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イノベーションの変化と対応企業 

～県内にもあるイノベーティブ企業～ 

神奈川県異業種連携協議会 

理事 加藤文男 

 

はじめに 

第２次世界大戦直後の日本は、産

業のほとんどが破壊され、みるべき

天然資源がほとんどない日本経済が

立ち直るとは世界中の誰もが予想し

ていなかった。それを戦後 40年足ら

ずのうちに大きな変貌を遂げた。 

この急速な回復の要因は欧米から

紹介導入された経営革新、技術革新

を素直に受け入れ、適切に投資でき

たからであると言われる。日本の製

造業は当時日本の市場になかった新

製品開発に投資であり、さらに開発

した製品の機能や性能の向上、不良

品を提言する品質向上と誰でも購入

できる低価格化への投資であった。 

この産業界の努力の結果、1988年

には、日本の貿易黒字は、775憶ドル

の輸出超過になるほど成長した。

1989年の米国での世論調査では、こ

の急激な成長を「当時のソ連邦の軍

事量よりも日本の経済力（ＧＤＰ）の

方が、米国の安全保障上、脅威である」

という調査結果となって現れ、産業

政策変更の圧力となってしまった。 

このように元気のよかった日本の

産業界特に製造業は 1990 年代後半

より、活気がなくなり、こうして現況

を見て「失われた 20年」とか「失わ

れた 30年」のような嘆きの表現もみ

られるように大きく変化した。 

近年この産業界の状態を見かねて

新聞や雑誌などメディアでは再び経

営革新、技術革新などの言葉が数多

くみられるようになった。更にイノ

ベーションなくして企業は生き残る

ことができず、存在価値がないとす

る少々過激と思われる表現もある。 

これらの各論を検討してみるとイ

ノベーションの概念やその使われ方

が従来と変わっていることに気づか

される。一方、最近神奈川県内の企業

を訪問し、経営者の考え方を聞く中

に海外進出などの他社の動向に惑わ

されることなく、経営者がそれぞれ

の方針で立派に経営成果を上げ続け

ている企業に遭遇した。ここでイノ

ベーションの概念の変化を検討する

と共にこれに対応する神奈川県内の

二つの企業を紹介する。 
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１ イノベーションの変化 

 産業界、特に製造業ではイノベー

ションを経営革新とか技術革新のよ

うに「新しい技術や製造方法を創造

すること」「非連続な事象を結びつけ

て新しいものを作り出すこと」及び

「経済成長をもたらす製品、技術、制

度、組織全般の革新活動」などと解釈

され、その導入に努力してきた。しか

し、最近日本企業の低迷や停滞を心

配して、イノベーションを手段とす

る考え方から、創造と破壊や人材の

囲い込みなどの問題から経営資源の

流動性についても新しい考え方が議

論されるようになった。 

 以下近年新聞や雑誌に発表されて

いるイノベーションの新しい考え方

を見てみる。 

（１）手段でなく顧客価値の創造へ 

大阪大学の延岡健太郎教授は、日

本では価値創造よりも技術の革新性

を偏重する傾向が強かったがイノベ

ーションは「手段でなく顧客価値の

創造である」とし、単なる技術革新と

は違い、革新的な商品やサービスが

新たな価値として広く社会で活用さ

れて初めてイノベーションとなる

「価値を創出した結果を表す概念」

と強調する。「顧客価値」とは、消費

財では気持ちの良い使いやすさなど

の顧客の心に響く経験価値、生産財

では、顧客企業の利益向上に結びつ

くソリューションとなる。これらを

創造した企業は、高い利益率を上げ、

優れたイノベーション企業として評

価される。（2019.11.9週刊東洋経済） 

（２）イノベーションは手段から幸

福の源泉へ 

 S・ルシュバリエ フランス国立社

会科学高等研究院教授は、イノベー

ションを競争力強化の手段から幸福

の源泉へ認識を変えるべきと主張す

る。「イノベーションに投じられる資

源が増えているが生活満足度は下が

っており、イノベーションの創造性

は、必ずしもその破壊力を埋め合わ

せるとは限らない」という理由から

である。 

「かつての日本のイノベーションは、

技術的イノベーションではなく組織

イノベーションに多く依存してきた。

製造業における生産性は、労働者の

訓練への投資と会社への献身や忠誠

心によるものであって、人間工学的

にすぐに限界に到達した。そのため

に次の対策として競争力に対抗する

ために労働賃金を下げることで解決

した」と分析している。1997年以降、

イノベーションの一つの指標である

科学技術研究費の金額ベースでは上
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昇傾向にある。しかし、労働分配率は、

一時上昇しかけたがその後下落して

1997年以降の傾向としては明らかに

下がった。原因は投資と結果が見合

っ て い な い か ら と 説 明 す る 。

（2019.11.21付日本経済新聞） 

（３）イノベーションの条件はスピ

ード 

 落合陽一筑波大学学長補佐准教授

は、「社会にイノベーションを起こす

重要な条件は経営における意思決定

のスピードである」として中小企業

は「高速企業」であるべきとする。 

 現在、時代が劇的に変化し、大量な

情報が氾濫しており、このような大

変革期の日本には中小企業には無数

のチャンスがある。中小企業が生き

残るためにはイノベーションが必要

であり、それには「マス・カスタマイ

ゼーション化」と「高速企業」が重要

である。更にテクノロジーが急速に

発達する社会で中小企業に大きな可

能性がある。しかし、中小企業の「中

小」という言葉にネガティブなニュ

アンスではなく「意思決定の速さ」と

いう軸で「低速企業」か「高速企業」

に分類し、中小企業には今こそ柔軟

に対応できる高速企業が求められて

いると強調する。 

一方、テクノロジーの発達によっ

て、新しいサービスや製品を開発・展

開する「限界費用」は確実に下がって

いるという事実があり、現在の市場

は効率性を求める大量生産・大量販

売ではなく、顧客それぞれのニーズ

への反映を求めている。同じ工程で

製品をつくることでなく、ユーザー

のニーズに合わせて仕様を変えたり、

部分的にオプションをつけたりする

ことである。これを「マス・カスタマ

イゼーション化」であるとする。落合

准教授は、日本の企業が生き残るた

めに、大企業と中小企業が互いの特

性を発揮し、弱点を補い、新しい製品

やサービスをスピーディに投入すれ

ばよいとして「高速企業」と「マス・

カスタマイゼーション化」を上げて

いる。（月刊誌「Voice」2018年 11月

号 株式会社 PHP研究所出版） 

落合准教授は、高速企業とは、「柔

軟にトライ・アンド・エラーを繰り返

えし、製品やサービスの単位当たり

の総費用を下げ続けることができる

企業である」と定義する。 

そして、高速企業やイノベーティ

ブ企業の判断基準として具体的に次

の項目を上げる。 

① 最先端のテクノロジーを上手に

活用できること 

② 海外のリソースを上手に利用で
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きること 

③ 自動化、省人化できること 

④ 自己資金、大企業の資金、補助金

を活用できること 

⑤ ニーズの収集と探索において情

報収集能力や資金力のある発注

先親企業に依存し、親企業から

の新規注文を獲得することがで

きる 

⑥ 自らニーズを読み、自己資金・補

助金を活用し、フットワーク軽

く動き、課題解決し、製品やサー

ビスに反映できること 

 

２ 新イノベーションの実践企業 

これらの新しいイノベーションの

考え方の変化に対応する企業や業界

における事例が紹介されている。 

（１）高速企業エレコム社 

 2019年 8月 9日付け日本経済新

聞は、「エレコム、不断の高速開発」

という見出しでエレコム株式会社を

紹介した。記事では、高速開発を取り

上げており、落合准教授の「高速企業」

と「マス・カスタマイゼーション化」

という言葉は直接使用していないが

この言葉を意識して実践する企業と

して紹介したものと思われる。 

以下は、落合准教授の「高速企業」

と「マス・カスタマイゼーション化」

をエレコム社が実践する概要の一部

である。 

ホームページによれば、エレコム

社は資本金 69 億 9000 万円、従業員

数約 600名、1986年設立したパソコ

ンおよびデジタル機器関連製品の開

発、製造、販売を事業内容とする生産

設備を持たないファブレスメーカー

である。国内外から多数の製品を調

達し、特に海外調達を積極的に推進

している。仕入先の選定においては、

品質、コスト、供給体制を総合的に勘

案して選定し、特に品質に厳しい基

準を設け、一定のレベル以上の「売れ

る商品」を供給し続けている。エレコ

ム社が販売している商品数は、型番

ベースで約 1万 7000点。年間で 4200

～4300点が新規開発され、3～4年で

ほぼ全商品が入れ替わると言われる。

2018 年の市場調査では関連する 30

製品のうち 13 分野で占有率がトッ

プであった。マウス、キーボードをは

じめとする 13 部門において業界ト

ップシェアを誇っており、スマホ関

連にも強い。同社の製品はデザイン

や機能が一般的な水準の「スタンダ

ード品」が 9 割を占めており、ブラ

ンド力も高いわけでもない。しかし、

同社の売上高に占める営業利益の比

率はパナソニックの 3 倍に近い。同
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業のバッファローやアイ・オー・デー

タ機器に比べても高い水準を確保す

る。 

① 「メール上伸」で高速開発 

エレコム社は、開発部隊が 130 名

で年に 4000 もの新製品を世に出す。

毎日 11 点の新製品を開発する計算

である。変化の激しい市場で開発の

スピードを上げるために役員が商品

化を判断する会議を 4 年前に廃止し

た。開発担当者が、新製品の開発を企

画すると製品の規格やコスト、販売

計画を事前に精査し、フォーマット

に沿って企画書を作成する。そして、

社長や役員に「ご確認ください」と企

画書を添付したメールを送信し、打

診する。これを「メール上伸」制度と

言う。 

開発へのゴーサインは、担当役員

からの「承認しました」という返信が

2時間以内に届くことで決定する。高

速開発体制のエレコム社では数か月

後には新製品が出荷される。「事前の

根回しは一切ない。95％はそのまま

通す」開発責任者の梶浦幸二常務の

話が紹介されている。 

無線通信機能を内蔵し、乗るだけ

で体重や内臓脂肪レベル、骨格筋率

など 7 項目のデータが専用アプリに

送られる新製品、体組成計「エクリア」

は開発開始後５か月後に店頭に並ん

だ例である。 

一般的に製造業における新製品開

発には、長期間かかるのが普通であ

る。企業規模にもよるが新製品企画

から発売まで 1 年以上、ときには２

年を要することもある。これをエレ

コムでは企画書が完成し、担当役員

へ「メール上伸」すればその日のうち

に諾否の決済がなされる。エレコム

社では「エクリア」の事例のように半

年以内と他社と比較し、大変高速で

製品化される。 

② 「売れなければすぐにやめる」

決断 

葉田社長は、「まず世に出し、売れ

なければすぐにやめる」「やめること

を恐れない」と高速な新陳代謝で時

代への即応力を重視し、的外れな製

品を量産すればシェアは下がると方

針が明確だ。新製品と同数の製品が

毎年消える。「やめることを恐れない」

と高速時代への即応力を重視する。 

新製品開発には人件費のほかに新

しい製造設備や新規金型の製作に大

きな費用が掛かる。一般の企業では、

「開発費用が掛かっているから」と

のこだわりがあり、生産中止の決断

が遅れる。当社の場合、創業当初より

ファブレスに徹しており、中国など
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海外工場に製造委託し、迅速な製品

入れ替えによる設備投資のリスクを

抑えている。従って設計費用と金型

代と他社と比較して負担が少ない。

迅速な製品入れ替えを躊躇する理由

は少なく、高速企業の大きな要因と

なっている。 

③ 営業力と情報収集体制 

新製品開発に不可欠なのがデータ

収集の営業力である。約 300 人の営

業部門は、量販店従業員が消費者か

ら吸い上げた「こういう製品はない

のか」という要望を即刻開発部門へ

伝達する。これが「かゆいところに手

が届く」と大阪市内にある家電量販

店の営業から高い評価を得ている。

エレコム製品を広いスペースで扱え

ば売り上げに直結するので情報収集

にも量販店からも協力を得られやす

く高速開発を支える体制ができ上が

っている。他社も量販店へは営業担

当者を派遣して情報収集に努力して

いるがここまでの協力は得られてい

るとは思えない。 

 

（２）料理人のイノベーション 

 2019.12.8 付日本経済新聞の文化

時評欄でイノベーションに挑む銀座

の高級レストラン「ファロ」の能田耕

太郎シェフを紹介している。 

高級レストランでは、「おいしい」

ことは当たり前、グルメたちを満足

させるには、おいしさを超えた付加

価値を追わなければならないとする。

ファロには和食、フレンチ、イタリア

ンという垣根を超え、シェフの個性

を自由に表現する「イノベーティブ」

という料理がある。その一部デザー

トの例を挙げ、温泉卵と紫キャベツ

のパウダーで卵の白身と化学反応を

起こさせ、卵が見る見るうちに青色

に変化する。これに黒酢を数滴垂ら

し、これが赤紫に変わる。「まるでマ

ジックショウのようだ」評して紹介

している。個性を自由に表現するイ

ノベーションで勝負するレストラン

を強調する。 

最近感動した消費者が写真を撮っ

てインスタグラムに投稿することが

流行している。他の店に料理を真似

される警戒心から SNS で拡散される

ことを嫌い高級レストランは「撮影

お断り」をするところが多いらしい

が能田シェフは、「お客さんに伝道師

になってほしい」と逆である。  

 

３ 県内のイノベーティブ企業 

神奈川県異業種連携協議会（イグ

レン）は、主に製造業に必要な戦略や

人材の確保と育成はどうあるべきか
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を企業経営者と研究してきた。しか

し、近年残念なことにマスコミでは

建設業を含む製造業の不正問題が大

きく取り上げられ、日本の製造業の

弱体化が心配されている。 

当イグレンでは、昨年「ものづくり

交流・政策研究会」を立ち上げ、経営

者からその在り方を聞かせていただ

くと共に工場を訪問し、その実態を

見せていただいた。その中にイノベ

ーションという言葉は使わずに、新

しい概念や考え方を着々と実践し、

長期間立派な経営成果を上げ続けて

いる企業があることを確認した。 

次に紹介する二つの企業は、製造

業であるが製造する製品、企業規模

などそれぞれの事業分野で大きな特

徴を持っている。両社ともに、イノベ

ーションとか「マス・カスタマイゼー

ション化」や「高速企業」全く意識し

ていない。企業概要の説明でも特に

イノベーションを使用していない。

しかし、２社共に最近のイノベーシ

ョンの変化を先取りして、着実に実

践し、成果を上げ続けている。これを

Ｔ社及びＹ社として紹介する。 

（１）電気電子機器製造業Ｔ社 

Ｔ社は、合成樹脂成型の工場とし

て神奈川県横浜に創業して 50 年を

数える。資本金 6050万円、従業員数 

226名の企業である。 

当社は、スタジオ関連機器などの

通信機器、各種ゲーム機などのアミ

ューズメント機器、ATM装置、高速道

路の自動精算機などの産業機器の 3

本の柱を中心に FRP、絶縁体、ナイロ

ン・テフロンからセラミックスまで

あらゆる素材の切削、研磨加工を行

い、組立製造販売する多品種少量生

産の製造業である。当初大手企業の

下請けであったが現在は大企業から

の受注比率も 30％以下に減少した。 

Ｔ社のホームページには、経営方

針を「できない品物はない」これが私

たちの合言葉です。品質、納期、価格、

色々と発生する製造の問題、困りご

とは何なりとお申しつけください。

当社の技術が不可能を可能にします。

と明記している。 

以下当社のイノベーションの変化

の先取りの事例である。 

① ニーズに合わせて柔軟に対応 

創業以来、社是「誠実」を旗印に掲

げ、常に顧客満足を最優先と考え、最

良の企業づくりを目指して努力して

難関を乗り切ってきた。経営姿勢の

基本に立ち返るため毎日朝礼を行い

全員で「社訓」を唱和する。そして毎

月 1回工場全体で昼礼を開く。 

横浜本社工場が主となり多様な電
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子機器製品を受注して、受注管理、試

作及び量産前の立ち上げを行う。市

場では常に新製品開発の波に洗われ

ており、工場で生産する製品は毎年

変化する。従って各分野の売上高合

計は毎年大きく変化し、売上高前年

比などの比較は意味をなさない。 

「現在は一つの企業についていっ

て仕事をしている時代ではなく、ニ

ーズに応じて対応方法を柔軟に変え

る時代になっている。そして、時代の

ニーズに沿って受注対応をする」と

社長は強調する。まさに「マス・カス

タマイゼーション化」を実践する企

業そのものである。 

② 裁量権限の大きい営業担当 

発注者は当社の技術力を理解した

うえで、この程度のものはできるだ

ろうと新製品の開発を問いかける。

営業部門は「できないものはない」と

いう経営方針のもと、何とか問題を

解決できるだろうと会社に持ち帰る。

営業部門が持ち帰った注文は、開催

される社内の会議で機動力を生かし

て、新しい製品やサービスをスピー

ディに開発に取り掛かる。まさに市

場にあるニーズを聞き取り、顧客が

作成した仕様を満足するように全社

を挙げて対応する。 

営業部門は、生産管理から納品ま

で責任を持つ。営業担当は、「できな

いと言わない」という基本方針に沿

ってすべてのお客様から徹底的に要

望を聞き、他社のやらないことやで

きないことも引き受ける。従って営

業担当者は、受注の際に自社の技術

的、品質的な対応力や製造能力など

常に判断しなければならない。営業

担当は社内及び協力会社の能力を把

握し、品質レベルや納期を勘案して

依頼する権限があり、それに対応す

るためにそれぞれ協力を要請できる

関係会社をいくつか持っている。必

要な技術的が社内になければ発注し

た会社に依頼することもある。 

取引先の検討不足で受注製品の設

計完成度が十分でない場合もある。

特に新しい技術を採用した新製品や

試作品は当社に技術開発的な対応が

要求され、課題解決が必要となる。電

子電気機器は、多くの種類の部品や

材料で構成され、機能性能は高度化

し、複雑化、多様化する。製品の製品

概要、注文数量だけでなく、発注先の

設計者の性格も把握して適切に対応

する。 

③ 能力をフルに生かす生産体制 

工場は駆動系の技術を持つ多品種

少量生産を特徴とする。毎月のよう

に新製品の注文が追加され、受ける
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注文は生産数量の少ない試作品レベ

ルから比較的数量のまとまった製品

が混在する。工場を見渡せば、一目で

どのようなものが製造されているか

わかる。ほとんどが一品一様で一個

流しが多く、量産品でもベルトコン

ベアのような生産ラインはない。人

が移動しながら組立している製品も

ある。受注する製品の多くは製造期

間が２ヶ月程度、生産数量の多いも

のでも半年程度であり、生産する製

品が常に入れ替わっている。 

前回受注した製品の製造組立がそ

のまま経験として生かせるものは少

ない。製品の技術的課題解決のため

に発注先から指導を受けて対応する

こともある。品質、納期、コストなど

製品情報の共有は重要であり、毎日

の朝礼と月に一度の昼礼に加えて、

生産会議、品質計画会議、生産革新活

動がある。月 1 回の改善活動は、現

場を中心に丸 1日かけて行う。 

製造部門で働く従業員は経験の深

いベテランばかりである。最高年齢

85 歳、65 歳以上 6 名在籍しており、

老眼で図面が見にくい高齢社員には

ハヅキルーペを購入し支給し、すべ

ての社員の能力をフルに発揮しても

らっているという。工場内で働いて

いる社員の方の態度や顔色は活き活

きとしており、仕事への充実感がみ

なぎっている。 

④ 新時代の先端を走る経営体制 

数の少ない試作品と比較的量産に

類する製品に対応できる会社は少な

くなった。この要望に対応するのが

当社の特徴でもある。 

新製品を受注した以上品質を確保

し、納期までに完成させなければな

らない。常に作業者全員が多様な知

識や技術及び技能を総動員しなけれ

ばならない。「そうしなければお顧客

の満足は得られず、次の新しい注文

に結びつかない」と社長も説明する。 

製品の品質・価格、納期の目標は顧

客の要求により決まる。社内に対応

する技術がなければ、それを習得し

て解決する。同じ工程で製品をつく

ることでなくユーザーのニーズに合

わせて仕様を変え、部分的にオプシ

ョンをつけて多様な市場の要望に対

応する姿がある。各個人は常に新し

い工法に対応する能力が要求される。 

製品が頻繁に入れ替わるために毎

回開催される会議の議題は多様であ

る。常に新しい技術や技能の課題が

発表され、これに応える人がおり、毎

回異業種交流活動をしているような

会社である。社内には常に複数のプ

ロジェクトチームが並行して動いて
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おり、多様な要求に対応できる柔軟

な風土の中に緊張感がある。 

工場見学の最後に社長が「もし来

年の今頃に来社すれば、まるで違う

会社のようになっている可能性があ

る」と締めくくられた。このくらいこ

の会社では毎年大きな変化がある。

この経営体制は、創業以来の多様な

経験と伝統に裏打ちされたたいへん

貴重で重要なノウハウで支えられて

いるようである。 

「できない品物はない」という経営

方針が当社に対して取引先が常にイ

ノベーションを要求している形にな

っている。そして、当社はこれに応え

て最先端を走る姿がある。 

 

（２）ベアリング部品製造業Ｙ社 

Ｙ社は神奈川県横浜市にある創業

70 年を超える資本金 4500 万円、従

業員は約 50 名のベアリング部品の

製造業である。ベアリングメーカー

から受注するが発注先の依頼にあわ

せ、自社だけで加工工程の設計を行

い、冶具や工具についても自社製作

することでより速く、より高精度な

モノづくりをする。独自の生産管理

システムの導入することでベアリン

グの部品という分野でありながら親

会社から次々と与えられる困難な課

題に対応して解決する姿は、「マス・

カスタマイゼーション化」と「高速企

業」の実践企業そのものである。 

その上、社長と工場長、総務部長の

3名でマネジメントし、風通しの良い

組織運営を目指し、製造現場では管

理職を置かないで各々が責任と権限

をもって仕事に取り組む企業である。  

Ｙ社における「マス・カスタマイゼー

ション化」、「高速化」とイノベーショ

ンの実践事例を紹介する。 

① フラットな経営体制 

経営体制は社長と工場長、総務部

長この 3 名で管理する。そのほかに

工場に役職者は一人もいない。当社

では 3 名の経営幹部ですべてを実践

し、短時間に意思決定をする「高速企

業」そのものである。常に風通しの良

い組織運営を目指し、製造現場では

管理職をなくして各々が責任と権限

をもって仕事に取り組むのが当社の

特徴である。 

一般に 30 名を超える他の企業で

は、ピラミッドのような組織体制で

管理し、情報伝達の徹底と上下間の

意思の疎通及びその調整に時間を要

して苦労している。社員の数が増え

てくると係や課の名称を付けて係長

や課長を任命し、ピラミッド組織に

する。社員の経験を重視して、それを
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評価し、管理を任せることになる。部

下の人数が多くなると詳細を把握管

理ができなくなるのも理由の一つで

ある。 

50名くらいの組織では係長や課長

で組織を管理するので情報の伝達も

2段階、3段階となり、末端まで届く

までに時間を要するので非効率であ

り、伝達漏れも発生する。しかし、そ

の非効率を仕方がないとして認める

傾向にある。当社は 3名で 50名を管

理する決断をして運用している。 

当社において問題なく運用する実

態を知れば、「できないことはない」

としてよい見本となる。真似をする

価値を認めざるを得ないと思う。 

② 高精度部品に特化 

ベアリングは、自動車、飛行機、人

工衛星、宇宙、エレベーター、風車な

ど非常に広い範囲で使用されている。

最近風力発電の用途が増える傾向が

ある。航空機用もエレベーターも人

命にかかわるので重要度も高く、信

頼度への期待が大きくなり、材質も

異なる。それぞれ特殊な性能や精度

を要求されるが数量は多くない。 

ベアリングは一般向け、精密向け

の二つに分けられるが当社は高精度

なベアリング部品に特化して受注す

る。 

お客様からの要求に合わせ、より

高精度なモノづくりに徹する。高精

度のベアリングの製造は、ほとんど

が多品種少量生産であり、個々の仕

様に対応して、技術者が全部作って

いくのが基本的である。常に技術者

を計画的に育成し、自社だけで加工

工程の設計、冶具や工具を自社製作

することで対応する。従来、製造用の

設備は自社で市販の工作機械の専用

機に改善して、対応をし、自社製の設

備が 7～8割を占めていた。現在は高

精度に適する NC の機械が安く手に

入るので自作の工作機械設備は少な

くなった。 

冶具の設計、工具も設備に合わせ

て自社で設備を改善し、製造してい

たことで加工技術が社内に残り、現

在のベアリング部品製造において当

社の技術の基礎になっている。更に

長年にわたるベアリング加工で築か

れた加工技術とノウハウの蓄積とな

り、当社の特徴になった。現在製造設

備、道具ともに進化してきたのでよ

り精度の高い部品をより速く対応可

能になり、品質、納期面で楽になった。 

発注先はこのような当社の技術力

を判断して新しい分野に使用する性

能を持つベアリングの開発に期待し

ている。この種の開発段階の用途が
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多く、精度の高い要求があるが注文

数は少ない。これらの要望にマシニ

ングセンター、NC旋盤、さらに複合

加工機も導入し、ハイテク設備、高機

能な設備 60 台を超える製造設備と

今まで蓄積した加工ノウハウを活用

しながら対応する。 

ものづくりというのは、機械加工

や手仕上げ作業により、できあがる

製品を最終的に検査し、要求精度を

保証する必要がある。従来の設備に

加えて、超音波洗浄や一般品の簡単

なバリ取り作業を手作業から機械化

しロボットへ移行し、用途に応じた

小さなイノベーションを実践してい

る。変化をおそれず、進化をめざし、

人と機械の共有という最高のモノづ

くりを目指しこれからもチャレンジ

を続けている。 

③ 新システムと技術の導入 

従来の管理システムを改善し、新

しい生産管理システムを導入した。

このシステムの導入により見積もり

から出荷までのさまざまな管理を総

括的に行い、パソコンやタブレット

端末等で見える化し、担当者間の情

報の共有化を図り円滑でスピーディ

なモノづくり環境を実現した。生産

管理がメインだがネットワークとし

ては倉庫と結合し、情報交換は可能

になり、材料出庫の自動化も可能に

した。現場には上司や作業指示者が

いないが全員がこのシステムを見て、

各自次の必要な対応を判断すること

ができる。 

このシステムの導入により、人に

頼らない作業で無理、無駄な作業は

排除され、各自の判断で作業が可能

な環境づくりができた。納期がせま

っているものや出荷履歴も画面の色

表示でわかる。モニターは社内に 3

か所あり、作業進捗状況はどこでも

タブレットで確認できる。 

図面情報の登録をすることにより、

画面で現物確認し、工程設計も可能

にした。図面の管理は棚、システムへ

品番入力することで、冶具設計の時

に役立つ。一度入力すれば作業指示、

検査成績書の出力も図面を見る必要

がない。過去に起きた不具合情報を

入力することで情報伝達ミスの軽減

を図る。過去の発生した不具合情報

も表示できるのでポカヨケにつなが

り、品質の向上にも結び付いた。 

④ 自動倉庫の導入 

生産管理システムの導入と共に自

動倉庫を導入した。従来、原材料はパ

レットを使用し、地面に重ねて平置

きをしていたため必要な材料がどこ

に何があるのかグループリーダーし
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か特定できなかった。レベルの高い

リーダーの時間が材料探しに割かれ、

能力の高い担当者が行う指示や段取

り作業がとまる。仕事も増えてきて

材料を置くスペースも狭くなってき

たのでラック式の自動倉庫を導入し

た。コンピューターで管理し、探す時

間、引っ張り出す時間、誰がやっても

必要な材料をさがせるようにした。

自動倉庫の採用により、収納力は２

倍以上になり、入出庫時間を 15分か

ら 5 分に短縮でき、大きな改善に結

びついた。 

 

おわりに 

このような環境の中で製造業の大

企業において品質不良の隠蔽や適切

な検査の無断での変更省略、品質デ

ータの改ざんなど大変次元の低い製

造不正が発見され、マスメディアの

話題に取り上げられ問題となった。

2019年前半までそれぞれの対策が検

討され実施されて報告されてきたが

その一部では対策が不十分で不正の

原因が完全に拭い去られたとは言え

ない。製造不正による負の影響は

2020年の決算に大きな影響をもたら

しているのは大変残念である。 

イノベーションの新しい概念や考

え方についてその後も次々と論じら

れ、紹介されている。このような変革

期にある社会では中小企業にとって

無数のチャンスがあると言われる。 

今回紹介したように神奈川県内の

製造業にＴ社とＹ社の二つの企業よ

うに大きく目立たないが、小さなイ

ノベーションの実践を積み重ね、静

かに着実に実績を上げている企業が

あることは大変心強い思いがする。

この実情をぜひ知っていただきたい

と共に県内にはこのように多くの優

秀な企業がまだまだ多数存在するこ

とを信じたい。 

 そして、戦後の製造業がたいへん

な努力で築きあげてきた「Made in 

Japan」が欲しいと言われる信頼性を

画期的な新製品開発をもう一度新し

いイノベーションの考え方で復活さ

せると共に大戦直後のような活気の

ある製造業を取り戻してほしいもの

である。 
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