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担当課室：企画課

備えあれば…
～大規模災害発生時における産業支援体制構築に向けた実態調査～

  東日本大震災や台風第１２号、 新潟 ・ 福島豪雨など、 平成２３年は我が国にとっ

てこれまでに類を見ない自然災害が、 全国各地で発生しました。

  大規模災害発生時は、 人命救助が最優先であることはいうまでもないのですが、

地域産業への影響という視点で見ると、 産業面の被災情報の把握や産業被害拡

大の阻止、 早急な産業活動復旧に向けた産業支援体制の構築が必要です。

  近畿経済産業局では、 産業支援機関による被災時の情報収集・発信等、 中堅 ・

中小企業による被災状況の把握方法や復旧ニーズの実態について調査を行い、

大規模災害発生時における迅速な被災状況や支援ニーズの把握に向けた課題等

を抽出し、 被災状況に応じた産業支援体制の構築のあり方を検討しました。

　　　調査方法、 調査対象

●過去に大規模災害の被災をした地域の中堅 ・ 中小企業の災害対応体制につい

   てアンケート及びヒアリング

●近畿２府５県の産業支援機関 （商工会議所、 商工会、 中小企業団体中央会、

　 府県の中小企業支援センター、 府県の工業技術センター） の災害対応体制の

　 実態についてアンケート及びヒアリング

　　　大規模災害に被災をした地域の中堅 ・ 中小企業へのアンケート結果から…

  本調査では、 阪神淡路大震災 （１９９５年）、 中越沖地震 （２００７年）、 福井

豪雨 （２００４年）、 平成１６年台風２３号 （兵庫県豊岡市）、 平成２１年台風９号 （兵

庫県佐用町等） の被災地域の企業にアンケート票を送付し、 １２５社から回答を得

ました。 回答を頂いた企業のうち、 被災を経験した企業は９８社でした。
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（注） アンケート回答を元に、 被災直後 ； 0 日、 被災当日 ； 0 日、 被災後 2、 3 日以内 ； 3 日、

        被災後 1 週間以内 ； 7 日、 被災後 2 週間以内程度 ； 14 日、 被災後 1 ヶ月以内 ； 30 日と仮

        に設定して加重平均して算出した。

　情報の発信相手は、 従業員向けと企業外の仕入先 ・ 納入先が大きな比重を占

めています。 行政機関、 産業支援機関へ情報を発信している企業の割合は少な

くなっています。

図表　被災時からの発信時期 （アンケート結果を元に試算）

（１）被災時の被害情報等の発信とその影響

　企業が被災した場合、 最初に外部に発信される情報は、 経営者 ・ 社員の安否

など人命に関するものであり、 多くの企業で被災直後 ・ 当日から 2〜3 日以内に行

われています。 代替調達 ・ 代替生産の見込み、 操業等の復旧見込み時期に関

する情報発信は、 人 ・ 設備 ・ 製品や物流等の被害状況把握や復旧対策が検討さ

れた後に取引先に発信されているために、 時間を要しています （アンケート結果を

元にした試算では代替調達 ・ 代替生産は約 7 日後、 操業等の復旧見込時期は約

10 日後）。
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　被害状況等の発信の遅れによる影響については、 「取引先との取引停止を招い

た」 といった重大な影響を及ぼすことになった企業が、 回答企業の１割近くを占め

ています。 業種別にみると、製造業よりも卸売・小売業の方がマイナスの影響があっ

た企業が多くなっており、 その結果ＢＣＰ(Business Continuity Plan：事業継続計画 )

の策定意向についても製造業よりも高い割合を示していると考えられます。

 項目［発信相手］ 

従業員 66%  77%  55% 45% 37%  36% 58%  64%  47% 38%  

地域自治会等 2% 1% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 0% 

市町村 6% 7% 11% 10% 2% 2% 20%  9% 5% 0% 

府県 2% 0% 3% 2% 2% 2% 3% 0% 2% 0% 

商工会・商工会議所 2% 1% 5% 3% 2% 4% 5% 0% 7% 0% 

公設試験所等産業支援機

関 
2% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

原材料 ･ 製品等の仕入先 25%  19%  29% 43% 57%  40% 30%  45%  44% 54%  

製品等の販売・納入先企

業 
28%  20%  40% 48% 50%  62% 38%  45%  67% 81%  

その他 9% 5% 15% 10% 11%  9% 8% 0% 2% 4% 

 

発信が遅れたことによるマイナスの影響（業種別）

4%

0%

15%

81%

0%

7%

14%

14%

57%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業継続が困難になった

 取引先との取引停止を招いた

（受けられるはずの）支援を受けることができなかった

特になし

その他

製造業(N=27)　

卸売･小売業(N=14)　
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（２） 被災時の早期復旧に向けて不足していたもの

　大規模災害被災時、 早期復旧に向けて不足していたものとしては、 「交通網 ・

物流機能」 がもっとも多く、 次いで 「水の供給」 「電力の供給」 といったライフライ

ンの不足があげられています。

 

（３）ＢＣＰ等リスクマネジメントの現状

　ＢＣＰを策定している企業は６％と少ないものの、 策定予定があるなど関心を持っ

ている企業は４６％と高く、 自らの被災体験や災害発生への備え、 取引先への供

給責任等が背景にあると考えられます。

　しかし、ＢＣＰの策定にあたっては、 人的余裕や知識 ・ ノウハウが無いといった指

摘が多くを占めており、 これらはＢＣＰに関心を持つ企業の課題と考えられます。
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ＢＣＰの策定状況（業種別）

12%

20%

30%

29%

35%

29%

15%

9%

6%

9% 6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業
(N=66)　

卸売･小売業
(N=35)　

ＢＣＰを策定済 現在、策定に向けて検討中である

今後、策定する予定である ＢＣＰについて関心はある

策定する予定はない 無回答

策定済／意向あり50％

策定済／意向あり62％

 

38%

24%

52%

29%

53%

29%

18%

19%

5%

5%

17%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

電力の供給

ガスの供給

水の供給

ガソリン・燃料

交通網・物流機能

通信インフラ

工場・生産拠点機能（生産設備）

部品や資材の供給

企業内情報システムの停止

危機管理担当者の不在

従業員・労働力不足

その他

(N=98)被災時の早期復旧に不足していた物資・インフラ・生産基盤



6 E ! KANSAI  2012 年 6月号

特集

（４）行政等に対する産業復旧に関するニーズ

　大規模災害発生時における、 企業の行政等に対するニーズとしては、 地域の被

災状況や公的支援策に関する情報提供、 災害復旧費用の補助、 産業活動に必

要なインフラの維持 ・ 復旧という項目に高い関心があります。

  また情報発信が出来なくなった時は、 行政等からの情報発信、 あるいは代替通

信手段の提供に対するニーズが高くなっています。

 

6% 2% 14% 30% 35% 12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=125）ＢＣＰの策定状況

ＢＣＰを策定済 現在、策定に向けて検討中である

今後、策定する予定である ＢＣＰについて関心はある

策定する予定はない 無回答

 

53%

49%

26%

18%

14%

2%

13%

6%

2%

2%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

策定するための人的な余裕がない

策定に必要な知識やノウハウがない

現場の意識が低い

策定の費用が確保できない

策定の効果が期待できない

サプライチェーン内での調整が難しい

業務との関係性が薄く必要性を感じない

法令、規制等で義務付けられていない

日頃から社内で教育等を行っており策定する必要がない

その他

無回答

(N=125)ＢＣＰの策定における課題
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74%

38%

60%

62%

38%

46%

66%

21%

29%

33%

15%

18%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

地域の被災状況に関する迅速な情報提供

企業の被災及び復旧・復興状況の情報提供

公的な支援サービスについての情報提供

産業活動に必要なインフラの維持・早期復旧

情報インフラが被災した際の代替情報拠点の整備

被災企業向けの資金繰り支援策の充実

災害復旧費用の補助

被災企業向けの雇用支援策の充実

災害復興に関する窓口業務の一元化、ワンストップ化

り災証明書など、企業に対する各種証明書の早期発行

被災企業の代替生産先、代替品のマッチング支援

地域防災計画の策定と地域における役割分担の明確化

その他

無回答

(N=125)産業復旧支援の推進に向けて、行政に対する産業復旧に関するニーズ

 

70%

23%

69%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

災害時の地域情報の発信

災害時の自社の被災状況等情報の発信

災害時の代替通信手段等の提供

その他

無回答

(N=125)
情報発信不能となった際に、行政や産業支援機関に期待すること

　　　近畿 2府 5県の産業支援機関に対する企業へのアンケート結果から…

　近畿２府５県の産業支援機関 （商工会議所、 商工会、 中小企業団体中央会、

府県の中小企業支援センター、 府県の工業技術センター） ２７１機関に対し災害

対応体制等の実態についてアンケート票を送付し、 ２４３機関から回答を得ました。

（１）災害に対する意識

　東南海 ・南海地震 ・津波に対して、 産業支援機関の 73％が危険性を意識して

いると回答しており、 将来の災害に対する意識は高いといえます。
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（２）災害発生時の情報収集体制

　災害発生時における企業等の情報収集意向はきわめて高いことがうかがえます。

中でも、 建物や設備 ・物品等の被害状況、 ライフラインの被害状況、 被災した地

域企業の支援ニーズ、 操業等の復旧見込み時期などの項目の収集意向が高くなっ

ています。

 

　これらの情報収集に必要な期間は、 最短でライフラインの被害状況が 4.9 日、

最長で 「代替工場、 移転先の有無」 が 19.2 日となっています。

 

災害分類別にみる意識

33%

17%

23%

9%

40%

50%

44%

15%

19%

18%

20%

35%

3%

3%

28%

6%

12%

12%

14%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東南海・南海地震・津波

その他の地震・津波

風水害

雪害

たいへん意識している 多少意識している あまり意識していない 全く意識していない 無回答

(N=243)

項目［収集意向のある情報］ 回答数 構成比 

地域企業における従業者の安否確認 155  64%  

建物の被害状況 210  86%  

設備、物品等の被害状況 191  79%  

 %65  731 況状災被の等先引取・者業係関

操業等の復旧見込み時期 182  75%  

 %74  311 無有の先転移、場工替代

被災した地域企業の支援ニーズ 207  85%  

ライフラインの被害状況（電気、ガス、水道など） 189  78%  

物流等の交通インフラの被害状況 181  74%  

復旧支援方策に関する情報 190  78%  

 %64  111 況状災被の者費消の域地

 %24  201 況状災被の域地他

 %0  0 いないてえ考といたし集収報情に特

  232 計 
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（注） アンケート回答を元に、 被災後 3 日以内 ； 3 日、 被災後 1 週間以内 ； 7 日、 被災後 2 週間

        以内程度 ； 14 日、 被災後 3 週間以内程度 ； 21 日、 被災後 1 ヶ月以内 ； 30 日と仮に設定

        して加重平均して算出した。

　情報収集の方法をみると、 ライフラインや物流など面的な広がりのある地域の情
報収集は、 テレビ ・ ラジオなどのマスコミや府県のホームページを活用する割合が
高いのですが、 個々の企業の被災状況や支援ニーズを把握するためには直接連
絡し訪問するという回答も多く、 産業支援機関と企業との関わり方がうかがえます。

特集

 

 

被災時からの情報収集の所要時間

4.9

5.6

6.0

7.3

8.8

9.6

10.2

11.6

13.7

16.2

16.6

19.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ライフラインの被害状況（電気、ガス、水道など）

物流等の交通インフラの被害状況

地域企業における従業者の安否確認

建物の被害状況

設備、物品等の被害状況

地域の消費者の被災状況

他地域の被災状況

関係業者・取引先等の被災状況

復旧支援方策に関する情報

被災した地域企業の支援ニーズ

操業等の復旧見込み時期

代替工場、移転先の有無

［日］

項目［通信手

段］ 

テレビ・ラジ

オ 
28%  24%  17%  22% 12% 15% 16% 70% 73%  56%  61% 82%

府県のホーム

ページ 
14%  14%  13%  15% 9% 20% 20% 59% 65%  75%  54% 64%

国のホームペ

ージ 
8% 8% 6% 8% 6% 15% 14% 30% 36%  58%  30% 50%

その他インタ

ーネット 
12%  11%  10%  14% 10% 19% 14% 33% 37%  38%  31% 35%

電話からの直

接連絡 
77%  72%  74%  76% 72% 74% 67% 42% 34%  34%  39% 27%

メールでの直

接連絡 
29%  26%  25%  32% 27% 35% 31% 15% 15%  17%  16% 13%

企業 ､ 現地へ

の直接訪問 
81%  85%  86%  74% 84% 77% 78% 37% 29%  21%  41% 18%

ソーシャルメ

ディア 
9% 8% 6% 7% 5% 4% 6% 5% 6% 2% 6% 6% 

その他 5% 5% 5% 3% 5% 5% 6% 10% 8% 5% 5% 6% 

無回答 3% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 
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　災害発生時の情報発信時期は、 最短は 「ライフラインの被害状況」 の 5.9 日、

最長で 「代替工場、 移転先の有無」 が 19.1 日となっています。

項目［発信意向のある情報］ 回答数 構成比 

 収集意向
のある情
報の構成
比 

地域企業における従業者の安否確認 105  43%   64%  

建物の被害状況 157  65%   86%  

設備、物品等の被害状況 136  56%   79%  

関係業者・取引先等の被災状況 76 31%   56%  

  %05 221 期時み込見旧復の等業操 75%  

  %53 48 無有の先転移、場工替代 47%  

被災した地域企業の支援ニーズ 171  70%   85%  

ライフラインの被害状況（電気、ガス、水道な

ど） 
121  50%  

 
78%  

物流等の交通インフラの被害状況 112  46%   74%  

復旧支援方策に関する情報 143  59%   78%  

  %62 26 況状災被の者費消の域地 46%  

  %12 05 況状災被の域地他 42%  

  %4 01 いなは報情いたし信発に特  0%  

    342 計 

（３）災害発生時の情報発信体制

　大規模災害被災直後に、 産業支援機関が発信したい情報としては、 被災した地

域企業の支援ニーズ、 建物や設備 ・物品等の被害状況などの割合が他の項目に

比べて高くなっています。 しかし、 全体的に情報収集よりも情報発信の方が割合

は低くなっています。



11E ! KANSAI  2012 年 6月号

（注） アンケート回答を元に、 被災後 3 日以内 ； 3 日、 被災後 1 週間以内 ； 7 日、 被災後 2 週間

        以内程度 ； 14 日、 被災後 3 週間以内程度 ； 21 日、 被災後 1 ヶ月以内 ； 30 日と仮に設定

        して加重平均して算出した。

（４）被災企業に対する支援体制・支援策

　被災企業に対する支援策は、 「実績はないが今後は取り組みたい」 との回答が

占める割合が高く、 取組み実績のある産業支援機関は少なくなっています。 各種

公的サービスの情報発信の実施率は 25％と、 産業支援機関の 1/4 が情報発信を

活用した支援策を実施しています。

特集

 

被災時からの情報発信時期

5.9

6.3

6.8

9.2

9.5

10.0

11.0

11.6

13.7

16.0

16.2

19.1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ライフラインの被害状況（電気、ガス、水道など）

地域企業における従業者の安否確認

物流等の交通インフラの被害状況

建物の被害状況

地域の消費者の被災状況

設備、物品等の被害状況

他地域の被災状況

関係業者・取引先等の被災状況

復旧支援方策に関する情報

被災した地域企業の支援ニーズ

操業等の復旧見込み時期

代替工場、移転先の有無

［日］
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特集

（５）ＢＣＰ等リスクマネジメントの現状

　ＢＣＰ策定している産業支援機関はきわめて少数であり、 策定しない理由は、 人

的余裕や必要な知識 ・ ノウハウ、 策定にかかる費用がないといった理由が上位を

占めています。

被災企業に対する支援の状況／意向

6%

11%

2%

2%

6%

58%

41%

14%

25%

38%

0%

6%

2%

5%

41%

24%

18%

10%

56%

54%

45%

21%

27%

33%

50%

44%

60%

48%

26%

50%

63%

53%

51%

56%

66%

70%

32%

28%

47%

70%

60%

6%

6%

36%

10%

10%

67%

37%

29%

37%

5%

15%

10%

14%

6%

7%

6%

7%

7%

4%

4%

5%

5%

3%

7%

7%

6%

6%

3%

5%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ＢＣＰ及び防災マニュアルの作成

企業によるＢＣＰ作成の支援サービス

企業向けの災害対応ガイドブック作成

食品等の備蓄

災害対応共済制度

義援金の募集や拠出

企業向け相談窓口の開設

ボランティアの募集や派遣

各種公的サービスに関する情報集約・発信

地元企業への影響調査の実施

環境汚染等のモニタリング、分析調査の実施

ｵﾌｨｽｽﾍﾟｰｽ・商店・工場・工場代替地の提供及びあっせん

被災企業の代替生産先、代替品調達先のマッチング支援

遊休機械の貸出しやマッチング支援

経営相談サービスの実施

販路拡大のイベント等開催

被災企業の被害状況・復興状況についての情報発信、ＰＲ

災害被害による風評被害対応に関する情報発信、ＰＲ

取組み実績あり 実績ないが今後取り組みたい 取組み予定なし 無回答

(N=243)
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　また、 東日本大震災発生によるＢＣＰ等のリスクマネジメントに対する意識変化は、

取り組まないといけないという意識はうかがえるものの、 実行には移せていないと考

えられます。

特集

 産業支援機関におけるＢＣＰの策定状況 

項目 回答数 構成比  

  %1  2   済定策をＰＣＢ

ＢＣＰ以外のリスクマネジネント計画は策定

済 
  3   1%   

  %5  21  中討検てけ向に定策

%27計
  %51 73  定予るす定策、後今

  %25 621 るあは心関にＰＣＢ

  %22 45  しな定予定策

  %4  9   答回無

  %001 342 計 

ＢＣＰ等計画リスクマネジメント計画を策定しない理由（ 本 問 へ の 回 答 者

合 ） （ 複 数 回 答 ）  

項目 回答数 構成比 

機関内に人的な余裕がない 41  77%  

策定に必要な知識やノウハウがない 38  72%  

 %74 52 いなきで保確が用費

 %91 01 いなきで待期が果効定策

当機関とは関係性が薄く、必要性を感じない 13  25%  

法令、規制等で義務付けられていないため 7  13%  

日頃から教育や訓練を行っており、策定する必要がな

い 
2  4% 

 %6 3 他のそ

 35 数母者答回のへ問本  

の み の 割
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特集

（６）産業復旧等に関するニーズ

　大規模災害発生時に情報収集 ・発信および産業復旧支援を行う上で、 産業支

援機関自らが行うことについては、 人的等のハードルが高いため、 行政に対する

期待が極めて高くなっています。

 

 

 産業復旧支援を行う上での問題点、課題（複数回答） 

項目 回答数 構成比 

人的な余裕がない 175  72%  

取り組む上でのスキル・ノウハウがない 129  53%  

費用が確保できない 121  50%  

何から手をつけるべきなのか分からない 60 25%  

 %33 18 分十不が集収報情るす関に策応対

 %01 42 難困が集収の報情域地

 %11 72 難困が担分割役･携連のと体治自

地域企業とのネットワーク形成が不十分 32 13%  

 %8 02 いならか分がみ組取や割役

 %1 2 いなじ感を性要必む組り取で関機当

 %2 6 他のそ

 %4 9 答回無

  342 計

 

 

東日本大震災発生後における、ＢＣＰ等リスクマネジメント計画の見直しの

無、意向 

項目 回答数 構成比 

 %0 0 中し直見在現を画計の済定策

 %0 0 定予す直見を画計の済定策

現在、計画を検討中 12  5%  

今後、計画を検討する予定 78  32%  

特に変化なし 136  56%  

 %1 2 他のそ

 %6 51 答回無

有
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特集

産業復旧支援の推進に向けて、行政に対する産業復旧に関するニーズ（複数回答） 

項目 回答数 構成比 

地域の被災状況に関する情報の迅速な提供、情報

発信 
223  92%  

地域企業の被災及び復興状況の情報発信 170  70%  

被災企業等への公的な支援サービスの情報集約、

発信 
201  83%  

情報インフラが被災した際の代替情報拠点の整備 138  57%  

融資など被災企業向けの資金繰り支援策の充実 209  86%  

被災企業向けの雇用支援策の充実 157  65%  

地域の被災状況、企業の被災状況等の報告先の一

元化 
132  54%  

災害復興に関する窓口業務の一元化、ワンストッ

プ化 
148  61%  

り災証明書など企業に対する各種証明書の早期発

行 
164  67%  

被災企業の代替生産先、代替品のマッチング支援 91 37%  

インフラの維持・早期復旧に向けた整備の充実強

化 
141  58%  

災害対応 ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 構築に向けた ﾘ ｰ

ﾀ ﾞ ｰ ｼ ｯ ﾌ ﾟ 発揮 
103  42%  

地域防災計画の策定等による役割分担の明確化 100  41%  

他地域からの支援体制構築に向けた広域連携の充

実強化 
99 41%  

勉強会、セミナー開催などによる企業向け防災教

育の充実 
92 38%  

被害予測や被害速報に関する情報提供の充実 118  49%  

産業支援機関による災害対策にかかる費用への補

助 
128  53%  

 %0 1 他のそ

 %1 2 答回無

  342 計

10項目以上回答した産業支援機関 125  51%  

　この度の調査結果を踏まえ、 企業、 産業支援機関に対する大規模災害に対す

る対応についての情報提供等の機会を増やしていくとともに、 当局として求められ

る役割を的確に担うことが出来るよう、 更に検討を進めて参りたいと考えております。

　調 査 の 詳 細 に つ い て は、 近 畿 経 済 産 業 局 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/23FYsaigai/main.html） に掲載しております。



「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けました。今回は株式会社モトックス、福田金属箔粉工業株式会社をご紹介します。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

担当課室：情報政策課

Wine-Link 発　業界活性化への道
～流通とモバイルコンピューティングの融合による業界活性化への挑戦～

　情報政策課では、 中小企業のＩＴ利活用促進を目指し、

各種の取り組みを実施しています。

　今回は中小企業ＩＴ経営力大賞２０１２ （注） において、

自社の事業拡大に留まらず、 ワイン市場全体の活性化も視野

に入れたマーケティング戦略を実践している点が特に高く評価

され、 大賞である 「経済産業大臣賞」 を受賞された株式会社

モトックスをご紹介します。

　同社は、 大正４年９月に指輪を質にいれた資本をもとに 「元

なしや」 として創業された酒類専門商社であり、 現在は輸入ワ

イン販売数量実績で、中小企業では唯一業界TOP５に入るワインインポーターです。

■生産者と消費者の距離をゼロに！
　『「ワインは難しい」、 「知識がないと飲んだ

らダメだ」、 「特別な日に飲むもの」 といった

印象が少なくない日本で、 どうしたら効果的

に生産者の思いを消費者に伝えることができ

るだろうかということをずっと考えていた』 と

寺西太亮副社長。 その解決策として、 従

来型の流通と情報を融合させたスマートフォ

ンアプリ 「Wine-Link」 を立ち上げました。

【iPhone】 http://itunes.apple.com/jp/app/wine-link/id395904799?mt=8

【Android 端末】 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.winelink

　「Wine-Link」 は、 もっと気軽にワインを楽しんでほしい、 もっと気軽にワインを知っ

て欲しいをコンセプトに開発したスマートフォン用アプリで、 商品であるワインに

受賞された企業に
使用が認められるロゴ

（注） 中小企業ＩＴ経営力大賞 ：優れたＩＴ経営を実践し、 かつ他の中小

　　　　企業がＩＴ経営に取り組む際の参考となるような中小企業や組織を表

　　　　彰する制度 (http://www.itc.or.jp/award/2012/index.html)

ラベルやメニューに付けられるブドウマーク



ＡＲ（Augmented Reality ： 拡張現実＝現実環境に

コンピューターを用いて情報を付加提示する技術）

を組み合わせ、 カメラをブドウマークにかざすだけ

で、 生産者、 履歴、 クチコミ、 利用店一覧等の

情報を入手できる仕組みになっています。

　『「Wine-Link」 で生産者と消費者の距離をゼロに

したい！』 と寺西氏。 実際、 「Wine-Link」 を利用

することで、 消費者が商品を通じて、 小売 ・ 飲食

店や生産者・ワイナリーとの情報共有が可能となり、

更なる購買量 UP、 市場活性化に繋がっています。

 

■ワイン業界全体の底上げを目指して！
　　『今後、 「Wine-Link」 は７月の利用開放を予

定しており、 他のワインインポーターや国内ワイナ

リーへの展開、 さらには、 年内にユーザー数

50,000 ダウンロード、 利用可能店舗 5,000 店舗を

目 標 と し て、ＳＮＳ（Social Networking Service ： 社

会的ネットワークをインターネット上で構築するサー

ビス） 機能を付加し、 生産者と消費者等がコミュ

ニケーションをとれるようにするなど、 「Wine-Link」 の更なる改良に取り組みたいと

考えております。 その為に、 「Wine-Link」 を別会社である M.O.T 株式会社へ運営

移管しました』 と意気込む寺西氏。

　また、 実際に生産者の思いを消費者に伝えるため、

年間３０～４０社程度の海外生産者を日本に招いてイベ

ントを開催したり、 年２回、 各地でワイン展示会を開催

するなど、 ワインインポーターの枠組みを超えた取り組

みも実施しています。 １１月のボージョレ ・ ヌーヴォ解

禁のタイミングには、 他のインポーター複数社と共同で

「Wine-Link」 を活用したイベントも計画中です。

　最後に、 寺西氏は、 『日本中に流通する全てのワイ

ンにブドウマークをつけ、 ワイン業界全体の底上げを図

りたいですね』 と語られました。

　皆様も是非 「Wine-Link」 を活用し、 ワインを楽しんでみませんか。

会 社 名：株式会社モトックス
U   R   L：http://www.mottox.co.jp/
所 在 地：大阪府東大阪市小阪本町１丁目６番２０号
電話番号：０６－６７２３－３１３１

ブドウマークのＡＲコードから
得られるワイン情報

株式会社モトックス
取締役副社長　寺西太亮氏
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Android版 iPhone 版

Wine-Link

http://www.mottox.co.jp/


担当課室：次世代産業課

　１７００年 ( 元禄１３年 ) 創業の福田金属箔粉工業株式会社。 創業当時は金屏風や

仏壇 ・仏具用に金箔と金粉を製造していました。 　　

　赤穂浪士の討ち入りや、 アメリカの独立よりも前から続いている老舗企業が、 今

では携帯電話やパソコン等には欠かせない金属箔粉を製造しています。 ３００年の

伝統を最先端の製品に活かす企業の社長様に 「継続と革新の極意」 について迫

りました。

■金属箔粉のデパート
　福田金属箔粉工業株式会社では千種

以上の金属粉と金属箔を扱っており、 身

近なところでは食品や薬剤の包装材等に

も用いられています。

　工業分野では、 金属粉は自動車のエ

ンジン部品やブレーキ材料に、 金属箔

はパソコンや携帯電話のプリント回路に

用いられています。 なかでも携帯電話

などの電磁波シールド用塗料に使われ

る銅粉の開発成果が認められ、 同社は

２００５年に 「第一回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞」 を受賞されました。

■メタルスタイリスト
　「メタルスタイリスト」 とは、 創業３００年を記念して作

られた同社オリジナルのキャッチフレーズです。

　同社の強みは、 箔と粉の各種製造方法を駆使し、

たとえば左の写真のように多種多様な材質と形状の材

料を製造できることです。

　箔はより薄く、 粉はより微細に、 構造や表面形状を

自由にデザインし、 金属の新たな特性を引き出した

新しい金属材料を創造する。金属箔粉の可能性をトー

タルに提案するメタルスタイリストを目指しています。

金属箔粉のことは FUKUDAにおまかせを！
～金属箔粉の可能性を探究するメタルスタイリスト～

関西が誇る「老舗企業」（第２回）福田金属箔粉工業株式会社

アルミ箔を用いた包装材

いろいろな形の金属粉

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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■３００年続く秘訣 (“継続”と“革新”の極意 )
　１７００年創業で約３００年続く会社。 長く続く秘訣を社長に尋ねると 「秘訣があるな

らこちらが教えてほしいくらいです」 と謙遜されながらも、 参考として同社の戦略を教

えてくださいました。 そのお話の中には会社を長く続かせる秘訣、 革新を生み出す

秘訣がたくさんちりばめられていました。 その代表的なものを５つご紹介します。

①　すきま産業にこだわる
　非鉄金属の粉と箔に徹して他のことへ手を広げない。 一方で、 箔と粉の製造

方法については伝統的な搗砕法 ( とうさい法 ：棒で突き砕く方法 ) からレーザー

を用いる新しい手法まで多様な技術の蓄積がある。 さらにそれらを組みあわせる

ことで、 顧客ニーズに合わせたあらゆる金属材料を開発することが出来る。

②　自社ノウハウを守る
　技術流出については、 ノウハウは必ずしも特許にせず、 技術面のＰＲも海外

向けには特に慎重な対応をはかっている。 また、 製造設備を自社開発している

ので、 他社は簡単に参入できない。 海外との取引では、 金属粉であれば加工

してから輸出するなど、 海外メーカーに製造方法を模倣されないよう工夫してい

る。

③　身の程を知る
　あまり大きく儲けようとは考えない。 身の程にあった経営を意識している。

　金属箔粉の開発 ・製造からは決して逸脱せず、 材料も基本的に金 ・銀 ・銅

にこだわり 「箔はより薄く、 粉はより微細に」 を追求し続けている。

　また川下分野に手を広げず、 原材料メーカーに徹してきたことが、 顧客から

の信頼につながっている。

④　お客様の要望に合わせて商品を開発する
　自社で意図して開発したものは売れない。 それよりも顧客の要望に応えて開発

したものは売れることから 「お客さまに育てていただいた」 と思っている。 そのた

めにも、 基礎的な研究開発を重視している。

⑤　社員を大事にする
　働きやすい環境を整える。 親子２代３代で勤めている社員が多くいる。 中国の

子会社でも日本に近い福利厚生制度を設けたので、 中国工場の離職率もとても

低い。
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■社訓
　同社には、 江戸時代から継承され

る家憲 『家の苗』 を現代化した 「２１

世紀ビジョン」 があります。 これには

会社を運営していく上で重要な指針

や戦略などが書かれています。 これ

らの底流にあるのは、 「きのうと違うこ

とをする」 創意工夫の精神や 「身の

程にあった行動をする」 という姿勢で

す。

　また２１世紀ビジョンの基本方針に

は、 「顧客 ・従業員 ・株主それぞれ

の期待に応えること」、 社是として 「よ

りよい社会の建設につとめる」 ことや 「地球環境を守る活動をする」 等が定められて

います。 　

■５代目林泰彦社長
　大学では工学を専攻、 入社後

はずっと箔を担当されていました。

就任当時の　２００３年はオイル

ショック以来の赤字という決して順

調とはいえない業況の中、 なぜ社

長就任を承諾されたのか尋ねる

と、 「それほど気負いは無かった。

むしろ　就任後の周りからのプレッ

シャーは大変だった」 と答えて下

さいました。

　座右の銘が 「誠実であれ」 の林

社長は、 「大きな会社にするよりも

強い会社にする」 ことを意識して

経営をされてきました。

　「今年で社長就任１０年目となり、 そろそろ次の世代にバトンを渡すことも考え始めて

いる」とのことです。 ２１世紀ビジョンに基づく身の程に合った林社長の経営により、リー

マンショック等のピンチを乗り越えて、 １０年分さらに重たくなったバトンを次期社長が

どのような思いで受けられるのかとても興味があります。

同社HPより

林泰彦社長「経営とは長い目でみるもの」

<企業・地域の取組紹介のコーナー>

20 E ! KANSAI   2012 年 6 月号



■今後の取り組み
　ナノ分野に注目し、 具体的には金、

銀や銅をナノサイズまで細かくした粉末

を数トン単位で量産しようとされていま

す。 金属粒子はナノレベルまで小さく

すると、 融点 ( 液体となる温度 ) が下が

る性質があります。 低温で焼結できる

金属ナノ粒子は、 熱に弱いプラスチッ

クフィルムの基板に回路を印刷するイン

クの原料に用いられます。 金属ナノ粒

子の量産が実現できれば、 柔らかく折

り曲げられるディスプレイ等フレキシブル

デバイスの実用化が一気に進む可能性

があります。

　このような技術革新を通じて「金属箔粉のことなら京都のFUKUDAに相談してみよう」

と世界中の企業から言われる会社を目指しています。

・・・・・・・・老 舗 企 業 を 訪 問 し て・・・・・・・・
　コアコンピタンス ( 他社には真似できない核となる能力 ) の確保と変化への対応に成

功している秘訣は老舗企業に根付いている「創意工夫の精神」と「身の程を知る経営」

に一つの答えがありそうです。 京都に老舗が多い理由について林社長に尋ねると「京

都の人は凝り性で一つのことを深く追求して

いく。 また、 人の真似はせず自分の特徴を

出すこと、 それにより他と競合しにくいという

ことも理解している。」 との言葉が返ってきま

した。 　　　

　日本文化そのものを作り続けることで、 古く

から続く企業を支援し育成するという、 京都

独特の環境と京都企業独特の行動様式に

よって、 独自の技術を持つ企業の集積や世

界に誇る京都のブランド力や伝統が作られた

のだと理解することができました。

会 社 名：福田金属箔粉工業株式会社
U   R   L：http://www.fukuda-kyoto.co.jp/
所 在 地：京都市山科区西野山中臣町２０番地
電話番号：０７５－５８１―２１６１( 代表 )

フレキシブル配線板 (FPC)

最古の稲荷神社ともいわれる
折上稲荷神社に隣接する本社
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TOPICS 

『関西クリエイティブ・プロダクツ プロモーション事業』を開始！
～関西発！デザイン商品、海外市場への第一歩～

キックオフセミナー開催のご案内

　近畿経済産業局では、 「近畿地域中小企業海外展開支援会議」 の取り組みの
一環として、 「関西クリエイティブ ・ プロダクツ　プロモーション事業」 を新たに実施
いたします。

　本事業は、 海外にも通用する感性を活かした関西のデザイン商品 「関西クリエイ
ティブ ・ プロダクツ」 の、 北米、 欧州、 香港への販路開拓を目指す中小企業を、
海外マーケットの情報提供から、 マーケットニーズにあった商品のブラッシュアップ、
ＰＲツールの作成、 モニター調査、 見本市出展支援に至るまで、 ステップを踏ん
で一貫支援するものです。
 

　本事業のキックオフとして、「関西クリエイティブ・プロダクツ」 にスポットをあて、ター
ゲット市場を絞り込むためのセミナーを開催します。 また分科会では、 北米、 欧州、
香港の現地マーケット情報をご紹介する予定です。

　　　【日　時】 平成２４年６月１２日 （火） １３ ： ３０～１７ ： ３０

　　　【場　所】 KKR ホテル大阪 （大阪市中央区馬場町 2-24）

　　　　　　　　　第 1 部 （セミナー） ： 3 階 銀河

　　　　　　　　　第 2 部 （分科会） ： 北米 (2 階 琴 )、 欧州 (3 階 曙 )、 香港 (5 階 瑞宝 )

　　　【対　象】 中堅 ・ 中小企業及びデザイナー

「関西クリエイティブ・プロダクツ　プロモーション事業」って？

キックオフセミナーのご案内

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/kaigaitenkaishienkaigi.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/seminar2012/creative_products_kickoff120612.html
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～近畿経済産業局からの各種ご案内～

■近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■補助金等の公募のご案内はこちらです↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

【プログラム】

【申込方法】 以下 URL から申込用紙をダウンロードし FAX でお申し込み下さい。

　　 　　http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/seminar2012/kcp_kickoff_application120612.pdf

　キックオフセミナーに引き続き、「海外展開指南塾」では、知財マネジメント、海外展開PRツー

ル作成、 自社商品の魅力の伝え方についての座学講座と、 外国人に対するモニター調査

や商品PR実践講座を開催し、 海外販路開拓に直結するノウハウの獲得をサポートします。

　また、 他機関とも連携して、 現地調査や海外展示会への出展等を通じて海外販路の開拓

を支援し、 最後にその成果発表会を開催します。

■　第1部（セミナー）
　　　基調講演Ⅰ
　　「デザインの力」

　　 プロダクトデザイナー　喜多 俊之 氏
　　 基調講演Ⅱ
　　「海外でのビジネスチャンスを掴め！～海外市場ニーズ
　　   を踏まえた販路開拓への取組み」

　　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
　　国際営業部長　川上 龍雄 氏

■　第2部（分科会）
　　１）北米分科会
　　「アメリカに売る！－商品開発とビジネスノウハウ」
　　ジェトロ・ニューヨーク事務所 海外コーディネーター

　　MIRA Design Corporation 代表　三浦 治義 氏
　　２）欧州分科会
　　「欧州マーケットとニーズにあった海外展開について」

　　株式会社ゼロファーストデザイン 代表取締役　佐戸川 清 氏
　　３）香港分科会
　　「日本の『感性』を、香港を通じて、アジアへ」　

香港貿易発展局 アシスタント・マーケティング・マネージャー　馮政淼（リッキー・フォン）氏
■　交流会（名刺交換会）

（お問い合わせ先）
近畿経済産業局　通商部　国際事業課　電話 : 06-6966-6032
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/glocalPTtop.html

一貫した支援のご紹介

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/seminar2012/kcp_kickoff_application120612.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/glocalPTtop.html
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html


当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

今月の表紙：自然の力には、人間の力は到底及びません。いつもそのことを肝に銘じておきたいものです。
（写真左上）竜巻、（写真中上）東日本大震災（平成23年）、（写真右上、中下）阪神・淡路大震災（平成7年）、
（写真左下）福井豪雨（平成16年）、（写真右下）台風第12号による災害（紀伊半島）（平成23年）




