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ソリューション志向の
事業を展開し
自動車部品の
高付加価値化を目指す
昭芝製作所は、戦後間もない 1946 年（昭和 21 年）に東京練馬で
産声を上げた。持ち前の深絞り技術を足がかりに自動車部品産業で
頭角を現し右肩上がりに成長を遂げてきた。その成長を支えた秘訣
は製品の高付加価値化。プレス部品のみならず前後工程まで含めた
トータルソリューションで勝負する戦略だ。新型コロナが世界の製
造業を脅かすなか、2013 年から同社の指揮を執る三原寛人氏に現
在の自動車部品産業の状況と同社の付加価値戦略について聞いた。
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エアバッグケース。エアバッグ（袋）を格納する際のケース。
そのほか、エンジンまわりダクト部品やシートまわりの部品な
ど多彩。いずれも溶接と併せた部品が多い。

深絞り品。創業当時から得意とする深絞り技術。
これをベースにさまざまな展開を図ってきた。

心配しています。ただし中国市場については予想
新型コロナが自動車産業に与える影響

よりも早く持ち直しそうだという感触も得ていま
す。中国工場（広東省）ではエアバッグケースな

御社の主力製品と生産体制を教えてください。

どを生産していますが、1 月末からおよそ 1 ヵ月

自動車関連部品、たとえばエアバッグやシ

間ロックダウンし工場も休業せざるを得ませんで

三原

ートまわりの部品、エンジンまわりのダクト部品

したが、2 月後半から操業を再開することができ、

など比較的小物部品を得意としています。国内で

徐々に活気が戻ってきています。3 月下旬の時点

は茨城工場・下館工場、海外では中国（2 拠点）・

で、これまでの内示の 7〜8 割までを実際に受注

メキシコ・フィリピンの 4 拠点を中心にそれぞれ

できるまでに回復してきました。
中国から始まったコロナ禍ですが、最初に回

のエリア向けに事業を展開しています。
新型コロナの流行による影響はいかがですか。
三原

国内での売上げに関して言えば、コロナ禍

復するのも中国なのですね。
三原

そう思います。武漢のある湖北省の回復に

の影響が出始めたのが 2 月からとなります。2 月、

はまだ時間がかかるようですが、それ以外の都市

3 月それぞれの確定注文ベースでみると、もとも

はソーシャルディスタンスに気を配りつつではあ

と予定していた売上げから 10％ ずつ、都合 20％

りますが、人々の日常も戻ってきています。特に

ほど落ちています。4 月以降については各 OEM

今年は経済五ヵ年計画の最後の年にあたり、中国

メーカーが工場の操業停止をアナウンスしていた

政府もこれまで以上に経済政策にテコ入れしてく

ので、それに応じてさらなる売上げ低下を予想し

ることが予想されます。そうしたことが自動車産

ています。もともと当社では 3 月に入った時点で

業にもプラスの影響をもたらすのではないかと期

確定注文の動向次第では休業日の設定など製造体

待しています。
中国以外の拠点への影響は。

制の見直しを予定していたのですが、実際に 3 月
末に各 OEM の操業停止が発表されたことで、今

三原

月 4 月中に 4 日間の休業日設定に踏み切りました。

います。GM やフォードが 3 月中旬頃から工場の

5 月以降についても各 OEM の動向を逐一見なが

操業を一時停止すると発表し影響を懸念していた

ら、休業日の設定をはじめ、生産ロットや在庫量

ところ、北米よりも先にメキシコがロックダウン

の見直し、輸送の最適化など細かく目配せしてい

に突入してしまいました。そのためメキシコ国内

きたいと考えています。

の医療・食料関係以外の工場が 5 月一杯までの操

メキシコ工場が依然、大きな影響を受けて

世界的な自動車需要の低迷が危惧されます。

業停止となってしまいました。当社の製品に限ら

リーマンショックのときは、約 6 カ月間を

ず、北米向けの自動車部品はメキシコで作られて

掛けてゆっくり売上げが 7 割減にまで落ち込みま

いることが多いので、米国内の混乱とも相まって

した。今回の場合、各国で同時多発的にロックダ

メキシコ−北米ラインの生産は回復までしばらく

ウンがなされており、自動車需要が一気に落ち込

時間がかかるのではないかと見ています。

三原

み短期間に相当の売上げ減があるのではないかと
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コロナ禍後、世界の自動車産業はどのように
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み は ら ひ ろ と：1981 年 生 ま れ。39 歳。
2003 年、ジョンズ・ホプキンス大学大学院
修了。外資系証券会社勤務を経て、2008 年
に昭芝製作所入社。2013 年、代表取締役社
長就任。家族は、妻と双子の長男長女。

金型製作用のマシニングセンタおよびワイヤ放電加工機。1986 年、
3 次元 CAD/CAM システムを導入。2004 年にはさらに CAE を導入す
るなど、いち早く手戻りのない金型作りを目指してきた。

変わっていくでしょうか。

た祖父（三原信夫氏）が独立して練馬区小竹町（東

三原

リーマンショック後、世界の製造業は現地

京都）で創業したのが始まりです。1946 年（昭

化が 1 つのキーワードになっていたと思います。

和 21 年）のことです。土屋製作所自体が深絞り

今後も海外展開の大まかな流れは変わらないもの

を得意としていたことから、創業当時の当社も口

のリスクヘッジの考え方は変わってくるかもしれ

紅容器など深絞り技術を活かした製品を得意とし

ません。自動車はまだ中国国内に大きな市場があ

ていたようです。その後、作り物が自動車部品へ

るので直接的な影響は受けないかもしれませんが、

とシフトしていくなか、1969 年に祖父が急逝、

それ以外の製造業ではチャイナプラスワンの流れ

父（三原佑介氏）
が社長に就任しました。以来 2013

が加速する可能性があります。そうすると中国国

年 4 月に私とバトンタッチするまで、会社を切り

内の景気減速の要因にもなりかねず、それによっ

盛りしてきました。その間、自動車産業の伸張に

て自動車産業にも影響がでる可能性があります。

伴って会社の土台を築き、さらに持ち前のプレス

ソリューションビジネスを展開し
高付加価値化を目指す
御社の技術的な強みを教えてください。
三原

加工のみならず溶接加工や自動化技術などと併せ
て多角化・高付加価値化に取り組んできました。
入社はいつごろ決意されたのですか。
三原

小学生の頃から、誰に諭されることもなく、

プレス加工で言えば創業当時から得意とし

将来は父の会社に入社し社長になるものだと考え

ている深絞り技術を得意としています。ただ、近

ていました。実際には、大学院修了後、外資系証

年ではプレス加工のみならず、それを含めたモノ

券会社に入社し、5 年ほど勤めたのちに退職し、

づくり全体の総合力を評価していただいています。

あらためて 2008 年 4 月に専務取締役として入社

たとえば金型設計・製造からはじまり、各種金

しました。入社後はあまり時間が経たないうちに

属・樹脂加工とそれらの溶接やその後の検査など

跡を継ぐ予定でしたが、入社してすぐにリーマン

トータルで顧客に提供できることです。金型につ

ショックが起き、それがようやく落ち着いた 2011

いては、当社の内製金型をはじめ、国内や中国の

年に今度は東日本大震災となかなか代替わりのタ

金型メーカーとの連携で多いときで 100 型以上を

イミングが掴めませんでした。2013 年、ようや

同時に手配することができます。また、溶接や塗

く落ち着いてきたところで跡を継ぐことができま

装など工場で使う自動化ラインを 100％ 内製化し

した。二つのピンチを経験し、資金繰りや、仕事

ているほか、そこで使用する溶接治具に至るまで

が減るなかでの工場のマネジメントなど経営者と

も内製化しています。可能な限り自前で完結でき

して学ぶところが多くありました。入社以来、危

ることでさまざまな要求に応えることができてい

機対応業務に追われてきたので、今回のコロナ禍

ると考えています。

においても何をすべきか理解しているつもりです。
証券マンとしての経験は、製造業経営に役立

創業からの経緯を教えてください。
三原

もともとプレス加工をしていた土屋製作所

（現・マーレフィルターシステムズ）に勤めてい
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ちましたか。
三原

そうですね。投資銀行部門に在籍していた
3

立形マシニングセンタ
（左上）400 t プレス、
（左下）300 t プレス。当初は小型のプレス機械が多かっ
たが、近年は比較的大型の機械を導入し対応の幅を広げている。

ため、財務分析をはじめ M&A と関連して事業

が経営のベースとなります。
顧客を理解するという観点ではいかがですか。

計画・事業方針の検討などひととおりを経験しま
した。短い間にどれだけ自分のスキルアップがで

三原

きるかを意識して外資系企業を選んだのですが、

なく、可能な限り開発部門の方の話をお聞きして

さまざまなタスクを与えられ、それを一つひとつ

くることが重要です。彼らがどんな方向でモノづ

ものにしていくうちに結果として企業経営に必要

くりを考えているかは事業を考えるうえで重要な

な知識や眼力を養うことができたと思います。た

手がかりとなります。たとえば最近では、生産現

とえば自動車業界に今何が起こっているのか、そ

場の無人化・省人化については各社とも積極的に

れに向けてまず OEM がどんな動きをして、さら

検討を進めています。特にグローバル企業ではそ

に Tier 1、2 がそれにどう呼応し、それを踏まえ

の傾向が強く、品質や生産性の両面から生産工程

て自分たちは何をすべきかなど事業計画を立案す

をどうしたらよいか専門チームを組んであらゆる

るうえで役立っています。また、検討に当たって

手段を検討しています。ここで相手の気持ちを理

市場データをどこから入手するか、取引先が上場

解して当社にできることがないか、積極的にアイ

企業あれば事業計画や中期経営計画の資料や、有

デアを提案していくことが大切です。たとえばエ

価証券報告書などの資料をどのように手に入れ活

アバッグ部品などは相当厳しく品質が求められま

用するかなどといった手を知っているか否かだけ

す。流失不良はもちろん、工程内不良についても

でも大きな違いが出てきます。

ゼロにしてほしいという強い要望があります。単

営業に出向く際にも、購買部門の方だけで

に良品を作るだけでなく、作り方の品質まで問わ
人を理解し出会いを大切にする経営を目指す

れているのです。顧客の取組みにできる限り参加
して、製造工程の品質や生産性を高めることで全

経営者として大切にしていることは。
三原

体の付加価値を高められると考えています。AI、

まず相手をよく理解するということを大切

IoT といった技術もここに活きてくるはずです。

にしています。たとえば社員への接し方に関して

AI、IoT 利用の社内スキルを高めていくには

言えば、その人の背景をよく理解することです。

どうすればよいでしょうか。

外国人社員に対してだけではなく、日本人社員で

三原

あっても生まれ育った環境はそれぞれ違うので考

技術ですが、いまだ発展途上の技術です。今後ま

え方や感じ方もそれぞれ違います。杓子定規では

すます進歩していくなかで、おそらくここという

なく想像力を働かせ、その人に合わせて対応して

タイミングが来るはずです。そのときのために当

いくようにしています。そうしていくことで結果

社では社員に常に情報収集を求め、その時々で業

として大きなマンパワーを発揮してもらうことが

務にどのように取り入れていくかを考えてもらい、

できると考えています。これは父親から教わった

さらにそれについて議論する場を提供していくつ

ことでもあるのですが、結局、会社は 1 人では成

もりです。そうすることで来るべき日のための布

り立ちません。人とのつながりを大切にすること

石としていきたいと考えています。 （天野慶悟）
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AI、IoT は高付加価値化の核になりうる

プ レ ス 技 術

