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アルプス電気㈱

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

アル

どを含めた IoT 市場の台頭を強く意識。 とアルパインは経営統合に踏み切った。
とりわけ車載に関しては、電装化の加

アルプス電気㈱は、2019 年 1 月 1 日

速や ADAS（先進運転支援システム）と

付で、株式交換によりアルパイン㈱を

その延長線上にある自動運転、さらに

完全子会社化する。さらに、同年 4 月 1

は環境対応車の普及など、
今後、
巨大市

日付で、持ち株会社体制に移行し、アル

場を形成すると予測している。

アルプス電気は、総額約 14 億円を投
じて中国現地法人の無錫アルプス電子

プス電気は「アルプス HD ㈱」に商号を

同市場での事業拡大に向け、ハード

有限公司を拡張する。敷地内に延べ床

変更。アルプス HD は同社 100％子会

単体の製品提供ではなく、高付加価値

面積1万7000m2 規模の2階建て新工場

社として、新生「アルプス電気㈱」を設

化の視点から、各種センサーやソフト

棟を建設する。竣工は2018年2月を予

立し、アルパイン、アルプス物流ととも

ウエアも組み込んだセンシングモジュ

定している。

に傘下に置く計画である。なお、アル

ールの供給が不可欠となる。

無錫アルプスは 1995 年 1 月に設立。

パインは東京証券取引所第 1 部に上場

一方、アルプス電気と米モトローラ

敷地面積は9万195m2、
現工場延べ床面

しているが、18 年 12 月 26 日付で上場

との合弁会社として 1967 年に誕生し

積は 3 万 9985m2 で、従業員 2400 人を

廃止になる予定である。

たアルパインは、これまでカーオーデ

抱える。各種スイッチやタッチパネル、

アルプス電気は次代を担う事業領域

ィオやカーナビがその事業主体であっ

カメラ用アクチュエーターなど様々な

として車載、エネルギー、ヘルスケアな

た。しかし、IoT 時代の到来を控え、ハ

電子部品を製造している。スマートフ

ードウエア主体の事業

ォンなどのモバイル情報端末機器と車

から総合サービス事業

載、IoT の進展などを考慮し、工場の拡

への変革が求められて

張に踏み切った。

アルプス電気の売上高
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新工場棟稼働時には、工場面積が 5

自動車の電装化と

万6985m2 へと現行の約1.5倍に拡大す

IoT 化が進展するに伴

る。建設にあたっては、無錫国家高新

い、車載事業における

技術産業開発区管理委員会など、中国

両社の事業領域が近接。 政府の各部門と協力して推進していく
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同時に、互いに協業化
14年度
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の必要性も高まってお
り、
今回、
アルプス電気

方針だ。
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