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第４章 企業における「場」の事例研究－前川製作所－ 

  

 

 本章では、株式会社前川製作所を取り上げる。前川製作所は、産業冷凍機のメーカー

であり、独自の組織経営によって広く知られている企業である。以下では、前川製作所

の概要、組織特性、職場における場の認識について述べた後、顧客との共同プロジェク

トについて記述する1。 

 

第 1 節 前川製作所の概要2 

 

1.1 概要 

前川製作所は 1924 年（大正 13 年）に製氷冷蔵業の前川商店として創業した。当時、

冷凍機の大部分は欧米からの輸入品であり、国産の冷凍機はまだめずらしい時代であっ

た。前川商店が㈱前川製作所と改称し、冷凍機の国産化を始めたのは 1934 年（昭和 9

年）のことである。当時、国内の冷凍機メーカーは、日本製鋼所、日立製作所、前川製

作所の 3 社だけであった。その後、冷凍機メーカーの数は徐々に増えて昭和 30 年代に

は 20 社以上になった。しかし今日では、国内は２～３社、世界でも 10 社余りしか残

っていない。 

前川製作所の技術と製品のバリエーションは、冷凍機を中心に据えながら、そこから

派生する分野に年々拡張された。（図表 4-1-1：技術の広がり）このような技術的広がり

によって、売上に占める冷凍機の割合は相対的に低下し、現在は、売上に占める冷凍機

や食品加工機械等コンポーネントの割合は約 1/3 で、残りの 2/3 はエンジニアリングや

メンテナンスの売上である3。前川製作所グループ4の平成 13 年度の売上高は 1,121 億

円、従業員数は 1,980 名（国内）である。 

以下、本社である株式会社前川製作所のことは前川製作所、独立法人を含めた前川製

作所グループのことはマエカワと区別して記述する。 

 

1.2 技術の特徴 

マエカワの技術的特徴は、熱エネルギーを利用してモノを冷やしたり暖めたりする技

 
1 事例の記述では敬称を省略した。また、インタビューの発言者の名前は注釈として欄外に記載

した。発言者のフルネーム、インタビュー時の所属、役職、インタビュー日時は巻末の参考

資料を参照されたい。 
2 前川製作所の概要については、前川製作所（1985）、鎌田（1987）、奥田（1990）、前川総合

研究所（1996）、徳丸（1997）などを参照されたい。 
3 岩崎,第 2 回 
4 ここでの売上高や従業員数は、㈱前川製作所の数字ではなく、分社を含めた前川製作所グルー

プトータルのものである。 
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術を使って、様々なシステムを構築しプラントエンジニアリングを行うところにある。

それをマエカワでは、「熱の総合エンジニアリング」と表現している。つまり、冷凍機

の製造やメンテナンスを行うメーカーであると同時に、生産ラインやユーティリティの

最適化などシステムの設計・施工まで手がけるところに特徴がある。最近では、冷熱技

術を応用した「環境コンサルティング・ビジネス」や冷熱技術に食品加工システムを加

えた「トータル生産システム」の提案を行っている。 

ここで、冷凍機について簡単に記述しておく。冷凍とは、一般に大気温より低い温度

にすることで物体を冷やすことをいう。冷凍機とは、低温をつくる機械装置のことで、

冷蔵庫、製氷機、理化学実験用の低温装置、気体液化機などに用いられる5。冷凍機は、

大きく分けて、圧縮機（コンプレッサ）、凝縮機（コンデンサ）、膨張弁、蒸発機の４つ

主要な機器と付属機器によって構成され、冷凍サイクル（冷媒を液体→気体→液体と機

械的に循環させる機構）によって物体を冷やしている。（図表 4-1-2：冷凍サイクル）マ

エカワの技術の核になっているのは、冷凍機の心臓にあたる圧縮機の製造技術である。 

 

 

 

 

 
5 小学館国語大辞典より。 

 

図表 4-1-1:技術の広がり 

（参考資料：会社案内前川製作所グループ） 
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蒸発器 圧縮機

凝縮器膨張弁

熱

熱

蒸発器で気化した
冷媒は圧縮機に吸
い込まれて圧縮さ
れ、常温の冷却水
や空気で冷やしても
容易に液化する状
態になる

圧縮機で高温・
高圧になった冷
媒ガスは、凝縮
器で常温の冷却
水に熱を奪われ
て高圧の液体に
なる。

蒸発器では、液
冷媒は盛んに蒸
発し、外部の冷却
しようとするもの
から蒸発に必要
な熱を奪って気化
する。 蒸発熱 圧縮熱

凝縮熱

液化した冷媒
を蒸発器に送
り込む前に、
あらかじめ低
温でも蒸発し
やすいように
圧力を下げる。

（減圧作用）

図表4-1-2：冷凍サイクル 

（出典：通産省立地公害局保安課監修(1989)『新イラストで学ぶ冷凍入門』） 

 

 



 141 

1.3 市場の特徴 

 マエカワの生産している製品群は、生産財（産業財）である。生産財とは、一般消費

者向けに開発・生産される「消費財」とは異なり、企業や官公庁を対象にした製品やシ

ステムを指す。冷凍機などの一般機械は、生産財の中でも特に資本財に位置づけられる。

つまり、継続的に使用され耐久年数の長い大型設備のことである。生産財市場は、受注

生産の比率が高く、産業全体の設備投資や公共投資の動向など景気や経済政策の影響を

受けやすい傾向がある（藤井＝広田,1998）。 

冷凍空調産業6において、｢冷凍・冷蔵｣に関わる分野は産冷市場と呼ばれる。産冷市

場は、食肉や水産など生鮮食品用冷凍倉庫を基点としたコールドチェーン（低温流通機

構）の普及や、業務用の冷凍・レトルト食品などを扱う食品加工業の成長とともに拡大

してきた。そして、マエカワの事業領域も産冷市場の拡大とともに広がっていった。こ

の冷凍・冷却に関する技術から派生する領域を中心にした事業展開の方向性は、創業以

来大きく変わっていない。 

 マエカワが、これから述べるような「独法」という小集団を組織の基本的な構成単位

としてきた理由は、このような生産財としての製品と市場の特性に大きく依存している

と考えられる。冷凍技術自体は既に完成された分野であるが、官公庁や大学向けの実験

装置の場合は、温度帯や圧縮するガスの種類などによって開発の要素の強い先端技術を

要求される。また、主な顧客は水産会社、食品会社、漁協などで、それぞれの扱う商品

（食品）の種類や機器の用途によって仕様が異なる場合がほとんどである。いずれの場

合も、大量生産品では対応できない個別のニーズに対応するために個別受注で生産を行

う。マエカワではこのような生産のあり方を「一品料理のモノづくり」と呼んでいる。 

 

1.4 事業展開の具体例 

産冷市場に関して言えば、冷凍倉庫の水産用冷却プラントや船舶用冷却プラントにマ

エカワは多くの納入実績をもつ。例えば、東京水産ターミナルや豊海冷蔵庫団地で使用

されている冷凍機の 90％以上はマエカワブランド（MYCOM）である（前川総合研究

所,1996）。 

エネルギー市場に関しては、1970 年代にエネルギーを有効利用するためのヒートポ

ンプを使った新しいシステムの開発が行われた。背景には、70 年に起きた二度のオイ

ルショックをきっかけとして、省エネ設備の開発が社会的な要請になったことがある。

マエカワにおいてもオイルショックの時は、順調に伸びていた受注が極端に落ち込み、

 
6 1998 年度の冷凍空調機器の売上高は、約 2 兆 2 千万円で、このうち約 95％がルームエアコン

やカーエアコンといった空調機器であり、7.5KW 以上のいわゆる産業用冷凍機に限って言えば

約 5％である（日本冷凍空調工業会,1989）。 しかし、大型になるほど設置工事などの付帯設備

費用の比率が高くなるため、純粋な機械の売上だけでは、市場の全体像を正確につかむことは

できない。 
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新たな方向性を模索せざるをえない状況に陥った。そのような状況から生まれたのがビ

ル空調・蓄熱システム、排熱回収システム、極低温プラントなどの分野である。 

マエカワは、1977 年に省エネ技術の開発のために通産省工業技術院の主導で進めら

れた「ムーンライト計画」に参加した。このことが、1981 年に「高温圧縮式ヒートポ

ンプによる排熱回収技術」開発の成功につながった。ヒートポンプとは、文字どおり熱

を低いところから高いところへ汲み上げる装置で、主に空調用に使用されている。家庭

で使うエアコンにも小型のヒートポンプが組み込まれている。ヒートポンプは、冷媒液

の流れる向きを変えることによって冷凍サイクルを逆にまわして運転する。つまり、冷

房運転では室内機から取り込んだ熱を室外機から放出し、暖房運転では屋外から取り込

んだ熱を室内機を通して放出しているのである。空調用のヒートポンプでは、50℃くら

いの温水をつくり暖房に使用するのが一般的である。しかし工業用としては、50℃程度

では温度が低すぎて利用価値が低い。スクリューコンプレッサーを使った高温圧縮式ヒ

ートポンプを使えば、30～60℃の温廃水から熱を回収し、100～120℃の高温水をつく

ることができる。現在は 200℃まで昇温することが可能になっている。この技術の開発

によって工場廃熱をそのまま捨ててしまうのではなく、最大限回収してエネルギーのリ

サイクルを行う省エネシステムが可能になった。 

 また、最近では、オゾン層を破壊するため使用が禁止されることになっている7フロ

ンに代えて、自然冷媒であるアンモニアを使ったシステムの開発にも成功している。フ

ロンガスが主流になる昭和 40 年代以前には、日本でも産業用冷凍機の約 80％でアンモ

ニアが使用されていた。海外ではアンモニアが冷媒の主流である。1998 年の長野オリ

ンピックに際して、長野市は入札を行わず、自然や環境に悪影響を及ぼさない施設づく

りという観点から業者を選定した。マエカワが、主要な氷上競技施設の製氷設備を受注

することになったのは、アンモニアを冷媒に使った製氷システムが評価されたからであ

る。 

 食品市場に関して言えば、家庭に冷凍・加工食品が普及したことや外食産業が発展し

たことによって市場が拡大していった。特に、食品や飲食メーカー向けには、単に食品

を冷凍する冷凍庫やフリーザーだけでなく、搬送・整列・加工・包装といった工場全体

の自動化や使用エネルギーの最適化システムなどを手がけるようになった。同時に、省

人化と効率化を同時に実現できる自動機械の開発が求められるようなった。代表的な食

品加工機械に、鶏モモ肉の自動脱骨機「トリダス」8が挙げられる。トリダスは、1994

年に養鶏・養豚・畜産の加工工程において優れた技術に与えられる VIV ヨーロッパで

銀賞を受賞した。日本では農林水産大臣賞も受賞している。この自動脱骨機は冷凍機以

 
7 オゾン層保護条約議定書（モントリオール議定書）締結国会議において、「特定フロンは 1995

年までに全廃」「HCFC などの代替フロンは 2020 年までに原則廃止」が採択されている。  

8 詳しくは、前川総合研究所（1996）を参照されたい。 
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外の事業領域におけるマエカワの技術開発の独自性を象徴する製品である。 

 

1.5 人事・教育システムの特徴 

 マエカワには人事部や教育部というものがない。採用は前川製作所の総務グループを

中心として行うが、総務グループが行うのは、新卒・中途にかかわらず新入社員を配属

するところまでで、一元的に人員の配置を考えている機関はない。同様に、社員教育を

一元的に計画し実施している機関もない。それでは、採用・配属・人事異動・社員教育

はどのようになされているのであろうか。 

 

1.5.1 採用・配属・異動・評価 

 新卒採用は、総務グループの採用担当者によって行われる。新卒の場合、前川製作所

で一括採用する。募集には学校推薦と一般応募がある。マエカワは機械メーカーなので、

機械、電気、化学、生産工学などを専攻した学生が研究室の先生の紹介で応募してくる

ことが多い。ただし、選考の際、専門分野を限定して考えるわけではない。選考の基準

は、専門知識を持っていることを前提として、「元気で明るくて人に強い」かどうかを

見る9という。大学の研究室から応募してくる学生には、研究室での共同研究を通して

マエカワを知って応募してくる学生もいる。また、共同研究の経験はなくても、先生と

マエカワが共同研究を進めている研究室からの推薦もある。採用人数に関しては、独法

から採用希望のアンケートをとり、それを集計した数字をもとに行うが、必ずしも独法

の希望通りに採用が行われ配属されるわけではなく全社で調整が行われる。ただし、あ

る程度選考が進んできた段階で、本人の希望（職種や地域など）と独法の希望（専門分

野など）のすり合せを行い、独法あるいはブロックのリーダーが直接面接を行うことも

ある。採用人数は、ここ数年 50名前後である。 

 中途採用は、東京近辺（主力工場のある茨城県の守谷市を含む）の採用は本社である

前川製作所の総務グループが行い、それ以外の地域に関しては各独法が行う。採用担当

者は中途採用の希望をうけて求人募集を行い、適当な候補者が集まった時点で、希望を

出した独法あるいはグループのリーダーが面接を行い内定となるが、前川製作所の役員

の面接で最終的に決定される。各独法でも独自に採用を行うが、最終的には前川製作所

の役員面接で決定される。ほとんどの場合、現場レベルの決定が優先され役員面接は承

認の意味で行われる。 

 このように中途採用に関してはあらかじめ配属先が決まっているが、新卒採用に関し

ては、入社後の新人研修の際に面接が行われ、あらためて本人の希望を確認した上で配

属が行われる。ただし、本人の希望が１００％通るわけではなく、独法の人員配置と求

人希望の状況と、研修中に会社が判断した本人の適性をすりあわせて、最終的に決定さ

 
9 岩崎,第 1 回 
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れる。所属に関しては、全員が前川製作所の所属になり、スタッフ部門、技術開発部門

といった前川製作所に配属されるメンバーを除き各独法へ出向という形式をとる。 

 人事異動に関しては、一般的によくみられる定期異動のようなシステムはない。独法

間の異動はブロック内でリーダーの話し合いによって決められることが多い。マエカワ

の場合、独法の枠組みの見直しや人員の配置が、常時行われているため、仕事の内容は

変わらないで所属（あるいは所属の名称）だけが変わるということもよくある。また、

独法内でも主に設計や現場監督をやっていた人間が営業もやるようになる等、所属の異

動が伴わずに職務内容が変わるということもある。さらに、営業を主にやっている人間

が一時的に現場監督をやるというようなこともある。マエカワの社員の約 80％が、細

かな専門分野は異なるがいわゆるエンジニアであり、技術・技能の連続性がある程度保

たれているからできることであろう。マエカワでは、職種という概念が希薄であり、製

造・営業・技術というような呼び方はあっても、それが職種を意味しているわけではな

いのである。 

 マエカワにおける評価のシステムは、ABNCDの 5段階からなる「総合的評価」であり

細かい基準はないという。評価基準は、「関係性」（対話、チームワーク）、「全体性」（全

社の総合力）、「技術技能」（全体性と関係性をサポートする技術力・能力）の三つであ

り、この観点から、個人、独法、ブロックがそれぞれ評価される。個人の評価は所属す

る独法およびグループのリーダーが行う。グループ間での評価のばらつきは、同年齢層

同職種内で調整する。独法の評価は、その独法が所属するブロック内の独法相互に行い、

ブロックについてはブロック同士の評価が全社レベルで行われる。独法、ブロックにつ

いては、企業化計画の達成状況が評価の対象に加えられる。 

 

1.5.2 社員教育 

 社員教育に関しては、マエカワの中に体系だった教育システムというものはない。基

本的には現場での OJTで行われている。新入社員は導入研修という約 2週間の会社全般

に関する研修を受けた後、約 3ヶ月の現場研修を受ける。主に、主力工場である守谷工

場の製造ラインの仕事か、アフターサービスの仕事のいずれか、あるいはどちらも経験

する。この新人研修の狙いは、技能を身につけるというよりも、機械が作られている現

場（製造現場）、使われている現場（顧客の現場）を知るということにある。それから

配属になるわけだが、配属先での研修は配属先でまちまちである。例えば、技術研究所

に配属になった場合は、1 年目は仮配属という形で、マエカワの主力製品である冷凍機

のコア・コンポーネント（コンプレッサ：回転機）関係のグループに入り、研究開発で

ベースになるような技術と、マエカワの開発のやり方を現場を体験する。それと同時に

新人研修として、約 12 のカテゴリーに分けて技術の基礎を勉強する。1 つのカテゴリ

ーにつき 4~8 時間かけて行い、教えるのは、入社２年目か３年目の先輩社員である。

新入社員を教えることは、２年目３年目の研修になっているという。入社３年目には、
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2 ヶ月くらい独法に行く独法研修がある。 

 

「マエカワの最先端がいったいどんなことをやっているか、どんなお客さんとあって

いるか、機械がどういう風に使われているか、技研や工場に何を期待されているか、

何をしなきゃいけないかっていうのを膚で感じてもらう。」10 

 

さらに、完全にローテーションができているわけではないが、5 年目から 8 年目くらい

で、約 2 年間、販売側の独法に所属する。これも広義の研修である。さらにここ数年は、

製造のメンバーも加わって年代をばらばらにして 12～13 人単位で問題解決法の勉強会

をやっている。技術研究所の教育体制はこれでも体系化されている方だという。工場で

は、旋盤やフライス、溶接などの技能資格、ＮＣマシニングセンターのオペレーターの

資格など、業務に直結した資格を取得するために、内部で講習会をやったり外部の研修

に参加したりする。これも各独法で少しずつやり方が違う。 

 独法の研修は、ほとんどが OJT である。販売独法の場合、配属になるとある受注物

件に対して、設計、施工、現場監督などを一通り経験する。物件ごとに担当が決められ

2~3 人のチームで仕事をする。このような物件をある程度経験し、技術的な基本知識が

身についてくると、いくつかの物件を掛け持ちすることも出てくる。このように現場の

ノウハウを身につけて 8~10 年くらいしてから、営業もやるようになる。マエカワでい

う営業とは、パンフレットを持って行って、すでにある商品（コンポーネント）を売り

込むというよりも、顧客の話を聞いて、さまざまな商品（コンポーネント）を組み合わ

せ、時には新たなコンポーネントを開発しながら、システムをつくりあげていく仕事で

ある。したがって、客の話をシステムにおとし込む技術的な素養が不可欠なのである。 

 

「マエカワには促成栽培の教育システムはないけど、長期的に育てるシステムはある。

促成栽培のシステムがない分だけ、若者にいろんな場を、普通じゃ考えられないよう

な場を与える。たとえば、入社して 3 ヶ月くらいのやつにいきなりベテランがやるよ

うな仕事をやらせるとか。一番まずいのは、早く一人前にしようとすること。ちょっ

と冒険させて、もうちょっと冒険させて。そうすると自分に何が足りないかよくわか

る。それで自分で足りない能力を見につけようとする。だから、教育という専属の場

で、本人の資質以外に企業で教育してもっとすばらしい人間にしようというところは

欠けていると思う。」11 

 

「うちは、教育というのは与えるものじゃないと思っている。要は、情報もそうなん

 
10 川村,第 3 回 
11 河野,第 2 回 
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だけど、もらうものではなくて、自分から求めるものだということ。自分から求める

ときに、必要なハウツウ、スタンス、やりやすい方法や分野を含めた希望などはっき

りしてくる。漠然と与えてもだめだ。うちのやり方は、それに対して場を提供するこ

としか考えてない。その場の中で何をやっていくのか、自分がどう育っていって、何

を身につけていくのか。それは自分で考えていく。その中で、年長者が一緒に現場に

入るとか、開発を一緒にやっていくとか、それを通して、外部とのつながりやそれま

で自分が蓄積した知識を開示したり。こういうやり方は、特に今の若い人はなかなか

慣れない。それを敢えて放っておく。すると、そういう体質になれて理解し、そして

自分で求めるようになる。ただし、性急に成果はもとめない。極端な話、3 年くらい

は何をしたってかまわないと思う。その人をじっくりみながら、その機会をどうやっ

て与えようか考えてる。だから、カリキュラムを組んで教えるようなことは考えてな

い。」12 

 

インタビューにおいても、マエカワの教育は場を与えることだという意見が複数あった。

「人を育てるシステムじゃなくて、人が育つシステム」という表現も出てきた。どうし

てそういう風に考えるようになったかを聞くと、「自分もそういう風に育てられてきた

から」という答えが返ってきた。このような人材観・教育観をマエカワの人々は共有し

ているようである。 

 

 
12 万本,第 2 回 
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第 2 節 組織の概要 

2.1 分散化の歴史 

マエカワでは、独立法人経営13（以下、独法経営）という独自の経営スタイルが取ら

れている。独立法人（社内では「独法（どっぽう）」と呼ばれている）の構成人数は 10

～20 人であり、ほとんどが一般にいうプロジェクトレベルの大きさである。独法は地

域や市場別に国内 80 社、海外 23 社あり、その集合体が前川製作所グループを構成し

ている。（図表 4-2-1：組織図）マエカワの社員は約 2000 人だから、単純に独法の数で

割ると一社約 25 人ということになる。ただし、製造部門については 50～100 人規模に

なっている。また、本社である㈱前川製作所には、スタッフと技術研究所のメンバー合

計約 400 名が所属している。実際の活動は、製造部門、スタッフ部門、技術研究所に

おいても、他の独法と同じように 10 人程度の小グループで遂行されている。 

マエカワの組織の変遷は次の 4 つの時期に分けて考えることができる。 

 第 1 期は、創業から 1950 年代にかけての町工場の時代である。マエカワの本社ビル

は創業当時から東京の深川にある。深川は下町で江戸時代から職人の町である。創業当

時からしばらくの間は、そこで｢組｣によるモノづくりが行われていた。「組」とは親方

を中心とした徒弟関係によって構成される職場集団のことである。気心の知れた職人た

ちが、一人何役もこなしながら顧客の要望を細かく聞いて仕様を決める。設計も工事も

全てひとつの「組」の責任で遂行される。そういう仕事の進め方がこの時期に出来あが

った。今日でも「マエカワでは分業で仕事をしない」という表現が使われることがある。

それは、実際に分業を行わないということではなく、独法という基本単位があらゆる機

能をもつという意味である。つまり、一つの独法においてマーケティングからアフター

サービスまでを一貫して行い、技術者は開発から設計施工、更に営業も行うという基本

的な理念を反映しているものである。 

 
13 独法は、原則として㈱前川製作所の全額出資によって設立されるが、独法化の定着に伴って、

資金面で余裕のある独法が出資するというケースも出ている。 
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（組織図挿入 4-2-1）
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 第 2 期は、1950 年代から 1970 年頃までの部課制の時代である。高度経済成長期の

食品産業の発展にともなって冷凍機に対する需要は拡大した。それと同時に、製造部や

営業部などの「部」ができて組織の機能分化が進んだ。マエカワでは、工場の機械化を

進めラインによる生産体制を取るようになった。1964 年には日本で初めてのスクリュ

ー冷凍機が開発された。技術開発の専門家が養成されるようになったのもこの頃からで

ある。このような専門化と生産の効率化の一方で、コミュニケーションにおける縦割り

組織の弊害が徐々に顕われるようになった。現場から「意思疎通がうまくいかなくて仕

事がやりにくくなった」（前川製作所,1985）という声があちらこちらから聞かれるよう

になったのである。実際、コミュニケーションに齟齬が生じたためにクレームが発生し

たこともあった。 

 このような状況の変化の中で、1971 年に前川正雄が 2 代目の社長14に就任した。そ

れからまもなく社員が一同に集められ、今後の組織のあり方について意見を聞かれたと

いう。 

 

「役割と責任が明確で、命令系統がはっきりしているピラミッド型の組織は、メーカ

ーの側で売りたいモノを大量生産・大量販売するような事業形態には向いていたとし

ても、市場が求める製品を一つずつきめ細かく作っていくウチのようなやり方には合

わない。」15 

 

皆の意見は、今の組織形態が長年培ってきたモノづくりの理念と合わないというもので

あった。そこで組織を「もとにもどす」ことになった。もとにもどすといっても「組」

単位にするということではない。組織を製造・営業・設計施工・アフターサービスなど

の機能単位で分けるのではなく、北海道、関西、九州といった地域ごとや冷凍倉庫、船

舶、食品といった市場ごとのグループにくくりなおして仕事を行う体制にすることであ

った。その頃、マエカワでは今西錦司の『生物の世界』が輪読されていたという。 

 

「環境も生物も元は一つのモノから生成発展したものであるがゆえに、生物は環境を

離れては存在しえない。生物とはそれ自身で完結された独立体系ではなくて、環境を

も包括したところの体系を考えることによって理解されるような存在である。」（今

西,1972） 

 

今西生物学は、「自然淘汰」ではなく「棲み分け」理論である。生物の世界は、自らの

特徴を出して「棲み分け」していくことによって、多様性が確保されている。この本と

 
14 前川製作所の創業者は前川喜作である。前川正雄は 1971 年に社長に就任し 1995 年からは代

表取締役会長である。 
15 前川総合研究所,1996,P.24 
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の出会いによって、マエカワの問題意識の中に、時代が変わる中で環境に合わせて自ら

も変わっていくためにどのような組織であればいいのかという命題が組み込まれた。

「もとにもどす」ということの意味は、誰もがお互いをよく知り合い、一人ひとりが多

種多様な仕事をこなすのが自然であった町工場の精神に立ちかえり、それぞれのグルー

プがそれぞれの特徴を生かすことのできる組織体制にするということであった。 

 第 3 期は、1971 年から 80 年までのグループ制の時代である。緊密な関係性を再び構

築するために部課制は廃止され、小集団によって市場ごとに構成される機動的な組織の

枠組みが設定された。営業、受注、設計、施工、アフターサービスまで一貫して行うグ

ループ制である。 

 

「仕事は営業、設計、施工、サービスまで全部やってた。わかりやすい言い方をする

なら、自分で営業した仕事を設計して、現場監督をやってアフターサービスをやる。

ひとつのお客さんに対して全部やるってこと。」16 

 

グループ制の時代には、各グループごとにユーザーの新しいニーズの発掘が行われるよ

うになった。一つのグループでは対応しきれない案件の場合は、社内から適材を集めプ

ロジェクトで対応した。しかし、クレームやトラブルなどの問題が発生した場合、グル

ープ制では本社に援助を要請することが出来た。グループはあくまでも前川製作所の一

部分にすぎず、仕事に対して全責任を負っているわけではなかった。「全体性をもった

自立と自律には距離があった」17のである。そこでもっと徹底した市場密着を推し進め

るための新しい体制が模索され、1980 年に独法制がスタートした（第 4 期）。 

 

「独法は、一つの集団が一つの市場に深く入っていくことを狙った組織形態なのです。

その市場に要求される、マーケティングから技術、設計、工事など全部を一つのグル

ープの中でやっていくという考え方です。言い換えれば、一つの市場全体の情報を、

一つの独法全体で取り込むということです。」 

（清水＝前川,1989） 

 

独法制は、表面的にはそれぞれのグループが商法上の法人として登録されただけのよう

にも見える。しかし、実際にはマーケティングから営業、設計、施工、アフターサービ

ス、人事、経理に至るまで、一般に企業が持つ機能のすべてを、10 人前後の小集団で

行うことを意味していた。新しい商品の開発、そのための投資計画、人材の採用と育成、

市場に対する戦略の策定、受注の決定などをそれぞれ個別の独法が自らの責任において

 
16 河野,第 1 回 
17 岩崎,第 2 回 
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遂行することが求められた。それまで前川製作所の一部分にしかすぎなかったグループ

が、損益計算書と貸借対照表を持つ独立した企業と位置づけられたのである。独法の自

立性は最大限認められる一方で、責任を第三者に転嫁する余地は残されていなかった。

経営に失敗すれば、自らの存続自体が危うくなる。独法の社長になった社員のみならず、

構成メンバーの内にも危機意識が生まれた。 

 独法制のもともとの発想は、海外で現地法人を設立してきた経験にある。18 

マエカワは 1964 年にメキシコに進出しており、それ以降、北米、南米、欧州、アジア

に拠点を広げていた。そこで培った独立会社のノウハウを国内でも実践しようとして考

え出されたのが独法制である。しかし独法制に移行する段階では、技術力の低下や資金

繰りの問題などが懸念された。そこで問題が発生するたびに、その一つひとつに対して

解決策が立てられた。例えば、「10 人程度の零細企業で大型物件がこなせるか」といっ

た問題は、ブロックという新しい機能を設けて対応することになった。ブロックとはい

くつかの独法の集合体である。地域ごとや市場ごとに 5～10 社の独法が集まり、個別

の独法では対応できない事項について問題解決を図ったり、個々の独法が対応している

市場の範囲を越えて大きな枠組みで市場戦略を立てたりする。（図表 4-2-1：独法とブロ

ックの関係） 

 

「独法をつくればつくるほど、地域的市場的に同じような傾向があるところは仲間が

一緒になりたいという自然の願望が生まれてくるわけ。より大きな仕事、より多くの

情報を集めようとして、動こうとしたら、ブロックを形成したほうが都合がいい。同

じようなところで動いている仲間同士が集まったら、情報なり技術なりを共有できる

し。でも、それを全部一緒にしちゃうと、独自性というか特徴が出なくなる。技術的

な特徴も。そのために分散するんだけど、分散した小さな集団が、自分達の枠を超え

た戦略をたてて仕事をしようとすると、やっぱりブロックになったほうが力が出る。」

19 

 

それぞれの独法が実績を積み重ねていくことで、独法間、ブロック間において、得意な

技術を出し合い、足りない技術を補完し合う相互補完機能が徐々に働くようになった。

受注に際しては、本社である前川製作所が元請になる形で受注し、それをいくつかの独

法が分担して受け持つようにした。売上の分配も独法同士の話し合いによって決められ

た。資金繰りに関しては、前川製作所に銀行の機能をもたせ、独法が低金利で融資を受

けられるようにした（鎌田, 1987）。 

 

 
18 会社案内前川製作所グループ,P.2  
19 河野,第 8 回 
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Ａブロック
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Ｆプロジェクト
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 約 100 の独法を立ち上げるためにマエカワではじっくり時間がかけられた。 

実際、独法化20は 1980 年に八戸、清水など水産基地のアフターサービスを行っていた

地方の 3 社からスタートして毎年数社ずつ行われ、1986、87 年をピークに 1989 年に

主力工場を 4 つの会社に分割した後も行われた。スタッフと技術研究所を除く全てのグ

ループを独法体制に移行するのに約 10 年の歳月がかけられた。 

 独法化が進められる中で、1980 年代後半から「集中化」ということが言われるよう

になった。マエカワにとって 1970 年代はまさに「分散」の時代であった。グループが

独法になり自立と自律を強め市場にフィットした形で活動を展開する一方で、独法をた

ばねる機能が模索されるようになったのである。 

 

「独法は自己完結を狙った組織なんだけれど、自分たちが独法として生きていこうと

真剣に考え出すと、何が自分たちに足りないかが分かってくる。そうすると他の独法

やグループとどういう風に組んでやっていけばいいかを考えるようになる。独法は赤

（字）を出しちゃ行けないんだけど、いくら売り上げがよくても、他（の独法）と関

係性が悪くなったり、関係が切れてる独法は要注意だ。独法が何をやっているか見え

なくなると危ない。どこかおかしくなっているところがあるんだ。」21 

 

「分散と集中の融合」、「個と全体の調和」といったキーワードが出され、ブロックの機

 
20 独法化とは、グループが独立法人になることや、一つの独法がいくつかの独法に分かれて、

新しい独法が設立されることを意味する。 
21 岩崎,第 2 回 

図表 4-2-1：独法とブロックの関係 
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能が強化された。もともとブロックにはマネジメントを専門に行う部門はない。各独法

のリーダーはプレーイングマネージャーであり、それぞれが他のメンバーと同じように

担当をもって活動する。ブロックとしての方向性や戦略を決めるときは、各独法のリー

ダー（社長）が集まって合議的に意志決定を行っていた。さらに、そこに「総研」22と

いう機能が追加された。マエカワにおける総研の機能は、各独法では対応できない新市

場の開拓や大型開発などを推進する部隊であり、主に独法のリーダー経験者が集められ

た。更に、それぞれの独法が自律分散的に行動しながら、マエカワ全体の総合力を結集

することが意図され、「製販技一体化」という言葉が盛んに使われるようになった。そ

の結果、独法同士、ブロック同士、ブロックと技術研究所などの交流が共同受注や共同

開発の形で意識的に促進されるようになっていった。 

 一方、1990 年代後半からは、独法の再編が行われるようになった。バブル崩壊の後

遺症から、企業の設備投資が冷え込み、市場が低迷を続けていることによって、分散の

弊害が出てくるようになったからであるという。例えば、売上が伸び悩むと自己完結型

組織である独法は、自らの売上と利益を確保することに走り出す。それが行きすぎると

判断のベースが狭くなり、長期的な投資や時間をかけた市場へのアプローチができなく

なる。極端なことをいえば、自分の独法さえよければ他はどうでもいいということにな

りかねない。 

 

「目先の利益にとらわれると判断のレベルも低くなり、自分達のできる範囲の裁量で

判断してしまう。そういう傾向が出はじめた。これだと企業は敏感にはなるけど、技

術を含めて大きくなっていかない。やはり『もと一つ』という全体を感じていなけれ

ばいけない。そのためには、同じ目的の独法が集まった方がいい。その中でアンテナ

をどうしようかと。アンテナは多ければ多いほど感度は上がる。そのベースは、研究

とかエンジニアリングにあるんじゃなくて、ユーザーとの深いつきあいをしている

『サービス』が最前線なんだ。サービスを徹底することで、感度を落とすことなくい

ろいろな形でユーザーと会話をし、それをエンジニアリングサイドにもたらす。そう

いう意味で、独法をやってきて出てきた弊害を修正する感じだけど、あるいは、今ま

での上をいく、先をいく形が自然とわかってきた。独法のように小さく分けてみたか

らこそ、その弊害もわかったし、逆にそのいいところを殺さないような形で、よりそ

れぞれの独法が特徴を出せる仕組みができてきた。個性をもった独法が集まると本当

に強いからブロックのような形で発展性を内在した組織にしよう。独法の再編の狙い

はそういう趣旨だと思う。」23 

 

 
22 「総研」には一般に使われる「総合研究所」という意味はない。  
23 万本,第 2 回 
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80 年代までは、産業用の資本財といえども量的な拡大の時代であった。大規模な冷

凍倉庫や食品産業、エネルギー産業では新工場が次々に建設された。しかし、90 年

代に入って内需の落ち込みとともに、工場の稼働率は落ち、新規物件への投資が控え

られるばかりか、改修改造工事すら先延ばしになった。そんな中で問われるのは、客

が本当に欲しいと思える質の高い特徴のある製品である。逆にいえば、客が本当に欲

しいものであれば高くても売れる。そのために、ユーザーと一緒になって「つくりあ

げる」仕組みが模索されるようになった。  

 

2.2 組織論における前川製作所の位置づけ 

生産財メーカーという一般消費者にはあまりなじみのない業種にも関わらず、マエカ

ワは組織運営の特殊性によって経営学者やマスコミによって取り上げられてきた。グル

ープ制の時代は「ホロン経営」（名和,1985）と呼ばれたり、独法制になってからはリエ

ンジニアリングの実践例として取り上げられたりした。1989 年に刊行された日本の組

織シリーズ第 14 巻では、マエカワは「加速する組織イノベーション－経営資源を活用

するネットワーク」の事例のひとつに挙げられている（今井他,1989）。 

次ぎに、マエカワのどのような点が研究の対象とされてきたのかについて、いくつか

の代表的な論説を取り上げよう。土屋(1981)はグループ制の組織的特徴について次のよ

うに述べている。 

 

「前川製作所の経営の特徴は、ピラミッド型組織を否定して、グループ・システムを

とっていることにある。（中略）そのグループ・システムとは、10 人ないし 15 人の

小グループを 70 つくって、各グループに企画、営業から、設計、工事、経理などま

で含めた必要な全ての機能を自己完結的にもたせ、各グループがそれぞれ一企業であ

るかのように、自主的に活動させるというものである。（中略）ただ分割されている

だけでは、同社全体としてのスケール・メリットが出てこないとして、これを横割的

につなげる各種の機能別委員会ないしマーケット別委員会がもたれる。この委員会制

度によって、同社にマトリックス構造が埋め込まれている。（中略）このマトリック

ス構造は、プロジェクト別の縦割りグループが主体であって、機能別の横割の連絡は

臨時にその都度もたれるものである。この組織の運営は、マトリックス組織の運営と

いうよりも、むしろ独自のグループ・システムの問題である。その運営のポイントは、

グループ内の運命共同体意識を盛り上げることと、グループ間に垣根を設けないとい

う二つの方向ではかられている。（中略）これは日本人のもつ集団主義的思考様式を

極端に強調した組織といえよう。」 

 

この論説の中で、土屋はグループ制をマトリックス組織の一形態と捉えながらも、マト

リックス組織の枠組みでは捉えきれない部分があることを認め、それを日本的な思考様
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式を組織に具現化した独自のグループ・システムとしている。 

一般に、独立法人経営は分社経営の一形態として位置づけられる場合が多い。分社経

営とは、古くは昭和 30 年代に松下電器産業や日立製作所が有力事業部門を独立させた

り、最近では組織の肥大化、硬直化や余剰人員の問題を克服する手段として定着してい

る分権的な経営方式である。その主な目的は、独立採算制による経営の効率化、適正規

模による組織の活性化などであり、中核部門よりも新規部門や周辺部門が対象であるこ

とが多いといわれている（遠藤,1988）。しかしマエカワの独法化は、新規部門や周辺部

門というよりは、中核部門を含む組織全体の全面的分社化であることから、本体から特

定の事業部を切り離すタイプの分社経営とは根本的に異なっていると考えるべきであ

ろう。 

 

「もともと、優良・中堅企業の多くは、創業の当初から大きくなることよりも内容、

質の良い企業への道を求めてきました。そこで、ある程度以上の規模に成長すると、

最適規模の事業部や営業組織単位、あるいは一歩進んでいくつかの子会社に組織を分

割します。それぞれをプロフィット・センター（利益責任単位）として運営し、それ

をあたかもネットワークのように張り巡らせて、小規模であることのメリットの維持

に努めています。それは、伸びる企業、儲かる企業への積極的な戦略でした。」（遠

藤,1988, p36-37） 

 

ここでは、マエカワの独法制は適正規模に分割されたプロフィット・センターをネッ

トワーク化した典型例として捉えられている。更に、奥田(1990)は次のように述べてい

る。 

 

「旧来のピラミッド型組織図は、ツリー型と呼ばれるような一元的秩序の体系を示す

のに適しており、これに対し球型組織図によって図示されるような組織とはリゾーム

型（根径型）組織とも呼ばれるように、どこに中心が存在するのか不明瞭な多焦点型

の組織の実態を象徴するのに適している。M 社の例は、まさに多焦点型であり、各

独立法人は本社の一元的コントロールに服することなく、自律性を十分発揮しつつ社

内の他の独立法人と必要に応じ連合を組みつつ経営の諸問題をこなしていくのであ

る。（中略）相互にさかんな情報交換、さらには情報創造をすすめるという流動的な、

そして相互主体的な組織を、ネットワーク組織と呼ぶことができるだろう。M 社の

組織はその一つの典型例であるといってよい。」（奥田,1990, p.72-73） 

 

ここでもネットワーク組織の典型例という表現がある。ネットワーク組織とは、市場と

組織を補完するだけでなく、市場と組織の長所を重合させ編集し不確実性に対処する有

機的なシステムのことである。（今井他,1989）マエカワの組織は、役割と地位の階層構
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造をもつピラミッド型の組織とは組織運営の方法論が異なっている。もっと言えば、組

織観が異なっているというべきであろう。それゆえ、その組織構造と運営プロセスが、

従来の市場や組織の枠組みを超える可能性をもっている点が注目されてきたと考えら

れる。 

  

2.3 企業化計画 

 

次に、マエカワに特徴的な「関係性の表出化プロセス」24を示す例として、「企業化

計画」について記述する。 

 

2.3.1 経緯 

 マエカワで、「企業化計画」という言葉が使われるようになったのは、グループ制が

スタートしてしばらく経った昭和 50 年代初頭（1975 年頃）からである。それまでは、

事業計画のことを「長期経営計画」と呼んでいたが、「経営」という言葉に含まれる「管

理する側」と「管理される側」という上下関係に違和感があったことや、「経営とは文

化活動である」という考え方があったために「企業化計画」に改められたという経緯が

ある。「企業化計画」とは、「企業人」を前提とした言葉である。「企業人」とは、自ら

計画し実行していく意思決定主体のことであり、まさに「独法社長」のあるべき姿であ

った。 

 グループ制から独法制に移行するとき、マエカワ内部では企業化促進のためのミーテ

ィングが１年以上かけて何十回も行われた。手本にするテキストやマニュアルなどはな

かった。社長の前川も加わって、「今、客は何を悩んでいるのか」、「市場はどう変わっ

ているのか」、「自分たちのできること、やりたいことは何か」「3 年後、5 年後にはどん

な仕事をしていたか」、「それぞれのメンバーが特徴を生かして活き活き働くにはどうす

ればいいか」、「3 年後、5 年後になっていたイメージを実現するには、今何をすればい

いか」等々の議論が、時には昼夜の別なく繰り返されたという。 

 

「企業化計画づくりはグループ制の時からやっていた。その狙いは自分達が何をやろ

うとしているのか、その中で自分がどういう位置付けにいるのか、それをみんなで話

し合いをすることによってクリアにしていくことにあった。」25 

 

「各個人のスキル、できること、やりたいこと、それが集まってグループ全体が、例

えばある特定の市場に対して、やろうとしていること、やりたいこと、できることを

 
24 岩崎,第 1 回 
25 川村,第 2 回 
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納得できるまで煮詰めていって、みんなが合意した上で実行していく。その中で自分

の役割をしっかり果たしていってるだけなんだ。それはグループ制でも独法制でも同

じだった。」26 

 

「グループ制の時、独法する（独立法人になること）とは関係なしに企業化計画をい

っぱい立てていた。企業化計画の中には、これからの市場戦略の話も当然入る。その

中で、みんなの考えが今までのような冷蔵庫だけの仕事からもっと仕事の幅や業種の

幅を広げていかなきゃいけないって一致してきて、それで食品工場などの新しい分野

に入り込んでいった。27」 

 

それぞれのグループにおいて、自分たちの見方で市場を捉え、独自の戦略をつくる試み

が積み重ねられていったのである。 

 

2.3.2 地図を描く 

 企業化計画づくりの特徴は、それぞれのグループ（独法）が作った計画をもとに、そ

れらを結合してブロックやマエカワ全体の企業化計画に作り上げていくというプロセ

スそのものにある。企業化計画づくりのプロセスは、グループ制の時代から繰り返し行

われてきたことで練り上げられ、1980 年に独法制に移行する頃には、大体の枠組みが

できあがっていた。企業化計画の構成は、「環境認識・固有の立場」、「企業化のイメー

ジ」、「企業化の方向性」、「実行計画・重点課題」の 4 つの項目からなる。これを独法の

メンバー全員の話し合いによって、Ａ3 用紙 1 枚にまとめる。企業化計画づくりに参加

する過程で、各メンバーは自分の置かれた立場を認識し、それぞれが所属する独法の目

標にコミットしながら自由に行動できるようになるのである。まさに自ら作った行動指

針であり、それゆえ迷った時の「地図」になる。 

 各独法の企業化計画ができた段階で、今度はブロックの企業化計画づくりにはいる。

ブロックとは、地域や市場ごとに編成された、いくつかの独法の集合体で、基本的には

このブロック単位で経営戦略や市場戦略が形成される。 

 

「ブロックは組織体ではないんだよね。独法という場の集まりなんだけど、そこには

何か意志というか求心力があって場を構成するメンバーが集まってくる。その意志に

みんなが賛同して集まってくる。ただ単に放っておいたらそれができるということじ

ゃない。同じようなところにぶち込んでおけば場が生成されるところではない。要は

そこに集まっている人間というのが、何かの意志をもって集まらないとそういうこと

 
26 万本,第 2 回 
27 河野,第 3 回 
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にならない。そのためには自分たちの将来の目標とか、もっと売上を伸ばしたいとか、

もっと技術的に強くなりないとか、そういう欲だよね。そういう独法があつまるとス

クラムを組める。」28 

 

ブロックの企業化計画も、基本的な形式やプロセスはグループにおけるそれと同様であ

り、各グループ（独法）のリーダー及びサブリーダーを中心にして作成される。他部門

の責任者やリーダー（独法社長）、社長をはじめとしたマエカワの役員らがメンバーに

加わることもある。 

 最終的に、ブロックの企業化計画をたばねて、マエカワグループ全体の企業化計画を

つくる段階では、全国からブロックの代表者数名が集まり、全国総研会議が開催される。

そこでは、技術研究所やスタッフからの参加者も交えて、ブロックの企業化計画の説明

とそれに関する徹底的な討議が行われる。この場では、海外にある独法の状況や世界市

場を意識したトップダウンの情報が盛り込まれる。更に、ブロック相互の問題のすり合

わせが行われ、市場ごとに類似した案件の情報交換や、場合によっては新しいプロジェ

クトの立ち上げなどが決められる。（図表 4-2-2：前川製作所グループ全体の企業化計画） 

このようにして作成されたマエカワ全体の企業化計画は、冊子として一つにまとめられ

全独法に共有化される。 

 
28 河野,第 8 回 



 159 

（前川製作所グループ全体の企業化計画） 
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2.3.3 環境認識・イメージ・方向性・実行計画 

 次に、この企業化計画を「環境認識・固有の立場」、「企業化のイメージ」、「企業化の

方向性」、「実行計画・重点課題」の 4 つの項目それぞれについて、もう少し細かく見て

行こう。「環境認識・固有の立場」では、自分の置かれている市場や顧客との関係が、

どのような状態にあるかを表現する。 

 

「環境とは、市場や地域社会を含んだ自分たちが生かされている世界のことです。自

分たちをその世界の部分として捉え、その全体性の中で、今どういう位置づけにある

かを表現します。この計画の基底には、自分たちの特徴はあるものではなく、環境と

の関係の中で創られていくものだという共創の姿勢があります。」29 

 

この時に、新聞や雑誌などのメディアから得られる情報だけではなく、自分たちが営業

やアフターサービスで客に日々接していて感じることを率直に表現していく。このとき、

ことさら論理立てて説明はしない。 

 

「顧客にしても何がやりたいかはっきりとはわかってないことが多い。でも、何かち

ょっと変えたいなとか。もう少しコストを下げたいとか、品質を安定させたいとか、

うまくいえないんだけど、なんか言ってる。それは、最初のうちはよくわからない。

だから、こちらも何をすればいいかわからないんだけど、顧客と何回も話したり、現

場をまわったりしている内に、ぼんやりとわかってくるんだ。」30 

 

マエカワの場合、同じグループに所属する複数のメンバーが、営業、設計、アフターサ

ービスなどそれぞれの日常業務を通して、同じ顧客のところに通い、経営者、資材担当

者、現場の保守管理技術者などに会っている。こうすることで、違う角度から多様な視

点で、その企業の問題点や要望などを掴むことができるのである。そして、それぞれが

つかんできた質的に異なる情報をもち寄って、グループ内のメンバー全員で、顧客の本

当のニーズは何かということを議論するのである。 

 意思決定のために対話を重んじるマエカワでは、フェイス・トゥ・フェイスのコミュ

ニケーションが非常に重要視されている。常に、様々なプロジェクトの会議が行われ、

全国からそのプロジェクトに関与するメンバーが頻繁に行き来する。顧客のところにも、

必要とあれば遠方であってもすぐに飛んで行く。だが、出張申請といった制度はなく、

メンバーは原則的にリーダーへ口頭で報告すればいいことになっているので機動性が

そこなわれることがない。「思い立ったが吉日」とばかり縦横無尽に情報を集めに行く

 
29 岩崎,「企業化計画の特徴」メモより。 
30 河野,第 3 回 
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ことができる。 

 

「電話ですむこともあるし、定例の会議でコミュニケーションをとることもある。集

まるためには経費もかかるけど、やはり必要だと思う。集まることに意味があると思

っている。新入社員を入社 3 日目で出張させたり、信じられないことを平気でやって

いる。そういう経費はかなり使っているだろうね。教育投資と同じくらい重要なこと

っていう位置づけなんだろう。」31 

 

「企業化のイメージ」は、3 年後 5 年後といった将来、自分の所属する独法がどのよう

な力を身につけ、市場に対してどのような存在になっていたいかの表現である。 

 

「企業化のイメージで大事なことは、なっていたいイメージに飛躍することです。飛

躍するということは、従来のものの見方や考え方、組織、制度、ルール等々の枠組み

から自由になること、すなわち開放されることです。ですから跳ぶ時にはカンがもの

を言います。カンとは、環境と自分たちの間において働く能動的で創造的な直観的能

力のことです。私たちは、常に全身の感覚能力を発揮して環境の変化と環境からのメ

ッセージをとらえようとしています。その能力をベースにしてどうすれば現状の枠組

みの打開が図れるか。この時には、集団の感性ともいうべきカンが働くものと思って

います。」32 

 

これも、自分たちの言葉で、簡潔にまとめることが要求される。「企業化のイメージ」

の具体例には、以下のように表現される。 

 

「地域拠点が行う日常のサービス（顕在ニーズ）を通じて、顧客の生産設備の問題点

と市場の変化からくる顧客の不安（潜在ニーズ）を感じ取り、システムの改善やサブ

システムなどの新しいシステムを、全社の総合力で提案して市場を創造していく」（サ

ービス提案ブロックの企業化のイメージ33） 

 

「社会の構造的な大きな変化によって、深い所で起きている消費市場の変化をいち早

くつかみ、製販技一体となって、個々の生産、加工、流通システムを再構築し、食品

の生産から消費にいたるまでのトータルシステムを世界に提供する」(食品ブロック

の企業化のイメージ)34 

 
31 万本,第 2 回 
32 岩崎,「企業化計画の特徴」メモより。 
33 前川製作所グループ「平成 8 年度企業化計画」より抜粋。 
34 前川製作所グループ食品ブロック「平成 10 年度企業化計画」より抜粋。 



 162 

これらは、ブロックでまとめられた企業化のイメージである。一つの文の中に様々な想

いを凝縮する。内容は具体的である必要は特に求められない。それぞれのメンバーのイ

メージが膨らむようなものであればいい。言いかえれば、「企業化のイメージ」とは、

それぞれの独法の決意表明なのである。 

「企業化の方向性」は、環境認識を踏まえて「企業化のイメージ」を実現するために何

をしていくかということを、より具体的に表現することである。先にあげた食品ブロッ

クの企業化の方向性からいくつか抜粋すると、 

 

・食品ブロックの体質強化のためにブロック全体で ISO9000 シリーズの認証を取得

する。 

・ ゼロ・エミッション35ブロックや製造・技術研究所・地域ブロックとともにゼロ・

エミッションプロジェクトを成功させる。この事により全く新しい生産システム

が開発され、個々の市場が深堀され、独法は更に細分化する方向へいく。 

・流通システムの再構築の仕掛けを行うために社外（大学・行政官庁・業界）とのネ

ットワークを作り上げ、その中より具体的な市場対応グループを作り上げる。 

 

といった項目が盛り込まれている。ここでのキーワードは「関係性」である。例えば、

「ブロック全体で」、「製造・技術研究所・地域ブロックとともに」、「社外とのネットワ

ークを作り上げ」といった表現は、他グループや他企業とどのような関係を形成してい

くかという問題意識から出てきたものである。査定などを行う際の評価基準にも「関係

性」という項目が入っている。 

「企業化の方向性」には先のような項目が 10 項目程度挙げられる。「企業化のイメー

ジ」よりは具体的であるが、また抽象的な表現が混在している。「企業化の方向性」は、

イメージを達成するための方針であるが、手段というよりも、原理原則や考え方を重視

している。ここで過度に具体化してしまうと、行動計画においてそれぞれの独自性が発

揮できなくなるからである。例えば、どの山に登るのか決めるのが「企業化のイメージ」

とすると、その山にどういうルートで登るのかを決めるのが「企業化の方向性」である

36。

 
35 ゼロエミッションとは、廃棄物をゼロにすることをいう。マエカワのゼロエミッション・ブ

ロックは、廃熱の再利用などの工場のユーティティや汚水の浄化や廃物処理のシステムを複合

的に組み合わせて、限りなく廃棄物をゼロにしていくことを狙った工場の改善改良提案を行う

グループの集まりである。 
36 岩崎,第 2 回 
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 「実行計画・重点課題」は、具体的なプロジェクトや目標の設定である。実際の状況

は日々変化していくので、計画にずれが生じてきたら、改めて練りなおし、当初の計画

を変えることもある。この段階では、それぞれのプロジェクトごとに具体的な顧客名や

担当者名を挙げて、進め方やスケジュール、アウトプットにも言及する。もちろん、売

上や利益予想、投資や人材計画も盛り込むことになっている。 

 

2.4 開発審議会 

他社と同様にマエカワにもさまざまな会議の場がある。各独法やブロックでは、様々

な個別のプロジェクトの会議が行われているし、ブロック全体のことを決めるブロック

会議も定期的に行われている。さらに、ブロックの代表が集まって全社のことを討議す

る全国総研会議なども年に数回行われる。会議の形をとらないインフォーマルな集まり

や打ち合せのようなものも頻繁に行われ、そのためのミーティングスペースもフロアの

あちこちに配置されている。その中で、どのような開発を行っていくかという方向性を

全社レベルで討議する場が開発審議会である。 

 

2.4.1 討議の場 

 開発審議会は 1991 年 9 月スタートしたマエカワの技術に関して全社的なコンセンサ

スを形成するための会議である。メンバーの構成は開発案件によって変わるが、本審査

委員として会長、社長、副社長、予備審査委員として技術担当役員をコアメンバーにし

て、技術研究所の専門的な技術スタッフ 5 名と、その案件に関与している製造や販売独

法から 2～3 名ずつが参加する。開発期間は 1～2 年のものが多く、3 年以上かかるテー

マはステップ分けして、1 ステップを 1～2 年で評価することになっている。開発審議

会にかけられる案件は、１年に平均 12 件程度で、現在まで審議された案件は 118 件で

ある。開発審議会が開かれるのは 2～3 ヶ月に１回程度であるが、特にスケジュールが

決まっているわけではなくテーマが上がってきたらその都度開催される。 

 開発審議会ができる前も、新規開発案件に関しての討議はされていたが、必ずしも全

社的なものではなかった。営業担当者が顧客の要望だといって持ってきた案件に、製造

や技術研究所が個別に対応することも多かった。そのため開発の重複が生じたり、情報

が不正確で適切な開発が行われなかったりしたこともあったという。 

 

「開発審議会ができるまでは、販売としては、何かほしいというのはあるんだけど、

何が本当に欲しいのか。その欲しいものが何の問題を解決しているのか技術の方とし

てはよくわからないし、どれだけ売れるのかもわからないことがあった。販売独法の

情報を市場の情報だと信じてこっちから直接それを確かめにいくってことはしなか

った。でも、最近では案件が出た時点で、技術研究所のメンバーも一緒にお客さんの

ところへ行くようにしている。製造も技術も一緒にいってスペックも皆で決めていく。
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それで、開発スピードも上がってきたし、効率もよくなってきた。」37 

 

 マエカワには研究開発費の予算枠がない。予算額を決めて、その範囲の中で開発を行

うという方式ではなく、各独法から出てきた開発案件の積み上げて、全体の予算額を決

めている。もちろん出てくる案件が無条件にすべて開発されるわけではない。国や業界

団体から助成を受けたり、共同開発という形で顧客に開発費用の一部を負担してもらう

場合もある。また、独法同士で出資して開発資金に当てることもある。このような方式

を何年にもわたって繰り返し行っているので、研究開発費は例年の実績±数％に収まる

という。 

 

2.4.2 プロセスを重視する 

 「開発審議会」は開発の是非を問う場というよりも、開発プロセスの承認の場であり、

情報開示の場である。問題にされるのは、案件の内容だけでなくその案件が提案される

に至ったプロセスである。顧客を含めた関与する人々の間で議論がし尽くされているか、

また、関与者だけでなくそれ以外の人間にもわかりやすいように問題点や着地点が表現

されているかということが問題にされる。従って、開発審議会に個人や独法が単独で提

案することはありえない。単独で提案するということは、関与者による議論が尽くされ

ていないとみなされて差し戻される。 

 

「開発のリードタイムをどういう風に考えるかというなんだけど、普通は、物を作る

ということをリードタイムと言っているんだよね。そうじゃなくて、開発というのは

市場の潜在ニーズという、要するに『そこで起きていることは一体何なんだ』という

ことが分かって、それ具体化するのがものだから。その把握の仕方は、営業とか技術

とかいう職種の問題ではなくて、お客と同化していて、お客の使い方とか情報をきっ

ちりしていることが、このリードタイムの一番最後のところではっきりしているかど

うかということが、ものの作り方を制するわけだよね。」38 

 

「プロジェクトになって動き出したらあまり心配はしない。それ以前にきちんと議論

が尽くされているか、それも客をターゲットにした、客を巻き込んだ議論がきちんと

されているかを見ている。でも、プロジェクトの立ち上げ方とかもっていき方とか、

この開発はどんなステップで何を狙っていくかというときに、ちょっと危ない、この

ままじゃ立ち上がらないというときには、自分が入っていく。」39 

 

 
37 川村,第 2 回 
38 佐野,第 1 回 
39 川村,第 2 回 
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開発審議会では、技術的な課題・着地点・予算・回収の方法などに関して様々な議論

が行われるが、決して詰問機関として機能しているわけではない。提案までのプロセス、

つまり製造・販売・技術（工場、営業独法、技術研究所）で、具体的な顧客をターゲッ

トにした議論がなされているかが最も重要な点なのである。つまり、開発審議会で決め

るというより、具体的な議論のプロセスがあり、そのプロセスを表出化することが、フ

ォームにまとめるということなのである。 

 

「開発審議会の意味は２つある。ひとつは資金的なバックアップ。もうひとつは、オ

ールマエカワでオーソライズされるための広報手段。一つの方向性を示すいいメディ

アだと思う。製販技で最初の土俵づくりから参画するということが大事だ。優れたア

イデアを持っている人が顧客ともいい関係になっていて、大きな可能性のあるテーマ

を見つけた時にその可能性を確認する意味でも全社に知ってもらう場があった方が

いい。」40 

 

 多くの人が参加する場で、公開され承認されることによって、他グループの協力が取

りつけやすくなり、結果的に開発がスムーズに進むという。開発審議会で一旦承認され

た開発案件というのは、もはや一独法だけのものではなく全社に共有された問題だとい

う認識が生まれるからである。 

 

「開発審議会っていうのは、ルールじゃなくて、マエカワ全体としてどんな開発を行

って行くか、それを決めていく『場』が見やすく表現されたっていうことだと思う。

審議会がないころと比べれば、ずっと開発がやりやすくなった。」41 

 

 つまり、どのような関係性が構築され、それがどのように機能しているかが明示的に

表現されること、そして、その意図を全員が理解して協力体制を作り上げることが、討

議の場の本質だと考えられているのである。 

 
40 万本,第 2 回 
41 川村,第 2 回 
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第 3 節 パン工場改善プロジェクトにおける場の創造42 

 

 ここ数年来、マエカワでは全社の方向性として、「共創」と「トータルシステム」と

いうことがいわれるようになってきた。マエカワによれば「共創」とは「マエカワ全体

と客とが新しい関係を構築すること」であり、「トータルシステム」とは、「マエカワの

総合戦略として、客に対するマエカワの仕組みを、トータルシステム・プロジェクトを

コアとした構造体にしていき、客とモノの売り買いの関係ではなく、ビジネス・パート

ナーとして新たな仕事を生み出しつづけること」であるという。（図表 4-3-1：共創のシ

ナリオ：出典；内部資料） 

 共創のプロセスは、顧客の困っていることを解決することから始まる。まず、技術者

を中心に工場見学や工場診断を行い、それに基づいて改善提案を行う。そのときに、サ

プライヤーとして顧客の現場を観察するのではなく、顧客と一緒の立場になって、顧客

がインパクトをうけている市場から振り返って考えるということが重要であるとされ

る。たとえば、先の飲料システムの場合で考えると、省水システムを納入するという視

点ではなく、顧客が生産している飲料を消費者の立場からみることで、どういう商品が

売れそうで、そのためにはどういう設備が必要かという視点からみるということである。

そのような視点をかえた提案を行うために、営業担当者だけではなく、技術や製造のメ

ンバーも一緒に顧客のところへいく。そして、企業化計画の手法などを使って、顧客が

本当に困っていることの根本を、それぞれの異なる視点を重ね合わせ類推していく。 

 

「トータルシステムというのは、お客さんの潜在的な意識、潜在的な問題点というものを、本質

的に探っていくということに関しては、自分たちだけの狭いモノの考え方では無理なんだ、総

合力で考えなくてはいけないんだということなんだよね。製販技といわれていたけど、営業案

件の中で、単に技術屋を連れて行けばいいというわけじゃない。やはり、顧客の場の中に入

って、いろんなものの見方を総合していこうというところが不可欠だと思う。」43 

 

お互いの場を共有していくことから生まれる新たな視点から練り上げられた提案を

顧客と一体になって実行することで、お互いに共通言語で理解しあえる関係をめざし、

最終的には暗黙知レベルで理解しあえる新しい関係を構築する。それが共創であるとい

う。マエカワでは共創の条件を第 1 に、トップどうしの合意ができていること、第 2

に、客のトップから現場までがつながっていること、第 3 に、顧客のトップから現場ま

でと、マエカワのトップから現場までがきちんとリンクしていること、の 3 つだとして

いる。このような「共創」や「トータルシステム」というキーコンセプトは、最近の市

 
42 本事例に関しては、修士論文（露木,2000）で取り上げた同様の事例に追加インタビューを行

い、加筆修正したものである。 
43 佐野,第 1 回 
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場の急激な変化に適応するだけでなく、価格競争にまき込まれない独自性を出すための

戦略であると考えられる。それでは、このような戦略は、実際にどのように実践されて

いるのであろうか。 

第 3 節では、マエカワの共創戦略のさきがけとなった事例を紹介する。この事例は、

マエカワが顧客と共同で行ったパン工場の改善プロジェクトに関するものである。この

プロジェクトは、マエカワが参加する前から既にスタートしていた。しかし、マエカワ

が加わったことによって、プロジェクトは一工場の改善にとどまらず、全社の販売戦略

にまで影響を及ぼす新しいプロジェクトに生まれ変わった。なぜそのような変化が起こ

ったのか。この事例を通して、マエカワがどのように顧客との「場」を生成し、その「場」

によって何が生み出されたのかについて考察する。 
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共創のシナリオ
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3.1  食品業界の変化 

1997 年にスタートしたタカキベーカリー44（以下、タカキ）とのプロジェクトは、マ

エカワ側からの働きかけによって始まった。このプロジェクトが始まる数年前から、マ

エカワの内部では食品産業全般に対して大きなくくりで仕事を進めて行くことに対し

て、限界を感じるようになっていた。食品産業と一口にいっても業種によって多種多彩

で、それぞれの業種に合わせた新しい機器の開発、ラインの提案、ノウハウの提供など

が要請される。顧客の側でも、消費者嗜好の変化に柔軟に対応できるような設備にして

いきたいというニーズが徐々に強くなっており、単なる設備の導入や改善では顧客の要

望に対応きれなくなっていた。 

このような食品メーカーのニーズの変化には、食品業界全体の変化という背景がある。

バブル経済の崩壊以降、どの食品メーカーにおいても、原料や生産にかかるコストは

年々増大する一方で、安売り量販店による価格破壊や海外からの輸出攻勢などにさらさ

れて製品価格は低下していった。同時に、O-157 による食中毒の問題などをきっかけに

食品衛生に対する消費者の目が一段と厳しくなり、それに対応する形で米国の衛生基準

である HACCP45の認証取得が農水省や厚生省の主導で進められるようになっていた。

つまり、売上が伸び悩む中で食品衛生面での設備投資をしなければならない状況にあっ

たのである。 

 

3.2 業種別独法の誕生 

マエカワの食品ブロックでは、個別のニーズにきめ細かく対応するために、業種別に

的をしぼった市場展開を行うことになった。プラントエンジニアリングを専門に行って

いた独法（MFPE：マエカワ・フード・プロセス・エンジニアリング）を、業種別に市

場展開する 4 つの独法に再編成したのである。MFPE は、食品産業全般向けにエンジ

ニアリングを行う目的で、食品関連仕事に従事していたメンバーが全国から集められ

1984 年に設立された独法である。今回のプロジェクトで中心的な役割を果たしたプロ

ジェクト・マネージャーの河野郁徳も、もともとは広島営業所に所属していた。 

 

「営業所時代には、冷蔵庫と食品をやるグループがあって、当時は食品のグループで、

食品工場の生産設備をやっていた。それで MFPEができるってことになって、守谷（マ

エカワの主力工場がある茨城県守谷町）のフリーザーを軸にしたグループと、東京で

食品の品質をやっているグループと、地方で食品工場のラインシステムをやっている

グループが集まってきた。」46（図表 4-3-2：食品ブロックの戦略マップ） 

 
44 1948 年創業、売上高 696 億円（1997 年 12 月期）、従業員数 1,075 人。 
45 HACCP＝Hazard Analysis at Critical Control Point の略で、製造過程を総合的に衛生管

理していく管理技術のこと。もともと、宇宙食の開発のために NASA で導入された。 
46 河野,第 3 回 
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優良顧客をもったメンバーが集結したので、最初のうちはメンバーが動けば仕事になる

という状況であった。 

 しかし、独法化 10 年が経過して人数も 40 名を越え、仕事の幅も広がってくると今

度は徐々に行き詰まり現象が起こってきた。ひとつの独法で食品業界全体に対応してい

るので、業種ごとにきめこまかく対応することが難しくなっていた。今年はパン工場の

仕事、来年は惣菜工場の仕事と来る仕事に対応するだけで、どの業界に対してどんな戦

略をもって何を提供していくかを突き詰められなかった。そのうちに競合メーカーとの

技術的な差が小さくなると価格競争が激しさを増した。食品ブロックのメンバーたちは、

少しでも優位な立場に立つためには、それぞれの業界のニーズに合わせたモノづくりの

体制を真剣に考えて行くしかない。 

 

「例えば、フリーザーにしても、麺用のフリーザー、パン用のフリーザー、コロッケ

用のフリーザーと、それぞれの特性にあったフリーザーがあるはずだ。そう考えれば

もっと深くその業界に入り込む必要があった。」47 

 

MFPE は、主食エンジニアリング、ミートプランニング、食品エンジニアリングサー

ビス、冷食システムという 4 つに分かれて独法化した48。業種別にはっきり特徴を出し

て、その業種に必要とされているコンポーネント（機械やシステム）をつくっていくの

が当面の目的であった。しかし、この分散化の背景にはもう一つの大きな戦略があった。

各独法が実力をつけ、チキンブロック、ミートブロック、パンブロックといった新しい

業種別ブロックの核になるというシナリオである。 

 

「４つの独法にわかれたのは MFPE の解体じゃない。そういう形だけの問題じゃな

くて、細胞分裂みたいなもので、もともとの意志は受け継がれる。市場ごと技術ごと

に分かれて特化する。それだけに特化してもあまりある市場の広さと深さがあること

がわかってきた。だから、パンならパンという業種にしぼって分化しようということ

になったんだ」49 

 

それぞれの独法は新事業の中心に位置づけられた。市場に深く入り込むことによって市

場別に特化した独法が、規模的においても技術的においてもレベルアップしていこうと

 
47 河野,第 3 回 
48 平成 10 年の段階で MFPE は４つの独法に分化したが、その後、食品機器販売と食品トータ

ルサービスという２つの独法に再編され、再び MFPE に統合されて現在（平成 14 年）に至

る。以前食品ブロックに所属していた独法では、ブロイラー市場に対応するチキンブロックと、

その他の畜産市場に対応するミートブロックがブロックとして立ち上げられている。 
49 河野,第 8 回 
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いう狙いがあったのである。しかし、簡単にブロックに成長できるわけではない50。ブ

ロックになるためには、それぞれの市場のニーズに合わせた製品開発、エンジニアリン

グ、アフターサービスの体制が整わなくてはならない。分散化してそれぞれの独法の特

徴は出せるようになったが、それぞれが 10 人程度という小人数の独法では人材的にも

技術的にもパワーに限界があり、今度はそれが問題になった。 

 

「独法は日々その日の糧を得ればいいんだけれども、ブロックとなると世界を視野に

おいた市場戦略を作らなきゃいけない。パン業界に対しても、主食エンジニアリング

という独法を立ち上げてはみたものの、社内だけでいくらもがいていても、ブロック

を立ち上げるだけの技術力もパワーも不足していた。それでブロックを立ち上げるた

めのプロジェクトを立ち上げることになった。」51 

 

パンというモノを企業としてとらえるにはどうすればいいか。マエカワには技術集団と

いう自負があった。ただ、それまではパン業界の仕事といってもフリーザーや箱詰め機

といった周辺機器を納めていただけだった。パンをつくるというプロセスにおいて、冷

凍をするプロセスは保存可能にして日持ちをよくするということ以外に意味はない。冷

凍というプロセスがなくてもパンはつくれる。つまり、冷凍プロセス自体はパンづくり

の本質とはあまり関係がないのである。パンづくりのノウハウや情報は冷凍機メーカー

であるマエカワにはなかった。パン業界全体を考えるとき、技術的にパン作りのイロハ

を知りたいという気持ちが強かった。そうしなければ、パン業界に不可欠なコンポーネ

ントの発想が出てこない。それがわからなければ、新たな開発もできないことになる。

パンのことはパン屋にきけ。顧客の懐に飛び込んで一からパンづくりのことを学ぼう。

河野をはじめ食品ブロックのメンバーたちはそう考えた。タカキへの働きかけは、パン

ブロックを立ち上げるための第一歩であった。 

 

3.3 工場改善プロジェクト 

マエカワとタカキのつながりは 1960 年代後半にさかのぼり、タカキの創業者である

高木俊介氏が冷凍生地凍結用の冷凍機を問い合わせたことに始まる。タカキは欧風パン

を中心にした事業展開によって、業界の五指に入る老舗のパンメーカーで、冷凍パンの

製造技術を確立したことでも知られている。それ以来マエカワは、タカキの主要な工場

の冷凍・冷却設備のほとんどを手がけることになった。今回のプロジェクトで全体のマ

ネジメントをつとめた河野郁徳は、それらの工事のほとんど全てに関与して経験をもっ

 
50 チキンブロック、ミートブロック、パンブロックとは、それぞれ、ブロイラー産業、ハム・

ソーセージ並びに鶏以外の食肉加工産業、製パン産業に対して、専門的に開発、設計、施工、

エンジニアリング、アフターサービスを行っていく独法の集合体のことである。 
51 河野,第 3 回 
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ていた。 

 

「最初にタカキベーカリーさんにお世話になったのは、広島営業所にいた時で、千代

田工場の２期工事だったと思う。秦野の冷凍生地工場は立ち上げから関わった。それ

以来増設や拡張工事にはいつも使ってもらっていた。工場の中で仕事をすると、でき

ようができまいが、そんなこと関係なしに、どうしても生産ラインの方に目が向いて

いくわけよ。だから、生産ラインに生産に関することに興味があるから、いろいろ話

をしながらこうしよう、ああしようって、食品をつくることについて話をしてた。」52 

 

マエカワが更に深く市場に入り込むためには、今までよりも突っ込んだ形でメーカーが

求めているモノづくりの全体像を掴む必要があった。そのために冷凍冷却以外のパンづ

くりの現場を知る必要がある。マエカワは冷凍機のメーカーであったから、冷凍生地の

ラインのことは熟知していても、パンづくりの全工程を理解していたわけではなかった。

そこで、マエカワはタカキベーカリーに冷凍装置ではなく、パンづくりのラインの全工

程を教えて欲しいと依頼した。 

 

「基本的にはパンづくりの全工程を知りたい（という動機な）んだけど、やはり何か

インパクトのある提案が必要だったから、チキン業界で新しいコンポ（機械）を使っ

てコストを半分にする活動をやっていることを紹介した。それで、パンのラインのコ

ストが半分になるという話ではないんだけど、マエカワではそういう戦略をもって取

り組みますから、一緒にやらせてほしいって。」53 

 

この申し出に対し、タカキベーカリーの社長である高木誠一は、1997 年当時進められ

ていた工場改善プロジェクトへの参加を求めた。そのプロジェクトは、主にスーパーや

コンビニエンスストアなどの量販店に製品を卸すホールセール54工場（広島工場）の改

善を狙ったものであった。マエカワが最初予想していたのは、冷凍加工プロセスのある

千代田工場か秦野工場での仕事であった。広島工場は冷凍加工プロセスを持っていない

から、マエカワのメンバーも全く未知の工場である。これで冷凍に逃げられなくなった。

本気でパンのことをやらないといけない。河野は、マエカワはこのプロジェクトから「降

りられなくなった」と思ったという。 

このプロジェクトが立ち上げられた背景には、パン業界全体の劇的な変化があった。

1990 年代に入って、フレッシュとバラエティをコンセプトにした「焼きたてパン」を

 
52 河野,第 3 回 
53 河野,第 7 回 
54 材料の仕込みから発酵、整形、焼成までを一貫して行う工場のこと。工場で焼いて袋詰めし

たものが出荷される。スーパーやコンビニエンスストア向けの商品が多い。 
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コンビニエンスストアやスーパーがこぞって店舗に投入するようになった。そのことに

よってパンメーカーのホールセール事業のあり方が一変したのである。タカキベーカリ

ーも例外ではなく、多品種少量生産や多頻度時間指定配送が求められるようになった。

1 日の生産量が 1000 個以上のアイテムが減り、それと反比例するように 100 個以下の

アイテムはどんどん増えた。それも納品先の都合によっては一日に 2 回、3 回と焼成し

なくてはならない。分けて作れば準備や機械の掃除など新しく作るのと変わらない手間

がかかる。当然その分のコストは上がり効率は落ちた。さらに、パンメーカー同士によ

る同質的な横並び競争も激化して差別化が徐々に難しくなって行った。それは、タカキ

がかつて経験したことのない「多頻度微量生産」の世界55だったという。このような状

況を打開するために、タカキでは前述のプロジェクトに先立ち、広島工場の改善に着手

しようとしたことがあった。1994 年に発足した「新ホールセール検討プロジェクト」

である。 

 

「その当時、どこでもフレッシュ、フレッシュっていわれるようになりました。だか

らそれに対応したかった。それと以上に、それまでの考え方を変えてフレッシュに対

抗できる製法、工場を整えるべきだと思った。これまでの発想の延長線上に切り口は

ない。本来うちが追求してきたパンづくりの原点にもどって発想しなければ将来はな

いと思いました。」56 

 

タカキでは、生産設備の老朽化対策やコスト高の解消に加えて、多品種少量生産と多頻

度配送など、量販店からの要求に対応するために新しいシステムづくりが必要とされて

いた。それ以上に、21 世紀に通用する新しいパンづくりのあり方が模索されていたの

である。ところが、そのプロジェクトは中途半端で終わってしまう。1994 年当時は、

バブルの余韻が残っている時期で、全体としての売上は伸びていたから、「抜本的な改

革に結びつけられなかったから」57であるという。 

 

3.4 新プロジェクトへの脱皮 

老朽化した機械の交換や HACCP（衛生基準）に対応した環境整備などの必要性が増

す中で、1997 年初頭に再び「広島工場改装プロジェクト」がスタートした。マエカワ

がプロジェクト加わった 1997 年秋には、すでに、社外のコンサルタントを交えたプロ

ジェクトメンバーによって、生産管理や情報システムなどの具体的な改善案がつくられ

ていた。実質的にはマエカワの入る余地はなかったのである。しかし、社長の高木や工

場事業本部長の吉村には、どうしてもその案がしっくりこなかった。改善案は出来あが

 
55 吉村 
56 吉村 
57 吉村 
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っていたが、内容自体はこれといった決め手を欠いており、プロジェクトの行き詰まり

は深刻であった。現状の改善としてはベストプランだったが、将来のための改革プラン

になっていない。投資回収の目処もつかず、どうしたものか思案しているところにマエ

カワの話がとどいた。 

 

「社長から工場をどうするのかと言われて、プロジェクトをスタートしたのですが、

どんなにやっても改善提案しか出てこない。改善案で改革案になっていないのはわか

っていたけれど、そこまでしか行かないのかなと思っていました。それでも、やらな

いよりはましだろうと。現状の問題は何とかしないといけないのですから。その時に

社長からマエカワさんの話が出てきて、そのときはコスト半減の話だっていうのでプ

ロジェクトに参加してもらうことになったのです。58」 

 

マエカワがプロジェクトに参加する時点で、吉村はマエカワに対して特別なイメージを

持っていたわけではなかった。冷凍技術では一流の会社ということだったが、機械の保

守管理に多額の費用がかかるので、「もう少し安くならないのか」と現場の営繕担当に

問い正したことがあるくらいだった。その時の印象は、現場の人間がマエカワの技術力

の高さや対応のよさを高く評価し信頼しているということだった。社長が話をもってく

るくらいだから、マエカワには何かがあるのだろう。マエカワなら工場のことは熟知し

ているはずである。吉村は、一味変わった提案が出ることを期待した。しかし、この時

点で既に出来あがっていた改善提案が根本からひっくりかえることになるとは考えて

もみなかったという。 

 マエカワとしても、工場改装プロジェクトに参加させてもらったとはいえ、すでに改

善の決め手をつかんでいたわけではなかった。それで、最初は型通りのユーティリティ

の改善による省エネや、ラインの改善による効率化などの提案を行った。しかし、どれ

も現状の問題点を解決する改善案にとどまっていて、特に目新しいものにはならなかっ

た。一般的に、食品工場のエネルギーコストは、生産コスト全体の１～３％程度である。

実際、広島工場では、エネルギーの使用量はそれほど大きくなかったので、ユーティリ

ティをいくら変更しても大したコスト低減にならないことはわかっていた。工場全体の

利益につながるような抜本的な提案にするためには、どうしても別の切り口が必要だっ

た。 

 今度は、守谷工場の製造のメンバーも加わって、工場の生産システムという観点で工

場をつぶさに調べていくことになった。そのうちに 24 時間操業で人件費がかかること

や、出荷体制が非常に複雑であることなどが根本的な問題であることがわかってきた。

先に述べたように、多頻度時間指定配送による出荷体制の複雑さと、それに対応した生

 
58 吉村 
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産体制の煩雑さが原因であった。そこで、河野たちは 2 つの切り口から改善提案をする

ことにした。一つは、出荷体制に対応できるシンプルなパンの作り方を検討すること。

もう一つは、出荷体制の煩雑さそのものをシンプルする方法を考えることである。出荷

体制を見直すためには工場の中だけではなく、タカキの販売体制の複雑さも問題にしな

ければならない。出荷体制をもっと整理できれば、生産体制も効率化することが可能に

なる。取引先の要望を全面的に受け入れるだけでなく、出荷体制を整理できて相手にも

満足してもらえるような、そういう方法を考えられないだろうか。タカキが出荷体制に

関して取引先と交渉する余地もありそうだ。もちろん煩雑な出荷に対応した生産体制の

効率化のためには新しい機械やシステムを開発しなければならない。何が生まれるかわ

からないけれど、その切り口で突っ込むしかないだろうと、マエカワのメンバーは考え

た。そして、このような問題意識をタカキにぶつけてみた。 

 

「最初に、工場の中だけでは駄目ですよ。出荷まで見ないとって言われたんです。そ

れで、もう一度よく調べてみてくださいっていうことになった。そうしたら、出荷ま

でみただけでは駄目ですよって。配送から営業までさかのぼってみないと問題は解決

しませんと。それで、ホールセール事業のあり方を根本的に議論しようということに

なったんです。」59 

 

もともとこのプロジェクトは、改善案が出た時点で終わるはずだった。しかし、仕入か

ら販売まで全体の流れを見直すために、期間を一年間延ばして、最初から計画を練り直

すことになった。広島工場は、ホールセール事業の中核工場である。したがって、タカ

キ全社の経営計画を含めたところを入れないと答えが出ないように思われた。経営戦略

がうまく落とし込めていないから、答えがでないのではないかという直観がマエカワ側

にはあったという。本当の問題を探り出すために「ホールセール事業とは何か」という

根本的なところを問い直すことから議論していくことになり、議論を進める上で、マエ

カワの企業化計画の手法が使われることになった。 

 

「全部の問題を一からつぶしていったら、最終的に工場の生産システムそのものを全

社の中でどのように位置づけるのかという問題まで行きついてしまった。そこまで行

かないと単なるリニューアルの提案で終わってしまう。リニューアルでいいなら、全

ラインの自動化の提案までできあがっていた。それまでは、工場の工務課の人たちを

中心に工場の中だけで議論をしてたんだけど、ホールセール事業ということになると、

工場だけの問題じゃなくなる。それなら、営業や販売や経営企画のメンバーにも入っ

てもらって、もう一度原点にかえって考えてみましょう。それで、マエカワには企業

 
59 吉村 
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化計画という問題解決の手法があります。いろんなことがそれで議論できるから、こ

れをやりましょうって提案したんだ。」60 

 

マエカワから、企業化計画づくりのためのスタッフとして岩崎嘉夫が新たに加わった。

岩崎はマエカワの中でも企業化計画づくりのコーディネータとしてはベテラン中のベ

テランであった。岩崎をコーディネータに据えて、月に２回のペースで話し合いが行わ

れた。工場の生産管理や製造の責任者に加え、従来の工場改善では話し合いの席につい

たことがなかった販売や経営企画の責任者もプロジェクトのメンバーとして話し合い

に加わった。 

 

「企業化というのは、自分の世界をつくって生き続けていくことです。それには、自

己と全体と市場との関係が整合的でなくてはなりません。最終的にはみなさんから出

てきた意見をまとめて、A3 一枚で整理します。ページ数が多いとみんな読まないか

らです。集団のコンテクスト度を高くして、少ない言葉で多くのことが伝わることを

狙っているので、常日頃のコミュニケーションが大事になってきます。」61 

 

企業化計画を作成する過程で、岩崎は企業化計画づくりについてこのように説明してい

る。そして、いろいろな情報（これをマエカワでは「原料情報」と呼んでいる）を引き

出すために、以下のような質問62がランダムに設定された。 

 

・現在の市場はどういう市場か？（市場の特徴） 

・どういう市場を狙っているのか？（市場戦略） 

・今まで何を大切にしてきたか？（原点） 

・市場とどのような関係になっていたいか？（市場との関係性） 

・他社とどこが違うのか？（特徴） 

・事業部の中はどうなっているか？（部内の関係性） 

・他の事業部との関係は？（社内の関係性） 

・タカキの文化とは？（文化） 

・これまでの歴史的経緯は？（歴史） 

 

こういった質問を足がかりに、参加者一人一人の想いを率直に出すブレーンストーミン

グが始まった。マエカワからは河野らもメンバーも加わり一緒に考えをまとめていった。 

 

 
60 河野,第 8 回 
61 岩崎, 「企業化計画の特徴」メモより。 
62 カッコ内は、筆者による加筆。順不同。後述の意見とは対応していない。 
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「流れの中でみんなが納得する方向で流れているかどうか常にみてたね。客もうちも。

うまくいかない方向に行き出すと、どっちかが反対を向き出すわけで。そういうことが

一人もないように。どっちかの誰かが反対をむき出したら何かおかしい。だから、そっ

ちに何があるかを一緒に見るようにすると、違うモノが見えてくることもある。」63 

 

・流通間の競争の激化と消費の低迷でメーカー各社は横並びの競争をしている。 

・消費者の求めるものなのか、バイヤーの求めるものなのかわからない。 

・得意先のコンセプトが確認できない。 

・量販店の市場では、ヨーロッパ風のパンというタカキの特徴が生かせない。 

・営業マンが、売り込みに自信がない。したたかさがない。 

・生産設備の老朽化で商品の品質が不安定。 

・消費者の要望が高度になり、ちょっとしたことでもクレームになる。 

・ 会社の規模が大きくなって大企業病が出始めている。 

・ 集まっても議論せず、議論して決せず、決定しても実行せず。等々 

 

このような意見が徐々に集積していくうちに、表現こそ少しずつ違うが、現状の問題

点の原因となっている要素が浮かびあがってきた。一般的に日本の消費者の多くが、ア

メリカンスタイルのふわふわした柔らかいパンを求めていることは事実である。タカキ

にとっても、アメリカンスタイルのパンを量販店に供給することを通して、コスト・自

動化・品質向上・標準化・衛生管理など面で多くの改善点があることを学んだ。しかし、

本質的な問題点は、量販店の市場とタカキが伝統的に大切にしてきた「色の黒い、噛み

ごたえのあるヨーロッパ風のパン」というコンセプトが合致していないことにあった。

タカキには、小売の専門店による「パン文化の生活提案」や「焼きたてパン」を売り物

に、新しいパン市場をつくってきた歴史がある。1960 年代、町の食料品店で他の商品

と同じように売られていたパンを、きれいに陳列して衛生的な包装紙にくるみ、安心し

て食べてもらえるように工夫した。1970 年代初めには、それまで日本ではほとんど手

がけられていなかった冷凍生地の開発に成功し、リッチなデニッシュ生地の焼きたてパ

ンを流通させるさきがけとなった。このことからも、タカキが本当の力を発揮できるの

は、伝統的なヨーロッパ風のパンという分野であることがわかる。ヨーロッパ風のパン

を普及させたいという想いを貫けるような事業展開をしたいという思いは常にあった。

しかし、ホールセール事業では全く要求品質の異なるマス・マーケットに対応していか

なければならない。このタカキの製品コンセプトとホールセール市場との不一致がプロ

ジェクトの行き詰まりの根底にあった。 

 

 
63 河野,第 7 回 
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「なっていたいイメージは、現状から出発するものではありません。むしろ、未来か

ら現実をひっぱり上げるといった感じです。それは因果律から論理的に導き出される

というよりも、全身全霊を賭けて勘でつくります。頭よりも身体でいくしかないんで

す。」64 

 

タカキの持ち味は欧風パンを中心に据えたパン文化の提案力にある。この持ち味を出す

ことによって、ホールセール事業としても、顧客の店にあわせて時代の変化の先をよん

だ特徴のある売り場づくりを提案し、その中で自分たちのパンを売っていくという戦略

を立てることが可能なはずである。そのためには、多様な要求に応えられるだけの複合

的な機能を持った工場でなくてはならない。プロジェクトのメンバーは、このような観

点から工場の機能を見直す必要があるという認識で一致していった。企業化計画づくり

のプロセスを通して、広島工場の問題は一工場の内部だけで解決できるものではないこ

とが徐々に明らかになっていったのである。 

 

「商売の仕方そのものを根底から議論する中から、一つは新しい商売の仕方というか、

こちらが戦略をもって顧客と対応していく方向性が見えて来た。もう一つは工場の採

算性がはっきりしてきた。どういったモノ作りをするとコストが下がって、今の工場

で利益が上がるかがわかってきた。それが見えてくると今度はそれを実現するための

ハウツウの問題になる。タカキが普通のパンメーカーと違うのは、あらゆる技術をも

っていることにある。特に冷凍生地の技術は一番自信のあるところだから、その自信

のある技術とホールセール用のパン作りの二つを本気で合体させていこうというこ

とになっていった。」65 

 

方向性が決まれば後は周りを説得するに足るだけの具体的な改革案を作るだけである。

そこで、今度は工場の実行計画づくりを行うことになった。 

 

3.5 生産技術のプロ 

 1994 年のプロジェクトの場合も、冷凍生地工場とホールセール工場の機能統合は部

分的に行われていた。しかし、バブル経済下でモノが大量に売れている時代にあっては、

現場の混乱を招くような工場の機能統合という提案は浸透しにくかった。新たな設備投

資や技術開発などの必然性も低かった。市場の本当のニーズが見えなくなっていた時期

であった。 

 

 
64 岩崎, 「企業化計画の特徴」メモより。 
65 河野,第 3 回 
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「94 年の時も、大体同じようなところまで考えてはいたんです。でも、そのときは

徹底できなかった。今回との大きな違いは、マエカワさんの『製販技一体』の考え方

が入ったことです。マエカワさんから、チキンの脱骨機の開発話を聞いて、『製販技

一体っていうのはこういうことだな』っておぼろげにわかってきました。ただ一緒に

いればいいってもんじゃない。それぞれが一体になって取り組まなければ新しいもの

は何も生まれない。成功するかどうかはやってみなければわからないけれど、明かに

そこに切り口があると思いました。」66 

 

しかし、工場の機能を合体することによって効率のよいモノづくりができるという確証

はなかった。卸売業と小売業67の両方の事業をもつタカキでは、これまでそれぞれの事

業には別の機能をもつ工場が対応してきた。広島工場は、ホールセール事業にだけ対応

する工場であり、小売業には対応していない。約 60 キロ離れたところにある千代田工

場は、小売業に対応する冷凍生地専用の工場68であり、ホールセール事業には対応して

いない。94 年の新ホールセール検討プロジェクトでも両方の工場の機能を合体させ、

千代田工場で生産した冷凍生地を、広島工場に運んで焼成するといった試みがなされた

が実験レベルで終わっていた。なぜならば、千代田工場から広島工場に運ぶことによる

物流コストの増加や、品質面で日保ちの要求されるホールセール事業で冷凍生地を使う

ことの技術的な難しさなど、解決すべき問題がたくさん出てきたからである。 

 今度のプロジェクトではこのような問題を解決するだけでなく、本当に採算のあう投

資であることを証明するために正確なシミュレーションを行うことになった。マエカワ

から新たに井田が加わって具体的な試算が始まった。井田は生産技術のプロである。マ

エカワに入る前に大手自動車メーカーで、製造工程の改善改良や工場経営に長年たずさ

わってきた。自動車工場で培った生産技術をもとに新たな提案をするために、製造ブロ

ックのメンバーと共に今回のプロジェクトに加わることになったのである。井田の生産

技術の観点からすると、パン工場も自動車工場との類似点が多いことがわかった。 

 

「パンメーカーでも、多品種少量のパンをどう安く作るかが課題で、なかなかうまい

案がないと伺い、近年の自動車も事情は同じでしたから、自動車工場ではこんな考え

方で進めていますとお話したのです。」69 

 

自動車工場は一見すると同じ車を大量生産しているように見えるが、同じラインに違う

 
66 吉村 
67 タカキの小売部門は、直営店とフランチャイズ形式の小売店へのパン生地提供という２種類

がある。  
68 千代田工場にはごく一部の商品に対応する焼成工程しかない。 
69 井田 
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車種を流すことが一般的に行われている。同じ車種であっても微妙に仕様が異なる。こ

のような意味で、自動車工場では多品種少量生産をもっとも効率良く進めるための生産

技術が求められてきた。自動車とパンではモノ自体は全く違うが、作り方のコンセプト

は応用できる。井田の視点はそこにあった。 

 パンづくりの工程で、仕込みから焼成までを一貫して行うことを「直接製法」、生地

にした段階で凍結するのを「冷凍製法」とすると、この２つにはそれぞれの特徴がある

（図表 4-5-：パンづくりの工程）。広島工場で行っている直接製法は、大量のパンを一

度に作るときは非常に効率がいい。しかし、焼成まで行うので作り置きすることはでき

ない。一方、冷凍製法は冷凍するためのエネルギーコストはかかるが作り置きしておけ

る。いろいろな種類の生地を大量に生産して凍結したのち、必要な時に必要な量に応じ

て解凍して焼成すればいいのである。どちらかの製法が優れているというわけではなく、

直接製法の方が品質も味もいい生地もあれば、冷凍に適した生地もある。製法とコスト

の関係をシミュレーションすることによって、二つの製法のベストミックスはどこにあ

るのかという点を明らかにすることになった。その結果、三つのパターンに分けられる

ことがわかった。 

 まず、一回の生産量が 100 個以下といった非常に少量のアイテムは、従来通りのス

クラッチで対応するのがよい。ある程度の生産量がないと、冷凍生地ラインの生産能力

が大きいので、短時間で生産が終了してしまい効率が悪いからである。一方、数千単位

のアイテムは、物流コストを考慮しても冷凍製法の方が効率がよいことがわかった。し

かし、一日１万個以上の生産量があるものは、冷凍というエネルギーコストをかけなく

てすむ分、かえって直接製法の方が安くなる。（図表 4-3-3：直接製法と冷凍製法の比較） 
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 つまり、生産量によって 100 個以下のアイテム、数千単位のアイテム、1 万個以上の

アイテム、という三つのパターンがあることがシミュレーションではっきりしたのであ

る。冷凍生地をホールセール事業に使うことによる日保ちや味の問題も、新しい技術の

開発をすることでクリアできる目処がたった。計画実行の要である千代田工場の工場長

もこの複合化工場構想に共感し、全面的に協力することを約束した。 

 

「タカキ全体がよくなるために千代田と広島を結合することになったんだから、成功

させるためにどうするかを考えるしかないと腹をくくりました。」70 

 

タカキの将来を展望する構想とプロジェクトの熱意が、創業当初から冷凍生地の技術を

育ててきた職人工場長を動かした。また、広島工場にはプロジェクトの中心メンバーで

ある岡田が工場長として着任することになった。計画の核心である工場の機能結合に欠

かせない両工場の協力体制が整ったのである。両工場の機能を合体させることによって、

単なる工場の老朽化対策にとどまらない投資回収可能な生産システムの素案が出来あ

 
70 権東 

冷凍製法の生産効率改善効果
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がった。 

3.6 工事 

3.6.1 工程 

 複合化工場の計画は出来上がったが、今度は新たな問題が持ちあがった。工事の期間

と日程の問題である。1997 年に再スタートした「工場改善プロジェクト」は、素案を

一から作りなおしたために、当初予定した期間より 1 年近く長くかかってしまった。更

に、改善案の内容が広島工場内にとどまらないものになったために、千代田工場を始め

部門間の調整に手間取った。タカキとしては、工事をどうしても 1999 年内、それもク

リスマスケーキの生産で忙しくなる 12 月に入る前に終わらせたかった。しかし、工事

の計画が最終的に承認されたのは 7 月であった。残された期間は 5 ヶ月しかない。通常

なら 1 年近くかかる工事だったので、誰もがその工事を期間内に終わらせるのは不可能

だと思った。 

 

「常識的に考えると不可能な工事なんですよ。工場の操業を止めないでやるためには、

一日 24 時間、土日もやらないと無理だった。ちょっとでも計画が狂ったら、操業が

めちゃくちゃになってしまう。本当にそんなことやれるんだろうかって思いました。」

71 

 

「口には出さないけれど、誰もそんなことはできっこないって思っていた。そんな危

ない綱渡りのような工事はやってはいけないという意識も潜在的にはあったかもし

れない。でも、この工事は絶対成功させなければならないものだった。真剣に議論を

重ねてお互いに将来の生き残りをかけた大きなプロジェクトの像が見えてきて、この

工事はその出発点だった。だから絶対に失敗はできないと思った。」72 

 

マエカワとしてはプロジェクトを振り出しに戻して計画に携わった以上、何としてもや

りきらなければならない。失敗は許されない工事であった。そこで、マエカワ側のマネ

ージャーである河野自身が、工事の責任者として現場に入ることになった。もともと河

野は、広島営業所時代からタカキの工場のことはよく知っており、主だった工事の仕事

にもほとんど携わってきた。特に冷凍パンのラインのことはタカキの工場で学んだよう

なものであり、工場長から工務課まで幅広い人脈をもっていた。河野が自ら現場責任者

となり、マエカワ側から食品関係の若手の技術者 2 名が専任として広島工場に送り込ま

れた。そのほか計装関係で守谷工場から常時数人が広島工場に詰めることになった。 

 現場の運営体制は、タカキの設備担当の責任者が工事と生産の調整を行い、マエカワ

 
71 井田 
72 河野,第 7 回 
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が工程管理と業者の取りまとめを行うことになった。今回の工事で最も困難だったのは、

通常の製造を止めないで工事を進める点にあった。そのため工事は事前に綿密なスケジ

ュールが立てられた。最初に老朽化したり必要なくなった機械を撤去する。撤去した段

階で、現在稼動しているラインの一部分を空いたスペースに移動させ、もとのラインで

は別の工事を行う。普段は社員食堂に使われているスペースも、他のラインを移動させ

たり、機械を仮置きするために使われた。いわば、限られた枠の中でコマを上手に動か

していくパズルのようなものであった。食品工場であるから製品への異物混入は大問題

となるから、それに対しても万全の体制が取られることになった。 

 しかし、実際に工事をスタートしてみると、なかなかスケジュールどおりには進まな

かった。古い工場であるから、天井を空けてみると図面にはない配管があって、それを

移動させないと次の工事ができないといったようなトラブルが続出した。その都度、関

係者が集まって工事の段取りをその場で変える。設計変更は日常茶飯事に行われた。納

得できなければ、専門家を呼んでその時点でベストだと思われる対策を立てていった。 

 

「本当にみんなが真剣になったのは 10月くらいじゃないかと思う。それを待ってた。

ぎりぎりになって火がつかない限り、みんな自分のことだけ言ってわがまま言い放題

だからうまくいかない。そこまでいったら、全体を見たときどうなんだって。駄目な

ところをと一緒にいくところを取捨選択しようということになる。やらなきゃいけな

いんだから、ついていけないところはみんなが駄目だと言い出した。本当はゼネコン

の下だから使ってほしいけど、ゼネコンもだめだって言い出した。みんなが全体を進

める上で何がイエスで何がノーかって言い出したっていうことでしょ。見えない工程

でやっているから、みんなが見ようとするじゃない。見ようとすることによってそこ

に意思というか意図が生まれるわけでしょ。だから見えない方がよかった。見えない

から大変だけど、みんなが見ようとしたからうまくいった。」73 

 

いろいろな業者が集まって工事を進める上で、どこかが自分たちの仕事だけを優先した

ら先に進めない。ましてや、非常に複雑な工程を日々こなしていかなければいけない厳

しい現場である。それについてこられない者はこぼれていくしかなかった。実際に、大

手の電機工事会社が工事の途中で切られる事になったのも、マエカワやタカキだけでは

なく、一緒に工事をやっている者たちが業者を含めてあそことは一緒にやれないと言い

出したからであった。 

 

3.6.2 予算 

この工事のもう一つの難問は予算であった。最低見積金額より更に 30％低い金額で

 
73 河野,第 7 回 
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実行できなければ予算内におさまらない。利益を出すためには更にコストダウンが必要

である。それは並大抵の努力では達成できない数字であった。原材料や機械の調達に際

してシビアな交渉が展開された。また、システムの考え方を変えることによってコスト

ダウンが図られた。全てをコンピュータの自動制御で管理しようとせずに、少し人手を

加えることによってシステムにかかる費用がかなり下がる。例えば、10 人の人手がか

かっていたのをゼロにするのではなく 2 人にすることによってコストを 20％削減でき

る、といったようにシステムの調整を行うことで細かい数字を積み重ねた。これには、

ただ単にコストを削減するためではなく、人が管理できるシステムにするという狙いも

あった。人手の全くかからない理想のシステムは、裏を返せば人が管理できないシステ

ムになる可能性がある。特に、製品品目がしょっちゅう変わる食品業界では、変化につ

いていけないシステムは逆にお荷物になる。そのためにも重要なところは人手で行うこ

とで合意ができた。 

 

「一般的に顧客にはなるべく自動化したいという希望がある。人手がかかるほどコス

トもかかるし、食品衛生上の菌の問題もある。でも、人がある程度関与しないと人に

好かれる製品はできないと思う。全自動で作られた製品は無味乾燥な製品になってし

まう。それに、ある程度人が関与できる余地を残しておかないと、後で何らかの変更

を加えようと思っても制御のきかないシステムになってしまう。」74 

 

時々刻々と変化する工程管理に奔走しながら関係者は工事を進めていった。生産ライン

の都合で深夜にしか工事のできないところもたくさんあった。10 月に入ると、マエカ

ワの食品関係のメンバーが新たに 2 人加わった。それで中心になるメンバーが二つのチ

ームに分かれて、36 時間のローテーションを組んで昼夜を問わず工事が進められた。

今日の予定はどんなことがあっても今日中に終わらせる。今日の遅れが取り返しのつか

ないことになるかもしれない。問題が発生したらその場で解決する。その繰り返しであ

った。そんな過酷な現場でも誰も文句をいう人間はいなかった。納期に間に合わせるた

めにタカキもマエカワも他の業者のメンバーたちも、関与者全員が必死だった。 

 

「普通の現場じゃなかった。この工事に関わった連中はいい勉強をしたと思うよ。客

にきりきり舞いさせられてマエカワにきりきり舞させられて、でも、何で腹がたたな

いんだろう。ああ、自分も中にはいってたんだなって。」75 

 

全員の総力によって工事は無事に 12 月初旬に完成した。無事故かつクレームゼロであ

 
74 河野,第 7 回 
75 河野,第 8 回 
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った。そしてクリスマス向けの生産体制に入る直前の 12 月 14 日に竣工式が行われた。 

 

3.7  ビジネスイノベーション 21 －工場改装から経営戦略へ－ 

 これまでみてきたように、ホールセール事業部の企業化計画づくりや広島工場の改善

プロジェクトのような新しい場づくりによって問題が整理され、その一つ一つに対して

解決方法が模索されていった。タカキとマエカワが一体になった取り組みによって、従

来工場という一部分だけで解決をしようとしていた問題が、営業や販売、更には顧客と

の関係性を問い直すことによって、全社を巻き込んだ大きなプロジェクトへ発展してい

ったプロセスが見て取れる。新しく生まれ変わったプロジェクトを、タカキでは「ビジ

ネスイノベーション 21」と名づけた。 

 

「この複合化工場が本当に実現すると、新しい商売が可能になるんです。単なる工場

の改装プロジェクトじゃなくなったわけですよ。物理的にはくっつかないけれど、二

つの工場を機能的にくっつけることによって、新しい店でのパンの売り方を考えられ

るようになった。ドイツには、一つの工場で『焼いたパン』も『冷凍したパン』も両

方できるようなシステムを導入しているところがある。なんでそんな複雑なことをす

るんだと思いますか？それは、お客様がパンを買うお店、これが一番うまく動くため

に工場は存在するんだという考えが背景にあるからです。これからは、製品工場や冷

凍工場に関係なく、トータルでいろんなタイプのお店に対応していく。そこから新し

いタイプの店舗が生まれていきます。」76 

 

この老朽化工場の改善プロジェクトが「ビジネスイノベーション 21」と呼ばれるよう

になったのは、工場の機能を複合的に統合することによって、新しい売り方、新しい店

舗のあり方が可能になり、それによって新しい市場を創造する可能性が見えてきたから

である。（図表 4-3-4：複合化工場と新業態） 

 企業化計画づくりを通して、タカキの中にそれまでになかったような組織横断的な場

が形成され、それぞれの個人、あるいはそれぞれの部門がもつ漠然とした思いが形に表

された。タカキの製品哲学にさかのぼってそれを具現化するところから、この複合化工

場構想は出来あがった 

 
76 吉村 
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 「今回の仕事は、小さな場の連続性が大きい場につながったことがよかった。大き

な場っていうのは、ビジネスイノベーション 21 のこと。企業化計画づくりを通して

本音の話し合いができた。それを達成するためにこつこつ積み上げたのが工事の現場

で、それらが不連続の連続でつながっていた。はっきりとは見えないけれど、みんな

が全体を見よう、見ようとしたからできたんだ。」77 

 

このような両社の取り組みによって新たな展望が開けてきた。「ビジネスイノベーショ

ン 21」はまだ始まったばかりであるが、新しい業態の創造という方向性は見えてきた。

マエカワも、ユーザーとサプライヤーという関係を超えた取り組みを通して、パンづく

りのみならず顧客と一体になってゼロから生産システムを組み立てるという経験から

多くを学んだのである。 

 

 

 
77 河野,第 7 回 

今までは

？

H工場

C工場

複合化工場が可能になると

H工場

ｽｰﾊﾟｰ･ｺﾝﾋﾞﾆ

C工場
直営店・小売店

＝新業態


