に

株式会社アイ・オー・データ機器は︑ことし１月
周年の節目を刻んだ︒ その翌月︑今度は東京

証券取引所市場第２部から第１部に市場変更した︒
２月半ばに東京で開いた投資家らに対する２０１６

株式会社アイ・オー・データ機器
１９７６
︵ 昭 和 ︶年１月 金 沢 市
高岡町で設立︒デジタル家電周辺機
器の製 造・販 売 を 事 業 内 容とし︑東
証１部上場︒本社は金沢市桜田町３
丁目︒細野昭雄社長︑資本金 億８
８０７万円︑決算期６月︒２０１５年
度売上高４１１億円
︵ 連結 ︶
︒従業員
４７９人︒

日本市場は満足したか

ー・データ機器の 周年と東証１

細野社長の考えは︑アイ・オ

35

年６月期第２四半期決算説明会で︑細野昭雄社長は
年後も着実な成長を目指す﹂ と強調

﹁ 創 業の原 点 に立 ち 返 り︑ お 客 さ ま 本 位の経 営 で
年後も︑

のである︒

フを支える存在﹂ へ進化をめざすことを宣言した

器メーカー﹂ から︑﹁ユーザー個々のデジタルライ

し た︒ マス︑ 多 数 を 対 象 にし た ﹁パソコン周 辺 機

50

51

る︒

個々を主役にした考え方なのであ

おうという︑あくまでもユーザー

便利になった感動を味わってもら

あり︑それにより生活がちょっと

ビスや機器で補おうというもので

機能をアイ・オー・データのサー

うにする︒そこで網からこぼれた

器やデジタル機器を利用できるよ

に︑アナログ感覚で最新のＩＴ機

ぐ﹂とは︑世の中のだれもが簡単

ルとアナログを﹃ アイ ﹄でつな

キャッチコピーにある﹁デジタ

﹁ちょっと便利﹂ を大切に

いうのである︒

がたくさんあるのではないか︑と

ほしかったサービスや大事な機能

く︑網からこぼれ落ちたけれども︑

与えているかと言えばそうではな

スでも日本の市場に十分な満足を

が︑世界的に知られているサービ

うとする勢いで投網をかけている

する︒それこそ︑一網打尽にしよ

ロサクソン流﹂という言葉で説明

たと考えており︑それを﹁アング

の最大公約数をベースに伸びてき

きたＩＴの世界が多くのユーザー

細野社長は︑これまで関わって

し続けます﹂

﹁これからも小さな感動を提供

でつなぐ﹂

﹁デジタルとアナログを﹃アイ﹄

る︒

キャッチコピーが端的に示してい

部上場を伝える新聞の全面広告の

40

40

10

18
19

上場を記念し鐘を鳴らす細野社長＝ことし2月5日、東京証券取引所

個人の要望支える存在に

取材／北國総研

特別企画3

ロビーに展示してある80年代に受注生産した機器を若い社員に説明する細野社長
（左）
。階段には東証1部上場祝いに贈られたランの鉢植えが並ぶ
＝金沢市桜田町3丁目の本社

【NAS】

Network Attached Storage（ネットワークに接続され
た記憶装置）
の略称で、
ネットワーク
（LAN）上に接続する
ことができるハードディスクを指す。

に横串を入れるプロジェク

年７月事業戦略本部で組織

内では数年先を見据え︑昨

USBメモリーより少し大きめの本体に、PCに必要な機
能が詰め込まれている。一般的なPCと同じOSが動くため、
周辺機器も使える。
また、
本体にHDMIの端子を装備し、
テ
レビやディスプレーに直接挿して使える。

︑

︑ＣＤレコ︑ネットチ

ューナー／ＳＴＢ︱と５つのプロ

ＮＡＳ

ス プ レ ー︑ ス テ ィ ッ ク Ｐ Ｃ

トを立ちあげた︒今年は液晶ディ

アイ・オー・データ機器の本社ビル＝金沢市桜田町3丁目

数年先の需要を見据え
細野社長の考えを体現するよう

【スティックPC】

タ機器が開発したスマートフォン

のＣＤレコは︑アイ・オー・デー

ジェクトチームである︒このうち

明する︒

ルとアナログをつなぐ感覚﹂と説

ものを取り入れる感覚﹂
﹁デジタ

﹁デジタルライフにアナログ的な

５つのプロジェクトチームのメ

社員の思考の質に変化

向けの周辺機器である︒パソコン
がなくても音楽ＣＤをスマホやタ
るようでなかった﹂商品だけに︑
ンバーは︑企画開発部︑販促部と

ブレットに取り込めるなど︑
﹁あ
発売以来大きな反響が続いている︒
いう部門間の壁を取り払い︑社内

に大小いろいろあるが︑ダウンロ

ビ ス は 世 界 的 な 規 模 の iTunes
︵アイチューンズ︶
をはじめ国内外

スマホで音楽を楽しむ配信サー

からまだ９カ月だが︑いくつか成

部長の濵田尚則常務は﹁立ちあげ

発に意見を出し合う︒事業戦略本

２回の定期ミーティングはテレビ

横断的な構成で作られた︒月に１︑

ードするだけでなく︑手持ちのＣ
果を出しており︑社員の思考の質

デジタルとアナログつなぐ

Ｄを取り込んで聴きたいという要
も変わってきた﹂という︒

その成果の１つが︑プロジェク

安心感増す５年間保証

会議システムも使って開かれ︑活

望も少なくない︒ＣＤレコは︑東
京のベンチャー企業と連携し︑ス
ており︑歌詞を見ながら曲を聴く
トのメンバーたちの意見により従

マホに歌詞が表示されるようにし
従来のスタイルであらゆるジャン
来３年間だった液晶ディスプレー

グによる適正な色表現▽国内メー

コンデンサー▽独自のチューニン

グ対策済み電源プラグ▽高信頼の

﹁▽安全優先の設計▽トラッキン

ことである︒結果的にユーザーに

ネルも含め﹁５年間保証﹂にした

の保証期間を︑バックライトやパ

ルの音楽を楽しめる︒細野社長は

部門を横断するプロジェクト
きめ細かなニーズにこたえる

カーの出荷台数でシェア・ナンバ
ー１﹂という設計から部材の選定︑
チューニングに至るまで﹁５つの
安心﹂を強く印象づけることにな
り︑３年保証の時より好調な売れ
行きを見せているという︒

ー・データ製のＮＡＳに不具合が

ビス ﹂の導入である︒アイ・オ

という﹁当日オンサイト保守サー

ラブルをその日のうちに解決する

もう１つの成果は︑ＮＡＳのト

日本のＩＴ市場の求めに︑きめ細

ど目に見えない分野であっても︑

サービス

業との連携による様々なクラウド

目に見える機器だけでなく︑他企

イフを支える存在﹂への進化は︑

全国当日保守サービス

出ても︑午後５時までにユーザー

かく応じようという心構えなので

ら︑
﹁ユーザー個々のデジタルラ

﹁パソコン周辺機器メーカー﹂か

分からない︒細野社長が宣言した

のスマホの時代もいつまで続くか

スマートフォンに換わったが︑そ

ＩＴ端末の主役はパソコンから

目に見えない分野に

軽減するサービスだ︒

ザーの手間と時間︑費用の悩みを

なっており︑復旧作業に伴うユー

90

︑セキュリティーな

側とのやり取りで訪問が決定すれ

あろう︒
対象エリアは日本全国 ％以上と

のうちにスタッフが駆けつける︒

ば︑北海道から沖縄まで︑その日

インターネットを経由し
て、
ソフトウエア、ハードウ
エア、データベース、サー
バーなどを利用するサー
ビスの総称。大規模デー
タの保管、顧客管理など
企業向けのサービスやデ
ジタル情報を端末間で共
有できるなど個人向けの
サービスがある。

に︑アイ・オー・データ機器の社

他企業と連携も
活発にアイデアや意見が飛び交うプロジェクトチームの定期ミーティング＝本社会議室

20
21

【クラウドサービス】

特別企画3

アイ・オー・データ機器の第2ビル＝金沢市桜田町2丁目

│

﹁社長に聴く﹂
インタ ビュー
株式会社アイ・オー・データ機器代表取締役社長

細野 昭雄 氏

︱ 会社の設立 周年と︑東証１部上場
る転機となったのはいつですか︒

︱

転機はマイコンの一般化

おめでとうございます︒これまでと変わ
細野社長 会社設立は金沢市高岡町の自

変化のスピードを実感

姿 変 え て もＩ Ｔ 化 は 続 く
小粒でもピリ辛の会社を
率直な話しぶりには︑東証１部上場のＩＴ機器メーカーの創
ようとする経営者の姿勢と理系独特のメカニックな視点が随所
った︑と思われることはありますか︒
宅が本社で︑１９８０
︵昭和 ︶
年７月に

業 者 という 気 負いはない︒ しかし︑ 話の中 身には一 歩 先 を 見
に感じら れ た︒ 節 目 を 迎 えてな お︑ＩＴの近い将 来 像 を 探ろ
細野社長 大変苦しい時期もありました
北陸初のマイコンショップを金沢駅前の

を見ると︑この業界の変化の速さを改め
社員 人前後で手掛けていました︒とこ

械周辺の情報処理装置などの受注生産を

本町に開設しました︒創業当初は繊維機

40

て実感させられますね︒また︑東証１部

に展示してある 年ほど前に造った機器

年を振り返って︑会社が大きくな

うとするアンテナを磨き︑様々な方面に向けているようである︒
が︑ 年はアッという間でした︒ロビー

でしょう︒

55

40

ようですよ︒ただ︑最近は社外で﹁東証

ありませんし︑社内の意識も変わらない

経営上これまでとそんなに大きな変化は

タ機器は設備産業ではありませんので︑

上場についてですが︑アイ・オー・デー

なり︑社屋・工場を駅西本町に移しア

ッピードライブなどの拡張装置が必要に

に浸透し始めると︑メモリや外付けフロ

ソコン︶が一部マニアから一般ユーザー

ろが︑徐々に国内でマイコン︵現在のパ

振り返れば︑そこが転機だったと言える

イ・オー・データ製の拡張機器を全国に

なりました︒

すね︒サンショウではありませんが︑小

１部上場会社の社長がまだ自分で車を運

の少なさを叱っていました︒しかし︑今

粒でもピリリと辛い︑特徴のある企業に

向かって製造販売することになりました︒

では自分が同じ環境で育てば似たり寄っ

なればいいと思っています︒

お考えですか︒
どうでしょう︒

︱ ＩＴや会社の将来についての考えは

細野社長 最近は散歩をしなくなりまし

味を持っていますか︒

興味は人工知能の応用

細野社長 今の若い社員たちが社会に出

細野社長 パソコン︑スマホと次々と形

5 マイクロコンピュータ応用のシステム開
発に着手。
1980 昭和55

6 安心会計「マイコン寿司」システムを開
発、販売開始。

8「パソコン用8インチフロッピーディス
クユニット」を開発、販売開始。
日本電気製PC−9800シリーズパソコン
用周辺機器分野へ参入。

1984 昭和59

2 独自の「I・Oバンク方式」による日本電
気製PC−9800シリーズパソコン用増設
メモリーボード（512KB）を開発、販売
開始。

1991 平成3

3 日本証券業協会に店頭登録。

1993 平成5

7 シンガポールのクリエイティブ・テクノ
ロジー社と合弁会社「クリエイティブ・
メディア株式会社を」設立。

1995 平成7

10 日本短波放送主催の「ラジオたんぱ店頭
株式ブルーチップ賞」を受賞。

1996 平成8

1 子会社「國際艾歐資訊股份有限公司」を
設立。

︱ 趣味は何ですか︒また︑最近何に興

た時には︑既にＩＴの世界が出来上がっ

たし︑ゴルフも練習場程度です︒いま︑

1 東京証券取引所市場第1部指定承認。

は変わってくるでしょうが︑クラウドサ

2016 平成28

ていました︒そこが私たちの世代と大き

8 東京証券取引所市場第2部への市場変更
承認。

一番興味を持っているのは人工知能です︒

2015 平成27

ービスなどＩＴ化はとどまらないでしょ

7 コーポレートロゴをリニューアル。

く違っているところです︒私たちは部品

2013 平成25

研究者や大学発ベンチャーの話など︑い

3 子会社「ITGマーケティング株式会社」
を設立。

う︒ただ︑それも全てマス
︵大衆︶
を対象

2012 平成24

やシステム一つ一つを組み立てて行かざ

9 アナログテレビ用地上デジタルチュー
ナーにおいて、総務省の「平成21年度
地上デジタル放送受信機器購入の支援事
業」における製品納入業者に採択。

ろいろ見聞きして︑人工知能がこの世界

2009 平成21

にした欧米発のサービスです︒日本流の

2004 平成16 12 ジャスダック証券取引所に上場。

るを得なかったので︑部品やシステムの

8 テクニカルコミュニケーター協会主催
「日本マニュアルコンテスト2003」にお
いて部門優良賞を受賞。

を大きく変えるのではないかと思ってい

2003 平成15

個人をメーンに扱うきめ細やかなサービ

1 子会社「艾歐資訊横山（香港）有限公司」
が営業開始。
国際標準化機構（ISO）の品質保証規格で
ある「ISO14001」を取得。

役目や働きなど中身がよく分かっていま

小粒ならではの価値

たりだと思うようになり︑
丸くなりました︒

転しているの？﹂と言われることも多く

15

2002 平成14

ます︒人工知能の開発そのものではなく︑

1999 平成11 10 ポ ー タ ブ ル シ リ ー ズCDRP−AX420ほ
か3製品が（財）日本産業デザイン振興会
主催の「グッドデザイン賞」を受賞。

スに注目しています︒大量生産︑大量販

11 シンガポールに横山商会との合弁会社
「I‑O ＆ YT Pte. Ltd．
」を設立（2004年
に同社を子会社とする）。

す︒
﹁見えない化﹂が進みそれを知ること

1998 平成10

5 国際標準化機構（ISO）の品質保証規格で
ある「ISO9001」を取得。

それを何に︑どう応用できるのか︑考え

11 株式の投資単位を1,000株から100株に
引き下げ。

売ではなく︑小粒
︵な会社︶
ならではの独

若い社員たちのものづくりについてどう

40

3 日本経済新聞主催、国土庁後援「第3回
地域活性化貢献企業賞」を受賞。

ができない若い人たちは気の毒です︒

1977 昭和52

60

︱ ＩＴ機器メーカーの創業者として︑

ＩＴで ﹁見えない化﹂ が進む

1944
（昭和19）
年金沢市生まれ、
72歳。
石
川県立工業高校電気科を卒業後、
ウノケ電
子工業
（現PFU）
に入社、
金沢工業大学情
報センターなどを経て、
1976
（昭和51）
年アイ
・
オー・データ機器を設立、
代表取締役社長に
就任し現在に至る。
この間1986
（昭和61）
年
石川県情報システム工業会会長、
2010
（平
成22）
年から同会顧問。

るととても楽しいですね︒

1 金沢市高岡町に株式会社アイ・オー・デー
タ機器を設立。
「カラーグラフィックディスプレイ装置」
第1号を開発、販売開始。

22
23

氏

細野 昭雄

特の価値が通用する分野を開拓したいで

1983 昭和58 春 駅西工場が稼働。

55

1976 昭和51

北 陸 初のマイコンショップだった瓦ぶき
の旧社屋＝昭和 年ごろ︑
金沢市本町

会社設立から40年間の主な出来事

35

10 中部通商産業局平成9年度輸入促進貢献
企業に選ばれ表彰を受ける。
1997 平成9

容
内
月
年

歳くらいまではよく若い社員たちの知識
7 北陸初のマイコンショップを金沢市本町
に開店。

特別企画3

