
ウイルスバスターが今ならお得
トレンドマイクロ

3年版が15％オフ＆2ヵ月延長！第三者評価機関も認める100％の防御力。

写真 動画 有料会員向け 検索 ログイン会員メニュー宅配申込総合案内毎日新聞社

トップ 社会 政治 経済 国際 サイエンス スポーツ オピニオン カルチャー ライフ 教育 地域 English 紙面ビューアー

総合 速報 紙面掲載記事 サンデー毎日 WSJ デジタル毎日スペシャル

[PR] 21時までの申込で即日融資可！ローン比較なら⇒

毎日新聞 2016年11月21日　地方版

ならの底力！元気企業を訪ねて
昭和（生駒市）／上　「チタン」の追究続け　／奈良

他の連載記事はこちら

奈良県

　とにかくチタンにこだわってきた。
チタンの可能性を追究し続けて取得し
た特許は８８件。「借金しか持ってい
ない。いまだに何もない。返すべきも
のは結果しかありません」と社長の高
安輝樹さん（５５）は繰り返す。基礎
研究から長い時間をかけて磨き上げた
技術が次々と花開き始めている。【松
本泉】 

　チタンは「強い」「軽い」「さびにくい」といった特性がある。
発見されたのは１９世紀、実用化は２０世紀半ばで歴史的には新し
い素材。鉄や銅より軽く、そして強いことから航空機の材料に使わ
れることが多いほか、さびにくい耐食性を生かして発電所の熱交換
システムや化学工業のタンク、水族館の設備などに使用されてい
る。ただ素材としては非常に高価で鉄の１００倍はする。 

　壊れては駄目、溶けては駄目な製品を作るには最適だが「壊れて
は駄目なものを中小企業が作っては駄目」と高安さんは苦笑する。
チタンを使えば５００年でも１０００年でももつという。一方で耐
久性が高ければ高いほど、リピート性はどんどん低くなる。「人工
骨、メガネフレーム、万年筆、包丁といろいろなものを作りまし
た。とにかく果てしなく製品の分野を広げるしかないんです」と言
う。 

　３０代までは、何をしないといけないか考え抜いた１０年間だっ
た。たどり着いたのが「核廃棄物の収納」。壊れても溶けても駄目
にぴったりだった。ただ「ヒトもモノもカネもない。中小零細企業
にはあまりに大それたことでした」と振り返る。それでも「誰も手
をつけていない。私たちならできるかもしれない」と１９９３年、
３２歳のときに、設計や品質管理、技術部門を一からつくって研究
開発を始めた。 
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　チタンの耐食性はナノレベルの表面特性なので厚みとは関係な
い。鉄にチタンの箔をテープ状に貼り付ける技術や、コンクリート
を劣化や腐食から守るためにチタンを貼り付けるライニング構造を
開発。環境の阻害要因を封じ込める技術は、２００３年の完成まで
１０年を要した。こうして核廃棄物を安全で確実に閉じ込める技術
が出来上がった。 

　昭和では１年間で、年収の１割近い約１億円の研究開発費を使っ
ている。高安さんは「企業経営のセオリーに反していてクレイジー
だと思っています」と事もなげに話す。基礎研究から始めると、市
場に出せるまでの技術にするにはどれだけ早くても５年はかかる。
たいてい１０年は必要だ。日本の多くのファンドは成果が出るまで
１０年も待ってくれない。 

　「この２０年間、無担保でお金を貸してくれた金融機関のおか
げ。オオクワガタを育てるように支えてもらっています。本当にあ
りがたいことです」と高安さんは語る。正直にすべてを開示する。
誠心誠意で説明を尽くす。もちろん本業以外に一切の事業には手を
つけない。チタンとひたむきに取り組む姿勢が金融機関の支えにつ
ながった。 

　高安さんは職業体験に取り組む中学生を前にこんなことを話した
ことがある。 

　「科学技術は５０％の幸せと５０％の不幸せをもたらしました。
皆さんは自分の得意分野を生かして、この５０％の幸せを６０％と
か７０％にしていってください」 

　そしてこう付け加えた。「周りを気にせずに、目をつぶって一歩
前に出た人に仕事が与えられます」 

【株式会社昭和】 

所在地　生駒市北田原町２４４３の６ 

代表取締役社長　高安輝樹 

電話　０７４３・７２・０７４３ 

創立　１９６７年１月 

資本金　９１８５万円 

従業員　５０人 

ホームページ　http://showa＊－ｔｉｔａｎ．ｃｏｍ／ 
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ウイルスバスターが今ならお得
トレンドマイクロ

3年版が15％オフ＆2ヵ月延長！第三者評価機関も認める100％の防御力。

写真 動画 有料会員向け 検索 ログイン会員メニュー宅配申込総合案内毎日新聞社

トップ 社会 政治 経済 国際 サイエンス スポーツ オピニオン カルチャー ライフ 教育 地域 English 紙面ビューアー

総合 速報 紙面掲載記事 サンデー毎日 WSJ デジタル毎日スペシャル
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毎日新聞 2016年11月28日　地方版

ならの底力！元気企業を訪ねて
昭和（生駒市）／下　「仕事は伝達」を信条に　／奈
良

他の連載記事はこちら

奈良県

　チタンにこだわりチタンの可能性を
追究し続けてきた昭和の特許は、現在
出願中のものを含めると１１０件に上
る。もともと文系志向だった社長の高
安輝樹さん（５５）は、仕事で必要な
知識や技術はすべて工場での独学で習
得したという。「資金のない私を支え
てくれた人たちに返せることは、これ
だけのことをやりましたと社会に示す

こと以外にありません」と話す。 

　「軽い」「強い」「さびにくい」というチタンの特性を利用し
て、１０年がかりで取り組んで成功したのが、核廃棄物の封じ込め
の技術だった。日本原子力研究開発機構や大手ゼネコンの大成建設
と共同で特許開発した技術は、さまざまな化学物質の封じ込めに活
用されている。 

　そして昭和が新たに取り組んだのが、空気や水の汚染物質を分解
してくれる光触媒にチタンを利用することだった。光触媒は紫外線
を利用して化学反応を起こさせて、有害物質を二酸化炭素や水など
に分解する。昭和は酸化チタンを使って、極めて長期間にわたり安
定して有害物質を分解する高い光触媒機能を得る技術を開発した。
世界で唯一の技術は奈良県とともに特許を取得し、ダイオキシンな
どの分解の難しい有害物質についても威力を発揮するという。 

　そして現在、チタンを利用した太陽電池の開発に取り組んでい
る。研究には既に１０年近い時間を費やしている。従来のシリコン
を使った太陽電池は材料コストも製造コストもかかるため、安価で
効率の良い材料として注目したのが酸化チタンだった。酸化チタン
を使うとシリコン型と違って弱い日差しでも発電ができるため、屋
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内での使用も可能だ。これも世界初の技術で「どのように応用して
いけるかはこれからのテーマです」と話す。 

　安くて丈夫で効率の良い酸化チタンを使った太陽電池に注目した
のが、バングラデシュで貧困層向けの小額融資を行い、設立者のム
ハマド・ユヌス氏とともにノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行
だった。高安さんは「組み立ては簡単でメンテナンスすれば１００
年でも使えます。途上国のエネルギー対策にならないかと、グラミ
ン銀行のプロジェクトに組み入れられています」という。高安さん
が追い続けるチタンの可能性の広がりはとどまるところがない。 

　中小企業の成長に秘けつはあるのだろうか。「中小企業の経営者
が、生々しいリアルの姿を見せたくない相手は金融機関でも取引先
でもありません」と高安さんは言う。「本当に見せたくない相手は
社員なんです」。個人資産を蓄積し、社員の給与を抑えようとする
経営者をみれば、従業員はそこで限界を感じてしまう。 

　「うちはお金のないところからスタートしました。資産も給料も
隠しようがない。さあ見てちょうだいの世界ですよ」と笑う高安さ
ん。秘密にする部分が多ければ多いほど社員も金融機関も取引先も
疑心暗鬼になるという。 

　「仕事は伝達に尽きる」というのが高安さんの持論だ。「伝達能
力や伝達責任に尽きると思います。伝達することでいろいろな道が
開けるような気がします。人や企業に伝達することを続けていきた
い」と言い切る。 

　取得した特許は、発明者こそ高安さんの個人名になっているが、
特許権者はすべて株式会社昭和になっている。「捨て身でやってい
れば皆さんはしっかり見ていてくださる」と語る高安さん。「この
２０年間、ほとんどの従業員は辞めずについてきてくれました。自
分にとって最後の１０年間にどこまでやれるかと思っています」と
決意を示した。【松本泉】 

【株式会社昭和】 

所在地　生駒市北田原町２４４３の６ 

代表取締役社長　高安輝樹 

電話　０７４３・７２・０７４３ 

創立　１９６７年１月 

資本金　９１８５万円 

従業員　５０人 

ホームページ　http://showa‒titan.com/ 
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い」

和のたくみ　藍染め職
人――高橋利至さん
伝統の「火消し半纏」 
分かる人にしか分から
ない「しゃれっ気」

ムヒカさんへの手紙　受賞作
決定
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