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すが、世界的な環境意識の高まりを受け、鉛やカドミウムを含ま
ない「鉛レス・カドミレス」と呼ばれる銅合金が要求されるように
なっています。そこで当社では、鉛成分を0.1%以下、カドミウ
ムを0.01%以下に抑制したうえで、従来品と同等の加工性を持つ
鉛レス・カドミレス銅合金の開発を行ってきました。
鉛の代替物としてシリコンとビスマスがあり、これらの成分含

有率を変えることで、加工性を変化させることができます。しかし、
溶解と鋳造条件の微妙な違いによって材料組織が変化し、次工程
である押出、その治具である金型の条件に影響を与えて、当社が
得意とする複雑形状の異形棒の角部に割れなどを発生させてしま
います。その問題を解決するために溶解の工程から研究を重ね、
複雑形状が押し出せる鉛レス・カドミレス黄銅棒の開発に成功しま
した。

●当社が作らなければ世の中に生まれない
10年程前、電機メーカーが主催する環境セミナーに参加し、環

境対応製品の必要性を意識しました。しかし当社の場合、環境に
配慮した製品を作るにも、それが異形棒でできなければ意味があ
りません。規格品ではなく、その都度異なるものを作るため、簡
単には取り組めな
い。それが課題で
した。また、開発
を急がなくても会
社の業務に支障は
ありません。通常
の製品開発を最優
先し、環境対応製

平成22年度「京都中小企業優秀技術賞」を受賞された企業の概要および開発された技術・製品等
について、代表者や技術者のお話をうかがいます。

●“異形の開明”として58年
当社は伸銅品とアルミ形材の押

出（引抜）専門メーカーです。伸銅
とは、銅と亜鉛の合金で、別名、
黄銅（おうどう）・真鍮（しんちゅう）
と呼ばれるものです。適度な強度
と切削性を持ち、建材や電気・機械
部品、自動車、鍵材など多岐に利
用されているほか、黄金色の美麗
な色調と重厚な面持ちをあわせ持
つことから、高級感のある雰囲気
を出すことにも使われます。一方、
アルミニウムも成型加工性に優れ
た金属であり、軽い、強い、電気・

熱をよく通すという特性から、輸送分野をはじめ、建材、装飾品、
冷暖房装置、精密機器など幅広い分野で使われています。
創業は1952年。寺社が多い京都は、古くから伸銅のメッカで

50年前には25社あったと聞きますが、多様な金属材料の登場に
よって今では５社となっています。なかでも当社は、創業期から
規格・標準品以外の異形・特注品分野に特化していることが特徴で、
黄銅異形棒を得意とします。一般に黄銅棒の96%は丸型で、残り
の４%が四角、六角などですが、当社は四角、六角よりさらに複
雑で特殊な形状を得意とするため、“異形の開明”とも呼ばれてい
ます。

●鉛レス・カドミレスの異形黄銅棒を開発
通常、銅合金の製造工程では加工性を高めるために鉛を混ぜま

【第2回】 開明伸銅株式会社
「環境対応型鉛レス・カドミレスの伸銅異形棒」

京の技シリーズ
～技術開発に成果をあげ京都産業に貢献した中小企業の紹介～

▲代表取締役社長　岡村 圭一郎 氏

▲異形黄銅棒
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みても環境対応というだけで売れることはないでしょう。今後は、
環境対応は当然として、これを使えばコストダウンできるという
ような付加価値が必要だと思います。そこで現在、力を入れて営
業展開しているのが、新製品の黄銅異形中空棒「ミトーセル」です。
これは、従来お客様サイドで行っていた空間加工をすでに施して
いるため、難切削をする必要がなく、加工の工程・時間が短縮でき
ます。従来材質と環境対応材質の両方を用意し、鉛レス・カドミレ
ス製品を広める機会にしたいと考えています。
私は社長になって10年目。就任直後は、自分が社長になれば何

かが変わると思っていて、横文字の経営スローガンを考えたりも
しましたが、結局根付きませんでした。今のスローガンは「ええも
んつくろう」。愚直、真面目、一生懸命といった開明伸銅のDNA
こそ大事なものと気づきました。このスローガンは社内に根付き、
日々の原動力になっています。これから10年かけて、開明伸銅の
さらによいDNAを醸成していくことが私の目標です。
そして、海外展開も中期目標の１つ。活力あるアジアのほか、

中東なども視野に入れていきたいと考えています。

技 術 者 か ら 一 言
技術本部 部長 吉木 秀貴 氏
2009年以降、鉛レス・カドミレス伸銅

異形棒の改良を担当。その過程では、組織
写真や文献を見ながら、試作を繰り返しま
した。現在力を入れているのは、穴あき黄
銅棒「ミトーセル」です。異形の中空材を扱
うのは当社だけであり、コストダウンして
どれだけ世の中に広めていけるか、やりがいを感じます。中空材
だけに安定的で耐久性が高い金型にすることも課題です。今より
さらに精度が高い材質を考えていきたいと思います。

平成22年度技術顕彰受賞企業紹介

【お問い合せ先】（公財）京都産業21 経営革新部 経営企画グループ TEL：075-315-8848  FAX：075-315-9240
E-mail：keieikikaku@ki21.jp

品はついつい後回しになっていたというのが正直なところです。
そのうち、ヨーロッパの規格では４%まで含有が認められてい

る鉛について、アメリカで排除する動きが高まりました。異形の
黄銅棒を日本で手がけるのは当社だけ。ということは、この分野
の鉛レス・カドミレス製品は、当社が作らなければどこも作らない。
そういう使命感もあって開発に着手したのが５、６年前です。
とはいえ、当社に開発専門の部署はなく、最初は通常業務の合

間に少しずつ、工場長や製造部のメンバー数名に指示して進めて
いたに過ぎませんでした。しかし、次第にお客様からも環境対応
製品について引き合いが来るようになり、それに応える形で本格
的に取り組んだのが2007年。今の時代に大学や研究機関で銅を
研究する専門家はいないため、業界の様々な先輩方を回って知恵
を借りました。しかし、異形棒を作る技術は当社だけのものであり、
最終的な材料と金型とのマッチングは独自に取り組むしかありま
せんでした。

●開発を後押しした「経営革新計画」
開発は、基本的には材料の配合成分を変えるだけですが、材料

を金型に入れて押し出す際、丸や四角など単純な形なら押し出せ
ても、特殊な形状だと構造の大きな部分と小さな部分では押し出
す圧力が異なるため、押し出されるスピードが異なり割れてしま
います。これをクリアするためには、スムーズに押し出しができ
る流れのよい材質を開発する必要がありました。ここが難しかっ
た部分です。何度もテストをした結果、スクラップ廃棄した量は
10トンにも及びます。鉛レスとカドミレスではそれぞれ配合も違
うため、２つを同時並行で通常業務の合間に行うのは大変でした。
2008年に技術はほぼ完成しましたが、これでできた!との実感

は乏しく、まだ改良の余地があると感じていました。そこで
2009年の初め、リーマンショックで市場が停滞していたことも
あり、京都産業21の協力のもと「経営革新計画」をまとめました。
これが自社の技術や組織体制、事業展開を考え直す契機となり、
以後は吉木（現・技術本部長）を中心とした開発体制をつくり、技術
改良を進めました。当社の製品はほとんどが特注品ですから、お
客様が希望される形状を実現するために金型や加工法をその都度
検討します。そうしたノウハウが技術改良につながっています。

●環境対応+コストダウンで魅力増強
本製品に対する引き合いは増えていますが、通常製品との価格

差があるため、即受注には結びつきません。世の中の景気状況を

会社概要
●会 社 名：開明伸銅株式会社
●所 在 地：（本社）亀岡市大井町並河3-10-1
●代 表 者：代表取締役社長　岡村 圭一郎
●資 本 金：9,000万円
●事業内容：伸銅･アルミニウムの押出形材製造
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京都ビジネス交流会フェア2012の開催について
京都府と公益財団法人京都産業21では、平成24年２月23日

（木）と24日（金）の２日間にわたり、京都パルスプラザ（京都府総
合見本市会館）において「京都ビジネス交流フェア2012」を開催
します。
同フェアは、京都産業活性化策の一環として開催するもので、今
回で13回目となる「ものづくり加工技術展」や商談会、各種講演
会、セミナーなどのイベントの開催を予定しています。

現在、京都府内の中小企業の加工技術や独自技術を展示し、新たなビジネスパートナーの発掘や今
後の企業戦略・事業展開等に役立てていただける「ものづくり加工技術展」への出展企業を募集してい
ます。数多くの方々のご参加をお願いしたいと考えていますので、ぜひ、ご出展ください。
なお、詳しい開催概要・出展募集内容は同封のチラシまたは財団ホームページをご覧下さい。

→　URL： http://www.ki21.jp

締切　平成23年９月30日（金）
１　日　　時　平成24年２月23日（木）～24日（金） 午前10時～午後５時
２　会　　場 京都パルスプラザ　京都府総合見本市会館　大展示場ほか

（京都市伏見区竹田鳥羽殿町）
３　主　　催 京都府　公益財団法人京都産業21
４　出 展 料 １小間　６万円（W3m×D3m×H2.5m）※角小間希望は２万円増し。

５　出展対象  京都府内に事業所を有する機械、電気、精密、プラスチック、木
工等の製品及びその部品等（ソフトを含む）を製造するものづくり
系中小企業・グループ

６　募集規模 150小間
７　お問い合わせ先　事務局：公益財団法人京都産業21

（〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134）
事業推進部 市場開拓グループ
TEL：075-315-8590　E-mail：market@ki21.jp

京都ビジネス交流会フェア2012の開催について
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ＩＴ講習会のご案内

ＩＴ講習会のご案内

【お問い合せ先】（公財）京都産業21 経営革新部 経営改革推進グループ TEL：075-315-8848  FAX：075-315-9240
E-mail：kaikaku@ki21.jp

■講座名、開催日…下記の一覧をご参照下さい。
■講習時間…10時～17時
■講習会場…京都府産業支援センター2F・5F（京都市下京区中堂寺南町１３４）
■申込方法… 締切日（各講座7日前）までに、会社名、受講者名、役職、E-Mail、電話・FAX番号を記載の上、FAX又はE-Mailにてお申込ください。

FAX：075-315-9240　E-Mail：kaikaku@ki21.jp
　　　　　　※WEB上でのお申込も可能です。　WEBサイト  http://www.ki21.jp/it/it_koushu/h23/
ご注意　○申込者が定員を超えた場合、受講数が６名に満たない場合は参加をお断りする場合がございます。
　　　　○【応用】となっているコースはそれぞれのアプリケーションについて基本的な知識を有している方が対象となります。

№ 講　　座　　名 日　　程 受講料

１
ホームページ作成講座（使用アプリ：ホームページビルダー14）
ホームページビルダーの高度な利用、WEBアートデザイナー、WEBアニメーター、CSS等に
ついて。実習を重視した実践的な講座を実施します。

７月14日（木）
７月15日（金）

一般10,000円
KIIC会員8,000円

２
HTML/CSS講座
HTMLとCSS（スタイルシート）を使ったHPの作成方法について学ぶ。WEBアクセシビリ
ティに配慮した、標準規格に準拠した見栄えの良いHPの作成について。

７月28日（木）
７月29日（金）

一般10,000円
KIIC会員8,000円

３ Excel2007　入門講座
Excelの基本的な使用方法について学びます。 ８月11日（木） 一般5,000円

KIIC会員4,000円

４ Excel2007　応用講座
基本的な知識を習得している方を対象に、応用活用とマクロ／VBAの基本について学習します。 ８月12日（金） 一般5,000円

KIIC会員4,000円

５ Excel2007　ビジネス活用　関数テクニック講座
仕事に活かせる関数テクニックをわかりやすく解説。業務効率化に使えるビジネス向け講座。

８月25日（木）
８月26日（金）

一般10,000円
KIIC会員8,000円

６
Excel2007　マクロ／VBA講座
マクロやプログラミング言語「VBA」を活用して、さらに効率よく業務を進めるテクニックを習得。VBAの基本的な
用語から、記録機能を使用したマクロの作成や編集、変数や制御構造、分岐処理など実践に近いデータを使用して解説。

９月１日（木）
９月２日（金）

一般10,000円
KIIC会員8,000円

７ Access2007入門講座
Accessの基本的な使用方法について学びます。

９月29日（木）
９月30日（金）

一般10,000円
KIIC会員8,000円

８ Access2007応用講座
基本的な知識を習得している方を対象に、応用活用について学習する。

10月13日（木）
10月14日（金）

一般10,000円
KIIC会員8,000円

９ PowerPoint2007講座
パワーポイントを使ったチラシやプレゼン資料の作成について学びます。 10月27日（木） 一般5,000円

KIIC会員4,000円

10 PowerPointを活用したプレゼンテーションテクニック講座
プレゼンに適した資料の作成や聞き手に伝わるプレゼンテクニックについて学ぶ。 10月28日（金） 一般5,000円

KIIC会員4,000円

今年度のIT講習会は、WEBサイト作成系の講座を２つ、事務処理系の講座を６つ、プレゼンテーション系の講座を２つの計10講座
を開講します。
・WEBサイトの作成、CSSを使ったアクセシビリティに富んだホームページの作り方
・エクセル、アクセスの基本から関数、マクロまでの知識獲得
・パワーポイントを活用した資料作りやプレゼンテクニックetc
などに興味がある皆様の御参加をお待ちしています。

各定員10名
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2011年５月23日（月）、京都府産業支援センターにおいて、京都府異業種交流会第32回総
会に続いて開催された「2011講演と交流のつどい」基調講演の要旨をご紹介します。

2011講演と交流のつどい

●人対人のコミュニケーション力の必要性
日本には、優れた技術があるのに収入に結びつけることが下手

な企業が多いです。そこで、自社技術の換金法について中小企業
400社にアドバイスした経験から、利益獲得の上手な手法を事例
に基づいて解説します。時間の都合で、今回は私が行う業績向上法
のわずかしかご紹介できませんが、ご質問・ご相談はメールで随時
受け付けています。
私は工学部の大学院を卒業後、日本電信電話公社（現NTT）に

入社しました。民営化したNTTコミュニケーションズのセールスエ
ンジニアリング部長を最後に定年退職し、大学教授になった変わり
種です。電電公社からNTTコミュニケーションズに変革していく過
程での企業経験をもとに、働かない組織を働く組織にどう変えてい
くかの経営手法を伝えています。
情報化時代の今、インターネットが発明されて機械化され、営業

は伝えることの単純労働から解放され、人対人のコミュニケーショ
ンが重要になりました。しかし企業の現場では、対人間の仕事が得
意な団塊世代の社員が退職し、携帯電話とにらめっこするばかりの
若い社員がどんどん入社してきて、大問題になっています。
営業人件費の分析結果を見ると、75%はホームページやパンフ

レットを高度化すれば削減可能な作業に費やされています。ウェブ
でできることを人間が行っており、これは人件費の無駄遣い。営業
には、人対人の関係性を構築して「自分を売る」ための高度なコ
ミュニケーションが必須であり、営業心理学の積極的な習得は若手
にとって重要です。

●人間が営業作業をしてはいけない!
どんなによいものを作っていても、それを伝えられなければ会社

の業績は向上しません。まず必要なのは「営業活動の機械化」。第
１段階は、買うかどうかわからないお客様に対して広く薄く働きか
けるリーンマーケティングです。一方的押し付けの「web1.0」では
なく、お客様の思考パターンに沿った答えを提供する「web2.0」
でホームページを作ることが大切で、これに問い合わせ機能を設

ければ魚群探知機となって、大海原でお客様を見つけることができ
ます。第２段階が派遣社員・アルバイトを使った「営業活動の前さば
き」です。どうしても人が行かなければならない場合も正社員が行
くと人件費がかかります。正社員は最後の最後、３層目です。この３
層構造によって営業が効率化し、営業マンはスキルアップ活動に専
念できます。営業マンは作業にかまけて、本来の営業の仕事から逃
げています。この作業をどんどん取り上げる。私がNTTコミュニ
ケーションズでこれを実行する前と後では、一人あたりの粗利が
2,700万円から9,600万円に上がりました。３倍以上の効果で
す。

●伝える技術の改善ポイント
情報化時代の営業変革で大切なのは、お客様に情報を伝える

ホームページの構造設計です。１番目は誰に伝えるのか。素人か玄
人か、学生か主婦かで知りたいことも違う。ホームページ作成で
は、この人たちをそれぞれ満足させるトークページをどう作るかが
重要です。知りたいキーワードを入れたら、それぞれを個別に満足
させる情報がたくさん出てくるように作る。これを私は“くまでシス
テム”と呼んでいます。くまでのように様々なお客様を取り込むわ
けです。この仕組みで、従業員15名の板金会社のホームページを
作ったところ、日本を代表する鉄鋼メーカーからアプローチがあ
り、年間12億円の直接契約を受注しました。
２番目は、商品を知ってもらうための３秒でわかるキャッチコ

ピー。ここで失敗するとよい商品でも売れません。キャッチを作る
際、自社のことを客観的に見るのはなかなか難しいですから、第三
者の意見を聞くとよいですが、広告代理店に任せてはいけません。
伝える技術は自社の生命線であり、第三者にはわからない部分で
す。
そして、３番目に金額の妥当性や商品の優位性を理解してもら

い、４番目に購入してもらい、５番目に固定客になってもらうという
流れです。
お客様は、「この会社は私にどんな価値を提供してくれるのか?」

を知りたいのですから、自社のホームページやパンフに、自分の経
営理念や自社の自慢したいことを書いてはいけない。経営理念・方
針は、裏を返せば「経営者がいまだに解決できていないこと」です。
また、「やる気のある人を求む」という求人をよく見ますが、社員

のやる気は会社の風土が引き出すもの。つまり、「私はやる気を失
わせている経営者です」と書いているようなもので、自己満足の求
人です。就職活動をする学生は、自分の人生を賭けられる会社かど
うかを見ています。この会社でどのようにステップアップしていけ
るかを知りたいのですから、在職者のキャリアパス事例を載せると
学生からの信頼を得やすい。給与や業績評価の規定をきちんと見

基調講演

“すぐに使える”
「情報化時代の業績向上法」－心理学を使った営業方法－

プロフィール
中部大学経営情報学部教授　VMS副センター長
京都大学　工学研究科　非常勤講師
工学博士　児玉 充晴 氏
1978 年、京都大学工学部電子工学科大学院
修士課程卒。日本電信電話公社（現NTT）
に入社し、企業通信関係ビジネスを担当。

電電公社からNTTコミュニケーションズに変革していく過程での企
業経験をもとに経営手法を教えている。
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【お問い合せ先】（公財）京都産業21 連携推進部 企業連携グループ TEL：075-315-8677  FAX：075-314-4720
E-mail：renkei@ki21.jp

2011講演と交流のつどい

せないと採用ページは作れません。そのためには、社内の仕組み
を徹底的に改善する必要があります。ホームページを作るというこ
とは、お客様の目で会社を見つめ直すこと。この点で、創業者であ
る一代目社長より第三者的な目を持つ二代目のほうがホームペー
ジは成功しやすいのです。

●お客様の満足体験をホームページに
社長の過去の成功体験は、実は害になりやすい。いったん白紙に

して、「自社の製品やサービスをお客様はどのように知って、なぜお
金を出してくれたのか」を、寝ても覚めても考えてください。昨日
の注文はなぜ得られたのか。なぜ、たくさんある会社の中から自社
を選び、命の次に大切なお金を払ってくれたのかを徹底解析しなく
てはいけません。これが一番重要なことで、そこがわからない限り、
ホームページを作ってはいけないのです。
この部分を広告代理店に任せてしまうのは愚の骨頂であり、見

た目はかっこいいホームページやパンフから、経営者の“お客様中
心に考えられない愚かさ”や“劣等感の裏返し”をお客様は感じてし
まいます。安易に「高品質、低価格、短納期」といった言葉を使うの
は、情報化時代に乗り遅れた会社。たとえば、人はなぜ家を買うか。
そこでくつろぐ自分の将来像にお金を出すのです。物件も気にな
るが、信頼できる会社かどうかを最も知りたい。だから、チラシに物
件の見取り図を詰め込むよりも、実際に購入してご満足いただい
たお客様の写真とコメントを入れるほうが信頼を得やすいのです。

●心理学を応用したケーススタディー
私の業績向上法では、心理学を応用します。たとえば、「特化した

満足を得るためにお金を出す」という心理に即したロングテール戦
略。市場全体に比べればニーズは小さいが、確実に需要があるジャ
ンルに特化する戦略です。私の提案で、「花粉症対策住宅」に特化
して伸びている住宅会社があります。また、ある布団屋さんに「布
団屋」ではなく「安眠屋」になるようアドバイスしたところ、心身を癒
やす照明やCDまで扱うようになり、遠方からお客様が集まる店に

なりました。工業化時代は「布団屋」のようにモノに「屋」を付けまし
たが、情報化時代は「安眠屋」のように効用に｢屋｣を付けるべきな
のです。
また、コミュニケーション能力の向上にも心理学を活用します。

たとえば、人とペースを合わせることで人の心に寄り添う「ペーシ
ング法」。お客様が勘違いして怒っていたら、すぐに間違いを正すよ
り、それに同調して話を合わせたほうがいい。当面は「そのとおりで
すね」と感情に寄り添い、感情が落ち着いてからこちらの話をする
ことです。ここでケーススタディーをしてみましょう。あなたは、あ
る中小企業の若手営業担当者だとして、お客様から自分の上司の
悪口を言われたらどう対処しますか? この場合、同調して上司の悪
口を言うのもよくないですし、お客様の不満の原因を深く聞くのも
よくありません。不満を話せば話すほど腹が立ってくるのが人間。
お茶を濁して別の楽しい話題に切り替えるほうが得策です。私の社
会人大学では、このようなケーススタディ法で若い社員のコミュニ
ケーション能力向上研修を行っています。

●経営面での産学連携を！
私は、中部大学では大脳生理学や認知科学、社会心理学といっ

た人間の基本行動に関する研究を行っています。この理論を応用
して社会で実証実験したい大学と、収益向上を望む企業とが産学
連携を行うのは、ふさわしいマッチングといえます。つまり、“儲け
方”の産学連携です。たとえば、マンションの大家向けに空室対策
を研究し、ソーシャルネットワークサービスのmixi（ミクシィ）を活
用する方法を実践したところ、すぐに満室にすることができました。
こうした産学連携の一環として、中部大学MBAでは無料個別企業
相談をお受けしています。相談結果は特定企業名を抜いてMBA
での教材にさせていただくことが条件。過去、約400社からの相
談実績があり、企業への出張講義も行っています。まずは大学にア
クセスいただくことが、新たな企業生き残りの秘策になるかもしれ
ません。遠慮は人生の大敵です!
◇ご相談先：kodama@isc.chubu.ac.jp （児玉）
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北部企業紹介

京都府南部地域と比べて交通インフラをはじめとする経営や雇用の環境が厳しい北部地域において、自
社の強みを生かし、将来の産業構造や顧客ニーズに備えて努力を続けている中小企業を紹介します。

●超小型の精密部品加工に特化
　大阪のプラスチック加工の会社に勤めた後、1984年に大宮町で創業
しました。当初の設備は汎用彫刻機のみ。これらは本来、銘板など文字彫
刻のための設備でしたが、工夫しながら精密部品加工に使いました。設
備投資がままならなかった創業期は大変でしたが、このとき得た応用技
術と幅広い加工経験のおかげで、今は全ての材料に対応できることが一
つの強みとなっています。
　現在は14台のマシニングセンターをはじめ、20以上の設備を導入し
ており、小さいながらも３工場で、材料の搬入から最後の品質検査室まで
のラインを形成しています。一般的な金属加工とほぼ同様の設備です
が、プラスチック加工の市場規模は圧倒的に小さく、その中でも超小型
の精密部品加工に特化したニッチな業種です。切削加工によるほとんど
接着部のない完全一体型であり、試作から金型なしで行います。

●脚光を浴びる産業に次々関わる
　主な分野は、半導体、液晶及び太陽光パネルなどの製造関連部品加工
です。京都には世界的なモノづくり企業が多いこともあり、これまでもビデ
オデッキ、ゲーム機及び携帯電話と脚光を浴びる産業に関わってきまし
た。扱う製品が小さいことは、流通面でも有利で、京都北部という立地のデ
メリットもありません。

　近年は、下請けだけでなく、直接取引もいただけるようになり、図面を見
て様々な提案をしながら、お客様も当社もお互いに満足度の高い仕事が
できるようになってきました。ただし、高い技術力が必要な仕事と比較的易
しい仕事とを、バランスを取りながら受けることで受注変動のリスクを避
けるようにしています。

●お客様にも社員にも誇れる工場に
　「社員あっての会社」。もともと勤め人だった経験から、職場環境は非
常に大切にしています。福利厚生はもちろん、工場の床は冬場の冷え込
みを考えて、立ち仕事の負担を軽減できるよう板張りにし、設計を手掛け
るPC制御室は作業の音が妨げにならないよう防音機能を施し、また休憩
やイベントで使う和室は男女それぞれに設けるなど、小さいながらも社
内の環境整備に努めています。
　これは単に社員のための環境整備というだけでなく、出来上がった製
品が良ければそれで良いと
いう昔の職人仕事ではこれ
からはだめだと考えたからで
す。その製品が「どのような
環境で、どのように作られた
のか」も問われる時代に対応
できるよう、工場の整備に力
を注ぎました。

●今後の抱負
　今後の目標は、短期的には３次元多軸加工機の導入を検討しています
が、既存の仕事を存続しながら、他社にできないプラスチックの製品づく
りを目指しています。しかし、大企業でも大変な努力をしている時代に、
零細企業が存続するためには、さらなる企業努力が必要であり、常に進化
し続けるためには、経営者も社員も一丸となって技術力の向上に努めて
いかなければならないと考えています。

【お申し込み・
お問い合せ先】 （公財）京都産業21 北部支援センター

TEL：0772-69-3675  FAX：0772-69-3880
E-mail：hokubu@ki21.jp

▲代表取締役　浅井 英夫 氏

浅井プラパーツ株式会社
代表取締役　浅井 英夫 氏
所在地●京都府京丹後市大宮町善王寺385
ＴＥＬ●050-3465-7876／0772-64-4976
ＦＡＸ●0772-64-4988
業　種●プラスチック製工業用精密部品の試作・加工・製造

先端的モノづくり企業を支える
プラスチック製精密部品の加工技術
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　陝西省西安市への訪問は本代表処が
新年度において行う重要な仕事の１つと
なります。４月中旬に、私たちの願望は実
現しました。

　皆様もご存知のように、大唐盛世の時代
に、沢山の遣唐使が長安（現在の西安）に勉
強に来ました。文字から飲食、服飾から建
築等などは遣唐使を通じて日本に伝わりま
した。京都の町づくりでさえ当時の長安を
真似して作ったものです。このような歴史
の縁のおかげで、1983年に、京都府と陝
西省、京都市と西安市は友好提携を締結し
て、長期に渡って友好交流をしてきました。
しかし、ここ数年間の交流は少し低迷して
いるようで、親戚でもお互いに往来しない
と親しみが薄れてきます。『西安への再認
識、西安への再発見』、これは私たちにとっ
て大きな使命と考えています。私たちは
21世紀の遣唐使になれるのでしょうか。

　私と首席代表の藤原は陝西省商務庁と
外事交流処（政府部門）、西安高新開発区
（外資系企業が最も集中している地域）、

陝西省文化投資有限公司（文化を産業化する巨大規模の国家企業）、陝西省
社会科学院（政府のシンクタンク）を訪問しました。百聞は一見にしかず、そ
の見聞は私たちに陝西省に対する新しい認識をもたらしました。

１、  ここ数年間、陝西省の北部では絶えず石炭、石油、天然ガスが発見され、
埋蔵量は中国でNO.1。完全に自給のうえ、北京や上海にも送電してい
る。電力供給に心配はない。

２、  陝西省に100以上の大学と1000以上の研究所があり、科学研究開発
の総合能力は北京と上海に次いで、中国NO.3であり、人材の供給は豊
富なだけではなく、コストも沿海部よりずっと低い。西安人は大体温厚
で、故郷から離れず、定着感がある。

３、  第12回５か年計画において、内需拡大や中西部大開発で中央政府が陝
西省の全面建設への支援を強める。外資誘致にさらに多くの優遇政策
ができるだろう。

　中央政府は西安を中国の第三番目の国際都市にすると言っています。北京
は政治中心、上海は商業中心、西安は文化中心だと西安人は自慢し、誇ってい
ます。確かに私たちが今まで数多く訪れてきた都会は、どこも経済発展のパ
ターンがほとんど類似していますが、濃厚な文化基礎の上で経済を構築し発

展させているのは西安しかないと言えます。深い文化に支えられている経済
こそ末永く繁栄するのでしょう。これはまるで京都のようで、千年の歴史を舞台
にしてきたからこそ、世界でも名を知られている有名企業とハイテクの中小企
業が数多く誕生し、且つ持続発展ができており、文化の力は無視できません。

　西安は周辺に５つの開発区を持っています。①高新技術開発区（ハイテク
産業、電子産業、先進製造業）、②経済技術開発区（製造業）、③曲江文化産業
園区（映画・ドラマ制作、文物・古建築保護）、④浐灞生態園区（国際園芸博覧会
の会場）、⑤杨凌農業産業開発区（中国唯一のハイレベル農業産業実験区）

　また西安から１時間程度離れている宝
鶏市も、大手企業へ部品を供給するサプ
ライヤーが沢山あり、工業基盤はしっかり
しています。確かに現在の西安における
経済総合能力と消費水準は沿海部の一
部の大都会よりまだ低いですが、西安が
保有している地域規模、ハイレベル・高素
質の人材量、豊富な資源、またこれからま
すます増えていく富裕層と潜在的な購買
力などなど、西安の未来の実力は認めら
れるべきであろうと思います。

　陝西省西安市の政府関係部門でも、開
発区でも、または学校や研究所でも、人々
は皆京都に好感を持ち、京都への認知度
は高い。これは唐朝時代の友好交流が千
年の時空を通り越し、今日に至ったので
しょうか。今後経済と文化において、京都
と陝西西安との交流がさらに発展するよ
う願っています。

　夕日にすっぽり包まれる雄大な大雁塔
を遠くから眺めながら、まるで唐時代に頑
張っている遣唐使たちの面影が見えたよ
うな気がしました。1500年の年月は一
瞬でなくなり、新しい使命が私たちの身に
おちたのでしょうか。私たちは21世紀の
遣唐使になれるのでしょうか。京都府と陝
西省が相互に理解し、産業・研究開発面で
よりよい友好関係を築くこと、そこに京都
産業21の支援があれば、この回答は
YESとなりますよね。
 （レポート：劉　梅）

TEL. 075(361)8600
FAX. 075(351)8341

21世紀の遣唐使

上海代表処だより　Vol.4

【お問い合せ先】（公財）京都産業21 事業推進部 市場開拓グループ TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：market@ki21.jp

▲ 劉が西安の名物『羊肉泡馍』を楽
しんでいる。馍（ナンみたい）を
手で細かくしてから、長時間煮
込みのヒツジスープをかける。

▲ 藤原首席代表が高新開発区の立
派な展示館で書き残した言葉

▲ 日本と変わらぬきれいな百貨店

▲ 雨の中の大雁塔と古めかし
く優雅な商店街

▲ 西安高新開発区の区役所
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●基礎技術のパルブラットと3Dヒーター
　当社では、《パルブラット》という独自
に開発した部材を基礎技術として、様々
な開発を行っています。パルブラットと
は、15～50μmの厚さの金属箔（ステ
ンレス）両面に均一な波形と突起付き貫
通孔を特殊加工したものです。同サイズ
金属の1.5～３倍もの比表面積を得ら
れることから、アイデア次第で様々な用
途に活用できる汎用性に優れた部材で

す。私が、父の会社に在勤していた20年ほど前、電池極板の精度
向上について研究する過程で開発。その後、多方面への可能性を
探っていくことになりました。
　まず1998年、バルブラットと絶縁テープ（アルミナ）を巻い
た（重環した）多孔集積体に電気を通して加熱し高い温度（最高
表面温度1050度）を実現する、抵抗加熱方式のヒーター《3D
ヒーター》を開発しました。これは、通電加熱した多孔集積体に
処理対象物を通過させて燃焼・加熱（熱伝達率96.7%対空気）で
きることが特徴です。気体、液体、金属など加熱対象を変えるこ

とで幅広い用途（現在、過熱蒸気調理器用途も開発・製品化）が見
込めるため、99年、オパーツを設立し、ベンチャー事業をスター
トしました。
　2000年には、京都大学との共同研究によって《3Dヒーター》
を応用した排ガス除去装置《M-DPF》を開発。03年に東京都をは
じめ、埼玉・千葉・神奈川県、横浜・川崎・千葉・さいたま市の各環境
局においてディーゼル微粒子低減装置に認定され、製品化し、神
戸市交通局地下鉄のディーゼル作業車にも搭載されています。

●空中浮遊菌を焼却する世界初のシステム
　近年、世界的な感染症の流行や院内感染による社会問題が相
次ぎ、国内外で早急な対応策が求められています。これまでの空
気浄化装置にはフィルター除菌、紫外線殺菌などがありますが、
当社ではこのたび、空中浮遊細菌を焼却することによって、新た
な細菌繁殖や耐性の獲得（菌）、変異（ウイルス）を防ぐ、熱滅菌型
空気浄化装置《パーフェクト・クリーン》を開発、製品化しました。
　《パーフェクト・クリーン》は3Dヒーターを通電加熱し、この
内部に空気を流すことで浮遊細菌を確実に焼却するシステム
で、約６畳の空間を30分で滅菌することができます。フィル
ター除菌の場合、菌の付着したフィルターを定期的に交換する
必要があります。その
際、フィルターに付着
した菌が再浮遊して
作業者に二次感染す
る可能性があるほか、
フィルターは医療産
業廃棄物となります。
しかし本システムで
は、浮遊菌を直接焼却

オパーツ株式会社
代表取締役　小原 伸介 氏

所在地●京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ ラボ棟
設　立●1999年11月11日
業　種●3Dヒーター応用製品の開発および製作販売
ＴＥＬ●0774－98－2296
ＵＲＬ●http://www.oparz.com

パンデミック対策を目指す熱滅菌空気浄化装置
「パーフェクト・クリーン」を開発

▲ 代表取締役　小原 伸介 氏

▲ 通電中の3Dヒーター
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してゼロにするため、二次感染や菌の耐性化はありません。常に
クリーンな装置で、メンテナンスも産業廃物処理も不要。これが
焼却滅菌とフィルター除菌の大きな違いです。
　しかも、ヒーターを通して浄化した空気は、開発した熱交換装
置により室温程度まで冷却して排出。吸入空気を利用した冷却
のため、空気中の水分の熱気圧変化がなく結露も発生しません。
冷媒による冷却の場合、結露による水滴が菌の繁殖場所となる
可能性がありますが、その心配はありません。さらに、家庭用電
源が使用できてキャスター付きのため、自在に設置場所を変え
ることもできます。まさに安心・安全で、人にも環境にもやさし
いシステムなのです。

●構想から10年を経て完全滅菌に成功
　私は大学で衛生学を学んでいたこともあり、3Dヒーターの利
用策のひとつとして、古来の根本的な疫病防御法である焼却処
理に着眼したのです。3Dヒーターを通過した空気はとても熱く
なりますので、2000年に京都工芸繊維大学との共同研究で熱
交換器を完成。滅菌実証用装置を製作し、02年に財団法人結核
予防会（現 公益財団法人結核予防会）結核研究所で実験を行った
結果、100℃、150℃、200℃のすべてで結核菌の滅菌効果があ
ることがわかりました。しかし、バイオハザード防止の観点から
いえば、あらゆる菌に有効でなければなりません。
　折りしも02年から03年にかけて新型肺炎SARSが、05年以
降は鳥インフルエンザが世界的に大流行。当社のホームページ
に滅菌装置の開発情報を載せていたため、問い合わせが増えま
した。しかし、結核菌などの細菌と違ってウイルスは人工培地で
培養することができないため、滅菌効果の実証実験が難しい。そ
こで国立感染症研究所に尋ねたところ、「高い耐久力をもつ芽胞
菌による滅菌データがあれば、ウイルスを含むすべての菌に対
して有効と判断できる」との知見を得ました。
　これを受けて、独立行政法人科学技術振興機構（JST）の「平成

20年度地域イノベーション創出総合支援事業」に京都府立医科
大学（代表研究者：感染制御・検査医学教室　藤田直久准教授）と
共同で応募したところ、採択され、09年から10年にかけて芽胞
菌による滅菌実験を行いました。滅菌の定義は100万個の細菌
を１個以下にまで死滅させること。しかしながら、実験は患者さ
んがいる医科大学病院の中で行うため、危険な細菌を持ち込む
わけにはいきません。このため、芽胞菌のひとつである納豆菌を
使って行いました。結果、400℃以上で完全滅菌に成功。この成
果は、2010年６月、第13回ヨーロッパバイオセイフティ学会
（スロベニア共和国・リュブリャナ市で開催）でも発表するに至
りました。

●けいはんなの魅力と今後の展望
　今回のJST支援事業は、応募から事業終了まで、京都産業21
けいはんな支所の金田所長がプロジェクトマネージャーとなっ
て進めてくださいました。ベンチャー企業が集まるけいはんな
プラザ内に５年前から拠点を構えていますが、こうした形で
様々な情報や協力を得られることは大きな魅力です。
　学会発表後、国内外の各方面から公共空間や病院、老人保健施
設などへの設置を検討したいという引き合いがありますが、コ
スト面がネックです。コストダウ
ンするには量産化する必要があ
るため、商社とプロジェクトチー
ムを組み、全国の７病院で実証実
験を行って、有用性を認知しても
らうと同時に需要を喚起したい
と考えています。《パーフェクト・
クリーン》が一日も早く社会的に
認知され、パンデミック対策とし
て広く実用化されるよう努めた
いと思います。

【お問い合せ先】（公財）京都産業 21　けいはんな支所 TEL：0774-95-5028  FAX：0774-98-2202
E-mail：keihanna@ki21.jp

▲ パーフェクト・クリーンの内部
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対象となる方
京都府内に本社及び設備投資の対象となる事業所を有し、イノベーションに取り組む中小企業。製造業者または
情報通信業者（これから製造業、情報通信業に進出する企業を含む）であることが必要。

対象となる事業 イノベーションに取り組むための工場の建設、増改築、生産設備の増強等の設備投資が対象

補助率および
補 助 額

補助事業に要する経費の15%以内
（30万円以上100万円未満であること。設備投資額にして200万円以上概ね670万円未満。）

対 象 と な る
設 備 投 資

平成23年４月１日（木）以降に開始され、平成24年２月29日（水）までに完了する事業

募 集 期 間 平成23年６月20日（月）から７月29日（金）17時まで≪期日厳守：郵送不可≫

募 集 要 領･
交付申請書等

当財団ホームページからダウンロードできます。→http://www.ki21.jp/setsubi/chiki_hojyo/

相談窓口および
受 付 先

（公財）京都産業21　事業推進部　設備導入支援グループ
TEL 075-315-8591　　FAX 075-323-5211

※審査の結果により、ご希望に添えない場合があります。

「地域ものづくり企業設備投資支援事業費補助制度」
募集のお知らせ

当財団では、イノベーションに取り組む製造業または情報通信業のみなさん（これから製造業、情
報通信業に進出する企業を含みます）の設備投資に補助金を交付します。

●イノベーションの取組とは…新製品の生産、製品
の付加価値を高めるような改良、新たな生産方式の
導入、生産効率がアップするような生産体制の見直
し等、経営の革新をめざして進められる取組みのこ
とをいいます。
●この事業は、京都府の補助を受けて実施するもの
です。

当財団の設備貸与制度（割賦販

売・リース）と併用可能！！

割賦販売は機械購入と同等扱い

となり全額が補助対象経費に！！
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設備貸与制度

京都産業21 検索詳しくは、お問い合わせください！

《制度概要》
企業の皆様が必要な設備を導入する場合に、その設備を財団が代わってメーカーやディー
ラーから購入して、長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。
詳しくは、設備導入支援グループまでお問い合わせください。

区　　分 割賦販売 リース
対　象　企　業 原則、従業員20人以下（ただし、商業・サービス業等は、５名以下）の企業ですが、最大50名以下の企業も利用可

能です。その場合、一定の制限がありますので詳しくはお問い合わせください。
[事業実績が１年未満の場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営支援員による経営指導を６ヶ
月以上受けていることが条件になります。]

対　象　設　備 機械設備等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）　新品に限ります。
リースの場合は、再販可能なものに限ります。（オーダー製品、構造物に付随するもの等は対象外）

対象設備の金額
（消費税込）

事業実績が１年以上あれば100万円～6,000万円／年度まで利用可能です。
[事業実績が１年未満の場合は、50万円～3,000万円／年度]

割 賦 期 間 及 び
リ ー ス 期 間

７年以内（償還期間）
（ただし、法定耐用年数以内）

３～７年
（法定耐用年数に応じて）

割賦損料率及び
月額リース料率

年2.50％
（設備価格の10％の保証金が契約時に必要です）

3年2.990％　　6年1.592％
4年2.296％　　7年1.390％
5年1.868％

連 帯 保 証 人 ■ 原則、法人企業の場合は、代表者１人（年齢が満70歳以上の場合は、原則後継者を追加してください）
　個人企業の場合は、申込者本人を除き1人でお申し込みいただけます。
■なお、審査委員会で、追加連帯保証人・担保を求められることがあります。

設 備 導 入 時 期 審査委員会は、原則月１回開催しています。
当月15日までにお申し込みいただくと翌月の審査委員会に上程します。
お申し込みから設備導入日（契約日）まで約50日かかります。

※割賦損料率（金利）及び月額リース料率は、金利情勢に応じて見直しますので、詳しくは財団にお問い合わせください。
　なお、契約後の料率の見直しはありません。（固定金利）

【お申し込み・
お問い合せ先】（公財）京都産業21 事業推進部 設備導入支援グループ

TEL：075-315-8591  FAX：075-323-5211
E-mail：setubi@ki21.jp

設備投資なら財団の割賦販売･リースで！




