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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■自動車部品業界トレンド情報（2014 年 2 月）■
株式会社日本能率協会総合研究所
マーケティング・データ・バンク

調査結果
MDB 所蔵資料は 2 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので、発行日は 2 月以前のものも含まれます。
データベース資料（記事のインデックス）は発行日で抽出可能なので「2014.02.01～2014.02.28」となります。
資料コピーを送付できるものがございますので、興味関心のある資料があればお気軽に問合せ願います。
ご検討よろしくお願いいたします。

【MDB 所蔵資料】ご提供料金は最終ページをご参照ください。閲覧室でもご覧いただけます。
●トライボコーティング技術(摩擦/潤滑メカニズム・コーティング)(2153245)
【記事見出し】特集 高機能材料表面を実現するトライボコーティング技術
・その他リスト ････ 従来の DLC 膜の金型・治工具への応用例
・業界・市場動向
・技術動向 ････ エンジン用すべり軸受のコーティング技術(低フリクション特性・起動停止環境下での耐摩耗性)、デ
ィーゼル車コモンレールシステムでのトライボコーティング(課題、CrN コーティング・DLC コーティング開発)、エン
ジンフリクション低減(水素フリーDLC 膜・潤滑油組み合わせ技術開発)、DLC 膜成膜技術(真空アーク蒸着法、T 字
状フィルタードアーク蒸着装置、応用技術例、プラズマ CVD 法)、新型水素フリーICF 成膜技術
・企業・団体事例 ････ 大豊工業、デンソー、日産自動車、ナノテック、名古屋大学

-------------------------------------------------------------------------------●自動車部品用金型(世界)(2148629)
【記事見出し】世界で金型調達最適化
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ ヨロズ、河西工業、河西テック、小糸製作所

-------------------------------------------------------------------------------●自動車部品(経営戦略)(2154375)
【企業名】バンドー化学
【記事見出し】世界を駆ける 部品企業トップインタビュー 2014
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 売上高・営業利益・当期純利益(2013 年度予測)、社長インタビュー(中期経営計画、海外事業拡大)
・投資動向 ････ 設備投資金額(国内・海外別、2013 年度実績・2013 年度からの 5 年間予測)
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●自動運転車用技術(2140560)
【記事見出し】攻めるクルマ部品(下)
・市場規模 ････ 衝突回避予防安全技術金額(現在・2020 年予測)
・予測(量)
・企業リスト ････ 自動運転車の要素技術と開発する主な企業
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●エコカー部品(2140973)
【記事見出し】エコカー部品参入支援
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ エコカー部品開発・評価の受託企業設立(東京アールアンドデー、マイウェイ)

-------------------------------------------------------------------------------●自動車部品(2139801)
【記事見出し】部品業界の動向
・予測(性)
・業界・市場動向 ････ 部品メーカーの相次ぐメキシコへの進出、国内向け設備投資再開の動き、環境対応車の市
場投入による電池・モーター関連部品の需要増、部品軽量化ニーズの高まり、エネルギー効率の高いヒーターの
開発の必要性
・技術動向

-------------------------------------------------------------------------------●自動車・部品(制御開発、日本・ヨーロッパ)(2141271)
【記事見出し】欧州ツールベンダー 日本の開発手法にとまどい “ガラパゴス化”した制御開発
・業界・市場動向
・技術動向 ････ 日系と欧州メーカーの制御開発手法・効率の違い

-------------------------------------------------------------------------------●燃料電池自動車部品(2140528)
【記事見出し】市場参入狙う部品メーカー 開発、提案活動が佳境 15 年に市販開始の FCV
・業界・市場動向
・技術動向
・企業・団体事例 ････ 市場参入動向(日本特殊陶業、プライムアース EV エナジー、デンソー)

-------------------------------------------------------------------------------●自動車部品(女性エンジニアの採用拡大)(2142676)
【企業名】デンソー
【記事見出し】デンソー 女性技術者比率 最大 2 割に
・業界・市場動向
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・企業・団体事例
・経営動向 ････ 技術職採用に占める女子学生比率の拡大、女性エンジニア比率(現在)、リケジョ(理工系女子)の獲
得に向けた採用活動の展開
・組織戦略・組織図 ････ 社内の女性技術者を中心に人材獲得に向けたアイデアを立案する専門チーム「DP-ダイ
バーシティ推進室」の設置

-------------------------------------------------------------------------------●自動車部品(経営戦略)(2142677)
【企業名】ジヤトコ
【記事見出し】世界を駆ける 部品企業トップインタビュー2014
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・経営動向 ････ トップインタビュー(タイ新工場での小型車用 CVT の生産、中国工場稼動状況・第 2 工場建設場所
候補、業績進捗状況、AT の方向性、EV に対する取組み方、等)

--------------------------------------------------------------------------------

【MDB 提携データベース】出力には別途費用が必要です。料金は媒体によって異なりますので、お問い合わせください。
４～９月 トヨタ、数百社対象 車部品 値下げ要求抑える 継続調達品 協力企業の経営改善
-------------------------------------------------------------------------------アイシン化工 自動車部品 米国で摩擦材を倍増 タイ、中国も増強
-------------------------------------------------------------------------------ヨロズ トヨタＩＭＶ用部品を初受注 日産自動車以外で取引拡大 次期モデル向けで
-------------------------------------------------------------------------------山九 インドネシアで車部品物流事業
-------------------------------------------------------------------------------ラピスセミコンダクタ 低ノイズＤＲＡＭ 車など除去部品不要
-------------------------------------------------------------------------------マイスターに聞く（８１）＝ジェイテクト・自動車部品事業本部製造技術部治工具課課長 舟波孝夫さん
-------------------------------------------------------------------------------日産自動車、部品各社の進出増で メキシコ 調達率９割に
-------------------------------------------------------------------------------神鋼商事と音戸工作所 タイで自動車部品合弁 新工場、年内稼働へ
--------------------------------------------------------------------------------
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パイオラックス 島津幸彦社長に聞く ＡＳＥＡＮの市場開拓に注力 自動車向け部品、グローバルに伸びる
-------------------------------------------------------------------------------十六銀行 バーツ建てで直接融資 車部品現地法人へ ＡＳＥＡＮ初
-------------------------------------------------------------------------------欧米向け海上スポット コンテナ運賃上げ 家具・車部品など需要好調
-------------------------------------------------------------------------------三菱レイヨン アクションコンポジッツインターナショナルに出資 車用ＣＦＲＰ製部品事業を拡大
-------------------------------------------------------------------------------地産地消 進む現地調達＝ユタカ技研 世界で現調化を推進 メキシコに車部品の新工場
-------------------------------------------------------------------------------エヌティー精密など エンジン部品 インドネシアに新工場 ２輪車用など生産
-------------------------------------------------------------------------------名古屋市の中堅自動車部品メーカー ９月供給開始 宮城・大和町に防音部品工場
-------------------------------------------------------------------------------ＤＩＣ、車部品で攻勢 １５年末 世界シェア３割へ 耐熱樹脂 中国に新工場 ＨＶ・電装化追い風
-------------------------------------------------------------------------------インド、法令順守強化 違法ＩＴ利用に歯止め 自動車・部品輸出で競争力
-------------------------------------------------------------------------------デンソー タイから車部品移管 カンボジアで生産拡大
-------------------------------------------------------------------------------全日本自動車部品卸商協同組合が４月 共同購買サイト立ち上げ 「知恵袋」と連動
-------------------------------------------------------------------------------カナダ高裁 自動車部品談合 パナソニック罰金４億円
-------------------------------------------------------------------------------南条装備工業 八千代工場内に新棟 車部品の開発強化
-------------------------------------------------------------------------------クオリカが生産管理システム 車部品メーカー向け
-------------------------------------------------------------------------------米国自動車部品カルテル デンソー元幹部１年の禁固刑
-------------------------------------------------------------------------------ＴＰＰ日米協議 農産品の溝埋まらず 車部品も 閣僚会合に持ち越し
-------------------------------------------------------------------------------米国車部品カルテル デンソー元幹部が有罪認め禁錮１年
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ティッセンクルップ 車エンジン部品 ブラジルに新工場
-------------------------------------------------------------------------------日系自動車部材部品メーカー インドで収益悪化 自家発電燃料高騰も響く 原材料戦略見直し
-------------------------------------------------------------------------------カナダ・自動車部品で パナソニックがカルテル 罰金４億３０００万円
-------------------------------------------------------------------------------富士重工業、日産自動車など 除雪進み部品確保 自動車生産再開の動き加速
-------------------------------------------------------------------------------デンソー 自動車排ガス浄化部品を小型化
-------------------------------------------------------------------------------ケーエスディー 自動車部品用アルミダイカスト製品 精密加工品の出荷開始
-------------------------------------------------------------------------------４～１２月決算 製造業、経常益６８％増 自動車・部品の伸び目立つ 需要が拡大、円安効果も
-------------------------------------------------------------------------------日産自動車 車部品 自動供給技術、２社に ライセンス供与
-------------------------------------------------------------------------------ＰＡＮ系炭素繊維 自動車部品向け拡大 １５年需要１．５倍の６万トン 送電線用芯材向けも
-------------------------------------------------------------------------------近県で自動車生産一部停止 関東、甲信越の部品届かず
-------------------------------------------------------------------------------米国当局発表 自動車部品カルテル ブリヂストン４３０億円罰金
-------------------------------------------------------------------------------ブリヂストン ４４０億円罰金 米国司法省発表 車部品でカルテル
-------------------------------------------------------------------------------米国司法省 ブリヂストン罰金４３５億円 自動車部品カルテル
-------------------------------------------------------------------------------ブリヂストン罰金４３０億円 米国に支払い 車部品で独禁法違反 全役員が賞与返上
-------------------------------------------------------------------------------米国司法省 ブリヂストン 車部品カルテル 罰金４３５億円で合意
-------------------------------------------------------------------------------東海ゴム工業、車部品技術活用 有機溶剤レスフレキソ印刷 水現像、容易に高画質
--------------------------------------------------------------------------------
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□□ＭＤＢ資料提供料金のご案内□□==================================================================

【
ＭＤＢ所蔵資料】

※全て閲覧が可能です。コピー費用（基本料金）は以下のようになります。
尚、「電子ブックサービス」の記述があるものは閲覧室のタブレット端末でのみ閲覧可能な資料に
なります。詳細は「MDB 閲覧室電子ブックサービス」欄を参照下さい。
・閲覧室でのお受け取り（現金）

70 円／枚

・閲覧室でのお受け取り（その他）

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・郵送

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・FAX

200 円／枚＋基本手数料 200 円

【MDB 提携データベース】

適宜ご紹介いたします。

【学術文献情報】

適宜ご紹介いたします。

【個別取り寄せが必要な資料】

適宜ご紹介いたします。

＜用語説明＞
「文献提供料」
「閲覧のみ」
「閲覧のみ（DB 等あり）」

発行元に著作権を支払う必要のある資料です（特別料金）。1 頁
または 1 面につき、記載の料金が追加されます。
発行元の意向により送付できない資料です（コピー不可）。閲覧
室でご覧いただけます
発行元の意向により送付できない資料ですが、弊社取扱いデ
ータベースにて有料で出力可能です。

※アンケート調査資料 【掲載頁】の合計頁数には、調査概要は含まれていませんのでご注意下さい。
ex. 【掲載頁】 54；55（計 1 頁） → 調査概要、該当頁をお送りする際には、計 2 枚になります。
◆MDB 閲覧室電子ブックサービス
該当資料をタブレット端末で閲覧いただくものです。1 時間あたり 1 カウントでご利用いただけます。
該当部分の印刷についてはデータベースサービスの費用が別途かかります（データベース料金についてはお
見積します）。
※上記金額には消費税は含まれておりません。別途ご負担いただきます。
Copyright(C) 2013 JMA Research Institute Inc. All rights reserved.
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