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中小企業大学校広島校メルマガ担当の仁藤（にとう）です。
広島校だより 3 月号をお送りさせていただきます。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「工場管理者養成コース」課題研究発表会を開催しました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校では、平成 27 年度「工場管理者養成コース」の受講者による課題研
究発表会を 2 月 26 日(金)に開催しました。
本コースは、工場管理に必要な知識を体系的に習得し、総合的なマネジメ
ント能力を養成することを目的として、昨年 9 月から全 18 日の日程で開催
されました。
当日は、全 31 名の受講者が自社工場の改善策と今後の展望について報告を
行い、管理者としての決意を新たにしていました。
報告テーマ（一例）
・「設備稼働率の向上のための段取り時間の短縮」
・
「5S による作業工数削減と安全性向上」
平成 28 年度「工場管理者養成コース」
（申込み受付中）
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093469.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■受講料助成制度のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校の研修を受講するにあたり、国の助成制度の他、地方自治体・商工
会議所・商工会等においても受講料の助成制度を設けている場合がありま
すので、ぜひご活用ください。
※詳細は、研修を受講される前に実施主体にお問い合わせください。
◆国の助成制度

http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/aid/000656.html
◆地方自治体・商工会議所・商工会等の助成制度（平成 27 年 12 月現在）
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/aid/000657.html
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■ ２．研修のご案内（2016 年 4 月開催）
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4 月 25 日(月)～27 日(水) ＜3 日間＞
[16-01] 決算書の勘所と見方・読み方 ～管理者のための財務入門講座～
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093433.html
【研修のポイント】決算書を読み解く手法を学ぶとともに、マネジメント
に必要な管理会計の考え方と経営への活かし方について、自社分析や、グ
ループワークによるケース企業の決算書分析を交えて実践的に学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/index.html
■中小企業者向け研修パンフレット『研修ガイド 2016』の送付をご希望の方
は、下記フォームから、件名に「研修ガイド 2016 希望」、内容欄に送付先
住所や必要部数をご記入の上、お申し込みください。
資料請求・お問合せフォーム
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/form/003995.html
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■ ３．その他のご案内
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┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【マレーシア CEO 商談会＆セミナー(東京・大阪)のご案内】
中小機構では、日本の中小企業との業務提携や日本の中小企業の技術や製
品の取扱いを希望している海外企業経営者との商談、交流プログラムを実
施しています。この度は、マレーシアから招聘した 30 社の企業経営者との
商談会を開催します。
（輸送機器・電気電子機器用部品、医療機器等）
同時開催イベントとして、「ASEAN 経済の今～TPP を機に考える」をテーマ
にセミナーを実施します。海外でのビジネス展開をご検討されている皆様
のご参加をお待ちしております。
◆日時・場所
＜東京会場＞平成 28 年 3 月 15 日(火)
ロイヤルパークホテル(東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1)
＜大阪会場＞平成 28 年 3 月 17 日(木)
リーガロイヤルホテル大阪(大阪府大阪市北区中之島 5-3-68)

◆プログラム（両会場共通）
10：00～12：00 ビジネスセミナー
10：00～18：00 CEO 商談会
18：30～20：00 CEO 交流会（参加費：3,000 円）
申込・詳細ページ
http://www.smrj.go.jp/ceo/malaysia/
-----------------------------------------------------------------【海外ビジネス定期相談会】
中小企業の皆様の海外ビジネスに関するお悩みについて相談できる相談会
を開催します。3 月の相談会は次のとおりです。
◆広島会場(中小機構中国本部)
3 月 4 日(金)、10 日(木)、18 日(金)、24 日(木)、25 日(金)
◆岡山会場(岡山商工会議所) 3 月 17 日(木)
◆米子会場(米子商工会議所) 3 月 16 日(水)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
-----------------------------------------------------------------【事業承継に関する相談窓口】
事業承継にお悩みの中小企業の皆様のための相談窓口を開設します。3 月
の相談会は次のとおりです。
◆3 月 8 日(火)、10 日(木)、15 日(火)、18 日(金)、22 日(火)、23 日(水)、
28 日(月)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/059988.html
-----------------------------------------------------------------【エンジェル税制に関する相談窓口】
エンジェル税制による資金調達を検討中のベンチャー企業の皆様への支援
として、税理士、公認会計士がキャッシュフロー計算書作成のアドバイス
を行う相談窓口を開設します。3 月の相談会は次のとおりです。
◆3 月 8 日(火)、15 日(火)、18 日(金)、28 日(月)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/035583.html
-----------------------------------------------------------------【岡山大インキュベータ入居者募集】
岡山大インキュベータの入居者を募集しています。岡山大学など地域の大
学・研究機関が保有する研究シーズや地域資源を活用し、地元企業との連
携により、起業意欲の醸成から事業化まで様々なステージで、新しいビジ
ネスの創出・成長・発展を支援します。
http://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/
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┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【平成 28 年度見本市等出展助成金（前期）の募集について】
１．趣旨
この制度は、広島市内中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創
意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企
業者等の販路拡大につながる事業（以下「見本市等」という。
）に出展す
る際に必要な経費の一部を助成することにより、市内中小企業者等の市場
開拓を促進し、地域産業の振興を図ろうとするものです。
２．制度の概要
◆助成対象者
広島市内に主たる事業所を有する中小企業者又は当該中小企業者が構成員
となっている組合・研究開発グループ
◆助成対象事業
新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを
平成 28 年 4 月下旬から平成 28 年 9 月 30 日までに開催される見本市等に出展す
る事業
◆助成対象経費
助成対象事業に要する経費のうち、
「小間料」、
「会場整備費」、
「カタ
ログ等作成費」、
「会場でのアンケート調査費」及び「出品物運送費」
◆助成の内容
助成率：助成対象経費の 2 分の 1 以内

助成金額：20 万円以下

３．申込期間
平成 28 年 2 月 15 日(月)～3 月 11 日(金)
４．申込方法
申請書及び添付書類を申込受付窓口に持参もしくは郵送で提出
５．申込受付窓口
公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
〒733-0834 広島市西区草津新町 1 丁目 21 番 35 号（広島ミクシス・ビル）
詳細・募集案内ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/mihonichi.html
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センター（中小企業支援センター）
TEL： 082-278-8032 FAX： 082-278-8570
E-mail： assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■海外ビジネス支援セミナー ～専門家と採択者が語る！「海外ビジネス
┃ 補助金等」活用セミナー＆個別相談会～ 開催のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本セミナーでは支援機関による補助金・助成金等の制度概要説明、申請支
援に数々の実績がある専門家による補助金・助成金等を申請する際のポイ

ント解説、企業代表者による補助金等を活用して、海外展開を拡大した事
例を紹介していただきます。
◆日時：平成 28 年 3 月 23 日(水)

13:30～17:00

◆場所：ひろしまハイビル 21 17 階会議室（広島市中区銀山町 3-1）
◆定員：50 名

◆参加費：無料

◆主催：株式会社広島銀行

申込・詳細ページ
http://www.hirogin.co.jp/ir/news/paper/news160219-1.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「岡山県よろず支援拠点第 10 回講演会＆個別相談会」参加者募集
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よろず支援拠点実績報告会『成功事例から見る「よろず」の賢い活用法』
◆日程：平成 28 年 3 月 9 日(水)
◆場所：ピュアリティまきび 2 階 孔雀（岡山市北区下石井 2-6-41）
◆定員：80 名程度

◆参加費：無料（懇親会：4,000 円）

◆内容
○個別相談会 9：00～13：00 相談時間 45 分、2 ブースにて計 10 枠対応
○実績報告会 15：00～17：30 実績報告、支援事例プレゼンテーション
○懇親会 17：45～19：00
申込・詳細ページ
http://www.optic.or.jp/yorozu/?p=1264
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■よろず支援拠点出張相談会のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆鳥取県よろず支援拠点 ビジネス情報相談会
http://www.library.pref.tottori.jp/event/2016/01/h28217.html
◆岡山県よろず支援拠点 出前よろず支援拠点
http://www.optic.or.jp/yorozu/?page_id=385
◆広島県よろず支援拠点 出張相談会
https://www.hiwave.or.jp/event/7504/
広島県よろず支援拠点 福山サテライト
https://www.hiwave.or.jp/purpose1/conference/yorozu/
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■ ４．コラム
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「縦長と横長」
カタログ、パンフレット、折込みチラシ等、世の中にはいろいろなサイズの
用紙が氾濫しています。今は確定申告の真最中ですが、源泉徴収票のサイズ

もいろいろで纏めにくいですね。整然とファイルしないと気がすまないであ
ろう A 型人間の人なら、その整理の仕方で頭を悩ますのではないでしょうか。
以前の日本の官公庁では、用紙として B 系列のものが多く使われていました
が、国際化と IT 化が一段と進んだ現在では、ほとんどが A 系列の用紙になっ
てきているのではないでしょうか。A 系列化は、ご多分に漏れず、学協会誌
においても然りで、今はほとんどが A4 サイズです。
ところで、これらのドキュメントの情報を複写する最近のコピー機は、ずい
ぶんと様々な機能を備えています。めったにコピーしないオジサンは別とし
て、毎日コピーしている、あるいはコピーさせられているかもしれない皆さ
んは、これらの機能を十分に使い切っていらっしゃいますか。
コピー時によく使う機能の一つに、
「拡大」と「縮小」があります。以前、
B5 サイズのバックナンバーの論文を、A4 サイズによく拡大コピーしたもので
す。また、A4 サイズに打ち出された Excel の小さい文字・数字の一覧表を、
老眼の人にも見えやすくするために、A4→A3 に拡大コピーすることもよくあ
ります。
用紙サイズの表示が出ない昔のコピー機なら、前者の B5→A4 の時には 115%を、
後者の A4→A3 の時には 141%の、何かすっきりしない拡大率を入力してコピー
していたものです。今は「B5→A4」や「A4→A3」の表示が出ますので、誰も
拡大率の数字など気にも留めません。
A 系列の用紙でも、B 系列でも、規格化された用紙では、実は「タテ」と「ヨ
コ」には、厳密な数学的関係があります。その前に言うまでもないことです
が、一例として、A3 サイズを半分に折りたたんだものが A4 サイズと決められ
ていますので、念のため。A4 をさらに折りたたんだのが A5 です。大きなもの
を半分に折りたたんだ時、それが折りたたむ前の用紙と「相似」な形になっ
ていないと、折りたたみを進めて行くうちに用紙の体をなさなくなってしま
います。正方形で考えてみると、このことが直ぐに分かります。そのように
ならないためには、中学生レベルの数学を使って、
「タテの長さ a」と「ヨコ
の長さ b」には、a：b＝√2：1 の関係がなければいけないことがわかります。
例えば、A4 サイズの「タテ」と「ヨコ」の長さの絶対値は、それぞれ 297mm と
210mm ですが、確かに 297÷210≒1.41≒√2 となっていることがわかります。
先ほどのコピーの拡大率は、まさにこの値です。
用紙は縦長をイメージすることが多いのですが、
「タテ」と「ヨコ」は入れ
替えても「ヨコ」と「タテ」になるだけですから、これから後は横長で考え
ましょう。この a：b＝1：√2 の比を「白銀比」と言います。おおよそ、a：b
≒5：7 と考えても良い。長方形のそれぞれの辺が白銀比になっているような
ものを白銀長方形と言います。今の中学校では白銀比について教えているそ
うですが、50 数年前に中学生だった私のメモリーには、全く残っていません。
その当時、用紙（恐らく B 系列）はありましたが、コピー機はなかった。要す
るに、用紙は正確な白銀長方形になっています。
白銀比は「銀メダル」ですから、「金メダル」もありそうです。
「金メダル」
は同じ論理で、
「黄金比」ということになります。この言葉は、皆さんも今
までに聞かれたことがあると思います。線分を a、b の長さで 2 つに分割す
るときに、a：b＝b：(a＋b) が成り立つように分割したときの比 a：b が黄金
比になります。
この比の値は、x2＝x + 1 の方程式の解であり、a：b＝1：(1＋√5)/2 とな
ります。これは、おおよそ a：b≒1：1.618≒5：8 となります。

黄金比を有する長方形が黄金長方形ですが、その長方形の中に短いほうの辺
の長さで正方形を作ってそれを取り除くと，残った長方形もまた黄金比にな
っているという性質があり、このほうが黄金比を直感的に理解しやすいでし
ょう。黄金比は、正五角形の中や、古代ギリシャのパルテノン神殿などの歴
史的建造物、美術品、準結晶などで見ることができます。また、生物の世界
にも表れ、植物の葉の並び方、巻貝、ヒマワリの種、松ぼっくり、ツクシ等
でも見つけることができます。
正五角形の一辺と対角線とは、正確な黄金比になっています。また、正五角
形の対角線は交わる対角線を黄金比に分けており、正五角形とその対角線の
中には、多くの正確な黄金比の存在を見つけることができます。これが、ソ
ロモンの星が美しい図形と言われる所以です。
身の回りの物では、名刺の基本サイズは 91×55mm ですが、91/55＝1.65 で黄金
比より少し多めにズレており、一方、信販などのカードサイズは 85×54mm で、
これも 85/54＝1.57 で黄金比からは少し少なめにズレています。でも、いずれ
も黄金比に近い。
ところで、毎日目にしているであろうテレビ画面やパソコン画面はどうでし
ょう。以前のテレビは 4：3 テレビと言いますが、4/3＝1.33、最近のワイドテ
レビは 16：9 なので 16/9＝1.78 で、いずれも黄金比からは大きくズレていま
す。この原稿を書いているパソコンの画面は 306×192mm で、306/192＝1.59 と
なり、黄金比に近い。もう一つ、デジカメの普及で、今はあまり使われなく
なった 35mm フィルムの画面サイズは 36×24mm で、36/24＝1.5 の比となってお
り、黄金比と白銀比の中間に位置しています。一方、映画館では上映フィル
ムに応じてスクリーンの「タテ」と「ヨコ」を変身させて、柔軟に対応して
いますね。黄金比かどうかは、測れないのでわかりません。
「銀メダル」と「金メダル」が出てきた訳ですから、当然「銅メダル」はど
うなっているのでしょうか、ということになります。銀は白、金は黄、なら
ば銅は赤ということになるので、「赤銅比」は、ということになります。し
かし、「赤銅比」という言葉は、どこにも見当たりません。
市町村の平成の大合併の動きの中で、群馬県の 2 町、1 村の合併で「赤銅市」
というネーミングが考えられたようですが、結局は実現せず、
「みどり市」
が誕生しました。銅公害のイメージを払拭する願いからのネーミングのよう
です。ただし、この場合は「しゃくどう市」と読むのではなく、
「あかがね
市」と読むことを考えたらしい。もう一つ。昔、
「赤銅鈴之介」というテレ
ビ番組がありましたが、これは「あかどう」で関係なし。おっと、間違うと
ころでした。剣道の世界ですから、正しくは「赤胴鈴之介」でした。でも、
これをもじった、
「赤銅鈴之介」も存在しており、もっぱら温泉のブランド
に係わる言葉として使われているようです。
名刺交換で頂いた名刺を見ると、縦長で縦書きしたものと横長で横書きした
ものがあります。名刺ホルダーに保存された情報を見るのに、横にしたり、
縦にしたりして見なければいけない面倒くささを、皆さんも経験されている
ことと思います。また、会議や委員会、シンポジウム、フォーラムなどで名
刺を名札ホルダーに入れて使う場合、ホルダーは横長型で使われることが多
い。最近は名刺に E-mail アドレスを入れている人が多く、これも横長で横書
きの方が大きな文字で入れやすい。今は、横長型の名刺が圧倒的に多くなっ
ています。
PowerPoint によるプレゼンテーションも、横長型の投影スクリーンが多いこ
と、また、スライド作成の時、横長で横書きの方が、改行が少なくてすむこ

と、等の理由から横長型の表示で行われていることが多いようです。
テレビ、映画、パソコンなどの映像・文字情報表示装置もほとんどが横長型
です。そもそもこれらの表示装置に横長型が多いのは、我々の視野が横長型
であること、生活空間が横広がりであり、上下方向の認知の機会が横よりは
少ないことなどに起因していると考えられます。モバイルの代表格のスマホ
は、メニューやコンテンツに応じて、縦長にしたり、横長にしたりして、臨
機応変に使い分けされています。
一方、用紙ではどうでしょう。縦長で使用する場合と、横長の場合とがあり
ますが、この場合は縦長が多いのではないでしょうか。その理由として、縦
長で縦サイドを綴じた方が紙面をめくりやすい、書棚で保存しやすい、等が
挙げられるでしょう。横長の場合は縦サイドを綴じた場合と、横サイドの上
側を綴じた場合とが見受けられますが、いずれの場合も紙面をめくりながら
の作業がしにくいですね。
「タテ」と「ヨコ」の比率はアスペクト比とも言われますが、アスペクトと
は、もともと様相、光景、顔つき等の意味があります。「モナリザ」は黄金
比ですが皆さんはどうでしょう。一度、測ってみられることをお勧めします。
中小機構中国本部

チーフアドバイザー（技術担当）山本茂之
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■当メールを、お知り合いの方などに転送し広めていただけると幸いです。
皆様のご受講を心よりお待ちしております。
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/form/003995.html
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