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政治・経済 経済プレミアインタビュー

「バス案内アプリ」で上場⽬指す⼥性起業家の半
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豊⽥真由⼦議員に松居さん
「なぜ⼥性たちは壊れてい
く︖」
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代娘に親はどう対応してき
たか

織⽥・徳川軍が「⻑篠の戦
い」で圧勝したもう⼀つの
理由
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豊⽥真由⼦議員に松居さん
「なぜ⼥性たちは壊れてい
く︖」
 「この、ハゲーーーー
っ︕」の豊⽥真由⼦衆院議員。初報の週刊
新潮６⽉２９⽇号の「『豊⽥真由⼦』その
⼥代議⼠、凶暴につき」は、トップ…

世界透視術

「中国の偉⼤な復興」がか
き消す習主席“独裁復古”の
⾜⾳
 習近平・中国国家主席が閲
兵した時、「同志諸君、ハオ︕」と呼びか
け、将兵が「主席、ハオ︕」と応じた。
「主席」という⾔葉が使われたの…

育児サバイバル

育児分担は週末だけ︖知ら
れざる「ワンオペ育児」の
裏

 ⺟親が１⼈で育児や家事をする「ワンオ

鴫原育⼦社⻑と開発したバスロケーションシステム「⾒えバス」の画⾯＝２０１７年７⽉２８⽇、⽥中学撮影

起業家・鴫原育⼦さんに聞く

 鴫原（しぎはら）育⼦社⻑（５８）は、２００９年に株式会社マネジメ
ントシステム（茨城県ひたちなか市）を設⽴した。２度⽬の起業で、連続
起業家とも⾔える。同社で、路線バスの動きが⼀⽬でわかるスマホアプリ
の全国展開を⽬指す鴫原社⻑に、⾃⾝のキャリアについて聞いた。キャリ
ア⼥性３⼈のインタビューシリーズの第１弾です。【経済プレミア編集
部・⽥中学】

⽇⽴製作所に事務職として⼊社

 ──⼆つのＩＴ企業を設⽴した経緯をうかがいます。もともとは地元の
短⼤を卒業後、⽇⽴製作所に⼊社したそうですね。

 ◆鴫原育⼦社⻑ ⽗も⽇⽴製作所勤めで親族にも関係者が多く、１９８
０年に⼊社しました。⽔⼾⼯場で⼯程管理の設計補佐になりましたが事務
職です。仕事はコピーとお茶くみぐらい。２年⽬に仕事がないことを理由
に退職届を出したんです。

 そうしたら設計の部署に移してくれた。初めてコンピューターに触れ
て、３カ⽉はプログラミングのビデオ研修でした。プログラミングは、好
きだった数学の証明問題に似ていてはまりましたね。
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 ⺟親が１⼈で育児や家事をする「ワンオ
ペ育児」が、⼦育て中の⼥性の間で話題に
なっています。全国紙各紙に「ワンオペ育
児」に関する記事…

知ってトクするモバイルライフ

ドコモがテザリング無料を
決断 ａｕ、ソフバン追従へ
 携帯電話の通信をＷｉ－Ｆ
ｉで中継し、他の機器をネッ
トにつなげる「テザリング」機能は、今や
ほとんどのスマホに搭載されている。Ｗｉ
－…

下流化ニッポンの処⽅箋

「⾮正規率４７％」どうす
る⺟⼦１２３万世帯の未来
 ◇再び、⼥性の貧困
（３） ⽇本でシングルマザ
ーの貧困率が⾼い背景には、育児の制約か
ら⻑時間労働を伴う正社員の仕事に就きに
くく、賃…

 設計の部署で使うシステムを作るうちに、⼯場の⽣産と⼯程管理の統合
システム開発に参加することになったんです。しかし、結婚して妊娠した
タイミングで、⼤病を患って⼊院してしまい、会社を辞めることになりま
した。⾚ちゃんは何とか無事に⽣まれましたが、私は普通の⽣活ができる
ようになるのに１年ほどかかりました。

 ──２５歳でひたちなか市のソフトウエア開発会社に再就職しました。

 ◆離婚してしまい⼦供を養わなければならなくなりましたが、何より仕
事がしたかった。創業間もない会社に社⻑以外で２番⽬の社員として採⽤
されました。営業から帳簿付け、銀⾏との借⼊⾦交渉まで携われました。

 実家暮らしで⼦育てと家事を⺟がやってくれたからこそ、思いっきり働
くことができました。これは起業後も変わりません。

ＩＴ企業に転職後４年⽬に起業

 ──⼊社３年⽬で勤め先の社⻑から起業を促されたそうですね。

 ◆⼊社して３年です。断りました。ですが翌年、再度のれん分けの形で
起業するよう打診された。それで、８８年末にインターソシオシステムと
いう会社を設⽴しました。仕事の⼀部を回してもらう形で、最初の７年ほ
どはもとの会社に居候していました。

 もとの会社の社⻑から、⼀⼈で始めて半年たったら社員を雇う、資⾦は
⾃分で出すよう⾔われ、忠実に守りました。営業で仕事も取れるようにな
り、社員数も増えました。当時は午前９時出社で、深夜１２時まで働くと
いう⽣活でしたね。

 ですが、バブルが崩壊して仕事が減って急に暇になった。そのタイミン
グで第２⼦を妊娠したんです。再婚してすぐのことで、妊娠中も最低限の
仕事はしました。会社員のように同僚や周囲の⽬を気にする必要がなかっ
たので、１〜２時間外回りをしては家で休んだりして、⾃分のペースで働
けたのがよかったです。

 ──その後会社は順調に⼤きくなったのですか。

 ◆そんなことはありません。⽇⽴のグループ企業と直接取引できるのに
１０年。⽇⽴製作所は２０年かかった。医療検査装置の組み込みソフト開

鴫原社⻑
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発などを受注しましたが、社⻑が⼥性だからという理由で提⽰される契約
の⾒積もり額が他社に⽐べて低かったのが⼀番つらかった。

 地元で社⻑同⼠の会合があっても起業当初は⼥性は私だけ。会合後の集
まりには出ましたが、⽇常の⾮公式な集まりには壁を感じることも多く、
ほとんど参加できませんでした。ただ、その分「飲み代」になるはずのお
⾦を開発費に充てられたのはよかったですね。

東⽇本⼤震災を機に会社を社員に譲る

 ──１１年にインターソシオシステムを社員に譲りました。

 ◆設⽴１０年で社員数が約３０⼈になりました。その⼈数になると全体
に⽬が⾏き届きません。役職を置いたピラミッド型にするため社員教育を
始めました。その結果どうなったか。私のやることがなくなったんです
（笑い）。

 いっそのこと同社を社員に譲ろうと決めて、０９年にマネジメントシス
テムを設⽴し、軸⾜を移そうとしていたときに東⽇本⼤震災が起こりまし
た。当時の社員たちの活躍ぶりを⾒て、すぐに任せようと思ったんです。
会⻑の肩書と⼀部の同社株を持っていましたが、来年３０周年を迎える前
に同社社⻑に全ての株を譲りました。

 ──マネジメントシステムの今後は︖

 ◆インターソシオシステムでは、⽇⽴製作所を向いていれば商売ができ
ました。ですが、その間全く地元に⽬を向けられていませんでした。マネ
ジメントシステムでは、地元の困りごとをＩＴで解決しようと試⾏錯誤す
る中、茨城⼤学の先⽣からの声かけもあり、バスロケーションシステムの
「⾒えバス」にたどり着きました。

 「⾒えバス」は、地図上にバス路線と運⾏中のバスの現在地をリアルタ
イムで表⽰します。スマホアプリではアイコンをタッチするだけでバスの
現在地を確認できます。ワンタッチです。バス停の前で時刻表のバスは
「すでに通過したのか、これから来るのか」という不安を解消できます。
私⾃⾝が１３年に茨城⼤学⼤学院に⼊り、⼤学と共同で研究開発しまし
た。

マネジメントシステム社とインターソシオシステム社が⼊るビル
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経済プレミアのトップへ

 これから営業に本腰を⼊れ、全国津々
浦々まで広げたい。そのためには、東京
に拠点を移すのが最善で、来年までに移
転する計画です。また、「⾒えバス」の
知名度を上げるためにも５年以内に新規
上場を⽬指します。私は８０歳までは働
きたいと思っていますが、結局は⽣涯現
役を貫くかもしれませんね。

鴫原育⼦社⻑略歴

 鴫原育⼦（しぎはら・いくこ）

１９５８年茨城県⽇⽴市⽣まれ。茨城キ
リスト教短期⼤卒業後、８０年に⽇⽴製
作所に⼊社。ソフト開発ベンチャー企業
を経て、８８年にインターソシオシステ
ムを設⽴。ソフトウエア開発や受託開発
で業容を拡⼤。２００９年にマネジメン
トシステムを設⽴し、１１年にインターソシオシステムを社員に経営譲渡
した。マネジメントシステムと茨城⼤学との共同研究で開発したバスロケ
ーションシステム「⾒えバス」の全国展開を⽬指す。マネジメントシステ
ムは従業員６⼈、年間売上⾼約７０００万円。

【 経済プレミア・トップページはこちら 】

【 杜⽒なしで社員が造る純⽶⼤吟醸「獺祭」の伝統と⾰新 】

【 「ワコール３年の下積みを糧に」５１歳真打ちの雑草⼈⽣ 】

【 談志のドジ弟⼦が前座９年半で学んだ“与太郎的⽣き⽅” 】

【 ⽇本のボーナス「１０兆円減」景気が良くなるはずがない 】

編集部
⻑く経済分野を取材してきた今沢真・毎⽇新聞論説委員を編集⻑にベテラン・
若⼿編集者が経済・社会の最新情勢を追います。 
twitter 毎⽇新聞経済プレミア編集部@mainichibiz 
facebook 毎⽇新聞経済プレミア編集部
https://www.facebook.com/mainichibiz

スマホアプリ「⾒えバス」の画⾯

関連記事

ＤｅＮＡ“盗⽤サイト”は⼩学館出資で⽣ま
れ変われるか

「シャープ公式」炎上に⾒るＳＮＳ活⽤の
リスクと限界

ドコモがテザリング無料を決断 ａｕ、ソフ
バン追従へ

スマホ位置情報が記録される社会の利点と
不安

あなたの「ロケーション履歴」が捜査に使
われる︖

連載 経済プレミアインタビュー

前の回を読む

政治・経済

Timeline
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