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　東京都中央区新川にある株式会社内

田洋行の本社には、産官学での協働研

究をもとに、ICTを駆使した学習空間

「Future Class Room（フューチャーク

ラスルーム）」が設けられている。

　室内を覆うように広がるマルチスク

リーンに映し出される映像は自由に拡

大・移動でき、壁面は全てホワイト

ボードとして使うことが可能だ。実習

や演習などさまざまな学習形態に対応

でき、アクティブ・ラーニングを実践

する空間として注目を浴びている。

　代表取締役社長の大久保昇氏はこう

語る。「5年ほど前から、教育現場で『学

び方』の変革が始まっている。教師が

教え、学生が学ぶ従来の受動的な教育

形態ではなく、学生が能動的に学び、

幅広い知識と考える力を身につけるア

クティブ・ラーニングという教育手法

だ。こうした未来志向の教育を実践す

るために適した環境を、ICTを中心と

する我々の技術で構築した」。

　同社は長年にわたって学習教材を納

めてきたことで得た学校との強固な

ネットワークや、事務机やオフィスコ

ンピュータの販売などを通じて培った

オフィス環境づくりのノウハウを強み

にしている。それらを生かして学校や

企業、あるいは官公庁や公共施設など

を舞台とする、未来志向の新しい“場”

の創造に挑戦を続けている。

教育・オフィスを主軸に急成長 
圧倒的シェアの学校取引

　同社は26ページの図のように、従

来、3つの事業の柱を持ってきた。学

校や自治体向けに教材などを納める

「公共関連事業」、オフィスコンピュー

タや事務机の販売を通じて築いた「オ

フィス関連事業」、そして両事業から

時代の要請に応じて派生してきたERP

（基幹業務システム）開発などの「情報

関連事業」だ。

　1910年（明治43年）、旧満州鉄道の

社員だった内田小太郎氏が38歳で独

立し、測量技師の経験を活かして測

量・製図器械を扱う満鉄の御用商を現

在の中国・大連市で創業した。その後、

大正末期から昭和初期にかけて国内で

技術者の必需品とされた「ヘンミ式計

算尺」の総代理店となって事業を拡大。

「計算尺の内田洋行」として国内での

知名度を高めた。

　戦後の復興期に計算尺が学習指導要

領に採用されたことが教育業界に進出

する契機となり、公共関連事業は同社

にとって最初の有力な事業になった。

顕微鏡などの科学教材販売にも進出し、

全国の教育委員会と協力して理科の実

験方法を説いて回る説明会を開催する

など、国内の学校や教育関連の地方公

共団体との関係を深めた。

　取引のある学校は全国の小中高校の

9割以上。学校や自治体との太いパイ

プは、重要な顧客基盤として現在に至

るまで同社の経営の根幹となっている。

　2つ目の柱であるオフィス関連事業

は、事務用品・事務器械の販売を中核

とし、「トーホー自動番号器」、「ケン

ト製図器械」、「マジックインキ」など、

「我々が持つICTや環境構築
ノウハウを、お客様の立場から
どう組み合わせて使うのがベス
トかを考えていきたい」と語る
大久保昇代表取締役社長

現在の中国・大連市の連鎖街にあった大連
支店の様子（明治後期）

新川第2オフィスにある社員参画型の働き方変革実証研究の場「THE PLACE」（写真上2点）。社員自ら「働き方」と「働く場」の変革に挑戦している。写真下2点は未来の学習
空間「Future Class Room」（左が大阪、右が東京）。プログラミング、音声認識、遠隔授業などアクティブ・ラーニングを体感できる
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働き方や学び方の変革に対応し
オフィスや学校の新しい姿を提案
創業109年、南満州鉄道への測量・製図器械の販売を祖業とする。
戦後、オフィス・公共・情報の3事業で成長し、
Society5.0の時代を前に、顧客の「働き方変革」「学び方変革」の
ニーズに応じて、ICTと環境構築で事業再編に挑戦する。

株式会社内田洋行

東京都中央区に
ある本社ビル
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の重要性を社内に明示する狙いもある。

「我々が持つICTや環境構築ノウハウ

を、お客さまの立場からどう活用でき

るかを考えていくことが大切」と大久

保社長は強調する。18年7月に策定し

た 第 1 5 次 中 期 経 営 計 画「 U C H I DA 

2020」（3カ年計画）でも、従来のセグ

メントの枠を超えて中核事業の再構築

に取り組むことを、改めて目標に掲げ

ている。

　「（オフィス・学校の）環境構築関連」

と「ICT関連」という同社が提供する製

品・サービスの領域それぞれに、民間

企業と学校や自治体などの公共団体と

いう顧客層が存在する。例えば、民間

企業を顧客とする部門には、環境構築

とICTを担当する社員がそれぞれいる

が、両者の連携強化に一層力を入れて

いくつもりだ。

　また同社は1989年に設置した企業

内研究所「知的生産性研究所」におい

て、長年にわたり働き方を調査・研究

してきた。98年には、次世代教育の

グランドデザインを描く「内田洋行教

育総合研究所」も設置。製品・サービ

スの開発・提供だけでなく、調査・研

究など知的資産の蓄積にも20年以上

の実績がある 。 その知見も各種ソ

リューションの開発に惜しみなく盛り

込んでいく。

社会の変化に対応できる 
組織づくりを進める

　同社は2020年に創業110周年を迎

える。しかし、歴史と伝統にあぐらを

かいてはいけないと大久保社長は自ら

を戒める。

　「当社は長年、学校や官公庁、歴史

ある企業との取引を続けてきた。110

周年を迎えられるのも、古くからのお

付き合いを大切にしていただいた賜物

だと思っている。しかし今後は顧客の

ニーズに応えるだけではなく、顧客の

悩みを先取りして、解決できるコンサ

ルティング力を身に付けなければなら

ない」（大久保社長）。

　前述した組織改革のほかにも、分社

化を進めるなど組織の新陳代謝を図る

ためさまざまな取り組みを続けてきた。

「成功も失敗もあったが、そこからの

学びは大きい。時代に合わせて、社会

の変化に迅速に対応できる組織

をつくっていきたい」（大久保

社長）。

　「学び方」「働き方」「場と街づ

くり」の3つの領域で進む変革

は、少子高齢化やグローバル化

など、わが国の社会課題と密接

につながっている。課題の解決

を目指す変革への取り組みは、

あらゆる場で今後も増え続ける

だろう。環境構築とICTのノウ

ハウを兼ね備える同社がそこに

必要とされる存在になることは

想像に難くない。

コンピュータ（オフコン）が同社の中

核商品として業容拡大に大きく寄与す

る。ユーザックの販売が拡大するとと

もに、その納入先企業に対して業務系

システムの開発・販売を手掛ける形で

成長してきた。

　特に90年代に入るとコンピュータ

化が急進展。97年に発売したERP（基

幹業務システム）パッケージ「スーパー

カクテル」シリーズは、販売管理から

生産管理、原価管理までを一元化でき

る利点が評価され、中堅・中小企業向

けの販売管理では国内トップクラスの

納入実績がある。95年にはマイクロ

ソフトのソフトウェアライセンス販売

に早々に着手、現在では日本トップク

ラスに成長している。

事業別組織から 
顧客市場別組織へ社内再編

　学校を中心とする公共関連事業と民

間市場を中心とするオフィス関連事業

や情報関連事業では顧客が異なるため、

同社ではそれぞれの部門が独立色の強

い形で成長してきたが、時代の変化と

ともにその枠が崩れてきた。

　同社の売上構成比は上の図のように、

事業分野別に見ると「公共（教育分野

含む）」「オフィス」「情報」がそれぞれ

ステムデスク」（事務机）を63

年に発売し、オフィス分野に

参入して事業の柱に育てた。

　3つ目の柱である情報関連

事業は、計算尺の販売から、

57年に「カシオリレー式計算

機」の総代理店となり、62年

には純国産の超小型電算機

「USAC（ユーザック）」の製造・

販売を開始し、コンピューター事

業に参入する。これ以降、オフィス

の共有や人材移動などを進め、

した」。

　15年7月には、当時の公共

本部、オフィス事業本部、情

報事業本部をすべて廃止し、

営業本部1つに統合した。縦

割り組織の弊害をなくし、横

断的な事業に取り組むための

組織変更だ。事業間での機能

設計者、ビジネスパーソンにな

じみ深い製品を展開。高度経済

成長とともに、スチール製の「シ

約3割とバランスが取れているが、こ

れを「ICT関連」と「環境構築関連」とい

う提供している製品・サービス面で分

ければ6対4の比率になる。「公共市場」

「民間市場」を超えて60％以上のICT系

ビジネスが次第に大きくなり、融合し

始めているため、連携すべき技術やス

キル、ノウハウが大きくなってきてい

る。これは残り40％の環境構築系ビ

ジネスでも同様だ。

　そこで2014年7月に就任した大久

保社長は組織改革に着手。「それぞれ

　18年7月には、その中から育ってき

た横断型事業3つを事業部に格上げす

る組織変更も行った。その一つである

ガバメント事業推進統括部は、オフィ

ス関連事業と公共関連事業が融合した

組織。顧客を官公庁・外郭団体・地方

公共団体に特化して、働き方改革に対

応したオフィス環境づくりや、情報シ

ステム・ネットワーク構築を一括して

手掛ける。

　同統括部のように、事業別組織から

顧客市場別組織に大きく舵を切り、顧

客第一主義的な取り組みを拡大するこ

とが組織改革の狙いだ。

　横断的事業を格上げすることで、そ

の事業分野で経営資源を適切に

活用しつつも、3つの事業分野

を超えた協働をしやすいように

全社で社内リソースの最適化を

図った。

挑戦する企業

内田洋行グループの事業構造

I C T 関 連 事 業

環 境 構 築 関 連 事 業

オフィス関連事業分野

31%
売上高

1,514億円
2018年7月期 公共

関連事業分野

36%
情報
関連事業分野

32%

国産木材による空間の木質化にも
取り組んでいる。写真は奈良県吉
野町の「地域産材で作る自分で組
み立てるつくえ」の取り組み。ワーク
ショップで組み立てて学校で使い、
卒業時には天板部分を持ち帰る

宮崎県日南市子育て支援センター「ことこと」。同県産の木材を使っ
たおもちゃで遊び、木のぬくもりや質感、香りを体感する「木育」ひろば

同社が空間づくりを手がけたブラザー販売株式会社の東京オフィス。各フロアにフリーアドレス制を採用し、
社員同士がコラボレーションしやすい空間をつくった

同じく、同社設計によるパナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社の浜離宮オフィス。オープンな空間で部
門・職種を超えたコミュニケーションを醸成している

ICT関連事業が60％以上を占めている


