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昭和工業 株式会社

優れた技術・高度な品質で躍進する繊維樹脂加工
車載用スピーカーで世界シェア約３分の１を握る「小さな巨人」

草加は埼玉県の伝統的手工芸品に指定された「本染ゆかた」の産
地である。中川や綾瀬川など水量の豊かな清流と、江戸という大
消費地に隣接していたことで、江戸時代から「注染」という染料
を注いで染める技法を使ったゆかた地の産地が形成されてきた。
染色・防水樹脂加工業を目的に 1934 年に創業した昭和工業がある
のも、
「染物街道」と呼ばれる染物関係の会社が連なる草加駅近く
の幹線道路沿いなのだ。その昭和工業は 80 年代に事業の大転換を
行い、産業資材向けの繊維樹脂加工に乗り出す。そして、車載用
スピーカーの振動板を支えるスピーカーエッジで、カーステレオ
昭和工業株式会社 代表取締役社長

野口
の ぐ ち

雅数 氏
ま さ か ず

の出荷台数世界シェアの３分の１近くを握るようになった。どん
な生産技術が同社の強みになっているのか、また今後の海外展開
戦略について野口雅数社長に話を伺った。

LEADER'S PROFILE

1956 年（昭和 31 年）
、東京都生まれ。80 年、上智大学経済学部卒業後、安田信託銀行（現・みずほ信託銀行）に入行。広島支

店を皮切りに、外国営業部、ニューヨーク支店、香港支店などで勤務。北九州支店長などを経てカストディサービス部長に就任。
2010 年 4 月に昭和工業へ出向、同年 10 月に転籍。同年８月から 15 年３月末まで中国広東省にある東莞北斗電子有限公司に駐在。
16 年６月、代表取締役社長に就任し、現在に至る。趣味はゴルフで、海外に出向いた際にもコースを回る。また、海外出張で疲
れた体を温泉につかりながら癒すことも楽しみにしている。

染色加工から産業資材向け繊維樹脂加工へ転換
── 昭和工業が 1934 年に創業された当初のこと
を教えてください。

衣料関連の染色加工から、産業資材向けの繊維
樹脂加工にシフトしました。その業態の転換を受
けて 91 年には昭和工業という現在の社名に変更し
ております。また、親会社の創業家であった浜野

創業当初の社名は昭和染工場で、染色・防水樹

家の皆さまがご高齢になったことなどから、十年

脂加工を主な業務としていました。現在のみずほ

前に 50％ほどお持ちになっていた昭和工業の株を

信託銀行の前身である安田信託銀行が 1925 年に

手放され、創業以来のご縁もある、みずほ信託銀

共済信託として設立されたときに、発起人に名前

行を含めた現在の主要株主がお引き受けいたしま

を連ねていた浜野工業が親会社となっていました。

した。

その後、第２次世界大戦下の企業整備令を受け、
県内の同業３社と統合して 43 年に埼玉染布となり
ました。そして、戦後の 49 年に統合した３社を分
離し、52 年に昭和染布へ社名を変更しました。

── それから 80 年代の初頭に事業の大転換を図
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られたのですね。
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── 産業資材向けの繊維樹脂加工ということです
が、具体的にどのようなものを生産されているの
でしょうか。

弊社の主な製品は、
①スマートフォンなどに使われる電子基板などを
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昭和工業は常に繊維樹脂加工の技術開発追求に努力しています
昭和工業は、
繊維 ( 基布 ) へのコーティング加工を主な業務としています。
含浸工程を経た繊維の表面に、粘度のある液状の高分子化学薬品等を塗
り、熱乾燥処理をして表面に被膜を形成させる加工をしています。
コーティング加工を行った生地は、研磨基布・スピーカーエッジ基布・
タイヤ基布として産業界に幅広く活用されます。

■研磨基布コーティング樹脂加工品

研磨布は､ 研磨用の基布に研
磨材 ( 塗粒 ) を接着剤で固定し

たものです｡ 樹脂コーティン
グを行い平滑性や引張強度な
どの機能を付加します。

◀研磨用基布（コーティング加工済）

■タイヤ基布特殊樹脂加工品
タイヤのリムとの摩擦からタイ
ヤの骨組みであるカーカスを
保護するための補強材である
「チェーファー」
。

■スピーカーエッジ（コーンエッジ或いはロールエッジ）
繊維にコーティング加工をした後、独自に f0( エフゼロ ) の
測定検査を行いスピーカー用エッジ材を加工しています。

主に、エッジ材は自動車、薄型テレビ、携帯電話などに使用
されています。

特に、自動車用エッジ材は、
高温や低温及び水濡れに強
い特性があります。

■その他産業用資材樹脂加工品

▲スピーカーエッジ基布
（コーティング加工済み）

・漁業関係資材加工品
・生活安全資材加工品

◀エフゼロ検査機

磨く研磨布のベースとなる「研磨基布コーティン

然ゴム」
「絹」
「綿布」
「ウレタン」の４種類があり

グ樹脂加工品（研磨基布）
」

ます。音質が最も優れているのは天然ゴムなので

②車載用などのスピーカーの振動板を支える「ス

すが、スピーカーを置く環境が定温かつ定湿とい

ピーカーエッジ」

う条件が課せられ、レコーディングルーム向けな

③タイヤのリムとの摩擦からタイヤの骨組みであ

ど用途が限られてしまいます。また、絹は繊維が

るカーカスを保護するための補強材である「チェー

弱くて大きめのスピーカーには不向きです。そし

ファー」

てウレタンは安価なのですが、経年劣化が激しく

となっています。いずれの製品においても、含浸

て５～６年でダメになってしまう欠点を抱えてい

工程を経て粘度のある高分子化学品などを塗り、

ます。

熱乾燥処理を加えて被膜を形成するコーティング

そこで自動車のカーステレオなどに搭載される

加工技術が活用されています。また各々の売上は、

スピーカーには、高温や低温、そして水濡れに強

研磨基布が 35％、スピーカーエッジが中国広東省

い綿布のスピーカーエッジが利用され、当社が手

の東莞にある関連会社の分を合わせて約 50％、残

掛けているのも綿布のものです。いまや、一部を

りがチェーファーとなっています。

除いてどの自動車にもスピーカーが搭載されてい

── 売上規模が一番大きいスピーカーエッジの特
徴を教えてください。

スピーカーエッジの基材は、大きく分けて「天

ます。そして自動車は世界中で年間約 9,000 万台
生産されていて、その３分の１近くに当たる 2,800
万台分のスピーカーエッジを当社が生産しており
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スピーカーなど音響の世界では、音の高さを周波
数で表す。音自体はある速さで空気が振動する現象
で、その１秒間に振動する回数、つまり振動の幅を
数値で表したものが周波数（Hz - ヘルツ -）なのである。
周波数が小さい数値であるほど低い音になり、大き
な数値であるほど高い音になる。
一 般 的 に 人 が 自 分 の 耳 で 聴 き 取 れ る 範 囲 は、
20Hz ～ 20kHz の間といわれている。そして明確な
基準があるわけではないが、各音域の範囲は「バス
ドラムやベースの音な

スピーカーエッジで追随を許さない技術
── スピーカーエッジが重くなると、それに合わ

せてボイスコイルが大きくなったりして、スピー
カー全体に影響を及ぼすそうですね。それだけ基
幹となる部品なわけですが、音質の決め手という
点では生産においてどのような難しさがあるので
しょうか。

「ｆ 0（エフゼロ）
」といって、スピーカーの低
音再生周波数の限界値である「最低共振周波数」
が納入先のメーカーからの仕様書で厳格に求めら

ど の 低 音 域 ＝ 20Hz ～

れます（コラム参照）
。92Hz（ヘルツ）～ 108Hz、

200Hz」「通常の人の声
の高さである中音域＝

130Hz ～ 150Hz までなどと、中心から 5％～ 8％

200Hz ～１kHz」「声楽

の範囲内でおさめることを要求されています。エ

のソプラノやピアノの

フゼロに合わせたスピーカーエッジを生産するポ

高音部分などの高音域
＝ １kHz ～ 20kHz」 と
されている。

エッジ
振動板の周囲を支える支持材

オーディオ専門店に行くと各音域に合わせたさま
ざまなタイプのスピーカーが販売されていて、自分
の聴きたい音楽や、自分の好みに合わせて選択する
ことになる。その際に参考になるのがエフゼロの数
値で、スピーカーから出る低音域の最も低いおおよ
そのレベルを示している。スピーカーの音質を特徴
づける数値であり、スピーカーエッジはそのエフゼ
ロを決定する重要なパーツなのである。

イントは、綿布に浸み込ませる硬化剤の量をいか
にコントロールするかという技術力なのです。
生産現場では、含浸といって綿布を硬化剤の入っ
た溶液につけた後、ゴムのローラーでできた絞り
機にかけます。ゴムは水温が高いと柔らかくなり、
余計に絞ってしまい硬化剤の付着量が減ります。
逆に水温が低いとゴムが硬くなることで、十分に
絞れなくなり、硬化剤の付着量が多くなります。
その結果、指定されたエフゼロに合わなくなって
しまうわけです。
そこで、夏なら硬化剤の濃度を５％に、冬なら
その濃度を２％にするなどの調整をしていきます。
といっても同じ季節でも気温は日々変わるわけで、
毎日温度計で水温を測り、過去から蓄積してきた
データも照合しながら、微妙な調整を図っていま
す。また、硬化剤を混ぜた溶液自体も、溶液の上

エフゼロの説明をする野口社長

と下では濃度が変わってしまうので、均一になる
よう手作業でかき混ぜる必要があります。こうし
た技術やノウハウがあればこそ、お客さまのご要

ます。最終的には日本の自動車メーカーだけでな

望にお応えできるわけで、一朝一夕には真似され

く、ベンツ、ＢＭＷなど世界中の名だたる自動車

ることのない当社の強みだと考えております。

メーカーに当社製のスピーカーエッジが使われた
ものが搭載されています。日本企業で水性スピー
カーエッジを生産しているのは当社のみです。
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── 普段なにげなく音楽を聴いているスピーカー
ですが、奥の深い技術やノウハウによって生産さ
れていることに驚きます。スピーカーエッジの主

力工場は、先ほどのお話にもありました中国広東
省の東莞にある関連会社の工場へシフトされてい
ると聞いております。

ことにしたのです。
当初の４カ月間は本社技術部の専任部長として
配属させてもらい、工場で使用する綿布や化学品

お客さまである国内のスピーカーメーカーが相

のこと、そして生産工程のことなどを学びながら、

次いで海外生産へ転換されたのに合わせて、2001

会社内がどのような役割分担で回っているのか、

年に中国広東省に東莞北斗電子有限公司を設立し、

個々のお客さまとどのようなお取引があるのかを

スピーカーエッジの現地生産をスタートしました。

把握していきました。そして初めて東莞に出向い

工場の敷地面積は 17,000 平方㍍、工場の建物総

たのが、10 年 10 月１日に正式に転籍する２カ月

面積は 5,500 平方㍍です。そこに主力のコート機

前の８月でした。
「1 日でも早く現場を自分の目で

械を２台設置し、年間の生産能力は最大で 300 万

見たい」との思いが募ったからなのです。

㍍にもなり、中国華南エリアで最大のスピーカー
エッジ加工工場となっています。スピーカーの大
きさによって変わってきますが、平均して１㍍の

── その現場は実際のところどのような状況だっ
たのですか。

本来やるべき生産の手順などが守られておらず、

コーティングした綿布から 28 個分のスピーカー

自分たち独自のやり方に固執しているような状況

エッジが取れます。

でした。また、現地の従業員は大きく２つの派閥
に分かれ、互いに反目し合い、社内の統一も取れ

３年かけて東莞 (中国 ) の現場を立て直す

ていなかったのです。そこで、まず生産現場に自
ら入り、
「やってみせ、言って聞かせ、させてみて」

──中堅・中小のメーカーにとって、経験やノウ
ハウのない海外での生産を軌道に乗せるのは並大
抵のことではないと思います。

私が 10 年４月にみずほ信託銀行のカストディ
サービス部長から当社へ出向したのも、実は東莞

ではありませんが、一つひとつ言い含めながら改
めるように指導していきました。その一方で、互
いの派閥の中心人物を説得して会社を辞めてもら
うことで影響力をなくし、半年間をかけて社内の
融合を図っていける環境を整えました。

の生産や経営の立て直しのためでした。
「生産現場

とはいえ、実際に長年に渡って染みついた悪い

のことだけでなく、財務や会計を含めてすべてを

習慣を取り除くのには、それ相応の時間がかかる

見られる人材はいないか」と、株主でもあるみず

ものです。本来あるべき生産能力を安定して発揮

ほ信託銀行へ照会があり、香港支店でチーフディー

できるようになるまでに、赴任してから３年かか

ラーとして支店全体の収益の管理を行った経験の

りました。その間に 35 人いる現地の従業員の顔ぶ

あった私に声がかかりました。

れは大きく変わり、最終的に元からいた従業員は

── 信託銀行とメーカーでは仕事の内容が大きく
変わると思いますが、戸惑いはなかったのでしょ
うか。

確かに「スピーカーエッジ」といわれても、ど
んなものかまったくわからず、インターネットで
調べたりしたことを、いまでもよく覚えています。

数名しか残っていません。しかし、
いまでは「財務・
会計」
「通関・購買」
「生産管理」の３本柱の全てを、
現地の従業員に任せられるようになっています。
── 海外の現場を再建する際に最も重要なことは
何だとお考えですか。

トップ自ら現場に入り、そこで働く人の輪に溶

しかし、当時の社長や役員の皆さんとお話をして

け込むことだと思います。そのためには通訳に頼

いるなかで、
「これまで自分が培ってきた経験や知

らなくて済むように言葉をマスターする必要があ

識を活かすことができるのであれば」と考え始め

り、私は学校で習うよりも一緒に働く人から学ぶ

ました。また、中国の現場の人の輪の中に入って

ことを大切にしました。香港駐在の経験のあった

仕事をすることが魅力的に映り、お引き受けする

私は広東語の素養はあったのですが、出稼ぎで働
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東莞北斗電子有限公司
■設

立：2001 年 7 月 21 日

■所 在 地：中國廣東省東莞市
■事 業 概 要：スピーカー用布エッジ生産販売、その他工業布生産販売
■従 業 員：本社派遣日本人 1 名 現地採用 計約 40 名
■敷

地：約 17,000 平米

■建

物：総面積 約延 5,500 平米（使用面積 約 4,000 平米）

タイ新工場（5 月稼働予定）
■所 在 地：タイ アマタシティー工業団地
■敷

地：約 10,000 平米

■建

物：総面積約 3,200 平米

きにきた従業員が話す北京語は発音がまったく違

方㍍の工場を建設し、年明けに機械の設置を終え

い、彼らからイチから学んだのです。たとえば、

たところです。年間の生産能力は 200 万㍍を予定

数字の言い間違いは仕事の現場では命取りになり

しています。

ます。
「1、2、3……」の「イー、アル、サン……」
の発音も、正しくできるまで何度も彼らに聞いて

ベトナムなど近隣諸国への輸出の拠点となります

もらいながら修正しました。そうしているうちに、

が、最寄りのレームチャバン港まで約 40K㍍と近

次第とお互いに気心が知れるようになるという、

く、陸送コストが安く済むこともタイの新工場の

想定外の副次的な効果も得ることができました。

大きな強みになります。先ほど製造工程において、

３拠点体制の確立でリスクヘッジを強化
── 今年５月の稼働を目指して、タイでの新工場
の立ち上げが進んでいます。

気温による硬化剤の濃度をコントロールすること
をお話しましたが、緯度によってもその地域の温
度は変わってきます。それと実際の納入までに時
間がかかると品質が変化して、エフゼロの値も変
わってくるのです。それが今回、北緯 36 度の草加

もともとお客さまのスピーカーメーカーは、中

の本社工場から同 13 度のタイの新工場まで、南北

国だけでなく東南アジア各国でも生産拠点を持ち、

に３つの生産拠点を持つことで、お客さまの求め

カントリーリスクを分散する体制が整っていまし

るエフゼロに合わせたスピーカーエッジをスピー

た。そうしたなか、昨今の米中摩擦の激化に象徴

ディに供給しやすい体制を整えることができるよ

されるように「チャイナリスク」が急速に高まり、

うになります。

お客さまに対してスピーカーエッジの供給責任の
ある当社も、BCP（事業継続性計画）の観点から対

6

タイ国内だけでなく、マレーシア、シンガポール、

── 研磨布やチェーファーを含めた今後の事業展
開についてはどのようにお考えですか。

応を迫られるようになりました。そこで、タイの

タイの新工場が立ち上がると、これまで東莞で

バンコク近郊のリゾート地として有名なパタヤか

東南アジア向けに生産していた分を移管すること

ら内陸部へ 35 Ｋ㍍ほど入ったところにあるアマタ

になるので、生産能力が４割ほど余剰になります。

シティー工業団地への進出を決めたのです。１万

そこで、競争が厳しくなって一時撤退していた、

平方㍍の土地を手当てして、建物総面積 3,200 平

ポリエステル汎用品の再生産と売り込みに乗り出
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すことを検討しています。主力のスピーカーエッ
ジについては、現在まだ取り引きがないマレーシ

取 材 後 記

アやインドネシアの民族系メーカーにアプローチ

武蔵野銀行草加支店

をして、そこから現地マーケットの様々なことを

飯島 支店長

学びつつ、将来の商談へつなげていきたいと思い
ます。

1934（昭和９）年に染色・防水樹脂加工業とし

一方、研磨基布については私が転籍した当初は

て創業した昭和工業様は、80 年頃から産業資材用

年間売上高が 14、15 億円規模の事業でした。エ

繊維樹脂加工へ転換されています。研磨基布、タイ

ンドユーザーの間で研磨布から砥石や研磨紙の利

ヤ基布そしてスピーカーエッジと製品は異なります
が、高い技術力の源は、地元草加市に江戸時代から

用へシフトする動きが強まり、市場全体のパイが

続く「注染」という染色の技法です。文字通り草加

縮小してきたのです。そして、いま納入先である

をベースに世界市場で事業展開されています。
中国・香港の現地法人の他に、本年 5 月にタイ工

研磨材会社の間ではＭ＆Ａ（合併・吸収）による

場を新設し、当行といたしましても様々な分野で連

体質強化の動きが強まっています。そうしたなか

携を深めさせていただき、地元企業のお役に立てる

「チャイナ・プラスワン」で生産工場の新規立ち上

よう努めてまいります。

げラッシュがおきている東南アジアへの拡販を模
索する動きが見られるようになりました。そうな

業に出る際は、お客さまとのスケジュール調整か

ると、タイの新工場で研磨基布を生産する可能性

ら、同行する営業部長の分も含めた飛行機や宿泊

も高まってきます。残るチェーファーに関しまし

先の手配まで、すべて私が行なっています。
「Ｂ to

ては、タイヤの生産が海外から国内へ戻りつつあ

Ｂ」での商談の基本は、銀行員時代と同じように

ります。それにともなって、受注の拡大も見込め

直接会って何度も話すことです。そのなかで信頼

るのではないかと考えています。

関係が構築され、具体的な商談へとつながってい

── お話をお聞きしていますと、生産現場のこと

くのです。営業部長に同行してもらうのも、そう

から営業のことまで、野口社長が最前線に立って

したことを見聞きしながら学んでほしいとの思い

進められているようですね。

からなのです。

── そのようにしながら昭和工業の将来を担う次

もともとギリギリの人数で経営しているのと、

世代の方々を育成されていらっしゃるのですね。

社内で英語ができるのが私一人しかいないことか

本日はありがとうございます。

ら、自然とそのような形になっています。海外営

■昭和工業株式会社

概要
設

立 1934 年 11 月

資 本 金 2,000 万円
従 業 員 約 40 名
本社・工場 〒 340-0014

草加市住吉２丁目 1 番 6 号
電

話 048-922-3331

ホームページ http://www.showa-kogyo.co.jp/
取 引 店 草加支店
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