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ホンダの一次サプライヤーの長屋生産方式とは
――海外進出当初の量産化に向けた工場運営について――
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! "輪車の現地量産への道
現地生産の前提として年間３０万台以上のユーザーを確保できる輸出市場が足場とされる。ホ
ンダの"輪工場の海外進出は，一直（昼勤）で年産２５万台，これに二直（夜勤）を合わせて年
産５０万台と言うのが，効率的な工場の運営のユニットである。もちろん円高円安という為替相
場が現地生産を決定する大きな要素だが，このほか進出国の関税，産業政策などが大きく影響
する。
「需要のあるところで生産」するのがホンダの企業理念であり，第!ステージとしてノック
ダウン輸出によるスクリュー・ドライバー生産の SKD（セミ・ノック・ダウン）を端緒とする。
二輪車の構成要素を１０数個のコンポーネントに分け，!セットとして現地に輸出し，それを現
地で組み立てるだけの作業で製品にする。次いで一部現地生産部品を使い次第に現調率（現地
で生産された部品の割合，生産コストの金額ベースでカウントされる）を高め CKD（コンプリート・ノッ
ク・ダウン）に移行し，最終的には全ての部品が現地生産という道を辿る。

完成車（CBU）を輸出すれば，部品輸出より関税が高いので，輸入国の法制に合わせ部品と
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認定される荷姿に分解して輸出を行い，通関をすませたものを再度組み立てるのである。SKD
（!）

は CKD より分解の程度が低いので，関税が高い。続いてコア部品を日本から輸出しながら，
比較的簡単な作りやすい部品を現地工場で内作する。また物流費がかさむ重量の割に大きなス
ペースを占めるシート，あるいは重量の重たいクランクシャフトなども早期に現地生産される
代表的な部品である。
この段階で本格的生産の可能性を見通し，アッセンブリー工場への拡大投資に加え，ホンダ
の日本の主要一次サプライヤーを現地に出るように促す。コア部品の輸入から現地生産による
調達コストの削減と，一般的には生産国での現地調達率を上げることが義務付けられている場
合が多い。これらと並行して QCD（品質・コスト・納期）を満たすローカルサプライヤーの発
掘と指導が，現地生産の鍵を握る要件となる。アジア諸国ではインフラが国情でかなり差があ
り，そのための対処法が異なるが，本格的な技術移転を行うには，現地スタッフの人材育成が
最重要事項である。人材育成は，日本のマザー工場で現地幹部を養成する目的で行う場合が多
いが，現地では作業員に対して生産管理のため#S 活動と呼ばれる整理，整頓，清掃，清潔，
躾を作業の基本に教え込む。
続いて同じ地域本部（ホンダの場合は世界を$つの地域に分けている）の域内部品の相互補完や，
さらに補修部品としてはもちろん CBU（完成車）として輸出される。ここまでが一般的な海外
生産パターンであるが，地域本部の拠点工場は，域内のマザー工場の役割を担い，それぞれの
国の現地生産の自立化・支援機能を果たしている。また，リエゾン的だが現地適合車を開発す
る R&D を担う技術研究所，域内の生産設備や生産技術をサポートするエンジニアリング部門
も設けられ，これで海外生産が完結する。

" タイ・ホンダの"輪車生産のケースについて
上記した事業展開の流れをタイのケースで示せば，図!のように表せる。ここで ASH はバ
ンコクに本社のあるエイシアン・ホンダを意味している。
①販売拠点の設立
タイへの進出もまず，１９６４年に販社の ASH の設立から始められた。ホンダが６１％，現地パー
トナーのタイ機械が３９％出資の資本金４０００万バーツ（１．
０５億円）であった。現在の取引販売店
数は１２２８店で，タイ全土に販売網が形成されている。

②生産の現地化
タイ・ホンダの二輪生産のケースで見ていくと，１９６５年%月に工場が創立され，資本金は１．
５
（!） SKD と CKD との違いついて，厳密は定義はなく，車体になにも部品が付いていない状態から組
立を始めるのが CKD で，部品が付いた状態で入荷したものは SKD という分類らしい（２０１０年１０月２８
日，ホンダアルゼンチン工場で，織田能守副社長からヒアリング）。
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図! 海外事業展開のステップ
①販売拠点の設立
（１９６４年

ASH の設立）

↓
②生産の現地化
（１９６７年

生産開始）

↓
③現調化促進，新機種の立上
↓
④研究開発の現地化，デザイン，カラーの変更
↓
⑤生産拠点から海外輸出（KD 部品，完成車）
↓
⑥地域統括機能の現地化
（マザー工場，研究開発センター）

億バーツ（４．
，出資比率はホンダ８３％，パートナーであるポンプラパー家はタイでも代
４億円）
（!）

表的なファミリービジネスを展開する一族である。ホンダとしても本格的な海外展開の初期の
工場で，マザー工場はホンダの鈴鹿製作所であった。当時のホンダは埼玉，浜松，鈴鹿にしか
製作所がなく，鈴鹿はまだ"輪生産に手を染める前のスーパーカブの専用工場時代であった。
現在の!輪のマザー工場は熊本製作所に移管されているが，既に量産についてはタイの!輪工
場がアジア大洋州本部の!輪のマザー工場を果たしている。現在の従業員は５３００名近く，この
うち女性は１３％を占め，年間稼働が２５０日の二交替勤務の生産体制にある。
ここで１９６５年から７５年までの１０年間に渡るタイ政府の現地生産に関する政策をみると，まず
１９６４年に現地生産を促進する目的で，SKD 生産に対し輸入業税恩典が設けられている。これ
に沿いホンダのタイ生産が展開され，６９年に CKD 生産に進みエンジン組立の現地化が図られ
ている。ところが１９７１年に組立事業参入規制が，タイ政府から布告されるが，この背景に単に
安い労務費を目的にしたスクリュー・ドライバーによる単純な組立生産では，タイの工業化の
推進に寄与しないことが問題となっていたようだ。

③現調化促進
１９７５年に公布された現調率７０％規制は，ホンダ品質を保ちながらタイの市場ニーズ合わせた
CBU の提供に与えた影響は極めて大きなものであった。!輪車の生産が中心のホンダの一次
サプライヤーは資力，海外生産経験もなく，先行きの不確かな状況で海外に投資して現地生産
を始めるには躊躇する要素が多過ぎた。そこで長屋方式と呼ばれるショーワ，東洋電装，FCC，
日本精機，ホンダロックなど数社のサプライヤーの共同体として，タイ・ホンダの指導で AAP

（!） 末廣昭『ファミリービジネス論（後発工業化の担い手）
』名古屋大学出版会，２００６年，３０８頁
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（エイシアン・オート・パーツ）が組織され，同じ空間の工場で生産する形態である。互いに採長

補短して設備の共同利用や場合によっては日本の工場で経験しない作業もアシストする体制が
取られた。やがて仕事量が増える各々独立した元の企業体として独立したサプライヤーに巣立
つのである。ある意味でサプライヤー間のリスクヘッジと，海外生産の浅いサプライヤーに経
験を積ませる役割を長屋方式は果たしていた。
長屋方式が，どのように構想されたのか細部が不明であったが，秋山二郎初代海外生産部長
の紹介で，１９７２〜７８年までタイ・ホンダの間接部門全般のマネージャーとして駐在していた西
本紀夫氏からヒアリングをする機会を得た。
エイシアン・オート・パーツ社の件ですが，背景は，当時!輪生産をしていたタイ・ホ
ンダに対してタイ政府が現調率アップ（７０％）の規制強化（当時の現調率は３０〜３５％程度）を
計ってきた，これに対してタイ・ホンダは社内作の限界（部品メーカーの技術，ノーハウ等
の開示難度）から部品メーカーの海外（タイ）進出を要求，しかしその当時の各部品メーカー

は海外生産の技術，ノーハウや要員等が不足ないし実行力が無かった。
そのためホンダは本社海外生産部を中心にプロジェクトチーム（営業，購買，鈴鹿製作所
も含め）を編成した。そのチームのリーダは当時アジアを担当していた海外生産部の石橋

正一氏であった。進出の骨子は，①．新会社設立は政府規制によりタイ資本５１％以上（ASH
，日本資本４９％以下（ショーワ，東洋電装，ホンダ），②．経営体制はホ
と現地部品メーカー）
ンダと部品メーカーと現地メーカーで編成，③．主たる生産設備は部品メーカー手配，④．
初期はパススルー主体とし徐々に現地化を拡大する，⑤．部品供給は部品メーカーから
AAP に輸出，現地調達部品は出資社（サミット社他）と TH 取引メーカーから，⑥．その
後日本の部品メーカーを誘致（日本精機，スタンレー他），その場合は作業スペース，ノー
ハウ等提供，等々が企画され実行に移された。
現調化推進にあたっては初期では思考錯誤もあったがその地道な努力は現在の繁栄の礎
になっている。（説明不足あろうと思いますが）初期の部品メーカー進出の動機作りの一環で
ございました。私自身当時タイ・ホンダに駐在しており，部品の現地調達化を目指し AAP
設立稼働等に尽力出来たことはその後の海外での無から有を生み出す生産拠点プロジェク
（"）

ト業務推進の糧となっております。
と当時を回顧された。
!輪の普及が本格化した１９８０年頃から日系サプライヤーにコスト競争力の強化が要請され，
また更なる市場の拡大が明らかになり，多くの一次サピライヤーは単独で現地生産を本格化さ
せた。
（"） ２０１２年１２月，ホンダ八重洲ビルで西本氏からヒアリング，その後のメールでの回答による。この
方式はインドネシア，ベトナムでも採用され，ベトナムのマッシナ・オートパーツと呼ばれる会社が，
ショーワ，柳河などの連合体として運営されている。
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進出時期別に主なサプライヤーを見れば，１９８０年にショーワ（サスペンション），日本精機（ス
，井上ゴム（タイヤ，防振ゴム），スタンレー電気（前照灯，ウインカー
ピードメーターなどの計器類）
，８５年は武蔵精密（歯車，変速機），FCC（クラッチ），サンスター技研（スプロケット，ブ
ランプ）
，ケーヒン（気化器），９０年に荒井製作所（各種シール類），柳河精機（ホイール，
レーキディスク）
，合志技研（ブレーキレバー，車輪），アツミテック（変速機部品）があげられる。
ダイカスト部品）
９５年はホンダロック（キーセット，サイドミラー類），大同工業（チェーン，リム），田中精密（カ
，日鍛バルブ（エンジンバルブ），２０００年に本田金属（ピストン，シリンダー部品），２００５
ムシャフト類）
（#）

年に日進製作所（バルブロッカーアーム）と続いた。大雑把に分けると９０年までが主に二輪で進
出したと考えられ，それ以降は二輪より四輪生産の期待が高いサプライヤーと見られる。
７％に到達し，特殊な部品を除けば，実質的にタイの二輪は
この過程で現調率は３０％から９９．
１００％現地生産できている。現調化規制は２０００年に完全撤廃された。ホンダの日系サプライヤー
は，子会社，関連会社，主依存会社を合わせて１０７社，これに対してローカルは５４社で合計１６１
（$）

社を数える。
インドネシアでも１９８０年にホンダ系電装メーカーが長屋方式を採用し，KGD （国際合同電装）
として日本精機，東洋電装，ホンダロック，スタンレー電気，ミツバなどが進出を果たし，後
にそれぞれが独立し KGD は２００１年に解散した。同様にベトナムでも１９９６年に MAP（マッシノ・
オート・パーツ）が設立され，ショーワを中心に日本精機，東洋電装，ホンダロック，山田製

作所が参加し，ホンダ・ベトナムの現調化に貢献した。その後のベトナムの市場規模の拡大に
より，各社が単独でベトナム進出を果たし，その時点で長屋方式の役目も終わり，
２０１０年をもっ
て MAP も解散した。
このように長屋方式は機械工業の基盤の脆弱な途上国で，サポーティングインダストリーの
養成，現地生産のオペレーションの伝授などと同時に，組立メーカー・ホンダの現地調達率の
規制のクリアに貢献した。その上，部品サプライヤーの単独進出のリスク，初期投資負担も軽
減させ，途上国の現地生産を支えた有効なやり方である。

" !輪車で切り開いた轍に沿って#輪車生産に着手
１９７２年%月に発売されたホンダ初の量産乗用車となった「シビック」は，翌年からアメリカ
をはじめ海外に輸出がはじまり，１９７４年には，CVCC エンジン搭載のシビックを発売，低公害
エンジン技術が評価され，国内より国外で好調な販売が続いた。排気ガス規制をクリアするこ
とは，後発自動車メーカーのホンダにとって先発組に追いつく絶好の機会をもたらした。シビッ
クは国内販売・輸出とも堅調で，生産が行われていた鈴鹿・埼玉の両製作所は，残業に次ぐ残

（#） アジア大洋州本部調達部門の辻直彦エグデクティブ・コージネーターの説明による。
（$） ホンダアジア大洋州本部のデータによる。
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業で対応に追われていた。この時，鈴鹿に乗用車第"生産ライン増設の提案が取締役会で決定
されたが，増産を実行すると国内市場でトヨタと全面戦争になることは避けて通ることは出来
なく，当時のホンダの体力では到底トヨタに勝ち目はなかった。
国内市場で激戦を闘うためにも，"輪輸出で切り開き，$輪も見通しがついたアメリカの市
場で，"輪工場を立ち上げ，ひいては$輪工場を作ることはできないかと，社長の河島喜好は
（%）

考えた。採算面で難しい"輪単独による現地生産も，為替レートの円高ドル安傾向がさらに加
速されつつある状況下では，再考の余地が残されていた。ホンダはオハイオ州のメアリスビル
（&）

市の郊外に工場建設に最適の土地を見いだした。７７年１０月，ホンダはオハイオ州と誘致協定を
結び，"輪工場の建設を公表した。総投資額は約６５億円で，従業員３００〜５００人を雇用し，大型
"輪を年産%万台規模で生産する工場を建設し，"輪の生産が軌道に乗れば，隣接地に$輪生
（'）

産工場の用意もあることも明かにした。
生産の現地法人の名称は，ホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチュアリング（HAM）に
決まり，７８年"月に発足した。現地で得た利益を現地に還元するホンダのポリシーから，資本
金の８０％をアメリカン・ホンダが出資，残り２０％をホンダが持つことが決まった。現在ではア
メホンの出資比率はさらに高まり，約９８％近い割合になり，現地資本の会社と呼べる状態になっ
た。
日米に分かれ工場の建設やインフラ整備が始められ，アメリカ人の従業員採用に際し，これ
を日本式の多能工をベースにしたジョブローテーションを前提に，同一賃金レートの導入が決
められた。日本式経営の現地化である。通常半年はかかる組み立て訓練を，その#分の!の"
ヵ月に短縮したのである。ホンダの品質に対するこだわりを理解させるべく，日本人の技術者
が張りつき，ここが決め手という部分を徹底して覚えさせた。現場・現実・現物の三現主義な
ら，相手を説得する時も，仕事場という現場で，相手にモノ（現物）を見せ，具体的にこうだ
と示し，現実を知らせることができる。
「三現主義」に基づく徹底した OJT（On the Job Training）
（(）

の繰り返しにあった。現組立訓練は，こうして予定通り"ヵ月で終了する。そして１９７９年(月，
HAM の記念すべき第!号車「CR２５０」（モトクロス用オートバイ）がラインオフした。HAM の"
５００〜３，
０００台に達した。ラ
輪生産は順調に進み，１９７９年の創業開始から!年で，月産能力は２，
インナップも CR２５０に加え，CBX１０００，GL１１００といった，かつては日本からの輸出専用であっ
た大型"輪車が加わった。

（%） 日本経済新聞社編・発行『俺たちはこうしてクルマをつくってきた（証言・自動車の世紀）』
１００―１０２
pp．
（&） R. L. シュック（崎谷哲夫訳）
『ホンダ・ウェイ』ダイヤモンド社，１９８９年，pp．
５２―５６
（'） 稲別正晴編著『ホンダの米国現地経営』文真堂，１９９８年，p．
'
６２―６４
（(） R. L. シュック（崎谷哲夫訳）
『ホンダ・ウェイ』ダイヤモンド社，１９８９年，pp．
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# 先進国型長屋方式のべルマーパーツの立ち上げ
#輪のシビックはアメリカ人の間で，「高品質な日本車」へと変化した。そんな流れの中で
排気量!，６００cc の CVCC エンジンを搭載したアコードは，高品質，高性能であり，操作性，
乗り心地，燃費，価格とすべてがリーズナブルな設定を追求していた。１９８０年!月，ホンダは
「日本の自動車メーカーとして初めて#輪の現地生産に踏み切る」との声明を発表する。ホン
ダはスズキ，BMW と並び"輪車をもつ世界でも数少ない#輪車メーカーである。巨額の設備
投資を伴なう#輪生産のリスクを，"輪生産の先行投資で得た経験で占うことができる。#輪
生産にあたり生産現場の活動の核を果したのは，"輪の生産を経験した作業者達であった。
HAM における#輪生産は本格的に着手されたが，メイドインアメリカにするには，日本から
部品を輸入して組み立てを長くは続けられず，部品の現地調達率の向上は待ったなしに進めら
れた。"輪の途上国生産は，機械工業の水準の低さをカバーするためにホンダの主な一次サプ
ライヤーを誘い長屋方式で，小さく産んで大きく育てることが実行された。HAM の場合は#
輪生産の先進地域であるが故に，現地部品メーカーはホンダの少ない量のオーダーに，積極的
に HAM の生産をサポートする体制を取る気はなかった。そこでホンダの取った手は，先進国
型長屋方式とでも呼ぶべき，関係会社のべルマーパーツを HAM の敷地内に設立した。
そこで作る部品は日本から運ぶには嵩張るモノや，重量物と輸送コストの割合が高いものが
選ばれた。べルマーパーツはアメリカンホンダが資本の８０％，東京シート（現在の TS テック）
と三恵技研が１０％ずつ投資した会社で，経営はホンダが主体で進められ，技術指導もおこなっ
た。主な製品は#輪のシート，排気管，ドアサッシーなどであった。ホンダ側には現地調達率
の向上，なによりボデー生産と同期化した部品納入による在庫負担の軽減，日系部品メーカー
には単独進出に伴う過大な投資負担の軽減と，ホンダから現地経営管理のノウハウを学ぶこと
ができた。HAM の生産拡大に伴い，東京シート，三恵技研ともべルマーパーツから独立した
企業となり，１９９７年にべルマーパーツはホンダ・トランスミッションという変速機生産の専用
（１０）

会社に変貌を遂げた。

結びに代えて
ホンダの"輪，#輪の海外現地生産の本格的なスタートに当たり，QCD を満たす部品の量
的な確保は，現地生産を成功に導くには避けて通れない重要な事柄であった。資力の乏しい海
外生産の経験のない一次サプライヤーの現地進出を促すため途上国のタイ，インドネシア，ベ
トナムにおける"輪部品の長屋方式生産，先進国のアメリカにおける#輪部品の長屋方式生産
とも，ホンダの現地生産の立ち上げに有効な手段であることは明らかであろう。

（１０） ２０１３年!月１４日

初代 HAM の上級副社長を務められた網野俊賢氏からヒアリング。
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