インタビュー・一覧表
組織名
氏名 インタビュー当時の役職、所属、インタビュー日
氏名は敬称略、順不同

1. エーザイ

職場インタビュー

筑波探索研究所 創薬技術研究所
池田信 所長
日暮邦造

2002/7/4

主幹研究員 第 2 回 2002/6/21

池森恵 2002/6/20
井上篤 2002/6/20
松井誠 2002/6/20
佐藤隆 2002/6/20
酒井孝 主幹研究員 2002/6/21
原田耕吉 主幹研究員 2002/6/21
柳澤学

2002/7/4

道川史子 2002/7/4
奥田彰文 2002/7/4
創薬第四研究所（ＶＥＧＡチーム）
守屋克裕 主幹研究員 （評価グループ）2002/8/29
宮本光明 主幹研究員 （合成グループ）

2002/8/29

田井健二 （評価グループ） 2002/8/29
医薬事業部 東京医薬８部
常岡淳之 担当課長

2002/7/17

樋口浩行 担当課長

2002/7/18

清祐二 2002/7/15
坂下浩康 2002/7/15
鶴我和憲 2002/7/15
早矢仕康伸 2002/7/15
村井直樹

2002/7/15

上村恵吾 2002/7/16
標政男 2002/7/17
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松井洋子 2002/7/18

2. エーザイ

アリセプト関係者インタビュー

杉本八郎 所長(理事) 創薬第一研究所
第 1 回 2002/5/10 第 2 回 2002/9/10
土屋裕 部長 臨床研究センター 臨研企画部
第 1 回 2002/6/13

第 2 回 2002/6/28

川上善之 主幹研究員 創薬技術研究所

2002/5/15

巣組広幸 室長 分析研究所

2002/7/5

原薬分析室

日暮邦造 主幹研究員 創薬技術研究所 第 1 回 2002/5/22
飯村洋一 主幹研究員 創薬第一研究所 2002/4/23
小倉博雄 主幹研究員 創薬第一研究所 2002/5/31
荒木伸 主幹研究員 創薬第一研究所

2002/5/31

小笹美智子 主任研究員 創薬技術研究所
高山千弘 副部長

2002/5/22

医薬事業部 アリセプト部 2002/4/23

尾澤英男 主幹研究員 臨床研究センター開発臨床部
佐神文郎 部長 薬事政策部

2002/8/9

2002/7/23

木村次郎 部長 医薬事業部東京医薬八部
第1回

2002/6/7

第 2 回 2002/7/19

中島守 部長 医薬事業部
船津弘幸 関信越部

医療システム情報部

2002/7/9

2002/8/8

吉原克彦 医薬事業部 業務部

2002/4/25

呆け老人をかかえる家族の会（日本アルツハイマー病協会）
高見国生 代表理事

2002/7/26

三宅貴夫 副代表理事 2002/7/26
宮部弘治 事務局長 2002/7/26
その他
森田宏 部長 知創部 2002/4/20
武田敬一 課長 知創部 2002/7/28
秋田靖典 担当課長 研開総務部 人事室 2002/8/29
佐別當清美 部長

北陸病院部

2000/9/27
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3. 前川製作所

職場インタビュー

技術研究所 システムコンポグループ
町田明登 リーダー 第 1 回
津幡行一 第 1 回

2002/5/14 第 2 回

2002/5/30 第 3 回 2002/6/26

2002/2/26 第 2 回 2002/6/6

ネルソン Ｍ．Ｎ．2002/6/6
冨山靖司 2002/6/6/
寺島巌 2002/6/5
安留哲 2002/6/14
首代英樹 2002/6/6
中山芳憲 2002/6/5
石塚伸哉 2002/6/5
上月悟 2002/6/6
前川飲料システム株式会社
小浜正巳 代表取締役 第 1 回
小松富士夫 第 1 回

2002/5/14 第 2 回

2002/6/3

2002/1/25 第 2 回 2002/6/3

加藤信也 2002/5/31
小林憲一 2002/5/31
中村光宏 2002/6/3
北川恒 2002/6/3
藤垣則仁 2002/8/27
千石和也 2002/8/27
岡弘之 2002/10/9
山田直樹 20002/10/9
その他
万本信三 取締役所長、低温食品研究所
第 1 回 1999/1/26、第 2 回

1999/3/23、第 3 回 1999/6/15

川村邦明 取締役所長 技術研究所
第 1 回 1999/1/22 第 2 回
第4回

1999/6/14

1999/3/16 第 3 回 1999/3/29、

第5回

佐野誠 部長 販のセンター
石塚邦夫 部長 業務グループ

2002/6/26

第 1 回 2002/2/26
2002/6/26
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第 2 回 2002/6/26

4. 前川製作所

パン工場改造プロジェクト関係者インタビュー

㈱タカキ・ベーカリー
岡田伸朗 工場長、広島工場

1999/9/15

権東年男 常務取締役・工場長、千代田工場

1999/9/15

松永賢治 課長（プロジェクト・リーダー）

1999/9/14

吉村和男 専務取締役・工場事業部本部長

1999/9/14

㈱前川製作所
井田靭性 参事 製造総研
岩崎嘉夫 取締役

第 1 回 1999/10/15 第 2 回 2002/2/26

㈱前川総合研究所

第 1 回 1999/6/15 第 2 回

1999/10/6 第 3 回 1999/11/25

河野郁徳 部長 食品トータルサービス、食品総研
第 1 回 1999/1/22 第 2 回

1999/1/28、第 3 回 1999/3/22、

第4回

1999/9/14、第 6 回 1999/12/29

1999/6/15 第 5 回

第 7 回 2002/3/25

第 8 回 2002/6/27
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インタビュー・フォーム
企業における場に関する調査
＜あなたご自身についてお伺いします。＞
氏名：
入社年次：
専門分野（専攻）
：
設問１：あなたの職場（の雰囲気）にあてはまると思われる表現を下から１０個選んで、
○をつけてください。逆に、あてはまらないと思われる表現も１０個選んで×をつ
けてください。

異質な（

） 活発な（

見通しがいい（

） まじめな（

ビジネスライクな（
堅苦しい（

）

繰り返しの多い（
面白い（

） 孤立した（

）

） 安心できる（

協力的な（

落ち着かない（

）

） 腰が重い（

余裕がある（

） 自由な（

） よそよそしい（

孤独な（

） 管理された（

） 居心地のよい（

迅速な（

） めまぐるしい（
）

要求が多い（

家庭的な（
） 理念的な（

マニュアル化された（
対話の多い（
計画的な（

）

）

わかりやすい（

） 行動的な（

洗練された（

）

） 停滞している（

）

）

） 無駄がない（

）

） 不安定な（

）

） うち解けた（

）

） わかりにくい（

） 息苦しい（

）

） ビジョンのある（

） 情熱的な（

）

） 暗い（

せっかちな（

） 独立した（

）

無駄が多い（

つまらない（

夢のある（

）

） 本質的な（

） 同質的な（

） 窮屈な（

）

） 頼れる（

） 余裕がない（

） 明るい（

） テンポのよい（

） 忙しい（

） 厳しい（

）

） 表現しにくい（
めりはりのない（

） 変化の早い（
） 単調な（

） 伸び伸びした（

）
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）
）

） いいかげんな（
） 効率的な（

）

）

設問２：以下の質問項目について、あなたの職場にもっとも当てはまると思うところに○
をつけてください。また、それらは重要だと思いますか。当てはまるところに○をつけて
ください。
1. 議論がしやすいように机や棚など備品の配置に気を配っている
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

2. お互いの思いや信念を本音でぶつけあう機会がある
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

3. 問題がおこったら、もっぱらその問題がおこった現場で解決する
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

4. 「何が本当の目的なのか」
、「なぜこの業務行うのか」について原点に返って議論する機
会がある
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

5. 状況の変化にあわせて組織の編成替えが頻繁に行われている
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

6. 新しい課題解決のためには迅速にチームを組んで対応する
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

7. 顧客の立場になって思考・行動する場がある
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

8. 部門横断的なプロジェクト形式で仕事をする機会が多い
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（
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）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

9. わからないことや問題解決ためのヒントを、誰にでも聞ける風土がある
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（

）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

10. 部門間の壁はひくく、コミュニケーションが活発に行われている
そう思う（
重要だと思う（

）まあそう思う（
）

）あまりそう思わない（

どちらとも言えない（
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）

）そう思わない（

重要ではない（

）

）

参考資料（職場インタビューのまとめ）
以下に職場インタビューのまとめを添付する。組織ごとに、質問票に関係する項目と
その他に分けて記述してあるが、記述の順序は順不同である。尚、インタビュー対象者
の希望により発言者については匿名とする。＜＞内は項目、○は「そう思う」、×は「そ
う思わない」の略号である。インタビュー対象者については、インタビュー一覧を参考
にされたい。
創薬技術研究所
＊質問票に関連する項目（順不同）
＜自由な○＞
1.

今年から裁量労働制になったので、基本的にはやりたいようにできますね。法的には、
深夜と休日は規制があるので、めちゃくちゃはできないんですけど。

2.

創技研会とかサブリーダー会とかグループ会議などでは、自由に発言できると思いま
す。

3.

やるぞっていったらやらせてもらえる。でもやるぞっていったら大変かなと思います
が、提案に関しては結構受け入れてくれる体質だと思います。失敗しても責められな
いので、やる気のある人は活躍できる。少なくとも研究所の中はそういう雰囲気はあ
ると思います。

4.

下の意見をきちんと聞く風土がある。下から上にものを言えない雰囲気はないです。
リーダーに対してもフランクに言いたいことがいえる。やりたいことをやらせてもら
えます。

＜厳しい×＞
5.

自由にまかせてもらっているので厳しいとは思わないですね。

＜ビジョンのある○＞
6.

われわれのグループでやるろうとしていることははっきりしているので、職場でのビ
ジョンはある。創技研のビジョンはわかりやすいし違和感ないです。

7.

創技研のビジョンは、トリガー、シード、リード化合物を提供するというのが目的で
もあるので、明確であると思います。少なくとも他の創薬研よりは。

8.

研開の中で「よい薬を早く」というのを一つの命題にしていて、天然物グループの中
で何かやろうとするときに、いったん「よい薬をより早く」というのをベクトルの方
向と考えて、それにあっているかどうかを考えることで、そのことで自分のモチベー
ションなり、生き甲斐や働きがいというのが生まれてくると思います。

＜活発な○＞
9.

いろんな局面に対して対応できるようになっている。例えばテーマでもいろんなテー
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マに対応できるようになっていて、創一でも創二でも、ボストンや ERI であってもそ
れなりに対応できる。それから、hhc 活動を通して皆さんが自分たちを変えようとし
てくれていると思うので。
10. 素人ばっかりの集団というところがぬけない。やっぱり薬づくりの成功体験が少ない
ので、いつも試行錯誤をしているかな。でも失敗を恐れないところはあります。
＜活発な×＞
11. たぶんモチベーションのところにかかってくるんだと思うんですが、今どういう状況
にあるかということで、微妙に変わってくるので。チームとしては、活発だと思うん
ですが、スタートしたばかりだからモノまでは出てこないし。自分の気持ちの問題だ
と思うんですけど。
＜行動的な○＞
12. チャレンジできる会社だと思います。個人依存型というか、本人のやる気にかなり左
右されてくるというか、個人のアクションで社の動きが変わってくると思います。
＜見通しいい○＞
13. HTS グループでは、だれが何をやっているかわかっていると思います。創技研として
は、まだわかってないところがあって、誰が何をやっているか知りたいということで
hhc 活動としてみんなの理解を深めようと言うことをやったんです。
＜対話の多い○＞
14. うちのグループは、町工場的というかかしこまった会議じゃないほうがいいと思って
いて、ちょっとした雑談なんかからすごくいい意見がでたり案が出たりするので、そ
ういう対話が大事だと思っています。
15. エーザイの風土として、全社的なところはわかりませんが、少なくとも研究所では、
僕が入社してからは何かあるとすぐ話をしてという風土はありますね。
＜対話が多い×＞
16. 職場という意味では、今の私のいるところは七階で、他の人は三階と一階なんです。
だから、そんなに対話がないというか、物理的な距離感ですね。下にいっても人がい
ないこともあるし、あまりしょっちゅう足をはこべないですから。
＜洗練された×＞
17. 洗練されているかというとまだまだですね。今は対話が多いけどそれでも十分じゃな
いし。個別に考えているところはあるけど、それが混ぜ込まれたという状態にないで
すし。組織としては洗練されてないんじゃないかと思いました。
＜異質○＞
18. SBDD グループは、創薬研の評価の人がリーダーで来て、合成の人間や X 線をとる人
間が集まって、一つの機能をもったグループになるわけですけれども、やっているこ
とがそれぞれ違うので、異質な感じだと思いました。
＜厳しい○＞
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19. やりたいことをやれてハッピィなんですけど、状況は厳しいと感じている。職場が厳
しいというより環境が厳しい。成し遂げることのむずかしさですね。テクニカルな問
題だけじゃなくて、いかにいい創薬のテーマと巡り会うかという運もあります。
＜表現しにくい○＞
20. 研究員が私をいれて三人で私以外は派遣社員なんで、そういうのをどう表現したらい
いかわからなかったので。
＜孤立した○＞
21. グループ内で合成が一人だということと、部屋の中でも昔は CC グループで一緒だっ
たんですが、今は仕事の内容が違うので孤立してしまうというか。
＜原点を議論○＞
22. 自分たちの仕事は実際に何かものを生み出す仕事ではないので、横にずれていこうと
思ったら、いくらでもずれていけるんです。好きな方向に。だから、自分がこれをや
る意味を常に明確にもっていないと、実験のための実験になってしまう確率が高いな
と思っています。
23. たまに雑談というか居室で話をしているときにそういうことになって、誰かと誰かの
やっていること言っていることが食い違ったときに、
「よい薬をより早く」という原点
に返って考えたら、やっぱりこうしようとか、方法論をかえなくちゃいけないとか、
原点にかえるというのはまさにそこのところなんですよね。
24. よい薬をはやく出すためには、どこと連携しなければいけないのか、を考えれば自ず
からどうすればいいか見えてくる。例えばボストン研と連携することで、彼らはわれ
われのやっている化合物を全合成してくれるかもしれないとなったら、そこと連携す
ればいい。
＜誰にでも聞ける風土○＞
25. うちの会社はそういう風土があると思います。それも組合活動をやるまではそう思わ
なかったんですが、組合をやるとトップと話をする機会が多くなって、そういうつな
がりができると、次にこういう問題があるんですけどって言ってもいいんだなって思
えるようになりました。
＜顧客の立場○＞
26. 実際の研究はシーズベースでやられているので、テクニカルな意味では活かされてな
いけど気持ちですよね。自分たちが何をやっているからはすべてそこに寄っているわ
けで。
27. 私の場合は、しょっちゅうそう思う機会があるので。私的な生活の場でもそうですし、
ボーっと考えるときでも考えているんです。
28. これは hhc のことを指していったんだと思います。
29. まあまあかなと思います。
（創技研にとっての顧客は創薬研なので）いい情報をあげれ
ば、パートナーまでいけると思いますが、
（創薬研は創技研を）下請け的にみていると
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ころもあると思います。
＜顧客の立場×＞
30. 新人が入ってきて hhc を真剣に考えて、病院にいって話をきいて、それをフィードバ
ックしたのが、研開の hhc 大賞になったのがありましたけど、見方が新鮮で良かった
ですね。研究所に長くいると、なかなかそういう発想にならないから。
31. （MR のように）顧客に近いところは非常に活気づいているんですが、研開（の hhc
ビジョン）はスピードとか言っているけど、もっと直接的にみられるんじゃないかと
いう気がしてならない。研開がしっかりと顧客ニーズを捉えた研究をすれば自ずと顧
客満足は得られると思います。
32. 患者様の病気といっても、家族で病気をみている人はわかると思いますが、ほんとう
にその病気がどんな病気かわかっていない研究員も多いんですよ。本ではいろいろ読
んで症状は知っていても、実際に体験していない。そういうことを知りたいと思って
いる人はいっぱいいるんですけど、なかなかそういう機会はないし、一人みたからど
うのっていうわけじゃない。
＜現場での問題解決○＞
33. 私たちのやっていることはトップダウンじゃなくて、我々がこれをやってみたいあれ
をやってみたいということから、いろいろ聞いてくれて、組織としてもこういう風に
やっていきましょうというスタイルなので、みんなで議論して方針ややり方が決まっ
てくることが多い。
34. 自分のいる創技研では、その場でいいか悪いか、やるかやらないか決められるので。
＜意思決定×＞
35. 自分のグループ内で決められることだったら、すぐ決められるんですが、研究所全体
とかエーザイ全体のような問題になると早いとはいえない。問題が明確なときは通常
の意思決定ルートにのってバーッと決まって動き出すんですが、何か問題があるとき
は、他社はどうなのかとか、いろいろな人の意見を集約してある種の会議体を経て決
まってくるので、あまりパイオニア的ではないと思う。
＜協力的・チームで問題解決○＞
36. われわれのチームは全員で一機能なので、やるときはみんな一緒だし、今の状況だと
問題が出たときにチームでやるというよりも、みんなでやるか個別にやるかだと思い
ます。
＜部門間意思疎通○＞
37. 壁が本当に低いかというと本当のところはよくわからないですが、コミュニケーショ
ンを活発にやっている人にとっては低い。
＜部門間意思疎通×＞
38. 創技研の中とかではないのですが、臨床開発と探索研究というように本来はつながっ
ていなければいけないようなところでつながっていないというのがあると思います。
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部分的にはやっているんですが、それがないと仕事ができないというレベルではない。
フォーマルな会議じゃなくて、普通に化合物の物性についてちょっと話をするとか、
同じ事業所内にいるとやりやすいんでしょうけど、東京やアメリカだとそういうこと
はありませんから。それがあったらいろんなところで違うと思います。
39. 臨研とか生産とか営業と何か仕事で一緒にやると言うことはほとんどないですね。ほ
とんど別世界のようになってしまっています。創薬研の方がテーマを立ち上げるとき
とかまだあると思うんですが。創薬研でも一度一緒に仕事をやった人は考えを固めて
もらえるんですね。いいなり悪いなり。でも一度も仕事をしたことがなくても天然物
はだめだってイメージで見ている人もいて。それで、
（hhc 活動で）アンケートをとっ
て創薬研の人たちが創技研をどうみているか聞こうという話になったんです。
40. 今の仕事だと実際には創薬研との仕事になるので、他の部門と関係をもつことはほと
んどないです。だから、よくわからないのですが、ERI(アメリカの研究所)と仕事をし
ている人は、やっぱり向こうの反応が遅いとか人がいなくなったりとかあるみたいで
すが。
41. 患者様の立場にたってということで、営業の人の意見を聞きましょうということで講
演してもらったりしていたんですが、それがなかなか結びつかない。営業体験研修を
やったからっていって、それが本当に創薬に結びついてくるのかと言ったらそうでも
ない。それなら筑波研の中に筑波営業所をいれて一緒にミーティングをやったらいい
かというとそうでもないだろうし。
42. 創技研と創薬研という意味では、プロジェクトで動いていますが、臨研とか他の組織
とはあまり交流がない。もう少しあってもいいと思います。
43. 筑波研究所の中ではもちろん交流はありますが、他の部門になってくるとほとんど接
触がないですから。壁があるかさえもわからないんです。
44. それぞれがその部門でのスペシャリストになればいいと思うので、他部門の仕事まで
把握することは必要ないかなと思うんです。ただ、その溝に落ち込んでいるものもあ
るかもしれないから、もっと交流があってもいいとは思います。
45. 本社との関係でいえば、最近システムの変更があったんですが、融通がきかないとい
うか、対応が冷たいんですよ。ラインからちょっとはずれたことをやろうとうすると
すぐに差し戻されちゃって。一回で済むことを何回もやったり。
46. うちの一番悪いところは組織の壁があることですね。他の部屋の情報が得られにくい。
研究所の中で何をやっているか全然わからない。本当は、ふと情報が入ることが非常
に重要だったり、いい刺激になったり、革新性を得られたりとかそういうことがない。
臨床に接している開発担当者と現場レベルでの交流がない。たまに開発の人と話があ
ると、こういうアイデアがあるんだけど誰に言えばいいんだっていうことになる。自
分が進めていた研究がどういう問題を起こしているか全然把握できないし、結果しか
知らされない。
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47. 現場レベルでのディスカッション、組織をこえたディスカッションが必要だと思いま
す。もちろん、テーマを進める上ではしてるんですよ。だけど、せっかくディスカッ
ションしたことのエッセンスを共有できていない。
48. 日本は同質的な環境で、同質的な組織で、カルチャーも同質的になっているから、そ
れを意図的にシャッフルするような仕組みが必要だと思います。
49. 臨研と話をする機会をもっともっと増やしていった方がいいと思います。やっぱりこ
こでは動物を対象にしてますから。でも、私たちは動物の薬をつくっているんじゃな
くて、人間の薬をつくっているんですから、もっと臨研の人と話をしなければいけな
いと切実に思います。
50. 臨研と一緒になにかやるようなことはない。もっとずっと上流の仕事をしているので
接点がない。
51. どうしても組織の壁というか、連携してやりましょうといっても上の方で今はこうい
うテーマをやっているわけだからそれはできないとか、そういうことがあった。
52. 創薬研組織の中での目標やノルマがあってなかなか横のつながりを出来にくくしてい
る。
53. 筑波の中であればまだ狭いですから行き来をすれば壁はないと思います。ただ臨研と
なんかは、昔はけっこう行き来があったんですが、見えなくなっていますよね。臨研
と研究所の橋渡しをするということで、臨研企画というのができたんですけど、それ
ができたんで逆に臨研と研究所が直接あって侃々諤々やる機会が減っちゃったんです
ね。
54. 臨研にあがったテーマがどんどんドロップしたり、今は治験をアメリカでやるように
なったので、臨研も入ってくるんだと思いますが、それでも臨研との縁が薄くなって
しまったところがあります。
55. 創技研の仕事は、一端出したらそれで次のにとりかからないとどんどん後ろが詰まっ
てくるんで、あまり先まではついていかないんです。
56. 自分のグループのことはだいたいわかるが、他のグループになるとよくわからない。
コミュニケーション不足。
＊質問票に直接関連しない項目（順不同）
＜hhc 活動に関して＞
57. hhc 活動は悩ましいですね。合目的的じゃないので、会議をやっても何を決めるとい
うわけではないから、非常に疲れる。特に hhc について考えてみましょうというのは
辛いですね。みんなの意見が聞けていいとはおもうけど。
58. 研開での hhc 活動ってすごく難しい。そこが明確になっていないので、みんなそこで
悩んでいるというか。研究活動が hhc 活動そのものだという考え方は根強くあって、
それは私もその通りだと思うんですが、やっぱり MR さんが患者様と直接ふれあうこ
とで hhc 活動をやっている話をきくとすごくうらやましいと思った。でも、自分たち
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にはできないねって。
59. 患者様を直接みるといっても、非常に接し方が難しい。変なことを言ってしまうとい
けないし、患者様を観察しているようなこともある。患者様がいるから私たちの仕事
がなりたつというか。
60. 創技研では、テクノロジーベースの集まりだったので、各テクノロジーの役割ははっ
きりしていたのですが、創薬における創技研の役割がはっきりしていなかった。今回
の hhc 活動で、創薬における目的としてひとつ芽が出てきた。まだ全部を巻き込んだ
動きにはなっていませんが、創薬研と新しいプロジェクトをスタートさせたり。
61. 患者様の視点にたって改善する仕掛けというのが、まったく自分の頭の中にはありま
せんけれど、うまくもっていかないと本当の創薬につながるかどうか、乖離が激しく
なるかもしれませんね。それは hhc ということで何度も何度も言われているので、う
まく軌道修正されていくこともあるかもしれませんが、ななかなかどうしたらいいん
だろうというところが見えないですよね。
62. 研究者は研究に没頭すると患者様のことを考えなくなるので、hhc ということでしつ
こく言っていると考えざるをえなくなって、面倒くさいという人もいますが、気づか
ないうちに、あるところでふっと思い出したり、いいきっかけになっていますね。
63. 業務密着型になってしまうと、今やっていることが hhc 活動ということになってしま
う。
64. 個人的に介護研修にいったりして患者様に接するということもやっているが、実際に
やるのはたいへん。
65. 今まで参加した hhc 活動でよかったものはなかった。ほとんどが勉強会とか業務の効
率化だったので。
＜リーダーシップに関して＞
66. 創薬は難しい。これは誰でも知っている。それですぐにくじけそうになるんです。だ
から、リーダーは何かを決めるというよりも、下の人をひっぱりあげて認知してあげ
て、おまえのやっていることはすごいよって。やる気にさせることが大切だと思いま
す。
67. 研究所においてリーダーに要求されるのは環境づくりじゃないかと思いますね。実験
や仕事のノウハウはそれぞれが持っていると思うので、みんながやりやすいような風
土を醸成したりとか、会社としてそういう風土をつくりあげる。職場環境というとい
れものをイメージしてしまいますが、そうではなくて、内面的な雰囲気というか。
68. 先見性があって判断力がある人。今後はこういう方向でいった方が会社は飛躍できる
という判断。みんなの総意とはちがう。学者とか専門分野に長けている人を連れてき
ても薬づくりとは何かがわかっていないとだめ。
69. チームをまとめること。メンバーひとりひとりの意見を聞いて、それを聞き入れてデ
ィスカッションしてという感じ。それから、自分のやっていることは非常にいいんだ
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という情熱をもって、否定的な意見が出てもひっくり返すような能力が必要かなと思
います。そういうリーダーじゃないと下のモチベーションもあがらないので。
70. 調整役かな。それなりのビジョンはもっていると思うんですが。かなり専門化してい
るので、ひとつひとつにきっちり対応できない。システムもサイエンティフィックに
なってきて、無理矢理やることが出来なくなっているところはあるんです。
71. 内藤さん（が研究一部長）のときは、上がすごいリーダーシップを発揮してこうせい
というのがあったんですが、今は上からのリーダーシップあまりないので、下から言
わないという所もあります。本当は、すごいアイデアマンでリーダーシップのとれる
人がいるとテーマは進むんですが。
＜足りないところ＞
72. 創技研に足りないのは、世界に対してどこの位置にいるのかよくわかっていないとい
うのがあると思います。よく研究所について戦略がないよねって言われるんですが、
そういう世界戦略のようなところは足りないと思います。われわれ自身が本当の意味
で敵を知らない。自分も知らない。
73. 今の研開に足りないところはハングリー精神ですね。満たされすぎているところがあ
って、がむしゃらにやるんじゃなくて、なるべく華麗に仕事をしようとする。質だよ
というところに言い訳を求めているんですが、結局は情熱ですよ。
＜昔の方が頑張っていた＞
74. 昔はもう体力だけでやってましたからね。これでもかって。昔の方がみんな頑張って
いたと思います。
＜研究所という場の特徴＞
75. 研究者ってどうしても閉じこめられてしまうじゃないですか。閉じこめられるとそこ
でしか活動しなくなってしまうので、閉じこめられないようなところにいくとまた動
きだすんですよ。
＜思い＞
76. サイエンスは誰がやっても結果は同じになるはずなんですが、やっぱりここ一番でい
い仕事ができる人はそれなりの思い入れがある人なんですね。どんな心をもっていよ
うが同じになるはずなんですけど、そうじゃない。
＊追加：hhc 活動プロジェクトを組んでいる VEGA のメンバーの意見
77. 創技研からの働きかけがあって組織単位での取り組みになったので、非常に仕事がや
りやすくなった。従来も個別に話を聞きにいくことはあったが、組織同士の話になり、
かつプロジェクトチームをつくってもらったので、仕事はやりやすい。
78. こういうことは hhc 活動ということではなくて、業務としてもっといろいろなテーマ
にかかわってやってもらいたい。それがかならずしも成果につながるかというのはわ
かりませんが、常にそういうのがあればお互いに刺激しあえる。
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東京医薬８部

＊質問票に関連のある項目（順不同）
＜ビジョンのある○＞
1.

木村部長は、過去の組織を考えても、すごく方向がはっきりしていて、何をしなければい
けないか、こういう目的だからこれをやるというのが非常にはっきりしているので、すご
くやりやすいですね。やることは明確になるし、納得して出来るし、
「これをやれ」だけだ
と我々としては疑問も出てくるんです。アリセプトの場合で言えば、同じエリア内でも先
生方の考え方とかエリアでの痴呆に対する考え方とか取り組みとかで、やることは違いま
す。大筋では同じ方向へ行っていますが、エリアごとに指示して頂いて、なるほどと思い
ます。

2.

組織として、どんな風にアリセプトの戦略を立てるか、それは共有していると思いますけ
ど、実際にはエリアで動いているので、実際には二人とか三人で。部長は具体的な指示は
ないんですが、二歩先くらいの目標を与えてくれるんで、それを自分で考えて実行するよ
うにしてます。もっていき方がうまい。

3.

以前は、結構数字があがってればいいじゃないかと思ってた時もあったんですけど、木村
部長ってすごいですからね。戦略的だし、やっぱり仕事の中味を考えるようになったし、
何か変わったって思いますね。

＜自由な○＞
4.

○○をやれとは言われないんです。好きなことがやれるのがうちの社風だと思う。

5.

基本的に自由にやらせてもらってて、細かい指示はされないけど、ちょっと先、二三歩先
くらいを考えさせるような指示が部長は多いですね。

＜自由な○？＞
6.

わりとうちは自由とかガラス張りとか言われていて、それが社風だったんですけど、最近
はそうでもなくなっているなというのがありますね。

7.

企画二部でいろんな企画を立てているんですが、それが何か現場とマッチしていない部分
が結構感じられるんです。何でもかんでも情報を流すだけとか、いろいろ提出を求めるよ
うなところもあって。8 部では自由にやれているんだけど、それは木村部長がちゃんと咀嚼
してうちにあった戦略なり方針なりにしてくださってるからであって。

8.

以前は支店である程度決められたんですが、今は組織直なんで、ズドンときますよね。そ
の方が情報の流れは速いと思うんですが、前は、支店としてある程度うちはこういう風に
やろうというのがあった。地域ごとにやり方も違うところがあるので。

＜対話の多い・原点を議論○＞
9.

前もディスカッションはしていたのですが、ライブズアワー（ライブズ活動の発表会）で、
毎月１時間はミーティングでディスカッションします。ライブズ評価になって、前は患者
様に視点を向けようと思っても向け切れていなかったところがありますが、それを意識す
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るようになりました。
10. （エリアプランで）おれのところはこうやっている、あいつのところはこうやっていると
いうのがわからないとみんなで動いているという意識がもてないので、やり方は違うけど
各エリアでこういうことをやっているのだということを共有しているという意味ではまと
まっていますね。
＜異質な×＞
11. MR の仕事は販路ごとに多少違いますが、大きなくくりではそんなに違わないんです。
12. ふつうの組織だと思う。まじめに仕事をしている。
13. みんなふつうの人たちでしょう。ちゃんと仕事をしてるし。優秀な MR が集まっていると
思いますよ。
＜厳しい○＞
14. 組織長は、成果に対してどうこういうわけじゃないんですが、どういう目的でやるのかと
いうビジョンがないと怒られたりします。
＜行動的な○＞
15. 組織長も現場を回れということになったので。すごく（組織長の年齢が）若返ったんです
けど、やっぱり MR と一緒に現場まわろうとすると、若くないとできないかなと思います。
16. （アリセプトの）エリアプランをやると、これまでとは全然ちがうところにも行くように
なって、行動範囲というか、接する人たちも違うし、老健とか行政にもいったりするんで
す。
＜計画的な・見通しのいい○＞
17. アリセプトが出てきて木村部長が来て、方向性がはっきりしてきました。プロモーション
の形がかわって、間口がひろがった。エリアとして全体的に考えるとようになったという
か。
＜忙しい○＞
18. 内勤スタッフが少なくなった分だけ、自分で発注をしなければいけないとか MR の仕事は
全般的に増えています。
19. 一般啓発ということで痴呆セミナーとかを企画してアンケートとったりするんですけどそ
れの集計とか、やっぱり業務と並行してやらないといけないから、すごく忙しくなってい
ることは確かです。
＜マニュアル化された×＞
20. エリアごとに少しずつ状況が違うので、市場ごとに戦略を組み替える必要があるんです。
だから、マニュアル化できるような仕事じゃない。だから、結構無駄なようなこともあり
ます。
＜マニュアル化された○＞
21. 最近は、毎月のように本社から指示というか、方針や何をドクター相手に話をするかとい
うようなディテールの内容まで規定されます。
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＜顧客の立場・ライブズ活動＞
22. ライブズレポートを月に最低２報いれることになって、他はそんなに厳密にやってないと
ころもあると思うんですけど、うちは最低 2 報きっちりいれていて、でも 2 報いれるのっ
て大変なんです。そんなにネタもないし、いつも患者様どうですかって聞くのも変ですし、
やろうとはしてても、やっぱりね。
23. ライブズ活動は、アリセプトをやるにはぴったりなんですけど、他の商品にはあわないと
ころがある。ライブズ評価になって、はっきり言って数字に対する意識は落ちたと思いま
す。
24. 視点はあってきたと思います。それはアリセプトっていうのもあるんですけど、やっぱり
ドクターとかを見てたところはあって、患者様ってそんなに見えないですから。でも病院
の待合室とかで「今日は何をしにきたんだっけ」とか聞いているおばあちゃんがいて、痴
呆の患者様だなとわかってドキッとしたり。
＜部門間意思疎通×＞
25. 同じエリアだったみえるんですが、同じエリアじゃないと見えにくいです。
26. 実際に現場で動いているときには部門間交流の必要性を感じることはほとんどないと思い
ます。
27. 部門間交流でうまれてくるものは大きなものがありますね。新しい視点でものをみる、自
分たちがもっている世界が部門間で交流することによって、広がっていく。でもそうする
には別のプランが必要だと思います。
28. 部門間ということになると、現状としては十分出来ていないと思います。そういう面は押
し進めなければいけないと思うんですが。同じ営業でも先生の異動の情報がうまく伝わっ
ていないとか、確認するようなシステムはあるんですが、現状はうまく機能していない。
個人でやるというよりも、そういう仕組みをつくっていかないといけないと思います。
29. 以前、部門間交流で研究所に行ったことがあるんですが、開発をやっている人は、今どう
いう薬が求められているのかとか、実際に何が多く使われているとかそういうこともあま
りわからないんですね。こういうものを開発しているけど、実際に市場に出したときに役
に立つかどうかは非常に心配していましたね。
30. 部門間の交流をよくすれば、もっといいものが生まれるのではあれば、それを狙いとする
ような部署があって、その戦略の一つとしてプランがあってもいいのではないかと思いま
す。RAM の時はそれが仕事でしたし、社内でも社外でも新しい市場をつくっていくという
部分で。
31. 営業の情報は伝わらないと思います。同じ営業でも東京エリアの中くらいはわかりますが、
他の地域はよくわからないです。そういう意味では共有されていないですね。Web にもそ
んなに役にたたない情報もたくさんあるので、見ていてもあまり面白くないと見なくなっ
てしまうんです。
32. 日頃ほとんど接触とか情報交換することはないですね。今はかかりつけ医なんで、病院だ
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と治験と少し接触しますが。
33. 普段の自分の仕事に関連性がないですから、連携することはそんなにないんです。エリア
の中、8 部なら 8 部の中でたいがいのことはできる。大学の先生方で動く方がいるので、そ
ういうことの連絡会は最近少しやられているようですが。
34. 前の体制のとき、病院・かかりつけ医・大学とわかれてたころは、本当に横のつながりが
何もないという時がありました。そういう意味では今の方がまだあります。
35. 部門間の連携あまりないというか、実際にそういう場面がないんで。
36. 町田地区と相模原は北里大学病院が中心なので、非常に関係が強いにもかかわらず、組織
が違うからうまく連携できてないんです。やっぱりやった方がいいから、個人ベースでの
情報交換はしているですが。
37. アリセプトが出る前にも町田では市民フォーラムをやったことがあったんですけど、なん
となくやりっぱなしで終わってしまっていて、その後どのように戦略的につなげていくか
が十分にできていなかったところがあって。
＜部門間意思疎通（製品クレーム）＞
38. 漠然とおもっていることはそのままのことが多いですね。具体的にこうしてほしいという
のは最新レポートで出すのですが、一応関連する部署から返事らしきものは帰ってきます
が、
「検討します」という感じでその後どうなっているのかほとんどわからない。
39. アンプル剤をシリンジにするのに、一番エーザイが対応が遅かった。そういうのが一番早
く出せるのが hhc だと思うんですが。
＊質問票に直接関連しない項目（順不同）
＜hhc 活動に関して＞
40. アリセプトが出る前は、実績と hhc を切り離して考えていました。以前は、hhc 活動とい
うと介護を体験するといった動きでしかなかったと思います。私は hhc 活動など必要ない
と思っていました。そんなことをしても実績は上がるわけではないと。でも、その後、ア
リセプトが出て、社会的責任や使命などという思いが出てきていると思います。そうする
と、hhc 活動を通して社会的な責任を果たすことによって、社会から選ばれるという捉え方
ができるようになったと思います。
41. hhc 企業にいるんだと思うことがすごく重要なことで、それが企業としての底力になると思
います。
42. アリセプトが出て変わりましたが、以前は今やっている業務でいっぱいいっぱいで、そこ
にもう一つ増やすということが非常にやりにくい。どうしても避けるんですよ。だから、
業務に付随したなかでやろうということになるんだと思います。
43. だから、どうしてもアリセプトがらみになります。一般患者さんへの貢献度を考えたと、
それからエリアに対して影響を与えるものというと、やはりアリセプトなんです。組織と
しても動きやすいし。ぴったりなんですよ。あの薬は。
44. アリセプトが出てきたから、かなり考え方が hhc と結びつくようになりました。患者様か
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らの声も多くあがりだしたので、具体的に自分たちがやらなければいけないというような
思いが強くなりましたね。
＜変わったこと＞
45. （アリセプトのエリアプランをやりだして）長く一緒にやっている者がいるんですが、見
ていて非常にかわりましたね。ものすごく前向きになって、責任をもってやっているなっ
て。以前よりも仕事に対する気持ちの部分でかわってきているなと思います。
46. 他のメンバーを見ていても変わったなって思うし、まあ誰というわけじゃないんですが、
実は誰というのもあるんですけど、この 1 年ですごく変わったというか、成長した。自分
自身も変わってきていると思います。
47. アリセプトに対してずっとそういう動き（エリアプラン）でやってきて、パリエットに関
しては苦戦していたんですが、それでも良くなっているんで、そういうのを実感するから
気持ちも前向きになるんでしょう。
48. アリセプトは他の商品とは違うから、アリセプトのエリアプランで地域連携をやるように
なって、福祉施設とか行政とか行くようになって、前より仕事が楽しくなって。
49. 姿勢が変わったし、言うことが変わった。
50. この 1 年でほとんどの人間が変わったと思います。変われてないのは一人かな。
＜変わるということ＞
51. ひとりひとりが生きていくすべを身につけてくれれば、あとはどんどん出ていって、出て
いった場を変えていく。自分が変われたんだから、相手を変えるだけの力をもっていると
いうことだと思います。
＜束直体制（2001 年以降の営業組織体制＞
52. アリセプトを育てていく上では、今のような（エリアごとの）組織体系がぴったりしてい
ますね。ただ、商品ごとに考えていくと、前の体制（支店体制）の方が良い商品というの
もある。
53. あまり現場の声が届かないように思う。それぞれの活動のやり方は違うのに、Ｄノートや
Ｄファイルというマニュアルを使うように指示されていて、やりにくくなった。実際には、
使うときも使わないときもある。
54. 組織が変わる前は、組織が違うので一緒に動けないとか、話がスムーズにいかないという
ことも多少あったと思うんですが、今は（販路別ではなく）エリアでまとまったので、病
院と開業医担当との連携が必要なエリアプランなどをやる場合はやりやすいです。
55. 以前はプロモーターが全部を把握していたし、情報があつまっていたので、プロモーター
に聞けばよかったけれど、企画二部体制になって、エキスパートがいなくなった。本部に
も情報がないこともあるし、全体を知っている人がすくなくなった。
56. 仕事が増えたこともあるし、フレックスタイムがきいているのかもしれないけれど、メン
バー全員と顔を合わせるのはミーティングのときくらいで、事務所にいれば話をするけど、
顔を合わす機会は減ってますね。
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57. （本部からの）情報が一方通行で、なんか、いろいろ資料だせとか情報を出せとかと言わ
れることが多くなったし、やっぱりコンプライアンスが厳しくなったので、××してはい
けないとか、これをするときはこの書類を出せとかいうことが増えて、
（MR は）何となく
萎縮しているような気がするんですよね。
58. 社内でもオープンになる情報が減ってきるというか、少なくなったと思います。どんな薬
を開発しているのかも、なんか外からの情報というか、間接的にしかわからないし、研開
の web にはアクセスできないので、自分で取りにいこうと思っても、あまり見れるものが
少ないんですよね。新薬の情報とかはいえないけど、やっぱり最近の開発のトレンドとか、
そういう知識とかあればドクターとも話すネタができるんだけど、そういうところができ
てないですね。
＜組織長のリーダーシップ＞
59. 木村部長がきて、地域を意識して MR 活動をするようになりました。アリセプトを使って
もらうには、医療や福祉の連携ができていないから、患者様をトータルに見られないって
いう現状があって、それが出来ていなかったので、医師会や行政、福祉なんかにもアプロ
ーチするようになったんです。
60. 今までで最高の上司です。人を育てるのがうまいし、任せてくれるし。
61. 木村部長は、それをうちとしてはこうやろうということでやっていると思うんですが、そ
れをそのまま下ろしてこられると、下の人間としては何をやればいいんだという話になる
わけです。
62. 人をよくみていらっしゃるんだと思いますが、個性を引き出すのがうまい。それから、信
頼度がすごく高いというか、個々の社員の部長に対する信頼度が高くて結束力が高い。木
村塾に入塾すると後輩がいっていたくらいで。
63. ＜足りないところ＞
64. 組織が一体になって動くという印象がまだないんです。何かに取り組む上で、みんなが一
緒にやっているんだという雰囲気づくりが必要だとおもっています。個々の MR はみんな
優秀でハイレベルな活動をしていると思うんですが、グループというレベルで考えるとま
だできてないです。
65. たりないところは積極性、話にくいという事じゃないんですが、あまり思っていることを
いわないような、もっと出してくれるといいんですけど。なんとなくおとなしいというか、
前の組織がそうじゃなかったからかもしれないんですが。
＜エーザイの評価＞
66. エーザイの MR の評価が下がっているという話があって、時代が求めているものを提供で
きていないというか、企画第二部体制になって、いろいろ指示してくるんだけど、何かち
ょっと違うというか。やっぱり（病院を）まわりきれていないんだと思うんですよ。アリ
セプトが活動の中心になって、それはそれでエリアは活性化したんですが、やっぱり他の
商品が手薄になったっていうことはあります。

313

技術研究所システムコンポグループ
＊質問票に関連する項目（順不同）
＜自由な○＞
1.

型にはまらない自由さがあるというところですね。完全にというわけじゃないけど、個人
に任せてくれるし。会社なんだから、きちっとしていなければならないようなイメージが
あったんですが、周りから管理をされない分、自分で自分の自己管理をしていないと流さ
れてしまうと思います。

2.

なんでうちの会社に入ったのとか、悪いところを言い合っていても、それを嫌がっている
わけでもない、笑い話になっていて、ネガティブに捉えていない。そういうことを平気で
言える雰囲気がある。例えば効率的な×、メリハリがある×なんだけど、言葉でとらえる
と適切じゃないところがある。

3.

かなり自由にやらせてもらってると思います。あまり細かい指示はされないので。お客さ
んのところに一人で行ってやってたんですが、他に分かる人がいないので、私の言ったこ
とでみんなが動くというようなことがあって、ほんとうにこれでいいのかなって思ったこ
ともあります。
ずっと年の離れた先輩たちをさんづけでよんでいるんですけど、マエカワは縦社会じゃない。
大学の方が研究室の上下関係がはっきりしてましたから。

4.

入った時のイメージからいうと、自由な集団ということです。一、二年でも思ったことを
やらせてくれるので。自分のやりたいような仕事のやり方ができる。

＜管理された×＞
5.

仕事の管理はしてますけど、人の管理はしないですよね。

＜行動的な・活発な○＞
6.

販売からどんどん新しいアイデアがでてくるので、それに対して結果をださないといけな
いから、行動的にならざるをえない。のんびりかまえていられない。

7.

これがうまくいかないということになったら、それじゃあプロジェクトのメンバーで集ま
ってみんなで考えようって。みんな普段は他のプロジェクトもやっているから、一つの実
験に対してみんなが見ているわけじゃない。せいぜい一人か二人で見ているだけで、その
状況をぱっと集まってみんなで把握しようというところ。

＜忙しい○＞
8.

以前に比べて、ひとつの仕事にかける時間がない。技術開発なので時間を忘れてやるよう
なところも必要だし、かといってエンドレスでやって機を逸してもいけないし。

＜協力的な○＞
9.

これまでやってきた先輩方はみんな協力的だったと思います。一きいたら十くらい返して
くれるので。

10. 何かプロジェクトをやっていて、結構放っぽられていて、聞かないとあまり教えてももら
えなくても、最悪になったときはなんとかなるよって言われてたし、実際これまではなん
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とかなったんです。どうしようもなくなったときに声をかけたら、結構手伝ってくれたり
するんです。
＜対話の多い○＞
11. 一人で考えてもあまりいいアイデアは出てこないので、時間をきめてみんなで集まってデ
ィスカッションするスタイルでやっている。行き詰まったらみんなで考える。常に人のや
っていることに関心を持つように言っている。プロジェクトの打ち合わせの時なんか、わ
からないことがあるとすぐに電話で聞いたり、知っている人にちょっと来てもらって発言
してもらったり、そういうことが多いです。
12. 立ち話とか打ち合わせのテーブルで 2,3 人でいろんなことを話していたときに出てきた話
が開発につながるということは結構ある。会議だとテーマは一つだから他の事は話せない
ので。
13. 普段でも結構話をすることは多いです。実験をやっている時（離れたところにある実験棟
に）リーダーとか先輩が見に来たり、ちょっと声をかけたり。
14. 毎朝、ミーティングしているので、だいたい誰が何をやっているかわかります。なるべく
自分のやっていることを人に伝えるように言われています。会議のときにおとなしすぎる
と言われました。グループ内の会議の時は結構発言できるんですけど、営業とは意見が食
い違うことがあって、向こうは早く出したいし、こちらはある程度完成度を上げたいから。
15. 問題があったら何でも話し合うという雰囲気はあると思います。朝礼で進捗とかスケジュ
ールとかを話すんですが、結構時間が延びたり。
＜変化の早い○＞
16. 昔はナショナルプロジェクトで 10 年かけてというのがあったけど、今は１年から長くて 2
年くらい。これからはなかなか時間をかけられないと思う。ずっと同じテーマを追いかけ
ていくとしたら業務の 2 割くらいとか。社内も客も待ってくれない。
＜面白い＞
17. 会社自体が役職が関係ないんですよね。みんな「さん」づけで呼ぶし、仕事をしていても
誰がなんなのかわからない。名刺をみてはじめて肩書きがわかったりするんです。
＜異質な○＞
18. マエカワは他の会社に比べて異質なんじゃないですか？みんな雰囲気がサラリーマンぽく
ないし、上下関係がないし。誰とでも話しやすいし。話しかけてくれますしね。
＜頼れる○＞
19. 今はリーダーとかサブリーダーが頼れる存在で、もし失敗しても何とかなると思うので、
安心感がありますね。
＜無駄が多い○＞
20. 予定外の仕事が結構入ってくる。自分なりのスケジュールをたてていても、飛び込みの仕
事が多い職場だと思う。仕事がぶつぶつ切れてしまって、試験を途中で止めたり無駄が多
いと思う。
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21. 技研が過去にやってきた研究成果をまとめてある部分とない部分があって、昔やった人に
聞かないとわからないとか、共有できる情報があるなら、それをまとめて公開できるよう
な形にするべきだと思います。人に聞けば教えてもらえるのでいいんですけど、その人が
いないと分からなかったり。
22. 情報がどこにあるのか明らかじゃないですね。三人くらいに芋蔓式にきかないと誰が知っ
ているかわからない。本がどこにあるかもわからない。自分で探せば良いんだけど、どこ
にあるか何があるかよくわからない。
＜いい加減な○＞
23. うちの場合、グループにもよるんですが、上司に許可を得て何をするとかそういうのは一
般的な会社なら当然だと思うんですが、うちの会社はあやふやなところがあるから。他の
グループだと、出張にいったのをどこに行ったか知らないとかあるんです。そのくらい把
握するのが当然だと思うんですけど。
＜繰り返しの多い○＞
24. みんな勘で設計しているんだよね。だから信頼出来る人にたのめばいいけど、信頼できな
い人に頼んだら結局自分で確認してしまったり。それでも、信頼できる人がいればいいん
だけど、いつまでもいるわけじゃないから、そこら辺は同じ装置を設計するなら共有でき
るところは共有しようっていうことで、それはかなりやってます。まあ、自分で苦労して
やることで身に付くところも多いんだけどね。
＜不安定な○＞
25. 最近仕事がないので困っています。自分自身の動き方で仕事は生まれるんだと言われれば
そうかなと思いますが、よくわからないんです。もう少し仕事がうまく進んでいくと自信
がもてると思いますが。
＜マニュアル化された×＞
26. 残っていないものとか、あるんだけどどこにあるかわからないとか、そういう資料の整理
ができてないところがあって、人にきかないとわからない。
＜見通しがいい×＞
27. 自由さはおおいのですが、見通しがいいようで肝心なところで見通しが悪かったり。他の
プロジェクトの方向性がはっきりしていないところとか、自分の意見が通るようで通らな
かったり。販側の意見が優先されるところがあって、プロジェクト・リーダーがこちらの
話が聞き入れてくれないとか。
28. 結構同じ守谷でも技研で何をやっているか知らない人がいて、何やってるんだって聞かれ
ることがあります。知らなくても問題ないから知らないということもあるかもしれないけ
ど、自分は同じ社員なんだから知っていてもいいのではないかと思います。
29. 自分自身の専門はなにかと聞かれたら「氷」なんですけど、それでも大学時代の「氷」に
関する知識ではだめで、氷の装置を自分でつくってもっと製氷とかについて勉強しないと
行けないのですが、マエカワの中には冷凍の専門家は沢山いますが、
「氷」そのものの専門
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家はいないので、自分でやっていかなければいけないところがあって。
＜メリハリのない○＞
30. これは技研の仕事がルーズなところとか、製造は時間が決まっていて１０時までやること
はあんまりないんだけど、技研はいつでも関係なくやっているとか言われることがありま
す。あまり自分でもメリハリをつけられないところがあるので、生活環境ということです。
＜夢がある○＞
31. これは自分の夢なんだけど、今うれているものをもっと標準化したらどうなるか。本当に
モノをつくるってどういうことなのかということなんだけど、将来的には多品種少量生産
で安つくれる方法を生みだしたいんですよ。うちみたいに量産品を作ってないから、部品
も共通化されてないし、どうしてもコストが高くなる。
＜わかりにくい○＞
32. 決まり事が少ないから、誰に許可をもらえばいいのかわからないことがあって、町田さん
（リーダー）に聞けば良いんですけど、他のプロジェクトだとよくわからなかったりする
んです。
＜ビジョン×＞
33. 最近、企業化計画をやらなくなった。自分たちで環境がどうだ、こうしなくちゃいけない
ということを、若手を含めて全員でやっていない。５年くらい前までは若手の勉強会とか
をやっていたが、最近はそれもやっていない。
34. 少し前までは、泊まり込みで研修会とか頻繁にあった。若手○○の会とか。今の 20 代はそ
ういうことをやっていないので、見えにくくなっているのではないか。
＜異質な○＞
35. システムコンポの人たちは個性的な人が多いと思います。ネルソンさんとか。
＜頼れる○＞
36. 色々相談がきたときに対応してくれる。相談しやすい。
37. 自分から言わなければ誰も助けてくれないですけど、困ったときには誰でも対応してくれ
る。
＜繰り返しの多い○＞
38. 技研は専門職をつくりたくないので、ISO 活動を専任にしていない。１年交替でやってい
る。専任にしてしまうとそういうポジションを作ることになって、応用がきかなくなるし、
視野が広がらなくなる。ただ、ISO のテーマは毎年レベルアップしていくことが求められ
るので、そういう意味では毎年繰り返しで同じようなテーマになりがち。新しいことがや
れていない。
＜管理された×＞
39. もともと管理ということはあまりやられてない。ISO 活動をすると、管理体制をつくると
いうことが求められるが、もともと人の異動も頻繁にあり、グループも変わるし、本質的
にライン業務の管理手法なので、定型的な業務のない技研のような仕事にはあっていない。
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＜見通しのいい○＞
40. 市場に対してという意味では、そんなに見えなくはないと思う。お客さんの生の情報が取
り込めるようになっているし、そんなに尾ひれがつかないような形でストレートに伝わっ
てくる。
＜おちつかない○＞
41. ゆっくりと時間をかけて取り組めることがなくて、一ヶ月単位で結果を出すというのが多
いので。私は三つくらいのテーマなんですけど、もっとテーマを持っている人もいるし、
商品化にもっていくまでの時間の余裕はないです。
＜いい加減な○＞
42. プロジェクトの途中で営業や販売の独法の方で着地点はみつけるということだったんです
けど、プロジェクトの途中になって着地点がなかなか見つけられなくて宙ぶらりんになっ
たり、中断ということになって。そういうパターンが結構あります。お客さんとの関係で、
どこまでもっていけるかというのは未知数なところがありますね。
＜いい加減な×＞
43. 試験のプロジェクトがはじまったばかりであたりをつける状態だとわからないんでいい加
減なところもあると思いますが、進んでいけばいい加減ではないと思います。
＜見通しのいい×＞
44. 市場に対してどんどん入り込んでいくと、今までの製造の技術とか技研でやってきた技術
とかから、相当逸脱した技術が求められるようになった。それをどうするか見えないとこ
ろがある。本当にうちでやるのか、どこかと組んでやるのか、外から持ってくるのか。判
断がつけにくい。
＜夢のある○＞
45. やはりやったことのない開発が多いので、夢があると思います。
＜理念的な○＞
46. 最初にプロジェクトが始まるときに、何が目的かとか大切な部分を確認して最終的にどこ
に落ち着くのかきちんとやっていると思うので、やっていることの意味をきちんと把握し
てやっているところです。
＜わかりにくい○＞
47. 会長のビジョンはわかりやすい。ただ、製販技一体とかトータルシステムという断面だけ
捉えればわかりやすいのかもしれないが、具体化していくところでイメージが先行してい
る。メーカーだから、モノを出すことが使命だという部分で、具体的に市場にモノを出し
ていくところをどうするかが見えにくい。
48. 明確な分業がされていないので、うちのグループでも製品化（グループ）に近いことをや
ったりとか、混ざった形にしていると思います。明確にこのグループだから、ここまでし
かやらないとか、そういう制限がない。製品化がコンポグループに近い仕事をすることも
あるし、流れによっていろんな形になることがある。
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＜余裕がない○＞
49. 仕事が多いと言うこともあるんですが、最近はムダなことをやめようとか、経費削減とか、
ムダなことを極力しないでおこうということで、仕事のやり方も遊びの部分が減っている
なと感じます。
＜要求が多い○＞
50. いろんなテーマを持っているので。早く「商品」になるようなものを作れというプレッシ
ャーがありますね。
＜不安定な×＞
51. 人の異動があったり、２年ごとに地方（独法）に出向することになっているので、不安定
という部分もあると思うのですが、それは順番にまわってくるようなものなので、生きた
くないわけではないし、言ったら変化がつくと思います。自分自身は仕事に対して結構安
定しているなと思ったから、×にしたんですけど。
＜備品の配置○＞
52. 机は議論しやすいようにならべてはいるんだけど、基本的には限られた島なんで、仕方な
く２つの島に分かれている。だから、背をむけて座るところにはキーマンをおいて、それ
で左右に振ってなんとか情報の伝達をうまくしようと苦労している。
＜本音で対話○＞
53. プロジェクトは一人でやっているわけじゃないので、相手と共同作業として話し合いとか
議論は常にしていると思います。
＜本音での対話×＞
54. あまりないです。同じ事務所内ならそういう時間もあるんですけど、販売の人と会うのは
月に１回くらいで、その場の現状報告で終わってしまったり。
＜原点を議論○＞
55. このプロジェクトはどういう目標があるのか、全体がどういう仕事で今やったことにどう
いう意味があるのか、ということを（自分自身で）考えることはよくあります。
56. グループミーティングの時なんかに「自分なりに考えてやれ。自分の意見をもって何でこ
れをやっているのかよく考えろ」としょっちゅう言われますし、自分が考えないとやるこ
とがなくなるので。次にこれがやりたいということを言わないと仕事が出来ない。
＜状況対応組織替え○＞
57. 従来から本当に仕事をうまくやるとか新しいアイデアをやっていくということを目的に組
織替えが行われてきたと思う。
＜顧客の立場○＞
58. ほんとうにお客さん側が使いやすいモノというのは、性能も大事なんですが、客の使い方
に合わせて考えないと駄目なんです。性能だけ追いかけるとそういうことを見落とすこと
があって、こういう使い方をしてくださいという機械になってしまう。それって使えない
ということなんですね。
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59. 提案をする場合に、性能の話もしなければいけないのですが、現場にもっていくと性能な
んてどうでもいいという話になることもある。だから客の現場にもプレゼンにも行くよう
にしている。そうしないと、本当に客のほしいものが開発できない。
60. 今は忙しいから事務所全体としてはあまりやってない。客に会う機会がなくなっている。
なるべく合わせてあげたいとは思うって頑張るけど、結局自分で行ってしまう。
＜顧客の立場×＞
61. 自分では全然たりないと思います。外に出る機会も少ないし、忙しさにかまけて考える機
会がない。もっと現場をみたいなというのはあります。実際に納めている現場とかに行っ
てみたいです。今度、しばらく実験で現場に入るので楽しみです。
62. 一度、営業の人に「実験のための実験をやっているのか」ってすごく怒られたんですが、
そういうつもりじゃないんですが、やっぱり技術屋なので、市場のニーズがみえていない
ところがあって、技術ばかりやってしまうところがあるんです。でも、出来たけど売れな
いという状況に陥りそうだったので、製（製造）や販（販売）の人と一緒になってやって
いくのが、今はそうなんですけど、大事だと思います。
63. 顧客と接することが少ないので、自分が考えていることとお客さんのギャップというのが
わからないので、その辺が不安なんですが、考えてやるようにはしています。
＜部門間意思疎通○＞
64. いまのところ壁は高くなったり低くなったりします。基本的にはそんなに高くないと思う
けど、みんなこころを許し合って昔みたいにがんばれるか
65. というとそうでもない。人にもよると思うけど。まあ、自分は壁があったら回り道して入
るけど。
66. よくよく考えると年齢も立場も上の人なのに、気づくと普通に話していたりするので、役
職とかも覚えていないですし。
67. コミュニケーションは活発だと思います。壁はたかくないです。フォーマルな会議という
形じゃなくて日常的なコミュニケーションですね。
研究所内でも独法の関係でも、自分がからんでいる仕事については、壁を感じたことはない
です。協調性はあると思います。
68. 技研の中での壁はないと思います。実際グループに分かれていても仕事は一緒にやったり
するし。おなじグループ内の人と仕事をするよりも他のグループの人と仕事をする方がお
おいくらいです。独法の人や立場が違う人とは壁があるかなと思うこともありますが。
＜部門間意思疎通×＞
69. それほど活発にやっているとは思わないですね。それぞれの開発物件ベースではやってい
ますが、全体的にやっているかどうかと言われると。
70. グループの中では共有されていても、営業から伝わっていない部分があって、
「えっそうだ
ったの」っていうのもあります。こちらが大事だと思っていることが向こうは大して問題
ないだろうと思っていたり。
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71. まだ 2 年目なんで社内の人間関係が狭いんですよね。技研の中でもシステム系の人しかつ
きあいがないんで広げたいとおもっていますが。
72. 技研の中では、ほとんど壁はないと思うんですが、独法になるとほとんど別の会社みたい
になってしまっているところはあると思います。実際には自分の性格的なところもあると
思いますが。
73. 守谷工場内で壁があるとかないとかいう考え方もおかしいと思うんですが、仕事の内容が
違うので、コミュニケーションがいまいちで。仕事の接点がないとコミュニケーションが
ないですよね。同じプロジェクトにはいっていないと交流の場がないと思います。
74. 具体的にいうと、凍結濃縮でテムスとかエネテク（独法名）といっしょにやってたんです
が、こちらから聞かないと教えてくれないと言うか、こちらからいえば教えてくれるんで
すが、もっと向こうから言ってほしいんですね。技研にまかせておけばいいやという感じ
がして。最初は一緒にやって商品化までもっていきましょうと言ってたんですが、営業サ
イドは外に出て忙しいので、若手と二人でやってたんですけど、見にも来ないのに、こっ
ちから結果をいうとごちゃごちゃ言われるし。
＊質問票に直接関連しない項目（順不同）
75. アンケートを書いているとき、職場のことなんだけど二通りのことを考えていて、事務所
本体のことを考えているときと、自分自身のことを考えているときと混ざっているんです
よ。まあ事業所のことを書いているとおもうけど、技研じゃないです。
＜技術の特徴＞
76. マエカワで本当にオリジナルな技術はない。マエカワが得意なのは、従来は有効に使われ
ていなかったものを実用的にすること。開発営業（営業技術）の人たちが市場の中で客と
の関係性の中で工夫を重ねて作り上げてきたもの。
77. 同じものでも視点を変えられる。顧客の立場で考えられるというのがマエカワの特徴。そ
ういうものを提案していっている。
＜意思決定が遅い＞
78. いろいろ考えてしまって、必要以上に時間がかかる方なのかもしれません。仕事全般につ
いてはそんなことはないです。
79. 自分自身で遅いと思うので。なかなか目標とか方針というのがぱっと思いつかないで、や
りながら分かるというか。最近プロジェクトに入ってようやく「目標はこういうふうにし
ていけばいいんだ」というのが分かりだしたように思います。
＜技研の方向性＞
80. こんど北海道に出向する目的は、地方である程度開発をできる基盤をつくることなんだけ
ど、これからは本当に自分たちで開発したいものは、自分たちで技術もやって、開発費を
もって自分たちで儲けるべきで、ブロック内である程度完結させよう。難しいモノはある
程度時間をかけて技研でやりるけど。今はなんでもかんでも来ている。一時期は地方でも
自分たちで開発しようってずいぶん頑張ったんだけど、トラブルがあったり、やっぱり限
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界があったので、技研が絡むことになってある程度完成度があがってきた。これからは技
研が全て関わるというのは無理だから、地方の技術レベルをあげることが必要。
＜独法との関係＞
81. 独法が客に買ってほしいモノと実際に客がもとめているものが微妙に違っていて、言い方
がわるいけど嘘が多い。嘘に気づいていない。みえてない。お客さんから同じ言葉を聞い
ても彼らと我々は見方が違う。客の言ったことを信用してこちらに伝えてきた場合、でき
あがったモノが違ったということもあった。ニーズを技術語に翻訳できないということ。
販はなんとか他と差別化したいから、高スペックのものを売ろうとするんだけど、本当は
そんな高スペックのものがいるわけじゃないとか。
＜リーダーとは・リーダーの仕事＞
82. みんなをまとめて自由にやらせてくれる人。いざというときに頼りになる人。町田さんは
きちんとやったことを認めてくれるようにしているし、出来る限り自由にやらせてくれて
いると思います。
83. 決断力があるということ。頼れる存在。
84. ポイントポイントだけは見ていて、方向性だけは狂わないようにしていて、あとはサポー
トする。自分の専門を一つもっていて、後は広く浅く知っていること。
85. 決断できる人。言い切ってくれればいいんだけど、二人で心中しようって。そうしたらや
る気が出るんだけど。
「こうも考えられる、ああも考えられる」って言われてしまうと仕事
が進まないし、研究ならそれでもいいけど、客がからむと失敗できないから。そうしない
と組織が動かない。うちはそうしなくても動いてきたけど、それは下が決定してたから。
だからやっぱり決定することが大事で、あと理由は行ってほしいよね。ただそれが自分信
念だからというのは許す。
86. 全員をみていてるような人。ひとり一人をみているというか、まとめるのがうまいひと。
＜環境の変化＞
87. 技研はマエカワの変わり方が一番感じられるところだと思うんです。開発案件をみればう
ちの会社がこれから何を進めていきたいかという方向性はよめるし、そうすると雰囲気と
して環境の変化を感じられると思います。
88. 営業がどういう動きをしているのかよくわかりますね。トラブルがあればまず最初に情報
がきますから、うちの会社でどんなトラブルがどこで起きていて、どんな問題があるのか、
どのくらい赤字だったとか、すごい情報がくるなと思います。

前川飲料システム（株）
＊質問票に関連する項目（順不同）
＜対話の多い○＞
1.

あるメンバーが客のところに行ってきて、何か困っているという話があったら、いるメ
ンバーがあつまって、一気に決めてしまう。
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2.

わからなかったら周りに聞くということはありますね。対話は多いです。あんまりまと
まってはいませんけど。

3.

誰か一人がこれどういうことなんだろって言うとき、人が集まってきてああでもないこ
うでもないという話になりますし、誰かの意見を聞きたいときには空いている会議室で
ちょっと集まってディスカッションする。ざっくばらんな意見をそこで聞けるんです。

4.

飲料には基本的にみんな営業もやるし技術もやるというスタンスがあって、みんな自分
のこととして考えてくれるし、その場で声をかければすぐ何人かが集まってくれます。

5.

大体どうしようかという時はみんなで話し合いながら、そういう中でうごいています。
戦略に対してどうしようというのもあるし、今年は赤（字）だとか黒（字）だとかいう
話も出てくるし、そのときにどういう風に市場が変化してるんだという話だって、みん
なでしているし、それは普通にやっているんです。

6.

単純にうるさいだけかもしれませんが、なにかにつけて人の話に口を挟んだりという雰
囲気が非常にある。提案書一つ作るにしても。日常レベルでのことです。一つの提案が
あるとみんなで集まってアイデアを出し合って決めるというところです。

＜協力的な○＞
7.

技術的にも仕事上で頼れるという意味と、あとは協力しあえる職場ということを。ひと
り一人が悩んでいて、聞くと嫌な顔をする人はいないし、みんなが真剣になって一緒に
考えてくれるという職場です。

＜余裕がない○＞
8.

仕事があって納期が短くなっているんで。報告書を早く出してくれといわれて、報告書
を作っているそばから次の診断あるから一緒にいってくれって。

9.

やっぱり所帯が小さいし、最近求められていることも多くて、あまり遊びがないですか
ら。

＜まじめ＞
10. 飲料のメンバーはみんな結構まじめだと思います。
いい加減なことになってしまっても、
やろうとしていることは一生懸命ですね。
＜自由な＞
11. 仕事のやり方については自由です。みんなもそうだと思う。
12. ああしろとかこうしろと言われたことはないです。逆に、自分で考えてやらないといけ
ないし、自分で考えてやっていける。
＜マニュアル化された×＞
13. マニュアル化とかハウツウっていうのは、私だからそうなんであって、他の人が同じモ
ノで同じようにいくとは思えない。それぞれ個々の能力とその人のキャラクターで決ま
るモノだから。だから「こういうやり方もあるよ」とはいうけど、ああしろとかこうし
ろとかいう言い方は絶対にしない。
14. 時代が流れていく中で、組織が変わっていく中で、ああしろこうしろとはいえない。そ
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の都度考えていくしかない。その都度考えていける力をつけないと。
＜孤立した○＞
15. 最初は新しいコンポを開発するということで機器販売にいったんですけど、実際に仕事
をやってみるとわかりづらいところがあって、何をすればいいのかなというところがよ
くありました。私は工場がずっと長かったので感覚的に飲料システムの中は組織が確立
されてなくて、そういう中で自分は孤立しているかなと感じることがあって。飲料はそ
れぞれ出来る人間にもっと場を与えればそれなりになってしまうだろうという感覚があ
るんですが、その中で私はポッと入ってきたので。
16. 最初は開発ということで、飲料もテーマのひとだったんですけど、その一つのテーマで
独法化してしまったので、一種の解散ですよね。それから引き続き残っているのは数人
で、開発を引き続きやっているのは自分だけなので。
17. 名前と実態のずれがあるし、実際の動きも違う。周りはどう思っているか分からないけ
れど、居づらい雰囲気があって、営業と製造の考え方が全然違うんですね。製造は臨機
応変ということはあるでしょうが、基本的には A から C にいきなり行ったりしない。モ
ノづくりは積み重ねですから、そうしないとモノにならない。営業はそうじゃなくて、
今日 A だったのが明日は D になってたりする。
＜めりはりのない○＞
18. 分業されてないんです。ひとりひとりにかかってくる負担が違う。ひどいときにはお客
さんと話してきました、スペック決めました、自分で設計して、それを施工しましたっ
て全部一人でやることもある。そんなんでいいんだろうかって思うんですね。
＜異質な＞
19. 工場（製造）は組織化してました。あれだけの人数がいるので組織化してシステム的に
分業しないとうまくいかないので、そういう風にやらざるを得ない。そういうところが
販の独法とは違うと思います。
20. 職場の雰囲気が異質でしょうね。仕事に関しての上下関係がほとんどないですから。
＜いい加減な×＞
21. 組織的でないという意味ではいい加減というところもありますが、全く別の観点からす
ると、営業的な見方をすれば独法はこれだけの売り上げ利益をあげないといけない、そ
ういうところは確実にやっているといういみでいい加減ではないです。
22. いいかげんということはないです。目的に対してきちんとやっていく文化はあると思い
ます。
＜無駄が多い○＞
23. 誰がどれくらい情報をもっていてというどのくらい精通しているかというのがわからな
いので、個人レベルで情報を収集しないといけない。時間がかかって効率が悪い。
＜無駄が多い×＞
24. 世間話をしたり、くだらないことで笑いがおきたりするけど、基本的にはムダはないと
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おもいます。しっかり仕事をしてしっかり息を抜く。その繰り返しだと思います。
＜ビジョンがある○＞
25. 飲料市場でお客さんの立場に立った提案をして、いいものを納めるというのがうちの目
標なので、それはみんなが共有していると思います。私も当然そう思っていますし。た
だし、全社の方向性というか、トータルシステムとかは何をやっていけばいいのかよく
わからないですね。
＜わかりにくい○＞
26. 最近は飲料システムってこういうことなのかというのが徐々にわかりだしたと思うんで
すが、まだわかりにくい。私自体市場ごとに分けるという独法のやりかたが最初から理
解できないんです。冷凍機つくるのにそんなの関係ないってもともと思っていたので。
ただ、今のが全部悪いということではなくて、確かに飲料市場に特化して掘り下げると
ころはかなりやれているし、いいと思います。
27. 独法化したころは、それぞれが経営者の立場で話をしてた。我々の独法とか、
（自分より）
もう少し上の世代だと新入社員のころから企業化計画づくりに参加してた。それが今は
形骸化しつつあるから、わかりにくくなっている。
28. お客さんベースになっているのと、逆にシステム化していないので、仕事を頼みたくて
も誰に頼めばいいとかわかりにくいんです。
29. 現場でトラブルがあったときとか、その問題の捉え方が自分はこれで大丈夫だと思って
も、他の人はすぐ対処しないといけないという感覚の違いというかズレがあります。
＜不安定な・わかりにくい○＞
30. お客さんから変更してくれって３月に決めた仕様と今の仕様が全然違う。実践的に見え
ないところがあるので、大変なんです。お客さんも技術の人と現場と話が違っていて、
図面通りに建物が建ってなかったとか、現場の人がそこにはモノを置かないでほしいと
か。それで配管ルートとかぜんぜん変わってしまうということも結構あります。
＜わかりにくい○＞
31. 今は関東サービスブロックなんですが、その前は製造と一緒のユニットブロックで、そ
の前はＥＭＢだったんですけど、なんで変わったのか現場レベルでみるとわかりにくい。
リーダーはわかっているのかもしれませんが。
＜わかりにくい×＞
32. 事業展開の幅が広いのでわかりにくいというのはあるかもしれませんが、職場を守谷工
場じゃなくて飲料システムと狭く考えたので、どこに向かおうとしているか、みんなが
何を考えているか、そういうことが頭に入ってるし、非常にわかりやすいです。
＜のびのびした×＞
33. やっぱり PL があるので、のびのびしているようでそうじゃない。製造にいたときの方
が残業とかは多かったと思うんですが、精神的にはもっと余裕がありました。
34. 体質改善とかムダをなくそうとかそういうのがあって、備品を買うのに誰それのサイン
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がいるとか、そういう決めごとが多くなったと、融通が利かなくなったところがある。
＜不安定な○＞
35. （組織が）ころころ変わっているのがいけないといえばいけない。一貫性が感じられな
い。それが文化だといえば文化なんでしょうけど、私はそう思えるけど、思えない人が
多いでしょうからね。
＜変化の早い×＞
36. 変えるために動くことがなかなか出来ていないと言うところです。変化させようとはし
ているんだけど、実際に動けていないのが実情ですね。変化させるためにもっといい方
法があるのかないのかというところだと思います。
＜面白い○＞
37. あるお客さんの工場診断をやったとき、すごくたいへんだったんです。一ヶ月といって
たのが半年かかった。そのときは面白いって言う余裕もなかったんですが、でも後にな
ってこういう仕事が自分はやりたかったんだなって、やりながらそれがどれだけ難しい
かもわかりましたし。それが会社のこれからの展開につながるようなものだったので。
＜迅速な×＞
38. 飲料内ではそうじゃないんですが、いろんな部署が絡んでいたり、お客さんがらみで周
りに相談してもだれもわからないから決められないとかいろいろパターンはあるんです
が、お客さんは担当者にどんどん言ってくるわけですが、誰も決められないという状況
になることがある。
＜マニュアル化された×＞
39. 常に同じところから命令が出るとかじゃないんで、その都度アドバイスをもらったり、
命令じゃないですが、つねにアドバイスの出る出どころがちがっていて、明確じゃない
です。
＜見通し悪い×＞
・ 今の席ってデスクトップなんで人の顔がみえないんですよ。物理的に。
・ 何をやっているかはわかるんですが、ムダがあると言うことですね。共通化されてない資
料とかかなりあってやりにくい。
＜本音で対話○＞
40. 一緒に仕事をしている中では本音を引き出せると思います。飲料は言いたいことを言っ
てる人が多いですよ。
＜本音で対話×＞
41. 企業化計画とか個人がどういう仕事をしていくか、個人個人の部署の中での仕事のやり
方を見直していかないといけない時期にきていると思うので、個人の目的とかをみんな
がもっと言い合っていかなければいけないと思っていたので。
＜顧客の立場○＞
42. 設計をするにしても一般的なものではなくて、プラスαの要素をもったその時期のベス
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トなモノですね。お客様に対する提案力も強化という意味で技術も持っていたいし、お
客様にどれだけ入り込めるかというところの一つの力だとおもいます。
43. 製造だと自己満足の世界で、こうやってつくってこんないい物ができたってそこまでな
んですが、こういう使われ方をするからこういう点を気をつけなければいけないって、
前はそこまで考えなかったんですが、そういうところが見えてきました。
44. モノを売りにいくんじゃなくて、機能を売りに行くんだから、お客さんにとって何が一
番いいんだろうって。そこを見いだすためにはこういう風にしたらいいですと言うとき
に、冷凍機屋と違う発想になってくるから見てくれるところがあるんだし、その辺は絶
対に崩せないし崩したくないです。
45. あの人たちは機能の中で一番よい方法を見いだしてくれるんだと思えば、本当にうちの
製品を入れたいと思ったときは絶対いれてくれます。新しいお客さんにはそういうアプ
ローチしかないと思います。
46. 現場でお客さんと話をすることは多いですが、スーツを着ていくよりも作業着を着てい
った方がお客さんは心を開いてくれるのかなと思うんです。ぽろっと困っていることが
聞けるというのはあります。そういうときに現場はこうだという提案ができますね。
47. 機器販売のときはコンポ（商品）ありきだったんですが、それだと結果的になかなかう
まく使ってもらえない。だから、一つの市場から展開して市場が求めれば、ニーズも出
てくるだろうというのが、工場診断をして分かってきた部分なので、うちのメンバーは
共有していると思います。
48. 顧客の立場もそうなんですが、営業のやり方って言うのは、もう少し先を見据えてどう
いう展開をしていくかをどれだけ考えられるか。そういう下地になるのがお客さんの現
場にどれだけ足を運んで、情報に対してどれだけどん欲でいられるか、そういうことだ
と思うんです。
49. 市場からモノをみようという形でやってきたので。お客さんの市場からものをみるとい
うことですね。チキンとかミートとか食品なんかは、市場から製品をみていると思いま
す。
ただ、お客さんによっては企業秘密で何に使うのか言えないというところもあって、
スペックだけを言ってくる。それが本当にマイナス 20 度必要なのか 10 度でいいのかわ
からない。そういうお客さんに深く入り込むのはどうすればいいかというのはあるんで
すが。
＜顧客の立場×＞
50. 場がないという意味です。顧客の場というのは数だと思ったので、今はまだ少ないです。
そういうお客さんの立場に立って苦労することはありますが、他のところの経験がない
ので。
＜現場で問題解決○＞
51. 中の問題に関しては、うちのメンバーであればまったく問題ないです。若手で話をして
決められるし、問題点はみんなで共有できるような状態にあるので、いそがしいという
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のが一番問題なんですけど、方法とか方向性は下でみんなで話し合って決めても問題な
いです。
52. お客さんの工場に実際に行ってみて、どうなっているというところから、実際にどうす
るかを決めているというところです。
53. メンテのときはラインの担当者ですし、工場診断の場合は技術部の人と話します。いま
のところはレトルト省水システムを入れて施工をやったのが私なので、現場にずっと数
ヶ月いて、技術の人とも仲良くなったので、報告書をどうやってまとめるとかも、お客
さんの現場の人と話して決めています。
54. 大抵の場合は、営業と現場レベルで解決することがほとんどです。リーダーまでいかな
くても、解決できるような技量がメンバーにある。だから、意思決定のスピードは早い
と思います。
＜チームで問題解決○＞
55. 技研というのは自分なんですね。自分の仕事は自分で管理する。チームでやっていても
役割はわりとはっきりしています。でもこういう販独法にくると 2,3 人のチームで動い
ているんです。
＜部門横断プロジェクト×＞
56. プロジェクトとしては動いていないです。横断的にあちこち行ってやってますけど、プ
ロジェクトという形では進めてないですから。個別にやっているという感じですね。
＜部門間意思疎通○＞
57. 地方独法とかで一緒にやっているところは悪くないと思います。技研とか製造とかやっ
てないわけじゃないけど、もっと連携してもいいと思います。地方から見ると私たちの
やっているレベルが地方だけでもできるレベルだと一緒にやる意味がないので、そうい
う意味ではしっかりしないといけないと思います
58. うまくいっている物件というのは、人と人とのつながりで動いている物件。そこから派
生したものは非常にうまくいってる。うちの会社は人のつながりというところに行き着
くと思う。知り合いで話があって、いろんな人がからんできて、全体的にはプロジェク
トになっているかもしれないけど進めているというようなもの。それに対して、トップ
ダウンで寄せ集めで作られたものはうまくいってない。そういう意味では、地方独法と
はうまくいっている。現地にいて仕事をして納めて利益を共有してという物件は、次の
仕事が出たときに必ず声がかかってまた一緒に動ける。そういう意味で信頼関係。自分
たちがつきあっていけないと思ったら地方はすぐに切ると思います。
59. 技研とは自分は吸着（式冷凍機）をやっているので、技研とは切れないんですが、技術
的なサポートをやってもらっているので、全体としてもっとリンクしていかないといけ
ないとは思います。
＜部門間意思疎通×＞
60. 最近はエネテク（以前おなじブロックだった独法）の話とか減ってますし。実際どうい
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うことをしてるのか実際のところわからない。前は知りたくなくても分かったけど。今
は聞きにいかないとわからない。表現してこなくなったから。フロア（が離れた）の問
題もあるかもしれない。
61. 技研はよそからお金をもらって報告してという開発だから、自分たちで身銭をきって開
発してないから、システムを組んだときにこうあるべきだという危機感がない。知って
いる人間が少ないなら、人を出して勉強させて、一緒にコンポを開発していこうという
のがもっとあっていい。
62. どこでやるかによるんですが、たとえば今は神奈川で仕事をやっていて、ここから神奈
川にいくのは不便なんで、横浜とか東京の独法と一緒にやりたいんですが、向こうも忙
しくてできないということで終わってしまう。そこには壁があるのかなと。
63. 一緒にやっているところでも、PL の話になるとお互いに取りたいですから、売り上げ
や利益をどう分けようとか。うちとしては、うちが主体でやったから７：３でとかいう
話にしたいけど、向こうとしては最後まで面倒をみるのはうちなんだからということで
接してくる。そういう話はあまりかかわりたくないんです。独法社長になったら考え方
が変わるかもしれないですけど、同じマエカワなんだからいいじゃないって思ってしま
う。
64. プロジェクトがあればコミュニケーションはありますが、基本的には製造と販売がコミ
ュニケーションを活発にやっているとは感じないですね。情報が伝わってこないという
か。あまり人を知らないからかもしれませんけど。
65. 一緒に仕事をやっている四国とか九州とかに関しては、協力的なグループもあるんです
が、守谷のサービスとか、あまり関係がないグループもあって、こっちにまかせっきり
とか。グループの体質かなと思うんですけど。システムの方には足を踏み入れないとか。
＜状況対応組織替え○＞
66. もともとグループ編成替えは多かったが、ここ数年特に頻繁で、よく意図のわからない
ものもあって、なんなんだろうと思うことがよくあった。
＊質問票と直接関連のない項目（順不同）
＜仕事のやり方＞
67. 営業とか技術といっても厳密にはわけてない。営業というのは比較的営業が得意な人。
技術というのは技術が比較的得意な人という程度。
＜工場診断という仕事＞
68. あちこちで工場診断をしてもあまり身にならない。うちがやっているのは飲料に特化し
てるから完全にお客さんと対等に話が出来るし、場所によってはお客さん以上に話が出
来る。そういう意味で工場診断をやるなら非常にきくと思いますが、単にユーティリテ
ィを計測するならどこでもできますから。
＜販売サイドから技術サイドをみる＞
69. 将来的には技研にもどって、技研でもお客さんをしらない人たちが結構いるんです。お
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客さんのところには言っているけど、どうしても技の立場で見ますから自己中心的にな
ってしまいますね。客の立場に立って仕事ができない。そういうところの橋渡し役は必
要ですから。技研では出戻ってくるひともいるんですけど、そういう人の方が客のこと
もわかるし、技術もわかる。そういう販と技の橋渡しをやっていきたいです。
＜営業活動＞
70. もっと営業していれば、基本的に今の仕事はうちが情報としてもっている物件はとれな
い仕事はないと思う。ちゃんとやっていれば取れるはずだったのですが、そこにたどり
着いていない。去年は焼酎のサワーとお茶のまっさかりだったんですが、はっきりって
惨敗だった。今年のＰＬを左右するようなものが一件あったので、もったいなかったと
思っています。
＜全社のビジョン＞
71. 非常にわかりにくいです。文章で回ってきたのを読んでも理解できないし。何をしてい
けばいいのか未だに分からないです。トータルシステムだとジャパンファームとかしか
イメージできないんですけど、それは市場をもっているグループだから出来たことで、
地方の独法にやれっていってもできないだろうし。飲料も新しいコンポを開発しようと
いう動きもないし。今ある商品のプレゼンはやりきってしまったところがあるので、新
しい切り口がないとお客さんのところに行きにくい。
＜リーダーとは・リーダーの仕事＞
72. 自分のところが利益をだすのは当たり前なんですが、マエカワとして利益を出すために
飲料が何をできるかを考えるということですかね。
73. 自分のビジョンもあって、全社のビジョンを明確に伝えていくこと。
74. 調整役。
75. みんなを知っていないと駄目ですよね。ひとりひとりを。動かし方も知っていてコミュ
ニケーションの取り方とか、技術なんて自分で覚えればいいんですから、筋道をしって
いないといけない。モノの考え方と適切な判断力。場づくり。今その場がどういう場で
なければいけないというのがわかるのがリーダーだと思います。ムードメーカーという
意味ではなくて。
76. 場をつくることかな。我慢しなくていい場をつくる。好きなことが言えてストレスをた
めないような。そのために自分は我慢する。
＜メンバーにとって大事なこと＞
77. メンバーにとって大事なのは、リーダーが何をやっているか、何をやろうとしているか
知っていなければいけない。年がはなれているからとか話しづらいとか言っててはよく
ないと思います。
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参考資料
＜エーザイ関係参考資料＞

エーザイ（株）内部資料
「アニュアルレポート 2001」
「組織図」
（平成 14 年 4 月現在）
「創薬研究の流れ」
「臨床研究センターhhc アンケート」
「2002 年度研開 hhc 推進基本方針」
「健康フォーラム in あきる野」
「Single View 2002 年 4 月版」
「ライブズレポート」
「創技研 組織 hhc プロジェクト活動報告」
「痴呆ケアサポート 2002 年 7 月号」
「CLINICIAN 1999 年 12 月号 Vol.46 No.486」
「痴呆症と正しくむきあう」
「痴呆症高齢者への具体的な接し方」
「第３回知創カンファレンスプログラム 2002 年」
「hhc 活動 Initiative 2002 資料集」
「機構改革の考察」 月刊ミクス 2000 年 6 月号
「エーザイ」 月刊ミクス 2000 年 8 月号
「新薬採用状況調査」 月刊ミクス 2000 年 9 月号
「エーザイ開発・営業の重点領域」 月刊ミクス 2002 年 4 月号
（社）呆け老人をかかえる家族の会 内部資料
「呆け老人をかかえる家族の会」案内
「ぽーれぽーれ 2002 年 7 月号 264」
（会報）

＜マエカワ関係参考資料＞
㈱前川製作所内部資料
「前川製作所グループ」
（会社案内）
「前川製作所グループ組織図」
（平成 13 年 10 月現在）
「技術開発ブロック組織図」
（平成 14 年 4 月現在）
「首都圏ブロック組織図」
（平成 14 年 4 月現在）
「前川製作所グループの企業化計画（平成 14 年度）」
「食品ブロック企業化計画（平成 10 年度）」
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「食品ブロックの戦略マップ（平成 10 年度）
」
「飲料システム企業化計画（平成 14 年度）」
「システムコンポグループ基本方針（平成 14 年度）」
「開発審議会答申資料」
「トータルシステムと生産技術」
「共創のシナリオ」
「21 世紀の共同体を創造するためのマエカワの取り組みについて」
㈱タカキベーカリー内部資料
「ホールセール事業部企業化計画」
「工場事業部企業化計画」
経済企画庁 「平成 10 年度国民経済白書」
厚生労働省 平成 12 年 厚生白書
(財)食品流通センター 「食品産業の主要指標」 1998
(社)日本冷凍空調工業会 「４０年の歩み－創立 40 周年記念－」1989
(財）社会経済生産性本部

中小企業研究委員会報告書「市場創造自律型企業の提唱」

1995
日経 BP 社 「踊り出る専門企業」
『日経ビジネス』1998, p.9-14
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