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本所任期満了に伴う第22期議員改選により、平成22年11月

1日の臨時議員総会において牧田会頭が第9代会頭に選任さ

れ、新体制がスタートし、牧田会頭の所信が表明されました。

その所信に基づき6つの委員会が構成され、それぞれの委員

会より第22期（平成22年11月～平成25年10月）に取り組む

事業について提案されました。

「創造企業報告会」は、その中の経営向上委員会（委員長　

八嶋祐太郎）より提案された事業で、第22期において5回開催

され、11社より企業報告が行われました。事業を実施していく

中で、委員会の委員が中心となり、報告企業やアドバイザーの選

定、事前の企業見学会の実施、報告会当日の集客と運営等が

行われました。また、第23期（平成25年11月～平成28年10月）

においては、体制の再編により魅力発信プロジェクトチームが

担当をすることとなり、今後も継続実施していくこととなりました。

報告企業については、“新しい”または“独自”の技術や技

能、製品（商品）、サービスなど、創意工夫に果敢に取り組んで

いる企業を対象とし、射水商工会議所と射水市商工会で組織

します射水市商工協議会において実施しております「射水市

オンリーワン企業顕彰」「射水市きらりカンパニー顕彰」の受賞

企業や、金融機関や大学の地域連携センターの皆様からの

情報を参考に、射水市を中心に「経営革新」や「経営力向上」

に取り組んでいる元気な企業を選定されました。

本報告書では、これまで実施した「創造企業報告会」におけ

る10社の企業報告と経営戦略の講評について紹介しておりま

す。経営戦略については、富山大学経済学部 内田康郎教授に

ご執筆いただきました。掲載させていただいた企業のPRと、

これから経営革新に取り組もうとされている皆様、経営力を向上

させ事業を存続したいと考えておられる皆様をはじめ会員企業

の皆様にとって、気づきと参考となれば幸甚です。

最後に本報告書の作成にあたり、ご多用にもかかわらず事前

企業見学と企業報告をご快諾いただきました報告企業、アドバ

イザー、行政、金融機関、射水市商工会、関係機関等、経営向

上委員会委員の皆様方より多大なご協力をいただきましたこと

に対し、厚く御礼申し上げます。

平成27年2月

射水商工会議所

はじめに
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ビックリするような素晴らしい内容の報告書が出来上がりまし

た。

平成23年6月14日に第1回の創造企業報告会を開催してか

ら早いものでもう3年、11社の経営者に自社の事業報告をして

いただきました。ご報告いただいた皆さまには本当に感謝申し上

げます。

経営向上委員会から魅力発信プロジェクトチームへと担当が

変わり、一応の区切りをつけようということで、今回報告書を作成

する運びとなりました。過去8回の報告会のアドバイザーは3名

の方にお願いしていたこともあり、今回の報告書の執筆者の選

定において、3名のうちの誰にお願いすべきか悩みました。そん

な悩みを富山大学内田教授にご相談しましたところ、ご自分が

担当なされていない会社も含めて快く執筆を受けていただくこと

になり、今回の報告書が出来上がりました。報告企業の資料は

多少あったとはいえ、実際に生で報告をお聞きになっていないに

もかかわらず、この報告文をまとめられたことに感謝に堪えませ

ん。先生には本当にお忙しいなか、時間を割いていただきありが

とうございました。

しつこいようですが、本当にびっくりするような内容です。

自分たち地元のある意味では身近な企業が、それこそ教科

書に載るような王道の経営戦略にのっとって革新に挑戦してお

られる、たぶんそうかもしれないなと思っていてもあまりにも身近

すぎて感じられない、でも現実行われている事実を経営戦略の

専門家の方に解説してもらうと、非常によく理解できてその地元

の企業がいきなり輝いて見え始めます。そんな驚きをこの報告書

を読んで感じていただけると思います。

また、経営の理論は決して難解なものではなく意外に身近な

こととも感じていただけると思います。自分たちがよく知っている

会社が、会社の前をいつも通るそんな会社の経営方針を学術

書並みの解説を加えてもらいますと、会社が身近だけに感じら

れるだけでなく、経営学という学問自身もえらく身近なことに感じ

れるから不思議です。考えてみれば、経営学、特にケーススタ

ディーという学問は、基本は企業の活動を分析することから始

まっています。世界的な会社であれ射水の企業であれ会社の

活動は同じでしょうから、地元の会社がモデルケースになっても

決しておかしなことではありません。

個人的感想で申し訳ないのですが、やはりこのような報告書

ができるとうれしくなります。同じ射水で働く者の一人として地元

を誇らしく感じられます。

読んでうれしくなる、地元にプライドを感じられるそんな報告書

が出来上がりました、是非ともご一読ください。そして、今後も続

く創造企業報告会事業にご協力をお願いいたします。この報告

書作成に当たり多くの方のご協力をいただきましたことを感謝申

し上げて発行にあたってのご挨拶とします。

魅力発信プロジェクトリーダー（旧 経営向上委員会 委員長）

八嶋 祐太郎

報告書発刊に
あたって
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［事業の目的］
市場自体が拡大していった時代とは違い、企業が厳しい競争

にさらされているなか、常に時代の変化を敏感に捉え、変革を

図っていくことこそが今の時代に最も重要なことと言えます。

国の政策における中小企業支援のあり方も、全ての中小企業

を対象とする時代から、やる気のある前向きな企業を支援して行

くという方針に変化しています。

このようななか、中小企業が持続的に成長し存続していくた

めには、変化を恐れず『新』に取り組む経営革新（①新商品（製

品）の開発または生産②新役務（サービス）の開発または提供

③商品（製品）の新たな生産または販売の方法の導入④役務

（サービス）の新たな提供の方法の導入その他の新たな事業活

動）に取り組むことが必要不可欠です。

本事業は、「経営革新」や「経営力向上」に積極的に取り組

む元気な射水の中小企業を広くPRするとともに、聴講者である

会員企業の皆様に「経営革新」についての理解と必要性を認

識してもらい、取り組んでいただくきっかけをつくり、「経営革新」や

「経営力向上」に取り組む元気な中小企業を増やすことで地域

経済の活性化を図ることを目的としています。

［事業の内容］
射水商工会議所・射水市商工会の会員企業を対象に、「経

営革新」に取り組む優れた企業経営者を講師に招き、取り組ん

だ成果（新商品・新サービス・新手法等）の説明だけでなく、「新」

に取り組んだきっかけや動機、方法、社内の体制等「新」が生ま

れた過程について講演。その後、アドバイザー（専門家）が、聴

講者である会員企業に対し、「新」に取り組む際に参考となるよ

う、自社へ置き換えるための経営戦略のポイントについて講評を

行う。

［実施内容］

開催日時／場所 報告企業 アドバイザー 参加者

第1回 平成23年6月14日㈫
17：00 ～／本所研修室

伊 勢 領 製 作 所 ㈱
日 本 セ ッ ク ㈱

中小企業診断士
板谷　　聡 52名

第2回 平成23年9月9日㈮
17：00 ～／本所研修室

㈻ 浦 山 学 園
㈱倉谷アルミ工作所

富山大学経済学部教授
内田　康郎 45名

第3回 平成23年11月22日㈫
17：00 ～／本所研修室

藤 岡 農 園
㈲ 村 製 作 所

中小企業診断士
植木　　悟 44名

第4回 平成24年7月24日㈫
17：00 ～／本所研修室 救 急 薬 品 工 業 ㈱ 中小企業診断士

板谷　　聡 58名

第5回 平成24年9月18日㈫
17：00 ～／本所研修室 北 陸 コ ラ ム ㈱ 富山大学経済学部教授

内田　康郎 47名

第6回 平成24年11月27日㈫
17：00 ～／本所研修室 ㈱ プ ロ デ ュ ー ス 中小企業診断士

植木　　悟 50名

第7回 平成25年7月26日㈫
17：00 ～／本所研修室 ㈱ 丸 栄 製 作 所 富山大学経済学部教授

内田　康郎 52名

第8回 平成25年9月25日㈫
17：00 ～／本所研修室 ケーファクトリー㈱ 富山大学経済学部教授

内田　康郎 37名

※北陸コラム㈱については、ご希望により本報告書への掲載はありません。

創造企業報告会
事業の概要
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独自の技術の意味を
見抜く力

01 伊勢領製作所株式会社

伊勢領製作所株式
会社は、富山県におい
て金属加工を主体とし
て事業展開を行ってお

り、「金属製品化工業」大型発電機用
部品（火力系、水力系、原子力系）、真
空容器（シリコン凝固系、半導体描画
系、加速器系）、液晶ディスプレイ露光
装置部品（搬送系）、各種金型（アルミ
ホイール系、鍛造計、押出し型系、フレ
ア系）の製造・加工を行っています。

当社が扱う各種機械等の装置は、高
性能化・長寿命化が求められるがゆえ、
用途に応じて各パーツの素材は、内部
成分を調整して開発される難削材が多
い。当社はこのような大型品・難削材・

高硬度品の加工等に優れた技術とノウ
ハウを有する。創業以来、取引先企業
の受注・下請生産のなかで、いろいろな
数値や技術を蓄積していくことにより
培った独自の生産体制や特殊な技術
は他に真似できないものです。また、一
品ごとに作業工程表を作成し添付する
ことにより、顧客に常に満足いただける
製品を提供しています。

現代は、コンピュータの発達によって、
製品の構想から設計、加工、組み立て
のための生産ラインの形成、生産し、出
荷に至るまでの全工程の自動化が進み
つつある。同社は、この20年余りの歴
史のなかで、フロンティア精神を常に持
ち続けながら、独自の精密機械加工の

技術開発に取り組むとともに、コストの
軽減をはかるためのコンピュータ化によ
る工程の自動化、最新鋭の加工機の導
入により、さまざまな顧客ニーズへの対
応を図ってまいりました。そして、そうした
技術の向上を支える人材の開発、育成
と、日常的に繰り返されるラインの部分
的変更に即応できるよう職場の改良、
環境の改善には細心の注意を払ってい
ます。フロンティア精神とは、開拓精神で
あるとともに、最前線であることも意味し
ます。

当社は、常に新規の開発を追求する
とともに、業界の最前線にいるという意
識で未来をみつめたいと願っています。

報告
概要

4 『新』から『真』へ　いみずの創造企業



「模倣困難な技術の
持つ戦略的意味の重
要性」。同社社長下保
氏の講演内容にはこの

ようなメッセージを感じることができます。
難削材と言われる加工の難しい素材に
取り組むことのできる技術は短期間でで
きるものでは無いとのことです。時間をか
け、おそらく何度も失敗を繰り返しながら
完成された技術ではないかと思われます。
実はここに、戦略的に重要な意味が隠
されています。以下で詳しく見ていくこと
にしましょう。

技術開発のプロセス
いくら取引先の要望であっても不可

能な要求であれば、その後の取引に影
響を及ぼしてしまってはいけないため、ム
リをしないということは珍しいことではない
と思います。もちろん、同社も時にはそう
いうこともあるかと思います。

ですが、不可能なことを可能にすると
き、そこには戦略的に重要な意味も生
み出されることとなります。特に、同社の
ように、たまたまできたということではなく、
試行錯誤の結果として開発された技術
は、それまでの経験や技能の蓄積の上
に成り立つイノベーションを意味すること
となります。このように、意識的な技術開
発プロセスに基づくイノベーションに対
しては、独自の競争優位性をもたらすも
のとして、技術戦略の理論的視点から
も注目されています。

苦労して開発された技術そのものも
素晴らしいのですが、そこに至るまでの

「技術開発のプロセス」も実は大変重
要な意味を持っているのです。技術開
発のプロセスを通じて完成された技術で
あれば、開発者はその技術の持つ意味
を把握できるからです。

パソコンのプロセッサで大成功したア
メリカのインテル社は、かつて半導体の
メモリ（記憶装置）をつくるメーカーとして
世界トップの企業だったのですが、80
年代になると日本の半導体メーカーの
台頭により、一時は倒産が噂されるほど
にまで経営を悪化させてしまいます。その
ときに、せっかく自らが切りひらいたメモリ
事業を諦め、それまで蓄積してきた技術
をもとに本格的にプロセッサ事業に方

向転換することになるのですが、当時は
まだパソコンが今ほど普及するとは一般
的に考えられていなかった時代でした。
そのため、プロセッサをつくる企業は当時
それほど多くない状況だったのです。で
すが、インテルはそのときにプロセッサの
意味を見出していくのです。パソコンが
もっと身近になればプロセッサが大量に
必要となること、そしてそのパソコンの機
能を司るのはプロセッサであること、つま
りプロセッサがパソコンビジネス全体を
コントロールできる存在になれること、こ
うした意味を見出すのです。

技術は、他社が簡単に模倣できない
ほどの高い水準に持っていくことも重要
ですが、技術自体がどのような意味を
持っているかを把握することも重要なの
です。意味を把握していれば、たとえ乗り
越えるには高い壁であっても、なんとして
でも乗り越えようとするモチベーションに
もつながるからです。

収益性より学習効果
以上のことから考えると、実は「技術

蓄積のプロセス」というのは「学習のプ
ロセス」ということに置き換えることも可
能となります。今、学習していることが単
にテストの点をとるためだけの目的ではな
く、学習した内容が具体的にこのような
場面で使えるというような意味まで把握
できていれば、意気込みも違ってきます。

そして、場合によっては、学習した内容
をもとに別の機会にも試してみようという
ことにもつながります。ここに学習効果
がみられます。

この学習効果を企業経営で言えば、
たとえば一つの技術の意味を通じて他
の分野への進出もあり得ることとなりま
す。銀塩フィルムの時代からデジカメに
移行した後も、成長を続ける富士フイル
ムも、同社の持つ技術の意味を知って
いるからこそ、その技術を他の分野への
展開に成功しているのです。

目の前の収益性も重要ですが、伊勢
領製作所のように困難な技術であって
も時間をかけてじっくり開発していくその
プロセスは学習効果をもたらすため、戦
略的に非常に重要と言えます。

伊勢領製作所株式会社
射水市片口久々江字錦799-26
TEL：0766-86-2260
FAX：0766-86-1888
http://www.iseryo.com/
代表者／代表取締役　下保 隆
創　業／昭和45年3月
設　立／昭和62年1月
資本金／ 2,500万円
従業員／ 25名
事業内容／一般機械部品・工作機械部品
加工・機械修理、組立て

アドバイザー
の

視点！
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独自の知識をもとに
行動力と実践力

02 日本セック株式会社

日本セック株式会社
（旧セト電子工業株式
会社）は、「見える化」
関連機器及びシステム

を中心に、LED植物育成関連製品製
造など新商品の開発に積極的に取り組
んでいます。

人・金・物が不足している中小企業は、
大企業より早く世の中の流れを掴む必
要があります。大企業の海外シフトの波
は、中小企業にもかならずやってくると感
じ、平成13年にタイ市場に進出しまし
た。現在ASEANと中国市場に販路を
展開しています。その際、大企業と同じ
道を歩むのではなく、まず違う道を探すこ
とが大切であり、困難であろうとも差別

化できる道を進むことが重要であると考
えています。

海外へ進出した経緯ですが、海外生
産を考えた場合、海外での自社工場の
建設は、中小企業にとって投資とリスク
が大きすぎます。そのため、当社は委託
生産という道を選択しました。現地で生
産を委託する会社をいかに探すか。商
社に頼めばマージンを取られるため、自
前で探そうと展示会等に足を運び、出
展企業へ工場見学を依頼。その後、工
場へ出向き、直接社長と交渉しました。
生産を行う場合は、ITの活用が最も重
要な鍵となります。目標設定は、ロットで
採算があうように設定することが必要で
す。生産の目途が立ったら、次はいかに

販 路となる取 引 先を探すかです。
ASEAN・中国へ直接販売するための
現地法人の設立、営業と代金回収につ
いては、商社を活用したそうです。

成功の基は、トップが自ら動くことです。
中小企業にとって、トップが自ら動くこと
こそ重要で、トップが動けば相手に本気
度が伝わります。そのため、正しく素早い
判断ができ、すぐに実行に移すことがで
きます。撤退の決断においても同様で
す。

実際、現実にはいろんな困難がありま
すが、想いが叶ったときの事を思い描き、
何が起ころうがプラス思考で考えること
を信条としています。考えているだけでは、
何も前進しない。行動して欲しい。

報告
概要
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行動力と実践力。同
社社長の南雲氏からは
特にこの2点が強く感
じられます。いずれも特

に珍しいことではないと思います。です
が、実際に誰もが十分に持ち合わせて
いるかといえば、必ずしもそうは言えない
こともまた事実です。これら行動力と実
践力は、どちらも表面的には似たような
概念ではありますが、これらを創り出す
要因上は分けて考えることも可能です。
もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

行動力と実践力をもたらす 
要因

南雲氏の言われるとおり、大企業と
比べ中小企業の場合は「ヒト・モノ・カ
ネ」といった経営資源は一般的には少
ないと言えると思います。経営資源が乏
しいと、行動を鈍くさせてしまう原因の一
つになります。われわれ個人も財布の中
身が寂しい場合、たとえば仕事を終えて
同僚たちと食事に出かけた際にも行動
が鈍くなることがあります。

ですが、ヒトやモノやカネというように、
実際に目にすることのできる「物的資
源」だけが経営資源なのではなく、「情
報」あるいは「知識」に代表されるように、
経営資源には目に見えない資源、すな
わち「無形資源」もあります。近年では、
むしろこうした無形資源が重視されるほ
どです。

ヒト・モノ・カネというのは、有形である
だけに条件さえそろえば入手しやすい場
合もあるのですが、無形資源は形がない
だけに具体的に何を、どのように入手す
れば良いのかよく分からないということが
少なくありません。ですが、時間をかけて
でも、「知識」などの資源を蓄積すれば、
それがその企業にとって他社には持ち
得ない独自の経営資源となるため、これ
が「持続的な競争優位」につながる可
能性を持つことから、経営学の世界では
世界中の研究者が注目する大事な経
営資源となっています。

南雲氏によれば、経営に関する書物
やセミナー、あるいはメルマガ等から積
極的に知識を吸収していると話されてい
ます。しかも、ただ単にこうした公開情報
から知識を得るというだけでなく、同氏自

らが師と仰ぐことのできる人物を特定す
るなど、知識を意欲的に吸収する姿勢
が感じられます。

蓄積された知識がもたらすのは、経営
に必要な「判断基準」の構築です。「行
くべきか」あるいは「留まるべきか」といっ
た判断基準がはっきりされていることが、
同氏の「行動力」を作り出しているので
はないでしょうか。経営判断の難しい問
題であっても、これまで蓄積された知識
が背中を押してくれる働きをしているのだ
ろうと思います。あまり経験の無いことを
行動するとき、一般的には恐怖心が芽
生えるものですが、知識の蓄積によって
その恐怖心が取り除かれるということに
つながるわけです。

また、同氏自らが動くという点も重要
な意味を持ってきます。なぜなら、蓄積し
た知識をもとに行動した自分自身を、自
らが評価できるからです。これは、仮説と
検証を繰り返し行われることと同じことを
意味するため、そうなると本やセミナーと
いった外部から得ることのできない「独
自の知識」を創り出すことにつながって
きます。この独自の知識は、当然のこと
ながら同社自体を前進させるために必要
な知識であることを意味します。このこと
が「実践力」を創り出しています。

経営の世界で言う実践力とは、ただ
単に活動することではなく、目標に向
かって近づいていける力であることを意
味します。この場合、いくら知識が重要と
はいえ、借り物の知識ではなく独自の知
識の有無が大きく影響してきます。

同氏は、月の半分はタイに出張するほ
ど積極的に行動する方のようですが、こ
うした同氏の行動力は、普段から得られ
る知識をもとに創り出され、また自分自身
が実際に動く中で高い実践力が構築さ
れているものと思われます。

日本セック株式会社
射水市戸破8-10
TEL:0766-57-0230
FAX:0766-57-0233
http://www.npsec.com/
代表者／代表取締役会長　南雲弘之
　　　　代表取締役社長　中田吉泰
創　業／昭和54年8月
設　立／昭和54年8月
資本金／ 3,100万円
従業員／ 60名
事業内容／ LED表示器、電工掲示板、窓
口 発 券 機、電 波/GPS時 計、アンドン、
LEDパネルモジュール、各種情報案内機
器、植物育成LED光源の開発及び製造

アドバイザー
の

視点！
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経営資源に対する
発想の切り替え

03 学校法人浦山学園

学校法人浦山学園
には、富山福祉短期大
学、富山情報ビジネス
専門学校、中央予備校

富山校、金沢中央予備校があり、他に
社会福祉法人浦山学園福祉会があり
ます。

18歳人口の減少傾向、学校から社
会・職業への円滑な移行が難しいなか
で、いかに実際の学生に対する評価を
高めるかとの観点により、浦山学園の
現状と課題、取り組み、特色、試み等に
ついて紹介します。

現在、浦山学園は、学園の課題改善
のために、中期経営計画をつくり、教育
研究等の質の向上に関する目標、業務
運営の改善及び効率化に関する目標
等の実現のためスケジュールを立て実
施しております。

具体的には、個別対応のカウンセリン
グシステム、教員が個々に行う教育シス
テムから組織的に行う教育システムの
形成と運営、学生の目標づくりの支援・
学生の目標達成への支援、WEBコン
テンツ活用による個別対応、を実施して
います。

また、資格教育と人間教育のなかで、
国家資格や高度な検定の取得ができる
よう各種資格取得に対しても積極的に
支援しています。

その他、新分野への展開として、TAC
との連携による・税理士・社会保険労務
士・上級公務員などの資格取得口座の
開講、国・県との連携よる職業訓練の
受託、外国の市場を対象とした日本語
学科の開講を実施しています。

学園組織が一体となり、教育理念の
実現のため教育機関の組織的なマネジ
メントとして個々の向上に向けて挑戦し
ています。

報告
概要
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「18歳 人 口 は、ず
～っと右肩下がりなん
です。」これは創造企業
報告会にて講演された

浦山学園理事長、浦山氏のコメントの
一部です。同学園にとって、そこに集う
若者を確保することが重要であることは
言うまでもないわけですが、その若者の
数が減ってきていることについて説明さ
れました。

一般的な認識で言えば、同学園のよ
うな教育機関にとって18歳人口そのも
のが「ターゲット顧客」と言えることとなり
ます。そのため、その数が減少していると
いうことは、同学園の今後の経営に大き
く影響するものと考えられます。なぜなら、
潜在的な顧客が減少するからです。

ところが、同学園では必ずしもそのよう
には捉えていません。ここに同学園の経
営における新しさを発見することができ
ます。どういうことでしょうか。

学校にとっての顧客は誰か？
普通、大学や短大、専門学校など、高

校を卒業した者をターゲットとする教育
機関の場合、誰が顧客かといえば入学
してくる学生と考えるところが少なくあり
ません。私が所属する大学においても、
かつて学内の会議である学部のベテラ
ン教授がそのように発言したことがあり、
私以外の多くの出席者の同調を得てい
ました。ですが、本当に学生が顧客なの
でしょうか。

一般の企業経営の場合、特殊なケー
スを除けば、誰が顧客かと言えば改めて
言うまでもなくお金を支払ってくれる人で
す。ものづくりの企業でもサービス業で
も、製品やサービスを購入する人、すな
わちお金を支払ってくれる人が顧客とな
ります。

こう考えると、大学や専門学校等の
教育機関に通う若者の場合、本人が学
費を支払うことは一般的にはそれほど多
くなく、よくあるのは本人の親、あるいはそ
れに代わる人が支払うといったケースで
す。つまり、こうした教育機関においても、
一般の企業経営と同じように考えるの
であれば、自分たちの大事な顧客は誰か
と言えば、それは学校に通う学生の親た
ちが顧客となるということになります。も

ちろん、中には学生本人が自分で学費
を賄う場合もあるとは思いますが、あくま
で一般的に大きな割合を示す部分で考
えた場合にはこのように言えることとなる
でしょう。

この、「顧客をきちんと設定できるかど
うか」が、実は経営においてとても大きな
意味を持ってきます。まず何よりも「誰を
満足させるか」という点で、方向性が明
確化してきます。「顧客満足」の対象が
特定化されることにより、例えば教員た
ちの教育内容や教育方針等も明確化
してくることとなります。仮に学生たちを
満足させるのであれば、授業の単位をそ
れほど難しくすることなく取得できるよう
な方策が検討されるかもしれませんが、
親など授業料の負担者を満足させる場
合には真の意味で能力をつけていくこと
が求められるでしょうし、また卒業後の進
路においても満足のいく結果を残せるよ
うにしなくてはなりません。

では、顧客をこのように捉えた場合、
果たして学生とはどんな立場で捉えられ
るでしょうか。浦山学園の場合、学生は
顧客ではなく同学園にとって大切な「経
営資源」として捉えていると解釈するこ
とができます。その理由を次に述べてい
きましょう。

顧客ではなく 
経営資源としての学生

経営資源とは何かといえば、一般的
には文字通り経営に必要な資源のこと
であり、その具体的中身として「ヒト・モ
ノ・カネ・情報」などが挙げられますが、こ
れらは経営に必要な資源なのであって、
経営に必要な道具ではありません。

特にヒト、すなわち人材に関しては、近
年「人財」と表記する企業も増えてきて
いるように単なる道具としての資源では
なく、企業体としての持続的成長に絶
対的な影響力を持つ重要な要素である
と言えます。この意味で捉えた資源をさ
らに強化・育成することは、近年の経営
戦略論の研究においてもますます重視
されてきています。

浦山学園の場合、浦山氏のプレゼン
テーションで紹介された内容に、「教員
中心の大学・学校から学生中心の大
学・学校へ」というものがありました。これ

は、旧態依然とした事業認識からの転
換を意味するものと捉えることができま
す。換言すれば、かつての価値観から新
たな価値観への転換を、企業体として
宣言するものとも捉えられます。

つまり、同学園にとっての学生とは何
かという点において、かつての一般的な
とらえ方としてではなく、同学園全体に
とってその持続的成長に欠くことのでき
ない重要な経営要素としての認識が感
じられます。

経営資源としての学生を強化・育成
するために必要なことは、学生が自ら主
体的に学習をすることが重要となり、ま
たそのための環境を整備することが求め
られますが、同学園では学生の目標づく
りに個別対応することが目指されるよう
になったとのことです。現代の学生たち
は将来の目標設定が不明瞭であること
が多く、そのためには目標づくりの段階か
ら教員が個別に対応するための環境が
整備されているとのことです。明確な目
標が設定されれば、主体的な学習が期
待できるだけでなく、卒業後の進路選択
の際にも直結することとなり、同時に同
学園の顧客満足につながることとなりま
す。一言で言えば、旧来の考え方を覆し、
こうした「発想の切り替え」が同学園に
とっての新規性と言えるものと考えられ
るのです。

また、こうした既存事業だけでなく、資
格取得を目指す社会人用の夜間講座
や中国での日本語教育事業など新たな
事業にも取り組む姿勢が見られますが、
こうした姿勢も「発想の切り替え」に支え
られた事業であると言えるものと思えま
す。

学校法人浦山学園
射水市三ヶ613
TEL:0766-55-3977
FAX:0766-55-3807
http://www.urayama.ac.jp/
代表者／理事長　浦山哲郎
創　業／昭和40年11月
設　立／昭和41年12月
従業員／ 100名
事業内容／富山福祉短期大学・富山情報
ビジネス専門学校・中央予備校富山校・金
沢中央予備校、富山福祉短期大学訪問
看護ステーション

アドバイザー
の

視点！

9『新』から『真』へ　いみずの創造企業



経営に対する
意気込み

04 株式会社倉谷アルミ工作所

株式会社倉谷アルミ
工作所は、ビル用建築
外装内装材の製作、近
年においては、東京スカ

イツリー展望台の外装パネルなどを手掛
け、また、アルミフロート雨水タンク、クン
セイ器、ペット仏壇、1億円貯金箱、ホタ
ルイカ目取り器など独自製品を開発して
います。

最初製造工場に勤務していたが、自
分ならもっといいものが作れると判断し
て、車庫を改造して事業をスタートしまし
た。当初は、全く営業活動をしなくとも仕
事が入り、富山新港企業団地へ進出、
その後片口地区に第二工場を建設、現
在従業員は40名を超える。その後、国
内需要はこの先減退していくにも関わら
ず、コストダウン要求は強く、このままで

は仕事がなくなると考え中国蘇州市進
出を決めました。中国に進出しても基本
方針は変わらないが、どうすればお客さ
んに喜んでいただき安定した受注を得ら
れるかを考え、それは、①優れた加工技
術②安定した品質・納期③低廉なコスト、
ということであり、①を日本の工場がバッ
クアップし、中国工場で徹底的に③コス
トダウンを行い、②製品の品質、商品流
通を日本で管理するということです。

また、私たちの仕事は、受注生産が基
本であり、製作図の作成から始まります。
現在では、図面の多くは、ベトナムで作
成され、コストは日本の半分以下です。
私たちは小さな会社ですが、日本、中国、
ベトナムと離れた地域にある拠点をまと
め、どうすれば顧客の望む品質・コスト・
納期をかなえることが出来るか常に考え、

提案しています。
さて、現在のところ売上は、どんどん中

国工場が伸びていっていますが、日本
工場サポートしていくだけでよいでしょう
か、これからの日本工場はどうすればよい
でしょうか、キーワードは二つあります。一
つは「環境」そして「地域」です。私たち
は創業以来一貫してアルミでやってき
ました。アルミに関しては誰にも負けない
という自負の下、これからもやっていくつ
もりです。そして環境保全は会社の良心
をモットーに、循環型社会の形成推進に
於けるアルミ素材の優位性を生かした
製品を作っていくつもりです。また、地場
産業の一員として、地域に貢献する会
社、地域に役立つ製品作りを目指してい
きます。

報告
概要
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「本気でやれば倒産
なんかしない。」倉谷ア
ルミ工作所会長の倉谷
氏が独立し、その後も

事業を伸ばしていった背景には、こうし
た境地に辿り着いたことが挙げられます。

同氏は一度、富山県内の工場に就職
し、そこでアルミの溶接技術を磨いていく
こととなります。毎日、やかんの溶接を繰
り返す中で発見したのは、日常的に使わ
れているやかんには、高度な溶接技術
がすべて求められるということであり、こ
の作業を数多くこなせるようになること
が一人前の証であるということでした。

やがて自分自身の腕に自信を持ちか
けたころ、たまたまライバル企業を視察
する機会があったとのことで、そこで驚い
たのは自分よりもさらに多くの数をこなす
ことのできる職人が揃っていたということ
でした。なぜ、自分よりも多く作業するこ
とができるのか、その理由を探していく中
で発見したのは、働くためには強い意気
込みが必要だということでした。もう少し
詳しく見ていきましょう。

強い動機が人を育てる
視察のために訪問したその企業では、

生産したらその分だけ収入が増えるとい
う仕組みになっていたとのことでした。つ
まり、より多くの収入を求めるのであれば、
自ずと作業に精を出すようになるというこ
とです。一見、当たり前の話しのようにも
感じられますが、倉谷氏の場合はもっと
深い部分で独自の考え方を形成してい
きます。

たくさん作ればたくさん収入がもらえる
ということは、表面的に考えればいわゆ
る単純出来高給制度ということになりま
す。たくさん収入を必要とするのであれ
ば、その分だけ生産すれば良いというも
のです。ですが、当然のことながら収入
が無限に増え続けるわけではありません。
限度があります。その限度は、一般には
経営者側が設定するものです。したがっ
て、多くの収入を自由に得ようとするので
あれば、従業員という立場から抜け出し、
独立するしかなくなります。

とはいえ、独立したとしても、うまくいく
保証などはありません。独立したら、生産
することだけを考えれば良かった頃と異

なり、企業経営全般について考えなくて
はならなくなります。顧客も開拓しなくて
はなりませんし、経営上の大きなリスクも
抱え込むことにもなります。なので、多く
の場合には独立するという決断に至ら
ないことがよくあります。なぜなら、かえっ
て損をしてしまう可能性があるからです。

ところが、倉谷氏の場合は異なります。
独立を考えたきっかけ自体は一般の場
合とあまり大きく変わりませんが、企業経
営のリスクを避けるのではなく、むしろ積
極的に受け入れるようになっていくので
す。

ご自身の話しによれば、ご家族の中で
企業経営者は誰もいなかったとのことで
す。そのため、ご両親をはじめ、周囲から
はなかなか理解が得られない状況となっ
たそうです。周囲に独立経験者がいれ
ば、少しは理解されやすかったかもしれま
せん。ですが、倉谷氏の場合はそうでは
なく、むしろ周囲の猛反発の中、独立を
決めたということになります。つまり、それ
だけの強い覚悟があったということを意
味するのですが、ここにはさらにもっと深
い意味を見出すことができます。それは、

「内発的動機づけ」という意味です。

内発的動機づけ
内発的動機づけとは、お金や物品あ

るいは名誉など、外的な報酬に基づかな
い動機によって動くことを言います。見
返りを求めるのではなく、純粋にその活
動をしたいから動く、これが内発的動機
づけです。要するに、活動すること自体
が目的となります。これに対し、外的な報
酬に動機づけが影響されるような場合
は、外発的動機づけと言います。

先のやかんと収入の関係で捉えると、
収入を増やすため1個でも多くのやかん
を作るというのであれば、これは外発的
動機づけによる行動であることになりま
す。収入を増やすために独立すると言っ
た場合も外発的動機づけによる行動で
す。

外発的にしろ、内発的にしろ、どちらが
良いとか悪いとかというような問題ではあ
りません。要するに、行動自体が目的と
なっているかどうかという点に違いがある
ということになります。

倉谷氏の場合、はじめは外発的動機

づけによって独立という道が考えられた
かもしれませんが、先に紹介したとおり、
周囲からは猛反発を受けた中での独立
を果たしています。自分で独立をして、会
社経営すること自体が目的となった行動
であることが分かります。独立を真剣に
検討する頃にはすでに内発的動機づけ
に基づく行動であることが分かるのです。
ここに、真の意味で本気であるかどうか
の違いを見出すことができるのではない
でしょうか。冒頭で紹介した同氏の意気
込みもそれを示すものと思えます。

独立後、しばらくの間は順調に事業を
進めていくのですが、やがて苦境に直面
する事態を迎えるようになります。納入
先からのコストダウン要求が強くなるなど、
経営環境の変化がその要因です。しか
しながら、こうした状況におかれても冒頭
のポリシーは貫かれるのです。同社に
とっては、未知の世界とも言える海外市
場、中国への進出です。

内発的動機づけと外発的動機づけ
の大きな違いの一つは、リスクの取り方
にも表れます。内発的動機づけの場合、
事業活動そのものを継続させることが目
的となるため、事業継続のためには積
極的にリスクを取るという姿勢も見られ
るのです。
「本気でやれば倒産なんかしない」と

いう姿勢は、ただ単に本気であるかどう
かという表面的な問題なのではなく、事
業そのものに心底取り組めるかどうかと
いう内面からの本気になれるかどうかと
いう意味を持っているものであり、極めて
重い意味を持っているものと言えるで
しょう。

株式会社倉谷アルミ工作所
射水市片口久々江字錦799-34
TEL:0766-83-7201
FAX:0766-82-7722
http://www.kuratani.co.jp/
代表者／代表取締役会長　倉谷　博
　　　　代表取締役社長　倉谷純弘
創　業／昭和58年9月
設　立／昭和61年12月
資本金／ 5,000万円
従業員／ 45名
事業内容／アルミ建材、カーテンウォール、
アルミ、ステンレス、折曲溶接加工、金型溶
接全般
関連会社／㈱クラタニ、蘇州倉谷金属有
限公司

アドバイザー
の

視点！
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「こだわり」の重要性
05 藤岡農園

藤 岡 農 園は、昭 和
25年4月に創業以来、
幸水・豊水といった夏か
ら秋にかけての梨の栽

培を始めました。この梨を氷温保存する
ことで1年中食べられるよう、保存方法・
栽培方法などを産・学連携で取り組み、
平成20年6月に名称「きららか」として
商標登録しました。名称を商標登録する
アイデアは市からの提案でした。名称の

「きららか」は射水市民の歌『水きららか
に街を射して』の『きららか』を市長から
命名してもらいました。

贈られた方に「感動」をプレゼントでき
る味を経営方針に、健康な土壌づくりか
らはじめ、20年をかけて鮮度や味を落と
さない保存・熟成品質管理を確立され、
現在も梨を使った新商品開発等を実施
しています。

きららか梨誕生の経緯は、昭和63年
“ゆうパック”での梨の販売を始めた際
に、ある会社の社長との会話のなかで、

「冬でも梨を食べたい」という要望をお聞
きし、梨を一年中食べられるようにできな
いかと考えたのが始まりです。そこから

「一年中食べられる梨」の開発を目指し

ました。冷蔵機器のメーカーに協力頂き
ながら、富山県立大学と海洋深層水を
使い糖度を増す栽培方法や、冷蔵方法
について共同開発を行い、1年中梨を
保存することに成功し、平成15年より

「きららか梨」として販売を開始しました。
おいしさの秘密は、①健康な土壌づく

り（大豆やもみがらなど安全・安心な有
機肥料等）、②20年をかけての開発

（深層水で甘い梨づくりを目指した富山
県立大学との共同技術開発等）、③病
害虫防除対策（減量の薬剤管理　フェ
ロモン剤等）、④鮮度や味を落とさない

報告
概要
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「徹底的なこだわり」。
同社の姿勢から強く印
象づけられるのが、この
徹底的なこだわりです。

「一年中食べられる梨」。このことを実現
するために、費やした期間は20年とのこ
とです。この時間の長さが同社の経営
に対する姿勢を表していると言えるでしょ
う。では、この「こだわり」は経営にどんな
意味を持つのでしょうか。以下で考えて
みたいと思います。

「こだわり」の戦略的意味
企業経営において重要なことは、あら

ためて言うまでもなく自社の製品やサー
ビスを通じて顧客へもたらす価値を最大
化させることにあります。この価値の最
大化は、比較的容易にすることができる
場合もあれば、なかなか難しい場合もあ
ります。前者で言えば、例えば自社しか
持ち得ない希少資源をたまたま手に入
れられるような場合です。ですが、そう簡
単にいかないことも事実です。そのため、
時間をかけて努力することになるわけで
すが、あまり長くそのことばかりに時間を
費やせないということから、途中で断念し
てしまうケースは少なくないものと思われ
ます。従って、途中で断念することなく、
20年もの間、追求し続けたその姿勢、
およびその間に得られた知見が同社に
とって重要な経営資源と言えると思いま
す。

別のページにも書きましたが、近年、
経営資源というと「ヒト・モノ・カネ」という

物的資源だけでなく、「知識、情報」など
の無形資源に対しても評価が高められ
てきています。無形資源は、文字通り形
が無いことから他社から簡単には模倣さ
れにくく、そのために当該企業にとっての

「強み」と成り得るものとなります。
同社の主力商品は「きららか梨」。こ

の梨そのものは目にすることができます。
これはこれで商品力があるかと思うので
すが、同社の真の「強み」はこの梨にあ
るのではなく、この梨を作り出すこと、そし
てその梨を長期間保存することを実現
するだけの技術や知識（ノウハウ）こそが

「強み」と考えられます。20年という時間
をかけてずっとこだわってつくられた「強
み」です。その間には、おそらくさまざまな
ノウハウが蓄積されたことだろうと思いま
す。このノウハウが経営上とても意味の
ある経営資源と言えるでしょう。

また、そのノウハウをどのように蓄積し
てきたかといったその蓄積方法にも同
社独自の工夫があろうかと思います。そ
の工夫もまた目にすることのできない貴
重な資源となっています。

見えないところにある 
差別化戦略

経営戦略理論の研究では、すでに一
般化されている「差別化戦略」という考
え方があるのですが、この差別化につい
て、「他社との間で目に見えて異なる差」
という理解が少なくありません。例えば、
一般的には製品の機能（ボタンの数や
配置等）、品質（故障の割合等）、あるい

は価格などです。
こうした表面化した差も重要ではある

のですが、問題はこうした表面化した差
を生み出すまでの過程に潜んでいる差
です。その過程に差があるからこそ、表
面化する差が生まれるわけです。

藤岡農園の強みは、一年中おいしい
「きららか梨」そのものよりも、それをつく
り出すまでの過程にあるのです。

藤岡農園
射水市黒河1905
TEL:0766-56-2322
FAX:0766-56-0400
http://www.fujioka-nouen.com/
代表者／藤岡正明
創　業／昭和25年4月
従業員／ 1名
事業内容／きららか梨の栽培、貯蔵、梨及
び梨加工品販売

アドバイザー
の

視点！

保存・熟成品質管理（氷温保存法によ
る熟成技術の確立、光センサー「フルー
ツセレクター」の導入等）です。

開発の次は販路開拓です。販売促
進事業については、インターネットの活用

（ネット販売）、ダイレクトメール、口コミ、
首都圏等で開催される商談会、展示会、
試食会への出展、出荷組合づくり等、
積極的に活動しています。世界料理サ
ミッにト参加し、2009年1月にはアラブ
首長国連邦のドバイに50キロ以上輸
出したこともあります。今後も中国、台湾
などの富裕層をターゲットに海外へ販路

を拡大したいと考えております。
また、「きららか梨」を知っていただき、

ファンになってもらい、リピーターになって
いただくための「きららか梨ファン倶楽
部」の設立や「花粉付け体験会」などを
実施しています。更には、射水市商工会
の協力により地域の特産品開発にも参
加、異業種と連携しきららか梨を使用し
たお酒やスイーツといった梨の加工品
の開発にも取り組みました。

梨栽培における若手従事者の教育
と育成として、技術指導等の研修会を
実施するなど、世界に通用するおいしい

梨づくりと品質向上、安定供給のため取
り組んでいます。

将来の目標として、梨で地域おこしと
活性化支援、世界に通用する梨の生
産、品質向上と安定供給、富山県や射
水市のPRとイメージアップにつなげた
いと考えています。
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顧客目線
06 有限会社村製作所

有限会社村製作所
は、主に自動車部品とし
て使用されるダイカスト
金型のガス抜き装置で

あるチルベントを主力事業としています。
新事業を立ち上げるきっかけは、業界を
取り巻く環境にあります。日本から中国
をはじめとするアジア地域を中心に生産
拠点がシフトしており、産業構造の変化
や、自動車の原動機が内燃機から電気
モーターへと変化しつつあるなど、我々
中小企業にとっては課題が山積してお
ります。将来を見据えたとき、需要の減
退による業界の先細りも懸念されており、
チルベントの売上は現在安定しているも

のの、先行き不透明です。そこで、当社
は主力事業以外のもう一つの新事業と
して、高齢化社会の到来に向けた高齢
者向けの日用雑貨の新商品開発と製
造販売に取り組みました。

数年前から、現在ある設備や技術を
活用し、高齢化社会の到来に向け、必
要とされる製品、あったら便利な製品とし
て、体に負担のかからない日用雑貨のア
イデア商品、介護・福祉用具の開発に
取り組み始めました。

この事業を柱として成長させるために
必要不可欠な事業の新規性と、他社製
品との差別化を実現するため、新商品
のアイデアを特許でしっかりと保護し、

想定している消費者が広く感じている
「不満」「不便」「不都合」と感じている
点を改善した商品開発を心がけていま
す。
※当社の特許取得商品

ゆびポケット付多機能スポンジ、スライ
ド機能まな板、ワイパー包丁、背中をラク
に洗ったり、掻いたりすることができる背
中ケア用具、金型ガス抜き装置

開発した商品の認知度アップ、販路
開拓のため、積極的に展示会への出展、
いろいろな業者へのノベルティー（通信
販売）、対面販売も行っております。これ
らの活動は、商品をPRするのみならず、
商談を進めるなかでのやり取りやアン

報告
概要
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「 徹 底 的な顧 客目
線 」。同 社は、プラス
ティック成形金型の技
術をもとに、これまで

数々の金型や部品開発に従事してきた
とのことです。ですが、環境変化が進む
中で、同社はもう一つの事業の柱を育
成していくこととなります。どの企業でも
経営環境の変化というのは付きもので
す。このような状況の中で、企業はどう
対応すれば良いでしょうか。以下でもう少
し詳しくみていくことにしましょう。

「選択と集中」
一般的には、こうした状況下で求めら

れるのは、事業の「選択と集中」です。
企業が成長していく過程において、次第
に技術の蓄積が進むことになりますが、
そうするとその技術に基づきながらそれ
までの事業範囲を拡大することは珍しい
ことではありません。企業の成長期にお
いては、こうした「事業の多様化」は重要
な戦略の一つになります。というのは、基
盤とする技術を他の事業にも活用しな
がら多様化するため、経営の効率化を
実現させながら事業の拡大が進むから
です。

ですが、経営環境が変化すると、この
効率化が逆回転し始めることにもなりま
す。比較的近年の例では、リーマンショッ
ク以降、多くの企業がこれを経験し、存
続不可能な事業をいくつも抱えている
企業が少なくありませんでした。

そのときに求められるのが、いずれか
の事業を選択し、そこに必要な経営資
源を集中させるという戦略的な経営判
断となります。他のページでも書きました
ように、アメリカのインテル社もかつて

「選択と集中」を実行し、倒産の危機を
乗り越え、その後の成長をもたらしました

し、アップル社も一時は数百種類もあっ
たPCのモデルを90年代の後半にはわ
ずか数種類に絞り込み、やはり倒産の
危機を乗り越えています。富山県内でみ
ても、産業用電源をつくるコーセル社が
やはり旧エルコーの時代に「選択と集
中」を実行し、その後の成長をもたらして
います。

一貫性の追求
その点、同社、すなわち村製作所の

場合はどうかと言えば、かつての主力事
業の需要減退以降、多機能スポンジな
どのアイデア商品をいくつも開発されて
きています。これは、一見するとかつて同
社が蓄積してきた技術とはあまり関連性
の無い分野への展開のようにも感じら
れます。

また、通信販売を活用されるなど販売
の形態もかつてとの違いが感じられます
し、また販売の対象も一般の消費者を
相手にするため、かつてのB to BからB 
to Cへの変化もみられます。つまり、こ
の点だけをみると事業の「選択と集中」
ではなく、経営環境の変化に対してむし
ろ事業の多様化を進めたようにも感じら
れることとなります。それなのになぜ、同
社は成長を続けてこられているのでしょう
か。

それは、同社社長の村氏の経営に対
する方針そのものに一貫性があり、その
内容に対してはブレることなく大切にさ
れていることが挙げられるのではないか
と思われます。その方針というのは「徹
底的な顧客目線」という点です。言い換
えれば、自社の論理（自社の都合優先）
ではなく、顧客の論理（顧客の便益優
先）という視点です。その視点を、さらに
感じてもらえる場所を「選択」し、必要な
資源を「集中」したことが今日の成長に

つなげられたのだろうと思われます。
似たような考え方の企業に、宮城県

にあるアイリスオーヤマという企業があり
ます。かつては、海で用いる養殖用のブ
イをプラスティックで作っていた企業が、
その後やはりプラスティック製育苗箱で
成功し、さらにプラスティック用のプラン
ター（植木鉢）、そしてプラスティック製の
クリア収納ケースへとヒット商品を連続
させるのですが、今日ではプラスティック
だけでなくLED照明機器、IHクッキング
ヒーターや掃除機など、家電の分野にも
事業を拡大させてきています。

そこに、一貫性はあまり感じられない
のですが、私自身が同社の幹部にヒアリ
ング調査した際にお聞きしたのは「徹底
的なユーザー目線」だけは、創業時から
変わっていないとのことでした。

こうした経営に対する方針というのは、
決して目にすることのできないものではあ
りますが、一方で重要な経営資源でもあ
ります。ヒトやモノ、カネといった目にする
ことのできるものだけが資源では無いの
です。重要なのは、自社にとって重要な
資源が何であるかを見出し、それを一貫
して追求していくことだろうと思います。

有限会社村製作所
射水市西高木1181-1
TEL:0766-55-1738
FAX:0766-55-4547
http://www.shokokai.or.jp/

100/16/163811S0018/index.htm
代表者／代表取締役社長　村 謙次
創　業／昭和62年2月
設　立／平成元年12月
資本金／ 300万円
従業員／ 5名
事業内容／エアーベントブロック（ダイカスト
金型のガス抜き装置）、日用雑貨のアイデ
ア商品の開発・製造

アドバイザー
の

視点！

ケート調査による市場調査から、商品を
より良いものにするための改良や品質
向上、更なる新商品の開発のヒントも
探っています。

これまでの取り組みにより、平成23
年度には県の経営革新計画の認定を
受け、銀行関係のノベルティへの採択、

ギフトショップでの定期販売など、独自で
販路を開拓するとともに、更なる販路の
拡大に向け、県の販路開拓支援を受け、
新たな販路が見込まれる企業とのマッ
チングや、大阪商工会議所主催の発掘
市等の商談会への出展により、外食
チェーン店での試験的使用や問屋への

納品、県のトライアル商品に採択され、
県内学校8校に納品するなど実績も出
ています。

当社は、今後とも積極的な新商品開
発とその販路拡大に取り組んで行きた
いと考えております。
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模倣困難な
独自技術をもとに新発想

07 救急薬品工業株式会社

救急薬品工業株式
会社は従来の錠剤、カ
プセル剤、粉薬などの
汎用製剤とは全く異な

る形状の独自の「速溶型及び貼付型
口腔内フィルム製剤」という新剤形を世
界で初めて開発しました。その背景に
は、貼り薬の製造により培った「貼る技
術」「塗り伸ばす技術」があります。創業
者である先代は、これらの技術を練磨す
ることで、整形外科領域における外用
貼付剤の剤形である消炎鎮痛パップ剤
及びプラスター剤に特化し、経皮吸収

型貼付剤専門メーカーとして日々研究を
重ね事業展開を行ってきました。

この「貼る技術」「塗り伸ばす技術」
の延長線上で、独自で構築したミクロン
レベルで管理する塗工技術へと進化し、
これまで培ってきた技術とノウハウを
ベースに新しい発想で開発したのが「経
皮吸収全身作用型テープ剤」「ODF

（速溶型口腔内フィルム製剤）」「ADF
（貼付型口腔内フィルム製剤）」です。ま
た、錠剤などの汎用製剤は、大手医薬
品メーカーの社内・グループ内製造中心
であるが、フィルム製剤やテープ剤は、

大手では扱えないスーパーニッチな特
殊製剤技術が必要となります。当社は、
他社が真似できない差別化された製剤
とその高い製剤技術力を強みに、海外、
国内大手製薬会社からの医薬品の製
剤受託や開発を行っております。

また当社は、他の製薬会社のような
直接営業を持ちません。他者が真似で
きない差別化された製剤の開発とその
技術力で販路拡大と収益性を伸ばしま
す。

世界経済のグローバル化とダイナミッ
クな変動の中で、世界の医薬品市場も

報告
概要
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「オンリーワン技術に
よる事業展開。」同社
が世界に誇る技術、そ
れが「ODF（速溶型口

腔内フィルム製剤）」および「ADF（貼
付型口腔内フィルム製剤）」です。これら
は世界で初めて開発された技術、すなわ
ち「オンリーワン」の技術です。同社がこ
れまで蓄積してきた「貼る」という技術を
もとに、口の中に貼るという分野を切り
開いたのです。この「オンリーワン」の技
術をもとにおこなう事業展開は、競争戦
略における理論的研究においても、大き
な意味を持っています。どういうことか、詳
しくみてみましょう。

ナンバーワンか、 
オンリーワンか
「ナンバーワン」も「オンリーワン」も、ど

ちらもその市場ではトップであることを意
味しますが、そこには大きく異なる点が
前提にあることを認識する必要がありま
す。それは競争があるかどうかという、

「競争の有無」という点です。
「ナンバーワン」は競争を前提としてい

ます。企業間競争が進められる中で、他
社の追撃を阻むだけの強みを持ってい
るという意味をもたらすのがこの「ナン
バーワン」で、逆に「オンリーワン」は競
争の無い世界を想起させます。どちらが
優れているというような議論ではなく、近
年では「ブルーオーシャン戦略」という考
え方も一般化されつつあることからも、

「オンリーワン」の技術を持つことの戦
略的意義が見直されてきているようで
す。
「ブルーオーシャン戦略」とは、経営学

者であるW・チャン・キム氏とレネ・モボル
ニュ氏らが2000年代以降打ち出した

概念で、簡単に言えば競争のない世界
を意味します。争いなどない、美しくきれ
いな海原を悠 と々航海する様をとらえた
表現がこのブルーオーシャン戦略です。
その一方で、価格競争など激しい競争
のある世界に対しては「レッドオーシャン」

（血の海）と表現されています。
この「ブルー」と「レッド」というように、

色で分けた理論がとても分かりやすく、
「ブルーオーシャンでいることを賞賛する
理論」というように誤解されがちなのです
が、そうではなく、この理論が強調してい
るのは、「ブルーオーシャンを自ら創り出
す」ことです。

もう少し具体的に言うなら、需要のな
いところで「オンリーワン」を創っても意
味はなく、重要なのは需要がある中で

「オンリーワン」の状況を創り出すことの
重要性と可能性を唱えているのです。

救急薬品工業の「オンリーワン技術」
は需要がある分野です。需要があるとこ
ろには、競合企業が模倣してでも参入し
ようとするものですが、そのような中でも
当該技術を守ることができるのは、他社
が簡単には模倣できない同社独自の技
術優位性があることが考えられます。こ
の技術優位性が他社に対する参入障
壁となって「ブルーオーシャン」の状況が
創り出されているのです。

コア技術の活用
長野県にシナノケンシという企業があ

ります。もともとは絹糸紡績の企業です
が、今では各種精密機械に組み込まれ
る小型モーターをつくる世界有数の企
業となっています。同社の強みは絹糸
紡績時代に培った「回す技術」。それが
発展して他社が簡単に模倣できない

「オンリーワン」の技術を創り出していま

す。コア技術を把握していれば、目の前
の製品をつくるだけでなく、他の分野に
も活用できるものです。

同じことは救急薬品工業の「貼る」技
術にも言えます。体に貼るだけでなく、口
の中に貼るという発想は、なかなか思い
つかないものですが、それは同社のコア
技術の意味を把握できているからこそ生
まれた技術だろうと思います。

自社のコア技術は何か。それをどう展
開するか。救急薬品工業の「貼る」技術
の展開は、われわれにいろいろな示唆を
与えてくれていると思います。

救急薬品工業株式会社
射水市戸破32-7
TEL:0766-56-9901
FAX:0766-56-9911
http://www.qqp.co.jp/
代表者／代表取締役社長　稲田裕彦
設　立／昭和38年10月
資本金／ 9,500万円
従業員／ 210名
事業内容／医療用医薬品・一般用医薬品
の開発・製造および販売

アドバイザー
の

視点！

同様にめまぐるしく変化しています。国内
だけでなく海外ブランドからのフィルム剤
の新たな医療ニーズに応えるため、他者
が真似できない差別化された独自の製
剤技術をさらに探求し、新たな製剤開発
を進めると共に、医薬品産業のグローバ
ル化を視野に入れ、GMP・Pic/sに対
応した生産管理体制で、高品質の維持

と生産性の向上を追求しています。
“ Q u e s t  f o r  Q u a l i t y . . . a n d 

Performance of Life” 
（品質の探求と実りある人生を求め

て）を企業理念に、患者さん、医療関係
者、当社従業員の、そして世界中で生き
る人々ひとりひとりの生活の質を向上さ
せ、実りある人生を送っていただくという

使命のもと、医療の未来に貢献できる
新たな可能性を求めて、研究・開発に取
り組んでいます。
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モノからコトへ
顧客提供価値の転換

08 株式会社プロデュース

株式会社プロデュー
スのメイン業務は、住 
宅及び店舗の新築・リ
フォーム設計・施工です。

経営理念として以下の3項目を挙げて
います。

①お客様としあわせを共感する。
② お客様、地域にとって必要な企業

となる。
③ 何事も前向きに捉え、お客様と共

に成長する。
この経営理念のもと、「モノを売るの

ではなく価値を売る」ことを意識し、「お
客様の夢（住まい）を創る」という思いで、

価値創造を徹底してきました。業績は創
業時より9年連続増収（初年度売上比
550％）を達成。顧客は8割以上が会
社から5㎞圏内にお住まいで、9割以上
がリピーターです。企業は地域密着、顧
客に必要とされなければ意味がないと考
えています。

平成22年には、飲食業、インテリア、
WEBショップを業務とするハピアス株
式会社（従業員38名）を設立。高岡市
にカフェとインテリア・グリーンの店

「KHEIR（ケイル）」を1店舗、射水市に
レストラン「FELISCENA（フェリシー
ナ）」を1店舗出店しました。「KHEIR」

はギリシャ語で「手」という意味があり 
ます。「永く愛せるものを、人の手で」を 
コンセプトに、手のぬくもりがこもった 
料理、インテリアを提供します。また、

「FELISCENA」はイタリア語を基にし
た造語で「しあわせの舞台」を意味しま
す。訪れた人がしあわせを感じ、笑顔に
なれる空間を演出します。2つの企業の
共通するコンセプトは、「お客様とスタッ
フのしあわせと笑顔創造企業」です。

私は、サービス業が大好きです。現代
では、全ての業種がサービス業と言って
も過言ではありません。建築も飲食店も
サービス業であり、異業種への進出とは

報告
概要
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「製造業のサービス
業化」。同社から感じら
れるイメージを一言で表
現するとこのようになる

かと思います。製造業は本来モノを製造
し、それを売ることを生業とするのですが、
同社社長の新川氏によれば、同社は

「モノを売るのではなく価値を売る」と話
されています。価値は具体的に目にしに
くいことから、「モノ」ではなく「コト」と表
現されますが、こうした考え方から言えば
同社の事業は「モノ売り」ではなく「コト
売り」ということになります。それが意味
することが何か、もう少し詳しくみていくこ
とにしましょう。

「モノ」と「コト」の違い
分かりやすく言えば、同社の事業は

「人々が住むために必要なモノ」として
住宅を捉えているのではなく、「人々が住
むために必要なコト」として住宅を捉えて
いるということになります。では、住宅をモ
ノとして捉えるのと、コトとして捉えるのと
ではどう違うでしょうか。

モノとして捉える場合、顧客にはあくま
でもそのモノを気に入ってもらおうという
意識が先行することとになります。その
ため、モノとしての品質を高めたり、モノと
しての機能を追加したり、あるいはモノと
しての価格を操作したりして他社製品と
の違いを生み出すこととなります。要す
るに、モノを軸とした満足度の向上が目
指されます。

一方、コトとして捉える場合には、上
記の内容もさることながら、生活を続け
る上で不便なコト、解消すべきコトは何
か、「快適に生活するコト」を軸として満
足度の向上が目指されることとなります。
従って、そのためにはたとえ住宅メーカー
が通常は担当しないような生活環境の

構築も含まれることとなるのです。
かつて、メインフレームという大型コン

ピュータのメーカーとしてナンバーワンの
地位にあった米IBM社が、90年代に
入ると同時に打ち出したのが「サービス・
カンパニー」でした。コンピュータというモ
ノをつくる企業がサービス販売へと、大き
く経営の舵を切ることで新たな成長軌
道に乗ることに成功しています。同社が
考えたのは、コンピュータ（モノ）を売るの
ではなく、「コンピュータで実現できるコト
を売る」というものでした。経営学的に言
えば、ドメインの再定義を意味します。

もう少し具体的に言いますと、例えば
同社の日本法人に日本IBMという企業
がありますが、同社は91年に東京両国
に開館した「江戸東京博物館」から大
型コンピュータを受注したことがありまし
た。館内には10万点以上にも及ぶ展
示物があったのですが、こうした展示物
が来館者の動きにそって動作するなど、
さまざまなシステムをコントロールする役
割が持たされていました。本来、メーカー
側の立場に立てば、日本IBMとしてはこ
のシステムを設置すればひとまず終了と
いうことにもなるのでしょうが、同社はこう
したシステムはもちろんのこと、来館者に
案内するスタッフも展示物の管理手法
を把握していないと、こうしたシステムが
フルに発揮されないという判断から、日
本IBMが責任を持って当該スタッフを
採用し、さらには教育するというところま
で担当したと聞いています。

本来のメーカー側の領域を越え、サー
ビスの領域にまで大きく踏み込んだ事
業であると言えるでしょう。「コンピュータ
で実現できるコト」を考えたときに、初め
てこれまでメーカーが創り出さなかった価
値を顧客に提供することができるのです。

独自化の戦略性
こうしたモノからコトへの発想の転換

は、言葉にすれば簡単そうに聞こえます
が、実際に進めるとなるとなかなか簡単
なことではありません。株式会社プロ
デュースのおかれた業界も同じと思いま
す。

重要なのは、顧客側の目線に立って
ものごとを発想することです。ただ、これ
が意外と難しいのです。というのは、経
営者である以上、通常はどうしても経営
者側の論理（都合）を優先させてしまい
がちだからです。

ですが、その壁を乗り越えられるので
あれば、他社の踏み込みにくい領域に
入れるということにもなるため、競争戦
略上は極めて重要な意味を持ってきま
す。自社だけの領域（競争戦略理論的
には「ポジショニング」）を確保できるから
です。これが新川氏の言う差別化を越え
た「独自化」につながるのです。競争の
激しい業界であればあるほど、この独自
化が目指される必要があるため、新川氏
の発想は理論的にも理想的な方向に
向かっていると言えるかと思います。

株式会社プロデュース
富山県高岡市姫野530-1
TEL:0766-82-1611
FAX:0766-82-1610
http://www.pro-duce.net/
代表者／代表取締役　新川篤志
設　立／平成15年8月
資本金／ 2,000万円
従業員／ 14名
事業内容／住宅及び店舗の新築・リフォー
ム設計・施工、中古住宅・土地の買取及び
販売、宅地建物取引業、アパート建築の設
計・施工、店舗・会社設立の総合支援業務、
資産運用等の提案業務
関連会社／ハピアス㈱、フォーエバー㈱

アドバイザー
の

視点！

考えていません。これから生き残る企業
には、差別化ではなく独自化が必要です。
私たちの志事（しごと）は、住宅や店舗
の延長線上にあるライフスタイルそのも
のを提案し、お客様に笑顔をもたらすこ
とです。

また、企業の成長の源は人材にあり

ます。そこでCS（顧客満足度）以上にES
（従業員満足度）を重視しています。お
客様のしあわせだけでなく、社員がしあわ
せであることが企業の成長につながる
のです。社員がやりがい、生きがい、達
成感を得られるよう、成長できるよう、コ
ミュニケーションと情報共有を大切にし

ています。一人ひとりのスキルアップの
ため、外部から講師を招き、社内勉強会
を毎月開催しています。未来への投資
は惜しみません。

これからも「感謝すること」「謙虚であ
ること」を心掛け、お客様からの「ありがと
う」を追求していきます。
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「トレードオフ」を
解消する独自の仕組み

09 株式会社丸栄製作所

当 社 は1956年 の
創業以来、厚板板金製
造業の分野において、
中・大型用バケット製造

の全国トップシェアを占めるに至りました。
しかし、私が先代から1992年に代表取
締役を引き継いだ後、①公共投資の減
少に伴う国内の需要の減少、②少品
種・大量受注から多品種・少量受注と
短納期化、③BRICS台頭による輸出
増が見込める環境の変化の中、2002
年に社内の大規模改革を実施する決
心をしました。

改革の一つは「経営改革」です。
①モノづくり改革…主力製品のバケット
の部品毎に生産プロセスを管理し、見
込みまとめ生産を止め、受注生産に変

更。時産数管理を導入し、現場のが
んばりを見える化。
②会社の羅針盤づくり…SWOT 分析
等により事業環境を分析し基本戦略を
策定。2016 年の創業 60 周年に向
け、基本戦略を見直しながら目指す姿を
描出。
③人づくり…バケットの製造には熟練し
た技術が不可欠。一流のクラフトマン
が育つ「人材輩出会社」を志向。
④全員参加型経営…環境変化の早さ、
ボーダーレス化、ニーズの多様化でワ
ンボス経営に限界を感じ、ブレない

「経営理念・経営ビジョン・経営信条」
のもと、トップダウンからミドルアップ・ボ
トムアップへ変革。

もうひとつの改革は「新事業展開」で

す。
資源採掘市場向けのモンスターマシ

ン用バケット、新車市場向け汎用STD
バケット、アフタ市場向けのeバケット、
Meバケットの開発など、標準品質と高
品質の住み分けで小型から超大型へ
対応しました。

これら改革により従業員満足度が高
まり、確実に生産性は上がっています。
また国の「平成24年度円高・エネル
ギー制約対策のための先端設備等投
資促進事業」の採択を受け、世界最先
端の高速大電流ロボット溶接技術を取
り入れ、更に20％生産性を向上させた
世界一のバケット工場を造り上げたいと
考えています。

報告
概要
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同社は建機事業の
ほ か にFRP（Fiber 
Reinforced Plastics、
繊維強化プラスチック）

事業も手がけているのですが、この報告
書では主に同社創業当初から手がけて
いる建機事業について見ていくことにし
ます。

同社がつくる建機部品のうち最も重
要なものの一つが、ショベルカー等で使
われるバケットです。バケットを完成させ、
それをショベルカー等の完成品メーカー
に納められるのですが、ショベルカーに
とってもっとも重要な部品をつくっている
こととなります。

同社の最重要顧客の一つがコマツ
です。コマツ自体、グローバルに展開す
る企業として有名ですが、それ以外に例
えば製品の品質に極めて厳しい基準を
持っているという点においても有名な企
業です。コマツには、同社が大事にして
いる「コマツウェイ」という経営上の指針
があるのですが7つの項目で構成される
この「コマツウェイ」の一番最初の項目に

「品質と信頼性の追求」が掲げられてい
るという点からも、品質をいかに重視して
いるかが分かります。

品質に対する要求レベルが極めて高
い顧客に対して、重要部品であるバケッ
トを納めているのが丸栄製作所ですが、
品質に対する顧客側からの評価もとて
も高いと聞きます。しかも、同社の場合、
大型のバケットであってもわずか3日で
完成させる技術を持っているのです。バ
ケットの国内シェアは23％であり、国内
No.1の企業となっています。

実は、この高品質のものづくりと短納
期というのは「トレードオフ」の関係にあり
ます。トレードオフとは、2つのことを一度
に両立させられない状態のことであり、
必ずどちらかが影響を受けてしまうような
事態に至ってしまうことを意味します。例
えば、一般的には高品質を追求すれば、
それだけ時間をかけ慎重な作業が求め
られるため、自ずと納期は長くなることに
なります。これを短納期で仕上げるという
ことが意味することは何かと言えば、現
場にかなりの負荷がかかるということで
す。

今まで費やしていた時間を短くしよう

とする場合、単に作業のスピードを上げ
れば済むという問題だけで終わらない場
合が出てきます。場合によって、作業の
中身も根本的に見直す必要もあります。
そうなると、従来慣れ親しんでいた作業
内容を変更しなくてはならないような場
合もあるため、現場からは不満が噴出す
るという事態に発展することも珍しくあり
ません。したがって、実はトレードオフの
解消は、特に品質と納期の間でのトレー
ドオフの解消は極めて難しい問題を伴う
ことになります。

ですが、逆に言えば、このトレードオフ
を解消することができれば、それはその
企業にとって最大の強みになることにも
なります。なぜなら、多くの企業がそのト
レードオフ解消の壁を乗り越えられずに
諦めてしまうからです。

少し脱線しますが、日本の自動車産
業が発展してきた背景にあるのも、同じ
要因が働いています。例えばトヨタ自動
車では、現場でのものづくりの考え方が
海外企業とは大きく異なるのですが、そ
の根本には「高品質の追求」と「高生
産性の追求」という二律背反する命題
をクリアすることが目指されており、その
ためにさまざまな工夫をもとに生まれたの
がトヨタ生産システム（TPS、Toyota 
Production System）です。そして、こう
した独自の工夫こそが、トヨタを世界一
の企業に押し上げた原動力になってい
るのです。この場合の強みとは何かを一
言で言えば、それは次で紹介する「模倣
困難性」です。

模倣困難性
丸栄製作所では、2003年以降、全

社を挙げて経営改革に取り組まれてきま
した。同社の概要でも紹介されているよ
うに、その改革は①ものづくり改革、②
会社の羅針盤づくり、③人づくり、④全
員参加型経営といった4つの柱で構成
されています。それぞれの柱はさらに細か
く展開されていくのですが、ごく簡単にこ
れらを整理するならば、「何をつくるか」、

「どのようにつくるか」、「誰がつくるか」、
そして「それらを支える企業としてどうある
べきか」が検討されるものとなっています。
重要なのは、企業としてこのような根本
的な問題を社長一人で考えるのではな

く、「全社で取り組む」という姿勢です。
全社で取り組むことによって、従業員一
人ひとりが本当の意味で有機的な存在
となった組織ができあがることになります。

これが、問題意識を全社で共有する
ことも可能とさせます。言い方を換えれ
ば、今後どうすればよいかといった問題
について「考える組織」がつくられていく
ことになるのです。当然のことながら、ト
レードオフを解消することも全社で考えら
れることになります。そして、その活動の
中で蓄積されたいろいろなアイデアこそ、
他社に無い大事な経営資源となるので
す。丸栄製作所で言えば、同社が大事
にしてきた熟練の技術を、全社で認識し、
その技術をさらに活かしていく方法が検
討されることとなります。このように考える
と、丸栄製作所の強みは何か。それは、
同社が同業他社とは異なる同社独自の
経営システムを構築できたということと
言えるでしょう。

株式会社丸栄製作所
富山県射水市鷲塚50
TEL:0766-55-5800
FAX:0766-55-5200
http://www.marueiss.co.jp/
代表者／代表取締役社長　今牧 繁
設　立／昭和31年5月
資本金／ 5,000万円
従業員／ 145名
事業内容／建築機械部品製造（油圧ショ
ベル用バケット、建機用アーム）、強化プラ
スチック部品製造（FRP浴槽、洗面台）

アドバイザー
の
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「攻めの姿勢」に対する
考え方

10 株式会社ケーファクトリー

株式会社ケーファク
トリーは、主に高層ビル
等の外壁・内装用の金
属製品パネルや、多機

能建材、モニュメント等を完全オーダー
で製造、全国へ納品しています。特に大
手や他者が嫌がる手間のかかる製品の
製造を得意としています。

プロフェッショナルの集団として、仕事
に線引きをせず、顧客が求める難易度
の高い製品の製造に、「ノー」は言わず
に果敢に取り組んでいます。常に今より

「もっと」という向上心を持ちながら、挑
戦者としてのスピリッツを持ち続けること
を経営指針としています。ただし、挑戦す

る際には、体重を全て移動させる一歩先
ではなく半分の体重を乗せる「半歩先」
を目指すことを心掛けています。そうする
ことでリスクが半減します。

また、顧客のニーズを単なる”イメー
ジ”から”カタチ”として現実の”モノ”に
する過程の中で、柔軟で豊かな発想と
独自の技術を駆使することで、「命」ある
モノづくりに「常に挑戦し続ける」ことを
実践しており、従業員へも常に疑問を持
ち改善を繰り返すことで、「もっと」良い
品質の製品ができることということを説
いています。特に、クレームが発生した
際には、徹底的に原因を追求し、繰り返
さないよう人材育成にも力を入れていま

す。
また、5年前より成長市場であるエネ

ルギー分野の新事業に進出しています。
太陽光パネルを限られた屋上スペース
に加え、壁面のスペースに簡単かつ安
全に設置でき、メンテナンスも容易に行
える「太陽光パネル壁面設置システム」
を太陽光パネルメーカーと共同で開発し、
現在特許出願中です。この商品は、メン
テナンスや意匠の面など様々な問題が
あった従来の太陽光パネルを、簡単・安
全・スピーディーに取り付けることのでき
る商品です。東京ビッグサイトで開催され
る展示会へも積極的に出展し、販路拡
大にも積極的に取り組んでいます。

報告
概要
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「半歩先へ」。これは
ケーファクトリーの社長、
鍛治英樹氏の経営ポリ
シーです。創造企業報

告会で披露された言葉ですが、果たして
どのような意味が込められているのでしょ
うか。「半歩」とは当然のことながら「一
歩の半分」なので、「控えめな目標が重
要である」とか、あるいは「身の丈経営を
目指すべき」などのように、企業経営に
は堅実さが大事であるというような意味
が込められているものと思っていました。
ところが、実際にはそうではなく、むしろ全
く反対の意味が込められているのでした。
さらに詳しく見ていくことにしましょう。

半歩先の経営
同社の概要にも記載されていますが、

一歩先へ進むとなると体重の多くを前
足に移動させることとなり、そうなると歩
みの途中で何か不測の事態が生じ、急
いで体勢を立て直さなくてはならないよう
なときに、うまくバランスをとることが難し
くなってしまうことから自由が利かなくなる
という意味を持たせています。要するに、
「リスクの半減」という意味で捉えること
ができます。ですが、実はそうではなく、
もっと積極的に攻めていくという姿勢を
感じ取ることができるのです。

鍛治氏はもともと二輪のレーサーにな
ることを夢見ていたそうです。その夢自体
は途中で断念せざるを得なくなるのです
が、そのときの信念は現在の経営にも
踏襲されているように感じられます。

当然のことながら、レースの世界は順
位を一つでも上げることが目指される競
技です。そのためには危険を冒してでも
攻めるべきところは攻める必要がありま
す。つまり、積極的にリスクをとる必要が
あるということになります。
「半歩先」という体勢は、全体重を前

足に移動させずにおくことを意味するの
で、そこだけを捉えればリスク回避という
消極的な印象にもつながるのですが、
見方を変えれば半歩だけの状態という
のは「柔軟に対応できる体勢」でもあり
ます。これは、いざというとき、すなわち有
事の際のために必要であるということだ
けではなく、実は平時の際でも重要な意
味を持ってきます。常に柔軟に対応でき
る体勢であれば、一瞬のチャンスも逃さ
ずに動けるメリットがあるからです。つまり、
攻め続ける上でも必要なのがこの半歩
先の体勢ということになるのです。

このように、同氏が強調する「半歩
先」という言葉は、決して消極的な意味
が込められているのではなく、あらゆる好
機を捉える上で都合の良い体勢を意味
することが分かります。この、あらゆる好
機という点を裏付ける考え方が、次に紹
介する「会社は学校である」という点に
見られます。

会社は学校
鍛治氏は、同社で働く従業員に対し

仕事内容を厳しく見るとのことです。担
当する作業内容がきちんと仕上げられ
ているかどうかという点もそうなのですが、
その作業内容を通じていろいろと発見で
きるかどうかという点も厳しく追求すると
いう姿勢を持っているとのことです。目の
前の作業をやるだけでなく、新しいことに

「気づく」ことができるかどうかも大切にし
ているということになります。「会社は学
校である」という考え方は、作業を通じて
いろいろなことを発見するための学校で
あるという考え方に結びついてきていま
す。

話しが多少逸れてしまいますが、私が
勤務する大学という教育機関について
よく言われることの一つに、「大学での
教育は社会では役に立たない」というよ
うなことがあります。たしかに、私自身が
専門とする経営学の講義においても、決
して「経営のやり方」や「上手な儲け方」
などを教育しているわけではないため、卒
業後すぐに役立つようなことは講義して
ません。こうした実践的な内容を学習し
たければ、大学ではなく専門学校等に
通った方がはるかに役立つものと思わ
れます。

では、大学では何を教えているか。例
えば経営学の場合で言えば、経営学と
いう学問を通じた論理を教えていること
になります。具体的には、「なぜこの企業
は成功したのか」とか「なぜ失敗したの
か」という「なぜ」という部分をきちんと考
え、そして説明するだけの能力づくりが目
指されているのです。「どうすれば成功す
るのか」などのように方法論では無いの
です。

ですが、この「なぜ」という部分が分か
ることによって、ものごとのメカニズムが
分かってきます。メカニズムが分かると、
それをヒントとして新しいことに気がつく
能力にもつながってくるのです。

大学というのは本来そういうものであ
るべきなのですが、その意味で捉えた場

合に共通するのが鍛治氏の言う「会社
は学校だ」という考え方です。そして、こ
の考え方が、先に示したあらゆる好機を
逃さないという姿勢にもつながってくるか
らです。鍛治氏が求めているのは、好機
を誰かから与えてもらうのを待つという姿
勢ではなく、自ら積極的に見出すことで
あり、そのためにはあらゆることに気がつ
く必要があります。

同社の従業員に求めている技術には
「加工技術」、「施工技術」、「設置技
術」という3つの技術があるとのことです
が、それぞれの能力を身につけさせるな
ど、多能工化が目指されています。実は
このことも「好機を逃さず発見する」とい
う経営方針に一貫していることがわかり
ます。一つの技術を高めるためには、他
の技術のことも理解しておくことでより
奥深い能力につながり、さまざまな発見
をもたらす効果が考えられるからです。

日本一になること
鍛治氏の目標を聞くと、「日本一にな

ること」と即答されます。そのためには、
他社が嫌がる仕事でも引き受けるとのこ
とです。具体的にどのような分野で日本
一になるかと聞くと、そこにはあまり明確
な回答は無いのですが、「とにかく日本
一になる」と上昇志向は明確に持って
います。もともとレーサーを志望されてい
ただけあって、常に高いところが目指され
る姿勢が今も生き続けていることが分か
ります。

「半歩先」の経営という姿勢からは、
いかに積極果敢にチャレンジするかとい
う姿勢をうかがい知ることのできる企業
であると言えます。

株式会社ケーファクトリー
富山県射水市七美192-5
TEL:0766-86-5081
FAX:076686-5082
http://www.k-factory-t.com/
代表者／代表取締役　鍛治英樹
創　業／平成4年11月
設　立／平成4年11月
資本金／ 1,550万円
従業員／ 26名
事業内容／ビル用外壁・内装金属パネル・
多機能建材・モニュメントのオーダー製造、
折曲溶接加工、金型溶接全般、太陽光壁
面設置システム
関連会社／㈱KFメタル
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本報告書では、創造企業報告会における報告企業11社のう

ちの10社の概要およびそれぞれの取り組みに対する戦略的意

味をまとめています。それぞれの概要については、あらかじめ事

務局側の方で取りまとめていただいたのですが、それをもとに、

当日の講演内容を参考にさせていただきながら私なりの理解を

述べさせていただいた次第です。私はすべての講演に同席し

ていたわけではないため、ここで述べた内容が必ずしも講演者

の方々のご意向に添った内容ではないかもしれませんが、あくま

でも私なりの理解、すなわち企業戦略を研究する人間の理解を

述べさせていただきました。

さて、本報告書で記載した内容をさらにコンパクトに整理する

と、下の表1のようになるかと思います。この表に記載した内容

は、各社の「強み」の源泉が何かについてまとめたものです。

表1　各社の競争優位の源泉
企業名 競争優位の源泉

伊 勢 領 製 作 所 ㈱ 独自の技術の意味を見抜く力

日 本 セ ッ ク ㈱ 独自の知識をもとに行動力と実践力

㈻ 浦 山 学 園 経営資源に対する発想の切り替え

㈱倉谷アルミ工作所 経営に対する意気込み

藤 岡 農 園 「こだわり」の重要性

㈲ 村 製 作 所 顧客目線

救 急 薬 品 工 業 ㈱ 模倣困難な独自技術をもとに新発想

㈱ プ ロ デ ュ ー ス モノからコトへ顧客提供価値の転換

㈱ 丸 栄 製 作 所 「トレードオフ」を解消する独自の仕組み

㈱ケーファクトリー 「攻めの姿勢」に対する考え方

総括

企業の真の強み
富山大学経済学部 教授　内田 康郎
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この報告書は、創造企業報告会の講演内容に添って作成さ

れているため、それぞれの企業はこの報告会の趣旨に添って報

告が行われていることになります。その趣旨とは、「新しい取り組

みの披露」というものです。その新しさがもつ強みが何であるか

を問い、それを会員企業の経営に役立てることが目指されてい

るのだろうと思います。言い方を換えれば、「新の強み」を「真の

強み」に転換することがこの報告会の最大の目的となると言える

でしょう。そこで、本報告書においても、この点において私なりの

認識を紹介させていただいてエピローグに代えさせていただこう

と思います。

さて、そもそも「真の強み」とは何でしょうか。一般的には、たと

えば「他社が扱っていない商品を持っている」とか、「他社がつ

けられないような低い価格設定ができる」などが「強み」として捉

えられることが少なくありません。米アップルの強みは「iPhone」や

「iPod」、「iPad」だという製品に求める見方です。あるいは、ユ

ニクロの強みは「安くて質の良い製品にある」という見方です。も

ちろん、これらが強みであることに変わりはありません。ですが、

「真の強み」と言えるものではありません。

あらためて言うまでもなく、「強み」とはその企業の成果に結び

つくための原動力を意味します。「他社には無く、自社にしか無

いもの」、それが強みです。逆に、他社も簡単に手に入るようなも

のであれば、真の意味での強みには成り得ません。要するに、

「模倣困難性」こそが強みを維持する上で重要であることになり

ます。

このように考えると、実は形のあるもの、目にすることのできるも

のはマネされやすいため、真の意味での強みにはなりにくいとい

う特性があります。つまり、模倣困難性が低いということになるの

です。iPhoneも分解すれば、いくらでもマネはできます。著作権

で守られているとは言え、実際にアップルとサムスン社との間で

ずっと訴訟問題が続いていることからして、模倣困難性が低い

ことを示していると言えるでしょう。ユニクロの機能性肌着も模倣

することは不可能ではないのです。

そう考えると、真の強みは「目に見えないところ」に見出す必

要があることになります。外からは見えないところに築く必要があ

るのです。

このことと関連して、実は経営戦略に関する研究の世界では、

企業の競争力を「表の競争力」と「裏の競争力」と2つに分ける

という考え方があります（次頁　図1参照）。

内田康郎氏プロフィール
1966年生まれ
横浜国立大学大学院国際開発研究科
博士後期課程修了　博士（経営学）
銀行勤務、米コロラド大学経営大学院客員研究員
を経て富山大学経済学部教授、現在に至る

〔研究分野〕　競争戦略
特に国際標準と競争優位の関係、標準化と収益化
の関係などについての調査・分析
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図1「真の強み」のプロセス

「表の競争力」というのは、外から見える部分です。例えば、価

格、性能、品質、納期、営業マンの人柄、アフター保証など、顧客

が購入に当たって評価しやすい部分が「表の競争力」となりま

す。一般的には、この部分で他社との差をつけようとの考えにな

るため、ムリな価格設定をしたりして自社の経営を追い込んでし

まうことも少なくありません。

ですが、この「表の競争力」は本来すぐにできるようなもので

はなく、実際にはそれを備えるために時間をかけて仕組みを作り

上げることが重要となります。その仕組みが「裏の競争力」という

ことになります。例えば、生産性、コスト構造、物流システム、ある

いは営業マンの研修体系などがそうで、「表の競争力」をつくり

だす水面下での活動です。

しかしながら、この「裏の競争力」もまた、すぐに出来上がるも

のではありません。やはり、時間をかけて構築していくことが求め

られます。その際、重要となってくるのが、全社の行動を揺るぎな

く動かし続ける力です。それは「組織能力」と呼ばれています。

個人としての能力ではなく、組織としての能力です。個の力を統

合し、組織としての力に変えていくための組織的メカニズムと言

い換えられます。これを支えるのが、経営者の示す経営哲学や

経営方針です。

これら一連のプロセスがあって初めて「収益化」に辿り着くと

考えることができるのです。目に見える表層的な部分だけで経

営するのではなく、他社との違いを深い部分に見出せるかどう

かが「真の強み」にとって極めて重要であることになります。

以上のことを踏まえて、あらためて表1を見てみると、どれも

「表の競争力」ではなく、またそれをつくり出す「裏の競争力」で

もなく、もっと深い部分に関するということに気がつくのではない

でしょうか。どれも、組織能力に直結する経営者としての姿勢を

示すものであり、また経営の中軸を司る要素であることがわかり

ます。

10社の取り組みは、いずれもユニークな発想であることから、

「新の強み」を披露していただいたことになりますが、問題はこれ

らの強みが深い部分から、すなわち「真の強み」になっているこ

とをわれわれが理解できるかどうか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であると言えるでしょう。

また、われわれ側の問題だけでなく、こうした強みをつくり出し

た企業側にも今後の課題を挙げておく必要があると思います。

それは、こうした「真の強み」をもたらす「組織能力」は、使い続

ければさらに強化されるという利点がある一方、うまく使い続け

ることが無ければ退化するという欠点もあることです。スポーツな

どでも、しばらくゲームから遠ざかってしまうことによって「感覚が

鈍る」ということがありますが、それとよく似た現象と言えます。こ

の10社が、ここで紹介された「真の強み」を強化し続けることが

できるかどうか、会員企業の皆さんと共に、今後も注目していきた

いものです。

組織能力 裏の競争力

表の競争力をつくりだす
水面下での活動

表の競争力 収益化

顧客が評価することの
できる表面的な指標

組織能力
→企業が固有に持つ有形無形の資源を統合して効果的・効率的に活用するための組織的なメカニズム
→ここで言う資源とは、蓄積するには時間がかかる資源
→属人的な経験知の集合が重要
→固有の経営資源であり、模倣困難
→しかも、うまく使い続けていくことができれば強化される
→ただし、問題は「うまく使い続けること」ができるかどうか

出所）藤本隆宏他『ものづくり経営学』（光文社、2007 年）図 1-1-2をもとに一部改訂。
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