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▲新型コロナウイルスで営葉停止状態が続くオロ岡県のカラオケ店

瓶況櫂冒鶴体質を発揮のリサイクル部品
営業形態が助を奏して売上げ堅調

新型コロナウイルスが猛威を振るつている。

世界規模で人と経済が打撃を受けている。国

内の自動車リサイクル業界もその中のひとつ

で今後の見通しは極めて厳しい。非常事態宣

言を受けた今、業界の表情はどういうものか、

緊急ルポを試みた。

4月 に入つて関係者の声を追つてみるとや

や他の業界とは違つた表情が伺えた。それは

リサイクル分野に限つて、輸出以外の部品の

国内流通に関しては、まだ極端なビジネスの

落ち込みが感じられないということだ。自動

車リサイクル事業は以前から不況に強いと言

われてきた。その特徴が今回も出ている。

◇リサイクル部品は新車販売と逆の反応

ちなみに新車の販売が落ち込んだら自動

車マーケットはかなり動きが止まる。今回も世

界規模で自動車の新品部品の供給に不備が

出ている。新車生産がストップするわけだ。

そこで、現状の買い替えは停滞し、現有の

車両を乗り継こうとするわけだが、これが補修

部品の動きに繋がる。ということでリサイクル

部品の出番もまた増えることになる。不況に

強い要因がここにある。

次に現時点の自動車リサイクル部品業の

特徴を拾つてみると①グループでの広域在庫

共有の体制が確立している②電話やメールに

よる受注と宅配便による発送という、非対面

ビジネスの形が出来上がっている、の二点が

大きく他の産業と違う点だ。

客筋も物流の要である自動車整備業界な

ので低調とはなるものの補修部品の需要は

底堅い。即座に店を開めて動きを止める必要

は元からないという好条件がある。今後の新

型コロナウイルスヘの対応如何にもよるが、

現時点での自動車リサイクル業界の表情には

まだまだ余裕が感じられる。

◇ます輸出1よ半減という大方の意見

そこで業界要人のコメントを拾うと「すでに

昨年秋の消費税増税から不況感は深亥」だつ

た。国内販売は横ばいだが今年に入つて輸出

は半減している」(大晃商事 土門志吉氏、エコ

アール 石丼浩道氏、シマ商会 島一樹氏)と輸

出不況をまず指摘している。

また巨視的には「我々の業界の考え方が長

期間なんの変化も示してこなかつた。おそら

く自動車メーカー筋の経営発想がこれで激変

するだろう。今、我々が扱うリサイクル部品は

品質保証が付いている商品で、そうではない

リサイクル部品とは違うというアピールが欠

けている。対応を急ぐべきだ」(ユーパーツ清

水信夫氏)という見方もある。

このほか、「グループを統括する在庫管理

システムはコロナウイルス騒ぎで中断させる

ことはないという意向がはつきりしており心

強い。世界規模なので外人バイヤーの動きが

止まつていることが目に付いている」(キャ

レック 渡邊寛樹氏)や「今のところ輸出の目

減りは大きいが極端な国内需要の落ち込み

はデータ上は見られない」(三重パーツ販売

齊藤徹氏)という見解もある。

◇緊急事顧に慣れた特殊な事情

今年3月 、4月 に予定されていた業界関連

の総会、懇親会行事も即座に中止が連発さ

れ、一部の株主総会などは規模を縮小して議

事が行われ、内容は書面で通達という非常手

段を取つたケースが見られた。

他方、自動車リサイクル業界の深い部分に

目を向けると、度重なる大災害時の被災車両

処理にグループ企業の連携で出動する場合

が最近続いてきていた。つまり緊急事態が発

生したら動きを止めるのではなく、逆に通常

以上に動きを強めることが身に付いてきてい

た。

今回の新型コロナウイルス対応の雰囲気

はいつもの災害対策時のそれとはかなり状

況が違う。ビジネスの継続は可能で表面的な

動きには大きい変化は見られない。毎日の経

営数字をじっと見つめる心理戦に変化した。

戦後の自動車産業界の歴史のなかで極め

て特殊な動きである。一歩腰を落として我慢

強く状況の変化を見定めようという気配が自

動車リサイクル業界では濃厚だ。金を稼ぐだ

けではない社会の環境維持のための事業と

しての自動車リサイクル業界の特性が感じら

れる。

で営業継続が可能 ▲ベテラン社員なら一人でも十分対応できる
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」ARAグ ループ(土門志吉会長)は令和2年

度の役員改選を経て以下のように新人事を発

表した。

執行部

◇ブロック部長 高橋建作(い高橋商会)

◇次世代部長岩間優(ωイワマワークス)

◇事務局長兼コンプライアンス対策室長・石川

将輝(アールレックスい)◇監査役・岩間祐介

(∽イワマワークス)

ブロック音『

◇ブロック部長・高橋建作(い高橋商会)

◇北海道東北ブロック長紺野泰輔(いサンケ

イ商会)

京三多摩地区)

◇全国実務者研修会(管理職・フロントマン向

け)2020年 6月 13日 から同14日 まで(東京

ヒューリックカンフェレンス)

開催予定

加盟店代表者全体会議 2020年 9月 11日

名古屋マリオネットアソシアホテリレ

上記については新型コロナウイルス感染の

広がりを見て早期に判断し再度開催可否を連

絡します。

国内自動車産業4団体を代表して」AMA豊

田章男会長が合同記者会見に臨んだ。発言の

要旨は「この騒ぎが収まつたら復興の中核にな

ります」という緊張感あるものだつた。そもそ

も日本経済は昨年8月から失速。自動車業界に

おいては消費税増税前の駆け込み需要もあり

、なんとなくこまかされていた感がある。そし

て年度末は、今回の騒動で急転直下という現

状。世界的には直近の3ヵ月で9000兆 円あつ

たGDPの 15～ 20%が 失われたと言われて

いる。潜在的需要はあるものの、セールスの最

前線では思うような接客 商談ができず、今後

はオンラインセールスか、あるいは、・むじんく

ん・のような自動契約機が必須となるかも知れ

なしヽ。(Texti Seiichi Nor shlge)

濶屹鉤屹絋鼈黎鱚

鰈冬軋躙隋鶉魃
」ARAグ ループは2019年 度の品質優良工

場として以下の三社を表彰した。

◇―位 (有)周南パーツ

◇二位 レックオートリサイクル閉シティライト

◇三位 (有)カーパーツマルサ

尚2019年 度の」ARAグ ループ全体の平均ク

レーム率は109%で 極めて低く好成果だつた。

悲痛なつめ蕃声

▲先ごろ開かれた自動車4団体合同記者会見で語る

豊田章男」AMA会 長

魃鞣鐵瘍袂輻濶珈蒻靡靱隋輻盪
蝙鰺隋閻陽躙掏鰊靡鶯躙儡

いビッグウェーブ(服部厚司社長)は令和2

年度の会議及び研修会について以下のよう

に延期と中止を決めた。

延期

◇いビッグウェーブ倉」立40周 年記念交流会

延期開催日程 2021年 4月 16日 (品川プリン

スホテル)

中止

◇第4回 社会人基本研修会(新人 若手社員

向け)2020年 5月20日 から同23日 まで(東

豊国章耶鯰が

女性の眼から見た

緊急事態宣言とは
女流自動車評論家の吉田由美氏はカー

ライフエッセイストとして国内外を股にか

け、自動車業界情報を収集中だが、最近の

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を

受け、日下の状況を以下のようにルボして

いる。

先ころ、自動車工業4団 体がメッセージを

公開しました。現在、車の部品でマスクを作

り、外部から購入しなくてもいいようにまず

は団体内で自給自足できるよう進行中。ま

た、空いている寮や保養施設を使い、卜∃タ

グループで約 1500室 、自工会会員各社で

合計約3000室 の隔離施設として活用。現

在は海外赴任からの帰国者用に活用してい

ますが、状況によつては軽症患者が療養する

施設として活用する考えもあるそうです。

ほかにも人工呼吸器製造のサポートや、

患者の移送に必要な車両の提供やそれに適

した車にするための改造、または病室用ベッ

ドの部品などの製作を行う予定だそう。

PSAグ ループ(プジョー シトロエン DS

オペル ボクスホール)では、マスクや医療機

器の提供、医療従事者への車両の提供、人

工呼吸器と3Dプ リンターによるバイザーの

製作を行います。

アメリカの「テスラ」では、テスラの車の

パーツを使つた人工呼吸器の開発を行い、

動画を公開しています。

動画内のホワイトボードに書かれたオレン

ジ色の箇所はすべてテスラ車のパーツを採

用している部分です。たとえば「モデル3」の

センターディスプレイや「モデル3」のイン

フォテイメントコンピュータによつて制御さ

れた車両コンピュータを使つたり、バックアッ

プ用のバッテリーとエアコンプレッサーの

バックアップシステムをシュミレーターとし

て使用しているなど、さすが、テスラはやる

ことがスピーディです。

そして「アウディ」では、日本時間4月 15

日午前3時 から、ドイツ インゴルシュタット

にあるアウディのプレスエ場でライブコン

サートを配信しました。

これは新型コロナウイルスによる世界の

危機に対して、音楽の力で国境を越えて

人々を結びつけたいというメッセージです。

それをアウディの本拠地から発信すること

で、多くの人々に未来への希望と喜びの1舜

間を提供したいとのこと。出演は人気ヴァイ

オリニストのリサ ノヽティアシュヴィリと有名

オーボエ奏者のフランソワルルーほか。

アウディAGの 公 式 ホー ムペ ー ジ、

Facebook、丁wltterなどで見られるそうで

す。以前からアートをサポートしているアウ

ディらしい取り組みだと思います。

(ゲーテWEB・吉田由美氏)
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▲ミニショベルのコムクローラーの金属部分を剥離するケース

一般財団法人自動車利用者保護機構とい

う自動車整備と他産業の接点を模索する団

体がある。ここでは廃棄タイヤの処理や災害

時の廃棄車両処理を自動車整備事業者の視

点から分析、新しい企業活動に繋げて行こう

という運動が行われている。今回はここで今、

取り組まれている「ゴム・金属部材の分離最」離

技術開発・事業化」についてルボしてみた。

事は十年余り以前に遡る。某大手タイヤ

メーカーで製品開発に取り組んでいた高山章

久氏(小規模モノづくり研究所)が大量に廃棄

される使用済みタイヤ電 線 ゴムクローラー

等の処理についてゴムと金属の分別に着目

し、開発・事業化に取り組んだことから始まっ

た。

■潮血・撒脚莉鼈鍼働雛鼈櫛鋼躙聴脚臨賑Ψ

高山氏は廃棄物としてそのままの姿で大量

に廃棄される使用済みタイヤが国内外で大

きい環境破壊(燃焼方式)に繋がる原因となっ

ていることに疑間を感じ、ゴムと金属部分の

剥離が簡単にできれば、現状打開は大いに進

展すると確信、ゴム 金属分離剥離要素技術開

発 研究を本格化させた。

タイヤメーカー出身の高山氏の呼びかけに

反応したのが自動車整備工場を経営していた

梅田忠弘氏(いエイコー代表取締役)で、今一

人の協力者音成洋司氏 (同社微生物活用事

業部)の二人の協力者を得て、研究は加速、2

019年 には、ゴムと金属部材の分離剥離の

(配合毎の)3種類の組み合わせ溶液の目途

が検証できた。

この研究は大掛かりな開発設備を要する形

▲左のコムクローラーはきれいに剥離された

▲銅線部分が太い場合も同様に剥離できる

ではなく小規模で使用済みタイヤが発生する

現場で簡単に実施できるというのがポイント。

さらにいうなれば廃棄物処理業者が廃棄物を

引き取る段階ですべての作業が完成する。今

までの事業感覚から一歩抜け出た形を持てる

利点がある。小規模工場作り工法から導き出

した異業種ネットワーク協業施策の考え方で

ある。この発想は一製品一貫生産モノづくり

(使い切る技術)に繋がると高山氏はいう。

■mmm眈 織灘麟麟距曲鰊朧lll脚蠍蠍雛

この点に着目した一般財団法人自動車利

用者保護機構ではこの高山氏の理論をさら

に自動車整備に関わる既存業界に結び付け、

これまでになかつた「新しいリサイクル技術十

物流技術という展開」に拡大し2020年 を迎

え仲間づくりを開始している。

ちなみにこれまで大量の使用済みタイヤ

電線等ゴム製品は中国にほぼ全数輸出され

てきたが、中国側の意向で日本からの廃棄物

受け入れは目下のところ中断している。また

受け入れが続行している他の発展途上国で

も日本製タイヤの不法廃棄の状態が顕在化

して、結果として日本側からの技術支援が求

められつつある。

こういつた背景を考慮して一般財団法人自

動車利用者保護機構ではこのゴムと金属の

剥離技術を直接、自動車整備及び自動車解体

事業者に開放し、協同経営の形を執つた新し

い事業スキームを模索中だ。果たしてこの高

山理論にもとづく使用済みタイヤ処理技術が

どのように自動車解体業を中心とした関連業

界で活用されるかは今後の課題だが、注目す

べき新しい動きであることは間違いない。

▲小規模モノ造りを研究中の     ▲ 自動 車利用者保 護機構 の

高山章久氏 コムと金属の剥離に    代表者 山下健 樹氏

執念を燃やしている         自動車 整備事業者と

自動車 リサイクル事業者の

連携を提 唱している

【解説】

■満lll撒仇肌躙麟

1971年 横浜ゴムい入社。2013年 同社退

社。その後「/J規ヽ模モノ造り研究会セノーテ」

を神奈川県平塚市岡崎 1624(帥 エイコー

内)に設立し、ゴム 金属分離剥離要素技術の

開発に着手、IEI在に至る。

■¨轍財醐織九曲轍蠍醐鼈聯鰯麟獅織

平成23年 10月 設立。災害時の復旧支援

をはじめ非常電源のメンテナンスを西濃運輸

の関連会社セイノーメンテックと連携して

やつている。非常電源はディーゼルエンジンと

同じ構造であり自動車整備士の技術が必要

な分野で、介護施設、ビル等非常電源の整備

を展開している。合わせて環境問題にも関心

を持ち、業界に関連した産業廃棄物の循環型

社会を目指した活動も行つている。

一方、災害時の水没車両等の引き上げの

ネットワーク構築に向けレッカー業者、整備業

者に協力を呼び掛けている。参力口した□―ド

サービス関係者に、平時仕事に役立つアプリ

と運動した□―ドサービスのシステムの販売

も予定している。

●瘍Ψ祠漑儡機懺繭聰鱗辮

昭和29年 8月 3日鹿児島県薩摩川内市(曽瓦

島)生まれ。大学卒業と同時に設立間もない

全日本□―タス同友会に入社。初代会長故中

村昭壱に鍛えられながら、38年 間勤務した。

全日本□―タス同友会を2014年 退社。その

後、一般財団法人自動車利用者保護機構で防

災ネットワークを構築すべく様々な施策を展

開している。

【問い合わせ先】丁巨L0805415 7 7 9 8

▲各種の銅線もコム部分は剥離できる



▲帥イマイ自動車はあの大震災を跳ね返して復帰した

経営の中枢で密かにトップを支えるのが

参謀である。今回からスタートする新シリー

ズはこういう経営の隠れた参謀・猛者を発

掘するために取材を開始した。その第一回

目の登場人物は」ARAグ ループのイマイ自

動車・今丼あき子専務(71歳 )である。現会

長今丼鐵也氏の傍で創業時から経営を支

え、今も現社長今丼雄治氏の最側近だ。自

動車リサイクル事業の裏と表をしっかりと

見てきた同氏の見解を改めて聞いてみた。

イマイ自動車は先だつての東Jヒ大震災の被

害も見事に受け止め、立ち直りました。ご薔

労さまでした。日下のコロナウイルス対応

ですが如何ですか。

今丼 政府が推奨する「三密」を避けるべく

社内に目を配つて口うるさく口頭で注意喚

起しています。そうとう嫌がられていると思

います。(笑い)

いまどき、はつきリロうるさく言つてくれる

人が少なくなつて日本全体が危ない状態で

す。言つてもらつてありがたいというのが筋

ではないでしようか。

今丼 コロナウイルスに殺されてはなん

にもならない。死にたくなかつたらマスクし

て、距離を2メートル保つてウイルスを移す

な、と毎日ガンガン言われたらうるさいな

あと思わない社員はいないでしょう。まし

て外向きに営業に出かける社員について

は徹底して教育する必要があります。会社

を守るにはまず社員を守ることが大事で、

人と人との関係を改めて見直している最

中です。

歴史的に見て今はどういう時でしようか。・・

今丼 創業してしばらくした頃、この商売を

辞めようかと会長と二人で思い悩んだ時が

ありました。鉄の相場が乱高下してほんとう

に不安定な時期でした。そんなときに大石

一彦さんと故守屋隆之さんの二人に出会つ

て、グループの共有在庫の話を聞き、二人と

も大いに納得して仲間入りしたことが現在

に至つた原因でした。入会後、主人は品質統

一の仕事に取り組んで、自分より身の丈の

高い大手の会員に品質基準についてずけ

ずけ意見をいう難事業にあたりました。どう

いう言い方をしたらわかつてもらえるか毎

日悩んでいた当時の会長の表情をいまで

も忘れることはできません。リサイクル事業

というのは3Kの 典型で嫌われる職種の筆

頭でしたが、今では社会貢献が認められる

企業体に変身してきました。ここまで育つた

会社を新型ウイルスぐらいに潰されてはた

まりませんよ。しつかり息子に後を引き継い

でもらいたい。そのためには今、一緒に働い

てくれている社員を一人も残さず元気に働

いてもらうにはどうしたらいいのかと毎日、

国うるさく嫌われ役をかつて出ているので

す。(笑い)

ところで二代目の雄治社長の実務訓練はど

ういうふうにされたのですか。

今丼 二代目の教育については私なりの考

えがありました。同業他社に修行に出すと

いう動きも良く聞きますが、当社では逆に

教育は当社でやるべきだという考えでし

た。他店でどんなに素晴らしい教育を受け

たとしてもそれは当社の事情とは違う教育

で、即効性はないというのが私の考えでし

た。そういう意味で現社長は社内で訓練し、

ともに働く社員たちといつしよに育つた、私
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たち夫婦が教えた経営者だと言えます。言

い方を変えますと会長が現場を見て、私が

経理を見て、息子の雄治が対外的にグルー

プの仕事をするという形から、今は一歩前

進して二代目が全社を統括する形に順次移

行中だと言えます。

イマイ自動車の基本姿勢とはどういうもの

になりますか。

今丼 会社経営は生き物で常に変化し続

けています。局面に応じて変容させる経営

上の判断力が決め手です。当社もグループ

各社のこ支援を得て、あの東北大震災を乗

り越えることができましたが、予想以上の

激変に対応することは並大抵のことではあ

りません。また企業というのは社会から選

んでもらえる内容を持たなければ意味が

ありません。存続するには選ばれるなにか

をいつもしつかり身に付けておかなければ

なりません。つまり我々の場合は「廃棄す

る車両を完全な形で適正に処理できる能

力」です。自分が持つている資質をしつかり

発揮しなければいけないと思つています。

専務の日から見たこの業界での人材教育

の流れはどういうものでしようか。

今丼 はつきり言わせてもらいますが、最

近、二代目の代表者がグループ内で続々登

場してこられました。若いから物の見方が

甘いという先輩方の意見もありますが、私

は一概にそうは思いません。びつくりするく

らい鋭い見方をなさつている若い代表者

が登場してこられています。国内、輸出、資

源の各方面についてどうしたら適正な利益

が確保できるか、極めて詳細に分析して適

切な対応を実際にしておられる向きが増え

ました。そして私たちのような立場の者に

いろいろ質問されるのですが、その質問自

体も的確でなるほどと唸らせる内容で頼も

しい次世代が育つてきていると思います。

新型コロナウイルス騒動が一段落したら、

もう一歩業界は前進していると思います。

聰鐵聾巡懃脩罰“


