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海外生産シフトと地域生産組織の再編
－アルプス電気の事業戦略と下請組織への影響－

天　野　倫　文
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はじめに

　近年、中国の台頭と東アジア域内での国際競争の激化は長期的なトレンドとなり、

日本では不況による総需要の収縮や国際的に見た賃金の高コスト体質が露呈しつつあ

る。企業は、労働集約的で量産が可能な汎用製品、付加価値の低い製品、現地市場で

大幅な需要が見込める製品について、その生産活動の軸足を海外に移管する姿勢を強

めている。そしてその表裏の関係として、投資母国である日本国内は生産と雇用の空

洞化の危機に曝されている。こうしたなか、業界によっては、生産活動を東アジアに

展開しなければ、企業としての存続すら危ぶまれることも少なくない。しかし、海外

生産シフトによる空洞化が過度に進行すれば、国内における開発や設備投資が減少し、

技術蓄積が鈍化する可能性がある。投資母国の産業構造の転換という立場から最終的

に懸念されることは、この種の生産基盤や技術力の地盤沈下である。

　海外生産シフトが国内生産に与える影響を分析するにあたっては、企業の海外生産

シフトが国内の地域に形成された産業集積にどのような影響を与えているのかという

視点が不可欠である。高度成長期から石油危機後、そしてバブルまで続く産業発展の

過程で、日本企業は生産を地方に展開し、下請生産組織を形成してきた。工業の地方
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展開は地域の生産性向上と雇用促進に寄与し、日本経済全体を底上げした。日本で製

造された製品は海外に輸出され、多額の貿易黒字が計上された。しかし周知のとおり、

1980年代半ばからは円高が進み、多額の貿易黒字は経済摩擦を生み出した。バブル後

の不況は長期化し、大企業の海外生産シフトが進むなか、地域の中小企業は経営革新

への対応を迫られてきた。

　本稿では、海外生産シフトが国内生産に与える影響について、特定企業の事業戦略

や海外生産シフトの動向に着目すると同時に、その企業と長期的取引のあった中小企

業への影響を分析してゆく。これにより、海外生産シフトが地域の生産組織にどのよ

うな影響を及ぼし、地域の中小企業がこれに対応するために、いかなる経営革新を試

みてきたのかといったことが、直接的かつ包括的に理解されるようになる。

　本稿では、事例の対象企業としてアルプス電気を選択し、同社が高度成長期から1980

年代を通じて、地方に量産活動を展開し、いかなる下請組織を形成してきたのか、そ

して1990年代の国際的な事業再編の過程で、地域の下請生産組織がどのように再編さ

れたのかといった諸点を明らかにしてゆく。アルプス電気は主要大手メーカーのほと

んどに製品を納入する一部上場の電子部品メーカーであり、その歴史的な経緯や業界

における地位を見ても、電子機械業界を代表しうる企業である。同社は1970年代から

80年代にかけて、東北・中越地域に生産を展開し、地域に下請組織を形成してきた。

しかし1990年代に入ると、生産を中国やＡＳＥＡＮにシフトせざるをえなくなり、国

内の生産拠点は事業再編を繰り返してきた。アルプス電機の事業戦略は地域の生産組

織にも多大な影響を与え、取引関係の深かった中小企業は再編を余儀なくされた。

　以下では、アルプス電気と同社傘下の下請生産組織の動向を歴史的に分析する。時

期区分としては、1990年頃を境に前半と後半に分かれ、前半では同社が地方に生産活

動を展開し、下請生産組織を育成してきたプロセスを、後半では同社の東アジア大で

の事業再編のなかで、国内事業再編がどのように進められ、下請生産組織がいかなる

変容を迫られたのかというプロセスを分析する。

Ⅰ　アルプス電気の企業成長と下請組織の形成

　１　アルプス電気の成長戦略と地方生産展開

　アルプス電気は日本の電子機械産業とともに発展を遂げた電子部品メーカーである。

2001年４月の時点で資本金は229億円、従業員は本体で4441人、専属製造子会社の東北
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アルプスで3100人を抱え、連結売上高は5731億円、経常利益は297億円である。事業領

域はプリンタ－や車載機器などの電子機器と電子機構部品や高周波部品、磁気ヘッド

からオプトエレクトロニクス関係の部品まで多岐に渡っている。こうした部品は大手

セットメーカーの機器に必ず搭載されるものであり、それゆえに産業全体の発展と軌

を一にして成長を遂げることができた(1)。

　同社の創業は、1948年に大田区における東京工場の創設に始まる。その後1960年代

までは売上高も300億円程度に留まっていたが、1970年代から80年代前半にかけてラジ

カセやカラーテレビ、ＶＴＲ、ＣＤプレーヤーなどの主力商品が次々と市場に投入さ

れ、同社はこれらの商品に搭載される電子部品を製造することによって、飛躍的な成

長を遂げた。そして成長に合わせて生産拠点を東北・中越などに展開してきた。1960

年代後半には東京周辺で労働需給が逼迫し、生産拡張するには地方進出が不可避で

あった。また、典型的な大量生産形態を採る電子部品は、安価で豊富な地方の労働力

を必要とした。

　アルプス電気の地方展開の流れを見ると、もともとは東京や横浜の工場で企画設計

から生産までを担当していたが、需要増加に応じた量産能力の形成とコスト競争力強

化の必要性から、生産拠点を地方に展開していった。地方展開の際も、当初は中央で

商品の企画、開発、設計、試作までを行い、地方で量産を行うといった分業形態が採

られていたが、地方工場の技術力の向上と、中央における新規事業創出の必要性から、

地方工場が担当する商品については、企画、開発、設計などの事業部機能も含めて徐々

に現地に移されていった。

　東北地域への展開を見ると、まず1973年に、当時の主力事業であるスイッチ事業の

生産基地を横浜から古川工場（宮城県古川市）に移管している。続いて高周波事業に

ついても角田工場（宮城県角田市）を設立し（1967年）、翌年には相馬工場（福島県相

馬市）を開設した。1974年に高周波事業は相馬工場に統合移管され、角田工場はカセッ

トやＣＤプレーヤーなどの機構部品を新規に製造するようになった。ボリューム事業

についても東京工場で製造されていたものが1966年に湧谷工場（宮城県湧谷町）に移

された。1977年にはＰＣの周辺機（キーボードやＦＤＤなど）の製造を行うために、

福島県いわき市に小名浜工場を新設し、横浜工場で行っていた生産を移管している(2）。

　同社は、東北地域に加えて、新潟県の中越地域にも磁気ヘッド事業を展開した。新

潟事業部は他の事業部から離れているが、その理由は事業開始の経緯に拠るところが

大きい。磁気ヘッド事業については、1967年に同社が多角化をする際に、横河電機の

子会社（新潟県の八海電子）から磁気ヘッド部門の委譲を受け、県下の小出町で生産



海外生産シフトと地域生産組織の再編148

を開始したのが始まりである。その後1969年に独資で新工場を設立し、1980年代半ば

までは、小出工場が母体となってオーディオ用ヘッドやＶＴＲ用ヘッドの製造を地域

に根付かせてきた。その後事業部は1984年に産業用ヘッド（ＨＤＤ用ヘッド）に進出

するために長岡市に工場を新設し、段階的に工場拡張を行った。長岡市への進出以降、

オーディオ用ヘッドやＶＴＲ用ヘッドについて小出工場が、ＨＤＤ用ヘッドについて

長岡工場が担当するという分業体制を採ってきた。1980年代には、民生用、産業用と

もに需要に恵まれ、両工場は順調に生産実績を伸ばした(3)｡

表１　アルプス電気の事業体制（1999年）

事業部 場　所 工場・分工場 製品品目 要素技術

高周波事業部 福島県相馬市 相馬工場 ＣＤＭＡユニット、デジタル放

送チューナー、ＢＳコンバー

ター、ＲＦモジュレーター

高周波回路技術、高

密度実装技術、シ

ミュレーション技術

第１機構事業部 宮城県角田市 古川工場、角田工

場、桜ノ目工場、小

牛田工場

スイッチ、タクトスイッチ、カ

セットメカ、光磁気記録メカ、

光通信用レンズ、コネクタ

接点技術、精密機構

設計技術、光関連技

術、精密部品加工技

術

第２機構事業部 宮城県湧谷町 湧谷工場 可変抵抗器、センサー、コント

ロールパネル、リモコン、電源

ユニット

抵抗体材料技術、印

刷加工技術、接点技

術、センサ技術

磁気応用事業部 新潟県長岡市 長岡工場、小出工場 ＨＤＤ用ＭＲヘッド、ＧＭＲ

ヘッド、オーディオ・ＶＴＲ用

磁気ヘッド

磁気材料技術、磁気

ヘッド設計技術、薄

膜プロセス技術、精

密部品加工技術

システム機器事業

部

岩手県岩手郡 盛岡工場 プリンター（マイクロドライ

ブ、ワープロ用、カード式）、

プリンター応用機器

サーマルヘッド技

術、高精細印刷技術、

システム化技術、ソ

フトウェア技術

ペリフェラル事業

部

福島県いわき市 小名浜工場、平工場 キーボードスイッチ、マウス、

ＦＤＤ、ＬＣＤ

ヒューマン・イン

ターフェイス技術、

磁気記録機構設計技

術

車載電装事業本部 宮城県古川市 古川工場 カー用スイッチ、マルチプレッ

クス、クロックスプリング、Ｒ

ＫＥ

スイッチ設計技術、

実車評価技術、シス

テム技術

出所）アルプス電気株式会社『アルプス電気50年のあゆみ』1999年

　こうした本体の展開に加え、アルプス電気は子会社である東北アルプスとの間で生

産の分業体制を採ってきた。上記の事業活動のうち、アルプス電気本体は高周波事業

（相馬工場）、ペリフェラル事業（いわき工場）、機構部品事業（角田工場）、プリンタ

－事業（岩手工場）、磁気ヘッド事業（小出工場、長岡工場）など、より多額の新規開

発投資や設備投資を必要とする事業を担当していた。一方東北アルプスはスイッチ事

業（古川工場）やボリューム事業（湧谷工場）など、相対的に成熟度が高い製品の生

産に従事していた(4）。
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　さらに同社は附属の生産機能として各地に分工場を展開した。分工場は事業部がそ

の責任において用地を取得し、設置させる附属工場であり、基本的にはグループの社

員が勤務する生産工場であった。たとえばボリューム事業を担当した湧谷工場の傘下

では1970年に二つの分工場（桃生工場と河北工場）が開設され、スイッチ事業を担当

する古川工場の傘下でも1868年に分工場として浪江工場が創設された。磁気ヘッドを

中心に事業拡大を進めた小出工場は、八海電子より譲渡された城内、五十沢、五十町

という分工場を有していた。これらの分工場のうち、浪江、桃生、河北の各工場は東

北アルプス傘下であり、城内、五十沢はアルプス電気傘下の分工場であった。

　同社に見られる地方展開は、当時の電子機械メーカーにある程度共通した行動で

あった。この時期の電子機械メーカーの拡張戦略は、｢一工場一製品体制｣と呼ばれ、

事業の多角化と生産拡張を背景として、各地方に単品工場を設立することをねらいと

していた。｢一工場一製品体制」は生産基地の分散体制であり、経済が発展を続けるな

か、国や地方自治体が、地方の雇用政策と地域開発計画の一環として、企業に要請し

てきた生産立地の指針でもある。とりわけ当時の電子機械産業は成長軌道に乗ってお

り、雇用創出力も高かったことから、地方自治体や商工会議所などは一体となって誘

致活動を展開してきた。企業もこれに応じるかたちで地方に生産活動をシフトさせて

いったのである。

　試みに、東北地方の製造品出荷額の業種別構成比を計算すると、同地域は他地域に

比して電子機械産業関連の事業所が圧倒的に多い。1993年当時で全国的には電子機械

産業の製造品出荷額は全製造業の16.8％であったが、同地域では29.9％を占めている。

1973年にこの地方の電子機械産業の製造品出荷額が13％程度であったことを考えれば、

1970年代から80年代にかけて、電子機械メーカーの地方展開を契機にこの地域の工業

化が進められたと考えられる(5）。また通商産業省『工場立地動向調査』によれば、同

時期の電子機械産業を中心とする機械メーカーの多くは新たな立地先として東北や北

関東を中心とする地方を選択しており、その理由として、｢労働力の確保｣、｢県や市町

村の助成・協力｣を挙げている。同資料からも産業規模拡大の過程で企業が労働力を求

めて地方展開を行い、自治体などがそれを支援してきたことが窺える(6）。

　ただし、当時この地方に移管されたのはあくまで量産機能であった。先のデータよ

り１製造企業の１企業あたりの研究開発費を見ると東北地方は僅か119万円に過ぎず、

全国平均の1042万円を大きく下回っていた（1991年）。研究開発を実施している企業の

割合も30.8％と少なかった。こうした特徴は付加価値にも影響している。1993年当時

の製造業従業員１人当たり付加価値額は東北地方で800万円未満となっており、これは
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全国平均のおよそ３分の２である。研究開発機能を持たない組立・加工型の生産組織

ゆえに、平均すると付加価値生産性は低かった(7）。

　２　地域における下請組織の形成

　1970年代から80年代にかけて、アルプス電気を含めた多くの電子機械メーカーが地

方に生産を展開し、地方工場の傘下に下請生産組織を形成してきた。電子機械の市場

規模が急速に拡大したこの時期、電子機械メーカーは、地方の中小企業を囲い込み、

階層型の下請組織をつくることによって、量産能力を担保し、コスト競争力と生産変

動に対する対応力を強化していった。

　「一工場一製品体制」のなか、企業は各工場について生産を担当する主力製品を決

め、工場側はその製品について開発、製造、検査、納品の各業務に責任を負い、それ

に専念した。地方自治体の誘致や国の政策的配慮はもちろんあったが、企業としても、

こうした体制は製造する製品の幅と量が拡張してゆく限りにおいて、市場に円滑に製

品を供給するために合理的なものであった。しかし逆にこの体制は、地方工場に対し

て、特定の事業のみに従事する単品経営を強いた。工場間には縦割り的な組織体制が

つくられ、需給の変動に対して、工場どうしで柔軟に経営資源を融通したり、機動的

に事業移管を行ったりすることも困難になった。そして生産変動への対応やコスト力

を強化するために、各工場は自工場を中心とする下請組織を近隣に形成することで、

対応しようとしたのである。

　下請生産組織の形成においては、こうした企業側の要因に加え、地域も下請中小企

業の創業や拡大を積極的に後援してきた。このことに関する研究として、末吉健吉は、

山形県最上地域の電子機械メーカー４社と関連下請21工場の訪問調査を実施している

(8）。同調査によれば、下請21工場のうち16工場が農業を前職としており、５工場が調

査当時も農業を兼業していた。下請企業の創業理由は出稼ぎに代わる収入源の確保な

どで、冬期間の現金収入を得る手段として自営創業したケースが多く、創業を可能に

した理由として、（1）農作業の機械化が進められたことによって農家主婦を中心とす

る大量の余剰労働力が発生したこと、（2）農協・役場などが農外の雇用機会創出を目

的として地元企業への受注先の斡旋を通じての雇用増加、自営創業、農家による兼業

自営の創業を促してきたこと、（3）下請に発注される仕事が組立などの労働集約的な

工程で高い技術を必要とせず、２～３ヶ月の研修と少額の資本金で創業できたこと、

（4）そしてその少額の設備資金ですら土地を担保として商工中金や中小企業金融公庫

などの公的金融機関から融資を受けることができたことなどが挙げられている。大企
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業の地方工場の誘致と下請企業の創業や拡張が、農業や公共事業、斜陽製造業におい

て発生した余剰雇用解消といった地域側の利害を反映しており、自治体や地方金融機

関が参入障壁の比較的低い下請中小企業の創業や生産拡張を積極的に支援したことが

裏付けられる。

　ではアルプス電気の場合、下請組織はどのように形成されていったのであろうか。

既述のように、アルプス電気はモジュレーターや機構部品などの生産を東北地域に、

磁気ヘッドを新潟県の中越地域に展開し、各地で下請生産体制を整備してきた。1970

年代から80年代にかけて、同社は地方で生産拡張を行う際に、内部の生産能力の増強

を抑え、外注化を積極的に推進した。これは第一次石油危機を契機とする経営方針の

転換によるところが大きい。

　高度成長期には、アルプス電気は需要拡大を背景とした供給能力増加の要請に対し

て、基本的には正社員を採用し、内部の製造能力を増強させることによって対応して

きた。しかし1974年の第一次石油危機を契機に需要の大幅な縮小に見舞われ、2250名

に上る正社員の希望退職を敢行した。その後同社は石油危機後の電子機械産業の発展

により再度成長の機会に恵まれるものの、正社員の増加と固定費の上昇を極力避ける

べく、生産増加の要請に対しては外注化を進めてきたのである(9）。

　アルプス電気の外注政策は、地方工場の周囲に多くの創業と生産拡張の機会を与え

た。こうした機会を活かすべく、地方自治体や地域金融機関が地元中小企業の創業と

拡張を支援した。1980年代後半において、アルプス電気の各事業部（事業部工場）に

はその事業部専属の下請生産に従事する中小企業が15～20社程度はあった。下請企業

に外注化される仕事としては、プレス加工、成型加工などの加工工程と、部品組立、

最終組立などの組立工程など、多岐にわたり、原価に対する外注加工費の比率はおよ

そ20～25％であった(10）。

　同社の外注戦略の特徴としては、有力な中小企業を一次下請企業とし、特定の製品

については、一次下請企業に、川上から川下まで、ある程度一貫した工程を一括して

外注化し、外注化した製品については彼らに製造責任を持たせた。一次下請企業との

分業の方針は、高度な製造技術を要するものや技術が成熟化していない製品は内部で

製造し、製品ライフサイクルが成熟化し、技術の標準化がある程度進んだ段階で川上

から川下まで一括して外注化するというものであった。こうした外注戦略を採用する

以上、ポテンシャルのある一次下請企業を選出し、彼らと専属的な取引契約を結び、

契約の履行に必要とされる技術や技能については積極的に支援行い、習得させること

が必要とされた。
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　まず一次下請企業の選別である。親企業の地方工場は、自らの発展のためにも、多

数の中小企業の中から、技術面および経営面で潜在能力の高い企業を選び、囲い込む

必要がある。アルプス電気の新潟事業部（現：磁気応用事業部）は一次下請企業の選

別の際に方針があり、（1）30～40歳台前半までの若い経営者・後継者がいること、（2）

労働力の集められる場所に立地していること、（3）１～２億円の投資負担に耐えられ

ること、（4）大卒の技術者を抱えていること、（5）同社製品の加工・組立に専念でき

ること等を選択基準としていた(11）。

　また、一次下請企業とは専属的な取引契約を結んだ。取引関係を維持させるべく、

アルプス電気は、自社の製品ライフサイクルを計算に入れ、成熟化した製品の製造を

一括して一次下請企業に委託し、常に発注の安定性を確保した。また、一次下請企業

に最終製品の製造責任と検査義務を持たせ、元請企業を介さずに、直接顧客セットメー

カーに製品を納入させた。一方、同社は一次下請企業の製造品質を保証するために、

徹底した技術指導と経営支援を行った。技術指導の範囲は生産管理や品質管理の手法、

製造技術の指導にまで及んだ。とくに製品が変わるときには、アルプス電気から相当

数の技術者が派遣され、集中的な指導が行われた。さらに生産設備の大部分を貸与し、

下請企業の設備投資への負担を大幅に軽減させた(12）。

　アルプス電気のこうした外注戦略は、地域の中小企業にも理解され、受け入れられ

ていった。同社の地方進出を契機として、新規創業したものも少なくなかった。その

なかでも相対的に資本力があり、積極的な経営姿勢を持つ企業は同社と専属的な取引

契約を結び、一次下請企業となった。彼らはアルプス電気から特定製品に関する一括・

大量受注を受け、技術指導や経営支援を受けることによって、自社の能力も高めていっ

た。一方でこうした取引契約を結ぶに至らなかった企業も多数存在した。こうした企

業は、いわゆる二次下請企業として、一次下請企業から派生する様々な請負業務を受

託した(13）。

　一次下請企業とは対照的に、二次下請企業は自社で本格的な設備機械を持たないと

ころが多かった。彼らは元請企業や一次下請企業の工程のなかで、工数の削減と機械

化が困難なために人手による作業がどうしても多くなり、元請企業内部や一次下請企

業の賃金水準では合わない工程を受託し、パートタイマーなどの低賃金労働者による

賃加工を行った。なかには家内工業的な企業もあった。一次下請企業と二次下請企業

はかなり性格の異なる企業群であったと言える(14）。

　二次下請企業はとくにアルプス電気と専属的な取引契約を結ぶわけではなく、本来

的には元請企業からの取引関係上の拘束を受けないはずである。したがって取引先を
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広げていくことには問題がなかったはずである。しかし実際には、東北地域や中越地

域では、1980年代後半までの成長期において、二次下請企業が意識的に取引先を多様

化・広域化させたという事実は見られなかった。二次下請のレベルでも、元請企業や

一次下請企業への取引の専属性は極めて高く、元請企業の地方工場を中心として、地

域には閉鎖的な系列型下請組織が形成されていったのである。

　同社の下請組織の特徴や形成プロセスを二つの地域で見てゆきたい。まず古川・湧

谷地区（スイッチ、チューナー他）である。両工場に関係する一次下請企業１社とそ

の傘下にある二次下請企業６社の情報をあたったところ、下請企業は4社までが農業を

前身とし、１社が米穀物商を前身としている。創業時期は1960年代末から1970年代に

かけてであり、いずれの下請企業も元請であるアルプス電気への売上依存度が極めて

高かった。一次下請企業と二次下請企業をあわせた７社のうち、５社までがアルプス

電気系列へ100％専属の完全下請企業であった。従業員数は多いところでせいぜい80

名程度、資本金は一次下請企業が800万円、二次下請企業は２～300万円程度であった。

日給としては、一次下請企業が3900円であるのに対して、二次下請企業のそれは200

～500円低かった(15）。

　一次下請企業が受託しているモジュレータの製造を例にとると、一次下請企業はア

ルプス電気から部品の無償支給を受け、二次下請企業に部品を渡して基盤への挿入、

はんだ付け、ビス締めをやってもらう。二次下請から基盤が納入されると、社内準備

工程で製造していた機械加工部品とともに、製品組立と検査が行われ、顧客企業に納

品されるといった経路であった。二次下請企業は主だった設備などは持たず、パート

タイマーを利用して、手作業で基盤に部品を挿入していた。挿入工程は家内労働的な

内職が利用されることもしばしばであった。

　新潟県の中越地域でも類似の分業構造が形成された。当時事業部のあった小出工場

には900人の従業員が勤務し、五十沢工場と城内工場という二つの分工場には併せて

400人前後が働いていた。周辺地域には23社にのぼる下請工場があり、雇用人員はピー

ク時で5000人に達した(16）。古川地区と同様、これらの下請企業も農業を前身とし、ア

ルプス電気の地域進出に合わせて転身し、創業した者が多かった。加えて同社の進出

には公共事業も深く関わっていた。1950年代前半、小出町は奥只見発電所のダム開発

の前進基地として活況を呈していたが、1960年代に入って工期が終焉に近づくと、小

出町は積極的な工業誘致を展開した。アルプス電気が進出すると町はそれを歓迎し、

地元の役場や商工会議所などは、地元への発注先の斡旋や、地元企業の自営・兼業自

営による創業支援を行った(17）。
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　アルプス電気の進出を契機として、小出町や北魚沼郡、南魚沼郡にかけて、多数の

企業が創業した。そのなかでも有力な一次下請企業が７～８社あり、彼らはアルプス

電気から設備貸与を受け、自らも投資を行ってオーディオ用ヘッドやＶＴＲ用ヘッド

の製造に必要とされる巻線工程やフェライトの加工、モールドなどの設備機械を導入

し、成熟製品の製造について検査や納品まで一括した製造責任を負った。これらの企

業の下に、労働集約的なヘッド組立工程や巻線工程のみを請け負う多数の二次下請企

業が現れた。彼らはパートタイマーを利用して賃加工を行い、加工を終えた製品を委

託元に納品していた(18）。

　加えて、同社の地域における生産展開は、地元の設備メーカーとの取引の契機となっ

た。アルプス電気の事業部は自社工場や一次下請企業で電子部品を製造する際に、そ

の製造設備を地元の設備メーカーに発注することが少なくなかった。とくに新潟県の

中越地域は長岡を中心として、機械工業の集積地域であり、アルプス電気や一次下請

企業は磁気ヘッドの製造に用いる巻線機やフェライトの製造装置などを地元の設備

メーカーに発注し、彼らとの協業で設備機械を開発してきた。設備メーカーは委託元

であるアルプス電気や一次下請企業に入り、設備機械の開発に携わり、メインテナン

スにあたった。また一次下請企業のなかにも、組立や加工に留まらず、地域の機械加

工業者との協業によって、設備機械まで自社開発する業者が現れた。彼らの設備開発

への取り組みは、地域の中小企業に単なる組立や加工の請負という次元を超えた技術

的能力を形成したという意味で注目すべき点であろう(19）。

　Ⅱ　海外生産シフトと地域生産組織の再編

　地方工場を中心とする階層的な下請生産組織は、1980年代後半に至るまで継続・強

化された。しかし1990年代に入ると状況が一転し、多くの電子機械メーカーが東アジ

アへの海外生産シフトと国内生産の縮小を余儀なくされるようになる。以下ではこの

時期におけるアルプス電気と中小企業の対応を見てゆく。

　１　アルプス電気の海外生産シフトと事業再編

　1980年代前半、アルプス電気はＶＴＲ関連部品に牽引されて、多いに売上を伸ばし

た。しかし1980年代後半から円高とＶＴＲ不況が重なり、次第に収益体質が悪化して

いった。図１から同社の経営動向を把握すると、経常利益率は既に1980年代半ばから

低迷している。しかしバブルによって内需が伸びたために、売上高自体は落ちていな

い。この間アルプス電気はＡＰＳ（Alps Production System）という生産改善プロジェ
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クトを実施し、生産合理化と自動化のために資金を費やした。しかし結果的にはこう

した投資が固定費の上昇を招き、生産システムの柔軟性を弱めることとなり、1990年

代半ばに再度実施された生産革新によってセル生産方式が導入されることとなる。

図１　アルプス電気の売上高と経常利益率（単体）

　　　　　出所）アルプス電気株式会社『有価証券報告書』

　1990年代に入るとバブル崩壊による内需低迷に加え、ＶＴＲの市場飽和はいよいよ

確実なものとなり、民生用電子部品は軒並み売上が減少した。経常利益率についても、

かつては10％近くあったものが1992年にはほぼゼロに達した。本来的には利益率が低

下を続けた1980年代後半に海外展開を視野に入れた構造改革を行うべきだったと思わ

れるが、需要が順調に拡大してゆくなかで、構造改革は行われなかった。加えて同社

はＶＴＲ関連電子部品への売上比率が過度に高くなり、単一製品に依存した事業構造

が抜本的な構造改革を困難にさせた。製品開発についても大手セットメーカーからの

受注部品に多くの開発資源が割かれ、独自製品の開発には消極的であった(20）。

　1992年度に全事業部が前年の実績を下回ったことを受けて、アルプス電気の経営幹

部はようやく経営構造改革に着手した。1992年下期に検討された再編計画は1993年４

月に｢経営構造の再構築｣として発表され、不採算事業の海外生産展開、全社的な国内

従業員や外注の削減、資産の売却、新規事業の開発と事業化への取り組みなどが提示

された。計画を実行するにあたって、同社は単に従業員の削減と資産売却による固定
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費の削減に留まることなく、高付加価値製品の創出に適した組織構造改革、現行製品

の統廃合、東アジアへの現地生産移管と受け皿としての新規事業開発等を進めていっ

た(21）。

　まず同社経営幹部は労働委員会との折衝に入り、同委員会は事業構造改革を遂行し、

雇用削減を最小限に留めることを条件として計画を了承した。これを受けて、同社は

事業所の統廃合と1000人を超える従業員の希望退職を決定した。不採算品目の東アジ

アへの生産移管も決定された。既に同社は1989年にアルプス・エレクトリック・マレー

シア（ＡＥＭ）、1990年にはその隣接区画にアルプス・プレシジョン・マレーシア（Ａ

ＥＭＰ）を設立していたが、アルプス電気は各拠点に追加投資を行い、工場を増設・

拡張した。マレーシアの拠点については、プリンター事業部を除くすべての事業部が

利用することとなった。マレーシアについては、顧客となる家電メーカーの進出が1990

年代初頭に活発化しつつあり、彼らの生産シフトへの対応という意味もあった。磁気

ヘッドやボリュームは中国にも生産活動を移管した。1993年には新潟事業部が寧波に

オーディオ用磁気ヘッドとＶＴＲ音声用磁気ヘッドを移管し、同年に湧谷事業部がＴ

Ｖ用ボリュームの製造を移管した。

　不採算製品の海外生産移管と並行して、アルプス電気は国内分工場の統廃合を進め

た。ＴＶ用ボリューム生産の中国移管を期に湧谷事業部傘下の河北、桃生分工場が閉

鎖された。ＨＤＤ装置の生産縮小によって、古川事業部の浪江工場も閉鎖された。新

潟事業部でも音声用磁気ヘッドのマレーシアや中国への移管により、城内、五十沢の

二つの分工場が小出工場に閉鎖・統合された。これら分工場にはアルプス電気の社員

が配属されていたが、事業部の母工場へ異動となった(22）。

　分工場の閉鎖・統合とあわせて正社員の希望退職が実施された。1992年11月より退

職者優遇措置を設け、1993年１月には全従業員の８％に当たる1000人を削減した。し

かし円高と大手セットメーカーの海外シフトがさらに加速したため、1993年４月に第

二期希望退職を実施し、グループ全体で1330人の退職者を募集した。これには最終的

に1540人が応じた。また下請企業についても選別・削減してゆくという方針が伝えら

れた(23）。



経営研究所論集　第26号（2003年２月） 157

図２　アルプス電気の従業員数と外注加工比率

注）外注加工比率は総製造原価に占める比率

出所）アルプス電気株式会社『有価証券報告書』

　図２はアルプス電気の正規従業員数と総製造費用に対する外注加工比率の推移であ

る。業績悪化が顕著となった1991年頃から外注加工比率は徐々に低下しているが、希

望退職が実施された1992年とその翌年に正規従業員数と外注加工比率は大幅に低下し、

1996年あたりまで低下が続いた。1991年に20.8％あった外注加工比率は95年には

10.5％と半減し、1992年には6835人と過去最高水準にあった従業員数も96年には4257

人まで減少した。

　アルプス電気の事業再編はグループの雇用と下請企業には少なからぬ影響を及ぼす

こととなった。しかし事後的に考えれば、再編を行うにあたって1992年という年はぎ

りぎりだったと言わざるをえない。このときに計画を遂行していなければ、1995年ま

で続いた第二次円高によって事態はより深刻化していたはずである。

　再度図１を見ると、同社の経常利益率は1993年を最低点として、再び上昇に転じて

いる。不採算製品の海外生産シフトと2000名を超える希望退職の実施によって、アル

プス電気はようやく減収減益の悪循環から脱した。しかしこの利益率の上昇はリスト

ラによる短期効果であり、新規事業が軌道に乗り、成長の起爆剤となるまでにはこの

時点からさらに数年を要している。再編計画の真価が表れるのは売上高が上昇に転じ

る1996年であり、それまでの間は既存事業の延命措置を採りながら、新規事業開発に

持ちうる経営資源をすべて投入していった。資産売却や既存雇用の削減によって確保

されたキャッシュフローが新規事業の開発と事業化のために充当された。銀行からの

借入金が増加するとともに、内部留保金も減少し、財務の健全性は悪化した。再編の
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成功は新規事業がどのタイミングで軌道に乗るかということに依存していた(24）。

　２　新規事業の創出と拡大：磁気ヘッド事業を中心として

　1993年の再編計画では、具体的な新規事業としてＭＲヘッドやＣＤＭＡユニットな

どの「戦略商品」が指定された。これらの「戦略商品」は２～３年で開発期間を経て

96年前後から量産化された。その結果、アルプス電気としても1996年から売上高が増

加に転じた。1997年３月の決算によれば、1996年度の売上増加分のほぼ９割がこうし

た戦略商品によるものであったと報告されている。

　具体的に磁気ヘッド事業を採り上げて新規事業創出と事業構造改革のプロセスを見

てゆきたい。磁気ヘッド事業は売上（2000年）の20.0％を占める代表事業であり、こ

れまで全社的な展開の縮図とも言えるプロセスを辿ってきた。

　磁気ヘッド事業は1967年にハチマン電子という横河電機の関連企業から磁気ヘッド

部門の譲渡を受けて、新潟事業部としてスタートし、当初はカセット用音声ヘッドを

製造していたが、その後ＶＴＲ用ヘッドやＦＤＤ用ヘッドなどにも進出した。とくに

1980年代はＶＴＲという大型商品が登場し、大手セットメーカーに音声・映像ヘッド

を供給することによって、主力の小出工場（新潟県小出町）とその分工場（城内、五

十沢、五十町の各工場）は大いに発展した(25）。

　他分野への積極的な進出は同社の技術蓄積の深化・拡充にもつながった。ＶＴＲ用

映像ヘッドへの進出は音声ヘッドを超えた要素技術を必要としたため、1971年に米国

ノートニクス社と技術援助契約を締結し、ヘッドの前面研磨の方法、ギャップ形成の

方法、パーマロイの熱処理、プラズマ溶射によるメタルコーティングなどの製造技術

が導入された。

　産業用ヘッド（ＦＤＤヘッド）への進出は、同社に材料開発の重要性を強く認識さ

せた。ＦＤＤ用ヘッドのコアはフェライトであり、産業用ヘッドの開発には素材の性

状を知ることが重要であった。またガラスボンディングや研削加工などの新たな加工

技術も習得する必要があった。同社は材料開発の技術者の中途採用を始め、新卒採用

枠も増やした。1975年からは米国ＮＧＫ社との技術導入契約を締結し、材料技術とそ

の加工技術の習得に努めた(26）。

　しかし1980年代後半に入ると全社的な伸び悩みとも時期を同じくして、磁気ヘッド

事業も停滞することになる。プラザ合意後の円高はセットメーカーのＶＴＲ輸出に影

響を与えた。加えて1980年代末には日米両国のＶＴＲ市場が飽和に近づいており、そ

の影響は電子部品メーカーであるアルプス電気にも及ぶこととなった。1990年代に入



経営研究所論集　第26号（2003年２月） 159

ると国内も不況に転じ、1980年代にＶＴＲ依存型の成長を遂げた磁気ヘッド事業は減

収減益の状態に陥り、1992年には事業部としても赤字を記録した。

　1993年の｢経営構造の再構築｣計画を受けて、新潟事業部は民生用から産業用ヘッド

に軸足を移すことを決定した。不況と成熟化によって付加価値が低下したオーディオ

ヘッドとＶＴＲ用音声ヘッドについては小出工場から中国の寧波へ、ＡＳＥＡＮの

セットメーカー向けのＶＴＲ用音声ヘッドについてはマレーシアに移管し、小出工場

傘下の分工場（城内、五十沢）は事業部に閉鎖・統合した。全社の希望退職と並行し

て、新潟事業部では170人の退職を募り、237人がこれに応じた。下請企業については

ピーク時で23社5000人近くいたが、５社1000人程度まで絞りこんだ。一方新規事業と

してＨＤＤ用のＭＲ（Magneto Resistive：磁気抵抗）ヘッドへの参入を決定し、海外生

産移管に伴って余剰となった人員や設備を新規事業活動の事業化に向けて傾斜・充当

させた(27）。

　しかしＨＤＤ用ヘッドの事業拡大は必ずしも円滑に進んだわけではなかった。同社

は1984年に長岡に新工場を建設し、初めてＨＤＤ用ヘッドに参入した。ところがこの

領域は予想以上に技術革新のスピードが速かった。1980年代前半から磁気記録密度に

対する要求は高まり、これに対してヘッドギャップにメタルを挿入するＭＩＧ（Metal

in Gap）という方式が採用された。アルプス電気も同方式によって高密度化に対応し

た。しかし1980年代後半に入ると、ヘッドの先端技術は早くもＭＩＧから半導体ウェ

ハーを用いた薄膜ヘッドへと移行していった。1985年にはＴＤＫや九州松下電器など

の先行企業が薄膜ヘッドの量産を実施し、富士通や日立などのヘッドを内製するＨＤ

Ｄメーカーも磁気ヘッドの薄膜化を進めた。

　しかしこのときにアルプス電気は競合他社に追随することができなかった。薄膜

ヘッドを製造するためには一連の半導体製造設備が必要であり、高額な設備投資を要

したが、同社はもともと民生用の受動部品メーカーであり、当時は半導体設備をほと

んど保有していなかった。円高等による営業面での圧迫と、工場自動化による多額の

投資拠出により、企業内に資金的余力もなかった。そのため同社は生産体制を整備す

ることができず、ＨＤＤ用ヘッドの市場から撤退を余儀なくされることになる。同社

にとって、1993年のＭＲヘッドの開発は、３年余りに及ぶ空白期間を経ての再参入を

意味していた(28）。

　一見困難と思われるこの再参入を可能にしたのは、過去から蓄積されてきた材料技

術と精密加工技術の強みである。ＦＤＤ用ヘッドを契機に本格化した材料開発はその

後さらに強化され、高透磁率や高飽和磁束密度を達成するための磁性材料の開発が進
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められた。なかでも1980年代後半に同社が注目したのはナノ結晶技術である。ナノ結

晶薄膜は金属材料を非晶質状態から結晶化させたもので、他の磁性材料よりも透磁率、

飽和磁化、保持率などの面で優れていた。

　同社は東北大学金属材料研究所との共同開発でナノマックスやナノパームという独

自の結晶磁膜の開発に成功し、ＨＤＤ用ヘッドにも応用された。精密加工技術につい

てもオーディオや VTR用ヘッドの事業化を進める過程で、より精度の高い技術が習得

された。また余剰となったＦＤＤやＶＴＲ用の製造設備はＨＤＤ用ヘッドの生産に転

用された。こうした技術蓄積や設備転用はＨＤＤ用ヘッドへの再参入を推進した重要

な要因であり、事業関係者も｢ある特定の製品で事業化のタイミングが遅れたとしても、

基礎技術をベースに次の製品サイクルからパフォーマンスの高い製品を投入すれば再

参入できる｣と考えていた(29）。

　ＭＲヘッドの開発が終了に近づくと、同社は長岡工場に積極的に設備投資を行い、

大々的に半導体設備を導入した。過去の消極的な投資戦略への反省から、銀行からの

借入金と内部拠出によって資金を確保し、着実に生産能力を拡張した。戦略的な設備

投資は営業面でも有効であった。顧客企業への営業力や価格交渉力は、製品のパフォー

マンスもさながら、部品メーカーが保有する製造設備のタイプや能力にも依存する。

アルプス電気は戦略的に設備能力を形成することで積極的に受注を獲得していった。

1997年から生産実績が伸び、全社的にも増収増益に転じることになった。銀行からの

借入金も返済され、財務の健全性も回復した。技術者や技能者については採用も再開

し、磁気応用事業部（前：新潟事業部）ではＨＤＤ用ヘッド前工程の技能者として地

元採用で115名、研究開発・技術者として全国採用で20名を獲得した(30）。

　３　事業と組織の構造改革

　同社の再編戦略のもうひとつのポイントは、｢戦略商品」の拡大に合わせて事業構造

と組織構造の改革を大々的に実施したことである。第一が事業部の垣根を越えて、余

剰感がある領域から「戦略商品」に向けて人的資源の転用を行い、全社的に「戦略商

品」の生産拡大を支援したこと、第二はそれでも余剰となる人員に対して別会社とし

て分社独立させ、受け皿事業を用意したことである。

　磁気ヘッド事業を中心に見てゆくと、1993年の経営再編の過程で、同社はオーディ

オヘッドやＶＴＲ用音声ヘッドの海外生産シフトを行い、事業部の所在を小出工場か

ら長岡工場にシフトさせ（新潟事業部から磁気応用事業部に改名）、ＨＤＤ用ＭＲヘッ

ドの事業拡大に注力した。このときに150名近くの管理者や研究開発部隊が小出工場か
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ら長岡工場に配置替えとなり、彼らの多くは新規事業の事業化に関わるプロジェクト

に配置された(31）。

　ＭＲヘッドの事業化に成功すると、長岡工場の技術者はすぐに次世代のＧＭＲ

（Giant Magneto Resistive：巨大磁気抵抗）ヘッドの開発を本格化させた。このＧＭＲ

ヘッドの導入においては、アルプス電気はＴＤＫや富士通、ヤマハなどの競合他社と

並ぶこととなった（1997年）。さらに同社が開発したＧＭＲヘッドの面記録密度は１平

方インチあたり３ＧＢに達し、商品力においてＴＤＫ（１平方インチあたり３ＧＢ）

に並び、ヤマハ（同２ＧＢ）には勝った。その後も開発は続けられ、1998年には同５

ＧＢの面記録密度を持つＧＭＲヘッドの開発に成功した。この段階でＴＤＫ（同４Ｇ

Ｂ）をも上回り、ＨＤＤ用ヘッドの外販市場においてトップシェアを確保した(32）。

　ＧＭＲヘッドの開発成果を受けて、同社はさらなる事業構造改革に着手した。それ

まで小出工場で生産していたＶＴＲ用映像ヘッドやＦＤＤ用ヘッドを中国無錫に移管

し、余剰人員約170名を長岡工場に配置転換させ、ＧＭＲヘッドの工程を担当させた。

さらに1998年より無錫工場に海外顧客向けのＭＲ・ＧＭＲヘッドの後工程（ＨＧＡ工

程）を移管した。長岡工場は前工程（ウェハー工程とスライダー工程）に特化させ、

後工程の人員とスペースをそちらにシフトさせた。長岡で製造した前工程の中間財を

中国に輸出し、現地で組立を行う工程間分業体制を敷いたのである。このとき長岡工

場には200億円を上回る設備投資が行われ、前工程の製造能力を拡充するために、新し

い工場棟が増設された。

　また1997年頃より、アルプス電気はＭＲ・ＧＭＲヘッドを全社的に支援するように

なる。磁気応用事業部の事業部長が常務取締役となり、同事業を拡大するために全社

的視点から事業部間の調整を行い、他事業部の余剰能力を積極的に転用させたのであ

る。まず東北地方の古川地区に新たな分工場（桜の目工場：300人）が設置され、国内

顧客向けヘッドの組立工程（ＨＧＡ工程）が行われることとなった。古川地区では従

来からスイッチやメカニズムなどが製造されていたが、海外生産に伴う空洞化が著し

く、設備や人員の余剰が目立っていた。そこで余剰設備・人員をＧＭＲヘッドの組立

に充当させた。またペリフェラル事業部の平工場（130人）でもＧＭＲヘッドの後工程

を展開し、ＬＣＤ用スライダー工程の人員と機械設備を転用させて、ＧＭＲヘッドの

前工程を稼動させることになった(33)。

　ここで特記すべきことは、生産拡張の際の資源利用のあり方である。従来の｢一工場

一製品体制｣においては、成長製品が出てきたときには事業部の生産能力を上回る仕事

を事業部傘下の下請企業に外注化していた。しかし経営再編以後は、全社的に外部へ
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の付加価値流出を抑えるために、むしろ事業部間の相互調整によって企業内余剰資源

の有効活用を優先させ、それでも能力を超える需要が発生した場合のみ請負外注を利

用する方式に切り替えたのである。

　さらに、アルプス電気は経営再編によって退職した直接人員や事務・人事総務など

の間接人員について、別会社（アルプスビジネスクリエーション）を設立して、受け

皿事業を用意した。同社は1994年に宮城に設立された人材派遣会社であり、横浜、古

川、湧谷、新潟などの事業所や工場内にサービスセンターを持つ。新潟は小出工場内

に事業所がある。同社は当初、アルプス電気の経理や給与計算、総務庶務などを受託

していたが、1996年に労働者派遣事業認可を取得し、ビル管理事業、清掃事業、電気

工事事業、介護事業などに多角化していった。現在はグループ内取引に留まらず、外

部からの仕事も受託し、年商35億円、従業員数は530名に達している(34）。

　４　下請生産組織の解体と再編

　以上のように、1990年代の環境変化を背景として、アルプス電気は国内の事業構造

と内部組織を抜本的に再編させた。1993年から1996年の期間は従業員数と外注加工比

率が低下した。その後新規事業が軌道に乗り、1996年前後から下げ止まりの傾向が見

られる。しかし、国内で外注比率が回復することはなかった。また東アジアとの国際

分業を行った場合も国内に残された事業は、ヘッドウェハーの製造に代表されるよう

に、下請組織を必要としない、資本・技術集約的なものであった。こうした技術転換

も下請組織を縮小化させる要因となった。

　アルプス電気の戦略変化に対し、同社への売上依存度が高かった下請企業は必然的

に大幅な受注減を強いられた。東北地方の古川地区では傘下の下請企業６社のうち、

一次下請企業Ａ社はかつて３工場でリモコン、ＦＤＤ、ＣＡＴＶの部品組立を行って

いたが、このうち２工場を閉鎖し、１工場は規模を縮小させながら、他社のエアコン

基盤の組立を受託して凌いだ。またこの一次下請企業の傘下にあった二次下請企業３

社は、それぞれ従業員数を50名程度から10名程度へ縮小させながら、他の電子機械メー

カーの系列から下請生産を受託していた。抵抗器の組立など、技術的なつながりのあ

る領域に事業転換した工場もあったが、なかには衣服の縫製などに転身する工場も

あった(35）。

　二次下請企業はもともと元請企業に対する専属義務がなく、家内工業的な労働請負

によって生業を立てていた。そのため一次下請企業と比較すると、他社系列の請負受

託にはかえって有利であったと推測される。しかし技術力や資本力の弱さから、取引
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先の分散化に成功したとしても、所詮は二次下請という階層内に留まらざるをえず、

加工単価や受注面において改善が見られるわけではなかった。また二次下請企業はそ

の数が多かったが、受注先を獲得できないところは閉鎖を余儀なくされた。

　新潟県の磁気ヘッド事業でも類似の傾向が見られた。 1993年の再編計画に伴い、磁

気応用事業部は付加価値の低いオーディオヘッドとＶＴＲ用音声ヘッドの生産の大部

分を中国とマレーシアに移管することを決定した。これに伴って分工場や下請企業の

生産には大きな影響が及んだ。事業部は傘下の分工場を閉鎖・統合し、下請企業の協

力会を閉鎖した。23社存在した下請企業も５社まで絞り込み、それ以外の下請企業と

の取引を停止した。取引を継続した５社についても、随時取引規模を縮小していった。

　表２はアルプス電気の磁気応用事業部（新潟事業部）とかつて下請関係にあった中

小企業の近年の経営動向である。1980年代に磁気応用事業部と下請関係にあった企業

は少なくとも23社存在したが、ここでは情報を入手することができた15社についてそ

の後の動向を観察した。

　観察対象となった15社のうち、その後事業を閉鎖した企業が４社存在する（ＯＳ電

子、ＵＭ製作所、ＴＢ産業、ＴＭ工器）。1990年当時の４社の特徴を見ると、これらの

企業は従業員数も100名前後以下と、他の下請企業と比較しても小さく、事業内容とし

てもオーディオヘッドやＶＴＲ用音声ヘッドの組立に従事していた。また彼らのほと

んどは南魚沼郡や北魚沼郡の農村地帯に立地していた。事業内容や立地先から判断し

て、彼らの多くは内職やパートタイマー等の労働による組立請負型企業であり、二次

下請的存在であった。

　また事業を存続させた下請企業についても、1990年代前半は従業員数の大幅な減少

を強いられたところが多い。とくに元請企業の一次下請として事業規模を拡大させて

きた６社（ＩＫ電子、ＳＫ電気、ＮＹ電子、ＨＬ電子、ＨＺ電子、ＭＳ電子）につい

ては、アルプス電気の海外生産シフトに従って大幅な雇用削減を強いられている。表

２Ａより1990年と1995年の雇用状況を比較すると、これらの企業の雇用削減数はかつ

ての従業員数の半数近くに及ぶものであり（雇用の減少：ＩＫ電子165人、ＳＫ電気200

人、ＮＹ電子358人、ＨＺ電子188人）、一次下請企業の雇用に深刻な影響が生じていた

ことがわかる。
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表２Ａ　アルプス電気磁気応用事業部（新潟事業部）関係の下請企業の動向（1990年・1995年）

1990年 1995年

企業名 住所
主要製造品目
又は取扱品目

年商 従業員数
主要製造品目
又は取扱品目

年商 資本金 従業員数

ＩＫ電子 北蒲原郡水原町 磁気ヘッド製造 N.A. 360人 磁気ヘッド製造、電磁リ
レー 製造 （パ ワー リ
レー）

N.A. 1500万円 195人

ＵＫ工業 上越市東本町 磁気ヘッド組立 N.A. 147人 本業である繊維業への
回帰(合成繊維細幅織物)

N.A. N.A N.A

ＥＭ電子 西蒲原郡吉田町 ＶＴＲ磁気ヘッド製造 N.A. 185人 ＶＴＲ磁気ヘッド製造、
回路基板設計実装、イン
テリア照明器具製造販
売、盛業版、配電盤設計、
コンプレッサ、発電機、
空気圧機器販売

N.A. 1000万円 144人

ＯＳ電子 北魚沼郡湯之谷村 ＶＴＲ磁気ヘッド製造 N.A. 120人 ＶＴＲ磁気ヘッド製造、
精密機械加工

N.A. 1000万円 98人

ＵＭ製作所 南魚沼郡六日町 オーディオ用磁気ヘッ
ドの生産

N.A. 76人

ＫＧ電機 南魚沼郡六日町 磁気ヘッド部品、治工
具、金型製造

N.A. 107人 精密プレス金型、精密プレ
ス加工、磁気ヘッド部品

15億円 5000万円 83人

ＳＫ電気 北魚沼郡堀ノ内町 オーディオ・ＶＴＲ用磁
気ヘッドの部品加工か
ら組立、ＨＤＤ用ヘッド
の加工

70億円 350人 オーディオ・ＶＴＲ用磁
気ヘッド部品加工、ＨＤ
Ｄ用磁気ヘッドのコア
スライダー加工から組
立、移動体通信機器の部
品加工、省力化設備、治
工具の機械加工

19億円 2000万円 150人

ＳＳ電気 北魚沼郡小出町 コイル、ラミネートコ
ア、チップの製造

N.A. 170人 電子部品製造（磁気ヘッ
ド・オーディオ・ＶＴ
Ｒ・パソコン）

35億円 1800万円 200人

ＴＢ産業 南魚沼郡六日町 ＶＴＲチップ部品製造、
ＶＴＲヘッド組立

N.A. 166人

ＴＭ工器 北魚沼郡入広瀬村 オーディオ、ＶＴＲ用
ヘッドコアラミネート
の製造

N.A. 43人

ＮＹ電子 新津市 音響用、ＶＴＲ用、コン
ピューター用磁気ヘッ
ドの製造

N.A. 958人 音響用、ＶＴＲ用、コン
ピュータ用磁気ヘッド
の製造、セラミックス・
シリコン等の加工

90億円 8800万円 600人

ＨＬ電子 三島郡三島町 オーディオ、ビデオ用等
の各種磁気ヘッドの製
造

N.A. 295人 オーディオ、ビデオ用各
種磁気ヘッドの組立製
造、自動車用積算計の組
立製造、車搭載用電子部
品の製造

N.A. 1000万円 166人

ＨＭエレクトロ 小千谷市 静電気測定機、静電気除
去装置等の製造、販売、
コイル加工及び磁性材
の精密加工

30億円 116人 静電気除去装置、エアー
洗浄機などの製造販売、
コイル加工および磁性
材の精密研磨、切削加工

27億円 4050万円 129人

ＨＺ電子 長岡市 磁気ヘッドの製造 N.A. 316人 磁気ヘッドおよび各種
電子部品の製造、各種Ｆ
Ａ機器の開発・設計・製
造、画像処理機器の開
発・設計

N.A. 2000万円 128人

ＭＳ電子 三島郡寺泊町 磁気ヘッド、スピード
メータ液晶、治具金型、
自動機製造

N.A. 530人 磁気ヘッド、液晶、電子
部品、自動車電気部品、
金属プレス部品、自販機
部品、精密金型、合理
化・省力化機器の設計・
開発・製造

53億円 3000万円 515人

出所）新潟県電子機械工業会『社団法人新潟県電子機械工業会会員名簿』、小千谷・北魚沼雇用安定協議会／ハ
ローワークおぢや『おぢや・きたうおぬま企業ガイド』、新潟経済社会リサーチセンター『新潟県会社要
覧』、各社インタビュー資料・ホームページを参考に著者が作成
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表２Ｂ　アルプス電気磁気応用事業部関係の下請企業の動向（2001年）

2001年

企業名 住所
主要製造品目
又は取扱品目

年商 資本金 従業員数 主要取引先 備考

ＩＫ電子 北蒲原郡水原町 電磁リレー、磁気ヘッ
ド、ＨＤＤ洗浄機、電子
部品生産設備

33億円 2000万円 130人 N.A. 自動化、省力化設備の社内
開発に力を入れている

ＵＫ工業 上越市東本町 本業である繊維業への
回帰（合成繊維細幅織
物）

N.A. N.A N.A N.A. ガラス繊維、ナイロン繊維、
カーボン繊維など細幅でい
ろいろな繊維を織り上げる
技術を持つ

ＥＭ電子 西蒲原郡吉田町 回路基板設計及び実装、
コントローラ及び電子
応用機器製造、マルチメ
ディア電化製品の販売、
コンプレッサ・空圧機の
販売

N.A. 1500万円 28人 北越工業（コ
ン プ レ ッ
サー、ディー
ゼル発電機、
車両系建設
機械のメー
カー）他

もともと北越工業（資本金
34億円、従業員数562人）の
子会社であり、アルプス電
気との取引終了後は同社の
完全子会社となり、人員を
グループ内再配置

ＯＳ電子 北魚沼郡湯之谷村 閉鎖
ＵＭ製作所 南魚沼郡六日町 閉鎖
ＫＧ電機 南魚沼郡六日町 精密プレス金型、精密プ

レス加工、磁気ヘッド部
品

16億円 5000万円 79人 アルプス電
気、東和電
気、三協精機
製作所、日本
ビクター、テ
クレコ

精密金属プレス製品を中心
に、プレス金型の設計、製
作、プレス加工からアニー
ル加工までを一貫生産

ＳＫ電気 北魚沼郡堀ノ内町 ＶＴＲ用ヘッドコア加
工、ミクロン・サブミク
ロンの機械加工、膜形
成・接着・加工）ガラス
スパッタ、ガラスボン
ディング）、精密アセン
ブリー（クリーンルーム
を必要とする組立・検
査）

N.A. 4115万円 167人 三洋電子部
品、関西日本
電気、黒田電
気、東芝、日
立金属、山形
ミツミ、日本
ビクター、Ｔ
ＤＫ、松下電
子部品、Ｌ
Ｇ、大宇電
子、三星電機

超硬質材をミクロン単位で
切削加工する技術、精密組
立技術を有する．自社内で
加工治具及び自動機省力機
器の作成が可能、組立・検
査業務は関連会社2社と業
務を分担し、コストを下げ
る。

ＳＳ電気 北魚沼郡小出町 電子部品製造（磁気ヘッ
ド、オーディオ、ＶＴＲ、
パソコン）

15億円 1800万円 90人 N.A. 磁気ヘッドのみならず、Ｈ
ＤＤの製造まで手がける。

ＴＢ産業 南魚沼郡六日町 閉鎖
ＴＭ工器 北魚沼郡入広瀬村 閉鎖
ＮＹ電子 新津市 音響用、ＶＴＲ用、コン

ピュータ用磁気ヘッド
の製造、ファインセラ
ミックスの製品加工、移
動体通信パーツの製造

130億円 18732万円 550人 アルプス電
気、日立金
属、東芝セラ
ミックス、山
形キンセキ

創業時から技術開発型の企
業体質を持ち、独自の生産
技術によって生産工程の設
計やラインの自動化、各種
設備の開発が行える。

ＨＬ電子 三島郡三島町 オーディオ、ビデオ用各
種磁気ヘッドの組立製
造、自動車用積算計の組
立製造、車搭載用電子部
品の製造、液晶モジュー
ル関連部品

N.A. 1000万円 189人 アルプス電
気、日本精
機、日立製作
所、日本ビク
ター、新潟精
密

品質向上、納期短縮、コス
トダウンなどに対応できる
一貫生産システム、設計プ
ランニングを重視。

ＨＭエレクトロ 小千谷市 静電気除去装置、エアー
洗浄機等の製造販売、自
動化機械の受注生産、各
種コイル製造、磁性材の
切削研磨

21億円 4050万円 113人 アルプス電
気、金沢村田
製作所、三井
物産、日本精
機

自社製品、各種静電気除去
装置、高性能空気洗浄機

ＨＺ電子 長岡市 精密研削加工技術によ
る各種磁気ヘッドの製
造、生産設備・治工具の
設計・製作・改良

N.A. 2000万円 120人 アルプス電
気、京セラ、
日本ガイシ、
松下電器産
業、倉元製作
所

1997年に倉元製作所（宮城
県：液晶用ガラス基板メー
カー）に営業譲渡

ＭＳ電子 三島郡寺泊町 磁気ヘッド、液晶、電子
部品、自動車電気部品、
金属プレス部品、自販機
部品、精密金型、合理
化・省力化機器の設計・
開発・製造

N.A. 3500万円 355人 日本精機、コ
ロナ、東芝機
械、松下電工

独自技術による高付加価値
商品開発、ＦＡ機器開発製
造、設計から組立まで一貫
生産体制

出所）表２Ａに同じ
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　しかしこれらの一次下請企業の多くは、1990年代を通じて事業構造を変革し、取引

先の多様化を試みてきた。具体例を挙げると、ＳＫ電気はヘッドコアの加工技術や精

密部品の組立技術および品質管理技術をベースに精密部品加工や精密機械組立に関係

する諸事業へと多角化し、三洋電子部品、関西日本電気、黒田電気、東芝等の国内企

業やＬＧ、大宇電子、三星電気等の韓国企業へ取引先を多様化・広域化させてきた。

またＮＹ電子は下請取引時代に磁気ヘッドの組立だけに留まらず、素材開発や材料加

工、生産設備や治工具の開発、超精密部品の組立や検査まで一貫して取り組んできた。

アルプス電気の事業再編を契機として、同社はファインセラミックスや移動体通信関

係の部品加工の分野に進出し、現在は日立金属、東芝セラミックス、山形キンセキ等

へと取引先を広げている。ＨＬ電子もまた、アルプス電気との下請取引時代に培って

きた精密部品加工や組立、検査技術を強みとして、地域の代表的な自動車部品メーカー

である日本精機と取引を開始し、自動車用積算計や車搭載用の液晶表示機の製造を手

がけている。ＮＹ電子やＨＬ電子などは近年までアルプス電気と取引を継続させてき

たが、その間に単一の企業に依存しない事業構造と顧客基盤の形成に努めてきた。

　1990年代後半になると、こうした経営努力は実を結びつつある。表２Ａ・Ｂより1995

年と2001年の下請企業の雇用状況を比較すると、ＳＫ電気、ＮＹ電子、ＨＬ電子、Ｈ

Ｚ電子など、かつてアルプス電気の一次下請企業であった中堅企業の多くで雇用減少

に下げ止まり傾向が見られる。ＳＫ電気やＨＬ電子などの企業ではむしろ従業員数が

増加している。1990年代前半の大規模な雇用削減とは対照的に、1990年代後半ではこ

れらの企業において事業構造の改革や技術力・顧客基盤の拡充が進められ、それらを

背景として、生産や雇用が維持・拡大している様子が窺える。

　またＥＭ電子やＨＺ電子などは、営業譲渡による経営再編を選択した。ＥＭ電子は

北越工業（県内の中堅建設機械メーカー）が1983年にアルプス電気との専属下請取引

契約を結ぶために設立した子会社である。アルプス電気との取引が終了すると、同社

は北越工業の100％子会社となり、親会社である北越工業の采配のもとで人員をグルー

プ企業に再配置させるとともに、規模を縮小しながら北越工業関係の仕事(コンプレッ

サー・空圧機の販売）に従事した。またＨＺ電子は1997年に宮城県の倉元製作所（液

晶用ガラス基盤メーカー）に営業譲渡を行い、親会社の支援のもとで事業改革に取り

組んでいる。同社も精密研削加工技術をコア技術として、近年は磁気ヘッドの加工だ

けでなく、ＨＤＤ用ガラスディスクやデジタルカメラ用のカバーガラスの生産を行っ

ている。その結果、1990年代後半は生産や雇用の規模を維持している。

　このように、アルプス電気の事業再編による影響を受けて、下請企業は多様な展開
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を示したが、一次下請企業の多くは事業構造改革や経営再編を行い、閉鎖や倒産を免

れてきた。1990年代前半のアルプス電気による外注取引の縮小は、下請企業に生産と

雇用の縮小を強いた。しかし事業構造改革や営業譲渡を通じた経営再編によって、1990

年代後半には元請企業に依存しない事業体制が築かれようとしている。

　アルプス電気との下請取引関係は、空洞化を引きおこしたという意味で後ろ向きに

捉えられることも多いが、一次下請企業を中心とする有力下請企業の経営自立化に必

要な技術基盤を形成したという意味では前向きに評価される。アルプス電気の外注取

引縮小の影響を受けて閉鎖に追い込まれた企業の多くは二次下請企業である。彼らの

多くは自社設備も持たず、技術開発にも従事しない企業であり、こうした企業は東ア

ジアへの生産シフトによって存立基盤が崩壊した。一方、一次下請企業は元請企業と

の長期取引関係を通じて、単なる組立を超えた、精密加工技術や超微細組立・品質管

理技術、治工具や設備の開発技術等を習得していた。下請取引縮小後、こうした技術

は彼らが取引先を広げ、経営自立化を図るための基盤を形成したといえる。

　加えて、一次下請企業が取引先の多様化を図る際に、地域や近隣の産業構造の多様

性が重要な役割を果たしている。2001年現在における下請企業の取引先を見ると、近

隣の取引先が重要なウェイトを占めていることがわかる（表２Ｂ）。例えばＨＬ電子の

取引先では、日本精機、日本ビクター、新潟精密等が近隣の企業に該当し、ＥＭ電子

の場合は北越工業、ＭＳ電子の場合も日本精機やコロナがそれらに該当する。とくに

日本精機（ホンダ系車載計測器メーカー）は異業種ではあるが、液晶表示装置やその

モジュールなどを外注化しており、電子機械産業の下請企業に新たな事業機会を提供

している。地域として生産組織の再編可能性を考えた場合、近隣に多様な企業が立地

していることは意義が大きい。

　５　技術開発型企業の台頭

　さらに、この地域には、ＨＭエレクトロやＮＹ電子、ＣＬテクノロジー、ＳＭ精工、

ＡＴエンジニアリングなど、アルプス電気との関係で、技術開発型企業が台頭してき

ている。このうちＨＭエレクトロや NY電子はもともとアルプス電気の下請企業であり、

下請取引時代から技術開発に力を入れてきた企業である。一方ＳＭ精工やＣＬテクノ

ロジーはアルプス電気から技術者がスピンアウトした企業であり、ＡＴエンジニアリ

ングはアルプス電気に装置を納入していた装置メーカーである。

　第一のグループの代表企業はＨＭエレクトロである。同社はアルプス電気の下請企

業として1974年に創業した。当初からアルプス電気との取引を行い、コイル加工や磁
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気ヘッドのコア加工、組立を主力として生産してきた。しかし元請企業へ依存した事

業体質からの脱却の必要性を早くから認識しており、1987年に開発技術室を設置し、

静電気除去装置や除塵装置などの独自製品の開発を進めた。このとき開発された装置

の多くは、アルプス電気の工場に納入された。1993年のアルプス電気の事業再編後は、

下請取引で培ってきた加工技術をベースに半導体用シリコンや石英ガラスの加工にも

進出し、静電気除去装置やイオンエア除塵システムなどの開発・製造・販売にも力を

入れている。また1992年には中国大連に進出し、磁気ヘッド加工も取引を継続してい

る。こうした取り組みにより、国内事業所では1990年代を通じて雇用水準が維持され

ている(36)。

　第二グループのＳＭ精工やＣＬテクノロジーはアルプス電気の技術者が社内で培っ

た技術やノウハウを持ってスピンアウトした企業である。ＳＭ精工は1978年に創設さ

れた独立型企業で、当初はヘッドコイルの巻線の自動化装置を開発・製造し、アルプ

ス電気に納品していたが、1986年にアルプス電気がＨＤＤ用磁気ヘッドに参入するの

を見図らって、ＨＤＤ関連の設備分野にも進出し、研削・研磨・洗浄・乾燥・検査等

を行う設備機械の開発を進めてきた。1990年代に入るとＨＤＤの一貫生産ラインを構

築し、生産システムとして顧客企業に販売を行い、1995年からは液晶や半導体関連の

設備装置にも進出している。同社は設備の開発と組立を行い、部品加工については地

域の機械加工業者に外注化し、彼らとの協業でビジネスを進めている。2001年で年商

は28億円、従業員数は82名である。近年は関係商社を通じて海外に輸出を行い（輸出

比率23％）、マレーシアで修理・アフターサービスを行う拠点を開設している(37)。

　ＣＬテクノロジーもアルプス電気でＨＤＤのプロジェクトマネージャーを務めてい

た技術者が1990年に創設した企業である。独立後、ＨＤのアルプス電気時代に研究を

進めてきた表面検査装置を改良し、ＮＥＣやソニー、旭硝子などに販売した。その後、

信濃川テクノポリス開発機構のインキュベーション施設「NARIC」の支援を受け、半

導体平面研磨装置のトップメーカーであるスピードファムからの融資を受けて、ＨＤ

製造装置の事業を本格化させた。同社はさらに液晶やＰＤＰの製造装置（洗浄装置、

照射装置）にも進出し、現在では国内企業のみならず、台湾や韓国の企業にも販売を

展開している。ＳＭ精工と同様に、同社も基本的には装置の開発と組立を行い、部品

加工のほとんどを地域の機械加工業者に外注化している。2001年の年商は26億円で、

従業員は技術者を中心として52名であり、増加傾向にある(38)。

　第三グループの代表例はＡＴエンジニアリングである。同社は1983年に創業し、当

時は地元の下請的な設備メーカーとして、ＶＴＲ用ヘッドの自動巻線機などを製造し、
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アルプス電気や日本ビクターなどに納入していた。しかし1991年にキャノンコンポー

ネントとの共同開発によってプリント基板露光装置の開発を行い、この装置開発を

きっかけとして、市場が地域から全国に広がり、企業として大きく成長する機会を得

た。その後、液晶パターン検査機や半導体露光装置などの分野にも進出し、顧客の範

囲を広げている。また1994年からは台湾と韓国への輸出も開始し、現地のセットメー

カーへの販売も展開しており、現在では輸出比率が80％近くにも達している。2000年

には年商54億円を計上し、長岡市に新工場を設立した。従業員数も技術者を中心とし

てここ５年で150人から240人へと顕著な増加傾向にある(39)。

　このように、地域内には、アルプス電気との関係を持つ技術開発型企業の台頭が見

られる。彼らの多くは設備装置の開発に強みがあり、かつてのアルプス電気との取引

関係や雇用関係のなかで培ってきた技術やノウハウをベースに起業や脱下請化を試み

ている。装置開発と最終組立・検査に重きを置いており、付加価値の大部分を占める

機械部品加工については地元の機械加工業者や鉄工業者に外注している。彼らとして

も、地元の加工業者を利用することで、自ら機械加工設備を保有する必要がなく、技

術開発に特化することができる。また、ほとんどが直販ルートや商社経由のルートを

通じて販売活動を広く行い、全国や海外に顧客基盤を有している。とりわけ近年では、

日系企業の現地生産拠点の設立・拡充に伴う設備投資ばかりでなく、台湾や韓国のメー

カーの新規設備投資が装置需要を喚起しており、生産性向上に寄与する装置開発と現

地に向けた営業展開によって、成長の機会を享受している。

　技術開発型企業の台頭は、地域の産業集積に影響を与える可能性がある。中越地域

は歴史的に機械加工業や鉄工業の産業集積が形成されてきた地域であり、技術開発型

企業は装置開発において部品加工のほとんどをこうした業者に委託している。一方、

ツガミや新潟鉄工などの地元の工作機械メーカーが不況に苦しむなかで、技術開発型

企業の台頭は地元の加工業者にとって新たな受注先として注目されつつある。現段階

では技術開発型企業の数がそれほど多くなく、従来型企業の発注量に並ぶには至らな

いが、こうした革新的企業が群をなして現れるようになれば、状況の変化が期待でき

よう。

　Ⅲ　結びにかえて

　本稿は、アルプス電気とその下請企業を事例対象として、電子機械産業において国

内にいかなる生産組織が形成され、東アジアに向けた生産シフトの過程で、それがど

のような変容を辿ってきたのかということを歴史的に分析してきた。
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　1990年代初頭を境として、地域における生産組織は再編成を迫られてきた。1970年

代から80年代にかけて形成された系列型生産組織は、海外生産シフトによってその存

立基盤を揺るがされ、元請企業は国内事業体制の再構築を、下請企業は経営自立化を

迫られてきた。

　東アジアへの生産シフトが進むなか、元請企業であるアルプス電気は、海外生産と

国内の事業活動の間にどのような関係性を築き、どのように国内事業体制を立て直す

かという問題に腐心してきた。彼らは顧客である家電メーカーのアジア進出に追随し、

かつコスト競争力をつけるために民生用ヘッドなどの低付加価値商品の生産を現地に

展開する一方で、国内ではＨＤＤ用ヘッドなどの新規商品を開発し、事業構造の転換

と高度化を進めてきた。1980年代に民生用部品を中心とする国内生産体制を強化した

同社は、ＴＤＫなど競合他社の海外生産展開の動きに遅れをとったが、1990年代の海

外生産を視野に入れた一連の構造改革によって、競争力を回復させた。

　かたや、アルプス電気の海外生産シフトと技術集約型事業への構造転換は、下請企

業の存立基盤に影響を与えた。同社は1993年に新潟県内の下請協力会を閉鎖し、下請

企業は経営の自立化を迫られた。1990年代半ば以降、下請企業は経営革新に向けた努

力を続け、アルプス電気もある程度はそれを支援したが、技術力や資本力のない二次

下請企業を中心として、一部の企業は閉鎖を余儀なくされた。しかし、かつて元請企

業との取引関係のなかで経営資源を充実させてきた一次下請企業は、その技術力を武

器に、多角化や取引先の多様化を進めてきた。その結果、一次下請企業のなかには技

術力と顧客基盤の充実化、生産と雇用の安定化に成功する企業も現れるようになった。

　さらに、アルプス電気からのスピンアウト企業も現れ、装置メーカーも同社との取

引関係を通じて技術力を高めてきた。彼らは半導体や液晶装置の事業分野で独自の設

計開発力を有し、国内の大手電機メーカーだけでなく、海外の日系製造現地法人や韓

国・台湾メーカーにも輸出しており、東アジア大の国際分業ネットワークのなかで積

極的にビジネスを拡大している。これらの企業は設計開発や最終製品の組立を自社内

で行う傍らで、部品加工や部品組立の多くを地域の機械加工メーカーに外注化してお

り、地域の中小企業への波及効果も少なくない。

　以上より、アルプス電気の事業戦略が地域に与えた影響は、生産シフトによる下請

構造の崩壊という側面と、地域生産組織の再編成という側面の両方で捉えることがで

きる。たしかに元請企業の海外生産シフトは二次下請企業を中心とする地域の中小企

業が事業を存続させることを困難にさせたが、同社が地域に定着させてきた技術や人

材は地域が自らの力で再生を図るうえで必要な資源となっている。元請企業の戦略が
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与えた影響はこの両方の視点から評価されねばならない。とくに後者の視点を評価す

ることは、地域開発の考え方を転換させるうえで極めて重要である。

　特定の大手企業を外から誘致し、その企業に依存しながら地域を発展させるという

従来の地域開発の考え方が限界に直面しつつある今日において、かつての一次下請企

業や、技術開発型の装置メーカーなどの有力企業が自らの力で企業発展を遂げること

こそが、地域の空洞化を抑制し、再生を図るうえでの必要条件となる。これらの企業

が技術力を向上させ、地域との取引関係を開拓し、東アジア大の国際分業ネットワー

クのなかで多様な事業展開を進めることが地域活性化の要件である。

　このとき、技術力と国際的視野を持ち、地域への波及効果が期待される中核的企業

が、産業集積のなかである程度の「群」をなして現れること、そして彼らが有機的に

関係を持ち、相互に刺激しあう「場」が形成されることが、活性化を進めるうえでの

理想的な状況であろう。現段階で中越地域がそうした状況にあるとは言い難いが、将

来的な展望として、革新的企業を中心として新たなネットワークが形成され、地域に

根付く可能性は十分にある。そのために、地域自治体などの公共機関は、事業インフ

ラを整え、ネットワーク化を積極的に支援すべきであろう。かつての系列型ネットワー

クの中核企業たる元請企業の影響力が希薄化しつつある今日、公共機関の果たすべき

役割は少なくないと思われる。
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