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という特徴を持つ優れた冷媒である。しかしそ

１. はじめに

の反面，毒性と可燃性があり，取り扱いが難し
い冷媒としても知られている。
同社では，このアンモニア冷媒を用いて，世

スーパーマーケットに並ぶ野菜や魚介，肉は，
生産地から冷凍または冷蔵して届けられること

界初のアンモニア専用高効率 IPM モーター 3）を

で新鮮さが保たれている。このコールドチェー

搭載し，高性能コンプレッサーを組み合わせる

ン（低温物流）の実現には産業用冷却装置が不

ことで従来よりも 20％以上の省エネを実現した

可欠であり，私たち消費者の食卓は冷却装置に

「NewTon」
（以後，ニュートン）という冷凍機

よって大きく支えられている。また，近年フィ

を 2008 年に市場導入した。導入から 8 年が経っ

ギュアスケートの人気が高まっているが，ス

た今でも強力なライバル製品は出てきておら

ケートリンクの整備には冷凍機が欠かせない。

ず，専用生産ラインを立ち上げた 2013 年に掲

カーリング，ボブスレーといったウィンタース

げた販売目標の年間 200 台を大きく上回り，累

ポーツを裏で支えているのも冷却装置である。

計で 850 台以上を普及させることに成功してい

こうした産業用冷凍・冷蔵装置の分野で国内

る。そして，国内市場および海外市場における

トップシェアを誇り，特に冷凍船向けでは世界

更なる普及拡大に取り組んでいる。

の 8 割以上のシェアを握っている企業が株式会

日本の製造業が苦境に立たされる場面はこれ

社前川製作所（以後，前川製作所）である。

までにも増して多くなってきている。コモディ

前川製作所は国内に 60 の事業所と 3 つの生産

ティ化に伴う価格競争に持ち込まれ，また誇っ

拠点，海外 38 ヶ国に 97 の事業所と 6 つの生産

てきた高い技術力による競争優位性が陰りを見

拠点を持ち，産業用冷凍・冷蔵装置，食品・食

せ，多くの企業が苦しんでいる。そうしたなか

肉加工装置，エネルギー，ケミカル・サイエン

で，前川製作所はライバル企業との棲み分けを

ス，の 4 つの事業を展開している。非上場だが

明確にし，無競争の実現を掲げている。本稿で

売上高は 1,300 億円程度で，売上の約 7 割を占

はニュートンの事例を取り上げ，前川製作所の

める主要事業の産業用冷凍・冷蔵装置には，圧

マーケティングのエクセレンスについて考察し

縮機（コンプレッサー）や冷凍・冷蔵ユニット

てみたい。

等があげられる。冷凍・冷蔵装置の冷媒には長
らくフロンや代替フロンが用いられてきたが，
オゾン層の破壊と地球温暖化を招くことから脱
フロンが進められており，現在では自然冷媒に

Ⅱ. 前川製作所の概要
1．企業の歴史

よる冷凍・冷蔵設備へシフトしてきている 。

前川製作所のはじまりは，創業者である前川

主な自然冷媒としては空気，水，二酸化炭素，

喜作氏が 1924 年（大正 13 年）に創業した前川

炭化水素系，そしてアンモニアの 5 つがある 。

商店である。当初は，アメリカから冷凍機を輸

これらのなかで，アンモニアは広範囲の温度帯

入し，冷却プラントの設置工事を行っていた。

に対応でき，かつ単位動力当たりの熱量が高い

1930 年，新橋にあった本社を深川に移転し，

1）

2）
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新たに製氷冷蔵業を専業とする東京冷凍工業株

5）
出を行った 。特に後者は，当時の同社生産台

式会社を設立した。この製氷冷蔵業への進出が

数の 3 倍という大型プロジェクトで，創業以来

1 つ目の大きな転換点となる。こうした転換を，

の社運をかけた受注であった。全社員一丸と

前川正雄氏（現顧問）は「脱皮」と表現してい

なって対応し，1 年間で圧縮機 156 台の納入を

る。当時の冷蔵庫は「氷式冷蔵庫」と呼ばれ，

実現した。1964 年からは，初の海外製造拠点を

上の段に大きな氷を置いて，下の段に入れた食

メキシコに設立してグローバル展開を本格的に

材を冷やすものだった。消費者は氷屋で毎日の

開始し，また日本国内でスクリューコンプレッ

ように氷を買う必要があり，氷屋に氷を卸す製

サーの製造も始めた。1970 年には旗艦工場と

氷業者は，電気冷蔵庫の普及が本格化した 1960

して守谷工場が完成し，生産ラインと製品開発

年代後半まで大きな成功をおさめた 。

体制をより強化した。この時期から，同社は産

4）

前川製作所は，新規参入した製氷冷蔵業にお

業用冷却装置を軸に，食品や化学工業，省エネ

いてわずか 3 年で，日本冷蔵株式会社（現，株

の分野とも連携して事業を拡大させていった。

式会社ニチレイ）と並ぶ日産 50 トンを製造す
るまでに成長し，国内製氷の一大企業となった。

2．「独法」と「一社化」

製氷冷蔵業で大きな財を成した一方で，前川商

同社の 3 つ目の転換点として，1984 年の「独

店は 1934 年から，それまで輸入していた冷凍

法制」開始があげられる。独法制とは，独立法

機を自社製造する，冷凍機製造事業に着手した。

人制の略である。1971年から83年までのグルー

この冷凍機製造への進出が 2 つ目の転換点とな

プ制を経て，84 年から始められた独法制には，

る。創業当初に冷蔵倉庫業に関わっていた経験

福岡や長崎，鹿児島といった地域ごとに独法化

から，当事者感覚で顧客ニーズを把握して製品

させる「エリア独法」と，鶏肉加工装置といっ

開発をすることができたという。冷凍機事業に

た事業内容ごとに独法化させる「市場独法」が

おいても，同社は急成長を遂げ，国内大手冷凍

あった。各独法の株式はすべて前川製作所本社

機メーカーとして，日本製鋼所，日立製作所と

が持ち，100％子会社として本社にロイヤリティ

並んで数えられるほどになっていった。1937

を支払う形式が取られた。各独法は，全社員が

年には前川商店が東京冷凍工業を吸収合併し

本社からの出向扱いとなっており，社員は一律

て，現在の前川製作所に組織変更し，戦時中は

の給料体系でマネジメントされていた。

軍部の指定工場となって成長を続けた。しかし，

同社が独法化を推進した背景には，市場競争

東京大空襲で工場が全焼し，大きな企業資産を

の激化による収益性悪化への危機感と，社員お

失うこととなる。戦後に，製氷工場の機械修理

よび企業としての意識改革を図る狙いがあっ

を始め，製氷の合間に新工場の建設と増設を行

た。独法化すると，各部門の長が，中小企業の

い，前川製作所は再出発を切った。

社長として経営責任を持って仕事をすることに

1960 年にはアメリカ海軍第 7 艦隊へ圧縮機を

なる。そうすることで経理や資金繰りまでを考

納入，
またソ連に1万2千トンの冷蔵庫を12セッ

慮したビジネス感覚を養い，経営者マインドを

トと日産 100 トンの氷を製造できるプラント輸

磨くことが期待された。また，営業先の社長と
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話す際に，同じ目線で物事を考える経験を積む

頃から一社化の準備が始められ，九州でいえば，

ことができた。それ以前も，同社は積極性や能

福岡，長崎，鹿児島，宮崎という 4 つのエリア

動性を推奨する企業文化で，
「失敗してもいい

独法を，九州総研と九州システムサービスにま

からまずはやってみろ」という気質が強かった。

とめ，その後九州で一本化した。そして，2007

しかし同時に，
「失敗してもいいから」に甘ん

年に全独法を本体と一社化し，現在の前川製作

じる嫌いもあった。「自分の会社を，自分自身

所の組織形態になっている。

で何とかしなければならない」状況に置かれる

1960 年には社員数 200 名程度の中小企業だっ

独法制は，この気質は残しながらも，より当事

た前川製作所は，独法時代を経て一社化した現

者意識と責任感を持たせるために有効な手段と

在では，社員数が国内 2,494 名，海外 1,913 名の

なる。

大企業となっている 6）。「ニュートン」はこの

「会社が変わったのだから，
社員も変われ」と，

一社化に向けた過渡期にスタートしたプロジェ

常に能動性と危機意識を求められるようにな

クトで，現在の同社を支える 1 つの柱となる事

り，各独法はまさしく「同じ釜の飯を食う」運

業にまで急成長している。続いて，ニュートン

命共同体の中小企業として必死になった。市場

の事例について紹介しよう。

競争に勝ち残るため，独法内や独法間で活発に

Ⅲ. 高効率自然冷媒冷凍機「ニュートン」

意見交換が行われ，新たな事業アイデアが出て
くると，そのために新たな独法を作ることもし
ばしばあった。例えば，九州の鹿児島営業所が

1．開発のきっかけ

独法化したあと，更にそこからチキングループ

ニュートンの開発のきっかけは，ベテラン技

とミートグループが分かれて独法化し，チキン

術者が抱いた問題意識だった。2005 年当時，

グループの取り組みから食品産業ロボットであ

前川製作所では「国内市場は飽和状態にあり，

る鶏もも肉の自動脱骨機「トリダス」が 1994

これからはいかに海外に展開していくか」とい

年に誕生した。前川製作所は，冷凍を軸に食品，

う方針が強まってきていたが，50 代の技術者 5

ケミカル，エネルギーといった他社に真似ので

名がそこに疑問を投じた。
「まだ国内でできる

きない領域へと，独法時代を通じて事業を拡大

ことがあるのではないか」
，
「何か新しいものを

成長させていった。この独法時代に培われたス

創れば仕事が生まれるのではないか」という問

ピード感や価値観は現在の同社の成長を支えて

題意識のもと，全国の事業所を回って営業部門

いる。

と意見交換をしていった。しかし，この議論か

2000 年頃になるとグローバル化の流れが加

ら具体的なアイデアは出てこなかった。そこで，

速し，より高い次元でニーズに応える提案能力

具体的なものをまず自分たち製造部門が提示す

が求められるようになってきたため，独法から

れば，営業部門も批評や評価ができるだろうと

再び一社化しようという動きが始まった。100

考え，
「自分たちにできる限りの最高の製品を

名を超える社長を輩出した独法制が，その役割

作ってから再度問いかけよう」という結論に

を終えたという見方もできるだろう。2004 年

至った。そのために，自社で使える新技術はす
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図表 —— 1

ニュートン開発プロジェクトのメンバー構成

出典：株式会社前川製作所社内資料を基に筆者作成

べて採用し，圧倒的な競争力を有する製品の実

自身の業務と兼務して「面白そうだから加わっ

現を目指すことになった。

てみよう」という感覚で参加していったという。

新技術の棚卸をしていくなかで注目したの
が，アンモニア冷媒による国内の冷蔵倉庫向け

2．開発の推移

の専用機開発だった。当時はフロン最盛期であ

月に 1，2 度の議論が行われ，そこで取り上

り，
「冷凍機の専門メーカーであるマエカワが

げられた新技術について，要素実験と確認実験

力を入れる領域ではない」
，
「誰でもできる分野

が繰り返された。この取り組みからニュートン

は，マエカワがやる必要はない」と反対の声が

の各要素が形作られていったが，特に 0 から自

あがった。しかし，
「氷屋から始まったマエカ

前で開発した IPM 型モーターは「技術屋の意

ワの成長を支えた事業とも言える冷蔵倉庫関連

地と矜持の産物」だという。自然冷媒を推奨す

ビジネスを，もう一度再生させたい」という強

る環境省の競争的資金を獲得できたことも追い

い思いを原動力に，プロジェクトが立ち上げら

風となり，
「社会に求められている商品なんだ」

れた。プロジェクトには，圧縮機製造部門やユ

という思いのもと，更に開発が進められた。

ニット製造部門，前川電機，技術研究所といっ

業界からの期待も大きく，日本水産株式会社

たところから集まった開発部門のメンバーと，

からは「我が社がニュートン実用化のために実

営業本部や広報のメンバー等，総勢 30 名程度

験台になろう」と，試作機開発段階から受注を

が集結し，営業からの「たとえ高くてもいいか

受けたほどだった。その受注に応じて，2008

らどこにもないモノを創れ」という号令のもと，

年に第 1 号機が製造された。しかし，この第 1

2006 年から本格始動した（図 1）。中心となった

号機は試作機の域を出ておらず，納入後にたび

ベテラン技術者が各部門のリーダーに「空いた

たび故障等のトラブルが発生した。トラブルが

時間に手伝ってくれ」と声をかけて回り，皆が

発生するたびにプロジェクトメンバーにはメー
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ルが回り，営業担当者とメインテナンス担当者

レベルの省エネ性能と環境対応能力を誇る。ま

は幾度となく土日出勤をして対応に迫られたと

た，これまでの前川製作所は基本的に受注生産

いう。最初に納入された 3 台のうち 2 台は 1 年間

対応だったのに対して，ニュートンは標準品生

で入れ替えなければならなくなってしまった。

産となったことも同社としては画期的だった。

こうしたトラブルに対するメインテナンス

標準品化することによって共通化と簡素化が進

は，品質が安定するまで無償で行われた。納品

み，施工時の工期短縮を実現している。さらに，

はしたものの，
「現場で改良改善して完成させ

冷媒としては優れているが有毒性のあるアンモ

てもらうんだ」という気概で，通常は 1 年間の

ニア冷媒を使用するパッケージを工場生産する

無償メインテナンス期間を拡張し，顧客の負担

ことにより，高い信頼性と安全性を担保したこ

を最小限に抑える努力が行われた。2008 年か

ともあげられる。一般的なアンモニア冷凍設備

ら 2010 年までに製造した初期型には未完成な

は，圧縮機や熱交換機，制御機器類を現場に設

部分があったが，迅速なメインテナンス対応と，

置して配管工事でシステムを作り上げていく現

そのフィードバックによる製品改良を重ねてい

場施工型であるのに対して，ニュートンは工場

くことでニュートンは飛躍的に品質と性能を向

で冷凍サイクルを完成させ，試運転までしてか

上させていった。つまり，前川製作所はニュー

ら出荷できる工場生産型となっている。万が一

トンを，顧客のもとで，顧客とともに改良して

のアンモニア漏洩リスクに備え，アンモニア冷

いくという手段をとったことになる。

媒は機械室のみに用いて，建物内の配管には二

この「顧客との改良」を通じて，当初 20％

酸化炭素を用いる二次冷媒の仕組みも評価され

を目標としていた省エネ効果は，倉庫の形状に

ている。24 時間の遠方監視ネットワークを立

よっては40％にまで引き上げられるようになっ

ち上げて，故障対応ではなく，
「予知保全」を

た。ニュートンの大きな省エネ効果は，2009 年

実現するサービスも同社として初めて本格的に

から 2010 年ごろには顧客のクチコミで業界内に

実施している。

広まっていった。また，2011 年から発売した

国内では大手顧客への普及が進み，販売台数

改良版では，ほとんどトラブルが生じない装置

も 2013 年に目標として掲げた年間 200 台を突破

に生まれ変わった。そして 2013 年，ついに，

し，すでに 850 台以上が納入されている。2016

「ニュートンはこれからの前川製作所の柱のひ

年時点で，販売台数の目標は年間 350 台にまで

とつとなる」という考えのもと，専用生産ライ

引き上げられている。また，継続的な性能向上，

ンが立ち上げられた。これまでは分業制だった

使いやすさの改善，サイズ縮小を行っており，

が，更なる性能改善のため専用ラインでモー

製品の競争優位性を保っている。用途も冷蔵倉

ター，圧縮機，熱交換器，制御盤，艤装，試運

庫用から，物流センター，低温保管庫，フリー

転を一貫してまかなうことができる体制が整え

ザー，急速凍結庫，真空凍結乾燥，アイススケー

られた。

トリンク，製氷プラント，工場空調へと拡大さ

ニュートンの特徴としては，まず上述のとお

せている。環境省の「先進技術を利用した省エ

り，圧倒的な省エネ性能があげられ，世界最高

ネ型自然冷媒機器促進事業」への採択も追い風
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図表 —— 2

通常の冷凍機メーカーと前川製作所のビジネスモデルの違い

出典：筆者作成。

いる。それゆえに，ランニングコストの優位性

となり，今後更なる普及拡大が見込まれる。

で市場競争に勝つことができているのである。
つまりニュートンの成功は，製造部門による

3．ビジネスモデル
ニュートンは，省エネ性能や安全性といった

優れた製品の開発とともに，プラント受注のビ

製品の機能面での競争優位性が際立っている

ジネスモデルに裏打ちされた営業部門による提

が，製品価格は高く，代替フロンを用いた他社

案能力が背景となっている。加えて，現場に自

製品と比べて 3 ～ 4 倍の価格となっている。ラ

由裁量を大きく与える同社の企業文化と，
「何

ンニングコストが 20 ～ 40％安いとはいえ，イ

とか工夫して売ってやろう」と思う営業メン

ニシャルコストの高騰が敬遠される中で，なぜ

バーの一体感があったからこその結果だろう。

これだけ高額な製品が飛ぶように売れているの
か。その秘密は同社のビジネスモデルにあった。

4．グローバル展開

図 2 のように，通常の冷凍機メーカーは冷凍

ニュートンは，開発のきっかけが国内市場の

機を製造して売るだけのビジネスをしているの

再評価にあり，日本の顧客の基準にぴったりと

に対して，前川製作所は製造した製品を他の冷

合う製品開発を目標にスタートしていたため，

凍倉庫用装置と組み合わせてパッケージ化し，

当初グローバル展開は考えられていなかった。

さらに施工とメインテナンスまでをすべて手掛

しかし，
「日本で確立した技術を世界に問う」
，

ける，プラント受注のビジネスモデルを行って

「ニュートンの技術がガラパゴスでないことを

いる。製造，パッケージ化，施工，メインテナ

確認したい」という思いのもと，2014 年から

ンスを一貫して行うビジネスモデルを実現でき

グローバル展開が開始されている。アジアでは

ているため，プラント受注のなかで製品価格差

すでに 50 台程度が納入されており，北米でも

をある程度吸収し，トータルコストを抑えられ，

契約が進んでいる。欧州や南米への展開も控え

また一貫した活動に対してエンドユーザーは安

ており，10 年後には，守谷工場で 400 台，ベル

心感と信頼感という価値を感じるようになって

ギーのブリュッセル工場で 200 台，アメリカの
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ナ ッ シ ュ ビ ル 工 場 で 200 台 の 年 間 計 800 台 の

Ⅳ. 考察

ニュートンをグローバル展開させる目標が立て
られている。
ニュートンが提供する省エネ性能や環境対応

1．顧客との共創

能力，安全性は世界共通で評価される。しかし，

前川製作所の「棲み分けによる無競争の実現」

国内外における前川製作所のビジネスモデルの

という考えは，近年再び取り上げられているブ

違いは，普及に向けた障害になると考えられる。

ルー・オーシャン戦略に則って捉えることがで

国内ではプラント受注でのトータル対応が可能

きる 7）。本稿では，競争相手のいない市場であ

だが，海外ではあくまで冷凍機メーカーとして，

るブルー・オーシャンを開拓するため，ニュー

各地域の施工会社に製品を供給するビジネスモ

トンの事例において同社が行ったマーケティン

デルを取らざるを得ない場合が多い。アジアや

グを「共創」というキーワードから考察してみ

南米の一部の，有力な施工会社が少ない地域で

たい。「共創」という言葉を聞くと，多くの人は，

は，自ら施工に携わることもあるが，多くの場

特定企業が顧客と共にブランド価値を高めた

合で同社は冷凍機メーカーに役割が限定されて

り，新製品開発を行ったりする取り組みを思い

いる。そのため，グローバル展開においては，

浮かべるだろう。しかし，前川製作所ではこう

イニシャルコストの高さをいかに克服するかと

した取り組みが出てくる以前から「共創」を掲

いう課題が残されている。

げており，守谷工場の入口にはその文字が飾ら

図表 ——3

守谷工場に飾られている「共創」の文字

写真提供：株式会社前川製作所。
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図表 —— 4

ニュートンのブランドプロモーションに出てくる 2 頭のイルカ

写真提供：株式会社前川製作所。

れている（図 3）8）。同社のマインドにある共創

場に出すという選択肢もあったはずである。し

とは，どのようなものだろうか。

かし同社は，納入後品質が安定するまで約 3 年

本事例のマーケティング・エクセレンスとし

間をテスト・マーケティング期間として捉え，

て，2 つの共創を取り上げる。まず 1 つ目は，

かかるメインテナンス費用は製品開発費の一環

顧客との共創である。といっても，単に顧客と

として顧客には請求しない方針を選んだ。トラ

共同で製品開発をしたわけではない。ニュート

ブルが発生するたび営業部門とメインテナンス

ン担当者の言葉を借りれば，
「客先で完成させ

部門は顧客先へ出向いて対応し続け，製造部門

た」という意味である。この顧客との共創を成

は営業とメインテナンスから報告のあったトラ

功させた要因は，メインテナンス対応をテスト・

ブルの原因を解明して製品を改良し続けた。彼

マーケティングとして捉える柔軟な発想と対応

らの献身性が，顧客との共創を実現させたこと

にあった。

は疑いようがない。また，このときにメインテ

ニュートンは当初，多くのトラブルを抱えた

ナンス対応を誤っていれば，ニュートンの現在

製品だった。故障が相次いだ市場投入初期段階

の成功はありえなかっただろう。

で，その後の事業化を早期に諦めるという選択

図 4 は，ニュートンのブランドプロモーショ

肢もあっただろう。あるいは，一度全製品を回

ンに用いられている画像である。2 頭のイルカ

収して，自社内で完成度を高めてから改めて市

は同社と顧客を表し，寄り添い共に歩んでいく
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メッセージが込められており，顧客との共創を

造が技術的な壁にぶつかった時には，営業が「こ

象徴するブランドイメージが作られている。た

の製品ができたら，どれだけ市場にインパクト

だし，本事例では，同社と既存顧客の間に構築

があるのか」について顧客にリサーチし，技術

済みの強固な信頼関係があったために，共創が

的な壁を超えられればどうなるのかを製造に具

実現しやすい状況にあったことには留意してお

体的に示した。「製造がどれだけ準備をして，

かなければならない。

満を持して開発した製品なのか」
，そして「ト
ラブル対応と製品改良にどれだけ真摯に向き合
い続けたか」を知っているからこそ，営業は「何

2．営業との共創
2 つ目の共創には，営業との共創があげられ

としても売ってやろう」と思えたという。本事

る。営業に求められる役割が，かつて重視され

例における営業は，プラント受注というビジネ

ていた御用聞き営業から，顧客に新たな価値を

スモデルの優位性を活かした提案型営業を行う

提供する提案型営業へとシフトしてきているこ

セールス機能に加えて，顧客のニーズや本音の

とはよく指摘される。マーケティングにおいて，

リサーチ機能，そして，そうした情報を製造に

営業のセールス機能をいかに高めるか，が取り

共有するコミュニケーション機能，といった幅

上げられることは多い。一方で，社内における

広い役割を果たしている。

営業の役割に目を向けてみると，営業部門と製

前川製作所では，全社員が入社後 3 年間は守

造部門が対立するケースは少なくないだろう。

谷工場に勤務し，ひと通りの自社製品について

新製品開発の際，営業と製造のコミュニケー

把握する。また，特に独法時代は中小企業であ

ションが不足した結果，製造は作りたいものを

るがゆえに慢性的な人手不足で，営業であって

作り，営業はあとから出来上がった製品を見て

も資材発注や機器の試運転をできなければなら

「こんな高いものを作られても売れない」
，
「もっ

なかった。同社の営業は，図面作成，設計，見

と顧客の好みをふまえたものにしてほしい」と

積，発注，サービスに関して，スペシャリスト

文句を言う。顧客に対して営業と製造が共に向

ではなくともゼネラリストとして知見を有して

き合う場合よりも，顧客と営業に対して製造が

いる。そのため，営業が製造とのコミュニケー

孤立して向き合う場合の方が現実には多いかも

ションにおいて「共通言語」を持った状態が整

しれない。

えられている。営業と製造が思いを共有し，ゼ

本事例における営業メンバーは，プロジェク

ネラリスト化した営業が多能工的な役割を果た

トの開始段階から加わり，定例会議すべてに参

すことで，本事例では営業との共創が実現した。

加していった。当初から製品化に対して製造メ

Ⅴ. 結びにかえて

ンバーと同等の責任を持ち，悩みを共有し，プ
ロジェクトのメンバーが部門に関係なく一体感
を持てていた。
「これまでとコンセプトの異な

製造部門の誇る高い技術力によって，圧倒的

る機械で，顧客に受け入れてもらえる」という

な競争優位性を語る機能性を備えた新製品が開

予感を，製造だけでなく営業も感じていた。製

発されたという事実は，本事例の中核となるエ
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クセレンスに他ならない。しかし，本稿では技
術力だけでニュートンが成功したわけではない
ことを強調したい。開発段階における営業との
共創，市場導入初期段階における顧客との共創，
さらにはビジネスモデルの優位性を活かした提
案型営業といった要因が合わさって初めて
ニュートンは成功をおさめたのである。
技術的にいかに優れた製品でも，価値の伝達
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敗に終わってしまう。日本製造業の苦境は，多
くの場合が技術力で競争に敗れているのではな
く，マーケティングによる敗北だろう。日本製
造業の技術力は今なお世界に誇れるものであ
り，マーケティング次第でグローバル競争でも
勝ち続けられることを，ニュートンのグローバ
ル展開の拡大は証明してくれている。前川製作
所のニュートンの事例は，多くの日本製造業に
対して自信と希望を与えてくれるだろう。
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注
1）モントリオール議定書およびオゾン層保護法に基づ
き，フロン冷媒 HCFC（ハイドロクロロフルオロカー
ボン）類は，2015 年 1 月 1 日から生産を 6 割削減，
2020 年 1 月 1 日から生産ゼロ化となる（一般社団法
人日本冷凍空調工業会ホームページ参照）。
2）前川製作所では，地球環境に優しい 5 つの自然冷媒を，
冷凍，空調，給湯の分野に積極的に用いていく取り
組み「Natural Five」を進めている。
3）Interior Permanent Magnet Synchronous Motor（永
久磁石内蔵型同期モーター）。
4）1957 年における電気冷蔵庫の普及率はわずか 2.8％
だったが，1965 年には 68.7％にまで上昇した（秋葉
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原電気街振興会ホームページ参照）。
5）同社社内資料より。
6）2016 年 1 月時点。
7）DIAMOND ハーバード・ビジネスレビュー 2015 年
10 月号において，
「ブルー・オーシャン戦略のすべて」
と題した特集が組まれている。
8）「共創」の文字は，前川正雄氏の直筆を型取り，凍
結鋳型によって作られた鋳物で，2006 年から守谷工
場に飾られている。
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