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（株）前川製作所
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はじめに

冷やす技術 ，それは人々の生活を
豊かにするために不可欠な技術であ
る．夏場の暑いときに大学の研究室や
会社のオフィスで涼しく過ごせるの
も，仕事終わりに冷たいビールで疲れ
を癒やすことができるのも，冷やす技
術が発展したおかげであろう．
冷やす技術の歴史は，16 世紀初頭
のイタリアにおいて，水に硝石を入れ
ると吸熱反応によって水の温度が低下
することが発見されたところから始ま
る．その後，1823 年にマイケル・ファ
ラデーによってアンモニアを冷媒とす
る蒸気圧縮冷凍機の原理が発表され，
1873 年 頃 に は ド イ ツ 人 の カ ー ル・
フォン・リンデによって実用的なアン
モニア冷媒の蒸気圧縮冷凍機が開発さ
れた．これが，近代的な冷やす技術の
幕開けであると言われている．現在で
も，冷凍機にはさらなる高効率化，省
エネ化が求められており，冷やす技術
は，今この瞬間にも「進化」し続けて
いる．
今回は，冷やす技術の未来を切り開
き続けている産業用冷凍機メーカの老
舗，（株）前川製作所（以下，前川製
作所）の守谷工場を訪問させていただ
いた．
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前川製作所の概要

前川製作所は，1924 年創業の産業
用冷凍機メーカである．現在は，産業
用冷凍機やガス圧縮機，ヒートポンプ
などの製造・販売を行っている．産業
用冷凍機の分野で国内トップシェアを
誇る企業であり，さらに，冷凍船に設
置される冷凍機に限って言えば，世界
シェアの 80% を有する．冷やす技術
は，生鮮食品の生産や物流，保存を行
うときにも必要な技術である．そのた
め，前川製作所では，食品工場関連機

器事業や食品工場で稼働する食肉加工
自動化システム事業も展開している．
今回訪問させていただいた守谷工場
は，前川製作所のマザー工場であり，
敷地内に併設されている技術研究所
は，前川製作所の研究開発基地として
の中核を担っている．
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守谷工場

アンモニア冷媒を用いた冷凍機の技術
開発は停滞していったという．
多くの冷凍機メーカがアンモニア冷
媒を用いた冷凍機の製造を中止してい
くなか，前川製作所では海外市場での
需要に応えるためにアンモニア冷媒を
用いた冷凍機を製造し続けたのだそう
だ．その後，フロンのオゾン層破壊に
対する危険性が問題視され，1987 年
守谷工場の見学
にモントリオール議定書が採択される
と，フロンの製造および輸入が規制さ
れ，フロンを冷凍機の作動冷媒として
3.1 守谷工場外観
使えなくなった．そこで，作動冷媒を
守谷工場の正門をくぐると，そこに
アンモニアへ回帰させる試みが行われ
は広大な敷地が広がっている．敷地内
るようになった．しかし，アンモニア
には芝生が敷きつめられており，工場
全体が自然と共存しているような印象
冷媒を用いた冷凍機の製造を中止して
を受けた．220 000m2 にも及ぶ敷地に
いたメーカにとって，フロン冷媒から
アンモニア冷媒への回帰は簡単なこと
は，製造部門やアフタサービス部門，
ではなかった．
技術研究所が設置されていて，研究開
一方，前川製作所ではアンモニア冷
発から製造，販売，アフタサービスま
媒を用いた冷凍機を作り続けていたた
での一貫した体制によって顧客要求に
め，フロン全盛期においてもアンモニ
対して迅速に応えている．私たちは，
ア冷媒を用いた要素技術の開発が継続
案内してくださる技術者の皆さんと共
して行われていた．そのため，アンモ
に冷凍機および圧縮機の製造工場へと
ニア冷媒を用いた冷凍機の技術で同業
向かった．
他社をリードすることができ，シェア
3.2 前川製作所における冷凍機・
の拡大につながったという．現在の前
圧縮機の歴史
川製作所では，環境に優しい自然冷媒
圧縮機の製造工場に入ると，そこに
は，前川製作所がこれまでに手がけて （アンモニア，炭化水素，二酸化炭素，
きた圧縮機が展示されていた（図 1）． 水，空気）を用いた冷凍機の開発・製
造に力を入れている．
製造現場を見学させていただく前に，
3.3 圧縮機の製造工程
それらの圧縮機を見ながら，前川製作
前川製作所では，多品種少量生産を
所における冷凍機や圧縮機開発の歴史
行っている．圧縮機に使用するスク
を説明していただいた．
リューロータという主要部品だけでも
リンデによるアンモニア冷媒を用い
300 種類ほどあるという．顧客からの
た蒸気圧縮冷凍機の開発以降，アンモ
ニーズがある限り部品を作り続けよう
ニアが冷凍機の冷媒として広く使用さ
という考えのもと，古い部品や製品も
れていた．しかし，有毒で可燃性のあ
生産中止にせず作り続けている．
るアンモニアは危険な冷媒であった．
企業経営の面から見れば，需要の少
そこで，1928 年にフロンがアンモニ
ない古い部品や製品の生産は中止され
アの代替冷媒として登場した．フロン
は無毒な不燃性ガスであったため，当
がちである．前川製作所に顧客とのつ
時は 夢の冷媒 としてもてはやされ
ながりを大切にしようとする姿勢があ
た．フロンの登場により，国内市場を
るからこそ，多くの種類の部品や製品
拠点とする多くの冷凍機メーカでは，
の製造を続けられるのであろう．
冷凍機に用いる冷媒をアンモニアから
さて，圧縮機部品の加工は，NC マ
フロンへと切り替えた．それとともに， シニングセンタが複数台並べられた加
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工ラインで行われている（図 2）
．作
業者は，加工の様子を見守りながら，
加工物を供給するためのオートパレッ
トチェンジャ（APC）に加工物を設置
したり，加工された部品を加工ライン
から取り出していた．加工が終わった
部品は組立工程に送られる．組立工程
では，ライン生産方式ではなく，セル
生産方式によって組立作業が行われ，
小型の圧縮機であれば 1〜2 人の技術
者によって組み立てられる．ライン生
産方式を採用しないのは，圧縮機が消
費財ではなく生産財であり，もともと
の出荷量が少ないからである．また，
慎重に品質を管理しながら，責任を
もって製造したいという企業の意識も
あるということだ．
組み上がったすべての圧縮機に対し
て，作動ガスの漏れがないかどうかを
確認するガス漏れ検査や，試運転装置
を用いた機械運転試験
（メカラン試験）
が行われる．ガス漏れ検査では，圧力
をかけた状態で圧縮機を水槽に沈め，
ガス漏れがないかを確認する（図 3）
．
ガス漏れがあれば，気泡がブクブクと
単純な検査方法ではあるが，
出てくる．
これが最も確実にガス漏れの有無を検
査できる方法なのだそうだ．
次に，特殊加工ラインというところ
を見学させていただいた．前述のよう
に，圧縮機部品の加工は，NC マシニ
ングセンタを用いた加工ラインで行わ
れる．しかし，熟練した技術が必要な
加工や，NC 工作機械の加工プログラ
ムを書くよりも汎用工作機械を使った
方が早い加工には，特殊加工ラインが
活躍する．ここでは，汎用工作機械の
扱いに慣れているベテラン技術者が活
躍されていた．精度の高い部品を作る
ためには，NC 工作機械が普及した現
在でも，ベテラン技術者の力が不可欠
なのだそうだ．特殊加工ラインは，
NC マシニングセンタによる自動加工
ラインを構築するための事前準備とし
て，部品試作をするためにも使われる．
この試作によって，NC 工作機械に対
する負担の大小や，加工工程に関する
チェックができる．
ところで，工場内を見渡すと，たく
さんの工作機械が稼働していた．これ
らの工作機械のメンテナンスはどのよ
うにしているのだろうか．実は，前川
製作所には工作機械のメンテナンスだ
けを行う保全技術者が常駐している．
日常的な予防保全はもちろんのこと，
工作機械に不具合が生じた場合はすぐ
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図1

工場に展示されていた圧縮機

図3

ガス漏れ試験の様子

に駆けつけてくれるのだという．一般
的に，工作機械に不具合が生じると工
作機械メーカのサービスエンジニアを
呼んで不具合に対応してもらう．しか
し，それでは数日かかってしまい，そ
の間は加工ラインが止まってしまう．
前川製作所では，同じ工場内にいる保
全技術者に内線で連絡をとり，すぐに
駆けつけ，対応できる体制をとってい
る．安定した部品製造を行うための工
夫であり，前川製作所の特色だそうだ．
また，圧縮機に限らず，部品加工や
組立作業には，しばしば冶工具が必要
となる．前川製作所には，冶工具が必
要なときに相談に乗るベテラン技術者
がいる．現場の技術者が「こういうこ
とをするための冶工具がほしい」とい
う具合に口答で相談を持ちかけると，
ベテラン技術者はその場で図面をサ
サッと描き，必要な機能を有する冶工
具を作る．ベテラン技術者のもとには，
相談したい技術者やその技を盗みたい
技術者が暇を見つけては集まってくる
そうで，とても頼りにされている様子
がうかがえた（図 4）．このようなベ
テランと若手とのつきあいや技術の伝
承は，前川製作所が残さなければなら
ない ものづくりの伝統 なのだとい
う．
組立およびガス漏れ検査やメカラン
試験を終えた圧縮機は，さび止めや塗
装が施されたのち，冷凍機の製造工程
へと運ばれる．
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図2

 C マシニングセンタでの加工の
N
様子

図4

 手技術者がベテラン技術者に相
若
談している様子

3.4 冷凍機の製造工程
続いて，冷凍機の製造ラインを見学
させていただいた．そこでは，高効率
自然冷媒冷凍機 NewTon（ニュートン）
が製造されていた（図 5）．
冷凍機は，その大きさによって差異
はあるものの，2〜3 人で組立作業が
行われ，約 3 週間程度で完成する．組
立作業を行う技術者は，1 台の冷凍機
を最後まで組み立てる担当と，溶接作
業だけの担当に分かれている．冷凍機
には細かい配管が張りめぐらされてお
り，それを接合するためには，溶接作
業者の熟練した技能が必要となるから
だそうだ．前川製作所では，溶接技術
の向上および技術者のモチベーション
の向上を目的として，溶接技能競技会
へ積極的に参加している．前川製作所
の溶接技術力は高く，参加した溶接技
能大会では上位を独占することもある
そうだ．
配管等の溶接や圧縮機の組込みを終
えた冷凍機は，防熱処理を施されて納
品先へと出荷される．冷凍機は，組み
立てられた状態のまま輸送される．
ところで，輸送中に生じる振動によ
り，冷凍機の結合部に使われているボ
ルトが緩むことがある．ボルトの緩み
は，冷媒漏れなどの重大な事故の要因
になるため非常に危険である．
前川製作所では，納品先でボルトを
増し締めすることによって，ボルトの
緩みから発生する冷媒漏れ事故のリス
クを低減させているそうだ．
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1st セット
2st ワーク修正
3st 本体投入

図5
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5st
引き剥がし
（2st 測定値による）

高効率自然冷媒冷凍機「NewTon」

6st
関節位置測定

7st
8st
9st
定関節筋カット
軟骨カット
引き剥がし 最終分離
（6st 測定値による）（6st 測定値による）（2st 測定値による）

図7

図6
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全自動脱骨ロボット「トリダス」

3.5 食肉加工自動化システム工場
食肉加工自動化システムを製造して
いる工場も見学させていただいた．こ
こでは，骨付き鶏もも肉の全自動脱骨
ロボット「トリダス」
（図 6）や，豚
もも肉脱骨ロボット「ハムダス」の製
造が行われている．
「トリダス」
という名称は，
「鶏＝トリ」
と，「取り出す」という言葉をかけた
ものだという．ちなみに，前川製作所
が製造している食肉加工自動化システ
ムの名称には，
「ダス」が付けられた
ものが多い．興味のある読者は調べて
みると面白いかもしれない．
トリダスは，揺動運動，引き上げ運
動ならびに回転運動を組み合わせて鶏
肉の脱骨処理を行っている（図 7）
．
トリダスの画期的なところは，不定形
軟弱体の自動加工を機構だけで実現し
たところにある．
骨付き鶏もも肉には，個体ごとに関
節位置の差異があるが，トリダスは引
き上げ運動距離を調節することによっ
てその差異に対応している．
なお，トリダスの最大処理能力は，
1 000（羽 / 時）だということだ．
見学をしながら，トリダスの開発に

トリダスによる骨付き鶏もも肉の脱骨手順

は苦労が多かったという話をうかがっ
た．
開発当初は，骨を覆っている肉を切
り，骨を取り出せばよいと考えていた
のだという．しかし，それではなかな
かうまくいかない．そこで，食肉加工
工場へ出向き，作業をしている人たち
の様子を観察したところ，骨付き鶏も
も肉の筋は切っているが，肉は切って
いないということを発見したのだそう
だ．切るのではなく，包丁の腹で肉を
引き剥がしていた．それに気づき，ト
リダスの動作を変更したところ，うま
く脱骨することができたのだという．
一方，
「ハムダス」が加工対象とし
ている豚は，関節の位置が複雑かつ筋
がたくさんあるので，メカだけでは対
応できない．そこで X 線画像によっ
て関節の位置を検出し，ロボットアー
ムを用いて筋を切るような構造になっ
ている．
3.6 技術研究所
製造工場から移動し，今度は技術研
究所の研究設備を見せていただいた．
そこでは，液体窒素を冷却するための
冷凍機が開発されていた．
液 体 窒 素 を 冷 却 す る 冷 凍 機 は，
NEDO〔
（独）新エネルギー・産業技
術総合開発機構〕が開発に取り組んで
いる高温超伝導送電技術を実現するの
に必要不可欠なものだ．高温超伝導と
は，ある物体を−200℃程度まで冷却
すると電気抵抗がゼロになる現象であ
る．
一般的に，発電所から送電線を通し
て電気が家庭へ送られる間に，5% 程
─ 36 ─

10st
骨排出

度の送電ロスが存在している．高温超
伝導体を送電線として利用すれば，こ
の送電ロスを限りなく小さくできると
いうことで，高温超伝導送電技術の研
究が進められている．
液体窒素を冷却するための冷凍機と
一般的な産業用冷凍機との違いは，作
動冷媒としてネオンが使用されている
ことと，オイルフリーを実現するため
にターボ圧縮機を採用しているという
ことだ．
冷やされた液体窒素の温度は−200
℃程度になるため，室温との温度差が
大きくなる．このような場合，通常の
産業用冷凍機に施している防熱処理だ
けでは不十分である．そこで，液体窒
素を冷却するための冷凍機には真空断
熱が施されているほか，冷凍機本体に
アルミを蒸着した薄いフィルムを巻く
ことによって輻射放熱を防止している．
極低温下では，防熱に対する考え方
が，従来の冷凍機とは違っており，気
を遣う部分だということだ．
このほかにも，技術研究所では冷凍
機開発に必要な冷媒技術の研究，高効
率・高性能な新型圧縮機の研究，CAE
を用いた流体挙動の研究，食品の冷却
プロセスや凍結食品中の氷結晶の解析
などが行われている．

4

インタビュー

守谷工場内を見学させていただいた
あとは，圧縮機製造部門の平尾さん，
技術研究所の服部さん，大治さんにイ
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ンタビューをさせていただいた．
メカライフ委員（以下，メカ） 流体
挙動の解析に CAE を用いているよう
ですが，CAE 技術をどのように活用
されているのでしょうか ?
服部さん（以下，敬称略） CAE で実
現象を定量的に解析することは難しい
です．だから，おおまかな流体挙動の
傾向をつかむことに使用しており，そ
の結果を圧縮機や冷凍機の設計に活用
しています．CAE 解析は，定性的に
現象を解析するツールとしては非常に
有効だと思っています．
メカ 冷凍機を使って，何度まで冷却
することができるのでしょうか？
服部 ご存じのとおり，絶対零度は
−273.15℃ですよね．今の技術では，
ヘリウム媒体を用いた冷凍機によって
−271℃まで冷却することができます．
メカ トリダスなどの不定形軟弱体を
扱う食肉加工自動化システム事業はど
のような位置づけなのでしょうか？
服部 食肉加工自動化システムは，そ
の開発を始めてからまだ 20 年程度の
期間しか経っていません．前川製作所
の 90 年という歴史からすれば，まだ
日が浅い事業です．ハムダスの製造現
場でも見てもらったように，開発にお
いて X 線画像処理技術が必要となり
ました．今までいなかった人材を雇用
するなど，力を入れています．
メカ 冷凍機や圧縮機を専門とする企
業であるにもかかわらず，なぜトリダ
スのような食肉加工ロボットを開発し
ているのですか？
服部 確かに一見すると不自然かもし
れませんね．実は，そこには前川製作
所の 共創 という企業理念が関係し
ています．共創というのは，ユーザの
視点に立ち，一緒に考えながら製品を
造っていこうという理念です．
当社は，食品工場へ冷凍機やフリー
ザを納入しています．ある日，ユーザ
から食肉加工機を造ることはできない
か？ と聞かれました．そのような
ユーザの要望に応えるために，食肉加
工ロボットの開発を始めました．
メカ ほかにも大切にしている企業理
念はありますか？
服部 いくつかあるのですが， 棲み
分け というのも大切にしています．
どのような産業分野においても，競合
4 4 4
企業同士がしのぎを削りながら，互い
に消耗してしまうことがあります．当
社は，他社と競うのではなく，他社と
棲み分けをしたいと考えているのです．
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会社も社会も，生物と同じように多
様な進化を遂げるべきではないのかと
いう考えのもと，他社との競争とは無
縁な，当社独自の世界をつくりたいと
考えています．
メカ 冷凍機に関して言えば，他社と
はどのような棲み分けを考えているの
ですか？
服部 正直に言うと，冷凍機単体だけ
では他社と競合してしまいます．そこ
ばかりは他社との棲み分けは難しいで
す．しかし， 冷凍システム という
枠で見れば棲み分けは可能だと考えて
います．冷凍機メーカが，冷凍機とと
もに食肉加工機（トリダスなど）も売
り出す，これは他社との棲み分けがう
まくいった事例の一つなのではないか
と思っています．
メカ 制御盤を外注するのではなく，
自社で製造していると聞きました．そ
れも， システム として製品を売り
出し，他社との棲み分けを目指してい
るからでしょうか？
服部 そうとも言えますね．企業活動
としての高効率化を目指せば，外注し
たほうが早いし，コストも抑えられま
す．ですが，外注部品が多くなれば多
くなるほど，自社製品としての独自シ
ステムが作れなくなってしまうのでは
ないかと考えています．
メカ
定年ゼロ の企業としてもメ
ディアで取り上げられたとうかがいま
した．
なぜ，定年ゼロなのでしょうか？
服部 定年ゼロというのは，定年がな
いということではなく，定年を迎えて
も辞めようとする人があまりいないと
いうことなのですよ．定年間近のベテ
ラン技術者ほど自分の技術や仕事に誇
りをもって楽しんでいます．そういっ
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たベテラン技術者を再雇用し，若手技
術者と共に働いてもらうことで，若手
へと技術が伝承していきます．ベテラ
ン技術者は，若手技術者を育てる ひ
とづくり にとって，非常に重要な人
材です．

5

おわりに

今回の取材では，産業用冷凍機メー
カの老舗，前川製作所の守谷工場を見
学させていただいた．自然冷媒を用い
た冷凍機を製造することによって持続
可能な社会システムを作りたいという
想いや，ユーザの視点に立って，一緒
にものづくりをしていきたいという信
念がひしひしと伝わってきた．
また，生物が多様に進化するように，
企業も多様に進化し，「棲み分け」を
行うべきである，というインタビュー
のなかで聞いた言葉は非常に奥深いも
のがあると感じた．棲み分けを行うた
めには，世の中のニーズを知る必要が
あり，そのためには前川製作所が掲げ
ている「共創」という企業理念は非常
に重要な役割があるのではないかと考
えます．
最後になりましたが，私たちの取材
に対し，丁重に対応してくださった平
尾さん，服部さん，大治さんにこの場
をお借りして心より御礼申し上げます
（図 8）．
（メカライフ編修委員 酒井康徳・富
山好子・田中賢治）

