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≪化学工業関連製造業編≫

｢熱伝導性接着剤の開発に賭けるベンチヤ-企業｣ 

(財)かごしま産業支援センターは中小企業者に対する様々な支援に取 り組んでいます｡

薩摩総研株式会社は､平成 18年度の研究開発助成を受けて熱伝導性接着剤の開発に取 り組みました｡

研究は高特性の熱伝導性接着剤の開発､特許出願､顧客からの信頬向上等の成果を生みました｡

また､平成 19年度には､かごしま起業家応援プログラムにも採択され､販路拡大､顧客の信頼獲得､

新たな共同研究 ･開発に繋が りつつあり､今後の発展が期待されています｡

社 名 薩摩総研株式会社

代表取締役 古川 正司

所 在 地 指宿市山川成川 4 165

創 業 平成 17年 8月

資 本 金 1, 000万円

従 業 員 数 3名

業 務 内 容 熱伝導接着剤の開発 ･製造

接着工程の請負 
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<代表取締役 古川 正司 氏>

薩摩総研株式会社は､温暖で風光明娼な指宿市

S beruar

●起業の動機

山川成川にあり､現在 3名で研究開発に取 り組ん

でいる研究開発型ベンチャー企業です｡

代表取締役の古川 さんは､大手電子部品メー

カーでエポキシ樹脂接着剤の製造開発に長年携

わった経験があります｡

電子機器では､組み込まれる電子部品の発熱を

効率よく放散 させることが機器の機能 ･性能を維

持するために最も重要なことです｡電子部品の熱

を放散させるために､電子部晶にはヒー トシンク

と呼ばれる放熱板を取り付けます｡ここで使われ

る接着剤が､高い信頼性で効率的に電子部品の熱

をヒー トシンクに伝達 してくれれば､電子機器の

信頼性を更に高めることができるわけです｡

平成 17年当時､市場に熱伝導性接着剤はある'

ものの､古川 さんが期待するほどの特性を持つ熱

伝導性接着剤が無かったため､同年古川 さんは､起

業 して培った技術を生かした熱伝導性接着剤の開

発に取 り組むことにしました｡ 
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●研究開発と成果

平成 18年度の (財)かごしま産業支援センター

の研究開発助成事業に ｢熱伝導性接着剤付きヒー

トシンク｣の開発テーマが採択され､市場にない性

能 ･機能をもつ新 しい熱伝導性接着剤の開発に取

り組み､ほぼ当初の目標通 りの製品を開発するこ

とができました｡

また､平成 19年度には同財団の｢かごしま起業

化応援プログラム｣にも採択され､起業化に向けて

積極的に取 り組んでいます｡

開発された接着剤は､熱膨張率が異なる異種物

質の接着に対応するために高熱伝導性を維持 しつ

つ､高い柔軟性を持ち低温でも硬化 し､接着層も薄

いとい う特性があります｡

硬化条件等も要求される機能 ･性能に応 じて調

整でき､60 ℃､2時間で硬化でするものも開発 さ

れてお り､すでに 2件の特許出願 もなされていま

す｡

開発された製品は､硬 さ調整 自由自在､硬化条件

調整 自由自在､機能･物性調整 自由自在をうたい文

句にして､顧客の多様な要請に柔軟に応 じること

ができる製品構成になっています｡



また､通常､電子機器製造現場で使われる 1ロッ

ト当たりの接着剤使用量は多くはないため､ 10

グラム程度から提供できるようにしており､顧客

の要請に柔軟に対応する供給面での差別化を図っ

ています｡

●研究開発に対する考え方

古川さんは長年研究開発に携わった経験から､

研究開発に対する考え方を次のように話してくれ

ました｡

研究開発で最も苦労することは研究開発の方向

とやっていることが正しいのかどうか､枝道に紛

れ込んでしまっているのではないか､特に思 うと

おりの結果が出なかったり､時間ばかり経過 して

何も得られなかったりした場合､疑心暗鬼になり

やすくなります｡

本筋に戻 り､自信を持って自らが選んだ開発に

賭ける気持ちを持続させることが大切であると思

います｡

しかし､結果に対して計画の見直しを都度修正

していく柔軟性は絶対必要で､直感もかなり大切

な要素であると思います｡

また､共同開発の場合は機密契約を結ぶこと､そ

れ以上に信頼できるパー トナーと組むことを大切

にしています｡

●研究開発助成に関 して

助成による開発資金を得て開発が進んだことは

大変ありがいことでした｡おかげで開発目標を達

成 しつつありますが､支援を受けたことが顧客か

らの大きな信頼を得ることにも繋がっています｡

これが最大の効果かもしれないと思います｡

●今後について

電子機器の放熱は今後も重要な技術的課題であ

り続けると考えています｡今後も熱伝導接着剤に

関わり続けます｡

近々､新たな発想に基づく共同研究 ･開発をス

ター トさせることにしています｡

売上はまだまだですが､今年は 500万円/月

の売上げを見込んでいます｡

また､今後は核技術と品質保証以外の工程はア

ウトソーシングして､地域企業と共生しながら地

域に貢献していきたいと考えています｡

●最後に

｢利他｣を社是とし､｢限りない高信頼性接着剤

をめざして｣地域企業との共生も視野に入れ､地域

貢献を考えている古川さんの､謙虚で真筆な熱い

思いには共感を覚えるものがありました｡

熱伝導接着剤用途

舶半田棚代替

ソケット､熟対策

ヒートシン
ク､

電極発熱部機密防止 

J L--_ 

--- ＼ ぐ

ベルチエ素子接着 

I _}･1 -

熱交換機器

※研究開発助成事業は､県内中小企業が行う新技術や新製品等の開発･試作に対して助成する制度です｡
※かごしま起業家応援プログラムは､創造性 ･新規性等を有した技術やアイディアを基に､県内にお

いて起業化する意欲のあるチャレンジャー (U ･Ⅰターン者を含む)を全国から募集 し､その起業

化を応援する制度です｡ 
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ベンチャープラザコーナー
第 39回 ベンチャープラザ鹿児島

株式会社 A ･R ･P 鹿児島事業所

所長 南竹 力

鹿児島市新屋敷町 16番 301号公社 ビルC-324
TE｣:099-219-7508FAX:099-219-7528 
E-a iekgsiaapi.ojmH:Offc-aohm@r-dc.p 
http://www.arp-id.jp

【ベ ンチャー プラザ鹿児島 (二水会)】 

(ベンチャープラザで発表する南竹所長)

【土壌水分センサーの販路拡大】

発表内容
<企業紹介 > 

(樵 )A･R･Pは､神奈川県秦野市に本社拠

点を有 してお り､平成 18年 4月に鹿児島事業所

を開設 しました｡

事業所では組み込み技術を中心に ｢そのアイデ

アをかたちに｣をモットーに商品開発からエンジ

ニアの派遣､各種プロジェク ト受注を承 ります｡

鹿児島から中央に向かって業務を展開できる技

術者集団を目指 しています｡

<商品開発のきっかけ>

鹿児島大学研究シーズとしてのセンサー原理の

特許を鹿児島 TLO (秩)が保有 していたものが

弊社のニーズに合い､開発を行ってきました｡

<商品の目的 ･特徴>

主に農業用 としての土壌水分センサーを開発 し

ました｡防水になっているのでセンサー部を任意

の深 さに埋設 し､体積含水率と電気伝導度を同時

に実時間で測定できます｡

また､メンテナ ンスフ リーなので､データロ

ガ- (記録装置)と組み合わせて､土壌中の長期

間の連続観測に最適です｡コス トパフォーマンス

に優れてお り､多点観測にも適 しています｡

農業分野での性能評価については､現在､県の

トライ アル発 注製 品 として､県農業大学校 で

フィール ドテス トを行っています｡

センサーの性能は､

供給電圧 : .-7VDC45

精 度 :土壌水分率 ±2%
電気伝導度(EC)士5%

出力電圧 土壌水分率 1-2V
電

:

気伝導度(EC)1-2V
センサー部の長 さ :8cm､20cmの 2種類

発表後の成果 .感想
発表後､参加企業より､システムの提案や企

業紹介を受けま した｡弊社の製品紹介をしなが

ら､販路拡大のための情報交換を行 っていま

す｡

柳かごしま産業支援センターのコーディネー

ターの皆様には､今回の発表にあた り､製品の

市場性のアピールについて指導を受け､大変参

考になりました｡

今後の展望
防災の見地からみれば､土砂崩壊危険個所に

土壌水分センサーを設置することで､地下に浸

透する水分量などの測定が可能になります｡

特にシラス｣二壌を持つ鹿児島県では集中豪雨

などの災害予測には有効ではないかと思われま

す｡

今後は､農業用 としてだけでなく､いろんな

分野に応用を進めていく予定です｡

【土壌水分センサー】
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産学官連携 ⑳
株式会社鹿児島 TLO
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鹿児島TLOから大学発発明の御紹介

鹿児島TLOでは鹿児島大学 ･鹿児島高専 ･鹿屋体育大学の研究者のシーズを企業の皆さまに活用し

ていただくために､研究者に代わって権利化 したり､大学の機関帰属となったシーズを権利移転する

活動を行ったりしております｡今回は､鹿児島大学が出願 し､鹿児島TLOが移転活動を行っている

下記発明を御紹介いたします｡

【発明の名称】 これまでに利用できなかった植物タンパク質も利用できるようにする

タンパク質調整方法


【発明者】 鹿児島大学理学部准教授

【出願番号】 特願 2004-108173

【出願日】 平成 16年 3月31日 (審査請求中) 

(謹白】植物の多くはタンニンを大量に含み､産業上有用なタンパク質が植物に含まれていること

が分かっていても､このタンニンが有用タンパク質の分離精製を妨害するため､これまで産業的に

利用できなかった有用タンパク質は数多い｡例えば､酵素P450や ｢青葉の香り｣生成酵素群など

がそれであり､これらのタンパク質のもつ機能を損なうことなく､タンニンによる妨害を除去でき

るようなタンニン中和剤が切望されていた｡ 従来､タンニン中和剤としては合成物質のポリエチ

レングリコールやポリビニルピロリドンなどが知られているが､特に食品製造に必要なたんぱく質

の調製においては､食品に添加できる食品由来の中和剤が望ましい｡

株式会社鹿児島 T LO 【http://ww .ktlo.co.jp/】

〒 890-0065 鹿児島市郡元 1-21-40 鹿児島大学産学連携推進機構棟 1階
 

TEL 099-284-1631 FAX 099-284-1632 E-MaH info@ktlo.co.jp

担当 吹留(技術移転マネージャー)､平川(特許流通アドバイザー)､肱岡(技術移転スペシャリスト)


町田(技術移転スペシャリスト)､米満 (NEDOフェロー) 
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マーケテイングの現場から
～チェック･ポイントと処方董～ 

TUDIOK.s 代 表 中 島 秋 津 子 
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◆今スタートすべき ｢本質的価値｣探し

前号では現在の景気低迷下で取るマーケテイン

グ･スタンスについて御紹介しました｡再掲すると､

①テーマは､｢本当に必要なもの｣を作り出すこと

②具現化すべきは､付加価値ではなく｢本質的価値｣

③提供価値としては､広さではなく｢深さ｣

④開発姿勢は､｢聞きながらブラッシュアップ｣

⑤価値観は､会社都合ではなく｢お客様都合｣

⑥行動指針は､｢スピード重視｣

という6点です｡

今回は②の『本質的価値』の見つけ方について､

いくつかのヒントをご提示したいと思います｡すぐに出

来そうなものから､できれば複数の方法を実行してみ

てください｡

厳しい時代ですoここで粘って､次のチャンスに備

えたいものです｡ 

◆ 1 :顧客の過去の声を聞きなおそう 

今までに商言霊 誓 三諾 蒜 窟 議 嘉 
ユーザーの意)からいただいた要望や問合せの中 
で､｢今はできない､費用が掛かりすぎる､ごく一部の 
声だと思っていた｣などの理由で､｢しなかったこと､で

◆2:ミニマム思考

～商品 ･サービスのコア ･バ リュー～

皆さんが提供している商品･サービスの機能のう

ち､もっとも重要なものは何でしょう｡最近の商品は過

剰な多機能化をとげているものが多く､商品･サービ

スの提供側も､本来何を提供して対価をいただいて

いたのか､わからなくなっていることがあるようです｡こ

の機能は必要なのか､本来何が求められているの

か｡それは機能的なことか､心情的な価値なのか｡商

品･サービスのコア･バリュー (消費者の行動に影響を

与える核 となる価値)は何か｡あ らゆる機能 ･

サービス等の優先順位付けがヒントとなります｡ 

◆3:今&次の時代のコンセプ トを見つけよう｡

～顧客の変化をロング ･レンジでとらえる～

①雑誌の特集タイ トルを調べる｡

お客様に読まれている雑誌の表紙を経年で調べ､

文字が大きな第-特集のタイトルを抜き出しましょう｡

②雑誌ジャンルの創刊年を調べる｡

同じく､お客様を対象とした雑誌群の創刊年と雑誌

コンセプト(キャッチフレーズ)を一覧にした｢創刊年

表｣を作ってみましょう｡

①②いずれの場合も､インターネットで出版社の

ホームページに行くとわかる場合が多く､できれば30

年分位調べると､ターゲット層の変化の様子が良くわ

かります｡

今だけを見て先を考えるのは時代の流れ･人々の

変化を見つける上で不適切です｡ 
l---■■~------------------
l 【今月のチェック･ポイント】

: 本質的価値を探る必要があるのであればO
l 1

l 【マーケテイングの処方毒】 

1:できなかった&しなかったことにヒントがある｡ 
きなかったこと｣を洗いなおしてみましょう｡ 
商品開発に直接関係する部門だけでなく､あらゆる 

l

l

2:コアリ〈リューを認識する｡ 
3:過去から今までの流れを元に､先を想定する｡ l

部門で実行してみてください｡そして探し出したものを !

集めてみると､どこかに共通項はありませんか｡内容 ☆筆者紹介☆

の共通性だけでなく､発言者の共通性､商品属性･機 中島 秋津子 
ktsu
A
( oNAKAS川MA)能に関する共通性､季節･時期的な共通性など多様

(.

な側面から検討してみてください｡ 分析レポート､事業プランニン

過去を振り返るときには｢実行したことが良かった､ グ､社員研修･講義など､マー

悪かった｣という観点になりがちですが､｢着手しな ケテイングの観点から事業サ

かったこと｣の中に要因やヒントがあることも多いので ポートサービスを提供する 
UDIOKTS スタジオK)代表｡す｡ 
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女性起業家の声
鹿児島の女性起業家の方々に､起業家とし

ての思いや抱負などを女性の視点でお話いた

●今思うこと 
100年に一度 とい う大恐慌のなか新年を迎

え､不況の嵐に企業の行 く末 も安 じられます

が､先 日､アメリカ大統領にオバマ氏が就任 さ

れ､暗いニュースの中､少 しの明か りがみえた

気が しました｡いかに トップの責任がとわれる

か､企業もまたしか りと考えます｡

●女性起業家塾との出会い

子育ても終わ り､不安完全燃焼の日々､新聞

にさつま女性起業家塾生募集の記事､ ｢これか

らは女性の時代｣とい うキャッチフレーズに魅

力を感 じ応募､当初塾生は 50名 ぐらいいたと

思います｡

起業に対する心がまえ､各界からの講師によ

る勉強会､すごい女性パワーに圧倒 されながら

研修を終え､さて何をしましょうか-- !!

●現実の中で

結婚 して 35年 !それ とともに伴侶の仕事の

印刷業をサポー トしながら 35年､いっかはサ

ポー トではなく､自分で何かをや りたいと思い

つづけてきてお ります｡二足のわらじは大変履

きづ らく､この間も､化粧品の代理店､結婚相

談所の手伝い､自宅でのプ リザーブ ドフラワー

作成のミニショップ開設 と趣味の世界の延長程

度の仕事 しかできない昨今です｡

起業をし､生計をたてることはとても大変で

す｡いい訳がましいですが､よほどの覚悟 と経

営手腕 と時間が必要 とされます｡それに伴 うリ

スクも半端ではない｡欲ぼ りの私は家庭 も大

切､子供も大切､自分の時間も大切､当然起業

に結びつかない､結局考えたのが社会 とのつな

が りに幸福をみつけようと-

●還暦を迎えて

還暦を迎え､改めてあるべき姿を､客観的に

見つめ直すことができました｡

ここ 10数年の葛藤は何だったんだろうか ?

女性起業家としての成功とは何なのか ?

藤崎さんが作成した "ブライダルブーケ'

いまでは､一人の女性､人間として生きる姿

勢､目先の損得より目に見えない豊かさ､それ

を感 じ生きる事も成功のひとつではないかと考

えています｡

人の価値観はそれぞれです｡社会風潮に翻弄

されることなく､不器用でも一生懸命生きる事

の大切 さ､まず人の為ではなく自分の為に生き

自分をプロデュースする事も､大切な起業だと

思います｡女性の力は偉大ですから

●明日に向けて

今この地球が大変な事になってます｡女性で

ある私達は母親 として､また壊れかかった地球

を "未来永却"子供達のために美 しい地球 とし

て守 らなければなりません｡人間のエゴの犠牲

にしてはいけないと考えています｡それに伴 う

何かができたらと考えています｡

☆筆者紹介☆

藤崎 トク子 
(TokukoFUJISAKI)

北九州市生まれ

フラワー

コーディネーター

ル ･コパンふじさき代表 

(鹿児島市鴨池新町)

さつま女性起業家塾会員 
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I

鹿児島県 商工労働部 産業立地課 企業誘致係 
Te1099-286-2983 Fax099-286-5578 

≡妻 ~-~_I-.:_
≡≡: -T三 -;L千 二 
社 名 :株式会社 ヨシカイファク トリー

代表取締役 言開 和雄

所 在 地 :南九州市川辺町平山 6054番地 2
設 立 :平成 19年 10月25日

資 本 金 :1,000万円

事業内容 :菓子の製造及び販売 
T ≡ L :0993-76-0051 (代) 

F A X :0993-76-0052 

U R L .Ihttp://www.yoshikai-factory.com
式会社 ヨシカイファクトリー>

安心 ･安全なおいしさを

届ける企業


会社概要

『株式会社 ヨシカイファク トリー』は､安

心 ･安全な "お菓子づくり"にこだわり､高品

質で競争力の高い商品を生産する拠点として､

国内でも有数のさつま芋産地である鹿児島県南 <鹿児島県内産のさつまいもを使用した
九州市に吉開グループ 4番 目の企業として進出 スイー トポテト>

しました｡
針 とし､多様化する消費者のニーズに対応 しつ

平成 20年 10月から稼働 し､地元南九州市
つ､鹿児島県産の安全でおいしいさつま芋菓子

周辺から30人を雇用しています｡

吉開グループは､株式会社いも吉館 (http:// 
製品を安心して食べていただいています｡

www.imoyoshi.com)を昭和 61年創業､平成元
工場の特徴 として､高い品質を維持するため

年に鎌倉に出店､現在 7店舗の菓子小売直営店
にHACCPに準じた晶質 ･衛生管理体制での

製造を行ってお り､将来的には､HA CCPの
舗を運営しています｡

取得を目指 しています｡スイー トポテ トの生産

鹿児島進出の理由 能力は､ 1時間当り4,800個を誇 り､さつ

鹿児島県内-進出した理由は､今後の業務拡 ま芋の菓子工場としては､全国有数の規模 と最

大及び全国展開に向け､豊富で安心できるさつ 新設備を備えています｡

ま芋を主とした原材料の確保が可能なこと､農 また､実際の製造工程を確認 していただくた

産物のブランド化が地域で確立されているこ め､製造見学通路を併設 してお り､目に見える

と､そして JA南さつま及び南九州市の農業振 形で消費者へ商品の安心 ･安全をアピール して

興が積極的で原材料確保の面でも農業従事者を います｡

はじめとした協力体制が整っていることに着目
今後の展開について

したからです｡
来春にはサツマイモチップス製造工場の稼働

特徴 を目指 してお り､今後とも､安心 ･安全な農産

主に鹿児島県産のさつま芋を使用 した菓子作 物を活用 した産地工場として消費者に安心でき

りを行っており､各種量販店ならびに弊社直営 る商品を開発､南九州市発のお菓子を全国展開

店舗 (いも吉館)にて販売を行っています｡ していくことにより､産地 PR､地域の雇用創

｢原材料にこだわった安心 ･安全な商品づく 出､地域の活性化はもとより､食品産業の振興

りを通 して､お客様の 『心』をつかみ､常に市 及び地域経済の浮揚発展に大きく貢献 して行く

場ニーズに応えられる企業を目指す｣を経営方 所存です｡
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税稚aI役立ち憤･報
税理士 ･中小企業診断士

岩 元 耕 児 
TEL :099-260-0100 
FAX :099-260-0113 
E-mail:tia@tkcnf.or.jp
 

Q 当社は本年 1月をもって創業 30周年を迎え

ました｡周 りが不景気の中､当社は今期も好決

算となりそ うなこともあり､創業 30周年を記

念 して取引先や社員に記念品を贈ったり､社員

旅行をするなど下記の通 り合計 700万円の支

出をして､ ｢福利厚生費｣の科 目で損金として

処理 しました｡税務上特に問題はないでしょう

かO 

A 

I 創立 30周年の記念品として置時計 (1個 2
万円)を 100個購入し､ 50個を社外の取引

先に贈り､ 50個は全社員 50人に配布 した｡ 

- ｢福利厚生費｣として 200万円全額を損金

処理した｡ 

(1)取引先に贈った 50個分の代金 100万円

会社の○周年記念等における記念品の費用

で､社外の者に対するものは ｢交際費｣とな

り､損金算入の限度計算によって､全額は損

金として認められません｡従いまして ｢福利

厚生費｣の処理は誤 りといえます｡ 

(2)社員に配布 した 50個分の代金 100万円

社員に対する記念品の費用は､原則として

｢給与｣所得として課税されます｡ただし､

次の要件のいずれにも該当する場合には､課

税されないこととして取り扱われます｡ 

(宴件 l) 社会通念上記念品としてふさわしい

もので処分見込価額により評価 した価

額が､ 1万円以下のものであること｡ 

(要件 2) 創業後相当な期間 (おおむね 5年以

上の期間)ごとに支給するものである

こと｡

貴社のケースは､ 1個の単価が 2万円とい

うことであ り､要件 1に該当 しないため､

｢給与｣とい う取扱いにな り､社員全員に対

して給与課税されることになります｡ 

(注) 記念品として商品券を贈呈 した場合に

は､ 商品券は現金ではありませんが､自由

に物品と交換できるところから現金 と同様

と扱われ､金額の多寡にかかわらず給与課

税 されることとなりますので注意が必要で

す｡ 

Ⅱ 創業 30周年を記念 して全社員 50人を香

港 tマカオの 2泊 3日の海外旅行 (1人当たり 
10万円)に連れて行った｡ 

- ｢福利厚生費｣として 500万円全額を損金

処理 した｡

海外-の社員旅行も､国内旅行と同じく､

福利厚生費として処理できます｡大いに活用

し､見聞を広めたいところです｡ただし､税

務上の取扱いでは以下のような 3つの要件が

あります｡ 

(要件 1)旅行期間が 4泊 5日以内であること｡

目的地が海外の場合には､目的地の滞

在 日数によりますが､貴社の場合には 2
泊 3日ですので要件を満たしています｡ 

(要件 2)社員の参加割合が50%以上であるこ

と｡

貴社の場合は全員参加ですので､この

要件も満たしています｡ 
(注)社員旅行に全員が行かなかった場合

に､その不参加者に対 し､現金や商品券

を支給 した場合には ｢給与｣として課税

することとされています｡ 

(要件 3)社員 1人当たりの会社の負担額が少額 
(10万円が目安と言われています)で

あること｡

貴社の場合には1人当たりの会社負担

額が 10万円ですので問題ないものと思

われます｡

以上のように､貴社の場合には要件 1､ 2､ 
3の全てを満たしますので､ ｢福利厚生費｣と

して損金処理できることになります｡

もし 1つでも要件を満たさない場合には､社

員に対する ｢給与｣として課税されることにな

りますので､注意してください｡ 
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｢TT活用戦略
株式会社イーデザイン

代表取締役 早 川 孝 一

〒890-0082 鹿児島市柴原3-34-23 
TEL i099-251-9821
 
URL:httpソ/www.e-design Jp/
 
Mail:hayakawa@e-design.co.jp


前回､ ｢情報は整理 してはいけない｣とい うことを書きました｡それは､これまでのコンピュー

ターを使った情報システムでは､あらかじめ起こりうることを想定して構築しなければならず､現在

のような混沌とした時代においては､そのようなシステムでは十分に情報を取り扱えないからでし

た｡

今回は､現在のデーターの取り扱い方法のひとつである ｢タグ｣についてお話します｡

医療分野における情報の共有

｢D ICOM (ダイコム)｣と呼ばれる医療業界で使われている情報があります｡それは､CRや

CT､M RIなどの画像情報に患者情報を併せたものです｡ D iCOMとは ｢Digitallmagingand 
communicationin Medicine｣の略で､米国放射線学会 (ACR)と北米電子機器工業会 (NEM 
A)が開発したものです｡この規格がすぼらしいのは､画像のフォーマットを統一していることに加

え､医療用の画像機器間の通信手順をも規定していることです｡ただ､この通信に関する部分には若

干の問題点もありますので､後述します｡ 
D ICOMのデーターを医療機関等が用いていた場合､セカンドオピニオンや医療機関同士の連携

により､他の医療機関を受診する際に､再度 CTやMRIなどを受けなくても済む可能性が高くなり

ます｡このことは､患者さんの身体的､費用的負担を軽減するとともに､放射能検査による被曝も少

なくすることができるというメリットがあります｡

また､D ICOMビューワーと呼ばれるソフ トウェアーは一般的

に入手可能であり､機会があれば自分で見る事も可能です (その是

非は､ここでは話題にしません)0

なぜ､そのような事が可能になるのでしょうか｡それはDICO 
Mには患者情報が ｢タグ付け｣されており､患者さんの氏名､生年

月 日､年齢､性別､撮影 日時､撮影場所等多くのデーターが埋め込

まれているからです (これをメタデーターといいます)｡医療用の

画像は様々なシーンにおいて使用されます｡例えば術前の計画や患

部の状態をみたり､術後の経過観察のためにみたり､予後のために

活用 した りと様々です｡また､施術において､他の医療機関から専

門医を招碑 して患部の観察をするのにも使われます｡ cTやMR I
では､必要なスライスを持っていれば､立体的にみることも可能で

す｡もちろん､事はそんなに容易ではなく､D ICOMのみで

手術や診察ができるわけではないことは申し上げるべくもあり

ません｡ただ､画像診断は以前から使われているように､診察

の大きな道具であり､また身近なところでは､産科での腹部エ

コーの画像は､妊娠 している方にとって大きな喜びでもありま

す｡

ブログはタグ付けの使用例

このように､様々なシーンで使われるものについては､すで

に ｢タグ｣が使われており､多面的に分析ができるようになっ

てきています｡D ICOMの例は非常に専門的な例でしたが､

私たちが日常で目にすることが多いものにも､実は使われてい
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るのです｡それは､ ｢ブログ｣です｡一時期は個人の日記と捉えら 

∴ ∵ ∴ ∴ ∴~･∴ ∴ :--∴ 了 .●工 ∴ ･..翌 (

る際に文章に付随した情報を付け加えることで､後から情報の検索

や整理に役立ちます｡

これは､現在のコンピューターシステムでは､検索の手法が文字

情報以外はあまり有用ではないためという背景があ.りますが､現在
の技術に呼応 した最大限の情報活用術であるといえます｡タグを検

索した時に､関連する情報も併せて結果を得られるという利点があ

ります｡このような特性をうまく利用したものに､ ｢フォークソノ

ミ-｣という手法があり､従来のシソーラス検索 (辞書検索)とは

違い､あるコミュニティーでの､いわゆる ｢流行｣を一目瞭然に把

握できるといえば分かりやすいでしょう｡

ポイントはタグ付け

従来の情報システムの構築では､ ｢帳票設計｣なるものが存在 し､明確に出力 (アウトプット)を

定義していました｡現代においては､ ｢自由帳票｣なる思想で､ある程度柔軟なアウトプットになっ

ていますが､限界があります｡それは､データーの入力時に ｢タグ付け｣していないからです｡ま

た､このタグ付けは辞書 ･単語に縛られるものであっては意味をなしません｡データーが集積されて

きて初めて､タグ同士の関連性が生まれ､それは際限なく繰 り返されるものになるのです｡これを視

覚的に表したものが､ ｢タグ ･クラウド｣と呼ばれるものです｡入力のシステムがうまくできていれ

ば､データーの投入時にほとんど意識することなくタグ付けを行 うことができます｡入れ物に入れて

しまえば､あとは出す手法を工夫するだけで､変幻自在なデーターを自由に取り扱 うことが可能にな

ります｡これからは､そういう時代になっていきます｡

そのためには､今の時代に即した統計分析的な手法により､多角的で多面的なデーターの抽出方法

が必要となります｡ また､言 うまでもなく､取 り出したデーターの見方､取 り扱いに関しては､細

心の注意を払 うことも必要です｡

情報デザインの活用

前段でお話 ししたD ICOMですが､とても大切なことがあります｡遠隔医療などの医療連携にお

いて､D ICOMは､重大な個人情報であるということです｡それが､簡単にビューワーで閲覧でき

るという現実から､どのような通信網を通ったとしても､絶対に漏洩させてはならないものです｡ま

してや網内でかすみ取られるようなセキュリティーでは医療連携体制が盤石とはいえなくなります｡

情報をデザインするということは､こういったところにこそ活用されるべきかも知れません｡た

だ､この連載で何度か書いていますが､情報に翻弄されるようでは､自己防衛は難 しくなります｡

インフルエンザの季節ですが､パンデ ミックが起きた時に､情報ソースを確かめ､まずは自己防

衛､感染拡大の阻止を私たちが自ら行動することが大切です｡一見､情報デザインと関係がないよう

にも思われるかも知れませんが､情報はコンピューターの中のものだけではなく､私たちの生活に密

着した実体のあるものなのです｡

次回は､情報デザインの総括をお話しします｡

☆筆者紹介☆

早 川 孝 一 (KoichiHAYAKAWA)
株式会社イーデザイン 代表取締役社長 

1999年 有限会社イーデザイン設立 
2001年 株式会社に改組 同 代表取締役社長 就任

｢情報デザインJ手法を用いた】CTコンサルティングを行う 
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当センターでは､仕事を発注 ･受注したい企業の希望条件 (設備 .技術力等)に見合った取引の

紹介あっせんを行っております｡今月は､下記の企業から受注の申し込みがきておりますので

あっせんの御希望がありましたら御連絡ください｡

また､センタ-のホームページでも御覧いただけます｡ (URL:http://www.kric.or.jp)

◆受注情報 

No. 所在地 資本金(万円) (人)従業員数 受注希望品目(加工内容) 主要機械設備

◆お問い合わせ先	 (財)かごしま産業支援センター ビジネス支援課 
TEL:099-219-1274 FAX:099-219-1279

下請代金支払遅延等防止法 (下請法)クイズ

【問題】

次の行為は､それぞれ下請法上､問題 (減額)となるでしょうか｡ 

①4月1日に下請事業者との間で単価を 100円から90円に値下げすることに合意したので､3月 15

日に単価 100円で発注し4月15日に納入された商品についても､新単価 90円を適用し､下請代金か

らら差差しし引引いいてて支支払払っったた｡｡ 金か

②下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料について､下請事業者の合意なく､下請代

③下請事業者から商品が納品され自社で受入検査を行ったところ､不良品が 1つあったので､その不良

品を直ちに返品したことから､下請代金からその不良品に係る下請代金の額を差し引いて支払った｡

【解説】

①下請法では､下請事業者との間に単価の引下げについて合意が成立し単価改定された場合､その前に既

に発注されているものにまで新単価を遡って適用して下請代金を減額することを禁止しています｡

本件の場合､親事業者は､既に 3月15日に単価 100円で発注していますので､単価 100円として

下請代金を支払わなければならず､新単価 90円を適用して支払うことは､下請代金の減額として問題と

なりますO

②下請事業者と合意することなく､振込手数料を下請事業者に負担させ､下請代金の額から差し引くこと

は､下請代金の減額として問題となります｡

なお､発注前に振込手数料を下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合には､親事業者が負担

した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払うことは下請法上問題となりません｡

③下請法では､親事業者が､下請事業者の責に帰すべき理由がないのに､定められた下請代金の額を減額

することを禁止していますが､本件のように､下請事業者の責に帰すべき理由 (戦痕の存在)があり返品

が認められる場合には､下請代金から返品した商品に係る下請代金の額を差し引いて支払っても下請法上

問題となりませんo 

O下請法の相談はこちらに ⇒ 公正取引委員会事務総局 九州事務所
T E L :092-431-6032 

URL :http://www.｣ftc.go.jp/

下請課 
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1 下請代金法 トップセミナーの御案内

景気低迷の長期化･深刻化が各方面で懸念され､企業の経営環境も急速に悪化の度合いを増す中､ 
"買いたたぎ'など ｢下請代金支払遅延等防止法 (以下 ｢下請代金法｣)の違反事案が生 じないよう､

企業の経営者層 (トップマネジメン ト)の皆様に ｢下請代金法｣の内容について一層の御理解をいた

だくとともに､企業内にコンプライアンスの意識を徹底 していただくため､全国中小企業団体中央会

では､下記のとおり講習会を開催いたします｡

本講習会の趣旨に御理解を賜 り､自社の CSRへの取 り組みの一環として､この機会に御受講いた

だきますようお願いいたします｡

○開催概要
◆日 時 平成 21年 2月 18日 (水 ) 14 :00-16 :00
◆場 所 ホテルさつき苑 鹿屋市西原 1-9-10
◆内 容 下請代金法の法令解釈や ｢買いたたき｣の運用解釈､下請代金法の運用状況､

その他下請適正取引に関する情報､質疑応答 (約 2時間 )
◆対 象 者 中小企業 ･大企業における トップマネジメン ト (代表者､執行担当部長 )など

◆参 加 責 無 料

◆申込方法 受講申込書に御記入の上､下記まで FAXにてお申し込みいただくか､

または､お電話にてお申し込み ください｡

定員 (100名 )になり次第､受付終了となりますので御了承 ください｡

◆申し込み先 二全国中小企業団体中央会 政策推進部 担当 :丸岩､矢田部 
TEL :03-3523-4902 FAX :03-3523-4909 

E-MA IL :shitauke@mail.chuokai.or.jp 
URL :http://www.chuokai,or.jp/ 

2 下請適正取引ガイ ドライン説明会 (産業機械 ･航空機等)の御案内

当センターでは､昨年 4月から実施 している ｢下請かけこみ寺事業｣の一環として､｢下請適正取

引ガイ ドライン説明会｣を下記のとおり開催いたします｡

この説明会は､下請事業者と親事業者との間で適正な取引が行われるよう国が作成 した｢下請適正

取引ガイ ドライン｣を基に､下請事業者と親事業者間の望ましい取引事例や法令違反の可能性がある

取引事例等を参照に ｢下請代金法｣に定められている取引ルールをやさしく解説 しながら､取引条件

の改善に役立てることを目的としております｡

今回は､ ｢産業機械･航空機等｣に関するガイ ドラインを説明することになりますので､関係者の

皆様は､親事業者との適正な取引を推進するためにも是非とも御参加いただきますようお願いいた

します｡

○開催概要
◆日 時	 平成 21年 2月 26日 (木) 13 :30-15 :30
◆場 所	 ベイサイ ドガーデン 鹿児島市与次郎 1丁目 7番 18号

◆内	 容 産業機械 ･航空機等に係る下請適正取引ガイ ドラインを基にした望ましい取引

の事例等の解説

◆講 師	 川越法律事務所 弁護士 高橋 善樹 氏

◆対 象 者	 受注 ･発注企業の外注 (購買)担当者など

◆参 加 費	 無 料

◆申込方法	 受講申込書に御記入の上､下記まで FAXにてお申し込みいただくか､

または､電話にてお申し込みください｡ 
◆申し込み先 (財)かごしま産業支援センター ビジネス支援課

TEL二 099-219-1274 FAX :099-219-1279 
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3 K ISC起業化セミナー開催の御案内

財団法人かごしま産業支援センターでは､起業の

促進による本県産業の一層の振興を図るため､実際

の起業体験などについての講演を内容とした起業化

セミナーを開催 します｡

【日 時】 平成 21年 2月 18日 (水)
 
13:00′
-15:20

【会 場】 鹿児島県人材育成センター 
(霧島市国分中央三丁目44-36)

【内 容】 創業体験や経営上の留意点などについ

ての講演会です｡ 
① 講 話 : ｢起業化のための心構え｣など 
② 講 演 ニ ｢自分の夢をすべて叶えるには ･･･～私のベンチャー体験談～｣

講	 師 :岩崎 佑子 氏 
((秩)岩崎企画代表取締役社長､元M BCアナウンサー)

【参 加 料】 無 料

【申込締切】 定員になり次第､締め切 らせていただきます｡

【問合せ先】 (財)かごしま産業支援センター上野原ビジネスプラザ

〒899-4317

霧島市国分上野原テクノパーク 4番 30号
 
TEL :0995-45-3511
 
FAX :0995-48-5270
 
E-mail:gyoumu@po.kric.or.jp 

4 各種研修の御案内

日 時 内 容 場 所 連 絡 先 

2.16
2.
- 9:30
18 ～16:30

≪Access応用≫ 3日間

[講座内容】実際に実務で使用するようなレベルのデータベースを作成

ながら､テーブルやクエリ､フォーム､レポー トなどの活用方法を学び

す 
0[受講料]15,000円 [定員]10名
[対象者] ｢Access基礎｣の修了者または同程度の知識を有する方 

し

ま
上野原ビジネスプラザ(霧島市国分上野原

テクノハ-ク4T3)) 

上野原ビジ
スプラザ 
0995-45-
3511 

ネ 

2.23
3.
- 18:30
6 ～20:30

≪初級者のエクセル講座 (夜間)≫ (毎週 :月 .水 .金の夜間 6日間 
[講座内容]-般事務を含むあらゆるビジネスの能率化を支援する､総

型表計算ソフトであるEXcel2007の基礎的な知識と技能を習得 していた

きます○ (WindowsVjstaを使用します) 
[受講料]7,000円 [定員]20名 

)

合

だ 鹿児島県人材育成センター

(霧島市国分中央3-44-3
鹿児島県人育成b9-

6) 0995-47-
3090

材 

情報KISC February2009	 14 



5 鹿児島県最低賃金についてのお知 らせ 

○ 鹿児島県最低賃金 (地域別最低賃金)が､以下のとおり改正されましたのでお知らせいたしますo 

地域別最低賃金 鹿児島県最低賃金 62 7円 平成 20年 10月 18日

産業別最低賃金 自動車 (新車)小売業 
百貨店､総合スーパー 

6 92円
6 65円

平成 20年 12月 17
平成 20年 12月26

日
日

子部晶 .デバイス .電子回路､電電気機器器具､情報通信機械器具製造業 68 5円 平成 20年 12月31日

鹿児島県最低賃金は県下のすべての労働者に適用されますoただし､特定最低賃金 (産業別最低
賃金)の産業に該当する場合は､当該最低賃金も適用されます○
最低賃金は､臨時､パー ト､アルバイ トなどすべての労働者に適用され､使用者は労働者に対し

て最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんo
最低賃金には､次の賃金は算入されませんo 

① 臨時に支払われる賃金 (結婚手当など) 
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など) 
③ 時間外 .休日 .深夜労働に対する割増賃金 
④ 精皆勤手当､通勤手当､家族手当

◇◇◇■ 最低 名称 時間額 効力発生日問合せ先} 鹿児島労働局賃賃 金金室 (TEL :099-223-8278) .各労働基準監督署
 
URL :http://www.kagoshima.plb.go.jp/
 

6 かごしまデザインコンペ 2009開催の御案内 

19回目となる今回は､ ｢包む｣をテーマにした 【デザインコンペ部門】と､糊かごしま産業

支援センターが発行する情報誌の表紙などのデザインを募集 した 【｢K ISC｣デザイン部門】

の入賞 ･入選作品を展示 します｡

｢かごしまデザインコンペ 2009｣は企業､関係者には大いに参考になることはもとより､

一般の方々にも楽 しめる内容となっていますので､多くの方々の御来場をお待ちしています｡

【日 時】 平成 21年 2月 20日 (金)～平成 21年 2月 22日 (日) 
10 :00-18 :00 (最終日は､ 17 :00まで)


【会 場】 かごしま県民交流センター
 
(鹿児島市山下町 14-50)


【参 加 料】 無 料

【問合せ先】 かごしまデザインフェア実行委員会事務局


〒892-0835 鹿児島市城南町 2-25 協業組合 ドゥ･アー ト内 
TEL :099-239-0101 (内線 13) 
FAX :099-224-5096 
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上野原ビジネスプラザ ･インキュベータルームの御案内

当センターの上野原ビジネスプラザでは､起業家や新たな事業分野-の展開を目指す中小企業の方々に､ 
時間無料でインターネット接続サービスが利用できる快適で低廉な料金のインキュベータルームを用意

し､皆様の入居をお待ちしています｡

4
2


(平成2
1
年2月1日現在 6室が空室)･インキュベータルーム 
積 :15.
3


室 

円3

5
185,


22
1111.
13


面 m2m2-

円～2
1
96,
4
月額使用料 :
 
なお､創業 5年未満の企業については､ -使用料の減免があります｡


(敷金不要)

所 在 地 :霧島市国分 ヒ野原テクノパーク4
-03


■問合せ先■ (財)かごしま産業支援センター 上野原ビジネスプラザ

〒899
 
TEL:099
5


1
3
4
- 7 霧島市国分上野原テクノパーク 4

FAX:099


-
5
 pki jpo rcor. . .@youmu:glima-

30 
E07
2
5
1
8
4
-511
3
-5
4
-

｢かごしま企業情報｣への掲載の御案内

3'れL
.
l
■
27,
で
iEu
'
7-㌫
当センターでは､県内中小企業の情報発信の充実と検索等の ! dかこし柏制帽
d a利便性を図ることを目的に､当センターのホームページ上に l d d 

｢かごしま企業情報｣を構築 し､掲載企業の募集をしていま

す｡

インターネットを使用 しての登録 ･更新が可能で､登録企業

側の操作もしやすくなっています｡

J 仝tも恥 入力が■IIAlqll■畑入れ tT l.A

TTR.:-手書I畑■=
を稚症i恥Tr .

lt'乱.
高諒二二T~~~｢' '払LT二一･7
 -叩■ 二二 -1


Fさい 
独 =コぐI¢m I● +cJ1I~rA1i 一･･-ut 細 ･

訂√i･..･･… OL~ 一一ゥJti'ーI+ ---
一社でも多くの企業に掲載 していただければビジネスチャン

スの拡大に繋がることが期待 されます｡掲載料は無料ですの

で､お気軽に御登録ください｡ 

■問合せ先■ (財)かごしま産業支援センター 情報支援課

2
1
2
-
〒8
 
TEL:099 911


9
 1 19鹿児島市名山町 番- 2
8
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 号 鹿児島県産業会館 2階 
5
7
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7
2
1
1
9
1
2


2
センタ-ホームページ ｢KlCネットS 1｣の御案内

センターのホ-ムページを御覧になったことがありますか ?
こんなメニューがあります｡

･センター･関連機関からのお知らせ

･ニーズ別に制度や業務相談窓口の紹介

･センターの調査物･刊行物の紹介

･ビジネスに役立つお勧めサイト など

ぜひ､御覧ください !l /ki Jwww rcorp. ./ノp
仕:
hURL

■｢情報KISC｣の表紙デザインについて{

表紙のデザインは､ ｢かごしまデザインフェア 2008｣の ｢K 【SC

デザイン部門｣に応募された総数 14 7点の中から入選されました

上帯 麻生 さんの作品です｡

～作品のテーマは ｢鹿児島と社会｣～ 
(上蕎さんのはなし)

鹿児島を代表するものとしてのアミュプラザ ･アミュラン､

桜島をイメージしました｡そして､産業のテーマを配置するた
め､鹿児島で働いている人々をバランスよく並べてみました｡
文字は桜島の噴煙から力強く噴出しているイメージで描きまし
た｡
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