は、スプレー直前とスプレー後、対象付着の
瞬間などそれぞれの段階で、コーティング材の性質
がどんどん変わる、複雑な技術です。だからこそ、他の
手法では得られない表面処理効果を生むのです」
曾氏の技術を受け継ごうと努力しているのが、𠮷
和あかり氏。
「入社して日も浅く、わからないことだらけ。そんな
私にも曾さんはとても丁寧に教えてくれるので、あり
がたいです。今は先輩が行う研究のサポートが精
一杯ですが、早く一人前になって曾さんに恩返しし
たいです」
こうした、ベテランと若手を組み合わせて技術を
伝承しようという試みは、営業部門でも始まってい
る。ベテランは視野の広さを活かし、顧客とのやり
取りの中から新たなニーズを発見する。それを形に
しようと、若手が機動力を発揮する。互いの長所を
活かしながら、知見を受け継ぐスタイルが生まれて
いる。
「この技術伝承体制を、他の現場にも広げてい
きたいですね」
と、佐古氏は力を込める。

倉敷ボーリング機工株式会社

代表取締役 佐古 さや香 氏

倉敷市松江2-4-20岡山市東区金岡西町948-9
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ナノレベルの“溶射”を極める。

精密ギヤポンプという
コア技術が
環境・医療・宇宙にまで広がる。

代表取締役社長　橋本 宗幸 氏 顧客の要望を聞き、適切な精密ギヤポンプを開発する。例えば
自動車製造における車体塗装や樹脂部品接着の工程が、精
密ギヤポンプによって大きく改善するのだという
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1日に対応できる切削工具数は5000
本。国内トップクラスの規模
機械加工を行う上で、切削工具は重要な役割を
担う。エンドミルやドリルといった適切な工具があっ
て初めて、高精度で複雑な加工が可能になる。
そうした切削工具を提供しているのがグリーン
ツールだ。同社の特徴は、顧客の作業に合った工
具をオーダーメイドで提供できる点にある。
「ゼロから新規開発はもちろん、お客様が既に使
用している切削工具を“再生”させる提案も行って
います。お客様の“こういう加工がしたい”という声
に応じ、再研削やコーティングなどを施した一品一
葉の切削工具をお届けするのです」
と専務取締役・村上香氏は言う。
“再生”と言っても、元の形に戻すばかりではな
い。エンドミルとして使えなくなった工具を面取りカッ
ターにするなど、別の形に生まれ変わらせることも
可能だ。使用限度を超えた工具は廃材として回
収、スクラップ代は顧客が別の工具を購入する際
の費用に充当される。
「新規開発から再研削・再生、そして廃材回収ま
で、切削工具に関するあらゆるオーダーにワンストッ
プで対応するのが強みです」
同社が1日で対応できる切削工具の数は5000
本以上と、国内トップクラスの規模を誇る。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
切削加工現場を詳細に把握しなけ
ればベストの一品は提案できない
切削加工の対象とする素材は高硬度のものも
あれば、熱の影響を受けやすいものもあり様々だ。
精度や手法も各現場で異なる。それらに合わせ、切
削工具も柔軟に対応させなければならない。
「刃に素材をあてた時の刃の温度や膨張具合、
それに削りカスである切子の飛び方…すべて把握

しないと、ベストの一品は提案できません」
こう語るのは営業を担当する営業推進課係長・
山成健一氏だ。
「月に工具5本から５００～１０００本まで、お
客様の依頼の規模は様々。しかしどんな小ロットで
も、必要であれば現場に飛び、状況を直接確認しま
す。というのも、製造現場で学べることが多いからで
す。それらの気づきが、次の工具開発・再生のヒン
トになるケースも珍しくありません」
同社は5年前、テクニカルラボを開設。これまで
のノウハウや営業現場で拾ったヒントを集約し、次
の展開につなげる環境づくりにも余念がない。
「さらに進化した工具を開発していきたい。そして
国内はもちろん、東南アジアを中心とする海外市
場へ進出したいと考えています。“切削工具は、グ
リーンツールに頼めば間違いない”というお客様か
らの信頼を基盤に、着実に成長していきたいです
ね」（村上氏）

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全員が知見を共有し、カバーし合え
るよう“多能工化”を推進
同社では女性の技術者が大勢活躍している。こ

こ5年で、その数は20名以上に増加した。切削工
具の研削やコーティングは繊細であり、これらの作
業を得意とする人なら能力が発揮できる、ということ
もあるかもしれない。
そんな状況で同社が力を入れるのは“多能工化”
だ。「この加工は、あの人しかできない」といった属
人的ノウハウに頼るのではなく、全員で共有したい。
誰がどの作業をやっても質の高い製品が生み出せ

るようにするための“多能工化”だ。
「繊細な作業だからこそノウハウの共有は難しい
面もありますが、一つひとつ実践していきたい。知
見の共有が当たり前になれば、例えば新人の育成
も断然やりやすくなります」（村上氏）
並行して、評価制度の改善にも着手。従業員に
は黙々と積み上げるタイプの人もいれば、自己ア
ピールが得意な人もいる。職種的に目立ちやすさの
差もある。しかしこれらの要因に評価が左右されて
しまっては、ノウハウを共有しようという意欲もしぼん
でしまう。多能工化の推進のためにも、公正でわか
りやすい評価制度は欠かせない。
「就職とは従業員とその家族までまるごと面倒を
見る、ということ。せっかく入社してもらったなら、長く
続けてほしい。従業員に“長く働きたい”と感じても
らうためにも、多能工化と評価制度の整備は大事
です」
と村上氏は言い切る。
社長や常務など経営陣が1日1回は工場内を回

り、従業員に声をかける。これもここ数年、意識して
取り組んでいることだ。最初は従業員に驚かれた
が、今では気さくに声をかけてくる者も増え、現場で
の気づきがすぐ共有できるようになった。こうした風
通しの良さも、同社の成長を支えているのかもしれ
ない。

グリーンツール株式会社

専務取締役 村上 香 氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“岩を砂状に粉砕する”技術で、記録メディ
アを復元不可の2mm以下に完全粉砕
個人情報や機密情報を含む自治体の行政文書を
保存したハードディスクが転売され、情報が流出した事
件は記憶に新しい。今や個人情報をはじめとした情報
の取り扱いは、官民問わず重要なテーマになっている。
こうした情勢の中、注目を集めているのが、同社が開発
したメディアシュレッダー「マイティセキュリティー」だ。
常務取締役・福廣早代氏は語る。「一般的なシュ

レッダーはメディアを切断する細断方式を採用していま
すが、マイティセキュリティーは高速回転するハンマーで
対象物を粉々にする粉砕方式を採用し、メディアによっ
ては2mm以下の砂状にまで物理破壊することができ
ます。ここまで小さく粉砕すれば、もう復元はできません」
2mm以下というのは、グローバルスタンダードとして
参照されているデータ消去ガイドラインにも適合してお
り、そこまで粉砕できるメディアシュレッダーは他に類を
見ない、まさにオンリーワンの製品だ。
同社はもともと、岩を粉砕しコンクリート原料となる砂

を生成する製砂機のメーカーとしてトップシェアを占めて
きた。マイティセキュリティーはその技術をベースに開発
した製品だ。「前職で情報セキュリティに携わっていた
現社長が、実際にメディアデータ消去のニーズとその
難しさを身をもって体験したことが開発のきっかけ。国内
では道路・橋梁などインフラ建設が下火になってコンク
リート需要が減り、当社としても新規事業の開拓が急
務でした。全く畑違いの分野でしたが試行錯誤を重ね、
2006年に初号機の発売にこぎつけました」
以来、製品の改善を重ね、現在では製砂機と並ぶ
事業の柱に成長している。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
貴金属の効率的回収も可能。外資
系企業からも注目を集める
従来からの主力事業である製砂機は、インフラ開

発の進むインドやモンゴルなど海外ニーズが高く、既
に現地パートナーを通じ拡販している。一方でマイ
ティセキュリティーは現在、国や自治体、機密性の高
い情報を扱う民間企業など国内顧客が中心。しかし
ハンマークラッシャータイプのメディアシュレッダーは
世界的にみても希少で、外資系企業から注目を集
めるなど、海外でも戦えるポテンシャルを秘める。
「メディアには様々な素材が使われていますが、
中には貴金属が含まれているケースもあります。マ
イティセキュリティーは、メディアを粉々にしつつ素
材ごとに分離しやすくする効果があるため、貴金属
リサイクルにも役立つということも評価していただい
ている点です。これらの強みを活かし、今後は海外
進出も視野に入れています。そのためにも、もっと
進歩しないと。メディアは多様化・小型化が進んで
いますから、研究が欠かせません」
同社はメーカーとしてメディアシュレッダーを提供
するだけでなく、自らデータ消去サービスも手掛け
る。ユーザーの立場でシュレッダーの使い勝手を体
験し、製品のレベルアップにつなげるためだ。
「質の高い製品を生み出し続けるには、長年培っ
てきた技術を共有し、若手に継承しないといけませ
ん。私たちは次世代を見据え、社内コミュニケーショ
ンの活性化などを通じ、全従業員の連携を強めるこ
とに取り組んでいます」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社員の一体感を醸成。技術伝承や
長期休暇取得もできる環境づくりを
その一つがフィロソフィーの浸透だ。これは企業
の目指す方向を定め、そこに進むにはどのような考

え方・判断基準が必要か、をシンプルな言葉に落と
し込んだもの。社員の行動哲学とも言える。フィロソ
フィーは全部で約60項目あり、毎日の朝礼で1項目
を全員で読み上げ、指名された社員がそれに対す
る考えを述べる。
「“嘘をつかない”“悪口を言わない”などどれも当
たり前の内容ばかりですが、声に出して読み上げる
ことで、自身を見つめ直す時間が生まれます。また
意見交換を通じ、普段寡黙な社員が実は熱い内
面を持っていたり…と発見も多いですね。始めて1
年ですが、従業員の距離感が縮まってきました」
フィロソフィーに基づく環境整備にも力を入れる。
例えば「捨てるデー」の実施。毎月2回、事業所内に
ある使用していないものを徹底的に整理するのだ。
「ものが減れば、必要なものの所在がわかりやす
くなる。それによって作業効率が上がれば利益が生
まれ、給与や将来の開発費として還元される。環境
整備は自分たちのためでもある、と従業員も気づい
てくれています」
今後は長期休暇の導入を目指す同社。そのため
には取得しやすい環境づくりや業務の引継ぎ体制
の確立が欠かせない。
「実は3年前、ある女性社員が育児休暇を経て
復職してくれました。結婚や出産で退職する女性社
員をずっと見送ってきたので、彼女に“出産後は復
職したい”と言われたときは感激しました」
彼女のように、みんなが誇りをもって長く働ける職
場を作りたい。福廣氏は、そのために様々な改善・
改革を惜しまない。

晃立工業株式会社

常務取締役 福廣 早代 氏

メディアシュレッダー【マイティセキュリティー】。これはラインナッ
プのうち最も小型の機種で、オフィスなどに置いての使用を想
定している

投入口からメディアを入れ、スイッチを入れるだけ。メディアのサ
イズによって粉砕時間は異なるが、この程度の大きさなら1～
2分で粉砕してしまう

自社ブランド切削工具のGTシリーズ。同社が蓄積してきた技
術をベースに開発されたもので、高効率・長寿命が特長

同社の現場では多くの女性技術者が働く。女性が快適に働け
るよう、環境整備にも力を注ぐ
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製砂機で培った粉砕技術を
メディアシュレッダーに転用。
オンリーワン製品で
海外進出を図る。

新規開発から
再生、廃棄回収まで。
一品一葉の切削工具を
ワンストップで提供。
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1日に対応できる切削工具数は5000
本。国内トップクラスの規模
機械加工を行う上で、切削工具は重要な役割を
担う。エンドミルやドリルといった適切な工具があっ
て初めて、高精度で複雑な加工が可能になる。
そうした切削工具を提供しているのがグリーン
ツールだ。同社の特徴は、顧客の作業に合った工
具をオーダーメイドで提供できる点にある。
「ゼロから新規開発はもちろん、お客様が既に使
用している切削工具を“再生”させる提案も行って
います。お客様の“こういう加工がしたい”という声
に応じ、再研削やコーティングなどを施した一品一
葉の切削工具をお届けするのです」
と専務取締役・村上香氏は言う。
“再生”と言っても、元の形に戻すばかりではな
い。エンドミルとして使えなくなった工具を面取りカッ
ターにするなど、別の形に生まれ変わらせることも
可能だ。使用限度を超えた工具は廃材として回
収、スクラップ代は顧客が別の工具を購入する際
の費用に充当される。
「新規開発から再研削・再生、そして廃材回収ま
で、切削工具に関するあらゆるオーダーにワンストッ
プで対応するのが強みです」
同社が1日で対応できる切削工具の数は5000
本以上と、国内トップクラスの規模を誇る。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
切削加工現場を詳細に把握しなけ
ればベストの一品は提案できない
切削加工の対象とする素材は高硬度のものも
あれば、熱の影響を受けやすいものもあり様々だ。
精度や手法も各現場で異なる。それらに合わせ、切
削工具も柔軟に対応させなければならない。
「刃に素材をあてた時の刃の温度や膨張具合、
それに削りカスである切子の飛び方…すべて把握

しないと、ベストの一品は提案できません」
こう語るのは営業を担当する営業推進課係長・
山成健一氏だ。
「月に工具5本から５００～１０００本まで、お
客様の依頼の規模は様々。しかしどんな小ロットで
も、必要であれば現場に飛び、状況を直接確認しま
す。というのも、製造現場で学べることが多いからで
す。それらの気づきが、次の工具開発・再生のヒン
トになるケースも珍しくありません」
同社は5年前、テクニカルラボを開設。これまで
のノウハウや営業現場で拾ったヒントを集約し、次
の展開につなげる環境づくりにも余念がない。
「さらに進化した工具を開発していきたい。そして
国内はもちろん、東南アジアを中心とする海外市
場へ進出したいと考えています。“切削工具は、グ
リーンツールに頼めば間違いない”というお客様か
らの信頼を基盤に、着実に成長していきたいです
ね」（村上氏）

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全員が知見を共有し、カバーし合え
るよう“多能工化”を推進
同社では女性の技術者が大勢活躍している。こ

こ5年で、その数は20名以上に増加した。切削工
具の研削やコーティングは繊細であり、これらの作
業を得意とする人なら能力が発揮できる、ということ
もあるかもしれない。
そんな状況で同社が力を入れるのは“多能工化”
だ。「この加工は、あの人しかできない」といった属
人的ノウハウに頼るのではなく、全員で共有したい。
誰がどの作業をやっても質の高い製品が生み出せ

るようにするための“多能工化”だ。
「繊細な作業だからこそノウハウの共有は難しい
面もありますが、一つひとつ実践していきたい。知
見の共有が当たり前になれば、例えば新人の育成
も断然やりやすくなります」（村上氏）
並行して、評価制度の改善にも着手。従業員に
は黙々と積み上げるタイプの人もいれば、自己ア
ピールが得意な人もいる。職種的に目立ちやすさの
差もある。しかしこれらの要因に評価が左右されて
しまっては、ノウハウを共有しようという意欲もしぼん
でしまう。多能工化の推進のためにも、公正でわか
りやすい評価制度は欠かせない。
「就職とは従業員とその家族までまるごと面倒を
見る、ということ。せっかく入社してもらったなら、長く
続けてほしい。従業員に“長く働きたい”と感じても
らうためにも、多能工化と評価制度の整備は大事
です」
と村上氏は言い切る。
社長や常務など経営陣が1日1回は工場内を回

り、従業員に声をかける。これもここ数年、意識して
取り組んでいることだ。最初は従業員に驚かれた
が、今では気さくに声をかけてくる者も増え、現場で
の気づきがすぐ共有できるようになった。こうした風
通しの良さも、同社の成長を支えているのかもしれ
ない。

グリーンツール株式会社

専務取締役 村上 香 氏

【事業の現在】
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現社長が、実際にメディアデータ消去のニーズとその
難しさを身をもって体験したことが開発のきっかけ。国内
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い情報を扱う民間企業など国内顧客が中心。しかし
ハンマークラッシャータイプのメディアシュレッダーは
世界的にみても希少で、外資系企業から注目を集
めるなど、海外でも戦えるポテンシャルを秘める。
「メディアには様々な素材が使われていますが、
中には貴金属が含まれているケースもあります。マ
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材ごとに分離しやすくする効果があるため、貴金属
リサイクルにも役立つということも評価していただい
ている点です。これらの強みを活かし、今後は海外
進出も視野に入れています。そのためにも、もっと
進歩しないと。メディアは多様化・小型化が進んで
いますから、研究が欠かせません」
同社はメーカーとしてメディアシュレッダーを提供
するだけでなく、自らデータ消去サービスも手掛け
る。ユーザーの立場でシュレッダーの使い勝手を体
験し、製品のレベルアップにつなげるためだ。
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ンの活性化などを通じ、全従業員の連携を強めるこ
とに取り組んでいます」
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の目指す方向を定め、そこに進むにはどのような考

え方・判断基準が必要か、をシンプルな言葉に落と
し込んだもの。社員の行動哲学とも言える。フィロソ
フィーは全部で約60項目あり、毎日の朝礼で1項目
を全員で読み上げ、指名された社員がそれに対す
る考えを述べる。
「“嘘をつかない”“悪口を言わない”などどれも当
たり前の内容ばかりですが、声に出して読み上げる
ことで、自身を見つめ直す時間が生まれます。また
意見交換を通じ、普段寡黙な社員が実は熱い内
面を持っていたり…と発見も多いですね。始めて1
年ですが、従業員の距離感が縮まってきました」
フィロソフィーに基づく環境整備にも力を入れる。
例えば「捨てるデー」の実施。毎月2回、事業所内に
ある使用していないものを徹底的に整理するのだ。
「ものが減れば、必要なものの所在がわかりやす
くなる。それによって作業効率が上がれば利益が生
まれ、給与や将来の開発費として還元される。環境
整備は自分たちのためでもある、と従業員も気づい
てくれています」
今後は長期休暇の導入を目指す同社。そのため
には取得しやすい環境づくりや業務の引継ぎ体制
の確立が欠かせない。
「実は3年前、ある女性社員が育児休暇を経て
復職してくれました。結婚や出産で退職する女性社
員をずっと見送ってきたので、彼女に“出産後は復
職したい”と言われたときは感激しました」
彼女のように、みんなが誇りをもって長く働ける職
場を作りたい。福廣氏は、そのために様々な改善・
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
図面を見るだけで、完成までの工程
をコントロールできる
妹尾旭工業の創業は大正8（1919）年。現所
在地の岡山県井原市で、機械部品に取り組んで
100年になる。昭和29（1954）年に自動車部品
製造をスタート、昭和42（1967）年には農機具部
品にも着手。自動車・農機具に産業機械を加えた
3分野の機械部品加工を手掛けている。
「当社の強みは、部品製造に関して一貫して対
応できることです。お客様から渡された図面を基に、
金型や治具を製作、材料を用意し、プレスやレー
ザー加工から、溶接、表面処理もする。お客様から
すると、余計な手間がかかりません。その積み重ね
が信頼につながっているのではないでしょうか」
こう語るのは、同社代表取締役の妹尾貞子氏。
熱処理やめっきなど、自社内で間に合わない工程
は外部の協力会社に依頼。一貫して品質をコント
ロールし、完成品を顧客に届ける。こうした対応が
可能なのは、熟練技術者の存在が大きい。
「当社の専務は、機械加工で50年のキャリアを
持つ大ベテランです。多彩な経験があるため、図面
を見ただけで、どの設備を動かすか、人手と時間は
どの程度必要か、差配できる。機械加工の全般を
見渡せる目と技術があるので、効率的で高品質な
部品製造が可能なのです」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人材育成と設備の充実で、既存分
野をさらに深耕する
一貫生産を支える設備も充実している。2017年
に最新のレーザー加工機を設置。それまで外注に
頼っていたレーザー加工を内製化したことで、生産
体制の柔軟性が増し、対応の難しかった案件も受
けられるようになった。2019年にはロボット溶接機
も導入。大幅な省力化となった分、社員は他業務

に時間を割けるようになった。ベテランの技術力と
設備の充実で、業績は堅調に推移している。
「お客様の期待に応え、自動車・農機具・産業機
械の主要分野を深耕していきたいと考えています。
特に農機具分野は伸びしろが大きいですね。効率
化などによって生まれた余力を伸びしろの部分に
振り向ければ、社員に負担をかけることなく、事業拡
大が目指せるでしょう」
大ベテランの専務の跡を継ぐ技術者も養成しな
いといけない。若手を含め技術者の育成に力を入
れていくことも課題の一つだ。
「決して簡単ではありません。一通りの作業は教
えれば身につきますが、溶接でも何でも、きれいに
仕上げるには、ある種のセンスが必要。言葉で伝え
て習得できるようなものではないんです。しかし言い
換えれば、そういうセンスのある技術者が身近にい
るわけですから、若手にとってはチャンスでもあるわ
けです。社内勉強会を開くなどして、長い目で育成し
ていきたいと考えています」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
互いに支え合うという空気が職場に
浸透。だからみんな辞めない
同社はかねてより、男女の区別なく活躍できるよ

う職場環境を整備してきた。そのためか、社員の4
分の1が女性。大半は現場で製造を担当している。
「昔から女性スタッフが大勢活躍しており、自然と
支え合いができています。育児や介護などで急に
家族の面倒をみることになった場合でも“おたがい
さま”なので、休みが取りにくいことはありません」
同社の女性社員は、17時ぴったりに退勤する人

がほとんど。集中して仕事を早く進めるため、残業す
る必要がないのだそうだ。
「帰宅後の家事や育児を考えて、時間を有効に
使いたいという意識が強いのだと思います。これか
らも、女性の技術者は積極的に採用していきたい。
当人に意欲があれば、リーダーや管理職にも登用
したいですね」
専務取締役・大塚文秀氏も、残業削減や休日
の充実にどんどん取り組むべきと話す。
「状況によっては多くの仕事を受けることもありま
すが、無軌道に増やせばいいのではありません。残
業や休日出勤といった不規則な勤務は社員の健
康に良くありませんし、それで生産数を増やしても、
残業代・休日出勤手当など人件費も膨みます。そ
れより仕事を平準化させる方が利益も残るし、社員
にも還元できます」
同社に入社した社員は、ほとんど辞めない。互い
に支え合う職場の雰囲気と、安定した待遇が社員
の満足を生んでいる。
今後もタイミングを見て、最新設備の導入を図り
たいと語る妹尾氏。そうすれば、工程の効率化で社
員の業務時間に今以上の余裕ができる。さらに、従
来できていなかった加工を内製化できれば、より幅
の広いニーズへの柔軟な対応が可能になる。それ
は事業の発展や社員の成長につながるだろう。
決して派手ではないが、同社は着実に、確かなも
のづくりを続けている。

妹尾旭工業株式会社 

代表取締役 妹尾 貞子 氏

田代明美氏。社内の5S活動を推進し、動
線の良いオフィス創造を目指す

光実（みつざね）俊之氏。工場長として現
場の技術者をまとめる一方、品質管理も
担当する

「業務の無駄をなくして利益を生めば、設備
投資ができ、時間のゆとりが生まれる」そんな
意識が社員の間にも共有されるようになった

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
切る・曲げる・溶接に一貫対応。多
品種小ロットに強みを発揮
田中製作所は、配電盤・分電盤の筐体を板金
加工するメーカー。とりわけ特注品で用いられる、板
厚6mm以下の薄板の計装板金を得意とする。
機械部品加工を手掛けるようになったのは
1990年代。ある農業機械メーカーの試作品に取
り組んだことがきっかけだった。
「その農機メーカーが試作品を作る際は、切削・
曲げ・溶接といった加工を、それぞれ別の業者に依
頼していました。しかしこれでは時間がかかるし、柔
軟な調整も困難です。当社は当時から、切削・曲
げ・溶接を社内で一貫対応していました。一貫生産
を行える技術の蓄積が高く評価されたのです」
と、代表取締役・門田悦子氏は語る。
農機メーカーや工作機械メーカーからの機械部
品加工の依頼は徐々に増え、やがて事業の柱に
成長。今では、売上の5割を機械部品加工が占め
る。残りの4割が配電盤・分電盤筐体分野、1割が
試作品分野という構成だ。
「共通するのは“多品種小ロット”に対応している
点です。試作品は1個が普通だし、他分野でも多く
て10個程度。量産品を手がけるつもりはありませ
ん。ちょっとした工夫やスピード感の必要な板金を
提供できるのが、当社の強みですから」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
岡山を中心とする地域に根ざし、“田
中らしい”技術を提供する
2008年、リーマンショックで業績も大きく落ち込
んだ時、門田氏は自らの足もとを見つめ直した。
「当社の優位性は“製造の困りごとに対応でき
る、地域のメーカーから重宝される板金屋”だと思っ
たんです。“こういうものが作りたい”“○日までに必
要”という要望に応えられる柔軟性と技術力を大事

にしようと、社員と共有しました」
事業エリアは岡山を中心に、1日で無理なく往復
できる範囲。受ける仕事は試作品・特注品などの
多品種小ロットのもの。“この仕上げは、田中さんの
仕事だね”と顧客に言ってもらえるものづくりを行う
ことで信頼を重ねてきた。
そして2019年には、2030年までの成長プロセ
スを記した10年ビジョンを、社員と一緒に策定。技
術の伝承や若い世代の登用を始め、また安全衛
生管理や品質管理のための委員会を立ち上げる
など、新しいものづくりに向かう体制を整え始めてい
る。
「大きなビジョンをみんなで考えたので、10年先
に向け何をすべきか、社員が自覚して取り組めてい
ます。今は従来の事業に近い隣接分野で新たな柱
を育てたいと考え、デザイン板金など種まきしている
段階なのですが、そうした動きにみんなしっかりつい
てきてくれるのが嬉しいですね」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
部門間の連携がスムーズになり、全
般的な品質が向上した
同社は新加工機導入や工場拡張も意欲的に
行うが、その際に重視するのが、設備投資によって
人は育つのか？という観点だ。
「新型レーザー加工機を導入した時、加工のリー
ドタイムを職人1人あたり1時間減らせました。5人
が関わるとすると、毎日5時間が浮く。この時間を社
員教育にあてています。経験の浅い社員でも最新
設備を扱えるようになれば、ベテランがいなくても工
程が回るようになります」

これまではベテラン社員ほど、「自分が休んだら後
工程が動かなくなる」と休もうとしなかった。しかし新
型設備を導入し、技術伝承が進んだことで、ベテラ
ンも早く帰れるようになった。全社員の残業がほぼ
ゼロでありながら、利益は対前年で1.7倍になる月
も出るなど、成果は着実に生まれている。
5S活動にも取り組み始めた。推進役の田代明
美氏は語る。
「かつてはお客様からの問合せがあっても担当
者でないと答えられない状況でしたが、今は図面は
ここ、見積もりはここと決めているので、誰でも答え
られます。仕事の流れがとてもスムーズです」
工場長を務める光実俊之氏も、職場の進化を実
感する。
「最近は、以前の2倍の受注件数を抱えても“多
い”とは感じません。設備導入で自動化が進み、技
術伝承が促進され、ロスのない職場となったおかげ
で、残業を増やしたりベテランに負荷をかけなくても
こなせるようになっています」
就業規則を見直し、有給休暇を1時間単位で取
得できるようにした。また新たな人事評価制度も構
築。あまり具体的でなかった評価基準を改め、業務
上クリアすべき要件を社員に事前に明示した。これ
により社員の納得感が高まっただけでなく、社員が
クリアできていないポイントを克服する仕組みをどう
整えるか、という経営陣にとっての改善点も見えや
すくなった。
“田中なら”という顧客の期待に応えるため、門
田氏は職場づくり・人づくりにまい進する。

有限会社田中製作所  

代表取締役 門田 悦子 氏

倉敷市栗坂467-19井原市笹賀町1-1-4

“田中とわかる”
創意に溢れる板金加工で、
地域メーカーの
困りごとを解決する。

熟練の技術力と充実の設備で、
自動車・農機具の機械加工に
関する一貫体制を確立。

専務取締役　大塚 文秀 氏 2019年に導入されたロボット溶接機。大幅な省力化につなが
り、仕事はいっそう効率的になった
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
図面を見るだけで、完成までの工程
をコントロールできる
妹尾旭工業の創業は大正8（1919）年。現所
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いといけない。若手を含め技術者の育成に力を入
れていくことも課題の一つだ。
「決して簡単ではありません。一通りの作業は教
えれば身につきますが、溶接でも何でも、きれいに
仕上げるには、ある種のセンスが必要。言葉で伝え
て習得できるようなものではないんです。しかし言い
換えれば、そういうセンスのある技術者が身近にい
るわけですから、若手にとってはチャンスでもあるわ
けです。社内勉強会を開くなどして、長い目で育成し
ていきたいと考えています」
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
互いに支え合うという空気が職場に
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う職場環境を整備してきた。そのためか、社員の4
分の1が女性。大半は現場で製造を担当している。
「昔から女性スタッフが大勢活躍しており、自然と
支え合いができています。育児や介護などで急に
家族の面倒をみることになった場合でも“おたがい
さま”なので、休みが取りにくいことはありません」
同社の女性社員は、17時ぴったりに退勤する人

がほとんど。集中して仕事を早く進めるため、残業す
る必要がないのだそうだ。
「帰宅後の家事や育児を考えて、時間を有効に
使いたいという意識が強いのだと思います。これか
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したいですね」
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の充実にどんどん取り組むべきと話す。
「状況によっては多くの仕事を受けることもありま
すが、無軌道に増やせばいいのではありません。残
業や休日出勤といった不規則な勤務は社員の健
康に良くありませんし、それで生産数を増やしても、
残業代・休日出勤手当など人件費も膨みます。そ
れより仕事を平準化させる方が利益も残るし、社員
にも還元できます」
同社に入社した社員は、ほとんど辞めない。互い
に支え合う職場の雰囲気と、安定した待遇が社員
の満足を生んでいる。
今後もタイミングを見て、最新設備の導入を図り
たいと語る妹尾氏。そうすれば、工程の効率化で社
員の業務時間に今以上の余裕ができる。さらに、従
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工程が動かなくなる」と休もうとしなかった。しかし新
型設備を導入し、技術伝承が進んだことで、ベテラ
ンも早く帰れるようになった。全社員の残業がほぼ
ゼロでありながら、利益は対前年で1.7倍になる月
も出るなど、成果は着実に生まれている。
5S活動にも取り組み始めた。推進役の田代明
美氏は語る。
「かつてはお客様からの問合せがあっても担当
者でないと答えられない状況でしたが、今は図面は
ここ、見積もりはここと決めているので、誰でも答え
られます。仕事の流れがとてもスムーズです」
工場長を務める光実俊之氏も、職場の進化を実
感する。
「最近は、以前の2倍の受注件数を抱えても“多
い”とは感じません。設備導入で自動化が進み、技
術伝承が促進され、ロスのない職場となったおかげ
で、残業を増やしたりベテランに負荷をかけなくても
こなせるようになっています」
就業規則を見直し、有給休暇を1時間単位で取
得できるようにした。また新たな人事評価制度も構
築。あまり具体的でなかった評価基準を改め、業務
上クリアすべき要件を社員に事前に明示した。これ
により社員の納得感が高まっただけでなく、社員が
クリアできていないポイントを克服する仕組みをどう
整えるか、という経営陣にとっての改善点も見えや
すくなった。
“田中なら”という顧客の期待に応えるため、門
田氏は職場づくり・人づくりにまい進する。

有限会社田中製作所  

代表取締役 門田 悦子 氏

倉敷市栗坂467-19井原市笹賀町1-1-4

“田中とわかる”
創意に溢れる板金加工で、
地域メーカーの
困りごとを解決する。

熟練の技術力と充実の設備で、
自動車・農機具の機械加工に
関する一貫体制を確立。

専務取締役　大塚 文秀 氏 2019年に導入されたロボット溶接機。大幅な省力化につなが
り、仕事はいっそう効率的になった
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
印刷用ローラーで磨いた技術を横展開。
高張力鋼板を用いた独自ローラーも開発
新聞輪転機の工程では、新聞を1時間に10万
部というような高速で印刷する。猛スピードの中、わ
ずかなしわやよれも作らず実行するには、ローラー
に高度な技術が要求される。この印刷用ロール加
工・製造の分野で技術を磨いてきたのが中原製作
所。その歴史は約60年に及ぶ。
「2008年リーマンショック以降、メディアのデジタ
ル化が進み、印刷のあり方が大きく変容しました。そ
こでロールを他分野に活かそうと考えたのです」
と、経営企画室室長・中原さくら子氏は語る。
“薄いものをロールで巻き取る”プロセスは、印刷
以外にもたくさんある。食品、リチウム電池、電気製
品、建築資材など様々な分野で各種フィルムが利
用されており、それらを巻くにはロールが欠かせない。
「高速回転を求められる印刷機ローラーで鍛えら
れてきた技術があるからこそ、様々な分野にも転用
していくことができました」
また3次元測定器を2台保有し、お客様の声や
体制作りの中で生まれる様々な課題を解決しなが
ら、検査体制もしっかりと確立させ品質向上を実現
している。
「もう一つの強みが、摩擦圧接という技術です。
一方に部材を置き、もう一方の部材を高速回転さ
せ、約1200度の摩擦熱を利用して接合するので
す。ロールのパイプと軸部の接合などで、強度が大
幅にアップします」
と話すのは、常務取締役・中原康太郎氏。摩擦
圧接を利用すると、異種部材同士の接合や、従来
困難だった高張力鋼板（ハイテン）の接合も可能。
高強度で低コストなハイテンローラーを自社開発
し、「もんげーハイテンローラー」と商標登録して、拡
販を始めているところだ。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
工場を“展示場”として開放。多彩な
メーカーとの協力体制を構築
同社の売上でロール関係の割合は7割程度。残

りは、産業ロボット・航空機・エネルギー分野の部品
加工・製造だ。ロール関連の製造のため、マシニン
グ加工の体制は既にあった。そこに最新の5軸加
工機を導入し、ロボット部品やコンプレッサー・半導
体部品などの受注拡大にも対応できるようになっ
た。
また同社は2018年から【つながれ！オープンイノ
ベーションプロジェクト】をスタートさせた。工場を言
わば「展示場」として開放。5軸加工機でどういった
加工が可能か実際に見てもらおうと、2019年8月
には展示会を開催した。訪問者数は200名を超
え、新たな繋がりをもつことができた。
「自社だけでできることは知れています。得意分
野を持つ企業同士で協力し、技術革新を行ってい
くことでこれからの時代を生き抜いていくことができ
ると思う。実際に異業種の人が新たなニーズを持っ
てきてくれることも増えました」（さくら子氏）
展示会の開催や毎日のようにお客様が工場見
学に訪れていただけていることは、社員にとって大
きなやる気につながっている。生産管理課主任・松
島朋子氏は言う。
「“お客様に見られている”おかげか、いい加減な
ことはできない、とこれまで以上に仕事に集中する
ようになりました。挨拶すら苦手だった現場の従業
員が、積極的にお客様に声をかけるようになったの
もよい傾向だと感じます」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社内SNS導入による勤務状況の共
有で、休暇も取得しやすくなった
「会社には若い人が増え、平均年齢も若返りまし
た。つながれ！オープンイノベーションが良いきっかけ
になっているのか、若手のモチベーションは上がっ
ています。それを仕事に発揮できるよう、ベテランの
持つ技術を若い世代と共有できるような風土を
作っていきたい。そのためにもコミュニケーションの
活性化が重要です」（康太郎氏）
同社では数年前から、部門内の連絡事項や部
門リーダー同士の情報共有を密にするよう、細かく
改善してきた。2年前からは業務用SNSを導入。全
員の仕事の予定を共有し、いつどのようなお客様
が訪れるのか、誰が有給などを取得するのか、わか
るようになった。
「部門や領域の異なる人がどんな仕事をしている
のかわかりやすくなり、互いにサポートし合う空気が
生まれてきました。育児などで休む時も、周りがカバー
してくれるので、安心して休めます」と松島氏は笑う。
つながれ！オープンイノベーションとは会社同士の
つながりだけでなく、世代の異なる従業員同士、あ
るいは会社の枠を越えた技術者同士の関係の広
がりをも企図したものだ。そんな環境の中、従業員
の意欲は高まっている。
「国内外の展示会や他社の工場見学、海外視
察などへの社員同行も増えました。みんなが手をつな
ぎ、刺激し合えば、前向きにチャレンジしていける。
“人生はいつだって楽しい！”と全従業員が実感でき
るような会社にしていきたいですね」（さくら子氏）

株式会社中原製作所

経営企画室室長 中原 さくら子氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“細やかさ”“粘り強さ”で定評のある
機械加工を提供
農業機械や産業機械の部品加工を請け負う南
野製作所。NC施盤やマシニングセンタ、二次元、
三次元測定器といった高性能の設備をずらりと揃
え、多彩な加工に対応する。設備を柔軟に使い分
けることで、精密かつスピーディーに行えるのが、同
社の強みとなっている。
「当社の製造現場で活躍する技術者の約3分
の1が女性。さまざまな工作機械を段取りする多能
工の女性エンジニアも珍しくありません。一般に女
性は“きめ細やか”で“粘り強い”とされますが、当社
の場合、そうした傾向が良い方に作用しているよう
です。クライアントからも“配慮が行き届いているし、
難しいオーダーにも粘り強く対応してくれる”という
声を頂くことが多いですね」と、代表取締役の浅野
時栄氏は笑う。その点が評価され、2017年には
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」（中小
企業庁）に選ばれている。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
農業機械、産業機械…さらに多方
面の加工に対応できる技術集団へ
長く農機具分野が中心だったが、技術を活かし、
新幹線の自動ドアなどの空圧シリンダ部品加工も
手がけるようになった。これをきっかけに、人工透析
装置の樹脂部品加工も始めるなど、事業領域は
徐々に広がっている。
「農業機械部品から空圧シリンダ、その次は油圧
関連部品…蓄積した技術を様々な領域に応用し、
市場拡大を図ります。今はいろんな業界を勉強させ
てもらっているところで、例えば耐震関係の分野で
うまく技術を活かせるのではないか、など模索してい
ます。また既存の機械部品加工では、低コスト・短
納期・多品種への要望がさらに強まっています。多

様な声に対応できる会社を目指さないといけませ
ん」（浅野氏）
そのために2年前から力を入れているのが、5S

（整理、整頓、清掃、清潔、 しつけ）活動だ。品質管
理担当の山本祝嘉氏は、5Sの重要性を痛感して
いたという。
「現状に安住していては、取り残されてしまうので
はないか？という危機感がありました。その頃、社長
から“さらに飛躍できる会社にしたい”という思いを
聞き、今こそ5Sを徹底し、効率良く仕事ができる環
境を整えようと全従業員に提案。活動をスタートしま
した」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
部門間の連携がスムーズになり全般
的な品質が向上した
例えば工具置場に“番地”を設け、多岐にわたる
工具も決まった番地に置くようにした。すると工具
名を知らない若手でも、先輩から「D-1-5番を取っ
て」と番地で言われるため、間違いなく工具を準備
できるようになった。
「5Sでムダな動きがなくなった分、業務に集中で
きるようになりました。工具や機械を大切に扱う習
慣が身につき、品質も向上しています」
と胸を張るのは、5Sのチームリーダーを務めるLB
担当の片山彰氏。同じくチームリーダーの総務担
当・西野翠氏は言う。
「社内のコミュニケーションが活発化し、部署間
の連携もスムーズになったと思います。工場見学に
訪れるお客様も格段に増えました。そこから新規の
お客様をご紹介頂けたりするんです」

品質改善、5Sの効果等で製品加工の不具合
数は、10年前に比べ8分の1に減った。浅野氏も、
「従業員が自発的に動けるようになりましたし、
“こうしたらどうか”と意見も活発になった。5Sを実
行する前と比べ、大きく成長しましたね」
と手応えを実感する。
これに加え、月に数回、定期的に教育の日を設け
るようにした。テーマはBCP（事業継続計画）や
SDGs（国際社会共通の持続可能な開発目標）と
いった、業務から少し離れたものが中心。SDGsな
ど自分とは無関係に見えても、学んでみると身近で
あることがわかる。視野を広げれば、人生にも仕事
にも影響する発見がある。そう考えての試みだ。
「私が目指すのは“歳をとってもずっと働きたい”
と社員に思ってもらえる職場にすること。5Sで効率
化できれば、時間的・精神的ゆとりの持てる職場と
なり、出産や育児との両立も容易になるでしょう。社
員にはいつも言うんです。“あなたもいつか子を持つ
かもしれないけど、親が子と過ごせるのは、ほんの僅
かな時間に過ぎない。だから大事にしなさい”と。そ
のためにも、職場が変わっていかないと。社員の人
生を応援できる会社じゃないと、意味がありません」
先日、産休に入った女性と面談していると“育児
にメドがついたら早く職場に戻りたい”と言ってくれ
て、とてもありがたかった、と笑う浅野氏。社員一人
ひとりのアイデアを組み上げ、改善に向け着実に
前進している。

有限会社南野製作所 

代表取締役 浅野 時栄 氏

品質管理担当　山本 祝嘉 氏 各保管場所には「番地」と呼ばれる通し番号が割り振られてい
る。番地さえ分かれば、キャリアの浅い人でも指示された工具を
迷わず取り出すことができる

倉敷市栗坂810-10岡山市中区乙多見463

5Sの徹底を通じ
“結婚しても、子供を産んでも、
シニアになっても楽にずっと
働きたい”職場を実現。 

創業以来からの 
“ロール加工技術”を基盤に
「つながれ！オープンイノベー
ション」で可能性を拡大。

5軸加工機などを導入した工場を“展示場”として開放。多くの
訪問者を受け入れ、実際の加工の様子を見学してもらってい
る。右は常務取締役の中原康太郎氏

工場に外部の顧客が多く訪れるようになったことで、従業員の
意識も変わった。コミュニケーションが活発になり、積極的にア
イデアを発信する技術者も増えてきた
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【事業の現在】
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高張力鋼板を用いた独自ローラーも開発
新聞輪転機の工程では、新聞を1時間に10万
部というような高速で印刷する。猛スピードの中、わ
ずかなしわやよれも作らず実行するには、ローラー
に高度な技術が要求される。この印刷用ロール加
工・製造の分野で技術を磨いてきたのが中原製作
所。その歴史は約60年に及ぶ。
「2008年リーマンショック以降、メディアのデジタ
ル化が進み、印刷のあり方が大きく変容しました。そ
こでロールを他分野に活かそうと考えたのです」
と、経営企画室室長・中原さくら子氏は語る。
“薄いものをロールで巻き取る”プロセスは、印刷
以外にもたくさんある。食品、リチウム電池、電気製
品、建築資材など様々な分野で各種フィルムが利
用されており、それらを巻くにはロールが欠かせない。
「高速回転を求められる印刷機ローラーで鍛えら
れてきた技術があるからこそ、様々な分野にも転用
していくことができました」
また3次元測定器を2台保有し、お客様の声や
体制作りの中で生まれる様々な課題を解決しなが
ら、検査体制もしっかりと確立させ品質向上を実現
している。
「もう一つの強みが、摩擦圧接という技術です。
一方に部材を置き、もう一方の部材を高速回転さ
せ、約1200度の摩擦熱を利用して接合するので
す。ロールのパイプと軸部の接合などで、強度が大
幅にアップします」
と話すのは、常務取締役・中原康太郎氏。摩擦
圧接を利用すると、異種部材同士の接合や、従来
困難だった高張力鋼板（ハイテン）の接合も可能。
高強度で低コストなハイテンローラーを自社開発
し、「もんげーハイテンローラー」と商標登録して、拡
販を始めているところだ。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
工場を“展示場”として開放。多彩な
メーカーとの協力体制を構築
同社の売上でロール関係の割合は7割程度。残

りは、産業ロボット・航空機・エネルギー分野の部品
加工・製造だ。ロール関連の製造のため、マシニン
グ加工の体制は既にあった。そこに最新の5軸加
工機を導入し、ロボット部品やコンプレッサー・半導
体部品などの受注拡大にも対応できるようになっ
た。
また同社は2018年から【つながれ！オープンイノ
ベーションプロジェクト】をスタートさせた。工場を言
わば「展示場」として開放。5軸加工機でどういった
加工が可能か実際に見てもらおうと、2019年8月
には展示会を開催した。訪問者数は200名を超
え、新たな繋がりをもつことができた。
「自社だけでできることは知れています。得意分
野を持つ企業同士で協力し、技術革新を行ってい
くことでこれからの時代を生き抜いていくことができ
ると思う。実際に異業種の人が新たなニーズを持っ
てきてくれることも増えました」（さくら子氏）
展示会の開催や毎日のようにお客様が工場見
学に訪れていただけていることは、社員にとって大
きなやる気につながっている。生産管理課主任・松
島朋子氏は言う。
「“お客様に見られている”おかげか、いい加減な
ことはできない、とこれまで以上に仕事に集中する
ようになりました。挨拶すら苦手だった現場の従業
員が、積極的にお客様に声をかけるようになったの
もよい傾向だと感じます」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社内SNS導入による勤務状況の共
有で、休暇も取得しやすくなった
「会社には若い人が増え、平均年齢も若返りまし
た。つながれ！オープンイノベーションが良いきっかけ
になっているのか、若手のモチベーションは上がっ
ています。それを仕事に発揮できるよう、ベテランの
持つ技術を若い世代と共有できるような風土を
作っていきたい。そのためにもコミュニケーションの
活性化が重要です」（康太郎氏）
同社では数年前から、部門内の連絡事項や部
門リーダー同士の情報共有を密にするよう、細かく
改善してきた。2年前からは業務用SNSを導入。全
員の仕事の予定を共有し、いつどのようなお客様
が訪れるのか、誰が有給などを取得するのか、わか
るようになった。
「部門や領域の異なる人がどんな仕事をしている
のかわかりやすくなり、互いにサポートし合う空気が
生まれてきました。育児などで休む時も、周りがカバー
してくれるので、安心して休めます」と松島氏は笑う。
つながれ！オープンイノベーションとは会社同士の
つながりだけでなく、世代の異なる従業員同士、あ
るいは会社の枠を越えた技術者同士の関係の広
がりをも企図したものだ。そんな環境の中、従業員
の意欲は高まっている。
「国内外の展示会や他社の工場見学、海外視
察などへの社員同行も増えました。みんなが手をつな
ぎ、刺激し合えば、前向きにチャレンジしていける。
“人生はいつだって楽しい！”と全従業員が実感でき
るような会社にしていきたいですね」（さくら子氏）

株式会社中原製作所

経営企画室室長 中原 さくら子氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“細やかさ”“粘り強さ”で定評のある
機械加工を提供
農業機械や産業機械の部品加工を請け負う南
野製作所。NC施盤やマシニングセンタ、二次元、
三次元測定器といった高性能の設備をずらりと揃
え、多彩な加工に対応する。設備を柔軟に使い分
けることで、精密かつスピーディーに行えるのが、同
社の強みとなっている。
「当社の製造現場で活躍する技術者の約3分
の1が女性。さまざまな工作機械を段取りする多能
工の女性エンジニアも珍しくありません。一般に女
性は“きめ細やか”で“粘り強い”とされますが、当社
の場合、そうした傾向が良い方に作用しているよう
です。クライアントからも“配慮が行き届いているし、
難しいオーダーにも粘り強く対応してくれる”という
声を頂くことが多いですね」と、代表取締役の浅野
時栄氏は笑う。その点が評価され、2017年には
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」（中小
企業庁）に選ばれている。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
農業機械、産業機械…さらに多方
面の加工に対応できる技術集団へ
長く農機具分野が中心だったが、技術を活かし、
新幹線の自動ドアなどの空圧シリンダ部品加工も
手がけるようになった。これをきっかけに、人工透析
装置の樹脂部品加工も始めるなど、事業領域は
徐々に広がっている。
「農業機械部品から空圧シリンダ、その次は油圧
関連部品…蓄積した技術を様々な領域に応用し、
市場拡大を図ります。今はいろんな業界を勉強させ
てもらっているところで、例えば耐震関係の分野で
うまく技術を活かせるのではないか、など模索してい
ます。また既存の機械部品加工では、低コスト・短
納期・多品種への要望がさらに強まっています。多

様な声に対応できる会社を目指さないといけませ
ん」（浅野氏）
そのために2年前から力を入れているのが、5S

（整理、整頓、清掃、清潔、 しつけ）活動だ。品質管
理担当の山本祝嘉氏は、5Sの重要性を痛感して
いたという。
「現状に安住していては、取り残されてしまうので
はないか？という危機感がありました。その頃、社長
から“さらに飛躍できる会社にしたい”という思いを
聞き、今こそ5Sを徹底し、効率良く仕事ができる環
境を整えようと全従業員に提案。活動をスタートしま
した」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
部門間の連携がスムーズになり全般
的な品質が向上した
例えば工具置場に“番地”を設け、多岐にわたる
工具も決まった番地に置くようにした。すると工具
名を知らない若手でも、先輩から「D-1-5番を取っ
て」と番地で言われるため、間違いなく工具を準備
できるようになった。
「5Sでムダな動きがなくなった分、業務に集中で
きるようになりました。工具や機械を大切に扱う習
慣が身につき、品質も向上しています」
と胸を張るのは、5Sのチームリーダーを務めるLB
担当の片山彰氏。同じくチームリーダーの総務担
当・西野翠氏は言う。
「社内のコミュニケーションが活発化し、部署間
の連携もスムーズになったと思います。工場見学に
訪れるお客様も格段に増えました。そこから新規の
お客様をご紹介頂けたりするんです」

品質改善、5Sの効果等で製品加工の不具合
数は、10年前に比べ8分の1に減った。浅野氏も、
「従業員が自発的に動けるようになりましたし、
“こうしたらどうか”と意見も活発になった。5Sを実
行する前と比べ、大きく成長しましたね」
と手応えを実感する。
これに加え、月に数回、定期的に教育の日を設け
るようにした。テーマはBCP（事業継続計画）や
SDGs（国際社会共通の持続可能な開発目標）と
いった、業務から少し離れたものが中心。SDGsな
ど自分とは無関係に見えても、学んでみると身近で
あることがわかる。視野を広げれば、人生にも仕事
にも影響する発見がある。そう考えての試みだ。
「私が目指すのは“歳をとってもずっと働きたい”
と社員に思ってもらえる職場にすること。5Sで効率
化できれば、時間的・精神的ゆとりの持てる職場と
なり、出産や育児との両立も容易になるでしょう。社
員にはいつも言うんです。“あなたもいつか子を持つ
かもしれないけど、親が子と過ごせるのは、ほんの僅
かな時間に過ぎない。だから大事にしなさい”と。そ
のためにも、職場が変わっていかないと。社員の人
生を応援できる会社じゃないと、意味がありません」
先日、産休に入った女性と面談していると“育児
にメドがついたら早く職場に戻りたい”と言ってくれ
て、とてもありがたかった、と笑う浅野氏。社員一人
ひとりのアイデアを組み上げ、改善に向け着実に
前進している。

有限会社南野製作所 

代表取締役 浅野 時栄 氏

品質管理担当　山本 祝嘉 氏 各保管場所には「番地」と呼ばれる通し番号が割り振られてい
る。番地さえ分かれば、キャリアの浅い人でも指示された工具を
迷わず取り出すことができる

倉敷市栗坂810-10岡山市中区乙多見463

5Sの徹底を通じ
“結婚しても、子供を産んでも、
シニアになっても楽にずっと
働きたい”職場を実現。 

創業以来からの 
“ロール加工技術”を基盤に
「つながれ！オープンイノベー
ション」で可能性を拡大。

5軸加工機などを導入した工場を“展示場”として開放。多くの
訪問者を受け入れ、実際の加工の様子を見学してもらってい
る。右は常務取締役の中原康太郎氏

工場に外部の顧客が多く訪れるようになったことで、従業員の
意識も変わった。コミュニケーションが活発になり、積極的にア
イデアを発信する技術者も増えてきた
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人々を感動させるばね技術を独自開発
自動車用シートの一部であるヘッドレストやアー
ムレスト、オットマン（足置き）。自動車の快適性を上
げ、安定した運転操作姿勢を保つのに重要な役割
を果たすこれらのパーツを開発・製造しているのが
備前発条だ。不要時に収納できるヘッドレストや、
無段階での位置調整が可能なアームレストやオッ
トマンなど、高度化する要望に同社は独自の技術
で応えてきた。
代表取締役社長の山根教代氏は言う。
「創業者である祖父が、ばねでのロック機能に着
眼し、動作・位置保持させる“ばねロック機構”を考
案しました。ばねロック機構は時代とともに発展しな
がら、今も製品の基盤を成しています。私たちはば
ねを出発点とした当社のコア技術を、新しい世界
へ拡げたいのです」
創業以来、同社は「独自開発」に力を入れてき
た。15年前からは父である山根孟士会長が「開発
部」を発足させ、技術開発を継続。特許申請も積極
的に行ってきた。
「ばねはものづくりのベース技術の一つで、ばね
を基にした仕組みは様々な分野で活用されていま
す。自動車シートで培った技術を横展開すれば、新
たな市場が開けるでしょう。“ばね発感動”をスロー
ガンに開発提案型メーカーへ成長するのが、当社
のビジョンです」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
医療・インテリアなど新たな分野を開拓
新たな市場として見据えるのは2つ。医療分野と

インテリア分野だ。
「両分野ともばね技術を要する製品がたくさんあ
ります。具体的な動きも始まっていて、インテリア分
野の顧客から試作品の依頼を頂いたり、介護用椅
子メーカーとの協業を模索しています。」

一方、既存の自動車分野も疎かにはしない。シー
トメーカーに同社エンジニアを派遣し、シート設計の
初期段階から加わるなど、今まで以上に関係を深
める。
また同社はタイにも工場を持つ。この拠点を、タイ
に進出する日本や海外の企業との接点づくりに活
用し、グローバルシートメーカーから受注するなどの
成果も生み出しつつある。
「私たちの強みが活かせる開発とは何か、固定
観念を捨て動いていきたい。そのためにも、多様な
人材が活躍できる場づくりが大事です」
200名弱の従業員のうち、女性は60名程度。中
国・インドネシアを中心とする海外人材は約50名
に及ぶ。その半数近くは専門的な技術を持つ高度
人材だ。また70歳を越えても元気に活躍するシニ
アもいる。さらに人材の多様化を促し、様々な知恵・
視点・経験を取り込んでいこうとしている。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
外国人・女性・シニア・障がい者…
多様な人材が活躍できる場に
「シニア、外国人、女性、障がいを持つ方々。一
人ひとりが支障なく活躍できるよう負荷を軽減した
り、ライフイベントがあってもキャリアを継続できる仕
組みを整えていきます」
と語るのは、企画室長付の藤井健太郎氏。英
語・インドネシア語が堪能な氏は、外国人労働者に
とって心強い存在だ。氏はロボット導入やコミュニ
ケーション活性化など、多様なテーマに取り組む。
「2018年には、人との協業が可能なロボットを投
入しました。2019年も塗装工程にマテハンロボット

を配置。重いものを持つ工程が楽になるため、体力
的に不安のある人でもラインで活躍できるようにな
りました。ロボットにより、負荷軽減と品質担保の両
面が改善されています」
同社には、聴覚障がいを持つ社員もいる。そこ
で、アラートをランプにするなど視覚的に認知できる
工夫を重ね、その社員が安全かつスムーズに働け
るようにした。これらは、班長を中心に現場のみんな
で考えたことだ。
また外国人労働者にも意欲的かつ気持ちよく働
いてもらうための配慮も怠らない。朝礼・夕礼では必
ず外国人労働者を含めて情報を共有するようにし
ているし、指導する場合も一方的にならず、1対1で
話し合うよう心がける。技能実習生に寸志を支給な
ど待遇面の充実も図っており、日本語検定といった
資格を持つ者には資格手当も付与する予定だ。
「外国人・日本人の区別なく楽しく働いてほしい
し、私生活も大事にしてほしい。そのためにいろんな
制度を改善中で、産休や育休の制度も整備しまし
た。出産祝の一時金を増額したり、男性でも育児
休暇を取れるようにしたり。また残業を極力減らし、
しないといけない場合でも1日2時間以内に収める
ようにしています」
と笑う山根氏。ばね技術をベースに、新たな世界
へ羽ばたくための体制は、着実に整いつつある。

備前発条株式会社

代表取締役社長 山根 教代 氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
醸造食品用設備・プラントで国内
シェア8割。海外展開も活発
醤油、味噌、清酒、焼酎、酢、みりん…など、和食に
欠かせない醸造食品。微生物の発酵作用を活かした
食品製造は、かつては熟練の職人が経験や勘に頼っ
ていた部分が大きかったが、今や多くの工程が機械化
され、品質の安定や生産性の向上を実現させている。
フジワラテクノアートは醸造食品向け設備・プラント
開発メーカーだ。国内醸造業界におけるシェアは8割と
圧倒的で、高品質な醸造食品の安定的生産に寄与し
ている。海外展開も活発で、同社製設備は世界20数
カ国に輸出されている。
「醸造用設備の耐用年数は40年くらい。長く使われ
るので、お客様も妥協はしません。全て製品はオーダー
メイドで、私たちはそれぞれのお客様の異なる声を的確
に汲み取り、設備に反映してきました。開発からアフ
ターフォローまで、御要望に丁寧に応える姿勢が、長期
的な信頼につながったのではないでしょうか」
と、同社副社長・藤原加奈氏はシェア要因を分析す
る。横の結びつきが強い醸造業界で1500社に上る
メーカーと取引関係にあるのは、同社が一つひとつの
案件に真摯に向き合ってきたからだろう。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
従来とは異なる新たな発想で国内外
の新市場を開拓
同社は、微生物の力を追求し、多様なパートナー

と共に新たな市場や産業を創ろうという意思のもと
「開発ビジョン2050＜世界で微生物インダストリー
を共創＞」を掲げた。このビジョンの実現に向け、同
社は部門横断型の委員会を組織し、AI活用、固体
培養技術、CO2削減など15の開発プロジェクトを
並行して進めている。
中でも「醸造業界を超えた市場開拓」は重要な
課題だ。

「醸造生産には発酵だけでなく“蒸す”“炒る”な
どの工程もあり、菓子・茶葉製造など一般食品業
界に応用が利きます。また、麹菌の固体培養技術
を応用した“機能性飼料”の開発も行っており、“生
産性の高い飼料”という世界的ニーズに応えられ
る可能性があります」
各プロジェクトの取り組みを全社的にわかりやす

く伝えるため、プロジェクトを動画で紹介する試みも
始めた。内容を取材し動画撮影・編集を行うのは、
若手社員たちだ。
「全社一丸でビジョンを実現していくためにも、社
内でどんな開発が進んでいるのか、全員で共有す
ることが大事だと考えています。何より、取材にあた
る若手にとっては、部門を超えて視野を広げる絶好
の機会となっています」
海外市場も拡大中。海外では日本食文化がさら
に広がりを見せるほか、アジアを中心とする地域に
は、日本とは異なる醤油や味噌などの醸造文化も
ある。
「これらを加速させるには、社員が創造性を発揮
することができる環境・仕組みが大事です」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社内ベンチャーコンテストや教育の
充実で、イノベーティブな空間を創る
同社には部門横断型の委員会が他にも複数設

けられている。その中の「業務インフラ刷新委員会」
を取りまとめるのが、経営企画室・頼純英氏。IT企業
からの中途転職者である頼氏が取り組むのは、ITイ
ンフラのレベルアップだ。
「コミュニケーションツール、生産管理システム・会

計システムの改善、目標管理システム・協力会社向
け発注システムの導入などIT環境の整備が進んだ
ことで、社員たちの情報共有は劇的に早くなり、業務
効率は大きく向上しています」
一方、経営企画室・久岡玲子氏が主導するのは、
開発ビジョンの社内浸透だ。2019年には社内ベン
チャーコンテストを企画し、年末には8プランのプレゼ
ンが行われた。
「”海洋ごみを回収し、微生物の力で分解する装
置開発”や“日本中の美味しい醸造食品を楽しめる
フジワラ食堂事業”など、どれも当社の技術や強みを
活かしたユニークなビジネスプランばかり。ビジョンの
浸透の手応えを感じました」
経営企画室・木寺耕太郎氏が着手するのは、教
育制度の整備。
「当社には独自の人材育成システムがなく、OJT
に比重を置きすぎています。“フジワラ塾”と称する若
手教育プログラムを稼働させました。フジワラ塾では、
製造・技術設計のコース別で月2回の講座を開設。
ものづくりの基礎となる材料力学や機械力学に関す
る講義を行っています」
講師を務めるのは社内のベテランたちだ。基礎学
問ばかりでなく、今後は実務を絡めた実践的な講義
も取り入れる予定だ。
「各プロジェクトや様々な試みから面白い技術が生
まれても、優位性やお客様のメリット感が明確でなけ
れば、ビジネスにはなりません。“これでいい”と安易に
満足するのではなく、新たな課題に向かって進んで
いく社員を育てたい。そのための環境整備に全力を
尽くしたいと思います」
と、藤原氏は気を引き締める。

株式会社フジワラテクノアート

取締役副社長 藤原 加奈 氏

開発ビジョン2050の理解を深めるワークショップ。第1回の様子 若手社員3名がチームを組み、開発プロジェクト担当者を訪問。
プロジェクトの内容について取材し、動画を編集して全社で共有
している

藤井 健太郎 氏。企画室長付。作業負荷軽減のためのロボッ
ト導入や社内コミュニケーション活性化など幅広いテーマに取
り組み、職場改善を進める。英語・インドネシア語に堪能

地域貢献を目的に実施している地域クリーン作戦。社員総出
で工場周辺の清掃を行いながら、社員のコミュニケーション活
性化も図る

岡山市北区富吉2827-3岡山市東区目黒町37

“微生物”で世界に貢献。
そのビジョンを共有し
“創造性”育成のための
環境を整える。

自動車シートで培った
ばね技術を基盤に、
世界市場へと展開する。
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【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人々を感動させるばね技術を独自開発
自動車用シートの一部であるヘッドレストやアー
ムレスト、オットマン（足置き）。自動車の快適性を上
げ、安定した運転操作姿勢を保つのに重要な役割
を果たすこれらのパーツを開発・製造しているのが
備前発条だ。不要時に収納できるヘッドレストや、
無段階での位置調整が可能なアームレストやオッ
トマンなど、高度化する要望に同社は独自の技術
で応えてきた。
代表取締役社長の山根教代氏は言う。
「創業者である祖父が、ばねでのロック機能に着
眼し、動作・位置保持させる“ばねロック機構”を考
案しました。ばねロック機構は時代とともに発展しな
がら、今も製品の基盤を成しています。私たちはば
ねを出発点とした当社のコア技術を、新しい世界
へ拡げたいのです」
創業以来、同社は「独自開発」に力を入れてき
た。15年前からは父である山根孟士会長が「開発
部」を発足させ、技術開発を継続。特許申請も積極
的に行ってきた。
「ばねはものづくりのベース技術の一つで、ばね
を基にした仕組みは様々な分野で活用されていま
す。自動車シートで培った技術を横展開すれば、新
たな市場が開けるでしょう。“ばね発感動”をスロー
ガンに開発提案型メーカーへ成長するのが、当社
のビジョンです」

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
医療・インテリアなど新たな分野を開拓
新たな市場として見据えるのは2つ。医療分野と

インテリア分野だ。
「両分野ともばね技術を要する製品がたくさんあ
ります。具体的な動きも始まっていて、インテリア分
野の顧客から試作品の依頼を頂いたり、介護用椅
子メーカーとの協業を模索しています。」

一方、既存の自動車分野も疎かにはしない。シー
トメーカーに同社エンジニアを派遣し、シート設計の
初期段階から加わるなど、今まで以上に関係を深
める。
また同社はタイにも工場を持つ。この拠点を、タイ
に進出する日本や海外の企業との接点づくりに活
用し、グローバルシートメーカーから受注するなどの
成果も生み出しつつある。
「私たちの強みが活かせる開発とは何か、固定
観念を捨て動いていきたい。そのためにも、多様な
人材が活躍できる場づくりが大事です」
200名弱の従業員のうち、女性は60名程度。中
国・インドネシアを中心とする海外人材は約50名
に及ぶ。その半数近くは専門的な技術を持つ高度
人材だ。また70歳を越えても元気に活躍するシニ
アもいる。さらに人材の多様化を促し、様々な知恵・
視点・経験を取り込んでいこうとしている。

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
外国人・女性・シニア・障がい者…
多様な人材が活躍できる場に
「シニア、外国人、女性、障がいを持つ方々。一
人ひとりが支障なく活躍できるよう負荷を軽減した
り、ライフイベントがあってもキャリアを継続できる仕
組みを整えていきます」
と語るのは、企画室長付の藤井健太郎氏。英
語・インドネシア語が堪能な氏は、外国人労働者に
とって心強い存在だ。氏はロボット導入やコミュニ
ケーション活性化など、多様なテーマに取り組む。
「2018年には、人との協業が可能なロボットを投
入しました。2019年も塗装工程にマテハンロボット

を配置。重いものを持つ工程が楽になるため、体力
的に不安のある人でもラインで活躍できるようにな
りました。ロボットにより、負荷軽減と品質担保の両
面が改善されています」
同社には、聴覚障がいを持つ社員もいる。そこ
で、アラートをランプにするなど視覚的に認知できる
工夫を重ね、その社員が安全かつスムーズに働け
るようにした。これらは、班長を中心に現場のみんな
で考えたことだ。
また外国人労働者にも意欲的かつ気持ちよく働
いてもらうための配慮も怠らない。朝礼・夕礼では必
ず外国人労働者を含めて情報を共有するようにし
ているし、指導する場合も一方的にならず、1対1で
話し合うよう心がける。技能実習生に寸志を支給な
ど待遇面の充実も図っており、日本語検定といった
資格を持つ者には資格手当も付与する予定だ。
「外国人・日本人の区別なく楽しく働いてほしい
し、私生活も大事にしてほしい。そのためにいろんな
制度を改善中で、産休や育休の制度も整備しまし
た。出産祝の一時金を増額したり、男性でも育児
休暇を取れるようにしたり。また残業を極力減らし、
しないといけない場合でも1日2時間以内に収める
ようにしています」
と笑う山根氏。ばね技術をベースに、新たな世界
へ羽ばたくための体制は、着実に整いつつある。

備前発条株式会社

代表取締役社長 山根 教代 氏

【事業の現在】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
醸造食品用設備・プラントで国内
シェア8割。海外展開も活発
醤油、味噌、清酒、焼酎、酢、みりん…など、和食に
欠かせない醸造食品。微生物の発酵作用を活かした
食品製造は、かつては熟練の職人が経験や勘に頼っ
ていた部分が大きかったが、今や多くの工程が機械化
され、品質の安定や生産性の向上を実現させている。
フジワラテクノアートは醸造食品向け設備・プラント
開発メーカーだ。国内醸造業界におけるシェアは8割と
圧倒的で、高品質な醸造食品の安定的生産に寄与し
ている。海外展開も活発で、同社製設備は世界20数
カ国に輸出されている。
「醸造用設備の耐用年数は40年くらい。長く使われ
るので、お客様も妥協はしません。全て製品はオーダー
メイドで、私たちはそれぞれのお客様の異なる声を的確
に汲み取り、設備に反映してきました。開発からアフ
ターフォローまで、御要望に丁寧に応える姿勢が、長期
的な信頼につながったのではないでしょうか」
と、同社副社長・藤原加奈氏はシェア要因を分析す
る。横の結びつきが強い醸造業界で1500社に上る
メーカーと取引関係にあるのは、同社が一つひとつの
案件に真摯に向き合ってきたからだろう。

【将来の方向性】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
従来とは異なる新たな発想で国内外
の新市場を開拓
同社は、微生物の力を追求し、多様なパートナー

と共に新たな市場や産業を創ろうという意思のもと
「開発ビジョン2050＜世界で微生物インダストリー
を共創＞」を掲げた。このビジョンの実現に向け、同
社は部門横断型の委員会を組織し、AI活用、固体
培養技術、CO2削減など15の開発プロジェクトを
並行して進めている。
中でも「醸造業界を超えた市場開拓」は重要な
課題だ。

「醸造生産には発酵だけでなく“蒸す”“炒る”な
どの工程もあり、菓子・茶葉製造など一般食品業
界に応用が利きます。また、麹菌の固体培養技術
を応用した“機能性飼料”の開発も行っており、“生
産性の高い飼料”という世界的ニーズに応えられ
る可能性があります」
各プロジェクトの取り組みを全社的にわかりやす

く伝えるため、プロジェクトを動画で紹介する試みも
始めた。内容を取材し動画撮影・編集を行うのは、
若手社員たちだ。
「全社一丸でビジョンを実現していくためにも、社
内でどんな開発が進んでいるのか、全員で共有す
ることが大事だと考えています。何より、取材にあた
る若手にとっては、部門を超えて視野を広げる絶好
の機会となっています」
海外市場も拡大中。海外では日本食文化がさら
に広がりを見せるほか、アジアを中心とする地域に
は、日本とは異なる醤油や味噌などの醸造文化も
ある。
「これらを加速させるには、社員が創造性を発揮
することができる環境・仕組みが大事です」

【働き方改革】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社内ベンチャーコンテストや教育の
充実で、イノベーティブな空間を創る
同社には部門横断型の委員会が他にも複数設

けられている。その中の「業務インフラ刷新委員会」
を取りまとめるのが、経営企画室・頼純英氏。IT企業
からの中途転職者である頼氏が取り組むのは、ITイ
ンフラのレベルアップだ。
「コミュニケーションツール、生産管理システム・会

計システムの改善、目標管理システム・協力会社向
け発注システムの導入などIT環境の整備が進んだ
ことで、社員たちの情報共有は劇的に早くなり、業務
効率は大きく向上しています」
一方、経営企画室・久岡玲子氏が主導するのは、
開発ビジョンの社内浸透だ。2019年には社内ベン
チャーコンテストを企画し、年末には8プランのプレゼ
ンが行われた。
「”海洋ごみを回収し、微生物の力で分解する装
置開発”や“日本中の美味しい醸造食品を楽しめる
フジワラ食堂事業”など、どれも当社の技術や強みを
活かしたユニークなビジネスプランばかり。ビジョンの
浸透の手応えを感じました」
経営企画室・木寺耕太郎氏が着手するのは、教
育制度の整備。
「当社には独自の人材育成システムがなく、OJT
に比重を置きすぎています。“フジワラ塾”と称する若
手教育プログラムを稼働させました。フジワラ塾では、
製造・技術設計のコース別で月2回の講座を開設。
ものづくりの基礎となる材料力学や機械力学に関す
る講義を行っています」
講師を務めるのは社内のベテランたちだ。基礎学
問ばかりでなく、今後は実務を絡めた実践的な講義
も取り入れる予定だ。
「各プロジェクトや様々な試みから面白い技術が生
まれても、優位性やお客様のメリット感が明確でなけ
れば、ビジネスにはなりません。“これでいい”と安易に
満足するのではなく、新たな課題に向かって進んで
いく社員を育てたい。そのための環境整備に全力を
尽くしたいと思います」
と、藤原氏は気を引き締める。

株式会社フジワラテクノアート

取締役副社長 藤原 加奈 氏

開発ビジョン2050の理解を深めるワークショップ。第1回の様子 若手社員3名がチームを組み、開発プロジェクト担当者を訪問。
プロジェクトの内容について取材し、動画を編集して全社で共有
している

藤井 健太郎 氏。企画室長付。作業負荷軽減のためのロボッ
ト導入や社内コミュニケーション活性化など幅広いテーマに取
り組み、職場改善を進める。英語・インドネシア語に堪能

地域貢献を目的に実施している地域クリーン作戦。社員総出
で工場周辺の清掃を行いながら、社員のコミュニケーション活
性化も図る

岡山市北区富吉2827-3岡山市東区目黒町37

“微生物”で世界に貢献。
そのビジョンを共有し
“創造性”育成のための
環境を整える。

自動車シートで培った
ばね技術を基盤に、
世界市場へと展開する。
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多 様 な 働 き 方

×
多 様 な 人 材
が 活 躍 す る 企 業

～女性経営者が語る働き方改革～

発行：岡山県中小企業団体中央会 〒700-0817　岡山市北区弓之町４番19-202号　TEL 086-224-2245

【令和2年度中国経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業】


