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山本化学工業代表 山本富造氏の講演会 

一人一億円稼ぐ、経営の鉄則 
日時：令和元年６月１５日（土）１４：００～１６：０８ 

場所：高松商工会議所 ２０１号室 

内容： 

○鵜川さんの開会挨拶 

・香川県近畿大学総会で講演の予定があった山本さん。昼間も講演いただくことに。 

・今日お配りしたコースター ２１６０円のものです。家で使ってみて、味わってみてください。 

・高齢社会になればなるほど、ヒントになるお話が聞けると思う。 

 

○講師：山本化学工業代表 山本富造 

○コースター 

・このコースターからは赤外線が出ている。ワイングラスを置いてもらうと、２０～３０秒で水

の分子がはずれマイルドになる。 

・３０秒、４０秒、５０秒と試して飲み比べ、一番美味しい時間を試してください。ワインボト

ルをその時間をいてもらうと１～２時間はその状態が維持される。 

・女性には 化粧品を置いてもらうと水分子が変化し、きれいになる。 

 

○はじめに 

・当社の最初は海運業。大正時代に国主導の企業統合が進められ、ぎゆう海運に統合された。 

・今の東成区、生野区で化学をやった。 

・大阪のお風呂屋と豆腐屋はほとんどが石川県人。早起きと冷たい水が苦にならない東北の人が

豆腐屋を始めた。それでお金が貯まるとお風呂屋を始め、豆腐屋は東北の人にやらせて家賃を

取る（フランチャイズ）業態。 

 

○一般庶民がボタンのついた洋服を着られるように 

・化学としてボタンをやった。大正時代にはプラスチックが存在していなかったので、ニュージ

ーランドからの羊の脱脂粉乳からボタンを作った。 

・ボタンを付けている、洋服を着ている人がほとんどいない大正時代に、我々のボタンが一般庶

民にもボタンのある洋服を着るようにさせた。 

 

○合成ゴムをやりたいと父 

・「新素材として合成ゴムをやりたい」と私の父。長男が仕事を次ぐ時代に、これでは大学の教授

にはなれない。次男坊に継がせる努力をしたが、おじいさんが次男坊を養子に出した。ノーベ

ル製菓に養子に出された。 

・合成ゴムのニューマテリアルをやらしてくれるなら家業を継ぐと、おじいさんを説得。 

・終戦後、材料が入ってこない。転業したので材料を獲得するルートを持てていない。毎日、必

要な材料を集められない。 

 

○主原料（材料）が大量に手に入らないなら 

・主原料が多いほど品質が良く、価格が高くなる。しかし、消しゴムは原料であるゴムをたくさ
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ん使うと字が消えない。原材料が少ない消しゴムほど良く字が消える。 

・その当時は天然ゴムで消しゴムを作っていた。合成ゴムは天然ゴムの６倍の価格だった。 

・天然ゴムを原料とした消しゴムは長く置いておくと、消しゴムが堅くなって字が消えなくなる。

合成ゴムは堅くならない。 

・でも、父は「頭を下げるぐらいならこうていらんわ」ということで売れない。 

・そこで字消し付き鉛筆を作る。コーリン鉛筆、トンボ鉛筆、○○鉛筆の３社に３度だけ頭を下

げた。 

・鉛筆に消しゴムをつけることの特許は我が社が持っていたので、当社の消しゴムを使ってくれ

るなら、字消し付き鉛筆の特許はただで使ってええと商売。 

・十数年の間に相当もうけた。 

 

○素行が悪くドイツが大好きの父 

・学業は優秀ですが、素行が悪い。工業高校に行っていたが、先生を殴って退学。しかたなく奈

良の高校へ。 

・ドイツが大好きで、毎朝ドイツ語講座を大音量で聞いている。 

・西ドイツ製のプレス機を２台、現在のお金にして十数億円かけて購入。しかし何に使えばいい

かわからない。 

・当時海水浴でビーチサンダルを履いているアメリカ人。革靴の底に鼻緒をつけたのが当時のビ

ーチサンダル。波に洗われると脱げてしまい、重いので浮いてこない。毎日、裸足や片足裸足

のアメリカ人が海から帰って行く。 

・そこで、当社が今のようなビーチサンダルをプレス機で作った。現在のビーチサンダルを作っ

たのは外国ではなく、日本である。 

 

○また、飽きる。 

・防衛庁から、西ドイツ製の変わった機械があるらしいではないか。潜水服を国産で作れとのオ

ーダー。当時はいろいろなものを輸入品から国産品にしようという機運の時代。 

・これはいけそうかと思ったら、行政は３月と４月にしか物を買わない。１年のうち１０ヶ月は

モノが売れない。 

・そこで海外に売りに行こう。 

・当時は、日本人は、「同じ電車に乗るな」、「同じレストランに入るな」という差別の時代。父は、

日本人に見えないように、尾崎幸彦のようなモミアゲをつけた。 

・メールのない時代なので、手紙で落ち合い場所を伝え「モミアゲのある男」と書いておくと必

ず向こうから声をかけてくれる。 

 

○私の社長業の最初の仕事はアメリカとの裁判 

・１９８４年、私は２５歳、父が６０歳の時に、突然「社長を交代しようや」と。それで引退す

るなら良いが、毎朝６時から会社に出てくる。 

・アメリカ法務省から訴えられた。当社のウエットスーツが安売りでアメリカのシェアの８６％

をとっている、２重課税するとの訴え。 

・裁判のために当時１泊１０万円のホテルに行き、英語漬けの毎日。 

・３０％ぐらいの課税をかけるというもの。 

・アメリカの商務省、アメリカ大使館の人が１週間来て、日本とアメリカの販売価格の差をみる。 
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・査察の半分ぐらいで週末を迎え、週末の予定がないというので、「俺の実家、奈良にシカと大仏

を見に行くか？」と言うと「行きたい」との返事。 

・父は、物を売っている国の物を買おうと、リンカーンを買っていたのでそれで迎えに行った。

アメリカの車を買ってくれていると、査察のアメリカ人たちはえらい気に入ってくれた。 

・帰るときには「俺らができる最大限がんばる」とハグして。結果は課税３％となった。 

・そんな経験があるので、国に訴えられるようなことがあったので、その後は何が起きてもびっ

くりしない。大変な事を経験する事も大事。 

 

○円安 

・２４０円が１２０円になった。 

・商社も見捨てる。会社は自転車操業の状態。 

・１９９０年代 円高 ８０円に 

 

○越後さんとの出会い 

・越後（繊維業を総合社社にした人）さんに紹介され、大きな部屋で１０ｍ以上離れて話す。 

・私の名刺を見て、社長２年で名詞に「代表取締」と書くのは早い。「代表取締役心得」と書け。

代表取り締まりを名乗れるのは１０年やってからじゃ。 

・経営者は健康管理ができないかん。 

・最近きいへんのはどうなってるんや。 

・機嫌が悪い。秘書の方が電話をしていたので部屋に案内されるのが予定の時間より５分遅れた。

「おまえ遅刻か」 時間に厳しい人だった。 

・越後さんが面会の約束を忘れて出かけてしまうことがあった。「越後さんが忘れているなら、も

ういいですよ」と秘書に言ったが、そうはいかないと越後さんに連絡すると、「今から戻るの

で、これからの予定をキャンセルしろ」と秘書に。 

 

○寝る向き 興味を持ったら若造の話でもやってみる 

・北向きに寝ているというと、それはいかんと越後さん。 

・死んだ人をぞんざいにはしません。北枕は寝やすいから死んだ人を北枕で寝かせる。「寝やすい

から北枕で寝るんです」と言った。 

・越後さんは、「北にはタンスがあるから寝られない」と言う。 

・次に越後さんに会うと、「ええなぁ」と、タンスを含め部屋の配置を換えて、北枕で寝てみてい

る。 

・６０歳年上の越後さんは、若造の話でも興味を持ったらやってみる。 

 

○越後さんの言葉 １０年経ちウエットスーツに着手 

・事業承継して１０年までは今までやってきたことを守れ。 

・１０年とは、円高の頃。 

・ウエットスーツは厚いほど寒くない。しかし、厚くなると輸出コンテナに入る枚数が少なくな

る。 

・チタンのコーティングをして熱反射をさせようと、薄いウエットスーツを開発。 

・水深３０ｍで試験すると、在来の８ｍｍのものより当社の４ｍｍの方が６１％も暖かい。３０

ｍの水圧でウエットスーツが薄くなり、８ｍｍの厚いスーツは保温力が落ちる。 → チタン
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コーティングが世界標準に 

 

○その次はトライアスロン 

・トライアスロンは早く泳がないといけないので、寒さよりもよく浮くこと。浮力が大事。 

・もっと早く泳ぐには摩擦係数の低い物を作ろう。人の皮膚の摩擦係数は２．０、ゴムの摩擦係

数は５．０。 ← このゴムの摩擦係数を小さくしよう 

・お昼休みにスーパーに行くと９８０円のタイを売っていた。表面をさわるとヌルヌルしている。

魚もイカも、ワカメも、昆布もヌルヌルしている。水生生物はみんなヌルヌルしている。 → 

親水性 

・世の中の水着は撥水性の時代。 

・当社のトライアスロンのウエットスーツは摩擦係数が０．０２１しかない。氷の次に摩擦係数

が小さいもの。 

・３．９ｋｍを５４分で泳いでいたチャンピオンが、当社のスーツを着て４７分で泳ぎ切った。 

 

○競泳用水着 

・２００８年の北京オリンピックの前に競泳水着もやってくれと言われたが、人の分野に入って

いくのはやめとこうと言っていた。 

・「レーザーレーサーを着ていない日本人は、オリンピックメダルは絶望」との報道が。 

・競泳選手の３３人に「１０着づつあげるからもろうてくれるなら言うて。どこかで縫製するな

ら素材を提供するよ」と軽い気持ちで伝えた。 

・日本選手は最終的には英国のレーザーレーサーを着たが、良い結果を出せなかった。 

・それは、日本人は上から見るとうすぺったくヒラメ型の体系。外国人の丸いマグロ型体型だと、

レーサーを着るとヒラメ型に変わりタイムがあがる。もともとヒラメ型体型の日本人がレーサ

ーを着てもヒラメ型のままでタイムはあがらない。 

 

○アリーナ 

・北京の世界新記録は２７出た。アテネは７、その前は９と、普通は一桁。北京の２７個はレー

サーのおかげ。 

・ローマの世界水泳では４３の世界記録。３７はうちの素材を使用。 

・７月３０日のローマの世界水泳終わる２日前に、「スピード違反」とルールを変更。１年で１１

回ルールを変えられた。ルール変更にドンドン追従していった。 

・今は報道規制。飛び込むまでウェアを着ているし、みんな黒い水着。何を着ているのかわから

ないように。 

 

○一流の下の人に柄物の水着を 

・一流の人には世界のメーカーが張り付いている。我が社は入れない。 

・黒い水着ばかりなので、柄物の水着を開発しているので、一流ではない人に声かけしようと思

っている。その人が新記録でメダルを取ったりすれば・・・ 

 

○サポーターが身体を変える 

・重量挙げの三宅選手が膝に巻いていたサポーターは、うちの素材。３時間前から巻いていた。 

・手を内ももにあてると暖かく感じる。深部温度は３７度 
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 膝に当てると冷たく感じる。深部温度は３２度 近い足の部位でも５度深部温度が違う。 

・当社のサポーターを使うと、全身の筋肉の深部温度が同じとなりどこかの筋肉に負担が集中せ

ず、故障を防げる。 

・白い筋肉が疲れると乳酸がたまり、筋肉が堅くなり、痛くなる。 

 乳酸が赤い筋肉にはいるとグリコールとなりパワーを生む。 

・当社のシートの上でウォーミングアップしている。 

 

○北島選手になれる練習用水着 ゼロポジション 

・北島選手になれる練習用水着 

・北島選手は「浮心」と「重心」がそろっているので、疲れても足が下がってこない。 

・普通の人は浮心と重心がずれているので、５００ｇの浮力を与えるだけで浮心と重心がそろい、

北島選手になれる。 

・この練習用水着を着て練習すると、身体が浮心と重心が揃った泳ぎ方を覚える。 

 

○非常識な視点、チャレンジを 

・常識的に考えていったら、お客さん目線で見過ぎてしまい、お客様に新鮮な物はできない。 

・プロがやるときに、お客さんが思うことだけをやっていく満足ではサプライズはない。 → お

客様をひっぱっていけない 

・常識的にやらなければいけないことはちゃんとやり、非常識な視点、チャレンジも。 

・その非常識が常識になる。 

 「撥水性」から「親水性」 水の中では「親水性」でないと勝てない 

 

○自然の中に有るもの、取り入れられるもの ネイチャーテクノロジー 

・何千年も水の中で生きてきた生物は「親水性」 

・ＩＮＡＸ 汚れない便器 三角の集合体 カタツムリの殻の表面は「２等辺三角形」 

・は虫類は９万年に一回進化する。人は３００万年に１回進化する。７００万年前から人間がい

たとして、１～２回しか進化していない。 

・は虫類の進化は早く、人間の先輩である。進化が遅い分、道具でカバーしているのが人間であ

る。 

・うちのスーツも偶然からスタートしている。 

・やらんとわからんことがある。 

 

○遮蔽服 無理な設定でも日にちをきるのが大事 公言することが大事 

・当社は放射能の遮蔽服を製作している。 

・３６０度全方向からの放射線が止まる。他の製品は全方向からは止められない。 

・布は針で縫うとそこから放射線が入ってしまう。当社のスーツは裏と表を違う場所で容着でき

るので、放射線が通るすきまがない。 

・東日本大震災は３月末まで何が起きているかわからなかった。４月から開発を開始し、５０日

後、５月１０日に遮蔽服を発表するとマスコミに発表。 

・公表したので、社員も工場もやらないわけにはいかない。 

・無理な設定でも日にちをきるのが大事。誰かに言うてしまうのが大事。 
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○監査法人 イーワイ アントレプレナー（起業家） 

・起業家の大会を毎年一度やっている。 

・私は事業継承者であって企業者ではないと断ったが、「２５ページだけ資料を作って送るだけで

いい」と野村証券のナンバーツーにだまされた。 

・審査員：阪急ホールディングスのスミ会長 面接審査の際に回答に一時間かかるような質問を

して、他に押している企業があるなと思い、「１０月の発表会に行かん」とメールした。 

・スミさんにぼろくそ言うたけど、スミさんが一番押してくれているとのこと。 

・１７００社出たところ、最終審査は７社。その７社に選ばれていた。１７００社の内の７社だ

とは知らなかった。 

・他の企業家は、自分が起こした業なので「自分が何をやったか」を売り込む 「Ｉ」 

 私は、「我々はこれをやった」をプレゼン 「Ｗｅ」 それが気に入ってもらえたようだ。 

 

○体調改善機器へ向け法制度の制定へ 

・医療品は４段階ある 

 医療機器は２段階しかない 

 健康機器とサプリは雑貨 

・医療予防の分類がない。それを作るだけの知識が議員にはないので法ができない。 

・予防機器 → 「体調改善機器」 

 

○ひとりではなく国が母体の団体と共に 

・ひとりで新しい制度をやろうとしても無理です。 

・業界の団体を調べてみると、国の行政が母胎になっている団体はその分野に一つしかない。医

薬企業が資金を入れて作った民間団体はＨＰもかっこよくすごく見える。しかし両者は一緒に

なることはない。 

・新しいことをやるには、小さくても国が母胎の団体であることが大事。民間の団体とやっては

いけない。 

 

○国との繰り返しの協議、不屈の協議 

・厚生労働省、経済産業省にガイドラインを何度となく持ち込む。いつも黄色のマーカーを持っ

てきて、ラインを引きながら「ここが○○だ」と言われ、それを直してまた行く。 

 途中は「メールにしてください」と言うが、会いに行く。 

 繰り返していくと、黄色のマーカーを塗るところがなくなる。 

・次は「定義」を作る 

・次は「名称」を作る 体調改善機器 

 経済産業省「厚労省がこんなん認めると大変なことになる」 

 厚生労働省「健康に良さそうな名称、こんなのダメですよ」 

  「体調改善支援機器」と「支援」の言葉が出てきた。 

・ガイドラインと定義はできあがっている。 

 経済産業省「うちは反対しませんけど、厚労省には代案、考えていった方がいいですよ」 

 厚生労働省 代案を持っていかず、「体調改善機器 これでいきましょうか」 

 

○「体調改善機器」の分野は広い 



R1.6.15 山本化学工業代表 山本富造講演会 一人一億円稼ぐ、経営の鉄則 

 - 7 - 

・アイフルホーム：シックハウス症候群にならない家 

・アデランス：医療用ウィッグ 抗ガン剤治療用のウィッグ このウィッグを使うことで今まで

とおり外出、生活ができる。 自分の生活範囲がどう変わるかを数量化した。 

・シューズメーカー：歩けば歩くほど体調が良くなるシューズ これを言ってしまうと医療法に

違反となるが、「体調改善器機」に認められれば差別化できる。 

・オンワードカシヤマ：体調改善になる服を出す 

・高齢社会となり、予防したいとのニーズガ出てきた。ＱＯＬをあげ、元気になる。 → あら

ゆる業界がこの領域に入ってこられる 

・保険負担４０兆円 予防の分野は３３兆円 

 

○みんなでやる Ｗｅでやる 

・絶対やってくれないと言っていたことが、制度になった。 

・やれないと思っていたが、やれる。 

・制度を作らないと商品の信用度があがらないと言うなら、みんなでやる、全く別の業種を入れ

ていく → Ｗｅでやる 

 

○超オーバースペック 自分が市場を作ろう 

・「超オーバースペックで作っても市場がないから売れないだろう」との問い。 

・摩擦係数がゴムの５．０のところに０．０２１を持って行ったら、今は５の市場はなくなり、

０．０２１に市場に移行してくる。 

・市場が無いからしないではなく、自分が市場を作ろうというぐらいで。 

 

○先輩経営者の言葉 自信を持て 

・「自信を持て」 

・私のずっとの課題。自信を持つこと。 

・自信とは → 強気になること 

・是非、自信を持って。 

 

○これがご縁ですから、遠慮なく申しつけください。 

 

16:05～16:08 鵜川 閉会あいさつ 

・いろいろなヒントがあったと思う。 

・ひとりではできないことがある。業界団体を作って。 

・興味のある商品があればお声かけください。６月末までは５％引きで販売いたします。 

 

－以上－ 


