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田中水力株式会社
33地域企業紹介 その

ミニ水力発電を通して
社会に貢献する
　ミニ水力発電プラントのトップメーカー「田中水力株式会社」の

田中幸太社長を相模原市南橋本の本社工場に訪ねました。

　同社のルーツは１９３２年（昭和７年）に田中社長の曽祖父にあ

たる田中茂氏が発電用水車の製造・改造・修理の専門会社として

創設した田中水力機械製作所。都内での操業を経て、1992年に

座間市に移転。２００５年に水力部門が分離独立し、田中水力株

式会社となる。座間の社屋が手狭になったため2014年５月に相

模原市緑区南橋本に移転。

　専ら発電用水車の保守点検を手掛けていた同社の転機は

2002年の「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特

別措置法」通称ＲＰＳ法の施行。この法律は電気事業者に対して、

新エネルギーによる発電を一定量以上義務付けるもので、東京電

力などの電力会社は風力、太陽光、小水力などの再生可能エネル

ギーによる発電が義務付けられた。そうした中、東京電力の子会

社東京発電株式会社から「浄水場やポンプ場などの既設配管途

中に水車を設置して発電できないか」と相談があり、そこから東京

発電、東京電力との共同開発が始まり今では同社の代名詞とも

なっている「リンクレス・ハイドロパワー」と名付けたインライン式

リンクレスフランシス水車の製品化に成功する。フランシス水車

は水力発電用水車として最も広く使われているが構造が複雑な

ため費用もかさみ、広いスペースを必要としたためマイクロ水力発

電には不向きだったが、既設の送水管の一部を切り取り、水車を

パイプ状にはめ込むインライン方式を採用したことで大幅なコス

トダウンと保守作業の軽減化が図られたのだ。このリンクレス・ハ

イドロパワーが電力会社などに広く支持され同社の業容は拡大し

ていく。そして、2012年に再生可能エネルギー発電の「固定価格

買取制度」が始まる。この政策も同社にとって大きな追い風とな

る。固定価格で電力会社に売電ができるため都道府県などの上下

水道事業者がこぞってミニ水力発電に参入しはじめたのだ。

(2面につづく）

田中水力株式会社
代表取締役　田中　幸太（たなか　こうた）
所在地　：相模原市中央区南橋本4-3-15
従業員数：４０名　資本金：５，０００万円
売上高　：７.９７億円（平成25年度実績）
事業内容：発電用水力プラント一式の設計、製作、販売、工事、保守



　そして、その多くに田中水力はミニ水力発電プラントを納入

している。同社は1000キロワット以下のミニ水力において全

国で４０％のシェアを持つ。今は製造が間に合わないぐらい

忙しいそうだ。固定価格買取制度が続く限り、この分野の事

業は拡大を続けていくだろう。

　田中さんは父親が日本メーカーの米国法人勤務だったため

米国で生まれ、米国で育つ。住まいの近くのイリノイ大学経済

学部を卒業し、モトローラ、アジレント・テクノロジーを経て、

２００４年に中古住宅を購入し、修繕して販売するフリップ事

業で起業する。短期間で高い収益が得られることから米国で

は個人でこの事業に参入する人も多いという。そして、２００９

年に日本を旅行で訪れた時、田中水力機械製作所のオーナー

（表面からつづく）

である大叔母から入社を勧められ、

2010年に同社に入社する。母国日本

や日本の企業社会にも興味があり、良

い経験になると思い決断したそうだ。

営業担当、副社長を経験し、2012年に

36歳で代表取締役社長に就いている。

　田中水力に入社して４年、社員の仕事

に対する責任感の強さとみんなで成果

を産み出そうとする姿勢はすばらしく、

日本の製造業の品質の高さはここにあると実感している。今後

の課題は人材の育成・確保と海外進出。田中水力は入社間もな

い経験の浅い20歳代の社員が多い。この若い社員達にどんど

ん経験を積ませ育て、ミニ水力発電を通して社会に貢献し続

ける強くて安定した会社にしたいと思っている。そして、もっと

力をつけて自力で海外へ販路を広げていきたいと考えてい

る。上下水道や水路は世界中どこにでもあるわけで力を蓄え

た田中水力が世界中の国や地域で活躍し、再生可能エネル

ギー革命に大きく貢献する日が間もなくやってくるだろう。

リンクレス・ハイドロパワーのランナ

株式会社バンガードシステムズ　ME事業部
相模原Ｒ＆Ｄセンター（本社：埼玉県所沢市東所沢）
SIC-2　407号室　Tel : 042-703-7821 
URL : http://www.hp-vanguard.com/

モータ制御技術の
「バンガードシステムズ(先駆者)」
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株式会社バンガードシステムズ ME事業部　相模原Ｒ＆Ｄセンター

　SICにME（モーション・エンジニアリ

ング）事業部R&Dセンターを置く株式

会社バンガードシステムズ（本社：埼玉

県所沢市）をご紹介します。

　同社は、２つの事業部から成り、１つ

は、ICチップのテーピングマシンの販

売とテーピングサービスを主体とする

テーピングサービス事業部、もう一つ

は、モーションコントロール製品を主

体としたDCモータ、ブラシレスモー

タ、ステッピングモータ用ドライバ・コ

ントローラ及び応用製品の開発を行う

ME事業部です。

　ステッピングモータ用のドライバ

は、世界で一番ステッピングモータを

生産している大手メーカーと共同開発

をし、今後、同社に於いて最も有望な事

業として位置付けられています。主な

用途としては、医療機器、半導体製造装

置、計測制御、各種試験機、分析器、ア

ミューズメント機器、、工作機械等が想

定されます。

　また昨年、ME事業部の新事業とし

て、微細ねじ（M0.6～M2.0）用電動ド

ライバーを開発し製品化に成功しまし

た。従来の電動ドライバーはクラッチ

方式と呼ばれる方式で、一定以上のト

ルクがかかるとクラッチが外れて止ま

るようになっています。しかし小さい

ねじの場合、締め付けトルクにばらつ

きが出て使えないのが実情で、現在は、

ほとんどの生産工程において手作業で

締めています。

　今回、同社が開発した方式は、電子的

にトルクを検出して止めるようにして

いる為、ばらつきが非常に少なくなっ

ています。また、トルク締め付けのデー

タ管理（トレーサビリティ）も可能と

なっています。

　また、ステッピングモータ固有の脱

調や振動を無くし滑らかに回すことが

できる新しいドライバー（ST-Servo）

をさらなる新規事業としています。

　「これからもモータ制御技術をさらに

進化させ、「微妙な力の制御」「環境性能」

「製品開発力」「感動と信頼性」をキー

ワードに幅広い分野で、そしてグローバ

ルな社会貢献を目指して行きます。」と

技術開発部の萩原部長は話します。

PRO-FUSE 
( 微細ネジ締めトルク管理ドライバー )前列中央：技術開発部長 萩原さん



食事処 おしゃまんべ
北海道長万部町出身の女将が仕切る食事処です。上溝にあるSIC-３から徒歩１０分位です。「ジンギスカン定食」「紅鮭ハ
ラミ焼定食」「お刺身定食」と美味しいものがいっぱい。昼は定食屋で夜は居酒屋に早変わり。昼の定食はご飯お替り自
由なのでガッツリ食べたい人は大喜びでしょう。特に「ジンギスカン定食」はその量にびっくり。夜は美味しい刺身を肴に
一杯がいいですね。元気で愛想のいいスタッフがでっかい声で迎えてくれます。

住所：相模原市中央区上溝1793-2　　TEL: 042-757-5182
営業時間：11:00～14:00　17:00～20:00　定休日：日曜日　第１・３月曜日

ジンギスカン

―タイ経済―

　2013年のタイの実質ＧＤＰ成長率は2.9%と前年比で大

きく減速した。政府の刺激策の効果が切れたことに加え、家

計債務の増加懸念により、金融機関の与信姿勢が厳格化した

ことで消費が失速した。年終盤に発生した政治の混乱の影響

は実体経済に波及し好調であった観光産業を直撃し、公共投

資を急減させる結果となった。さらに2014年第1四半期は

前年同期比▲0.5%とマイナス成長に陥ったが、第2四半期

は0.4%プラス成長に転じ回復に向かいつつある。

　2013年の貿易動向をみると、輸出は前年比0.3%減、輸入

は同0.3%増で、貿易収支は2011年以降3年連続の赤字と

なった。自動車メーカー各社が国内販売の減少分を輸出に振

り替えたため、自動車輸出台数は113万台(前年比9.9%増)

と過去最高を更新した。輸出を国･地域別に見ると1位中国、

2位米国、3位日本となり中国は4年続けて最大の輸出相手国

となった。逆に輸入を国･地域別に見ると1位日本、2位中国、

3位アラブ首長国連邦であった。日本からは主に機械･同部

品、自動車部品、鉄･鉄鋼などが輸入されている。

　対内直接投資（投資委員会（ＢＯＩ）認可ベース）は２０１１

年後半にタイで発生した大洪水により被災した企業が工場の

再建や機械の入れ替えと自動車産業を中心として生産拡大の

動きがあり2012年以降増加の傾向にあったが、2013年投資

「アジア経済事情と海外進出事例」

 

額は前年より12.8%減少した。しかし、高水準であることに変わりはなく、自動

車産業を中心に企業の投資は続いた。また、BOIの投資認可には含まれない金融

保険などのサービス業の日本からの大型投資も目立った。

　2013年から政治の混乱が長引く中、2014年5月、軍と警察により構成さ

れた国家秩序評議会によりクーデターが宣言された。その後8月30日、プラ

ユット陸軍司令官を首相とする暫定政権が発足している。クーデター後、政

情は落ち着きを取り戻しており、遅れていた政府予算の執行や策定、投資の

認可の再開などは経済成長に寄与していくものとみられる。

―進出企業とJETRO支援サービス―

　自動車エンブレムや農業機械関連の外装部品等の製造と販売を行ってい

る山本マーク株式会社(東大阪市)は3年前から日系企業の支援を受けて営業

を行ってきたが、タイ及びインド向けに小型トラクター樹脂部品の受注が

あったので本格的な進出を決意し、ジェトロの支援サービスに応募があっ

た。ジェトロの専門家はタイに10年間勤務し会社や工場を設立し運営した

経験を活かし山本マークの進出をお手伝いした。2014年3月、タイ資本の合

弁パートナーとYAMAMOTO MARK (THAILAND) CO.LTD.を設立し

た。専門家は合弁パートナーの財務状況を確認し、未整備だった合弁パート

ナーとの契約書などのドラフトの作成から整備を進めていった。当初予定し

ていた賃貸工場の設立は農業地域で規制されていたため、新たに工場設置場

所の物件調査からやり直しとなった。新工場は設備の搬入も終わり、懸念さ

れたクーデターの影響を受けることもなく9月に無事開業を迎えた。

タイの主要経済統計（2013年）

(出所)ジェトロ　海外情報ファイルJ - F I LEおよびジェトロ世界貿易投資報告などから作成
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GDP

一人当たりGDP

実質GDP成長率(％)

消費者物価上昇率（％）

失業率(％)

貿易収支（100万ドル）

経常収支(100万ドル)

為替レート対米ドル（1ドル＝）バーツ

外貨準備高(100万ドル、期末値)

対外債務残高(グロス)(100万ドル)

主要政策金利（％）

タイ(バンコク)の主な投資関連コスト(2013年)

(参考)ジェトロ「第24回アジア･オセアニア主要都市･地域の投資・関連コスト比較」より

賃金

土地

エネルギー

税

ワーカー（一般工職）月額基本給

エンジニア（中堅技術者）月額基本給

中間管理職（課長クラス）月額基本給

名目賃金上昇率

工業団地（土地）購入価格（１㎡）
※チョンブリ県工業団地

事務所賃料（１㎡、月額）
※エクスチェンジタワー

業務用電気料金（１kWh）

レギュラーガソリン（１ℓ）

法人所得税

付加価値税

366

699

1,570

132

24～26

月額基本料9.42
ピーク時0.14

1.15

2011年…7.18％、2012年…11.82％

11,414

21,809

49,020

4,375

800～875

月額基本料312
ピーク時4.58

38

6,823万人

3,872億米ドル

5,674米ドル

2.9

2.2

0.72

6,661

△2,452
30.73

167,233

139,750

2.54

米ドル 現地通貨（バーツ）

J ETRO 協力企画 タイ編

20%

７％（標準税率） 物品・サービス税

山 本 の め し や レ ポ ー ト



日時：11月13日（木）17：30-19：00　
場所：SIC-2　大会議室　　参加費：無料
講師：天野俊裕税理士事務所 代表 天野 俊裕 氏

1月15日（木）The HINT No.18　【デザイン】
「ものづくり企業のデザイン 活用の秘訣」

2月17日（火）The HINT No.19　【労務】
「これって損？得？」会社経営と社会保険

※詳細は、後日ホームページにアップしてまいります。

　「どのくらいの売上高を確保すれば利益が計上されるようになりま
すか？」「ある設備投資を行う際にどのくらいの増収が見込めれば利
益が計上されるようになりますか？」伝票や出納簿の処理をした結果
としての試算表や決算書は、企業経営にとってはあくまでも「過去の
情報」ですが、これらの内容から会社の将来の数値を読み解くために
は、管理のための会計の知識が必要となります。
　今回のセミナーでは、会社の将来を分析するための損益分岐点のと
らえ方とその簡単な活用方法について解説します。
※終了後は、個別相談にも応じます。

今回は本格的に動き始めた水素エネルギー社会の
到来に向けて、燃料電池自動車（ＦＣＥＶ）開発の現
状と、その安全性評価について、神奈川県内の自動
車メーカー開発部門及び公的評価機関の方々をお
招きしご講演いただきます。

新事業開拓に意欲的な企業３社の抱える技術ニーズを公
開し、首都圏南西地域の優れた技術、ノウハウを持つ企業
からの提案を募集します。
  　　　株式会社東芝
  　　　富士工業株式会社
  　　　横河電機株式会社

11月16日（日）9:30～12:30
君の世界を作ろう！ LEDキャンドル
12月14日（日）9:30～12:30
乾燥剤を使った実験＆
オリジナルポプリ作り

場所：SIC-3 参加費 3000円(1組）

第30回南西フォーラム
オープンイノベーションマッチング

日時：11月25日（火）14:00～18:00
場所：サン・エールさがみはら

※認定経営革新等支援機関

（各回 先着10組）

30

技術ニーズの発表 ： 

忙しい忙しいと言っている内に、次号３４号の発行はもう来年

（平成２７年）１月となりました。ＳＩＣは、年末年始のお休みが

１２月２７日（土）から１月４日（日）までの９連休となります。

皆さま、もう年末年始の準備は開始されていますでしょうか？

ＳＩＣでは、１１月、１２月とフォーラムやマッチング、セミナー

など盛り沢山にご用意しています。スタッフ一同、皆様のご参加

をお待ちしています。それでは、良いお年をお迎えください。

（株）さがみはら産業創造センター（SIC)
〒252-0131 相模原市緑区西橋本5-4 -21
電話:042-770 -9119  FAX:042-770 -9077
E-mai l :  koho@sic -sagamihara . jp

ウェブサイト http://www.sic-sagamihara.jp/

デザイン

 
SIC-1

SIC-2

SIC-3

スモールオフィスＢ （17.3㎡）
※セミラボＢ（35.5㎡）3月中旬頃より（予定）

オフィス  （50.2㎡）
※セミラボ（50.2㎡）3月中旬頃より（予定）

現在空室はありません

2
1
4
3
-

47,600円

149,600円

SIC空室情報   (2014年10月31日 現在)

入居企業を募集してます。

S I C 事業紹介

ご意見・ご感想を
お待ちしています。  

編
集
後
記

平成26年 11月13日（木）SICミニセミナー The HINT No.17 【財務】

　　　　 11月16日（日）子どもワークショップ（Ｎｏ．1）

               11月25日（火）南西フォーラム　オープンイノベーションマッチング

　　　　 12月  1日（月）第7回創・蓄・省エネ フォーラム

　　　　 12月14日（日）子どもワークショップ（Ｎｏ．2）

平成27年   1月15日（木）SICミニセミナー The HINT No.18 【デザイン】

　　　　　 1月18日（日）子どもワークショップ（Ｎｏ．3）

　　　　　1月27日（火）SICアワード（予定）

SIC EVENT CALENDER イベントカレンダー2014.11

開催内容等、詳しくはSICホームページをご覧ください。

利用企業様を募集中です。
ジェトロ専門家による「新興国進出個別支援サポート」
海外拠点設立など新興国進出をお考えの中堅中小企業様を
ビジネス経験豊富なジェトロの専門家がお手伝いします。

お問い合わせ先 ： ジェトロ人材開発支援課
〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル6階
Tel：03-3582-5397　E-mail：bue-shien@jetro.go.jp
平日9時～12時/13時～17時（祝祭日、年末年始を除く）

アンケート結果や参加者の声を掲載しています。
詳しくは、SICホームページをご覧ください。

http://www.sic-sagamihara.jp

賃料/月額
(共益費・消費税別)空 室 数部　屋

新興国進出
個別支援サポート

応募は今すぐ！ 

詳しくは http://www.jetro.go.jp/services/expert/

The HINT17 SICミニセミナー

「損益分岐点が分かる !!」 ～決算表を活用して、
　将来の経営計画を検討する～

日時：12月1日（月）14：00-17：30　
場所：サン・エールさがみはら ２Ｆ　第一研修室
参加費：定員70名　参加費：無料

第7回創・蓄・省エネ フォーラム


