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はじめに



イチカワ 60周年をむかえる



イチカワについて

事業領域



イチカワの製品が活躍する分野

イチカワの技術が生活基盤を支えています



活動拠点

本社・東京工場
昭和55年（1980年）開設

東京都羽村市

電子機器

瑞穂工場
平成10年（1998年）開設

東京都西多摩郡瑞穂町

産業ユニット・交通ユニット

群馬工場
昭和41年（1966年）開設

群馬県高崎市

交通ユニット・トランス



オーナー経営者

創業者

市川 昭男

昭和4年生

昭和38年 創業

平成30年 勇退

代表取締役社長

市川 博士

昭和38年生

平成13年より現職

専務取締役

市川 敦士

昭和49年生

平成27年より現職



発表者の紹介

株式会社イチカワ

専務取締役／最高執行責任者 Chief Operation Officer

市川 敦士
昭和49年（1974年）東京都国立市にて生まれる。生後3か月で八王子へ引越し、幼稚園・小学校・中学校・高等

学校を八王子で通よい、結婚する29歳まで八王子で過ごすこととなる。

平成12年（2000年）株式会社CSK（現在のSCSK）に入社。金融機関むけシステム管理として従事する。小・中

規模のシステムインフラ構築を手がける。

平成20年（2008年）株式会社イチカワに入社し、生産本部に所属して、会社の生産の仕組みを理解する。その後、

営業職をへて、平成27年（2015年）より専務取締役に就任する。

平成22年（2010年）イチカワ初となる海外子会社である上海市市川有限公司の董事長を務め、海外勤務を経験

する。

平成23年（2011年）首都圏産業活性化協会（TAMA協会）グローバル経営人材育成講座（8月22日開講）

平成24年（2012年）TAMA協会に入会 以降、各種の支援を受けて、会社に変化をもたらす。

平成30年（2018年）TAMA協会 理事に就任して、協会の普及にむけて活動をしている。

家族

妻（平成15年結婚）、長女（中学3年生）、長男（小学6年生）、次女（小学4年生）

好きな言葉

凡事徹底、率先垂範、不撓不屈、わが人生悔いなし



情熱の源を探る

新しいことに挑戦し、未来を開拓し続ける
経済産業省 令和3年度中小企業知的財産活動支援事業、TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッションにおける課題検討



Episode 03

・よく考えて、行動せよ。決して自分よがりなっていけない。
・自信をもっても、過信してはいけない。
・自分の決断に自信と責任をもて。
・理解できている人は、自分の言葉で置き換えて、口頭or文書で説明できる。
・技術があるとは、他人に対して、口頭or文書で説明ができることである。
・人の話をよく聞き、本質を理解せよ。
・行動に対して、成果だけでなくリスクも考えよ（問題管理とリスク管理）。
・自ら問題を提起して行動せよ。
・頭に浮かぶことを、まずは文書にせよ（頭の整理）。
・報告書は、1枚にまとめよ（ムダ・ダブリ・重複なく簡潔に）。
・相手の反応をみて話をせよ。
・他人を信じても、言葉を鵜呑みにしてはいけない。自分で確かめよ。

イチカワでやりたいこと （入社時の宣言）
・仕事を楽しめる雰囲気をつくること
・皆さんと何でも話しあえる関係を築くこと
・これまでの会社の歴史を理解し、後世へ継承するとともに、
長期的（50年）に事業が存続していく仕組みをつくること

前職で学んだこと



60年のあゆみ



60年の財産探し

TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッション 財産探しフォーマット



60年の財産探し

TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッション 財産探しフォーマット参考

主要顧客獲得

1970

高度経済成長

製造請負

品質マネジメント

世代交代

2000

海外調達

ISOマネジメント

生産実績

人材確保

1980

受注拡大

技術力強化

工場拡張

開発・設計力

1990

設備投資

工場増設

海外展開

デジタル技術

2010

IoT/DX/デジタル化

開発技術



1963年創業
創業者市川昭男会長(前社長) は、信州の出身である。1929年(昭和4年)11月30日、長野県千曲市 (旧更埴市)の地元ではかなり
の地主農家で、養蚕農家の六男として生まれた。幼少時代は、川で泳いで遊んだり自然豊かな中で育ち、中学では、水泳選手に
なるなどして、心身ともに強靭な体力を育んでいった。15歳で終戦をむかえると、これからは、電気機械の時代だと時代をよみ
とり、長野高等工業専門学校精密機械科を1950年(昭和25年)3月に卒業した。当時はすぐに就職先がなく、飯山南高教論、飯山
外様分校夜学の先生(数学·夜学、外様中学も教える)を務めたのち、1951年(昭和26年)4月に信州大学工学部電気通信工学科2年
に編入学した。信大在学中には母校屋代高等学校教論1年間(数字"夜学)も務めた。1954年(昭和29年)3月卒業後、4月に東京特
殊電線株式会社丸子工場に就職した。そこでは、ビニール電線を製造していた。

東京特殊電線株式会社時代には、丸子工場、高崎販売店、東洋特殊電器、本社電器部、小平市の府中出張所(ーツ橋大学小平分
校前駅前)、村山工場長まで務めた。高崎販売店を立ち上げて勤務し、本社での新宿勤務で会長(前社長)の夢である東京への進
出を果たしていた。そして、東京芝浦電気株式会社小向工場への営業の駐在で、変圧器の設計を学ぶとそれが面白くなった。府
中出張所を立ち上げて所長を務め、1962年(昭和37年)頃には村山工場も立ち上げ、工場長も務めていた。当時、得意先から変
圧器などの注文を取り、自分で設計をしては、製造を上田工場を含めた自社工場や協力工場に出すという仕事をしていた。常に
得意先ユーザーのニーズに一歩先んじた製品の開発を目標に技術革新と経営の革新をはかり前進していく当社の原点がこのあた
りから培われている。その後、不況の影響もあり、1963年(昭和38年)5月の決算時期に村山工場の閉鎖が決まった。しかし、会
長(前社長)は、『田舎に逃げるわけにはいかない。独立させてほしい。』と、電源変圧器、磁気増幅器の仕事も引き継ぐ形で独
立を申し出た。小林社長からは、顧客には迷惑がかかるので、『市川君ならいいだろう。』と承認され独立させてもらった。そ
して、1963年(昭和38年)9月30日に会社を退社、10月1日には電気機器の製造及び販売の市川電機株式会社を発足させて顧客
にも迷惑をかけることなく創業させた。各種変圧器の専門メーカーとして当社が出発した。

1963年(昭和38年) 10月1日、市川電機株式会社を東京都小平市学園西町1230に発足させた。創業時の営業所は、西武鉄道多
摩湖線一橋学園駅の駅前にあった。建物は、1階が店舗用、2階が住居用の木造2階建ての1階部分を営業所に使っていた。以前
は、中華そば屋だった。2階部分は、会長(前社長)宅であった。元々この建物は、会長(前社長)が発足の前日まで勤めていた、
東京特殊電線株式会社時代に府中出張所であったところを閉鎖とともに引き継いだもの。会長(前社長)は、東京特殊電線株式会
社時代には、ここの府中出張所を立ち上げて所長を務め、1962年(昭和37年)には村山工場(変圧器から制御盤に至るまでの電気
機器(インデント品))も立ち上げて、そこの工場長も務めていた。1963年(昭和38年)に村山工場の閉鎖が決まり、その仕事を引
き継ぐ形で独立した。そして9月30日に退社、10月1日に電気機器の製造及び販売の市川電機株式会社をここに発足させた。各
種変圧器の専門メーカーとしての当社の出発である。1964年(昭和39年) 9月には、各種制御機器の製販にも力を入れ出した。
制御機器関係の製品も創業当時のこのころから既に受注設計をはじめている。のちに小平工場、群馬工場が出来ると営業品目も
電源変圧器、磁気増幅器、可飽和リアクトル、パルス変圧器、巻線抵抗器、一般コイル巻線、一般トロイダル巻線、自動制御装
置、定電圧変圧器、自動電圧調整器、各種機器組立配線、モールドコイル及び変圧器にわたるようになった。



1980年 西多摩郡羽村町へ移転

生産量拡大にともない、小平工場から移転。

金融機関の紹介を受けて、工業団地であった羽村町へ移転



1990年 成長をむかえる



2000年～ 世代交代、海外展開

ISO品質マネジメント 海外調達



活動事例



事業の特徴

大学との共同研究、国内事業でのコア技術でビジネスを拡大

製造サービスから課題解決・提案型ビジネスへ事業を発展

信州大学との共同研究によりトランス要素技術を開発。これに車両装置事業で培っ
た技術とトランス製品の相乗で、高度な車両用インバーター制御ユニット技術を確
立。工学分野の技術を応用して、信州大学と共同で医療分野のモニタ装置を開発。
緊急医療現場や脳外科施設の監視モニタとして期待されている。

電子機器における組込プログラム開発をベースに、システム開発に発展させ、さ
らにIT 技術を導入して装置からシステムユニットにビジネスを拡大。2010年に中
国・上海に現地法人を設立。現在は、中国現地での顧客ニーズを総合的にサポー
トするビジネスモデルに転換。

ものづくりの現場のにおける生産システムと製造技術を継承するナレッジベース構
築進めている。IoT化推進室を立ちあげ、先端のI oT 技術をものづくり現場へ積極的
に展開、IT技術者育成に着手している。独自で開発したデジタル手順システムiM-

Managerは、ものづくり手順を一元化するものであり、製造業務のフレームワーク
となり、実用化を進めている。

IoT化推進室を設立して、ものづくり体制の改革に取組む



顧客価値創造 リレーションシップ

セグメンテーションの拡大
（事業の数、事業領域）

バリューチェーンの拡大
（単価、付加価値、サービス品質）

顧客当たりの取引額

シェア

バリューチェーン価値(顧客価値)

開発 生産設計 調達 製造 試験 品質 物流 アフター・
サポート

顧
客
展
開

マ
❘
ケ
ッ
ト
展
開

事
業
領
域
の
選
択
と
集
中

セグメントA

セグメントE

セグメントB

セグメントC

セグメントD

セグメントF 売上高・利益

売上高・利益

売上高・利益

売上高・利益

売上高・利益

売上高・利益
セ
ー
ル
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア

IT
サ
ー
ビ
ス

製造フルラインサポートによるバリューチェーンをひろげる



製品開発 独自技術による応用分野

中国鉄道市場むけ スイッチング電源装置 製品開発
2021年試作開発
2022年製品化予定

インドネシア鉄道市場向け エンジン制御ユニット 製品開発
2018年 検討開始
2020年 社内より出荷
2021年 現地にて1号機の運転スタート



人材発掘

平成28年（2016年） フィリピン セブ島への人材発掘
TAMA協会人材採用事業

平成28年（2016年） 中途人材採用事業
TAMA協会人材採用事業

個人情報のため
非公表

個人情報のため
非公表



DX・IoT化推進

スマートファクトリー構想

設計 受入 倉庫 製造 試験 出荷 保守

データストア（データベースサーバ）

インテリジェント プロセス

自社開発によるデジタルプラットフォーム

iM-Manager（デジタル管理）

ER-MANAGER（ビジネス管理）

1

2

組み立て現場において が必要

経営情報のオンタイムモニタリング 2

1

1 2TAMA協会連携 都産技研共同研究 Webアプリケーション開発



研究開発 異業種交流

非侵襲型頭蓋内圧測定装置の開発
信州大学との共同研究
平成27年（2015年） 医工連携クラスタサロンによるビジネスマッチング（TAMA協会）
平成27年（2015年） ものづくり・商業・サービス革新補助金事業採択（TAMA協会）
平成30年（2018年） 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）契約
令和2年（2020年） Nature scientific reports 掲載



研究開発 異業種交流

トランス技術の応用

平成27年（2015年）東京都中小企業団体中央会「受注型中小製造業競争力強化支援事業」（TAMA協会）

平成28年（2016年） JAXA 宇宙探査イノベーションハブにおける研究に参加

非公表



はむらイブニングサロン

2018年7月19日 第1回「ものづくり企業のIT現場」
「イチカワにおけるIT環境」発表者：市川敦士

2019年6月20日 第9回「ものづくり現場のIoT導入事例」
「ICカードを使った生産プロセスの省力化に向けた取り組み」発表者：和田幸司

はたばく中小企業300社
応募



羽村市イベント

平成28年（2016年）夢チャレンジセミナー

産業支援ガイド、産業祭



受賞

平成26年度（2014年）TAMA協会 TAMAブランド大賞『日刊工業新聞社賞』

平成29年度（2017年）TAMA協会 TAMA-GNT企業

令和2年（2020年） 経済産業省 地域未来牽引企業

令和2年（2020年） 経済産業省 中小企業庁 はばたく中小企業・小規模事業者300社



経営をデザインする

経済産業省 令和3年度中小企業知的財産活動支援事業、TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッション

未完成のため非公表



30年後の社会



30年後の未来を描く

10月28日 日本経済新聞

⚫真の豊かさを考えます。人生はあらゆる選

択肢中から考え抜き、生き方を選ぶ事は自

分自身に託されています。

⚫病、医療、医学への理解

⚫非接触を支えるDX

⚫災害の脅威

⚫ ポスト資本主義／パーパス経営

一人一人が幸福・健康であることの社会づ

くりが必要になります。誰もが心の豊かさ

を実感できる成熟した社会が求められます。



社会の姿

• 少子高齢化、労働人口が減る

• デジタル技術が進む

• グローバリゼーション

• SDGs、ESG、社会課題とむきあっていく

• 省エネ、脱炭素社会

• 社会で活躍できる人材⇔個人の意識が強くなる

• 心豊かな人材、人の心、感性を磨く、社会から取り残されないマインド



30年後どのような社会になってほしい？

◆ プラスチックゴミが海に流れている。生態系を脅かしている。ゴミを減らして海洋生
物を守りたい。

◆ 固有種が生き残れるように日本の環境を大切にしたい。日本の環境国土守っていきた
い。

◆ 排気ガスで環境汚染してしまっている。環境大事にしていきたい。
◆ 無駄なゴミを削減して、環境を守りたい。SDGsの目標を達成しなければならない。
◆ 食料に苦しむ国がある。食料を大事にしたい。食料の廃棄ロスをなくしたい。
◆ 日本は資源が乏しいので輸入に頼っている。自国で作物を育てて、生活できるように

する。
◆ 国同士の外交で対立が起きている。良好な関係を築いて平和な世の中になってほしい。
◆ 日本の経済が良くない。経済を活性化して、良い社会になってほしい。
◆ たくさんお金を稼げる社会になってほしい。稼いで儲かる仕事したい。

社会課題に取り組み、社会に貢献したい。
人、生物、植物、生き物を大切に思う豊かな社会。

共存共栄の未来。

小学生に聞く、「３０年後に自分が活躍する社会とは？」



現役世代の役目

日本の社会、日本人、文化、歴史
日本の教育、社会、歴史の中で自分自身が成長して、子供から大人になっています。
これまで学んだこと、身に付けたところ、良いところは1人でも多くの人へ良さを展
開していく。

日本の企業として価値、誇り
これまで築きあげてきたこと組織の強さチームワークの大事さ、顧客を大事にする気
持ち、顧客の要望に応えようとする熱意。これが企業の活動全てである。一致団結す
る気持ち。一人ひとりの常識的であり、良識であり、アイデアを企業の力として残し
ていく。

社会づくりに貢献
個人は何かしらの組織に必ず所属しているものです。人の役に立ち、組織で成果を出
すことを実感して、人は豊かになり、喜びなります。

未来に向けて、勇気や希望を持ち、元気になり、行動意欲を高めていきます。
課題に向けて挑戦意欲を高めていきます。

魅力ある人間力を高める。成長し続け、心豊かな共存共栄の精神で行きます。



ものづくり企業が果たす役割

• イチカワのものづくりノウハウが、

日本、世界の社会インフラの設備へ展開される

• 設備更新のため、一部部品が戻り、リニューアル設計して、

再びフィールドへ展開される。我々の製品は使われ続ける。

• 長期にわたりイチカワのものづくりノウハウが必要となる。

• 我々がやるべきことは、ものづくりノウハウを継承していくこと。

標準化、手順化、ドキュメントに残す作業が必要となる。

• 産業・経済の流れをとめてはいけない

ものづくりノウハウを継承していく。



心の持ち方

未来で活躍する世代と一緒になり自己成長に励んでいきます。

悩みは人それぞれあります。一人で悩んでいても、解決になりません。一緒に考
えて良い考えを引き出してあげます。考えを強要するのではなく、引き出してあ
げることが大事になります。

経営者は、誰もなし遂げたことのない姿を描き、目標を掲げて組織を動かさなけ
ればなりません。

フォーキャスト思考は現在の延長線上で考えることがあるので、大多数の意見の
延長線といえます。一方バックキャスト思考は経営のアイディアであり、先を読
むことであり、目指すべき姿であります。誰も考えていないので、賛同は少ない
かもしれません。恐れていてはいけない。ここにチャレンジするのが経営者とし
ての特権であり、価値であり、存在意義であります。

いろんな人からもらう意見は、勇気付けとして、プラスの力として、吸収してい
きます。



未来にむけて

イチカワの姿



イチカワの技術が活きる

建築

河川

ソーラー

船舶

橋梁

空港

風力

鉄道駅

工場

プラント



３０年後の企業の姿 経営者としてのスタンス

オーナー経営者
企業経営は、目標、意思、志であり、人生そのものである。生涯現役を考えると目標
に向けてやり続けなければなりません。30年後の未来を考える人は、社内にはほとん
どいません。唯一無二の存在であります。

経営者が常に強く生きなければなりません。

よい
習慣

ポジティブ
思考

受容力

孤独との闘い
将来、進むべき道は誰かに決めてもらうのではなく、自分の選択によってきめていき
ます。初めは孤独との戦いでありますが、ここから賛同者が増えていくと思うと楽し
みであります。本日の話しが少しでも実現していくことが、やりがいや生きがいにな
り、達成のしたときには喜びとなります。とてもワクワクした気持ちになります。



これからどうなるか不確実な5つの兆し

素材の値段が高くなる。部品に影響。ものが作れなくなる。売り上げが伸びない。
人材の流動化、ワークスタイル、転職、外部リソース、社内活性化、イノベーション人材
海外拠点の経営監視、不良の発生、信用低下
人材の採用難、人材育成に注力、それでも辞める
業界の勢力が変わる。自動車業界ではIT系企業の参入がある。電機業界ではものづくりからソリューションへ変
わる

これからどうなるか不確実な５つの兆し

一定層の人が定着しない。ジョブホップ
外部資源と内部資源、専門職と総合職、モノづく
と人づくり

自社にとって影響が大きい2つの兆し

自社にとってインパクトが大きい

業界の勢力。保守業務の割合が増えていく。

人に依存しないものづくり世界。作業標準。

マニュアル化。デジタル技術の普及

ものづくりのノウハウを引き継ぐ。作り続ける。供

給責任を持つ。古い製品のリニューアル対応

こうあってほしい未来ではその兆しがどのように影響していくか

未来を想像して、あるべき姿

経済産業省 令和3年度中小企業知的財産活動支援事業、TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッションにおける課題検討



明るく豊かな社会 世界観を4象限で考える

人材を積極的に活用していく

外部資源内部資源

属人性

多様性

専門性が高い、職人技

経済産業省 令和3年度中小企業知的財産活動支援事業、TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッション



実力でつながる コバンザメ経営

実力で勝負 市場をさまよう

明るく豊かな社会 世界観を4象限で考える

人材を積極的に活用していく

外部資源内部資源

属人的

多様性

専門性が高い、職人技

自社の強み(何ができるか)をPRすることが重要

つながりを継続するための施策を打つ必要性

自社の内部資源を充実させることが重要(R&D)

コミニケーション能力、提案力

様々なコミュニティーに参加

企業間での資源の共有が進む

経済産業省 令和3年度中小企業知的財産活動支援事業、TAMA協会 自社に眠る財産の掘り起こしセッション



バックキャスト思考

技術を駆使

グローバルニッチトップ

未来の

姿

イチカワの仕事は未来、社会、人をつくる仕事

魅了する会社、組織、社員の育成していく

現在の

姿

不確実な世の中

⚫ 顧客の期待に応える

確かなものづくり

⚫ 地域社会、企業連携

を深めていく。

イチカワの力で

新たに価値

喜び、感動、感激

あるべき

未来の

姿



あるべき姿

人口が減少する日本において、

小さな市場で企業間競争に終始するよりも大事なのは

豊かな社会づくり、地域社会に貢献

社会全体の課題をとらえ、

企業人（組織、技術、人材）として、

地域社会の持続的発展のために何ができるか？



社会的に使命を果たす

60年にわたる培ってきた技術
企業価値、存在価値。人々の生活インフラを支え続ける。

社会づくりかける想い・情熱・熱意
世の中の快適・安心した生活空間をつくる。社会、未来をつくる。

テクノロジーの発展とともに、技術力を向上
時代とともに技術が高度化。遅れることなく、技術革新に励む。

創業の精神
顧客の期待に応える。前向きにとらえ、行動していく。

常に学び続ける姿勢
自分を育て磨くのは自分自身という意識を持つ。

1

2

3

4

5



仕事に対する理解

仕事の正しい「理解力」が重要

世の中の声、お客様の声をキャッチして、仕事へ展開していきます

「世の中の動きに関連して、仕事が成り立っていく」

人は何のために働くのか？ サービスを提供して喜びを得る。自分を成長させる1

喜びを感じる サービスが相手の喜び、感謝につながる。サービスを向上していく。2

ものづくりが生む価値 製品がもたらす価値を積み上げていく。3

つながる組織 協力して製品ができあがる4



認められる企業

世界の社会インフラ産業の発展へ

⚫ 当社から出荷される製品は、社会インフラ産業の

設備に組み込まれ、日本と世界で稼働している。

⚫ 安定したインフラ設備を共有することが使命となる。

豊かな社会づくり、社会貢献

⚫ 市場の要求、顧客の要求に応えるだけでなく、製

造パートナー、取引先、地域社会とのネットワーク

を形成してビジネスが成り立つ。

⚫ 組織と組織のつながりにより、共存共栄のネット

ワークが成り立つ

企業連携により共存共栄

⚫ 製造パートナーとの連携により、ものづくり連携が

生まれる。

⚫ 苦手分野を補い、未開拓市場の発掘にあたる

企業の存在意義・価値を発信

⚫ 会社の存在意義は社会の発展に貢献すること。

これがまさに社会貢献となる。

⚫ 経営者が企業価値を発信していく。

ものづくりにかける意識が高い

⚫ ミスを発生させないものづく体制。高い品質力。

⚫ 品質力が信用力につながり、継続している。

⚫ 高い品質力が当社が長年蓄積してきた企業力。

自社が生み出す技術から知財へ

⚫ 自社の強みを掘り起し知的財産へつなげる。

⚫ 発明は現場の課題と解決手段により起こるもので

ある。

⚫ 創意工夫、アイデア創出により知的財産へ展開

２４時間３６５日安定して稼働している社会インフラだからこそ、

２４時間３６５日、「豊かな社会」の実現を提供できる



人を伸ばす

⚫ 個人の能力を高めていく。個性を認めてあげる。

⚫ 一人では気づかないことがある。気づかせてあげる。

⚫ 「組織への貢献」が「社会貢献」へつながる

⚫ 自立した人材を育成していく。平等に学ぶ機会を与える。

⚫ コミュニケーション、教養、専門スキル、マネジメント

⚫ 学ぶことは、いつの時代でも必要である

人を育てるには、よいコーチングが必要

本人の課題といっしょにむきあい、気づきを与えてあげる



おわりに



おわりに

自己分析・能力の棚卸

テクノロジーを利用する

不確実性の世の中、多くの不安や心配

やり方を見直す

未来をむくこと、多くの課題や問題が起こる

発生した問題を真摯に受け留めて、

未来をより良くするために、今できることは何か？

自分を信じ行動する



おわりに

感謝、喜び、楽しさ

今を生きる喜び

情熱、熱意、魂

使命と責任

課題にチャレンジしていく勇気


