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自動車部品工場の未来を
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見据えた「変化への対応」
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籍した筆者が、平成 27 年 11 月経済産業省・製造

て、実際に対応している成功企業の取材事例を紹介

振り返ってみよう
この 年の自動車産業

自動車は１台約３万点の
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一方、国内に目を向ける
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産工場進出が、要因として
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ところが、２０１４年に

次取引先から２次、３次と

も９２７万台で悪化が続い

ます。さらに、２０１５年

は１千万台割れとなってい

ピラミッド型で構成され裾

ています。驚くべきは１９

動車生産が３７１万台減少

２０１４年には国内での自

よると、１９９０年対比で

同じく経済産業省の資料に

自動車産業全体の概況は
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齢化による生産年齢人口の

レによる買い控え、少子高
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９０年代対比で国内向けが
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野の広い産業なのが特徴で

また、部品メーカーは
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経済産業省 製造産業局 自動車課「自動車産業全体の概況」は、以下 URL からダウンロードできます
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/GB/04.pdf
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27 年間自動車用部品 1 次メーカー（Tier1）に在

同様です。

本力のある２次メーカーも

を充分に受けています。資

を進出させているので恩恵

の海外生産に合わせ、工場

次取引先は自動車メーカー

す。また、冒頭に挙げた１

内生産台数は横ばいが続き

しかし、その中身は、国

１億台を突破しています。

に近づき、２０２５年には

数は２０２０年には１億台

省資料では、世界の生産台

しょうか？ 同様に経済産業

動車生産台数はどうなるで

では、この先の国内の自

制（ＣＯ２排出）による燃

発展させ、かつ、排ガス規

の基本キーワードをさらに

「走る、曲がる、止まる」

を豊かにしてくれています。

般車へ普及し、カーライフ

に搭載されていた装備が一

昔前では一部の高級車のみ

変化を遂げて来ました。一

プトを定め、装備を見直し

自動車は常に開発コンセ

ＡＩ（人工知能）技術も導

ュールに発展し、そこには

後はそれらを統括したモジ

が搭載されていますが、今

たは減速させるモジュール

ンサー類による自動停止ま

の触れ込みで、カメラやセ

現在も「ぶつからない車」

ばなりません。

すべてをクリアーしなけれ

の「走る、曲がる、止まる」

になります。これは、前述

ンセプトも今後のトレンド

また、自動走行というコ

も期待できるといえます。

い部品が増えるので、今後

台数が落ち込む中でも新し

る種とは、最も強いもので

ズ・ダーウィンは「生き残

「種の起源」でチャール

でしょうか？

せん。

に経営安定にはつながりま

内容からも推察できるよう

だけに依存しては、前述の

も、現状の技術を国内向け

である自動車業界において

国内主要産業のけん引役

できます。

続出することが容易に推測

される部品メーカーが今後

はできますが、一方で淘汰

メーカーは生き延びること

がって、時流に乗った部品

●３次メーカーの立場

しかし、中小・零細企業
緩やかに右肩下りを示して

費の向上もより求められま

入されるはずです。

体を見ると、急激な海外生
産が功を奏して増えていま

リード役となりそうです。
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、Ｐ

自動車産業における
構造変化と対応

の 次メーカーは簡単に海
います。欧州、北米も似た

すが、そこにビジネスチャ

ちなみに筆者は、自動車

当然、メーカーはこれら

国内自動車生産台数の
見通しと新興国の台頭
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ような曲線です。かたや中

ンスがあります。

日本の自動車生産台数全
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部 品 メ ー カ ー 勤 務 時 代 に、

の国の既存工場の生産能力

パワートレインに対応した
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もない。それは、変化に最

もよく適応したものであ

る」との名言を残していま

年後へ向け
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ありませんが、国内全体の

今後開発されるのは間違い

変わり、新しい機能の車が

人間と他の動物との決定

「変化への対応」です。

ために必要なことは正に

経営環境の変化を乗り切る

す。５年後、

して中国に工場を建設した

次メーカーの将来は、ジリ

このようにコンセプトが

では、どうしたらいいの

の導線」が確保されていな

上がりとなり今後の市場の

数社見てきました。１次取

増強のため、新たな工場建

次世代自動車の開発と普及

未来へ向けた
変化への対応

いと無理なのです。

引先が海外に生産工場をシ

設 を 行 う で し ょ う。
「車は

が技術開発力が乏しいく受

的な違いは言葉を持ってい

倒産した３次メーカーを

フトし部品を現地調達し生

注が激減し資金が底をつい

わけではありません。した

た、などのケースです。

る３次メーカーは国内生産
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る点です。言葉は価値を作

なしに社員に言っても聞き

就任当初の自分が、頭ご
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り出し、価値を高め、価値

入られる状況でないことは

当時を振り返りました。

ならなかったと三宅社長は

案しましたが、全く会話に

てもらうつもりで制作を提

員に５Ｓの大切さに気づい

作れないかとひらめき、社

かアクセサリーの様な物を

のユニークな形を見て、何

れていた「廃材」や「余材」

過程で発生した工場内に溢

そこで三宅社長は、製造

そうです。

決策を模索するようにした

分かっていたので、他の解

を伝える力があります。そ
れは未来の創造を意味して
います。それを、実現させ
るためには「理想の状態を
描き」
「正確な現状を把握」
して、そこから「課題を見
出す」ことです。

部品メーカーへの取材
スチームパンク・
プロジェクトの発進
●経営環境の変化へ取組む
下請け部品メーカー
・株式会社
三光ダイカスト工業所

員だった三宅社長は、地元

三島商工会議所の常議委

との出会い

●
〝スチームパンク〟

三宅社長は、就任当初は

で展開する女性起業家のた

いて、現実を知る

●現場を巡り、現物に気づ

会社に溶け込むことに専念

めのシェアオフィス「コト

いことに加えて、美容業界

し て い ま し た が、 あ る 日、

リスラボ」の新事業のプレ

から来た三宅社長に対して

工場全体の汚れに気が付き

ゼンを、たまたま聞く機会

身を置き自動車部品とは縁

ほとんどが女性の職場で

ます。製造業には当り前で
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の遠い存在でした。ところ

あった前職に比べ、男性社

ある５Ｓ活動（整理、整頓、

社の女性社長が中心となり

同社は、静岡県三島市に
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清掃、清潔、躾）が全くな

社員の信用度は限りなく低

就任当時は苦労の連続で

ケーションを一つ取るのに

されてなかったのです。

いものでした。

あり、営業活動がなされず

も苦労の連続であったこと

が、２代目社長の急な難病

ルミダイカスト専門メーカ

売上が半分に減少、ところ

は想像に難くありません。

から、僅か３カ月で事業承

ーで、典型的な自動車部品

が社員は、その認識も薄く

拠点を置き、社員数１３０

下請けメーカーです。

打開しようにも就任間もな

名ほどの自動車向けカーコ

その３代目の三宅ゆかり

継を決断します。

社長は、元々、美容業界に

ンプレッサーを製造するア

「三光ダイカスト工業所×スチームパンク」ホームページ
http://www.sankosteam.com/
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けて意見交換の場を持った

例を聞き、とても感銘を受

シェアオフィスを始めた事

命当時の英国のイメージで

チームパンクとは、産業革

自身も勉強をしました。ス

ターの力を借りて三宅社長

かったのですが、クリエー

が、自動車業界の今後の厳

返っていた社員たちでした

初は三宅社長の話にあきれ

創設の提案をしました。最

ームパンク・プロジェクト

た三宅社長は、社内でスチ

「これはいける」と確信し

東京・新宿でのブース出展

ロ ジ ェ ク ト は 軌 道 に 乗 り、

うしてスチームパンク・プ

ように見えたそうです。こ

中になっている少年たちの

て行動している、工作に夢

務命令ではなく、自ら考え

それは、もはや会社の業

ぶこともあったそうです。

セッションは深夜にまで及

クが結成され、この異業種

ンを語ってくれました。

とが課題です」と、ビジョ

ない本業の発展を育てるこ

しながら、元請依存に頼ら

は自動車産業の変化に注視

凝縮されます。また「今後

ても嬉しい」という言葉に

がグッと縮まったことがと

のなかった社員との距離感

る力が付いたこと、危機感

のことを最後まで成し遂げ

が結成される

そうです。
蒸気機関をモチーフにした

しい現実を熱心に語り、常

に続いてテレビ東京『ガイ

●チーム〝スチームパンク〟

そして話は進み、三光ダ
ＳＦジャンルの一つで、近

識に囚われず、強みを活か

ヤの夜明け』
（２０１６年

最初はその意味が解らな

イカスト工業所の工場見学
未来的なファッションや造

す取り組みの重要性を説い

ります。

をする運びとなったのです
形が特徴でアニメ『天空の

たところ 代の若手社員中

子育てや家庭を持っている

が、訪れた女性クリエータ
城ラピュタ』などの背景描

女性クリエーターを集めて

ーの一人が「この工場自体
写にも登場します。

この取材事例は、中小企

業における「経営環境変化

材や余材を基に何かを造る

あり、今後はいかに継続出

ェクトは始動したばかりで

スチームパンク・プロジ

経営環境変化への対応

題解決と行動を自ら実行す

のビジョン実現のための課

ビジョンを社員に語り、そ

る社長が信念を明確にして

ます。それは、トップであ

への対応」のヒントになり

という、今までの仕事の進

来るかが課題となりそうで

チリ造ることでしたが、廃

め方とは真逆な作業に挫折

は、できない無理！ と言っ

三宅社長の想いは「最初

けになれば幸いです。

社の変化への対応のきっか

始動し始めます。本稿が貴

社員の様に自走式に組織が
それを基に職人系男子が試

ていた若手社員たちに一つ

確立はこれからです。

そうなれば、事例会社の

ることにあります。
しかし、プロジェクトの
生みの親でもある女性クリ

作品を造るセッションワー

エーターがデザインを描き

いますがビジネスモデルの

す。引き合いも相当数来て

●５年・ 年先の

げられました。
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まとめ

がスチームパンクだ！」と

心に 名程が名乗りを上げ
て少しずつプロジェクトが
動き始めました。
これまでの仕事は正確な
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感もあったそうです。
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図面を基に寸法通りにキッ

月 日放送）でも取り上

発したことがきっかけとな

廃材、余材から作られたアクセサリー。
すべてが 1 点もののハンドメイド作品だ
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