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加藤社長：タカミネのギターは国内外の名だたるアーティ
ストに愛用され、中津川が世界に誇るブランドですが、御
社の創業からの歴史と企業発展の礎となった転換期につい
てお聞かせいただけますか。

片山社長：高峰楽器の歴史は、1959 年に創業者が岐阜県
坂下町（現中津川市坂下）でアコースティック楽器の工
房、㈲大曽根楽器製作所を開いたことに始まります。62
年、大曽根楽器は高峰楽器に社名変更し、さらにその３年
後には、有限会社から株式会社へと移行しました。70 年
代半ばには、先々代の社長である平出益郎氏が自社ブラン
ド「T

タ カ ミ ネ

akamine」を立ち上げ、それと前後して海外を相手
に直接貿易を始めました。当時の楽器業界において、商社
を通さず海外の代理店と直接取引することは画期的なこと
でした。これによってお客様の声が良いも悪いも直接返っ
てきますし、メーカーの持っている長所を海外で十分理
解していただくことができました。35 年前のこの試みは、
異端なことでもありましたが、その後の当社の発展に結び
つきました。こうして、坂下という地に根を張った、ギ
ターメーカー・タカミネの骨組みが少しずつ形づくられて
いきました。

加藤社長：創業以来、数々の挑戦をされてこられたわけで
すが、その中でもタカミネブランドを世界に広めた転機は
何でしょうか。

片山社長：当社に大きな転機が訪れたのは、70 年代後半
～末、エレクトリック・アコースティック・ギター（エレ
アコ　※注）という未知の楽器との出会いです。エレアコ
がなかったら今の我が社のポジションはなかったでしょう。
　70 年代後半、ギタリストはコンサートの大規模化に伴
い、アコースティックのサウンドをいかに美しく・大きく
出力するかに腐心していました。大規模ステージでも使え
るアコースティック・ギターを誰よりも欲していたのはプ
ロのギタリストたちだったのです。タカミネが本格的にエ
レアコの開発に着手したのが 78 年。技術者は、それまで
のギターの制約に縛られることなく、自由な発想で、理想
の音を追求し、開発過程では、次々と新しい技術が開発さ
れました。79年４月、タカミネ初のエレクトリック・アコー
スティック・ギターが海外で発売されますが、従来のア
コースティックの音ではありませんので、“これはギター
じゃない”という風当たりもありました。
　そんな中で最初に認めてくれたのがアメリカのギタリス
ト、ライ・クーダーでした。彼は“これは新しい楽器で
ある、また新しいジャンルの音である”と評価してくれた
のです。この言葉は我々にとって大きな励みとなりました。
その後、イーグルス、ブルース・スプリングスティーン、
ジャクソン・ブラウンといった名だたるアーティストが、
タカミネのギターを手にし、タカミネのブランド名は一気
に広まりました。イーグルスの不朽の名曲「ホテル・カリ

【貿易部門を設置　海外と直接貿易をはじめる】

～エレクトリック・アコースティック・ギターの先駆者として世界に躍進～

世界に誇るギターメーカー “TAKAMINE”
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●創　　立：1962 年５月
●所 在 地：中津川市坂下 3370 番地１
●Ｔ Ｅ Ｌ：0573－75－4185
●Ｆ Ａ Ｘ：0573－75－4307
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.takamineguitars.co.jp/
●業務内容：弦楽器（ギター）製造・販売、アコー

スティックギター・アコースティック
エレクトリックギター・楽器関連輸出
入業

●従 業 員：92 名
●会社略歴：
1959 年　当社前身　㈲大曽根楽器製作所を設立
1962 年　㈲高峰楽器製作所と社名変更
1975 年　貿易部門を設置し、メーカーとして直接

貿易を開始
1978 年　タカミネピックアップ方式エレアコ開発
1979 年　エレアコ発売開始
1988 年　ギター業界初、モジュール型ギター用プ

リアンプ発表
1993 年　ギター業界初、レーザー加工機導入
2002 年　40 周年記念モデル発表
2005 年　新工場設立

【 エ レ ア コ の 開 発 に 着 手 】
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フォルニア」の有名なイントロには、タカミネの 12 弦エ
レアコが使用されました。
　一方、日本市場においても海外での評価が後押しする形
で、次第に多くのギタリストにタカミネを使っていただけ
るようになりました。こうして、タカミネのエレアコはグ
ローバルスタンダードとしての地位を確立しました。

加藤社長：世界の一流アーティストたちが認めた「タカミ
ネブランド」ですが、今後の事業展開を考える上でどう
いった点に注力されますか。

片山社長：タカミネのギターが出来るだけ短い距離で消費
者の手元に届くようにしたいと思います。我々が作ったも
のに対して直接ユーザーさんからお声をかけていただくこ
とは非常に嬉しいことです。
　また今後は、アコースティックギターだけでなく、色々
な弦楽器に挑戦したいと思っています。

　
加藤社長：グローバルスタンダードを確立し、それを維持
してゆくには高い技術が必要であると思いますが、御社の
“人づくり”についてのお考えをお聞かせ下さい。

片山社長：アコースティック・ギターの製作は職人の手作
業に頼る部分が大きいからこそ、スタッフひとりひとりの
モノ作りに対するマインドが、製品の品質を大きく左右し
ます。
　私がよく口にするのは、“モノを作るというのは、自分
の心の中の気持ちと対話を繰り返す”ということです。自
分はいいかげんな仕事をしていないか、と問い続けること
だと。躾をするのは自分自身なのです。
　これから我々が守り続け、次の世代に継承していくべき
ものは、モノ作りに対するマインド……「心」だと思いま
す。少しでも良いものを作るにはどうしたらいいのだろう
かと試行錯誤して、さまざまな問題を解決する中で感性を
磨いていく。遊び心を忘れず、楽しみながらも真摯に取り
組み、自分たちの満足できるものを作ろうというその熱意
が、モノ作りの心だと思います。
　有名なアーティストにギターを使ってもらうことは大き
な宣伝効果がありますが、それだけでは生き残れません。
確かな技術と情熱を持ち、それを継続して同じ高いレベル
で作り続けていく技術集団であることが重要なのです。
　有難いことに、当社のスタッフは皆、真剣な眼差しで作
業に向かってくれています。今年も全国から９名の方に入
社していただきました。ギター作りに情熱を持って当社を
選んで来て下さるので、真摯な姿勢で仕事に取り組まれま
す。今でも社内ではギターの個人製作を行っていますが、
意欲のある方は自分で材料を選び、デザインをして何本も
自分のギターを作っています。我々は仕事を通じて好きな
ことが出来、それが許される環境にあるということは幸せ
なことだと思います。

加藤社長：御社は毎年、地元でコンサートを開催されるな
ど、地域とのかかわりを積極的に行っているとお聞きしま
したが。

片山社長：「タカミネ」という社名は、中津川にそびえる

高峰山を由来としています。2005 年９月、その高峰山を
間近に望む地に新工場を設立しました。これも地域の皆さ
んのご理解あってのことだと感謝しています。
　岐阜の山間部で育ち、今や世界的なブランドに成長し
たタカミネですが、そんな私たちのギターを見守り、育て
てくれた地域に感謝し、音楽という形で貢献したいと思っ
ています。その一つが「ふれあいコンサート」です。平成
16 年から始まったこのコンサートは、年間４回、不定期
ですが３ケ月おきほどの期間で開催しています。地元の人
にもっと身近に、素晴らしい音楽を聴いていただきたい。
また、音楽の素晴らしさを再発見していただきたい。そん
な思いが徐々に浸透し、今では毎回約 200 名の方にお越し
頂き、盛況に開催させていただいております。新工場が
オープンした時の記念コンサートでは、クロード・チアリ
さんが友情出演してくださいました。

加藤社長：社長業は心身共に大変ハードかと推測いたしま
すが、休日はどのように過ごされていますか。

片山社長：本を読んだり、テレビを見たり、旅行も好きで
すが、何もしないで時間を過ごすのが好きですね。景色を
見て、音を聴き、空気を感じる、自然と触れ合うのが一番
好きです。
　私の人生の転換点は 46 歳で大病を患ったことです。手
術を受け、幸い完治しましたが、一時は死を覚悟したほど
でした。そういう時に周りの人との関係、自分の時間とい
うものを見直すことができました。回復した時には世の中
が違って見え、世界観が変わりました。自分がこうやって
生きていられるのは運のいいことだと。“人生どうやって
生きてゆくか”というところに行き着くと思いますが、変
な言い方ですが、何をやっても楽しめるのではないかと思
います。もちろん苦しい時もありますが、それも人生の一
幕であり、貴重な捨てがたい時間であると思えば、楽しむ
ことができるのではないでしょうか。
　
加藤社長：本日は大変貴重なお話をいただき、有難うござ
いました。

※注　エレクトリック・アコースティック・ギター（エレ
アコ）…アコースティックギターにピックアップを取り付
けアンプ等から大音量で演奏する事を可能にしたギター
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【モノ作りとは「心」の中で対話すること】

【地域とのかかわり ̶ふれあいコンサート̶】



4 人と経営 2008 年 6月 Vol.369

労
働
行
政
レ
ー
ダ
ー

岐阜労働局が発表した 2007 年における死傷災害

発生状況によると、07 年１年間（１月～ 12 月）の

岐阜県内における労働災害死亡者は、前年に比べ６

人減少の 20 人となり、過去最少となったことが分

かりました。

また、休業４日以上を伴う死傷者数は、2,519 人

で、前年に比べ 60 人の減少となりましたが、ここ

数年は、顕著な減少傾向は見られず、ほぼ横ばい状

態となっています。

このような状況の下、平成 20 年度から新たな

「第 11 次労働災害防止計画」を策定し、計画期間中

【岐阜県における労働災害発生状況　～岐阜労働局発表 2007年における死傷災害発生状況～】

の死亡者数を 20％以上、死傷者数を 15％以上減少することを目標としています。

今年で 81 回目を迎える「安全週間」が７月１日から７日の期間で実施されます。今回の全国安全週間は、

「トップが率先　みんなが実行　つみ取ろう職場の危険」をスローガンとして展開します。岐阜労働局より、

各事業主への職場の安全活動の着実な実施について要請がありました。

当協会が会員企業を対象に行っている「春の賃金改定　調査」によると、要求額 6,039 円（上げ率 2.42％）

に対し、妥結・結果は 4,244 円（上げ率 1.80％）となっていることが分かりました。当調査は現在も集計中で

すが、今回の数字は 5月 22 日現在の集計結果で、54 社からご回答をいただいたものです。

【岐阜県経営者協会　2008年 春の賃金改定 調査速報】

資料出所：岐阜労働局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【2008 年　春の賃金改定　速報】　　　　　　　　　　平成 20年 5月 22日現在

集計社数 平均年齢 平均勤続年数 平均ベース 要　　求 妥結・結果
（社） （歳） （年） （円） 要求額（円） 上げ率（％） 妥結額（円） 上げ率（％）

総　　　計 54 38.4 13.2 247,922 6,039 2.42 4,244 1.80

業種大
分類

製造業 35 39.4 14.0 247,625 6,201 2.46 4,357 1.85

非製造業 19 36.6 11.6 248,469 5,360 2.22 4,035 1.69

製　
　
　

造　
　
　

業

食料品 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

印刷・同関連業 2 33.3 10.9 213,712 7,000 3.12 4,200 1.98

窯業・土石製品 4 43.0 12.4 255,233 7,500 2.94 4,700 1.85

非鉄金属、金属製品 4 38.9 11.4 251,282 4,500 1.68 4,791 2.37

一般機械器具
電気機械器具
電子部品・デバイス

10 39.7 13.7 240,701 5,019 2.03 4,048 1.87

その他製造業 15 39.1 15.8 253,759 6,611 2.59 4,377 1.69

非
製
造
業

建設業 2 37.8 10.9 249,075 ̶ ̶ 4,224 2.04

運輸業 2 42.2 16.4 224,323 4,300 1.85 1,848 0.81

卸売・小売業 10 36.4 11.0 262,560 6,600 2.60 4,305 1.71

複合サービス事業 2 34.3 11.8 211,612 5,000 2.20 3,213 1.45

その他非製造業 3 34.5 10.7 241,763 ̶ ̶ 5,015 2.15

支　
　

部　
　

名

岐阜 22 38.0 12.8 250,851 5,713 2.39 4,704 1.99

西濃 17 37.8 13.0 245,073 6,437 2.56 3,959 1.64

中濃 3 38.3 9.7 245,579 ̶ ̶ 5,199 2.71

東濃 6 40.1 16.8 250,158 6,298 2.45 4,456 1.73

中津川 5 40.1 13.1 234,556 2,000 0.65 2,777 1.23

飛騨 1 40.0 12.7 292,349 ̶ ̶ 2,157 0.74

規　

模　

別

100 人未満 20 39.1 11.2 246,479 7,250 2.91 4,581 2.04

100 ～ 299 人 20 39.0 14.4 245,347 5,845 2.32 3,929 1.59

300 人以上 13 36.9 14.6 256,608 6,049 2.45 4,145 1.70

不明 1 32.0 8.0 215,354 ̶ ̶ 5,090 2.36

組
合

有 26 38.6 15.5 253,858 6,039 2.42 3,878 1.56

無 28 38.2 11.0 242,410 ̶ ̶ 4,584 2.02
※集計は単純平均。
※「企業属性」について、組合が無い企業の場合は従業員についての数字で集計している。
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厚生労働省が発表した 2007 年度の個別労働紛争

解決制度施行状況によると、民事上の個別労働紛争

の相談件数が前年度比 5.5% 増の 19 万 7,637 件とな

り、過去最高となったことがわかりました。（グラ

フ参照）

相談内容は「解雇」に関するものが最も多く

22.8%、「いじめ･嫌がらせ」「労働条件の引下げ」

が 12.5％と続いています。

また、岐阜県の 07 年度の民事上の個別労働紛争

相談件数は、前年度比 1.5％増（64 件増）の 3,712

件となっています。

労働行政レーダー
ヘッドライン

【労働紛争解決制度　相談19万7,600件で最多】

再雇用制度、4分の3が「賃金改定・昇給なし」
定年制を採用している企業の 98.7％が「再雇用制度」を
導入。賃金改定・昇給は「ない」（75.9％）、賞与は一般労働
者と比べ「低い」（47.1％）がそれぞれトップ。　　　　　

厚生労働省「2007 年賃金事情等総合調査結果（確報）」より

60歳以上の約半数、「働けるうちはいつまでも」
希望する退職年齢について聞いたところ、60 歳以上の
48.5％が「働けるうちはいつまでも」と回答。

内閣府「高齢者の経済生活に関する意識調査」より

3社に1社が初任給引き上げ
08 年度の新入社員の初任給を引き上げた企業は 32.7％と
３社に１社にのぼる。据え置いた企業の割合は 66.8％で４
年連続の減少。

㈶労務行政研究所「2008 年度新入社員の初任給調査」

（東証１部上場企業を対象）より

過労や職場のストレスが原因でうつ病などの精

神疾患にかかり自殺した（未遂を含む）として、07

年度に労災認定された人が前年度を 15 人上回る 81

人と、２年連続で過去最悪だったことが厚生労働省

のまとめで分かりました。自殺を含む精神疾患の認

定者は 268 人で前年度比３割増となっています。

【「過労自殺81人 過去最悪」厚労省まとめ】 お知らせ

認定された人の１カ月の平均残業時間が 80 時間

以上だった人が 111 人。20 時間未満も 72 人でした

が、厚労省は「長時間労働だけでなく職場のいじめ

や過剰なノルマなどで精神疾患になるケースも出て

いる」と指摘しています。

【精神障害等の労災補償状況（2007 年度）】
請求件数 支給決定件数

うち自殺 うち自殺
岐 阜 県 9 4 1
全国合計 952 164 268 81

【精神障害等で支給決定された事案】
 　  　　１か月平均の時間外労働時間数別　 　 　（件）

年度 平成19年度
区分 うち自殺（未遂含む）
20 時間未満 72 5
20 時間以上～ 40時間未満 20 7
40 時間以上～ 60時間未満 11 8
60 時間以上～ 80時間未満 17 9
80 時間以上～ 100時間未満 27 11
100 時間以上～ 120時間未満 39 20
120 時間以上～ 140時間未満 17 4
140 時間以上～ 160時間未満 12 4
160 時間以上 16 9
合計 231 77
（参考）支給決定件数 268 81
※本表の合計件数と支給決定件数の差は、PTDS又は出
来事による心理的負荷の程度が特に過重な場合など、
労働時間の長さをみるまでもなく支給決定された事案
等の件数である。 資料出所：厚生労働省

「職場での悩みごと無料相談会」のご案内
  岐阜県・岐阜県労働委員会は無料の労働相談会を開催しま
す。県内の事業主の方、県内にお勤めの方であればどなた
でもご相談いただけます。
日　時 ： 平成 20年 7月 6日（日）
　　　　10：00～ 15：00
場　所 ： 「マーサ 21南館 4階」（岐阜市）
相談料 ： 無料                
相談員 ： 岐阜県労働委員会委員
予　約 ： 事前予約受付中（先着 6名）
　　　　当日会場での申込みもできます！　
問合わせ・申込み先
　岐阜県労働委員会事務局
　　電話　県庁代表 058－ 272 － 1111　内線 3274

お願い
企業等における公正な採用選考の実施について
このたび岐阜労働局から当協会に対し、「企業等における
公正な採用選考の実施」についての要請がありました。
採用活動においては、依然として選考時に家族や住宅環
境について質問したり、合理的・客観的に必要性が認めら
れない事象が、1,000 件以上発生しているところです。（厚
生労働省調べ、06 年度分）
企業の皆様におかれましては、採用選考時に就職差別に
つながるおそれのある事象が発生しないよう、また、応募
社用紙等の適正化が図られるようご協力をお願いいたしま
す。また、公正な採用選考システムの確立が図られますよ
うご配慮をお願いいたします。

資料出所：厚生労働省
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最低賃金法が変わります

「最低賃金法の一部を改正する法律」が平成１９年１２月５日に公布されました。

・就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に

機能することが求められています。

・ 今般の改正においては、すべての労働者について、最低限度の賃金水準を保障する役割を地域別最低賃金が担うこととし、

その決定基準や罰則の見直しを行うとともに、産業別最低賃金の在り方や派遣労働者への適用関係などについて改正を行

うこととしたものです。

・こうした改正は公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになります（平成 20 年

７月１日を予定しています。）。

改正の概要

１　地域別最低賃金はこうなります

・ 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の

施策との整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。（詳しくは、厚生労働

省ＨＰ、都道府県労働局ＨＰに掲載されていますので、ご確認下さい。）

・ 地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が２万円から 50 万円に引き上げられます。

２　産業別最低賃金はこうなります

・ 産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額

払違反の罰則（罰金の上限額 30 万円）が適用されます。

３　適用除外規定が見直されます

・ 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。

４　派遣労働者の適用最低賃金が変わります

・ 派遣労働者については、派遣先の地域（産業）の最低賃金が適用されます。

・派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別（産業別）最低賃金が適用されることになりますので、

派遣元事業主においては、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて
大きな改正が行われます。

５　最低賃金額の表示が時間額のみになります

・ 時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。

最低賃金の対象となる賃金と具体的な事例

　最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる

賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

②１ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金（賞与など）

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など）

④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）

⑤午後 10 時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分  

　（深夜割増賃金など）

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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Ｑ　改正によって最低賃金はただちに改定されるのですか。

Ａ　改正法の施行の際に有効である最低賃金については、次の改定までの間は改正法に基づいて決定された最低賃金とみな

されることから、改正法の施行の際にただちに改定は行いません。

　　地域別最低賃金については毎年１０月頃、産業別最低賃金については毎年１０月～２月の間に改定されていますので、厚

生労働省ＨＰなどでご確認下さい。なお、現在決定されている地域別最低賃金額は以下のとおりとなっています。

Ｑ　現在、産業別最低賃金には時間額の他に日額によって定められているものがありますが、改正法によって日額はなくな

るのですか。

Ａ　当該最低賃金について施行日後最初の改正の際に、時間額のみによって定められることになります。

　最低賃金額が時間額のみになった後、支払われる賃金が日給である場合に、その支払額が最低賃金以上かどうかを調

べるには、賃金額を１時間当たりの金額に換算して比較することとなります。（左記の比較方法を参照して下さい。なお、

産業別最低賃金の金額等については、厚生労働省ＨＰや都道府県労働局ＨＰでご確認下さい。）

Ｑ　労働者派遣事業を行っていますが、注意すべきことは何でしょうか。

Ａ　派遣労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されることになります。したがって、派遣元事業者

は、労働者を派遣している事業場に適用される最低賃金額を把握する必要があります。

　　金額は、厚生労働省ＨＰや都道府県労働局ＨＰで確認することができます。

Ｑ　現在、最低賃金の適用除外許可を受けた人を雇っていますが、今後どのような取扱になるのですか。

Ａ　改正法の施行の際、既に都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金法が適用除外となっている労働者については、施行

日から１年の間に、新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要があります。

　　なお、減額特例の許可の対象となる労働者は、①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者②試の使用期間中

の者③職業訓練を受けている者④軽易な業務に従事する者等となります。

資料出所：厚生労働省ＨＰ：http://www.mhlw.go.jp/

最低賃金法の一部を改正する法律 Ｑ＆Ａ

北海道 654 青　森 619 岩　手 619 宮　城 639

秋　田 618 山　形 620 福　島 629 茨　城 665

栃　木 671 群　馬 664 埼　玉 702 千　葉 706

東　京 739 神奈川 736 新　潟 657 富　山 666

石　川 662 福　井 659 山　梨 665 長　野 669

岐　阜 685 静　岡 697 愛　知 714 三　重 689

滋　賀 677 京　都 700 大　阪 731 兵　庫 697

奈　良 667 和歌山 662 鳥　取 621 島　根 621

岡　山 658 広　島 669 山　口 657 徳　島 625

香　川 640 愛　媛 623 高　知 622 福　岡 663

佐　賀 619 長　崎 619 熊　本 620 大　分 620

宮　崎 619 鹿児島 619 沖　縄 618 数字は時間額（円）

（日給を最低賃金と比較する方法）
　賃金額を１時間当たりの金額に換算して比較します。
（例えば）東京都の会社に勤めるＡさんは、日給 5,500 円、1日の所定労働時間 7時間 30分で働いています。
　これが東京都の最低賃金額 739円を上回っているかどうかを確認するには
日給額÷ 1日の所定労働時間数を計算し、それと 739円を比較します。
　例をこの式に当てはめると、
5,500 円÷ 7.5 時間≒ 733円 33銭となり、東京都の最低賃金額 739円を下回っていることになります。
　なお、詳細は厚生労働省ＨＰでご確認下さい。


