
【事業紹介】
　現在のメイン事業は、受託開発である。その一つとして、国立天
文台から発注のあったDIR-2000の互換性を持つVERA-2000
の開発が終わり、この度めでたくソウル局への納入設置が完了し
た。運用開始により、銀河系の観測精度が飛躍的に向上すること
で、銀河系マップの作成、質量の算出、中心に位置するブラック
ホールの構造など、銀河系の解明に寄与するものである。
　さらに、同社では、国立天文台が進める“ＳＫＡ”という新しいプ
ロジェクトに協力、挑もうとしている。
　その他にも、ベンチャー企業とともに脳機能の研究に取り組ん
でいる。脳波を解析することで、アルツハイマーやうつ病・てんかん
などの解明に貢献するという。
　真面目なる自由闊達で愉快なる技術者達は、アナログとデジタ
ルの技術の狭間を得意技とし、企業の製品開発に協力を行ってい
きたいと抱負を語る。

【一番苦労していることは？】
営業でしょうか。コンスタントな設計受託業務を求めています。
企業が製品開発をするうえで、技術的な相談を承っています。

【これからの夢または目標は？】
科学技術の進歩に貢献して行くこと、技術を探求し続けることが夢。

＊ＶＥＲＡプロジェクトやＳＫＡプロジェクトに関心のある方は、国立天文
台のＷＥＢサイト（http://www.nao.ac.jp/）をご覧下さい。

有限会社　啓（ひらく）
ＳＩＣ－１　303号室　
TEL 042-770-9513  FAX 042-770-9533
E-mail: cherryhill@hirak.co.jp URL: http://www.hirak.co.jp/

【代表プロフィール】
有限会社　啓（ひらく）
代表取締役　脇田俊昭（わきた　としあき）
昭和23年、愛知県豊橋市に生まれ、名古屋市育ち。
現在、横浜市青葉区に在住。
学生時代は、スキー部に所属し、ノルディックスキーを堪能。
社会人になってからは、山岳部に入り日本アルプスをほとんど制覇。
その後、ゴルフをしていましたが、最近は仕事に支配され、健康の為
にまたゴルフを再開しようかと考えている。

【起業しようと思ったきっかけは？】
　大学院で電子物理工学（マイクロ波）の研究後、タケダ理研工業株
式会社（現在の株式会社アドバンテスト）で超ＬＳＩテストシステムの
開発を行い、ソニー株式会社に転職。ソニーでは、デジタル磁気記録
の研究や、アナログ・ディジタル混載システムの開発を行ってきた。当
時のソニーは、研究開発に関しては自由闊達な雰囲気があった。
　2003年、世界一の高性能を誇る大容量記録密度を誇ったデータ
レコーダ“DIR-2000”の長年の開発が終了した。DIR-2000は、国立
天文台のVERAプロジェクト（銀河系の３次元地図を作成するプロ
ジェクト）用に使用されている超高速のデータレコーダ。外観は、家庭
用ビデオデッキのお化けのようなもので、ビデオで言えば８番組を非
圧縮で同時に録画できる性能を持ち、磁気テープ記録技術のソニー
の最高峰の製品の一つである。価格は家1軒分に相当し、テープは
1本10万円というもの。
　事業再編に伴う早期退職制度に応募し退職した脇田氏は、2004
年3月に有限会社啓を設立した。事業の内容は、磁気記録装置の開
発コンサルタントを行う傍ら、国立天文台が導入したDIR-2000の
保守業務について、ソニーへ技術サポートを行うことになり現在も継
続している。
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SIC に入居されている企業をご紹介します。

設置されているソウル局 VERA2000 が組み込まれた装置

開発当時の 5枚の基板が、今
は 1枚にまでコンパクト化さ
れている。

DIR2000 と
左から
　吉田さん
　  舘 さん
　脇田社長
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＊ エレベーター点検　SIC-1   10:30～12:00 の間はご利用になれません。 ＊揚水ポンプ点検 SIC-２ 10:00 ～ 11:00（一時的に断水します。）
お問い合わせは　生井（内線1116）まで
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【今月の経営スケジュール（３月期決算の会社参考）】
　　　経理：１月源泉税・地方税納付、給与計算・試算表作成
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揚水ポンプ点検
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　草加は慶長のころまでは、千住と越谷の間は沼地が多く迂回を
しなければならなかった。埋め立てて直線化を図ったが、そのとき
の造成工事にたくさんの草を使用したところから「草加」と呼ばれ
るようになり、宿が設置されたのは寛永 7年（1630）といわれる。
　駅前にはせんべいを焼く「おせんさん」のブロンズが迎えてくれる。
さすが本場！前回の歩き終えた草加市役所の角に建つ地蔵堂から
７：30 スタートする。人通りの少ない街道を進むと、道路元標や
おせん茶屋があり、その先には宿を作った大川図書の墓のある東
福寺がある。本堂には正月飾りがあり、立派な彫刻がある。程な
く宿の南端にでると札場河岸公園で芭蕉像や望楼がある。綾瀬川
沿いの東京外環道までの１．５ km の松原遊歩道は、矢立橋・百
代橋が道路を跨ぎ松並木も整備され「日本の道１００選」に選ば
れている。蒲生大橋を渡ると埼玉県内の日光街道に現存する唯一
の一里塚である「蒲生の一里塚」となる。
　土手沿いの街道は国道４９号線に合流し越谷宿に入り JR 武蔵
野線を潜り、さらに進むと瓦曽根の交差点右手には照蓮院があり、
武田勝頼の遺児千徳丸の小さな供養塔がある。左に進むと建具屋・
旅館・鍛冶屋など土蔵造りの家が点在し宿場であることを感じさせ
る。
　大沢橋を渡り北越谷駅の高層マンションの脇を過ぎ７km ほどで
一宮の三叉路にかかりここから粕壁宿に入る。角には芭蕉が宿泊
したという東陽寺がある。「春日部」は昭和２９年粕壁町と武里町
の合併から命名されたもので、この地を治めていた春日部氏に由来
している。駅前の街道は近代的な繁華街であるが、６００ m ほど
先へ進むと地名の由来となった春日部重行の墳墓のある最勝寺・
普門院・成就院などが歴史を感じさせる。
　道を戻り古利根川にかかる新町橋を渡り国道１６号線を越えて
１５分ほどで杉戸町の境界となり、ここが北緯３６度線上であるこ
とを示す地球のモニュメントがある。2.5km 位で堤根の三叉路を
左に入ると杉戸宿となる。地酒の「杉戸宿」をみやげにして東武
動物公園駅に１５：５０到着し、帰路に着きました。本日の街道
歩行距離は２４.３kmでしたが、実歩行距離は２６km程度でしょ
うか。万歩計は４１,５００歩でした。寒さに震えた一日でした。
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学生のための地元のいい会社を訪ねる
１泊２日の見学ツアー（大学生対象）

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ

地元のいい会社８社を訪ねる見学ツアー。参加学生を募
集しています。ものづくりの現場を見たり、経営者に話
を聞くことができる絶好の機会です。
日　時　２月９日（火） ～２月 10日（水） １泊２日
宿泊先　国民生活センター（相模原）
　　　　相模原市弥栄３丁目 1番 1号
参加費　3,000 円（９日の昼食・夕食、10日の朝食・
　　　　昼食、傷害保険を含む）
募集人員　２４名　※応募者多数の場合は抽選となります。
問合せ先：SIC  上野・安藤・山本
詳しくは、SIC ホームページをご覧ください。



　共同研究について：
　青山学院大学　研究支援ユニット課長 杉野 郡二 ☎042-759-6056
　理工学部・研究科について：
　青山学院大学　学生支援ユニット　学務グループ
　理工学部・研究科担当　　☎042-759-6033
　http://www.aoyama.ac.jp/graduate/science/index.html
　http://www.cseis.aoyama.ac.jp/

【お問い合わせ先】

　身体訓練では新しい発想の書字訓練装置の研究を進めていま
す。身体のリズム感覚は音と密接な関係があることを利用し、
運筆音で書字動作をガイドするシステムを開発中です。模範の
文字を見て練習するだけでは困難だった書字のリズムが改善で
きます。
　ヒューマンインタフェース学は実際的な学問ですので、今後
は産業界との連携を強化していきたいと考えています。

青山学院大学

理工学部情報テクノロジー学科
ヒューマンインタフェース研究室 

教授　小宮山　摂 氏       

　ＩＴ技術が進歩するにつれ、技術の中身がブラックボックス
化する一方で、人間の視覚や触覚に直接訴えるヒューマンイン
タフェースの重要性が増しています。そこで当研究室では使い
やすく魅力的なインタフェースを実現するために、情報技術と
人間の関係をヒトの知覚や認知心理および感性の観点から研究
しています。
　最近の主なテーマは、Webページのユーザビリティや広告効
果の評価の研究、バーチャルリアリティの応用、歩行や書字と
いった身体訓練へのＩＴ技術の活用などです。
　Webページは紙の文書と異なり、ユーザーは極めて短時間に
流し読みし、次々と新しいページに遷移していくことが知られ
ています。見られるためにはデザインが極めて重要ですので、
視線分析やマウスの軌跡、記憶の心理実験などの客観的な測定
手法を用いて、見られるページにはどのような特徴があるかを
研究しています。また、認知心理学を応用した新しいWeb広告
の仕組みの研究にも取り組んでいます。
　今年は立体テレビ元年といわれており、立体視が何度目かの
脚光を浴びていますが、私の研究室でもバーチャルリアリティ
（ＶＲ）の思想を生かした立体視の応用システムの研究に取り
組んでいます。特に、家庭に立体ＴＶが入る時代を見越し、イ
ンターネットにおける立体コンテンツ利用の可能性を探求して
います。

産学連携産学連携産学連携 青山学院大学青山学院大学大学・研究室紹介大学・研究室紹介 Aoyama Gakuin University
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お申し込みはこちら

会場：相模女子大学
企業の皆さん・就職活動中の学生さんの参加をお待ちして
います。お問い合わせは、SIC 上野、安藤、山本まで。
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1 月の中旬頃から、橋本公園沿いの河津櫻がひとつづつ花を咲かせています。たくさんの蕾みの中のひとつふたつは、とても愛おしく感
じます。まだまだ雪が降ったり、4月の陽気になったりといじめ抜かれても、１ヶ月もしない内に河津櫻は満開を迎えます。満開の美しさは、
こうした時期を皆で越えて皆で咲くから美しい。今月もかわらばんの発行が遅れました。本日は桜の花に雪が積もっています。荻島

今回は、昨年の９月、淵野辺にオープンした イケテル ベーカリーショップを紹介します。
お店は淵野辺駅から徒歩数分。全面ウィンドウが一見「洋菓子屋さん？」と思わせる洒落たお店です。
オーナーシェフの奈良さんは、大手ベーカリーチェーンやホテルを経たキャリア２０年の大ベテラン。
店内に入ると、「いらっしゃいませ。」と心地良い声と優しいパンの匂いが出迎えてくれます。
店名の「LUNARA」( ルナーラ ) は、フランス語で『月』を意味する「Lune」と奈良さんの「Nara」
をかけたものです。
オーナーこだわりの一品は『フランスパン』。
相模原ではココだけの低温長時間技法で発酵させ、中はモッちり、外はパリッとしています。
製作に２０時間はかかるパン、大事に大事に育てられてます。
一方、お客様の人気商品は『クリームフォンデュ』。
やわらかい生地の中には、自家製カスタードクリームと生クリーム。
一口食べるとまさに、（彦摩呂風に）『お口の中が宝石箱やぁ～』。
他にも、一般的な食パンやトーストにお勧めのイギリスパン等々、
５０種類のパンが所狭しと出迎えてくれます。
素敵なお店の心地良い空気をパンと一緒にお持ち帰りください。　　　

★ご意見・ご感想をお待ちしています。    （株）さがみはら産業創造センター（SIC)　〒229-1131 相模原市西橋本 5-4-21 電話 :042-770-9119  
FAX:042-770-9077  ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp　E-mail: koho@sic-sagamihara.jp

【シリーズ企画　企業支援の現場から・・・メンター編】
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「ビジネス・プランと総合力」

　私は、２００５年に仏系外資企業の日本法人の経営の一線を退い
てから、日本企業の経営指導の他に、欧米と日本企業との間の技術
の橋渡しを主な仕事とするコンサルタント会社を設立しました。そ
れ以来、日本だけでなく、多くの欧米ベンチャー企業とも接触して
います。
　一方、私が 40 年以上居たグローバルな外資系企業では、常に起
業家精神と、ベンチャー的な意識が厳しく問われてきたように思い
ます。
　ベンチャー企業の多くが当面している数々の問題：技術開発の継
続性、販路が確立できない、投資・資金繰り、人の問題、等など、
多方面に渡っていると思います。数少ない人数の中でオールマイテ
イーの能力を必要とする仕事のように思います。
　欧米のベンチャーの場合も、同じような問題を抱えていますから、
失敗する例も沢山あります。ただ、中にはサクセス・ストーリーの
手本みたいな会社もあります。
　大企業でもベンチャーでも、先ず一番先に当面するのは、資金の
問題です。その為には、資金を募る為にビジネス・プランを売り込
まなければなりません。　投資家（金融機関、ベンチャーキャピタル、
ファンド、企業、個人など、大企業であれば上部の経営層）の視線
はとても厳しいので、彼らのビジネス・プランの作り方、その精度
などは、とても優れているように思えます。ビジネス・プランは、
絵に描いた餅ではなく、実行可能なものであるし、毎年毎年そのプ
ランの実行状況が厳しく審査されます。アメリカのベンチャーの経
営者（複数）の話では、純粋の技術指向のベンチャーの 90％は失
敗する。それに反し、販売 / マーケッテイング・ビジネス（経営、
オペレーションやファイナンス）・技術のスキルが備わったベン
チャーの 90％は成功すると言われているそうです。また話の中で、
成功する企業の経営者は、過去に多くのトレーニングを受け現実的、
且つ世界での経験をしてきた人が多い。彼らは、マーケットを良く
知っており、人も沢山知っていて、知名度がある。成長企業で実際
の経験を積んできた技術系の人や、堅固な企業で販売 / マーケッテ

イングに成功し、起業家センスを有し、且つ経営のトレーニングを
積んだ人、などと言っていました。
　1 人で何でも出来るわけではありませんが、ベンチャーの経営者
には、多少の得意・不得意があっても、総じて全般的なスキルが必
要なのでしょう。それに、ベンチャーを動かしていくには、外部の
力を大いに利用することが大切。例えば、技術面はフルタイムの人
員で、セールスの人は半分の時間を外部に、マーケッテイングやファ
イナンス面は多くの時間を外部の専門家に、等などをうまく利用（お
金はかかりますが）することで、総合的なスキルを備えるのが１つ
の方法と言われています。そして、もうひとつは、外部への情報発
信です。グローバルな情報発信にも工夫が必要に思います。
　あるフランスの企業（エレクトロニクスの機器を作っている）は、
1995 年に技術・セールス / マーケッテイング・ファイナンスの 3
名で起業、現在、売上げ 55Mユーロ（約 72億円）、従業員 560名、
フランス以外に米国・中国・モロッコに進出。一昨年のリーマン
ショックにも関係なく成長中、と言うのもあります。その影には、
優れたチームのスキル、ビジネス・プランと戦略、それを実行する
能力があったように思います。外部を使ったチーム作りをいかにす
るか、営業のツールとしての外部への情報発信への工夫などを考え
て、上記のフランス企業のように成長されますように祈っています。

　　　　　　　　株式会社アイ・ビー・アソシエイツ　代表取締役
　　　　　　　SIC メンター   佐藤　康夫   

■住所 相模原市淵野辺 4-1-19-1F　 ■Tel. & Fax. 042-769-2343 　■営業時間 9:30-18:30  　■定休日 : 日曜日・第 3月曜日　

チャレンジショップを担当の「飯山のいい店み～つけた！」と「山本のめし屋レポート」を隔月で掲載しています。

 飯山のいい店み～つけた！　ベーカリーショップ（淵野辺）    pain de LUNARA （パン ド ルナーラ）　

主なメニュー：
フランスパン¥230.-  クリームフォンデュ¥220.- 食パン ¥230.- イギリスパン ¥260.-

２月末日までに
本誌をお持ち頂いた方に限り、

１０％ＯＦＦ！！
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