マスク︑内視鏡洗浄消毒装置︑クリーンルーム︒これら
の分野で世界で唯一の技術を開発し︑世界初の製品を次々
わせて最適な人事制度を作り

究開発動向を的確に把握し︑合

発表するわけです︒トップが研

果を︑トップ全員が集まる前で

能をよく知らないとできない発

を突き止めました︒マスクの機

って人の呼吸に追随できること

きを感知する動圧センサーによ

振動に強いのです︒この弁の動

機能しないのですが︑この弁は

リーンにできるのではないか︱

しまえば︑もっと広い範囲をク

少ない風量で押して吸い込んで

でした︒これに対して︑もっと

をエアで吸引するという考え方

する物質があれば︑その発生源

井水 すごい発想ですね︒

たのです︒

同一ベクトル集合流エアになっ

ドに合わせれば︑大きな全面が

ア速度をパネル側のエアスピー

ことを突き止めました︒そのエ

社製品の付加価値

にもなります︒自

く︑省エネルギー

容易︒地震に強

の工期で︑管理が

トで︑しかも最短

酒井 安いコス

と世に送り出す企業がある︒興研は︑１９６３年に防じん
人まねをしない という基本理

を上げたいが︑ク

マスクで創業︒マスク以外に事業領域を広げ︑ユニークな

酒井 この技術で︑パネル間

人事評価制度で社員を育て︑現在の地位を築き上げた︒２

の距離を２ から５・５ まで

た結果︑世の中になかったもの

念を 年かけて社内に浸透させ

と考えて︑換気装置とエアの出

代目を務めた酒井眞一郎会長に︑強さの秘訣と今後の展開

し方を研究しました︒その結

ヘ
ル
ス

想です︒

ブレスリンク（呼吸追随形）ブロワー
マスク「サカヰ式 ＢＬ−１００５」

分野のトップの座を不動のもの

しいマスクを開発するなど︑同

をもたらし続け︑最近は全く新

の７︱８％で︑特別に高い数字

標語です︒研究開発費も売上高

はメーカーならどこでも掲げる

いう標語を掲げています︒これ

するな︑徹底的に研究しろ﹂と

酒井 私どもは﹁人のまねを

術革新を導いています︒数多い

康﹂分野のいずれの製品も︑技

大変素晴らしいことです︒

作り︑実行されてきた︒それは

を共有する︒そういう仕組みを

をとり︑理念を浸透させ価値観

これに対し︑トップが陣頭指揮

ても︑次第に薄れていきます︒

井水 立派な理念を打ち出し

という全く異分野なので苦労し

洗浄消毒装置があります︒医療

だいた﹁鏡内侍﹂という内視鏡

もう一つは８年前に賞をいた

クの普及に努めています︒

して安全性の高いブロワーマス

とフィットの重要性の啓発︑そ

トテストを行い︑マスクの漏れ

万人を対象にマスクのフィッ

す︒当社の営業マンが全国で約

担を感じることなく使用できま

のですが︑これなら作業者が負

は顔につけられないほど大きい

酒井 外国のブロワーマスク

も実に楽です︒

重装備ではないので︑装着して

井水 画期的な技術ですね︒

や壁もないのに︑パネル間の空

パネルを対向させた瞬間︑天井

﹁できました﹂と言ってきた︒

いました︒そんな︑ある日突然

こないので︑この研究は諦めて

ころが︑１年経過してもできて

では﹂と言ってみたのです︒と

たら︑空間はクリーンになるの

者に﹁これにフィルタを装着し

に導入されています︒次に開発

気装置﹂として全国の生産現場

合流ができ﹁プッシュプル型換

試行錯誤を繰り返しながら集

が必要であるとわかりました︒

ベクトル集合流﹂という︑技術

部のエアの束が移動する﹁同一

果︑同一の方向に同じ風速で全

性能のフィルタを作ることに成

て﹁ＦＥＲＥＮＡ﹂という超高

つ一つ克服してきました︒そし

も前から研究を重ね︑技術を一

できませんでした︒当社も何年

いながら︑世界中で誰も工業化

理的には 年も前からわかって

の開発です︒電解紡糸法は︑原

電解紡糸法 によるフィルタ

ります︒エレクトロスピニング

ーン空間はもっと広がり最長

クリーンを採り入れると︑クリ

にこの原理を応用してガイドス

広げることができました︒さら

汚れると二週間以上も空運転し

いけないし︑一度

リを中に入れては

しく︑絶対にホコ

ームは︑管理が難

ーパークリーンル

ました︒先生のス

の先生が評価され

究所重力波推進室

京大学の宇宙線研

福音的な技術にな

たという方々には

くて手が出なかっ

リーンルームは高

井水 御社は防じんマスクか

らスタートして以来︑技術革新

たいと思います︒はじめに︑御
社の基本方針や研究体制につい

御社は﹁安全﹂﹁安心﹂﹁健

酒井 今のマスクのフィルタ

てお話し下さい︒

が生まれています︒

にしています︒さらにマスクに
ではありません︒ただし︑当社

製品の中から︑今︑力をいれて

ましたが︑手放せないというお

を聞いた︒

とどまらず︑医療分野にも拡大
が世間の会社と違うとすれば︑

いる戦略製品についてお話し下

にわたる経常黒字の秘密に迫り

し︑全自動内視鏡洗浄消毒装置
標語の運営を徹底させているこ

さい︒
は非常に高性能ですが︑マスク

この技術は︑東

います︒

い人事システムに挑戦している

して評価するわけですね︒新し

してもらうか︑三つの軸を独立

入れられているのです︒ですか

たすから︑企業は世の中に受け

納税する︒この三つの機能を果

れを守る︒そして利益を上げて

い﹂という考え方をしてほしく

企業はありますが︑うまく機能

経験から思うのです

ら﹁利益をたくさん稼げばい

酒井

しているかは別の話です︒

す︒私は︑管理能力のみで ピ

管理職以外から生まれるもので

期的な商品を市場が受け入れよ

それは︑知名度の低い企業の画

非常に育ちにくいと思います︒

日本はベンチャービジネスが

はありませんね︒

ラミッド を造ると︑画期的な

うとしないからです︒画期的な

が︑画期的な商品は決まって︑

商品は生まれないと思っていま

商品を作ることより︑普及させ

の技術や製品を使って喜んでく

す︒実績や発想力︑知識と技術

れる人が︑１人でもいれば素晴

など︑複数の要素を組み合わせ

もう一つ︒敗者復活ではない

らしいことです︒それが２人︑

ることに１０００倍の労力を要

ですが︑一度︑降格してもまた

３人と増えることに︑生きがい

ないと画期的な商品にはなりま

復活できるシステムになってい

を見い出してほしい︒日本に

します︒そうした中で自分たち

ます︒これが一番大事なことで

は︑それを支援する仕組みが必

せん︒

年という時間がかか

構築に︑

要ですね︒

す︒全員が納得するシステムの

りましたが︑システム構築以

降︑うまく機能しています︒た

だし︑毎年システムの見直し会

議をやっています︒

いいお話を聞きまし

井水 日本で成功されている

経営者は︑心の底から世の中に

貢献するという思いで経営に取

り組まれています︒最後に︑御

社の今後を展望していただきた

井水

た︒酒井会長は創業者で実父の

いと思います︒来年創業

製品を普及させていくこと︑す

酒井 国際的に興研の技術︑

周年

義次郎氏から経営を引き継がれ

を迎えられますが︑飛躍への展

継続させています︒酒井会長は

なわちグローバル化への対応が

望をお聞かせください︒

第２の創業者といえましょう︒

次のステップになるでしょう

年間経常黒字を

て︑業容を拡大し株式を上場し

これまでの体験からベンチャー

ました︒また

企業の経営者へアドバイスをお

るとか︑他社の市場を奪うと

ね︒その際︑安い労賃を利用す

か︑アジアを単なる﹁市場﹂と

願いしたいと思います︒

年︑父の代も累積すれば

酒井 私が経営者になってか

生まれることでしょう︒売り上

ら

人一倍持ち続けています︒そう

げ至上主義や拡大主義でなく︑

して見るのではなく︑独創的な

した恐怖心を 払 拭 するには︑

技術によって世界に貢献してい

いが︑一つの軸では優秀になっ

利益を生む芽をどんどん作らね

年赤字を出したことはありませ

てもらい︑それを会社が生かし

ん︒私は基本的には二世経営者

ていく︱という考え方です︒知

く︑そうした考えを念頭に進め

ないといけない︒これに対し

ですが﹁時代においてきぼりに

﹁ＫＯＡＣＨ﹂なら︑汚れて

ーンルームを開発し︑大きな関

仕事をしよう﹂との方針を打ち

ーン︑ヘルス︑セーフティ の

ーフティ

それならば﹁ブロワーをつけ

れることがあります︒

スクの隙間からエアが数

情によって顔の形が変わり︑マ

をつける人の顔は千差万別︒表

クリーンシステム﹁ＫＯＡＣ

的な製品の一つであるオープン

化を続けていますね︒その代表

社のイノベーションはさらに進

井水 お話で分かるように御

隙間が０・１

でも空くとク

えました︒ところがパネル間の

空間をクリーン化したい と考

囲だけでした︒ もっと大きい

し︑それはパネル間の空間の範

にクリーン空間ができた︒しか

う基礎技術を 対向 させた瞬間

スーパークリーンが簡単に可能

が加わって︑ＩＳＯクラス１の

技術にこのフィルタの技術革新

ンができるのです︒さきほどの

でと同量のブロワーで超クリー

も４ケタも向上します︒これま

同じ圧力損失でも性能は３ケタ

でもつなげられます︒高さは重

能です︒パネルは横にはいくら

酒井 今は最大

イズも任意です︒

井水 設置が簡単ですし︑サ

され︑注文をいただきました︒

も︑すぐクリーンになると評価

がなぜこのような評価なのか︑

ません︒当社の人事制度は自分

力がある人なら老若男女は問い

地位ではなく機能です︒管理能

ました︒当社の場合︑管理職は

実績については資格制度を設け

識や技能はマイスター制度を︑

行しています︒

み出した方がいいとの考えを実

り︑次に利益を上げる商品を生

を上げないモノにしがみつくよ

イフサイクルがあるので︑利益

ばなりません︒商品には必ずラ

を確立されて︑風化しないよう

だと思います︒独自のシステム

営の安定性につながっているの

かりと守られていて︑それが経

つくり︑売るという原点をしっ

地道な信頼関係のなかでモノを

井水 今後も画期的な商品が
功しました︒これはそれまでの

ていきたいと考えています︒

高性能フィルタ﹁ＨＥＰＡ﹂と

されるのでは﹂という恐怖心を

﹁同一ベクトル集合流﹂とい

間が完全にきれいになったと︒

心を集めています︒真に優れた

出しました︒この範囲ならマス

て風を送ればいいのでは﹂と考

ふっしょく

客さんが増えています︒

もう一つ︑画期的な開発があ

た︒

るのではと思って

などを開発しました︒この装置
とかもしれません︒私は社長に

セ

ものをクリーンにし健康を守っ

技術開発型企業は︑経営にも優

ク以外でもやっていいと︑研究

えますが︑常に風を送っている

るなど︑これまでのクリールー

う技術を応用し︑もっと大きい

ンフルエンス 直角合流 とい

の技術者がレクタンギュラーコ

結実したのですね︒私は︑革命

が︑あるタイミングで奇跡的に

井水 それぞれの地道な努力

成果であるわけです︒

ますが︑地道な継続的な研究の

ます︒御社には︑ユニークな人

次々と生み出す人材が気になり

井水 こうした優れた製品を

５ くらいは簡単にできます︒

が︑それで社員が幸せになれる

ために人材を過酷に使います

本主義の中では︑収益を上げる

しさを痛感しました︒過酷な資

は社長になって︑資本主義の厳

全部公開しています︒

％漏

れていると言われますが︑御社

者に発想の自由を持たせまし

ムの概念を根本から革新し︑国

空間をクリーン化するために︑

的な技術だと思っています︒ク

材育成システムがあり︑それが

までは可

は厳しい経済環境が続く中︑

た︒以降︑毎月１回︑研究発表

そこで︑人が息を吸う瞬間に必

内外で注目されています︒私自

パネル同士をつなげることを考

リーンルームを求めている業界

各部門にわたり有機的に機能し

業の発展と従業員の幸せを一致

させたい思いが発端でした︒私

酒井 社長就任後︑新しい人

これはおかしい︑という思いも

い仕事も優秀な人にさせます︒

優秀な人材を集めて︑つまらな

にねばり強く持続させているの

年間一貫して︑経常黒字を継続

何をやれば昇格するのかなど︑
要な量だけエアを送る︒それを

身も展示会で驚きました︒天井

えました︒これはパネルの横に

は多く︑広い市場があると思い

事制度として﹁３軸独立評価シ

ありました︒中小企業は大企業

株式会社とは﹁株主と経営者

しています︒本日は︑御社の技

︑補強して

実現したのが呼吸追随形のブロ

がなくても︑ＩＳＯレベル１ま

も同一ベクトルの吹き出し対向

ます︒

ステム﹂を作りました︒１人の

のように優秀な人材を潤沢には

が素晴らしいなと思いました︒

量の関係で２・７

ワーマスクです︒これは世界で

で短時間で到達する﹁魔法の

させると﹁ＫＯＡＣＨ﹂の原理

人材を三つの評価軸でみるもの

集められません︒社員を会社の

と社員が同じ夢をみる組織﹂で
になりました︒破壊的とも言え

初めてのものです︒面体内が常

箱﹂という気がしました︒破壊

が働き直角に方向を変えていく

です︒一つは管理能力︒次に︑

中で有効に使い会社が繁栄する

本日はありがとうございまし

リーンにならない︒そこで︑別

に陽圧になり︑隙間があっても

的な︑全く新しい発想のイノベ

各分野で豊富な知識や技能を有

とともに︑かつ社員が幸せにな

た︒

Ｈ﹂は六面体の囲いを不要にす

外へ空気が出て︑中には入りま

ーションだと思います︒詳し

する人を対象にしたもの︒三つ

のでしょうか︒また︑大企業は

めは︑会社に実績を上げた人

る道を と考えた制度です︒

す︒世の中が求める財やサービ

とフィルタが目詰まりします︒

せん︒これなら︑顔とマスクが

ているようですね︒

そもそも︑この人事制度は企

合わなかった人でも大丈夫で

く︑お話し下さい︒
酒井 ある日︑突然︑破壊的

す︒実際に装着してみて下さ

を︑実績だけで評価するもので

井水 どのように能力を発揮

本 社 東京都千代田区四番町７番地
年 月設立
創 立
万円
資本金 ６億
万円
売上高
億
従業員数
人

スを供給し︑従業員を雇用しこ

会を定例化しました︒研究の成

ている︒これは広い意味で

ナノファイバーフィルタ
「ＦＥＲＥＮＡ」

オープンスーパークリーンルーム「フロアーコーチＥｚ」

術開発の優秀性と人材力︑長き

さらにこのほど︑斬新なクリ

よるものです︒

へと拡大することができまし

は弊社の十大新製品賞を受賞す
就任したとき﹁マスクは︑汚い

ク
リ
ー
ン

るなど︑手掛ける製品は世界初

をクリーンヘルスセーフティ
キーワードに市場開拓目指す 興研
で︑世界に御社しかない技術に

ひ け つ

全自動内視鏡洗浄消毒装置
「鏡内侍」

独
自
の
人
事
制
度
す︒全てで優秀である必要はな

サイト

い︒

な開発ができるというのではな

す︒当社はマスクメーカーです

井水 呼吸で反応するので楽

が︑本来であればマスクを使わ

く︑地道な努力の積み重ねの上
酒井 動圧を感知する仕組み

ない環境を作ることが理想で

にアイディアが加わったもので
です︒吸う空気はフィルタを通

す︒そこで︑環境改善システム

ですね︒呼吸はセンサーで感知

してブロワーが送り︑吐く空気

するのですか︒

は弁を通して出す構造です︒一

の仕事を始めました︒
従来の環境改善は環境を汚染

般に微差圧計は微弱な動圧を測
るときに︑振動があると正しく

井水 治博日刊工業新聞社社長

の分野なので クリ

展
望
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