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当社オフィス（２Ｆ）

企業訪問

シリーズ

株式会社 会津ラボ
～「会津をシリコンバレーに！」
　　世界を創造する ITベンチャー企業～

久田　雅之 社長

企業概要

代表者：代表取締役社長　久田　雅之（ひさだ　まさゆき）
所在地：会津若松市インター西53 
設　立：2007年１月 T E L：0242－23－8285
資本金：2,950万円 F A X：0242－23－8286
従業員：30名 U R L：http://www.aizulab.com/
事業概要：iOS/Android アプリケーションの開発及び受託開発

　わが国の2014年末のスマートフォン世帯普及率
は64.2％と、2010年末の9.7％から急速に普及が進
んでいます（総務省「平成26年通信利用動向調
査」）。
　スマートフォンの普及に伴い、専用ソフトウェ
アであるアプリケーションソフト（アプリ）の利
用も進み、アプリのダウンロード数は2014年に世
界で1,420億回となりました。2018年には2,754億
回となると予想されており、今後もアプリ市場は
拡大する見通しです。
　株式会社会津ラボは、主にスマートフォンアプ
リの自社開発および受託開発を行い、卓越した技

術力とアイデアで信頼を得ている会社です。そし
て、現在、その技術力を基礎としてエネルギーや
ロボットなどさまざまな分野に進出し、問題の解
決と事業の発展に取り組んでおられます。
　今回は会津若松市の当社オフィスを訪問し、久
田社長に会社の歩み、経営理念、今後の抱負など
についてお聞きしました。

○ 求めていた「安定」に疑問、会津での起業
を決意

　―久田社長のご経歴についてお聞きします
　私は中部国際空港がある愛知県常滑市出身です。
物心がついたときから興味本位でパソコンを使用
しており、趣味でプログラムを作っていました。
高校生になると専門的にコンピュータを勉強した
いと考えるようになりました。
　進学についてあれこれ悩んでいたところ、コン
ピュータに特化した大学が新設されるという情報
が目に留まりました。それが会津大学です。同大
学の「コンピュータ理工学部」は、国内初のコン
ピュータサイエンスを専門的に学ぶ大学で、コン
ピュータに関わる理論（理学）とその知識を活
用したものづくり（工学）の双方を勉強できま
す。どうしても会津大学で勉強がしたいと、1993
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年に同大学の第１期生として入学しました。そし
て、同大学を卒業後、同大学大学院に進み、「コ
ンピュータ理工学博士」の学位を取得しました。
同大学院では第１号となる博士号取得者です。
　「博士を取って先ずは起業を！」という教えを
恩師である会津大学初代学長の國井利泰先生（会
津大学・東京大学名誉教授）から受けていたもの
の、大学院を卒業し新たな道に進もうと思ったと
き、まず第１に求めたのは「安定」でした。事業
資金の工面など、経営に関する知識はなく、リス
クを取ろうとは思いませんでした。一旦東京のベ
ンチャー企業に勤めた後、2003年に金沢工業大学
の教員となり、教育・研究者としての道を進みま
した。

　―起業までの経緯についてお聞きします
　通常、大学の教員は３年程度の期限付き契約と
なるのですが、金沢工業大学では、「※テニュア
トラック制」による選考で、任期内の教育・研究
の業績評価から終身雇用の権利を得ることが出来
ます。３年間の教育実績、研究業績が評価され、
晴れて終身の専任教員の身分を得る事が出来まし
た。求めていた安定をそこで得ることができたの
です。
※ 　テニュアトラック制…若手研究者が自立した研究環

境で研究・教育者としての経験を積み、最終審査に

よって終身雇用が保障された専任教員となる制度。

　しかし、将来のレールが引かれたときに、疑問
が湧いてきました。「本当に求めていたのは、安
定なのだろうか」と。気がつけば、退職したいと

いうことを大学側に伝えていました。そして、会
津での起業を決意しました。

　―起業を決意させたものは？
　國井先生の教えが大きかったと思います。今か
ら20年以上前に國井先生は現在のネット社会を予
見されていました。学長自ら教鞭をとられるなか
で、私は「久田君、君はドクター（博士）を取っ
て、その専門技術によって世界を変えるような製
品やサービスを考案し、会社を立ち上げて会津を
日本のシリコンバレーにするんだぞ」と言われ続
けてきました。その言葉が心に染み込んでいたの
だと思います。大学を辞めると決意したときに、
その言葉が思い浮かび、その言葉に導かれるよう
に会津に戻ってきました。

○ スマートフォン向けアプリの受託業務が事
業の柱へ

　―会社設立時の経緯についてお聞きします
　当初はホームページの後ろ側にあるプログラム
（WEB アプリ）のセキュリティリスクを診断す
る事業をはじめようと考えていました。技術水準
は高く、事業計画も実現性のあるものであったと
思います。あとは投資家にいかに熱意を伝えるか
だと考え、意気揚々とベンチャーキャピタルに出
資を依頼するため向かいました。
　ところが投資家は、まず資本政策や※イグジッ
ト・プランについての話から始まります。私は何
のことかわからず、答えられません。新規事業の
内容について話をする機会がないまま、何社行っ
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ても門前払いが続きました。対等にビジネスの話
ができるようにしなければと思い、経営について、
猛勉強しました。その甲斐もあり、当社へ投資を
してくれる投資家が現れるようになりました。
　しかし、事業資金が目標額まで到達せず、なか
なか事業を展開することができません。投資家に
出資を募るため、走り回る日々が続きましたが、
とうとう目標の出資が集まらなくなりました。周
りからは事業を断念することを勧められました。
でも、断念したらそこで終わってしまいます。可
能な限りあがいてみようと思いました。　
※ 　イグジット・プラン…創業者やファンドなどの投資

家が、投資した資金を回収するための方法、時期など

具体化するためのビジネスプラン

　―好転するきっかけがあったのですか？
　ある時、ベンチャー企業向けの新しい融資制度
の話が当社に舞い込みました。半信半疑で申し込
んだところ、思いもよらず融資を受けることがで
きました。実はこの融資によって返済をしなけれ
ばならなくなったことが、事業の転機になったの
も事実です。毎月の返済のため、お金を稼がなく
てはならなくなり、首都圏など方々に営業活動を
行って仕事を受注しました。一般受託を繰り返す
うちに、スマートフォンが発売され、アプリの開
発市場が急激に膨らみ、その波に上手く乗ること
が出来、当社の技術水準が向上する一方、受注も
堅調に推移し事業が回り始めました。　

○多彩なスマートフォンアプリを開発
　―事業内容についてお聞きします
　当社は主に iOS/Android アプリケーションな
ど、スマートフォン向けのアプリケーションソフ
トウェアの自主開発及び受託開発を行っています。
その他、ホームページ制作、３DCG（３次元コ
ンピュータグラフィック）、映像加工などの仕事
を受注しています。
　これまで、開発してきた商品は多くありますが、
その中で「※会津産 IT 技術」認定を受けたもの
を紹介します。
　当社は本認定の大賞を３度受賞しました。まず
2007年度にホームページ（WEB アプリ）に対す
るセキュリティリスクを診断する「WEB アプリ

ケーション診断ASP」、次いで2013年度に女子会
応援アプリ「Apoli（アポリ）」、そして2015年度
に家庭向けのエネルギーマネジメントシステム
「簡易設置可能な家庭向け多機能電力見える化シ
ステム」です。
　他に、本認定の奨励賞を２度受賞しています。
2011年度の天気を日本画の世界で表現した「天気
戯画」と2012年度の「ご当地観光　指さしナビ」
です。
※ 　会津産 IT技術…会津若松市内において、ITを活用 

して起業を志す学生・個人・グループ、新商品を開発し 

た企業、新技術を創出する研究者、学生などを対象に、優 

秀な成果品を「会津産 IT技術」として認定するもの。

　―観光客の街歩きに便利なアプリ
　　「指さしナビ」についてお聞きします
　「指さしナビ」は、スマートフォンのカメラ画
面に目の前の風景を映し出すとマスコットキャラ
クターが現れ、目的地の方向を指さして道案内し
てくれます。「指さしナビ」は、各地のご当地キャ
ラなどがナビゲーターとなって案内してくれる
「観光指さしナビシリーズ」を展開しており、県
内外の18市町村（県内16市町村）で導入されてい
ます。
　このアプリを使用した観光客の周遊ルートデー
タや、観光地で立ち寄ったお店の購入データな
どを利用したビジネス展開を現在考えています。
「指さしナビ」は利用者が多ければ多いほどデー
タ精度が高まるため、全国の自治体などに「指さ
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しナビ」導入についてプランを提案しています。
そのため当社では導入にかかる初期費用を無料に
できる仕組みや、また、参加団体がもうかる仕組
みが作れないかを検討しています。
　また、「指さしナビ」の外国人観光客向け多言
語化サービスを2014年11月からデジタル地図会
社のインクリメントＰ株式会社（東京都：資本
金４億3,450万円、パイオニア株式会社全額出資）
が始めています。県内に外国人を呼び込むツール
として活用することができると考えています。 　

○研究開発と経営の安定のために
　―研究開発についてお聞きします
　経営はアプリ開発の受託業務を中心に順調に推
移していきました。一方、日々の業務に追われる
毎日のなかで、設立当時の理念を実現したいと痛
切に思い始めました。
　当社の企業理念は「to Advance Knowledge 
for Humanity」（人類のための知識の前進）です。
この企業理念は、会津大学の建学の理念でもあり
ます。当社は会津大学発のベンチャー企業として、
人類のためになる高度な技術を世に送り出したい。
私は、会津大学で国際論文をいくつも書かせてい
ただくなど、いろいろな経験をするなかで、高度
なコンピュータ技術、特に抽象位相幾何学などの
近代数学や画像処理、数値解析などの高度な知識、
それに経験を組み合わせることによって、この世
にないものを作りだし、その製品化によって世界
を変化させたい。その役割を当社が担っていきた
いと考えました。
　そこで、2014年11月に携帯電話・スマートフォ

ンを中心としたコンテンツの企画・開発・運営を
行う日本エンタープライズ株式会社（東京都：資
本金11億円、東証１部上場）のグループ会社にな
りました。同社に勤務している会津大学の卒業生
が来社したときに、自分の思いを話したことが
きっかけです。これにより当社は経営基盤をさら
に強化するとともに、民間企業や官公庁などとの
仕事をいままで以上に大きな規模で進めていくこ
とが可能になりました。

　―現在行われている研究開発について
　　お聞きします
　最も力を入れている分野は「エネルギー」です。
それを具体化しているシステムが、会津産 IT 技
術認定の大賞を受けた「簡易設置可能な家庭向
け多機能電力見える化システム（HEMS）」です。
これは家庭内の消費電力をモニタリングして、瞬
間的に増減する消費電力を詳細に捉えることで、
家電の細かな動きを把握出来るシステムです。ア
プリ画面上で家電をモチーフにしたキャラクター
が現在の消費電力の状態をコメントしてくれます。
　また、電力の波形データを調べると、使用して
いる家電が「冷蔵庫」「テレビ」などと、具体的
にわかります。もっと詳しく調べると、その冷蔵
庫のコンプレッサーが１日どのくらい作動したか
などもわかります。それらの波形を細かく捉え蓄
積、解析することで、「快調」「使いすぎ」など家
電の変化を捉えることが可能になります。そし
て、その家電の変化から新たな表現（表情）を生
み出す事が出来ました。例えば冷蔵庫が泣く、そ
れを見た子供が「冷蔵庫が泣いているよ。」と母
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親に言い、母親は「もしかすると冷蔵庫の中が
いっぱいなのかな」と判断して冷蔵庫の中を整理
する。すると家電は嬉しい表情になる、など、家
電の「気持ち」がわかるようになります。身の回
りに溢れている家電とそれを使用する私たちがコ
ミュニケーションをとれたら楽しいと思いません
か？エンターテイメントの要素が加わり、生活は
大きく変化します。ハードウェア、ソフトウェア
とインターネットの融合により、身の回りのモノ
が全てネットに繋がってくる IoT と呼ばれる世
界が広がっています。身の回りの IT 化は便利さ
の一方で人との会話を無くし、冷たい世の中を
作っていく技術にもなり得ます。我々は家電と人
のコミュニケーションインターフェースを作り上
げ、ハード、ソフト、インターネットが繋がり、
且つそこに今まで無かった人と機器とのコミュニ
ケーションという、新たな世界を創り上げたいと
考えています。
　このシステムは、装置を家庭のコンセントに挟
んで差し込むだけです。主要な家電に設置できる
よう、価格を安くできないかなど、いろいろ考え
ています。

　―会津大学との共同研究についてお聞きします
　今年３月にドローン群制御技術「Dronet（ド
ロネット）」を「Japan Drone 2016」にて発表し
ました。これは複数のドローンを給電ケーブルで
つなぎ、そのケーブルの角度を検知することなど
によりドローン全体の姿勢制御を行うネットワー
クシステムです。会津大学が研究を主導し、当社
が主な開発を担当しました。有線給電による長時
間稼働や単体ドローンでは運べない重量の荷物を

運搬できるなどの特徴があり、様々な産業分野で
新サービス・新製品に活かされることが期待され
ています。
　当社は「Dronet」の実機開発を行っています
が、理論は大学で、インプリメンテーション（実
装）は民間でという産学連携の理想的モデルケー
スと言えます。今後は、「Dronet」機体に標準
的な OS（オペレーションシステム）を搭載し、
様々なニーズにあわせたアプリケーションを迅速
に搭載できるハードウェアおよびソフトウェア
構成として、開発を進めていく予定です。また
「Dronet」は半自律で安定飛行を行えることから、
離れた場所にいるオペレーターが「Dronet」を
遠隔操作し、高度な画像処理やデータ分析をリア
ルタイムに行えるようにしたいと考えています。
理論は会津大学、その実用化は当社が、産学連携
モデルを継続していきます。

○明確なビジョンにより成長を描く
　―御社のビジョンについてお聞きします
　当社ビジョンは、経営理念の「to Advance 
Knowledge for Humanity」のなかにあります。
つまり、人類のためになる知識を伸ばし、皆が幸
せになる社会になれば、その結果として当社の売
上や利益に繋がっていくという考えです。私は、
常日頃から社員に「仕事の依頼があったときには、
その仕事が社会にどのような価値を生むのか、ま
た、その価値の大きさも含めて引き受けるか判断
するように」と話しています。利益が出ない仕事
であっても、社会のためになる仕事ならば、そこ
にやらなければならないなにか（社会的な価値）
があります。また、今は利益が出なくても、引き
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受けることによって、次の仕事に繋がるなど、最
終的には利益を得ることができることもあります。
なぜそうなるかというと、その仕事は世のため人
のためになる仕事だからです。最終的には社会が
全体のバランスをとってくれると思っています。
　入社希望者と面談するときは、いつも当社の理
念（ビジョン）の話をしています。我々の共有す
る理念を伝え、その人に響くかどうかを見ている
のですが、結果的にいい人が集まってきてくれま
す。理念が正しければ必ず成功する、正しいから
こそ当社社員も協力をしてくれるのだと確信して
います。

　―今後のイグジット・プランについて
　　お聞きします
　東証一部上場企業の100％子会社であり、既に
イグジットした、と周りから言われることもある
のですが、私はやっとスタートに立てたと思って
います。安定経営と共に、ここを守るのでは無く、
大きく攻めの経営で更なる成長を目指します。

○恩師のビジョンを実現する
　―「会津シリコンバレー」について
　　お聞きします
　会津大学は福島県が設立した公立大学です。本
大学で育った学生は、福島県に恩返ししていかな
ければなりません。しかし、会津大学における卒
業生の民間企業への就職先は、約８割が首都圏を
中心とした県外です。会津での就職は、企業規模
などでまだまだ魅力が足りないと私は考えていま
す。首都圏に負けないくらい大きな価値を会津か
ら社会に生み出していかなければなりません。
　私は、米国のシリコンバレーは正しい価値を生
み続けるなかで実力をつけた、志ある人たちがア
メーバ状に広がっていったと考えています。そし
て、その人たちが、地域のさまざまな業種にまで
広がると経済が回りだし、地域が発展するという
循環が生れ、さらにその中から核となる人材が現
れる。その連鎖反応によってシリコンバレーは作
られたのだと思います。
　シリコンバレーは約60年かけて現在の最先端都
市になりました。会津大学は1993年４月に開学し、
23年が過ぎたところです。「会津シリコンバレー」

への種まきは終わっていますが、水を掛けなけれ
ば芽は出ません。また、掛け続けることが大事な
ことであって、それをやめたらすべてが終わって
しまいます。
　シリコンバレーには沢山の一流大学があります
が、それでも長年かけて成長してきました。会津
には会津大学一校しかありません、もしかすると
「会津シリコンバレー」が完成するには比べもの
にならないほどの時間がかかるのかもしれません。
しかし、恩師・國井先生のビジョンを私は必ず実
現します。私が、やらなければならないのです。

【インタビューを終えて】

　今回の取材のなかで、久田社長にアイデアは
どこから生まれるのでしょうか、と質問したと
ころ、「こういうものがあったらいいなと思う
ところから始まり、瞬間的に頭の中に散らばっ
ていた考えが１つにつながって、アイデアが生
れます。」とのことでした。久田社長の「ひら
めきの速さ」や「知識の広さ、奥深さ」を垣間
見た気がしました。
　「会津をシリコンバレーにしたい！」との思
いを胸に前進する久田社長と、そのビジョンを
共有する社員の皆さんが、先陣を切って会津を
動かし世の中を変える。その目標へと突き進む
当社の、今後の更なる発展を確信できる取材と
なりました。 （担当：安藤雅和）


