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第１章 2019年度活動の概要 

 

1. 社員総会 

2019年度第 1回社員総会を 5月 17日に開催し、(1)2018年度事業報告書案の承認、

(2)2018年度決算書案の承認、(3)2019 年度事業計画書の承認、(4) 2019 年度予算

書の承認、(5)任期満了に伴う役員の改選、(6)理事会で決議された総合役員の選任

に関する承認について、それぞれ原案どおり承認した。 

また、11月 28 日に第 2回社員総会を開催し、(1)2019 年度上期事業報告書案の

承認、(2)理事会で決議された総合役員の選任に関する承認について、それぞれ原

案どおり承認した。 

2. 理事会 

2019年度は 5回の理事会を開催した。第 1回理事会は 5月 8日に開催し、第 1回

社員総会の議決事項を審議した。第 2回理事会は第 1回社員総会後に開催し、次期

会長、副会長、専務理事および常務理事の選任を行った。第 3回および第 4回理事

会は、会員代表者の変更に伴う総合役員の選任などについて書面表決を行った。第 5

回理事会は 2019年度の事業計画書案、予算書案などについて書面表決を行った。 

3.総合役員会 

2019年度は 4回の総合役員会を開催し、第 1回理事会、第 3回理事会、第 4回理

事会、第 5回理事会に報告する事項について審議した。 

4.監査 

梶浦監事、長監事は、2019年度事業計画書案及び同年度予算書案、2018年度事業

報告書案及び同年度決算書案について監査した。 

 

5.委員会事業 

 

(1)   統括審議委員会 （委員長：三菱重工業㈱ 特別顧問 長谷川浩司氏） 

2019年度は 3回の会合を開催した。第 1回委員会は 2018年度事業報告書案、

同決算書案、同専門部活動報告について審議した。第 2回委員会は JKAへの補助

金交付要望案について書面審議を行った。また第 3 回委員会は 2020 年度事業計

画書案、同予算書案、同専門部会設置等について審議した。 

 

(2)   研究委員会 
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  5つの研究委員会では、2019年度事業計画に基づき、計画として織り込まれたテ

ーマに関する講師を招いて講演、意見交換等を中心に会合を開催した。 

 

① 技術開発研究委員会（委員長：三菱電機㈱ 常務執行役開発本部長 藤田正

弘氏） 

 本委員会は、(i) イノベーション創出に向けた新たな動きとデジタル技術

の実践面での課題と対応、(ii) デジタル技術を基盤とする日本のものづくり

強化とサービス産業モデルへの転換・対応に向けた課題と取り組みの検討、(i

ii) 大きなインパクトをもたらす次世代技術や事業転換が注目される分野の

情報収集、の3項目を柱とした活動計画を策定し、3回の委員会と2回の見学会

を開催した。 

   ② 循環型社会研究委員会（委員長：㈱荏原製作所 顧問 市原昭氏） 

本委員会は、(i) 地球温暖化・世界エネルギー需給・エネルギー政策を巡

る内外の動向把握、(ii) 循環型社会形成に向けた環境・エネルギー関連技術

の動向把握、(iii)国内外の政策及び技術の動向と新たな事業機会の探索、の

3項目を柱とした活動計画を策定し、3回の委員会と2回の見学会を開催した 

③ 事業基盤研究委員会（委員長：㈱ＩＨＩ 顧問 石戸利典氏） 

本委員会は、(i)通商関係における枠組の変化、(ii) グローバルリスクの

増大と事業環境への影響、(iii)機械工業の高度化に対する対応（戦略）、の

3項目を柱とした活動計画を策定し、5回の委員会を開催した。 

④ 経営課題研究委員会（委員長：㈱東芝 理事 産業政策渉外室長 山口慶剛氏、

9月より秦 則明㈱日立製作所 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 渉

外企画部部長が就任） 

本委員会は、(i) 恒常的人手不足と外国人材の受け入れへの対応等、(ii)  

経営と現場の一体化、(iii)グローバルな視点からの検討課題、の3項目を柱 

とした活動計画を策定し、5回の委員会を開催し、事業基盤研究委員会拡大会 

議に1回参加した。 

⑤ 関西事業活力研究委員会(委員長：㈱栗本鐵工所取締役専務執行役員 岡田博

文氏) 

   本委員会は、(i) 地域産業の特徴的な動向と課題を踏まえた活動（調査・

研究活動）、(ii)地域産業高度化への取組、(iii) 関西地域広報活動に関す
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る事業推進の検討、の3項目を柱とした活動計画策定し、5回の委員会を開催

した。 

 

(3)  特別委員会 

5つの特別委員会では、2019年度事業計画に基づき、各所掌業務に関する検討を

中心に会合を開催した。 

 

① 税制金融政策特別委員会（委員長：川崎重工業㈱執行役員管理本部長 加藤

信久氏） 

本委員会は、(i) 我が国産業及び企業の活力の維持・強化に資する税制等 

の検討及び情報収集、(ii) 我が国産業及び企業の活力の維持・強化に資する 

税制等の検討及び情報収集、(iii) 金融対策に関する情報収集、の 3項目を 

柱とした活動計画を策定し、6回の委員会を開催した。このなかで、「令和 2 

年度税制改正に関する機械業界の要望書」を取りまとめ政府機関等に提出し 

た。 

② 機械安全標準化特別委員会（委員長：明治大学 名誉教授 向殿政男氏） 

   本委員会は、労働安全の観点と機械産業の競争力の強化を図るために、  

ISO/TC199 部会及び IEC/TC44部会を設置し、機械安全標準化の強化と国際標 

準への対応を行っている。2019年度は、ISO/TC199関連では、新規 4件、改 

定 5件等の国際規格検討を行い、IEC/TC44関連では、新規 4件、改定 8件等 

の国際規格検討を行った。JIS関連では、4件の JIS原案の作成を実施した。 

③ 機械安全推進特別委員会（委員長：一橋大学 名誉教授 栗原史郎氏） 

本委員会は、「広大な作業空間における安全管理システム開発部会」と「情 

報通信技術（ICT）等を利用した生産システムにおける人の安全確保を実現す

るための調査研究部会」を設置し活動を行った。また、機械安全に関する講

演会を 1回実施した。 

④ 優秀省エネ機器・システム審査特別委員会（委員長：東京理科大学 学長 松

本洋一郎氏） 

 本委員会は、2019年度の表彰事業は休止し、表彰対象の充実を図るための

検討を行った。それにより令和 2年度からは、従来の省エネルギー機器・シ

ステムだけでなく、新たに CO2排出抑制に効果的な機器・システムも表彰の
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対象とすることを決定した。 

⑤ ロボット大賞審査特別委員会(委員長：立命館大学 理工学部教授 川村貞夫

氏) 

 2019年度は非表彰年度に当たっており、ロボット大賞審査特別委員会の下

部組織である審査・運営委員会に於いて、2020年度に予定される「第 9回ロ

ボット大賞」に向けて「ロボット大賞」を更に充実させるための検討及びロ

ボット産業・技術に係る最新の社会・産業動向等の調査・分析を行った。 

 

6．専門部会事業 

 

(1) IoT・AI時代のものづくりと人の役割変化への対応 

   3年間の活動を総括して、IoT・AI活用時代の捉え方、「ものづくり DX（Digital 

Transformation）」の具体的イメージとその推進人材について検討し、ものづくり

DX推進のための問題提起を行った。その結果、日本の製造業が「ものづくり DX」

を推進していくために、デジタルマインドとプロデューサー型・支援型リーダーに

より「組織として Π（パイ）型能力」を発揮して CTB（Change the Business）を

実現していく道筋を明らかにした。 

 

(2) 関西地域製造業振興のための働き方改革の現状に関する調査 

本調査では、国の「働き方改革実行計画」に挙げられた「正規、非正規の不合理

な処遇の差」、「長時間労働」、「単線型の日本のキャリアパス」等の３課題のうち、

「長時間労働の是正」及び「多様な働き方の推進」を中心に「生産性の向上」にも

着目し、製造業における非現業部門（いわゆる「ホワイトカラー」職種の従業員が

所属する部門）を対象に、全国的な傾向や企業の取組の現状把握、課題抽出、要因

分析等を行い、関西の製造業が効果的に働き方改革を推進するための提案を行った。 

 

7．調査・情報事業等 

 

(1)  講演会・説明会 

 官庁関係者、各界の専門家及び学識経験者を迎え、機械業界が直面する諸問題

や、将来展望などに関連する関心の高い諸テーマについて、講演会及び説明会を
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開催している。2019年度は 10回の講演会を行った。 

(2)  中国経済研究会 

 複雑化する世界情勢の中で、最新の中国経済社会の今後の動向について、専門

家から情報を得るために本研究会を開催している。2019 年度は、講演会との共催

を含め 4回の「中国経済研究会」を開催した。 

(3)  機械工業生産額見通し調査 

 機械工業の各機種別工業会 47団体の協力を得て、毎年 2回機械工業生産額の見

通しを纏めている。2019年度は 7月および 12月に調査結果を取り纏め公表した。 

(4)  関西地区での事業 

 関西地区では、関西事業活力研究委員会のほかに、(i)総務懇話会、(ii)関西団

体協議会、(iii)環境配慮事例研究会、(iv)社員満足向上懇話会、などの活動を行

った。 

 

8 ロボット革命イニシアティブ協議会の活動への参画、協力 

 

   成長戦略の一環として政府が掲げた「ロボットによる新たな産業革命」のアクシ

ョンプラン「ロボット新戦略」(2015年 1 月公表)に基づき、2015年 5月 15日に発

足した「ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)」によるインダストリアル IoT

及びロボティクス関連の広範な取り組みが機械産業全体にとっても重要な課題で

あるとの認識のもと、当会はこれまで同協議会に参画、協力を行ってきた。 

同協議会は、「IoT による製造ビジネス変革」、「ロボット利活用推進」、「ロボッ

トイノベーション」の 3 つの WG 活動を中心に、ロボット新戦略を推進する諸事業

を展開した。 

IoTの分野では、欧米主要国のイニシアティブとの意見交換の場を引き続き拡大、

深耕し、世界的動向の把握と日本のプレゼンス向上に努めた。主な場としては、IEC

スマート製造委員会、独ハノーバメッセ、日独専門家会合の他、RRI が主体の国際

シンポジウム、国際標準化フォーラムなどが挙げられる。また会員企業有志による

ドイツ、米国訪問調査、若手・中堅会員向けシステム思考の学習と実践を行った。

中堅中小企業支援として“スマートものづくり応援ツール”の収集・公開、スマー

トものづくり応援機関全国フォーラム“を開催した。 

ロボットの分野ではロボット導入を経営視点から診断しアドバイスする「アドバ
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イザー」の重要性を念頭に置き、アドバイザーの配備・紹介・派遣を行う自治体、

地域機関及び金融機関等の活動を調査した。ロボット開発の効率化、低コスト化に

有効と考えられる、オープンソースの活用を促進するためのノウハウの整理、ソフ

トウエアを再利用しやすいアーキテクチャ、性能評価指標の検討などを行った。政

府の「ロボットによる社会変革推進会議」、「産学が連携した人材育成枠組構築検討

会」に参画し、2020 年度からの人材育成、ビジネスモデル創出事業の立ち上げに

つなげた。 
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第２章 社員総会、理事会、総合役員会等 

 

 

1. 社員総会 

社員総会は会長が招集し、年 2回開催することとしており、2019年度は、5月に東

京、11月に岡山県岡山市で開催した。 

5 月 17 日、ホテルオークラ東京別館メープルルームにおいて、2019年度第 1 回社

員総会を開催した。 

 大宮英明会長(三菱重工業㈱取締役相談役)の開会宣言の後、経済産業省製造産業局

審議官の広瀬直氏から、来賓を代表して挨拶が行われた。 

   引き続き、議事に入り、(1)2018 年度（平成 30 年度）事業報告書案の承認、(2) 2018

年度（平成 30 年度）決算書案の承認、(3)2019 年度事業計画書の承認、(4)2019 年

度予算書の承認、(5)任期満了に伴う役員の改選、(6)理事会で決議された総合役員

の選任に関する承認、について審議した結果、それぞれ原案どおり承認した。次に

報告事項として、2019年度主要行事について報告を受けた。 

  引き続き、総会後には同別館オーチャードルームにおいて、機械関係業界から多

数の出席者を得て懇親会を開催した。懇親会の開会にあたり、大宮会長から、「昨

年度は、トランプ政権下の通商問題や自然災害等、予測の難しい変化の年であった。

米中の貿易摩擦など様々な問題もあるが、プラスの面として、自由貿易主義の堅持に

向けた政府の尽力により、TPP 11 と日 EU EPA が発効した。政府においては、TPP へ

の米国の復帰や加盟国の拡大、水準の高い RCEP の合意、デジタルルールの構築など

に向けて、引き続きの尽力を、強く期待するものである。激変する通商環境のなか、

多国間展開している我が国の機械産業にとっては、そのバリューチェーンを維持発展

させながら各種課題に対応していく必要がある。このため、グローバル・バリューチ

ェーンの在り方に大きな影響を与える最近の環境変化を見据え、機械産業全体として、

分析・対応・提言していくことが求められている。日機連では、今年度から事業基盤

研究委員会と経営課題研究委員会のもとに製造業グローバル・バリューチェーン検討

部会を新設し、識者ヒアリング、情報共有、審議を行っていく予定である。また、日

機連としては、税制における機械産業の発展に向けた要望、取組みも行っている。平

成 31年度税制では、研究開発税制の拡充を中心として、BEPSプロジェクト等の国際

税制対応、自動車課税軽減等を柱とした要望を取りまとめ、意味ある成果を実現する
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ことが出来た。日機連では、各委員会において、機械産業の内外動向や各種課題に対

する情報収集や活発な意見交換が行われている。本年度も引き続きクオリティの高い

委員会活動を実施していく所存である。当会が全面的に支援している RRI（ロボット

革命イニシアティブ推進協議会）に関しては、会員数は現在 520と順調に増加し、IoT

における国際標準化の推進、ロボット利活用の推進、ロボットイノベーションの支援

という重要な役割を推進しているところである。昨年同様に本年 4月にもハノーバー

メッセに参加し、パビリオン出展、日独連携の共同文書の発表、各種フォーラム参加

を実施した。日機連としては、今後とも RRI と一体となり、新しいデジタル社会の構

築に日本の機械産業が貢献し、また更なる発展を実現できるよう努めて参る所存であ

る。令和と年号が変わったが、日機連、RRI 共々、決意を新たに我が国機械産業発展

のため、誠心誠意努力を続けて参りたく、本日ご参集の関係各位の引き続きの御指導、

御鞭撻をお願い申し上げる次第である。」と挨拶を行った。 

 

11月 28日には岡山県岡山市で 2019 年度第 2 回社員総会を開催した。大宮会長が

開会宣言に続いて、「我が国製造業の景況認識だが、全般の業績としては緩やかな回

復が続いているものの、足下では業績の改善傾向が鈍化しているとの見方が強く、各

種の調査では売上高・営業利益の水準や今後の見通しに弱さが見られる。また、12

月に日機連が発表予定の「機械工業の生産額見通し」の本年度改訂調査でも、自動車

等輸送機械は堅調だが、他の業種で当初見通しから減少する模様である。企業の経営

面では、海外情勢不安に伴う調達コストが増加しており、また、人件費の上昇や人手

不足も依然深刻であり、人材確保に何らかの課題を抱えている企業は約 95%にのぼる

とのデータも公表されるなど、多くの課題を抱えている。国際環境を見ても米中貿易

紛争の行く末は見えず、製造業をとりまく環境には厳しいものがある。簡単に最近の

日機連の活動の御紹介をしたい。まずは、国際環境の変化への対応である。我が国製

造業成長の基礎には、自由貿易と開かれたグローバル・バリューチェーンがあるが、

昨今、米中対立や日韓関係、英国の EU 離脱など、企業経営に直結する多くの難題が

顕在化している。グローバルなバリューチェーンの変化について、より一層アンテナ

を高くし、機械工業界としての対応、対策を取るべく、日機連としても、本年、製造

業グローバル バリューチェーン検討部会を立ち上げた。この検討部会では、製造業

を取り巻く環境変化に即した旬なテーマについて、適切な講師と意見交換を行い、機

微な内容にも対応すべく、議論を開始しているところである。次に、税制要望に関し
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ては、日機連単独での要望、各団体との共同要望を策定し、機械業界に有益となる要

望実現に向けて、国会議員への陳情活動を展開している。具体的には、1)連結納税制

度の見直しに際し、制度の最大のメリットである研究開発税制や外国税額控除に関す

るグループ調整計算の維持、2)税務手続の負担軽減に向けた消費税の納税期限延長、

地方税共通納税システムの対象税目の拡大、3)OECD で来年に向けて議論されている

国際課税ルールの抜本改正がいたずらな増税にならず実務負担に配慮した公正なも

のとすること、等を要望している。日機連は２つの表彰事業を行っている。一つが「ロ

ボット大賞」である。次回は 9 回目となり、来年の 10 月に表彰式を予定している。

もう一つが「優秀省エネ機器等表彰」である。我が国唯一の産業機械の省エネ表彰で

あり、我が国の省エネの推進に貢献してきた。本年度は制度見直しのため募集を一時

中断しているが、来年度は新たに CO2の排出抑制という表彰分野を加えて、再スター

トを切る。近年技術発展の著しい IoTやロボットについて、4年前に作られた政府の

ロボット新戦略に基づき、ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)は、重要な役割

を担っている。御存知のように、RRI は日機連に設置され、私が会長を務めている。

今後とも、日機連の施策と一体のものとして、RRIが機械産業の発展に貢献できるよ

う努めて参る考えである。RRI の会員数は現在 530 と順調に増加し、IoT における国

際標準化の推進、ロボット利活用の推進、ロボット技術開発という役割を推進してい

る。IoTに関する国際標準作りについては、ドイツを始め各国と連携を強化しており、

毎年ハノーバーメッセに参加するとともに、各国より専門家を招聘し、東京ビッグサ

イトで「ロボット革命・産業 IoT 国際シンポジウム」を開催している。今年も 12 月

19日にドイツアカテックのカガーマン会長等を招いて開催の予定である。また、IEC

においては、スマートマニュファクチャリングの国際標準作りに向けた議論が開始さ

れており、RRIは、同分野で日本を代表する国内審議団体として、今後更に 国際連

携と国内調整を深めていく予定である。また、ロボット分野においては、今年新たに

「ロボットによる社会変革推進会議」で作成された政府のロボット政策において、引

き続き RRIが人材育成や小売り流通、ビルメンテナンス、食品加工分野でのロボット

導入エコシステムの中核となることが明記された。日機連の最近の事業の一部を紹介

したが、日機連は、引き続き急速な環境変化に対応しつつ、日本経済と機械工業の発

展を目指し、今後も誠心誠意努力を続けて参る所存である。」と挨拶を行った。引き

続き、議事に入り、(1)2019 年度上期事業報告書案の承認、(2) 理事会で決議された

総合役員の選任に関する承認、についてそれぞれ原案どおり承認した。 
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 開催日 議  題 

2019年度 

第 1回社員総会 

2019. 5.17 来賓挨拶  経済産業省製造産業局審議官  

      広瀬直氏  

第 1号議案 2018年度事業報告書案の承認 

第 2号議案 2018年度決算書案の承認 

第 3号議案 2019年度事業計画書の承認 

第 4号議案 2019年度予算書の承認 

第 5号議案 任期満了に伴う役員の改選 

第 6号議案  理事会で決議された総合役員の選任に 

関する承認 

報告      2019年度主要行事 

2019年度 

第 2回社員総会 

2019.11.28 第 1号議案  2019年度上期事業報告書案の承認 

第 2号議案  理事会で決議された総合役員の選任に 

関する承認 

 

なお、社員総会後は、香川県丸亀市の三菱電機㈱受配電

システム製作所にてスマート中低圧直流配電ネットワ

ークシステム『D-SMiree（ディースマイリー）』等につ

いて視察を行った。 

 

 

2. 理事会 

理事会は、企業会員及び団体会員等より選ばれた 8 人以上 11 人以内の理事をもっ

て構成し、会長がこれを召集して本会の事業に関する重要事項を審議、決定する機関

である。 

2019年度は以下のとおり、5回開催した。 

  

 開催日 議  題 

2019年度 

第 1回理事会 

2019.5.8 第 1号議案 2018年度事業報告書案 

第 2号議案 2018年度決算書案 
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第 3号議案 2019年度自転車等機械工業振興事業に関す

る補助金の受け入れ 

第４号議案 2019年度予算書の一部変更 

第 5号議案 2019年度事業計画書の一部変更 

第 6号議案 任期満了に伴う役員の改選 

第 7号議案 総合役員の選任 

第 8号議案 副委員長の委嘱 

2019年度 

第 2回理事会 

2019.5.17 議案 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任 

2019年度 

第 3回理事会 

2019. 8. 9 第 1号議案 会員代表者の変更に伴う総合役員の選任 

第 2号議案 旅費規程の一部改正 

第 3号議案  2019年度第 2回社員総会（第 18回社員 

総会）の招集 

 (なお、理事会の開催に代え、上の議案について書面表決

を行った結果、全理事から同意があり、全監事から異議が

無かったため、8 月 9 日に 2019 年度第 3 回理事会の決議

が行われたと見なした。) 

2019年度 

第 4回理事会 

2019.11.8 第 1号議案 2019年度上期事業報告書案 

第 2号議案 経営課題研究委員会 委員長及び副委員長 

の委嘱 

第 3号議案 経理規程の一部改正 

第 4号議案 組織規程の一部改正 

第 5号議案 会員代表者の変更に伴う総合役員の選任 

(なお、理事会の開催に代え、上の議案について書面表決 

を行った結果、全理事から同意があり、全監事から異議 

が無かったため、11月 8日に 2019年度第 4回理事会の 

決議が行われたと見なした。) 
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2019年度 

第 5回理事会 

 

2019.3.31 第 1号議案 2020年度事業計画書案 

第 2号議案 2020年度予算書案 

第 3号議案 2020年度自転車等機械工業振興事業に関す

る補助金の受入れ 

第 4号議案  補欠のための総合役員の選任 

第 5号議案 委員長の委嘱 

第 6号議案 2020年度第 1回社員総会の招集 

(なお、理事会の開催に代え、上の議案について書面表決 

を行った結果、全理事から同意があり、全監事から異議 

が無かったため、3月 31日に 2019年度第 5回理事会の 

決議が行われたと見なした。) 

 

 

3. 総合役員会 

総合役員会は、日機連会長が議長となり、当会の一般社団法人への移行後の事業の

円滑な運営を図るため、運営に関する重要事項についての審議を行い、理事会に報告

する理事会の諮問機関として設置された。総合役員会を構成する総合役員は、①理事

及び監事、②会長の指名に基づき、理事会が選任した者であり、②については、一般

社団法人への移行前の理事・監事が主なメンバーである。2019年度は以下のとおり、

4回開催した。 

  

 開催日 議  題 

2019年度 

第 1回 

総合役員会 

2019.5.8 来賓挨拶  経済産業省製造産業局総務課長 

太田雄彦 氏 

第 1号議案 2018年度事業報告書案 

第 2号議案 2018年度決算書案 

第 3号議案 2019年度自転車等機械工業振興事業に 

関する補助金の受け入れ 

第 4号議案 2019年度予算書の一部変更 

第 5号議案 2019年度事業計画書の一部変更 

第 6号議案 任期満了に伴う役員の改選 
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第 7号議案 総合役員の選任 

第 8号議案 副委員長の委嘱 

報告       2019 年度第１回社員総会、同第 2 回理事

会及び懇親会の開催 

2019年度 

第 2回 

総合役員会 

2019.7.26 第 1号議案 会員代表者の変更に伴う総合役員の選任 

第 2号議案 旅費規程の一部改正について 

第 3号議案 2019年度第 2回社員総会（第 18回社員総 

会）の招集 

(なお、総合役員会の開催に代え、上の議案について書

面表決を行った結果、過半数の総合役員からの賛成が得

られたため、7 月 26 日に 2019 年度第 2 回総合役員会の

決議が行われたと見なした。) 

2019年度 

第 3回 

総合役員会 

 

2019.10.29 第 1号議案 2019年度上期事業報告書案 

第 2号議案 経営課題研究委員会 委員長及び副委 

員長の委嘱 

第 3号議案 経理規程の一部改正 

第 4号議案 組織規程の一部改正 

(なお、総合役員会の開催に代え、上の議案について書

面表決を行った結果、過半数の総合役員からの賛成が得

られたため、10月 29日に 2019年度第 3回総合役員会の

決議が行われたと見なした。) 

2019年度 

第 4回 

総合役員会 

2020.3.23 第 1号議案 2020年度事業計画書案 

第 2号議案 2020年度予算書案 

第 3号議案 2020年度自転車等機械工業振興事業に 

関する補助金の受け入れ 

第 4号議案 補欠のための総合役員の選任 

第 5号議案 委員長の委嘱 

第 6号議案 2020年度第 1回社員総会の招集 

(なお、総合役員会の開催に代え、上の議案について書面

表決を行った結果、過半数の総合役員からの賛成が得ら

れたため、3 月 23 日に 2019 年度第 4 回総合役員会の決
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議が行われたと見なした。) 

 

4. 監事による監査 

  梶浦卓一監事及び長 勇監事は、2019年度事業計画書案及び同年度予算書案、2018

年度事業報告書案及び同年度決算書案について、2019年 4月 24日、4月 26日に担当

理事に説明を求め、その内容を監査した。 

 

5.  役員名簿（2020 年 3月 31日現在） 

                                            （敬称略）  

会長・代表理事 三菱重工業㈱ 相談役               大 宮 英 明 

副会長     ㈱ＩＨＩ 代表取締役会長                      斎 藤   保 

副会長     ㈱東芝 取締役 代表執行役社長 COO      綱  川     智 

副会長     ㈱日立製作所 取締役会長兼執行役           中 西 宏 明 

副会長     日立造船㈱ 相談役              古 川   実 

副会長・代表理事(兼)専務理事 

     （一社）日本機械工業連合会           中 富 道 隆 

常務理事     （一社）日本機械工業連合会           土  屋  光  由 

常務理事     （一社）日本機械工業連合会           山 本 陽 一 

 

監事       三機工業㈱ 取締役会長            梶 浦 卓 一 

監事       ㈱椿本チエイン 代表取締役会長 CEO        長         勇 

 

理事       （一社）日本電機工業会 専務理事            髙  本     学 

理事       （一社）日本電気制御機器工業会 専務理事    窪  田     明 

理事       （一社）日本陸用内燃機関協会 専務理事     大 橋 一 生 

 

 

6.  総合役員名簿（2020年 3月 31日現在） 

                                （敬称略） 

（会長） 

三菱重工業㈱ 相談役                  大 宮 英 明 

 

（副会長） 

     ㈱ＩＨＩ 代表取締役会長             斎 藤   保 
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㈱東芝 取締役 代表執行役社長 COO        綱  川     智 

     ㈱日立製作所 取締役会長兼執行役         中 西 宏 明 

日立造船㈱ 相談役                       古 川   実 

        （一社）日本機械工業連合会 (兼)専務理事        中 富 道 隆 

（総合役員・企業会員） 

㈱石井鐵工所 取締役社長             石 井 宏 治 

ＮＴＮ㈱ 取締役代表執行役執行役社長 CEO     大久保 博 司 

     ㈱荏原製作所 取締役会長             前 田 東 一 

      オークマ㈱ 代表取締役会長              花 木 義 麿 

      ＯＫＫ㈱ 代表取締役社長                 宮  島  義  嗣 

      川崎重工業㈱ 取締役会長                 村 山   滋 

      ㈱クボタ 代表取締役社長                 北 尾 裕 一 

      ㈱栗本鐵工所 代表取締役社長            串 田 守 可 

      ㈱神戸製鋼所 特任顧問                 川 崎 博 也 

      ㈱ジェイテクト 取締役社長                 安 形 哲 夫 

      ㈱島津製作所 代表取締役会長               中  本     晃 

      住友重機械工業㈱ 代表取締役会長            別 川 俊 介 

      ダイキン工業㈱ 取締役会長兼 

グローバルグループ代表執行役員   井 上 礼 之 

       ㈱ダイヘン 代表取締役社長              田 尻 哲 也 

       ㈱タクマ 代表取締役社長 兼 社長執行役員    南 條 博 昭 

      月島機械㈱ 代表取締役社長社長執行役員         山 田 和 彦 

    ㈱酉島製作所 代表取締役社長             原 田 耕太郎 

     日本精工㈱ 名誉顧問                 朝 香 聖 一 

    ㈱日本製鋼所 代表取締役社長             宮 内 直 孝 

    日本電気㈱ 取締役会長              遠 藤 信 博 

    パナソニック㈱ 取締役会長              長 榮 周 作 

    平田バルブ工業㈱ 代表取締役社長           平 田 悦 三 

    ファナック㈱ 代表取締役会長           稲 葉 善 治 

    ㈱不二越 代表取締役社長             坂 本   淳 

      富士電機㈱ 代表取締役社長              北 澤 通 宏 

    ㈱牧野フライス製作所 取締役社長           井 上 真 一 

    三菱電機㈱ 取締役会長                柵 山 正 樹 

 

（総合役員・団体会員） 

    （一社）情報通信ネットワーク産業協会 会長       遠 藤 信 博 



 - 16 - 

        （一社）電子情報技術産業協会 会長           遠 藤 信 博 

    （一社）日本航空宇宙工業会 会長            大 宮 英 明 

    （一社）日本工作機械工業会 会長            飯 村 幸 生 

    （一社）日本産業機械工業会 会長                   斎 藤   保 

    （一社）日本自動車工業会 会長              豊 田 章 男 

    （一社）日本自動車部品工業会 会長            岡 野 教 忠 

    （一社）日本繊維機械協会 会長             村 田 大 介 

    （一社）日本造船工業会 会長              斎 藤   保 

    （一社）日本鉄道車輌工業会 会長            五十嵐 一 弘 

    （一社）日本電気計測器工業会 会長           西 島 剛 志 

    （一社）日本電機工業会 会長            長  榮  周  作 

    （一社）日本電気制御機器工業会 会長          尾 武 宗 紀 

    （一社）日本陸用内燃機関協会 会長           奥 田 克 久 

    （一社）日本ロボット工業会 会長            橋 本 康 彦 

 

（理事） 

（一社）日本電機工業会 専務理事          髙  本     学 

（一社）日本電気制御機器工業会 専務理事      窪  田     明 

（一社）日本陸用内燃機関協会 専務理事       大 橋 一 生 

 

（監事） 

    三機工業㈱ 取締役会長              梶 浦 卓 一 

    ㈱椿本チエイン 代表取締役会長 CEO          長         勇 

 

（業務執行理事） 

        （一社）日本機械工業連合会 常務理事          土 屋 光 由 

        （一社）日本機械工業連合会 常務理事          山 本 陽 一 
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第３章 委員会事業 

 

1. 統括審議委員会 

統括審議委員会(委員長・長谷川浩司 三菱重工業 ㈱特別顧問)は、毎事業年度の事

業計画書案及び収支予算書案並びに事業報告書案、決算書案、及び補助金を交付する

機関に対する補助金要望案を始め、本会の運営に関する重要事項について、理事会に

先立って審議する機関として、2005年度より設置された。2019年度は次のとおり、3

回開催した。 

 

 開催日 議  題 

2019年度 

第 1回委員会 

2019.4.26 第 1号議案 2018 年度事業報告書案 

第 2号議案 2018 年度専門部会活動報告 

第 3号議案 2018 年度決算書案 

第 4号議案 2019年度自転車等機械工業振興事業に 

関する補助金の受け入れ 

第 5号議案 2019年度予算書の一部変更 

第 6号議案 2019年度事業計画書の一部変更 

2019年度 

第 2回委員会 

2019.9.12 議案  (公財)ＪＫＡへの 2020年度補助金交付要望案 

(なお、統括審議委員会の開催に代え、上の議案について書

面表決を行った結果、全委員から同意があったため、9月 12

日に 2019年度第 2回委員会の決議が行われたと見なした。) 

2019年度 

第 3回委員会 

2020.3.12 第 1号議案 2020年度事業計画書案 

第 2号議案 2020年度予算書案 

第 3号議案  2020年度自転車等機械工業振興事業に 

関する補助金の受入れ 

第 4号議案  2020年度調査専門部会の設置 

（報告） 主要会合日程について 
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2. 研究委員会 

 

2-1 技術開発研究委員会 

技術開発研究委員会（委員長・藤田正弘 三菱電機㈱ 常務執行役開発本部長）は、我

が国機械工業の技術開発に係る分野の動向と課題を抽出し、その対応策を検討すべく以

下のような 3 項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

1）イノベーション創出に向けた新たな動きとデジタル技術の実践面での課題と対応 

2）デジタル技術を基盤とする日本のものづくり強化とサービス産業モデルへの転換・

対応に向けた課題と取り組みの検討 

3）大きなインパクトをもたらす次世代技術や事業転換が注目される分野の情報収集 

具体的な活動としては、活動計画の 1）「イノベーション創出に向けた新たな動きとデ

ジタル技術の実践面での課題と対応」に関して、国立研究開発法人 情報通信研究機構 

サイバーセキュリティ研究所 主管研究員 中尾康二氏から「サイバーセキュリティの

現状の脅威と関連する研究開発における今後の展望」と題して、サイバーセキュリテ

ィの現状や内外の研究開発の状況、今後の展望などについて講演を聞き、意見交換を

行った。また、農業と食品産業分野の基礎から応用まで幅広い分野で研究開発を行う国

立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）を訪問し、中谷誠副理事

長から農業・食品分野での Society5.0 の実現に向けたフードチェーン全体に亘る様々な

先端基盤技術の研究開発など同機構の取り組みについて説明を聞いた後、「農業環境変動

研究センター」、「ジーンバンク」、「食と農の科学館」を見学した。さらに、AI、IoT 等の

先端技術を駆使して地方創生を進める金沢工業大学地方創生研究所の実証実験キャンパ

スとして 2018 年春に開設された白山麓キャンパスを訪問し、「KIT イノベーションハブ」

と「国際高等専門学校」の施設・設備を見学した。 

活動計画の 2）「デジタル技術を基盤とする日本のものづくり強化とサービス産業モデ

ルへの転換・対応に向けた課題と取り組みの検討」に関しては、㈱小松製作所の主力工

場としてキーコンポーネントの一極集中開発・生産を行っている同社粟津工場を訪問し、

本郷忠生産技術部長から GPS 等の ICT 技術を使った「ICT 建機」やそれらを含めたソリ

ューションとして施工現場の生産性向上を目指す同社の取り組みについて説明を聞くと

ともに、「見える化」、「代替エネルギー使用」、「生産改革」の着眼点で電力削減 90％を達

成した組立工場を見学した。また、金沢工業大学扇が丘キャンパンスを訪問し、泉屋吉

郎理事長から同大学で進めるプロジェクトデザイン教育や CDIO (Conceive、Design、

Implement、Operate)に則った「世界標準の工学教育」の実現を目指す取り組み等につ

いて説明を聞き、施設を見学した。 

活動計画の 3）「大きなインパクトをもたらす次世代技術や事業転換が注目される分野

の情報収集」に関しては、IoT 時代の基盤技術としてモノづくり分野でも注目される 5G

について KDDI㈱常勤顧問 宇佐見正士氏から「KDDI の 5G／IoT の取り組み～新た
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な「ワクワク」の創造に向けて」と題して、5G を使った遠隔管制、遠隔操作の実証

実験事例や、エンターテイメント高度化など「ワクワク」体験価値の提案について具

体例を交えて説明を聞き、意見交換を行った。また、人が遠隔地に実際に存在してい

るかのような高度な臨場感を持って作業やコミュニケーションを行う技術である「テ

レイグジスタンス」を世界で初めて提唱した東京大学 名誉教授 舘暲氏から「テレイ

グジスタンスの研究開発状況」と題して、触感を「力」「振動」「温度」で表す「触

原色原理」を基軸に、視聴覚と VR、AR のミックスや更にロボティクス、AI を組み

合せて産業化を目指す研究開発の現況等について説明を聞き、意見交換を行った。 

2019 年度の技術開発研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

 開催日 議  題 

第 62 回委員会 2019.5. 23 (講演)KDDIの 5G/IoTの取組み～新たな「ワクワク」の創造に

向けて 

(講師)KDDI㈱常勤顧問 宇佐見正士 氏 

第 50 回幹事会 2019.5. 23 (懇談) KDDIの 5G/IoTの取組み 

第 63 回委員会 

（見学会） 

2019.7. 8 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

第 64 回委員会 

（見学会） 

2019. 8.29～

8.30 

1. ㈱小松製作所 粟津工場 

2. 金沢工業大学（白山麓キャンパンス、革新複合材料研究開

発センター、扇が丘キャンパンス） 

第 65 回委員会 

 

2019.11. 19 (講演) テレイグジスタンスの研究開発状況 

(講師) 東京大学 名誉教授 舘暲 氏 

第 51 回幹事会 2019.11. 19 (懇談) テレイグジスタンスの研究開発状況 

第 66 回委員会 

 

2020. 1. 24 (講演)サイバーセキュリティの現状の脅威と関連する研究開発

における今後の展望 

(講師) 国立研究開発法人 情報通信研究機構 サイバーセキ

ュリティ研究所  主管研究員 中尾康二 氏 

第 52 回幹事会 2020. 1. 24 (懇談)サイバーセキュリティの現状の脅威と関連する研究開発

における今後の展望 

第 53 回幹事会 中止 (書面審議）2020 年度活動計画案について 

第 67 回委員会 中止 1.(講演、中止) スタートアップ企業育成と産業活性化 

(講師) ㈱リバネス 代表取締役グループ CEO 丸幸弘 氏 

2.(書面審議) 2020 年度活動計画案について 
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2-2 循環型社会研究委員会 

循環型社会研究委員会（委員長・市原昭 ㈱荏原製作所 顧問）は、内外の環境政

策や地球環境問題等に係わる環境課題を抽出し、その対応策を検討すべく以下のよ

うな 3 項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

1）地球温暖化・世界エネルギー需給・エネルギー政策を巡る内外の動向把握 

2）循環型社会形成に向けた環境・エネルギー関連技術の動向把握 

3）国内外の政策及び技術の動向と新たな事業機会の探索 

具体的な活動としては、1）地球温暖化・世界エネルギー需給・エネルギー政策を

巡る内外の動向把握に関わる課題に関しては、福岡県での視察を行い、環境に配慮し、

たゆまぬ技能研鑽を通じて世界最高水準の品質・安全性能を追求した自動車を製造す

るトヨタ自動車九州㈱宮田工場を視察し情報を収集した。また、特定非営利活動法人

国際環境経済研究所理事・主席研究員・竹内純子氏から「気候変動交渉の最新状況と

欧州におけるサステナブルファイナンスの議論」と題して、COP25の特徴、サステナ

ブルファイナンス議論、タクソノミーの考え方と動向、COP26に向けての見通しと我

が国への示唆について等講演を聞き、意見交換を行った。2）循環型社会形成に向け

た環境・エネルギー関連技術の動向把握に関しては、埼玉県での視察を行い、安川グ

ループの旗艦工場である㈱安川電機入間事業所内にあり、生産や設備稼働の状況の視

える化や AIを活用する最新の IoT実証工場である安川ソリューションファクトリを

視察し情報を収集した。また、福岡県での視察を行い、条鋼・鋼管から各種薄板まで

多岐にわたる高機能・高付加価値商品の製造を行い、環境やリサイクルにも積極的に

取り組む日本製鉄㈱八幡製鉄所、最終的に廃棄物をゼロにするゼロ・エミッションを

目指し、資源循環型社会の構築を図る企業団地の北九州市エコタウンを視察し情報を

収集した。1）及び 3）国内外の政策及び技術の動向と新たな事業機会の探索に関し

ては、(一財)日本エネルギー経済研究所理事 電力・新エネルギーユニット担任・工

藤拓毅氏から「グローバルバリューチェーン（GVC）における温室効果ガス（GHG）排

出削減評価の背景と今後」と題して、注目される GVCの考え方、GVCに着目する背景、

GVCガイドラインの構成・内容、TCFDの概要について講演を聞き、意見交換を行った。

また、アクセンチュア㈱素材・エネルギー本部シニアプリンシパル・ディレクター・

山内 朗氏から「サーキュラーエコノミーが導くビジネス変革」と題して、新しい成

長戦略、デジタル時代の経済モデル「サーキュラーエコノミー」、サーキュラーエコ

ノミーの実践例、サーキュラーエコノミー体現の課題について講演を聞き、意見交換
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を行った。 

2019年度の循環型社会研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

  開催日 議  題 

第 64回委員会 

 

2019.5.21 

 

 

(講演) グローバルバリューチェーン（GVC）における温室効

果ガス（GHG）排出削減評価の背景と今後 

(講師) (一財)日本エネルギー経済研究所理事 電力・新エネ

ルギーユニット担任・工藤拓毅 氏 

第 43回幹事会 2019.5.21 (懇談) グローバルバリューチェーン（GVC）における温室効

果ガス（GHG）排出削減評価の背景と今後 

第 65回委員会 

 

2019.7.30 (講演) サーキュラーエコノミーが導くビジネス変革 

(講師) アクセンチュア㈱素材・エネルギー本部 

シニアプリンシパル・ディレクター・山内朗  氏 

第 44回幹事会 2019.7.30 (懇談) サーキュラーエコノミーが導くビジネス変革 

第 66回委員会 

（見学会） 

2019.10.4 安川ソリューションファクトリ(埼玉県入間市) 

 

第 67回委員会 

（見学会） 

2019.11.6

～11.7 

日本製鉄㈱八幡製鉄所(福岡県北九州市戸畑区) 

北九州市エコタウン(福岡県北九州市若松区) 

トヨタ自動車九州㈱宮田工場(福岡県宮若市) 

第 68回委員会 2020.2.4 (講演) 気候変動交渉の最新状況と欧州におけるサステナブ 

ルファイナンスの議論 

(講師) 特定非営利活動法人国際環境経済研究所理事・主席研

究員・竹内純子 氏 

第 45回幹事会 中止 (書面審議) 2020年度活動計画案について 

第 69回委員会 

 

中止 1.(講演・中止) プラスチック資源循環の課題と今後の動向 

(講師) 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻講師・ 

中谷隼氏 

2.(書面審議) 2020 年度活動計画案について 

 

2-3 事業基盤研究委員会 

事業基盤研究委員会（委員長・石戸利典㈱ＩＨＩ顧問）では、世界貿易機構、経済

連携協定等の国際経済の枠組み、国際競争力の強化等の産業政策、資源・エネルギー

の国際需給構造その他の企業の経営に大きな影響を及ぼす経済・社会的な事業基盤に
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係わる分野の動向について、情報を収集すると共に、これらの分野における課題への

対応について検討すべく以下のような 3項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を

行った。 

1）通商関係における枠組みの変化 

2）グローバルリスクの増大と事業環境への影響 

3）機械工業の高度化に対する対応（戦略） 

具体的には、1）「通商関係における枠組みの変化」では、第一生命経済研究所 主

席研究員の西濱徹氏から「アジア新興国経済の展望と注目点 ～激化する米中摩擦と

その影響を考察する」と題し､世界経済に占めるアジアの存在感、米中貿易摩擦の影

響、個別国の動向などについて、講演を聞き、意見交換を行った。また経営課題研究

委員会と共同で製造業グローバル・バリューチェーン検討部会（以下 GVC部会）を 6

回実施、日米中の経済、貿易問題や輸出管理の動向などを中心に講演を聞き、意見交

換を行った（第 5章 調査・情報事業等の 8.製造業のグローバル・バリューチェー

ンについて検討 参照）。2)「機械工業の高度化に対する対応（戦略）」に関しては、

委員会の活動計画で情報共有を図ることとしている「IoT・AI 時代のものづくり人材

調査専門部会」の中間報告が取り纏められたため、調査委託先である日鉄住金総研㈱ 

客員研究主幹の山藤康夫氏から「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会中間報

告：～Π型の拡張（Π型人材からチーム、組織へ）と TAKUMI4.0～」と題し､製造業

の競争環境の変化や、新時代の製造業に求められる人材と組織等につき説明を受けた。

次に、三菱 UFJモルガンスタンレー証券㈱環境アドバイザリー部チーフ環境・社会

（ES）ストラテジストの吉高まり氏から、「SDGｓと気候変動～ESG投資の視点から～」

と題し、ESGの視点から気候変動情報開示などについて海外の動向などを交えながら

話を聞き、懇談した。さらに、武蔵野大学データサイエンス学部 准教授の中西崇文

氏より「データサイエンスの隆盛とグローカライズする人工知能ビジネス」、また、

日本総合研究所調査部 上席主任研究員の藤田哲雄氏より「デジタルトランスフォー

メーションの新段階と企業の新しい価値創造、コネクテッド･インダストリーズ政策

を梃子として」と題して、それぞれ講演を聞き、意見交換を行った。 

 

2019年度の事業基盤研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

 開催日 議  題 
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第 66回委員会 2019.6.11 (講演) 「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会中間報告；

～Π型の拡張（Π型人材からチーム、組織へ）と   

TAKUMI4.0～」 

(講師) 日鉄住金総研㈱ 経済産業調査部 

客員研究主幹 山藤康夫 氏 

第 61回幹事会 2019.6.11 (懇談）同専門部会の今後の活動につき懇談 

第 67回委員会 2019.7.2 
 

(講演) 「SDGｓと気候変動 ～ESG投資の視点から～」 

(講師)  三菱モルガン・スタンレー証券㈱ 

環境戦略アドバイザリー部 吉高まり 氏 

第 62回幹事会 2019.7.2 
 

(懇談) ESG視点から気候変動情報開示などについて意見交換 
 

第 68回委員会 2019.9.24 (講演) 「アジア新興国経済の展望と注目点、～激化する米中覇

権とその影響を考察する」   

(講師) ㈱第一生命経済研究所 調査研究本部経済調査部 

主席研究員 西濱徹 氏 

第 63回幹事会 2019.9.24 (懇談)アジア新興国経済や業界動向について懇談 

第 69回委員会 2019.10.28 (講演) 「データサイエンスの隆盛とグローカライズする人工知

能ビジネス」 

(講師) 武蔵野大学データサイエンス学部 

准教授 中西崇文 氏 

第 64回幹事会 2019.10.28 (懇談) 最近のデータサイエンスを巡る状況について懇談 

第 70回委員会 2019.12.10 

 

(講演) 「デジタルトランスフォーメーションの新段階と企業の

新しい価値創造、ｺﾈｸﾃｯﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ政策を梃子として」 

(講師) ㈱日本総合研究所 調査部 

上席主任研究員 藤田哲雄 氏 

第 65回幹事会 2019.12.10 (懇談) DX推進のための企業の課題などについて懇談 

第 66回幹事会 中止 

2020.3.3 

(書面審査)2020 年活動計画案について 

第 71回委員会 中止 

2020.3.3 

(講演）「ポスト・グローバル社会の枠組みと日本」 

(講師）㈱エアノス・ジャパン  

代表取締役 三輪晴治 氏 

第 72回委員会 中止 (工場見学）3/5、東レ滋賀事業場（滋賀県大津市） 
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2020.3.5/6   3/6、ﾔﾝﾏｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ、滋賀大学ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部（彦根市） 

 

2-4 経営課題研究委員会 

経営課題研究員会（委員長・山口慶剛㈱東芝 理事 産業政策渉外室長、9月より

秦則明㈱日立製作所 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 渉外企画部 部長が

就任）は、事業者の経営責任に基づく企業努力が求められる経営諸課題について、そ

れらの動向に関する情報を収集すると共に、これらの課題への対応について検討すべ

く以下のような 3項目の柱からなる活動計画を策定し、実施した。 

1）恒常的人手不足と外国人材の受け入れへの対応等 

2）経営と現場の一体化 

  3）グローバルな視点からの検討課題 

具体的な活動の 1）「恒常的人手不足と外国人材の受け入れへの対応等」に関して、

㈱LisB代表取締役社長/CEOの横井太輔氏から「デジタル革命時代の働き方改革につ

いて～限りある「時間」で「成果」を出すために～AI＋チャボットで業務の効率化・

自動化を加速」と題して、人手不足の中で、デジタル化による働き方改革で業務の

効率化を促進する事例を交えた講演を聞き、意見交換を行った。また、㈱カンノマ

ネジメント代表取締役社長の神野俊和氏から「働き方改革について～2019年の現状

と 2020年以降の対応～」と題して、2019年「働き方改革」の進行状況と 2020年 4

月以降の民法改正が労働者保護に与える影響が「働き方改革」にどの様に繋がるか

について講演を聞き、意見交換を行った。さらに、㈱東レ経営研究所人材開発部シ

ニアコンサルタントの手計仁志氏から「若手社員の定着率の現状と向上策について」

と題して、若手人材の定着率向上と仕事に対するモチベーションをどの様に維持・

向上させるか、企業理念を活用して、上司からの期待と若手意欲を接続する必要性

等について講演を聞き、意見交換を行った。また、㈱ACROSEED代表取締役/行政書

士の佐野 誠氏から「外国人労働者の働く環境の改善、向上について」と題して、

外国人労働者を如何に我が国企業の慣習に慣れさせるか、また、彼らの生活環境の

整備が必要であると同時に彼らの労働のサポートをするため、文化・言語・社会的

背景を理解する必要があるなど、外国人労働者が働きやすい環境の整備（医療保険

制度の充実等）も含め講演を聞き、意見交換を行った。 

2）「経営と現場の一体化」及び 3）グローバルな視点からの検討課題に関しては、

㈱日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門理事の山田英司氏から「現場にお
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けるガバナンス強化」と題して、企業の多角化により現場へのガバナンスも複雑化し

ており、2015年のコーポレート・ガバナンス・コード（CGC）により、ESGへの取り

組みの必要性、SDGｓへの対応が不可欠との視点、現場の暗黙知の明確化など、ガバ

ナンス強化の中でのさまざまな「現場」の位置づけについて講演を聞き、意見交換を

行った。 

また、第 67回事業基盤研究委員会開催の拡大会議において、三菱モルガン・スタ

ンレー証券㈱環境戦略アドバイザリー部の吉高まり氏から「SDGｓと気候変動～ESG

投資の視点から～」と題して、経営課題研究委員会も参加して講演を聞き、意見交換

を行った。 

 

2019年度の経営課題研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

 開催日 議   題 

第 60回委員会 2019.5.28 (講演) デジタル革命時代の働き方改革について～限りある「時

間」で「成果」を出すために～AI＋チャボットで業務の

効率化・自動化を加速 

(講師) ㈱LisB 

代表取締役社長/CEO 横井太輔 氏 

第 56回幹事会 2019.5.28 (懇談) デジタル革命時代の働き方改革について 

第 67 回事業基

盤研究委員会

拡大会議参加 

2019.7.2 (講演) SDGｓと気候変動～ESG投資の視点から～ 

(講師) 三菱モルガン・スタンレー証券㈱ 

環境戦略アドバイザリー部 吉高まり 氏 

第 61回委員会 2019.9.25 (講演) 働き方改革について～2019年の現状と 2020年以降の対

応～ 

(講師) ㈱カンノマネジメント 

代表取締役社長 神野俊和 氏 

第 57回幹事会 2019.9.25 (懇談) 働き方改革について～2019年の現状と 2020年以降の対

応～について 

第 62回委員会 2019.11.13 (講演) 現場におけるガバナンス強化 

(講師) ㈱日本総合研究所 

リサーチ・コンサルティング部門理事 山田英司 氏 
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第 58回幹事会 2019.11.13 (懇談）現場におけるガバナンス強化について 

第 63回委員会 

 

2019.12.3 (講演) 若手社員の定着率の現状と向上策について 

(講師) ㈱東レ経営研究所 

人材開発部シニアコンサルタント 手計仁志 氏 

第 59回幹事会 2019.12.3 (懇談）若手人材の定着率向上と仕事に対するモチベーションの

維持・向上について 

第 64回委員会 2020.1.30 (講演) 外国人労働者の働く環境の改善、向上について 

(講師) ㈱ACROSEED 

代表取締役/行政書士 佐野誠 氏 

第 60回幹事会 2020.1.30 (懇談）外国人労働者が働きやすい環境の整備について 

第 61回幹事会 中止 (書面審査）2020 年活動計画案について 

第 65回委員会 中止 1．(講演・中止) 東京オリンピック・パラリンピックを控え、 

都内の交通、通勤対策について 

(講師) 東京都 TDM推進プロジェクト 企画支援担当 

2．(書面審議)  2020年活動計画案について 

 

2-5 関西事業活力研究委員会 

関西事業活力研究委員会（委員長・岡田博文 ㈱栗本鐵工所 取締役専務執行役員）

は、関西地域における機械工業の事業活動を向上するための課題及びその対応につい

て検討すべく、以下のような 3項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

1)地域産業の特徴的な動向と課題を踏まえた活動（調査・研究活動） 

2)地域産業高度化への取組 

3) 関西地域広報活動に関する事業推進の検討 

具体的な活動としては、①5月 30日は、平成 30年度「関西地域機械産業の振興に

向けた人財・人手不足等の現状と対応策に関する調査」報告書概要について、㈱地域

計画建築研究所 執行役員 高野隆嗣氏の説明を聞き、質疑応答・意見交換を行った。

また、日機連の事業報告・事業計画について報告を受けるとともに、関西事業活力研

究委員会の活動予定、関西地域製造業振興ための働き方改革の現状に関する調査専門

部会の設置等について検討し了承した。②7月 22日は、読売新聞大阪本社 役員室広

報宣伝部長 戸田博子氏から「マスコミから見た、企業の広報活動について」と題し

た講演を聞き、質疑応答・意見交換を行った。また、日機連中富道隆副会長から「ロ
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ボット革命イニシアティブ協議会の最近の動向」や「製造業グローバル・バリューチ

ェーン検討部会」の設置等について報告を受けるとともに、今後の関西事業活力研究

委員会、関西地域製造業振興ための働き方改革の現状に関する調査専門部会、AI・IoT

を活用したイノベーションセミナーの開催予定等について了承した。③10月 17日は、

京都機械工具㈱及び黄桜㈱を見学し意見交換等を行った。京都機械工具㈱では、トル

クレンチ等の作業工具を熱間鍛造等様々な加工で製作する工場を見学後、匠の技で工

具の修理・再生を行うこだわりの匠工房、世界約 100か国の見学者にものづくりの魅

力をわかりやすく伝えるＫＴＣものづくり技術館を見学し、安全ソリューションカン

パニーを目指す同社の活動等について意見交換等を行った。黄桜記念館では、同社の

活動にかかる展示を見学し試飲及び意見交換を行った。④12月 12日は、日本銀行 大

阪支店 副支店長 倉本勝也氏から「最近の金融経済情勢について」と題した講演を聞

き、質疑応答・意見交換を行った。また、事務局から「関西地域製造業振興ための働

き方改革の現状に関する調査」の進捗状況や今後の活動予定等の説明があり了承した。 

⑤2 月 28 日は、丸紅㈱ 経済研究所 経済調査チーム長 チーフ・エコノミスト 榎本

裕洋氏から「2020 年の世界経済見通し－米中対立が続き、世界景気は停滞へ－」と

題した講演を聞き、質疑応答・意見交換を行った。 また、事務局から 2020年度関西

事業活力研究委員会活動計画等の説明があり了承した。 

 

2019年度の関西事業活力研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

 開催日 議  題 

第 70回委員会 2019.5.30 1.(講演) 平成 30 年度「関西地域機械産業の振興に向けた人

財・人手不足等の現状と対応策に関する調査」報告

書の概要について 

(講師) ㈱地域計画建築研究所 執行役員 高野隆嗣氏 

2.(報告) 2019年度の日機連事業計画、2018年度事業報告 

2019年度委員会の活動計画 

3.(審議) 2019 年度「関西地域製造業振興ための働き方改革の

現状に関する調査」 

第 71回委員会 2019. 7.22 1.(講演) マスコミから見た、企業の広報活動について 

(講師) 読売新聞大阪本社 役員室広報宣伝部長 戸田博子氏 
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2.(報告)・ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）活動 

概況 

・2019 年度「関西地域製造業振興ための働き方改革の

現状に関する調査専門部会」 

・2019 年度関西事業活力研究委員会の行事予定 

第 72回委員会 

(見学会) 

2019.10.17 京都機械工具㈱、黄桜㈱見学会 

第 73回委員会 2019.12.12 1.(講演) 最近の金融経済情勢について 

(講師) 日本銀行 大阪支店 副支店長 倉本勝也氏 

2.(報告) 調査専門部会の検討状況、上期事業報告等 

3.(審議) 2020年度調査テーマ・内容 

第 74回委員会 2020. 2.28 1.(講演) 2020 年の世界経済見通し－米中対立が続き、世界景

気は停滞へ－ 

(講師) 丸紅㈱ 経済研究所 経済調査チーム長 チーフ・エコ

ノミスト 榎本裕洋氏 

2.(審議) 2020年度事業計画案、2020年度大阪事務所事業計画

2020年度調査 
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3. 特別委員会 

 

3-1 税制金融政策特別委員会 

税制金融政策特別委員会(委員長・加藤信久 川崎重工業㈱ 執行役員管理本部長)

は、機械業界に関する税制及び金融に関する改善策を検討すべく以下のような 3項目

の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

1） 我が国産業及び企業の活力の維持・強化に資する税制等の検討及び情報収集 

2）税制改正要望の進め方等について 

3）金融対策に関する情報収集 

具体的な活動として、PwC税理士法人の岡田至康氏、高野公人氏及び城地徳政氏か

ら、「国際租税制度の動向」をテーマに、BEPS のデジタル課税に関する動向、相互

協議の状況及び紛争解決に係る OECD の最近の動向を中心に、早稲田大学法学学術院

教授の渡辺徹也氏から、「我が国連結納税制度の課題～事務負担軽減を図る観点から

の制度簡素化を中心に」をテーマに、政府税制調査会の「連結納税制度に関する専門

家会合」における同制度の簡素化に関する検討内容について、それぞれ説明を聞き、

意見交換した。また、7月 26日及び 8月 22 日に開催の委員会で令和 2年度税制改正

に対する要望内容について検討を行った後に「令和 2年度税制改正に関する機械業界

の要望書」を取り纏めた。別途、製造業関連 8団体の連名にて「更なる成長のための

基盤整備に向けた令和 2 年度 税制改正共同要望」を作成した。令和 2 年度税制改正

大綱が閣議決定した後、経済産業省経済産業政策局の小川 要企業行動課長から「令

和 2年度税制改正の結果と今後」をテーマに講演を聞き、また、中央大学法科大学院

特任教授の森信茂樹氏から、「令和 2年度税制改正関連及び税制の課題(デジタル経済

への対応」をテーマに、経済のデジタル化に対する国際的な課税の動き、新たな利益

配分ルールについて等を中心に講演を聞き、意見交換を行った。 

 2019年度の税制金融政策特別委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

 開催日 議  題 

第 82回委員会 2019.5.24 (講演) 国際租税制度の動向 

(講師) PwC税理士法人   

顧問 岡田至康氏、 

国際税務ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾄﾅｰ 高野公人 氏 
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ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城地徳政 氏 

第 83回委員会 2019.7.9 (講演) 我が国連結納税制度の課題～事務負担軽減を図る観点か

らの制度簡素化を中心に 

(講師) 早稲田大学法学学術院教授 渡辺徹也 氏 

第 84回委員会 2019.7.26 (審議) 令和 2年度税制改正に対する機械業界の要望項目案 

第 85回委員会 2019.8.22 (審議) 令和 2年度税制改正に対する機械業界の要望書案 

第 86回委員会 2020.1.21 (講演）令和 2年度税制改正の結果と今後 

(講師）経済産業省 経済産業政策局  

企業行動課長 小川要 氏 

第 87回委員会 2020.2.3 1. (講演）令和 2 年度税制改正関連及び税制の課題(デジタル経

済への対応 

(講師）中央大学法科大学院 特任教授 森信茂樹 氏 

2.(審議) 2020年度活動計画案について 

 

〇 令和 2年度税制改正に関する要望 

 

税制金融政策特別委員会では、令和 2年度税制改正に対する日機連要望を取り纏め、

9月 30日、経済産業省始め関係各省・各機関等に提出、その実現を要望した。 

  要望内容は、最重点要望である「Ⅰ. 未来に向けた新たな成長戦略に直結する重要

税制」として、設備投資の促進に向けた税制の創設・整備、事業環境の変化に対応し

た納税制度の見直し、新たな国際課税制度への対応－BEPS プロジェクト及びデジタ

ルサービス課税、研究開発税制の拡充、「Ⅱ.二重課税の排除、効率化の推進など制度

の合理化が求められる税制」として、欠損金の繰越控除制度について、受取配当金

の扱いについて、外形標準課税について－更なる強化に反対・抜本的見直しが必要、

成長戦略との調和のとれた地球温暖化防止対策の推進について、地方法人課税制度

の抜本的見直し－地方法人特別税の廃止、連結納税制度の改善、国際関連税制の見直し・

改善、会計基準変更への対応、等の13分野を重点要望とし、その他国税関係 30 項目、

地方税関係 11項目の機械業界共通項目から構成した。 

  また、(一社)日本自動車工業会、(一社)日本鉄鋼連盟など製造業関連 8団体の連名

にて、連結納税制度の見直しにおける制度趣旨の維持、償却資産に係る固定資産税の

見直し、ベンチャー企業とのオープンイノベーション促進、デジタル経済における調
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和のとれた国際課税制度の実現、税務手続きの簡素化・デジタル化の推進の 5項目で

構成する「更なる成長のための基盤整備に向けた令和 2 年度 税制改正共同要望」を

取り纏め、11月に自民党等に提出し、その実現を要望した。 

  その各要望の実現のため、自民党や公明党の税制改正ヒアリングにて陳述すると共

に、与党税制調査会議員等を中心に精力的に陳情活動を展開した。主な要望(重点要

望項目)の結果は以下のとおり。 

 

[重点要望項目] 

(1) 事業環境の変化に対応した納税制度の見直し 

・ 消費税・地方消費税の申告期限について、法人税と同様、原則事業年度末より

2カ月以内から 1カ月延長の特例が創設される。 

・ クラウドサービスなど電子的に受領したデータも領収書として扱えるよう、電

子帳簿保存の施行規則が見直される。 

・ 連結納税制度について、事務負担の軽減等の観点から、グループ内において損

益通算を可能とする基本的な枠組みを維持しつつ、親会社、完全子会社のそれ

ぞれが申告・納税を行う「グループ通算制度」に見直しが行われる。この際、

機動的な事業再編を後押しするため、グループへの加入時の時価評価課税や繰

越欠損金の切捨ての対象を縮小するなどの見直しを行う。また、グループ経営

の実態に即した税制とするため、研究開発税制や外国税額控除等、グループ一

体で活用されるべき税制措置(グループ調整計算)の取り扱いや、既存の連結納

税適用グループの親会社繰越欠損金の取り扱いは維持される。 

・ オープンイノベーション促進税制が創設される。国内の事業会社やコーポレー

トベンチャーキャピタルから、創業 10 年未満・未上場のベンチャー企業に対す

る 1憶円以上の出資について、25％の所得控除が講じられる。令和 3年度末ま

での時限措置。 

(2) 新たな国際課税制度への対応－BEPSプロジェクト及びデジタルサービス課税 

・ 日本企業の状況を踏まえた国際的な課税の見直しを行う。 

国際課税ルールの見直しに当たっては、OECD等における国際的な議論の動向  

を踏まえつつ、海外企業とのイコールフッティングを確保し、日本企業の国際 

競争力の維持及び向上につながるものとなるよう、過大な事務負担や二重課税 

を生じさせないなど合理的かつ明瞭な制度となるようにする。 
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[その他要望項目] 

・ 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買替資産)を取得した

場合の課税の特例について、適用期限が3年間延長される。 

・ 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限が3年間延長さ

れる。 

 

3-2 機械安全標準化特別委員会（(公財)ＪＫＡ補助事業） 

機械安全標準化特別委員会（委員長・向殿政男 明治大学 名誉教授）は、機械工業の

国際化、グローバル市場の進展に伴い、国際標準への対応は必須の条件となっているこ

とから、我が国の労働安全の観点のみならず、機械工業分野の産業競争力強化のために

も、機械安全標準化の強化を図る検討を行っており、2019年度は次の活動を行った。 

なお、会合は機械安全推進特別委員会と合同で開催した。 

 

 開催日 議  題 

書面審議 2019.9.2 機械安全標準化に係る 2020年度補助金交付要望案について 

第 1回委員会 2019.11.5 1. 2019年度活動（中間）報告について 

2. 2020年度補助金交付要望案について 

書面審議 2020.2.28 1.2020年度活動計画案について 

 

〇  機械安全の標準化事業を実施（(公財)ＪＫＡ補助事業） 

 

  本事業では、機械安全標準化特別委員会のもとに ISO/TC199部会（機械類の安全性）

及び IEC/TC44 部会（機械類の安全性－電気的側面）の 2 部会を置き、（1）国際規格

の審議・開発、(2)JIS 原案の作成等を実施した。それぞれの実施状況は以下のとお

りである。 

  ISO/TC199 関連では、新規国際規格案件として、ISO20607 （機械安全－取扱説明

書），ISO/TR22053（支援的保護システム）、ISO21260（機械の可動部分と人が物理的

に接触することに関する安全データ）、及び ISO29042-10（機械から放出される危険

物質評価）の 4件について検討を実施した。 

また、改定案件として、ISO13857ed2（上肢及び下肢の安全距離）、ISO13849-1ed4

（制御システムの安全関連部－設計原則）、ISO14119ed3（ガードと共同するインター
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ロック）、ISO11161ed3（統合生産システム）、及び ISO/TR22100-1（ISO12100 とタイ

プ B規格、C規格の関係）の 5件について検討を実施した。 

さらに、定期見直しとして、ISO21469（製品と接触する潤滑油－衛生要求）及び

ISO29042-2~ISO29042-4の 4件、委員会内投票案件として 7件についての検討を実施

した。 

JIS原案の作成については、TR B 22100-4（ITセキュリティ（サイバーセキュリテ

ィ）を検討するための機械製造業者への指針）の 1件の原案作成を実施するとともに、

ISO20607（機械安全－取扱説明書）及び ISO13851（両手操作制御装置）の原案作成

についての検討を実施した。 

IEC/TC44関連では、新規国際規格案件として、IEC/TR63161（安全インテグリティ

適用ガイド）、IEC/TS62998-1（人保護のために使用される安全関連センサ）、

IEC/TR62998-2（人保護のために使用される安全関連センサ－事例）及び IEC 61496-5

（電気的検知保護装置－レーダー）の 4件について検討を実施した。 

また、改定案件として、 IEC60204-1ed6 Amendment（機械の電気装置）、

IEC60204-32ed3（機械の電気装置‐巻上機械）、IEC61496-1ed3（電気的検知保護設備

－一般）、IEC61496-2ed3（電気的検知保護設備－能動的光電保護装置）、IEC61496-3ed2

（電気的検知保護装置－拡散反射形光電保護装置）、IEC/TS61496-4-2ed1（［電気的検

知保護装置－VBPD（参照パターン）］、IEC/TS61496-4-3（電気的検知保護設備－ステ

レオビジョン）及び IEC62061ed2（安全関連電気・電子・プログラマブル電子制御シ

ステムの機能安全）の 8件について検討を実施した。 

JIS原案については、JIS B 9704-3（電気的検知保護設備－拡散反射形光電保護装

置）、JIS B 9963（人を検出する保護設備の使用基準）及び TR B 63074（安全関連制

御システムの機能安全に関するセキュリティ側面）の 3件について原案作成を実施し

た。 

 

3-3 機械安全推進特別委員会（(公財)ＪＫＡ補助事業） 

機械安全推進特別委員会（委員長・栗原史郎 一橋大学 名誉教授）は、我が国産業

界における機械安全の確保に貢献するべく、2019年度は次の活動を行った。 

なお、会合は機械安全標準化特別委員会と合同で開催した。 

 

 開催日 議  題 
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書面審議 2019.9.2 機械安全推進活動に係る 2020年度補助金要望案について 

第 1回委員会 2019.11.5 1. 2019年度活動（中間）報告について 

2. 2020年度補助金交付要望案について 

書面審議 2020.2.28 1. 2020年度活動計画案について 

 

〇  機械安全の推進事業を実施（(公財)ＪＫＡ補助事業） 

 

本事業では、機械安全推進特別委員会のもとで、①情報通信技術（ICT）等を利用

した生産システムにおける人の安全確保を実現するための調査研究部会、②広大な作

業空間における安全管理システム開発部会（一般会計事業）の 2部会を置き、以下の

活動を実施すると共に、講演会による機械安全の普及促進を実施した。 

(1)  情報通信技術（ICT）等を利用した生産システムにおける人の安全確保を実現す

るための調査研究部会 

2019年度は、6回の会合を開催し、生産システムにおけるセキュリティ脅威検討

の基本的な考え方を踏まえ、リスクアセスメント及びリスク低減方策について検討

を行った。報告書の内容としては、多数の被害シナリオのうち、重篤な人的被害に

的を絞り、機械安全の担当者が使い易いガイドとしてとりまとめた。 

     6回の会合内容は次の通り。 

第 1回会合 

セキュリティ脅威に対するリスクアセスメントの方法を検討し、リスクアセス

メントシートとして提示した。 

第 2回会合 

セキュリティ脅威への予防的対応（事前対策）、及び攻撃を受けた後の復旧作

業等の対応（事後対策）について議論を実施した。 

第 3回会合 

セーフティとセキュリティの基本的な考え方，及びリスク低減方策について議

論を実施した。 

第 4回会合 

セキュリティ脅威リスクアセスメントシートの記載例について議論を実施し、

重篤な人的被害に的を絞り、対応策をとりまとめることとした。 

第 5回会合 
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2019年度報告書の骨子を確認し、記載すべき内容について議論を実施した。 

第 6回会合 

2019年度報告書原稿の内容について議論を実施し、必要な修正及びその確認を

行った。 

 (2)  広大な作業空間における安全管理システム開発部会（一般会計事業） 

2019 年度は 1 回の会合を開催し、本年度の実証実験の内容について検討を行 

った。 

9月に実証実験の現場（天井走行クレーンを使用した作業現場）の事前調査を  

行い、現場のレイアウト確認及びセンサの設置場所等についての検討を行っ 

た。昨年度までは人や機械の平面的な位置情報の把握について実験を行った

が、本年度は、立体的な位置検知について各種センサの実使用での有効性、人

の健康状態（脈拍、転倒等）をリアルタイムに把握するためのセンサの有効性、

及び作業者の習熟度による危険回避能力の違いについて、10 月 25 日から 28

日の 4日間で検証を実施した。 

今年度の検証データ及び昨年度までの検証データを分析し取りまとめて、3 年

間の報告書を作成した。 

(3)  機械安全普及に係る講演会等 

機械安全普及に係る講演会として本年度は 1 回開催した。「機械安全規格の紹

介」と題して、ISO/TC199及び IEC/TC44における規格開発の全体動向とともに、

製造業の関心が高い上肢及び下肢の安全距離（ISO 13857）、統合生産システム

に係わる規格の動向（ISO 11161,ISO/TR 22053）、IEC 規格（IEC 62046:2018

［JIS B 9963:202X］の概要紹介）を選定した。演題及び講師は以下に示したと

おりである。 

 

 開催日 演  題 

講演会 2019.11.11 (演題)機械安全規格の紹介－機械安全規格でリスクを低減しよ

う！－ 

①ISO/TC199の最新動向 

②上肢及び下肢の安全距離（ISO 13857） 

③統合生産システムに係わる規格の動向（ISO 11161, ISO/TR 

22053） 
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④IEC/TC44の最新動向 

⑤(新しい）IEC規格 

  IEC 62046:2018（JIS B 9963:202X）の概要紹介 

(講師)  

①山田陽滋氏（名古屋大学大学院 工学研究科 機械システム 

工学専攻 教授） 

②星野晴康氏（トヨタ自動車㈱ 安全健康推進部 総括室 

安全衛生グループ長） 

③飯田龍也氏（オムロン㈱  商品事業本部  セーフティ事業部 

セーフティＰＭＧ 主査） 

④福田隆文氏（長岡技術科学大学 システム安全専攻 教授） 

⑤黒住光男氏（ジック㈱ マーケットプロダクトマネジメント部                      

セーフティシステムグループ  セーフティコンサルタント） 

 

 

3-4 優秀省エネ機器・システム審査特別委員会 

優秀省エネ機器・システム審査特別委員会（委員長・松本洋一郎 東京理科大学 学

長）では、優秀な産業用省エネルギー機器の開発、実用化を通じて、エネルギーの効

率的利用の促進に貢献していると認められる企業等を表彰し、当該機器の普及と企業

等の技術開発意欲の増進を図ることにより環境問題へ対応する、「優秀省エネルギー

機器表彰制度」を 1980年度以来実施している。2018年度からは、機器や機械装置単

体の表彰だけでなく、IoT時代に対応し、システム全体として省エネ効果を発揮する

ような新しい取組みを進めていく観点から、名称を「優秀省エネ機器・システム表彰」

に変更した。 

本委員会は、今年度の表彰事業は休止し、表彰対象の充実を図るための検討を行っ

た。それにより令和 2年度からは、従来の省エネルギー機器・システムだけでなく、

新たに CO2排出抑制に効果的な機器・システムも表彰の対象とすることを決定した。 

 

3-5 ロボット大賞審査特別委員会（(公財)ＪＫＡ補助事業） 

〇 ロボット産業・技術振興に関する調査研究 

「ロボット大賞」は、経済産業省との共催で 2006年度に第１回を開催し、2018年度
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の第 8 回までで、累計 90 件の優れたロボットを表彰してきた。2016 年度「第 7 回ロ

ボット大賞」からは、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省が

新たに共催者として加わっている。2018年度・第 8回ロボット大賞では 161件の応募

が得られ、2 年前の第 7 回の 151 件の応募から継続的な増加となった。「ロボット大

賞」表彰は平成 21年度から隔年開催としており、非表彰年度には次年度に予定される

「ロボット大賞」表彰事業の運営改善に向けた検討と、ロボット産業興隆に向けた種々

の検討・調査研究を行っている。 

2019 年度は非表彰年度に当たっており、ロボット大賞審査特別委員会の下部組織で

ある審査・運営委員会に於いて、2020年度に予定される「第 9回ロボット大賞」に向

けて「ロボット大賞」を更に充実させるための検討、及びロボット産業・技術に係る

最新の社会・産業動向等の調査・分析を行った。 

 

(1) 第 9 回ロボット大賞実施要領について検討した結果、高度 ICT 基盤技術部門、ICT

利活用分野、健康分野を追加して、下記の部門・分野で募集することとした。 

（部門） 

 ビジネス・社会実装部門、ロボット応用システム部門、ロボット部門、要素技術部

門、高度 ICT基盤技術部門、研究開発部門、人材育成部門 

（分野） 

 ものづくり分野、サービス分野、ICT利活用分野、介護・医療・健康分野、社会イ

ンフラ・災害対応・消防分野、農林水産業・食品産業分野 

 

(2) 我が国のロボット産業・技術の振興に向けて、現在の市場や技術動向をまとめ、課

題を調査・分析した「2019 年度 ロボット産業・技術振興に関する調査研究報告

書」を発行した。 

本報告書では、主として、 

(a)産業用ロボット・サービスロボットの国内外市場・技術動向について調査・考察

した。特に、高度 ICT基盤技術・ICT利活用分野、介護・医療・健康分野、社会イ

ンフラ・災害対応・消防分野、農林水産業・食品産業分野、その他先端素材等の最

新の研究開発について、最新動向を取りまとめた。 

(b)ロボットシステムインテグレータの現状と、今後の発展と動向について調査・考

察した。 
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(c)「2019国際ロボット展」から、最新のロボット市場・技術トレンドを調査・考察

した。 

(d)「World Robot Summit 2018」の開催結果と、2020 本大会に向けての課題を概説

した。 

 

尚、「第 8回ロボット大賞」受賞ロボットの受賞後の状況について、受賞会社・団体に

アンケート調査を行った結果、ほぼすべての会社・団体から、受賞による広告効果（知

名度・ブランド力向上）があったとの回答を得た。 

 

 

 

 開催日 議  題 

第 1 回審査･ 

運営委員会 

19.7.12 1. 2019年度の活動計画の検討 

2. 第9回ロボット大賞に向けての運営改善点の検討等 

① 広報の改善 

② 募集分野の新設 

③ 日程の改善 

④ 更に高位の表彰位の創設検討 

⑤ 実施要項、審査要領、募集要項等の検討 

3. 調査研究報告書の内容検討 

4. 「第 8回ロボット大賞」受賞ロボットアンケート調査結果報 

  告 
 

第 2 回審査･ 

運営委員会 

19.11.25 1. 「第 9回ロボット大賞」に向けての検討 

①協力団体を 68団体に拡充 

②部門・分野の新設：ICT基盤技術部門、ICT 利活用分野を 

新設する 

③日程を第 8回ロボット大賞時よりも 3～4週間程度前倒し 

する 

④更に高位の表彰位の創設は、第 9回では見送る 

⑤実施要項、審査要領、募集要項、応募用紙等の改定について 

検討した 
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2. 2019年度調査研究報告書について検討し、内容案を決定した 
 

第 3 回審査･ 

運営委員会 

20. 3月 

書面審議 
 

コロナ禍により委員会の開催不可となり、書面審議による検討

を行った 

1.「第 9回ロボット大賞」実施について検討し、案を決定した 

 ①「第 9回ロボット大賞」実施概要の決定 

 ②部門・分野の決定 

 ③実施要項、審査要領、募集要項等の決定 

 ④運営体制の決定 

 ⑤日程の決定 

 ⑥一次審査方式の決定 

2. 募集リーフレット、募集ポスターの決定 

3. 調査研究報告書報告書記事内容の決定 
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第４章 専門部会事業 

 

1. 調査専門部会 

 

1-1. IoT・AI時代のものづくり人材調査専門部会 

〇  IoT・AI時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究を実施 

IoT・ビッグデータ・AI等による変革は、従来にないスピードとインパクトで進行

しており、製造業は新たな時代を迎えている。従来のモノ、製品を作って売るだけの

時代は終わりつつある。製品の使用情報などを入手・蓄積・解析することにより、新

しい製品や今までにないサービスの開発・提供が可能となる、まさに「新次元の製造

業」が到来しつつある。世界の製造業が同様に IoT・AI化を競っていく中で、いかに

して日本の製造業が持つ「強み」に更に付加価値のある新しい「強み」を獲得して競

争力につなげていくか。或いは人の役割変化にどう対応していくかは、いずれも喫緊

の課題である。 

そこで IoT・AI等により新しい次元を迎える我が国製造業にとって、新しい現場力

とは何か、新しい「人の役割」とは何か、その際に求められる人材とその育成・確保、

管理方策等について提案し、我が国機械工業の競争力強化に貢献するため、平成

29(2017)年度に「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会」（部会長・北出真太

郎㈱IHI 産業システム・汎用機械事業領域 事業推進部次長）を設置し、調査を進め

た。 

  最終年度となる 2019 年度調査では、これまでの活動を総括して、IoT・AI 活用時

代の捉え方、「ものづくり DX（Digital Transformation）」の具体的イメージとその

推進人材について検討を進め、以下の活動を行った。 

6月 19日に第 11 回会合を開催し、調査委託先の日鉄総研㈱経済産業調査部客員研

究主幹 山藤康夫氏から、ドイツハイテク戦略 2025、I4.0の取り組みの現状、デジタ

ル技術活用と技能伝承、デジタルトランスフォーメーションの国内・海外事例などの

最新収集情報について報告した。次いで委員に実施した今年度の挑戦課題に関するア

ンケート結果に基づき、2019年度の取り組み課題について検討を行った。 

8 月 23 日に第 12 回会合を開催し、PTC ジャパン㈱ビジネスデベロップメントディ

レクター・フェローの後藤智氏から「製造業の製品ライフサイクル管理（PLM）の活

用によるデジタル変革とベストプラクティス」と題し、デジタル変革を支える PLM基
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盤、PLM ベストプラクティス、導入効果例、PTC バリューロードマップ等について話

を聞き、質疑応答を行った。次いで水上潔委員（ロボット革命イニシアティブ協議会

（RRI） インダストリアル IoT推進統括）から、RRIが実施したドイツのビジョンや

組織等の統合・推進方法など調査団成果も含めて報告し意見交換を行った。最後に日

鉄総研㈱の山藤康夫氏から、前回の議論を踏まえて作成した今年度の取り組み課題た

たき台、全体像イメージ、デジタル化の先行事例などについて説明し、今後のまとめ

の方向等について検討を行った。 

9 月 6 日に第 13 回会合を大阪府堺市で開催し、工場の IoT 化、マス・カスタマイ

ズ生産、生産設備のモジュール化などで注目されるダイキン工業㈱堺製作所臨海工場

を見学した。まず長谷川功 役員待遇、空調生産本部副本部長（兼）生産技術部長か

ら、臨海工場は国内で 25 年ぶりに立ち上げた工場で、デジタルマザー工場として①

部品を含めたものづくり標準化、②世界に先駆けたマス・カスタマイズ生産をサポー

トし、ここで作ったベースモデルと生産ラインをグローバルに順次展開しているなど、

同社のものづくり戦略や臨海工場の概要について説明を聞いた。引き続き、混合一個

流し生産を行うビル用マルチエアコン生産ラインの各工程や、ラインの状態把握と現

場改善のアプリ開発を行う IoTプロジェクトセンターなどを見学し、質疑応答を行っ

た。 

10 月 31 日に第 14 回会合を開催し、オートデスク㈱技術営業本部部長の加藤久喜

氏から「ジェネレーティブデザインを活用した設計と製造の融合」と題し、ジェネレ

ーティブデザインによる設計案の生成、3D プリンターや従来設備を活用した製造分

野への適用など、事例を交えて話を聞き質疑応答を行った。引き続き、日鉄総研㈱の

山藤康夫氏から、これまでの議論を踏まえて作成した今年度の取りまとめのたたき台

について説明し、内容の検討を行った。 

12月 18日に第 15回会合を開催し、日鉄総研㈱の山藤康夫氏から「IoT・AI時代の

内外動向」に関して、世界のデジタルトランスフォーメーション、RRI訪独調査団に

同行して得た研究機関・大学の動向、及びドイツ・国内企業の取り組み事例等につい

て報告した。引き続き、同氏より、前回の論点も踏また最終年度報告書骨子（案）に

ついて説明し、内容の検討を行った。 

1月 16日に第 16 回会合を東京都江東区で開催し、AI技術およびロボット技術が融

合し、さまざまな機械が人と協調して人を支援する「人・機械協調 AI 研究」を推進

する国立研究開発法人 産業技術総合研究所 サイバーフィジカルシステム研究棟を
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見学した。 

まず情報・人間工学領域人工知能研究センター 谷川民生 副研究センター長から、AI

技術の活用には、実現場のデータを取る仕組みの構築、IoT・ロボット技術との連携

が重要であることから、労働集約型産業の「工場」、「物流」、「創薬」分野の模擬環境

を作って AI の学習データを取得し、ここで開発された仕組みを実際現場に展開する

など「人・機械協調 AI 研究」の取り組みについて説明を聞いた。引き続き、同研究

棟内の「バイオ研究模擬環境」、「小型半導体製造模擬環境」、「小売店模擬環境」、「機

械加工工場模擬環境」の各施設を見学し、質疑応答を行った。 

2 月 14 日に第 17 回会合を開催し、最初に独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支

援機構が実施したドイツの職業訓練状況等調査結果の概要について同機構総括審議

役 高橋秀誠氏から紹介した。引き続き、日鉄総研㈱の山藤康夫氏から最終報告書（案）

の内容について説明し、修正・補強すべき点を確認して 3年間の調査活動を締めくく

った。 

 

1-2関西地域製造業振興のための働き方改革の現状に関する調査専門部会 

〇  関西地域製造業振興のための働き方改革の現状に関する調査を実施 

「関西地域製造業振興のための働き方改革の現状に関する調査専門部会」（部会長・

三崎秀央 兵庫県立大学 政策科学研究所 教授）を設置し、2017年 3月に策定された「働

き方改革実行計画」に挙げられた「正規、非正規の不合理な処遇の差」、「長時間労働」、

「単線型の日本のキャリアパス」の３つの課題のうち、「長時間労働の是正」及び「多

様な働き方の推進」を中心に「生産性の向上」にも着目し、製造業における非現業部門

（いわゆる「ホワイトカラー」職種の従業員が所属する部門）を対象として、全国的な

傾向や企業の取組の現状把握、課題抽出、分析等を行い、働き方改革を効果的に進める

ためのキーファクターの考察を行い、関西の製造業が働き方改革を効果的に推進する対

応策の提案を行った。 

7 月 10 日、第 1 回調査専門部会を開催、事務局から調査概要と取り纏めイメージ、

文献調査結果、アンケート調査計画(案)について説明を受け、調査の方向性やアンケー

ト項目の修正等について意見交換を行った。 

12月 11日、第 2回調査専門部会を開催、事務局から調査専門部会(第 1回)の要点整

理、アンケート調査結果についての概要報告、ヒアリング調査の予定、調査報告書の取

りまとめイメージの説明を受け、生産性向上との分析深化等、調査の方向性を検討・確
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認した。 

2 月 13 日、第 3 回調査専門部会を開催、事務局から調査報告書案の説明を受け、意

見交換を行ない、さらに分かりやすく報告書を修正し、最終とりまとめをする旨承認し

た。 

なお、本調査報告書は、来年度、会員企業、行政関係等に配布後、公開セミナーを開

催し、広く周知を図る予定。本調査は、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱に委託

して実施した。 

 

2. 企画評価専門部会 

 

企画評価専門部会(部会長・矢部彰 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 技

術戦略研究センター ユニット長)は、①事業の助成を行う団体等に対する事業助成の要

望及び助成に係る事業の適正かつ効果的な運営、②当会事業全般にわたる諸問題や研究

委員会 及び特別委員会の所管を越える諸問題を対象に、今後取組むべき課題、活動の

方向性、③研究委員会及び特別委員会を含む本会の組織のあり方、について統括審議委

員会から付託された場合、専門的な審議を行い同委員会へ意見を上申している。 

2019年度には、5月 22日に専門部会を開催し、2019年度委託調査事業として提案の

あった 2件に関する委託機関選定及び事業内容について審議を行い、それぞれ原案を了

承した。また、2019 年度に開始した 3 件の調査研究事業の進め方について説明を聞く

と共に、製造業グローバル・バリューチェーンに関する調査研究について、報告を聞い

た。 
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第５章 調査・情報事業等 

 

1. 講演会等諸会合の開催 

 (1) 講演会及び説明会 

     官庁関係者、各界の専門家及び学識経験者を迎え、機械業界が直面する諸問題

や、将来展望などに関連する関心の高い諸テーマについて、講演会及び説明会を

開催している。2019年度の実施内容は以下の通りである。 

① 4月 16日、経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長 菊川人吾氏から､「デ

ジタルトランスフォーメーションに向けた経済産業省の施策」をテーマに、デ

ジタル競争とデータ活用巡る環境変化、「DX レポート」の概要、DX を推進す

るための今後の対応策、その他の施策などを中心に講演を聞き、情報交換を行

った。 

② 7 月 3 日、経済産業省 製造産業局審議官の大内聡氏から､「2019 年版ものづ

くり白書」の概要について、我が国製造業の足下の状況認識、変革期における

海外の取組状況、新たなビジネスモデルの展開、重要分野のシェア拡大に向け

た戦略的取組み、などを中心に講演を聞き、情報交換を行った。 

③ 7月 10日､東京大学大学院 経済学研究科 教授、ものづくり経営研究センタ

ー長の藤本隆氏から「デジタル化と日本の機械産業」をテーマに、歴史の流れ

からものづくりを振返る、デジタル化時代のものづくり分析、統合型ものづく

りの能力構築、「良い流れ」実現のための IoT利用（生産性・工程改善）、強

い現場と本社の連携、などを中心に講演を聞き、情報交換を行った。 

④ 9月 11日､中国経済研究会と共催で東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 

東京大学公共政策大学院 院長の高原明夫氏から「最新の中国動向」をテーマ

に、香港の抗議活動と当局の対応、中国経済の減速と米中対立、米国の対中制

裁・管理強化措置、習近平の権威と権力、今後の日中関係などを中心に講演を

聞き、情報交換を行った。 

⑤ 10月 11日、早稲田大学 政治経済学術院 教授の深川由起子氏を講師に「日

韓関係の悪化と貿易係争」をテーマに、日韓関係の構造的悪化とナショナリズ

ム、半導体関連輸出管理と韓国の対応、「克日」と経済ナショナリズムの矛盾、

対話再開と外交解決への条件、などについて説明を聞き、情報交換を行った。 
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⑥ 11月 18日、日本アイ・ビー・エム株式会社 特別顧問の平工奉文氏から、「日

本国の憂鬱と展望 －IT 化による産業革命－」をテーマに、日本国の憂鬱と

展望、IT を中心とした技術革新、IT を核とした覇権競争、ＩＢＭの挑戦など

を中心に講演を聞き、情報交換を行った。 

⑦ 12 月 4 日、中国経済研究会と共催でキヤノングローバル戦略研究所 研究主

幹 岡嵜久実子氏から「経済の安定成長への構造転換に取り組む中国」をテー

マに、建国 70 周年の中国と改革開放政策の貢献、足許の金融経済情勢、今後

の重要課題、などを中心に講演を聞き、情報交換を行った。 

⑧ 1 月 17 日、経済産業省 情報産業課長 菊川人吾氏、経済産業省 情報技術

利用促進課長 瀧島勇樹氏から「令和 2年度税制改正」の 5G投資促進税制(創

設)の概要及びコネクテッド・インダストリー税制(IoT 税制)の廃止に伴う対

応に関する説明会を開き、情報交換を行った｡ 

⑨ 1 月 27 日、東京大学 公共政策大学院 教授の有馬純氏から、「地球温暖化

に関する内外情勢と COP25」をテーマに、欧州の環境至上主義の台頭、気候変

動外交の主導権を握る欧州と世界の動き、COPの政治ショー化、日本を取り巻

く環境と対応、などを中心に講演を聞き、情報交換を行った｡ 

⑩ 2 月 5 日、経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課長 奥家敏和

氏から、「産業分野におけるサイバーセキュリティ政策」をテーマに、サイバ

ー攻撃の脅威の向上と海外動向、Society5.0 産業社会に求められるセキュリ

ティ対策、セキュリティ対策の基盤整備、セキュリティビジネスの創出、等を

中心に講演を聞き、情報交換を行った｡ 

 

(2) 賀詞交歓会 

   2020年賀詞交歓会を 1月 8日（火）、The Okura Tokyo プレステージタワー２ 

  階「オーチャード」にて開催し、来賓、機械業界関係者など約 400名近くの参会者

を得て賀詞の交歓を行った。 

   当日は、大宮英明会長の主催者挨拶、経済産業省製造産業局長・髙田修三氏の来

賓を代表しての挨拶、斎藤 保副会長（㈱ＩＨＩ 代表取締役会長）の乾杯発声のあ

と、懇親を行った。 
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2. 参与会を開催 

 

参与会は、団体会員の事務局責任者で構成し、機械業界全体の動向、団体運営に関

する諸問題などについて情報収集、意見交換を行っている。活動内容として、東日本

大震災による福島原発事故に係る節電対策の業界への広報、公益法人改革に関する情

報提供など、喫緊の諸問題が生じた場合は年間に複数回開催する他は、講演による情

報収集を行っている。 

2019年度の開催内容は以下のとおりである。 

① 6 月 13 日、第 533 回会合を開催し、経済産業省産業技術環境局総務課長の山田

仁氏より、「産業技術・環境政策の動向」をテーマに、世界の潮流と日本が目指

すべき姿、日本におけるイノベーションの課題と今後取り組むべき政策等につい

て、講演を聞き、意見交換を行った。 

② 7 月 18 日、第 534 回会合を開催し、経済産業省通商政策局アジア太平洋地域協

力推進室室長の太田三音子氏より、「2019年版通商白書について」をテーマに、

国を超えて密接に結びつくグローバル経済の現状、自由貿易に迫る危機と新たな

国際秩序構築の必要性、我が国の対外経済関係の現状と課題等について、講演を

聞き、意見交換を行った。 

③ 10月 29日、第 535回会合を開催し、経済産業省製造産業局総務課長の藤本武士

氏より、「最近の製造産業を巡る動向」をテーマに、CASEの推進、新分野の開拓

（ロボット、空飛ぶクルマ）、デジタルトランスフォーメーション、経済安全保

障の強化等について、講演を聞き、意見交換を行った。 

 

3. 中国経済研究会を開催 

 

   世界第 2位の経済規模を誇り、国際社会の中で政治・経済・軍事等で圧倒的な存在

感を持つ中国は、近年、構造的課題が深刻化し、多くの対外的問題も抱えて、我が国

の機械産業活動にも大きな影響を与えている。複雑化する世界情勢の中で、中国経済

社会の今後の動向について、優れた専門家の総合的な情報の分析や判断を参考にする

ことが重要であることから、平成 28 年度より「中国経済研究会」を設置している。

講師には現代中国事情に精通し、評価の高い中国経済の第一人者を招聘し、最新の中

国経済社会について、動向・分析・判断を交えて解説を聞き、情報交換を行った。 
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2019年度の開催内容は以下の通りである。 

① 8 月 7 日、第 13 回研究会を開催し、津上工作室代表の津上俊哉氏より、中国

経済の上半期指標は楽観を許さず、バランスシート調整は避けられない、人民

元 7元割れをどう見るか、米中貿易戦争の行方、日米貿易交渉の行方等につい

て、解説を受けた。 

② 9 月 11 日、第 14 回研究会を講演会と共催で開催した。（1.講演会等諸会合の

開催 (1)講演会及び説明会の④参照） 

③ 12 月 4 日、第 15 回究会を講演会と共催で開催した。（1.講演会等諸会合の開

催 (1)講演会及び説明会の⑦参照） 

④ 1月 29日、第 16回研究会を開催し、津上工作室代表の津上俊哉氏より、2019

年の中国経済は投資頼みの終焉、ポストバブル期の到来と暗黙の保障体制の綻

び、民営企業に対する構造的差別と共催党体制の宿痾、ハイテク冷戦は米の孤

立招く、習近平の中国夢路線も終焉が見えてきた、新型肺炎問題について、解

説を受けた。 

 

4． ホームページの運営 

 

   機械工業全般に関する情報の提供と、日機連の諸事業の成果をより多くの人々に周

知し、活用してもらうためにホームページを運営している。内容は、日機連の組織・

事業紹介、各種調査・研究成果の公表、機械工業生産額見通し調査結果の発表、機械

の安全性等に関する国際標準化動向の発信、海外情報及び優秀省エネ機器・システム

表彰事業に関する情報提供などである。  

 

5．日機連定期情報の発信 

(1) 日機連週報 

   社員総会、理事会及び総合役員会等の開催内容、研究委員会、特別委員会並びに専

門部会等の活動状況を紹介すると共に、各委員会・講演会等の講師の講演要旨、シン

ポジウムの概要、北米地域を中心とした現地の経済情勢や機械工業に関する市場・貿

易・投資・技術開発動向を収集し取りまとめたワシントンレポート、機械工業生産額

見通し調査結果、調査・研究報告書の概要等について簡潔に編集し、併せて関係省庁・

団体等の広報事項などもわかりやすくまとめて電子情報として配信した。 
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(2) ＪＭＦ経済ニュースレター 

   月 1回の頻度にて発信している。マクロ経済、国内需要、海外需要、国内生産活動

及び金融・為替・商品の動きなど、政府、日銀、各工業会等から発表された直近の経

済指標について、グラフや表を使用して分かり易く纏め、計 12回発信した。 

(3) 日機連かわら版 

月 1～2 回の頻度で、日機連の会員情報並びに機械業界の話題などを親しみやすい

切り口で発信している。2019年度は、会員企業の黎明期紹介、団体参与紹介、寄稿(エ

ッセイ)、展示会等イベント等の業界トピック、事務局便りなどの記事を発信した。 

「発展の礎」は、会員企業の社史をもとに、創業から黎明期における発展の歴史を

当時の写真やエピソードと共に紹介するコーナーで、今年度は㈱明電舎と㈱栗本鐵工

所を紹介した。 

「参与（団体会員）紹介」コーナーは、日本機械鋸・刃物工業会 専務理事 青砥勤

氏、(一社)日本印刷産業機械工業会 専務理事 里見和男氏、ダイヤモンド工業協会 事

務局長 佐藤正典氏のプロフィール並びに工業会の活動について紹介した。 

また、寄稿では(一社)日本鉄道車輌工業会 専務理事 佐伯洋氏によるエッセイ「タ

イムマシンって、やっぱり有るんですね！」を掲載した。このほか、業界トピック(会

員工業会の活動事業、展示会のお知らせ、川柳等の募集･結果等)を掲載すると共に、

日本工業大学・工業技術博物館の協力のもと同館所蔵品の中から歴史的名機を紹介し

た。 

事務局からの発信コーナー「事務局便り」では、常務理事 土屋光由の紹介及び表

紙の写真･付録として｢迷鳥｣と｢冬｣をテーマにした野鳥の写真を掲載した。 

 

6． 機械工業の生産額見通し等調査を実施 

 

    本調査は機械工業の各機種別工業会４７団体の協力を得て、毎年 2 回、機械工業生産

額の見通しを取り纏めるもので、2019 年度（令和元年度）は「2019 年度（令和元年度）

機械工業生産額見通し調査」を 7 月 18 日に、「2019 年度（令和元年度）機械工業生産額

（改訂）見通し調査」を 12 月 18 日にそれぞれ公表した。 

7 月に公表した当初の生産額見通しでは、国内の省力化・自動化ニーズによる設備投資お

よび 交通・物流等の社会インフラ整備、五輪関連工事や国土強靭化対策の投資が期待で

き、また、海外では、米中に貿易問題の懸念があるものの、米国の景気が着実に回復し
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ていることなどから、2019 年度の機械工業生産額は全体では前年度比 0.7%増の 76 兆

3268 億円となるという見通しであった。しかしながら、その後米中貿易摩擦の問題が大

きくなるにつれ、中国の景気が減速したため、機械工業生産額は輸出を中心に弱含むよ

うになった。その結果、12 月に公表した改訂の生産額見通しでは、前年度比 0.7%減の

75 兆 9150 億円という見通しとなった。改訂見通しでの下方修正の最大の要因は、電子

部品・電子デバイスの 5320 億円余の下方修正であり、ついで、一般機械の 3229 億円の

下方修正である。一方、情報通信機器は、今回の改訂見通しで 1114 億円の上方修正とな

った。 

 

7． 労働安全衛生部会を開催 

 

労働安全衛生部会は、労働安全及び災害補償等に係る経営課題について情報収集

すると共に、これらの課題への対応について検討するため、意見交換等を行い、必

要に応じ、政府関係当局との意見交換及び政府関係団体への要望・提言等について

審議することを目的に設置している。 

本年度は、第 13 次労働災害防止計画において、製造業における施設、設備、機

械等に起因する災害等を防止のための方策検討の必要性が指摘され、その検討を実

施するために「製造者におけるリスクアセスメントを確実に実施するための方策及

び残留リスク情報等を確実に提供するための方策等の検討に資するための検討会」

が中央労働災害防止協会に新たに設置されたため、同検討会に委員派遣を行った。 

また、労働安全衛生マネジメントシステム等に関する情報収集を行った。 

 

8．製造業のグローバル・バリューチェーンについて検討 

  我が国の製造業は広く多国間展開を図っており、そのバリューチェーンを維持発展

させることは日本の機械産業を始めとする製造業にとって最重要な課題である。しか

し最近、トランプ政権による米国第一主義、米中貿易摩擦の激化など自由貿易を阻害

する保護主義の台頭などグローバル・バリューチェーンの在り方に大きな変化、懸念

事項が現れていることから、通商問題に関係の深い「事業基盤研究委員会」と「経営

課題研究委員会」が合同で｢製造業グローバル・バリューチェーン検討部会」を立ち

上げ、国際貿易環境の重大かつ急速な変化への対応、持続可能な製造業のバリューチ

ェーンについて検討するため、以下の活動を行った。 
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  6月6日、第1回検討部会を開催、一般財団法人 安全保障貿易情報センター（CISTEC）

専務理事の押田努氏から「米中関係緊張の背景と経済活動への影響、留意点等につい

て」と題して話を聞き、意見交換を行った。 

  8月 6日、第 2回検討部会を開催、日本貿易振興機構 アジア経済研究所 新領域研

究センター・上席主任調査研究員 猪俣哲史氏から「グローバル・バリューチェーン

から見た米中貿易問題｣と題して話を聞き、意見交換を行った。 

  8月 8日、第 3回検討部会を開催、日本貿易振興機構 北京事務所長 堂ノ上武夫氏

から「中国の政治経済動向・日系企業の事業展開」と題し話を聞き、意見交換を行っ

た。 

  9 月 4 日、第 4 回検討部会を開催、㈱三井住友銀行 コーポレート・アドバイザリ

ー本部 企業調査部副部長の西田篤氏から「米中貿易摩擦と中国の動向」と題して話

を聞き、意見交換を行った。 

 10月 2日、第 5回検討部会を開催、経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保

障貿易管理課長の猪狩克朗氏から「輸出管理の最新動向について」と題して話を聞き、

意見交換を行った。 

  2 月 21 日、第 6 回検討部会を開催、経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全

保障貿易管理政策課長（倂）大臣官房 経済安全保障室長の香山弘文氏から「機微技

術管理の動向」と題して話を聞き、意見交換を行った。 

 

9．中小企業等設備投資関連税制の機械業界への普及・広報を実施  

 

  政府が中小企業振興のために実施している「中小企業等経営強化法の経営力向上設

備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る固定資産税の減免措置」の証明書

発行団体として、制度の広報に努めるとともに、証明書を発行した。 

 

10. 関西地区での事業の実施 

 

 10-1. 関西地区での諸会合等 

① 関西地区賀詞交歓会 

   2020年 1月 14日、リーガロイヤルホテルにおいて、大阪機械広報懇話会と合同

で、関係官公庁・諸団体の来賓及び関西地区会員、報道機関関係者など 250名を超



 - 51 - 

える参加者を得て開催し、古川実 副会長(㈱日立造船 相談役)の主催者挨拶、近畿

経済産業局長の米村毅氏並びに日本銀行 大阪支店 副支店長の倉本勝也氏の来賓

挨拶、大宮英明 会長(三菱重工業㈱ 相談役)の発声による祝杯のあと、賀詞の交歓

を行った。 

② 総務懇話会 

   4 月 11 日、第 674 回懇話会(代表幹事・菅谷亘 ㈱ダイヘン 総務・法務部長)を

UMEDAIで開催し、三井住友信託銀行 大阪本店 証券代行営業部 主席法務コンサル

タント 法務チーム長 矢田一穂氏から「2019 年株主総会の留意点」と題し、講演

を聞き、意見交換を行った。 

   5 月 24 日、第 675 回懇話会(代表幹事・宮下隆之 日立造船㈱ 業務管理本部 総

務部 総務グループ長)を UMEDAIで開催し、日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・

ビジネス・サービス事業本部 コグニティブ・プロセス変革 AI コンピテンシー・

センター長 理事 パートナー 松瀬圭介氏から「IBM Watsonの取り組みと全社最適

活用に向けたアプローチ」と題し、講演を聞き、意見交換を行った。 

   7月 25日、第 676回懇話会・見学会を㈱竹中工務店大阪本店(大阪市中央区本町

4-1-13 御堂ビル)および、日本アイ・ビー・エム㈱大阪事業所(大阪市北区中之島

3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト)で開催し、「働き方改革に繋がる

先進的オフィスについて学ぶ」というテーマで説明を聞き、2社を見学した。 

   9月 11日、第 677回懇話会を UMEDAIで開催し、国土交通省 近畿地方整備局 建

政部 建設産業第 1課 木村哲也氏から「建設業許可制度及び技術者制度」というテ

ーマで講演を聞き、意見交換を行なった。 

   10月 11日～12日、第 678回懇話会・見学研修会(代表幹事・宮下隆之 日立造船

㈱ 業務管理本部 総務部 総務グループ 副参事)を、別子銅山記念館および住友重

機械工業㈱新居浜工場(愛媛県新居浜市惣開町 5-2)で開催し、説明を聞きながら見

学をし、意見交換を行なった。 

   11 月 5 日、第 679 回懇話会・情報交換会を、UMEDAI で開催し、「働き方改革に

繋がる各社の取り組みについて」と題し、自社の取り組みを発表し、情報交換を行

なった。 

   12 月 5 日、第 680 回懇話会・見学会を、㈱アシックス(神戸市中央区港島中町 7

丁目 1 番 1)で開催し、会社概要・スポーツ市場の説明の後見学をし、意見交換を

行なった。 
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   2月 21日、第 681回懇話会を UMEDAIで開催し、㈱成宏電機 代表取締役社長 夏

梅大輔氏から「SDGs 目標 9『産業と技術革新の基盤を作ろう』達成のための具体的

取り組みについて」と題し、講演を聞き、意見交換を行なった。 

 ③ 関西団体協議会 

   6 月 11 日、第 583 回協議会・見学会（統括：山本陽一 日機連 常務理事）を阪

神・淡路大震災記念 防災未来センターにて開催した。映像と音で震災破壊の凄ま

じさを体感し、震災直後の町並みの再現や、防災・減災について説明を受けながら

見学を行った。 

   8月 5日、第 584回協議会・見学会を（独）製品評価技術基盤機構（NITE）にて

開催した。NITE の概要と多目的大型実験棟（NLAB）について説明を受け、NLAB 内

部、排煙処理設備、国連輸送振動試験、破壊試験、環境試験等の見学をした後、製

品安全センターで製品事故の原因究明の調査・分析について説明を受けながら見学

を行った。 

   9月 20日、第 585回協議会を、DKビルで開催し、三菱ふそうトラック・バス㈱ 相

談役 鈴木孝男氏から「トラック・バス産業の現状と課題/世界と日本からみた」を

テーマに講演を聞き、意見交換を行った。 

   11 月 12 日、第 586 回協議会を、DK ビルで開催し、公正取引委員会事務総局 近

畿中国四国事務所長 藤本哲也氏から「現下の経営課題と競争政策の役割」をテー

マに講演を聞き、意見交換を行った。 

   12 月 16 日、第 587 回協議会を、DK ビルで開催し、（公社）2025 年日本国際博

覧会協会 総務局総務部事業調整課課長 森栄子氏から「2025 年大阪・関西万博に

ついて －いのち輝く未来社会のデザイン―」をテーマに講演を聞き、意見交換を

行った。 

   2月 6日、第 588回協議会・見学会を（独）国立印刷局彦根工場にて開催した。

同工場及び紙幣の特色などについて映像や展示パネルで説明を受けた後、紙幣の印

刷工程の見学を行った。 

    

④ 環境配慮事例研究会 

   5月 14日、第 101回研究会・講演会・見学会（代表幹事・藤本悟 ダイキン工業

㈱ CSR・地球環境センター室長）を RITE((公財)地球環境産業技術機構)で開催し、

RITE 化学研究グループ 無機膜研究センター 副主席研究員 余語克則氏から「CO2
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分離回収技術(脱炭素化技術)の現状について」と題し、講演を聞き、各研究実験室

の見学を行った。 

   7 月 5 日～6 日、第 102 回研究会・見学研修会をダイキン工業㈱鳥取研修施設の

ダイキンアレス青谷(鳥取県鳥取市青谷町井手 572-5)で開催し、最新の省エネや空

調技術を取り入れた、環境先進モデル施設について説明を受けながら見学し、その

後「SDGs に対する各社の取り組み」をテーマに各社が発表し、情報交換を行なっ

た。 

   9月 30日、第 103回研究会を UMEDAIで開催し、環境省 地球環境局 国際連携課 

課長補佐 尼子直輝氏から「プラスチックごみ問題について」と題し、講演を聞き、

意見交換を行なった。 

   11 月 11 日、第 104 回研究会・見学会を大阪府立大学植物工場研究センター(大

阪府堺市中区学園町 1 番 1 号)で開催し、センター紹介の DVD 視聴、説明を聞きな

がら施設見学し、意見交換を行った。 

   1月 31日、第 105回研究会を UMEDAIで開催し、経済産業省 産業技術環境局 環

境政策課 環境経済室 係長 林美由紀氏から「気候変動対策をめぐるファイナンス

面の動きについて」と題し、講演を聞き、意見交換を行なった。 

⑤ 社員満足向上懇話会 

   5月 16日、第 50回懇話会(代表幹事・青木雅仁 ヤンマー㈱ 人事労政部 労政部 

部長)を UMEDAIで開催し、㈱電通 国際情報サービス HCM事業部 市場開発部 市場

開発グループ 薮内 透氏および、ビジネスイノベーション本部 AI テクノロジー

部 マネージャー 久保田敏宏氏から「AIを活用した人事業務改革の取り組み事例」

と題し、講演を聞き、意見交換を行った。 

   7月 11日、第 51回懇話会を UMEDAIで開催し、サントリーホールディングス㈱ 人

事部 課長 兼 BPR・IT 推進部 課長 竹舛啓介氏から「サントリーでのスマートワ

ークへの取り組み」と題し、講演を聞き、意見交換を行った。 

   9 月 5 日～6 日、第 52 回懇話会を㈱ダイセル網干工場(兵庫県姫路市網干区新在

家 1239)で開催し、次世代型化学工場をコンセプトに「3 倍の生産性」の実現に取

組み、成果を上げている工場見学会を行なった。 

   11 月 21 日、第 53 回懇話会をヤンマー㈱本社会議室(大阪市北区茶屋町 1-32 

YANMAR FLYING-Y BUILDING)で開催し、「高齢者活用に関する各社の取り組みにつ

いて」各社 7分程度発表し、意見交換を行った。 
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   2 月 3 日、第 54 回懇話会(代表幹事・合六修 川崎重工業㈱ 人事本部人事部長)

を UMEDAIで開催し、オムロン㈱ グローバル人財総務本部 企画室 企業文化推進課

長 一森恒久氏から「オムロンにおけるサステナビリティの取り組み」と題し、講

演を聞き、意見交換を行なった。 

⑥ 社員満足向上懇話会実務担当者部会 

   5 月 22 日、第 78 回部会(幹事 パナソニック㈱ 人事労政部 労政課 主幹 山田 

崇、NTN㈱ 人事部 制度政策グループ 主査 林 友人)を UMEDAI で開催し、各社提

出の事前資料「春闘労使交渉について」「ライフプランセミナーについて」を基に、

情報交換を行った。 

   8 月 22 日、第 79 回部会(幹事 ㈱酉島製作所 海外企画室 海外人事グループ 川

面聡、㈱ダイヘン 人事部 人事企画課 中野祐亮)を UMEDAI で開催し、各社提出の

事前資料「海外勤務者給与・税務・社会保険について」「自己申告制度について」

を基に、情報交換を行った。 

   11 月 22 日、第 80 回部会(幹事 ㈱栗本鐵工所 本社 人事部 人事グループ 企画

担当課長 加藤裕次、㈱クボタ 人事部労務厚生グループ 茂木隼人)を㈱クボタ 本

社第二ビル 5 階会議室(大阪市浪速区敷津東 1 丁目 2 番 47 号)で開催し、各社提出

の事前資料「上級役職員・有資格者の処遇について」「360度評価・後継者管理に

ついて」を基に、情報交換を行った。 

   2 月 12 日、第 81 回部会(幹事 ㈱ジェイテクト 人事部 人事室労務グループ 主

任 重田貴章、ヤンマー㈱ 人事労政部 労政部 労務グループ 石原奈津子)をヤンマ

ー㈱ 梅田ゲートタワー17 階 1718 会議室(大阪市北区鶴野町 1 番 9 号 梅田ゲート

タワー)で開催し、各社提出の事前資料「精神系疾患休務者対応(特に予防)の取組

みについて」「2020 年春季労使交渉について」を基に、情報交換を行った。 

⑦ 大阪機械記者クラブ室の運営と企業広報の促進に関する諸活動 

  大阪事務所では、関西地域機械産業の広報活動の効果的な展開及び報道機関との

連携を図ることを目的として設けられている大阪機械広報懇話会(正会員数：81社、

代表幹事・吉田敦 シャープ㈱ 社長室 広報担当 統轄部長)と協力して関西地域機

械産業の情報発信拠点である大阪機械記者クラブ室(大阪事務所分室)の活性化を

目指した運営を行うと共に、地域機械産業の広報を促進するための諸事業を継続し

て行った。 

⑧ 関西製造業の人財確保セミナー ～モノづくり産業の魅力発信と優秀な人材確保
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への取り組みについて～ 

   6 月 13 日、平成 30 年度調査に関する「関西製造業の人財確保セミナー モノづ

くり産業の魅力発信と優秀な人材確保への取り組みについて～」を開催した。同志

社大学 商学部 教授 関智宏氏の「中小ものづくり企業の人材確保」と題した基調

講演の後、㈱地域計画建築研究所 執行役員 高野隆嗣氏の平成 30 年度調査報告書

「関西地域機械産業の振興に向けた人財・人手不足等の現状と対応策に関する調査

結果」の概要説明、近畿経済産業局 地域経済課課長補佐 前原紀子氏の「産業人材

施策について」と題した施策紹介を行った。さらに共催機関の(一社)未来教育推進

機構 副理事長 明野欣市氏が、「UMEDAI の活動」について事業紹介を行った。今

回のセミナー出席者は総勢 60名であった。 

⑨ AI・IoT活用によるイノベーションセミナー 

   8月 29日、ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）、(一社)未来教育推進機

構（UMEDAI）と共催で、AI・IoT 活用によるイノベーションセミナーを開催した。

近畿経済産業局 製造産業課長 小橋厚司氏の来賓挨拶、RRI インダストリアル IoT

推進統括 水上 潔氏の「AI・IoT活用によるイノベーション」と題した基調講演、

㈱クボタ 特別技術顧問工学博士 飯田聡氏の「スマート農業へのクボタの取組みと

今後の展開｣と題した講演、パナソニック㈱ マニュファクチャリングイノベーショ

ン本部次世代拠点プロジェクト 槇原正氏の「モノづくりにおける AI・IoT の将来

像」と題した講演の後、講師と会場のパネルディスカッションを行った。セミナー

には、企業・支援機関・学生等約 90名が参加した。 

 

 10-2.関西ものづくり産学官連携情報プラザの運営 

  関西地域の大学等と連携して、各大学等のイベント等の情報提供を同サイトにて

行った。 

 

 10-3. 日機連大阪メルマガの発信 

  日機連大阪事務所は、関西地区のイベント・セミナー・ワークショップ情報並び

に日機連主催セミナー等を日機連の関西地区会員、機械関連企業、関西地区関係機

関等に毎月 1回、20 日前後にメールにて配信した。 
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第６章 ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)への参画・支援 

 

成長戦略の一環として政府が掲げた「ロボットによる新たな産業革命」のアクショ

ンプラン「ロボット新戦略」（2015年 1月公表）に基づき、当会が中心となり「ロボッ

ト革命イニシアティブ協議会」を 2015 年 5 月 15 日に発足させ、「IoT による製造ビジ

ネス変革」、「ロボット利活用推進」、「ロボットイノベーション」の 3 つの WG 活動を中

心に、ロボット新戦略を推進する諸事業を展開してきた。会員数は約 537 と、発足時

（226）の倍以上の会員数を維持している。 

当会は、インダストリアル IoT 及びロボティクス関連の広範な取組が機械産業全体

にとっても重要な課題であるとの認識のもとで、これまで同協議会の活動に資金面、事

業遂行面の両面から支援を行ってきている。各分野の活動内容は以下のとおり。 

 

1. IoTによる製造ビジネス変革分野： 

国際電気標準会議（IEC)のスマート製造分野におけるシステム委員会が発足し、

同分野の国際標準化を進める作業が開始した。RRIはその国内審議団体となり、そ

の活動を推進するために国内運営委員会、工業会委員会、審議委員会、専門部会な

どを組成し発足させた。国際含め 1年の準備期間を経て 2019年 10 月より本格的に

検討が始まった。同分野の国際標準化に関わる国内意見の集約を行う役目を果たし

てゆく。 

海外との連携においては 2019 年４月にハノーバメッセにおいて日本能率協会と

の共催で「Japan パビリオン for Connected Industries」を前年に続き設置、中

堅中小企業 6 社によるブース展示で日本企業の Connected Industries に関連した

事業活動状況を発信、また 17 社からロゴサポートにより展示を支援頂いた。また

フォーラムでは国際標準化、産業セキュリティ、Connected Industries の成果で

あるプラットフォーム連携や産業機械サブ幹事会の議論状況などを発信した。 

国際標準化日独専門家会合を重ね、シームレス・ダイナミックエンジニアリン 

グ・オブ・プラントに関する共同文書を作成している。さらに産業セキュリティ日  

独専門家会合を重ね企業間連携における Trust Worthinessに関する共同文書を作 

成している。また 2019年 12月に第 5回国際シンポジウムを開催しトヨタ・リサー 

チ・インスティテュートのロボット部門のリーダー、ドイツ・インダストリー4.0 

の提唱者の一人であるカガーマン アカテック議長（再訪）らを招聘し人と機械の 
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あるべき姿について講演頂き、意見交換を行った。2020年 2月には国際標準化フ 

ォーラムを開催して、IECで進めるシステム・アプローチの推進者ジェームズ・マ 

シューズ氏らを招聘し、システム・アプローチや協調領域化の進め方を講演、意 

見交換を行った。両イベントの海外招聘者 8名とは個別に RRIメンバーとの意見 

交換も実施した。 

海外の Smart Manufacturing 取り組み動向調査として、2019年 4月にドイツ調 

査団、2020年 2月に米国調査団を派遣した。政府機関、大学、企業群の約 20ヶ所

の訪問を行い、両国での Smart Manufacturing エコシステム、産学官連携、長期

枠組みの構築、実践プログラムなどヒアリングおよび議論、及び新たな人脈形成

を行った。両国では、オープンイノベーションや科学・産業技術開発の変革への

取組みの加速化等に産学官で巨額が投資されている。 

中堅・中小企業支援においては、中堅・中小企業経営者及び、その支援組織/支

援者との情報交換を目的に会合を定期的に開催すると共に、第 3回目となる中堅・

中小企業向け IoT ツールを“スマートものづくり応援ツール”と題し募集を行い、

61件のツールを公開した。また、12月に日本全国の中小企業支援者を対象に、取

組み事例の紹介と、パネル展示を介した支援組織間の情報交換の場として、“スマ

ートものづくり応援機関全国フォーラム“を開催した。 

会員活動として、慶応大学システムデザインマネジメント科の支援を受けて、

ロードマップ検討のためのシステムデザインを学びながらワークショップ形式で

検討、専門家による B2B プラットフォーム経済の検討、データ流通の課題の検討

などを行った。 

2. ロボット利活用分野： 

ロボット導入実証事業のフォローアップを行った他、地域におけるロボット導

入の取り組み活動について調査し、ロボット導入検討段階におけるアドバイザー

の重要性と、ロボット導入後の継続的マネジメントの必要性が確認できた。この

結果を受け、アドバイザーが所属していると期待される自治体、地域機関及び金

融機関等の活動のデータベース化に向けた調査を実施した。今後、ロボト導入検

討者とのマッチングが図れるようにロボット活用ナビに調査結果を掲載してい

く。 

環境整備においてはロボットバリアフリー社会の実現に向けて取組むため分

野別チーム（製造業、商業施設、建設、介護、物流）を組成し、人協働ロボット



 - 58 - 

の普及方策について継続検討した。 

3. ロボットイノベーション分野： 

ロボットイノベーション WG にある研究会の下に以下の６つの調査検討委員会を

設置し、NEDOロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクトと関連する課題検

討を実施した。１）ロボット安全設計開発調査検討委員会では機械安全・機能安

全の実現方策やリスクアセスメントの実施タイミングなど、ロボットの安全開発

プロセスなどに関するガイドを作成した。２）ソフトウエア特許・ライセンス調

査検討委員会ではオープンソースソフトウエアの使用に際して注意すべき、ライ

センスおよび特許への対応方策に関するガイドラインを作成した。３）ソフトウ

エアアーキテクチャ調査検討委員会では汎用的な自律移動機能のソフトウェ

ア・コンポーネントの Platform Independent Model(PIM)を示し、当該モデル構

築に使用されるソフトウエアアーキテクチャを整理し報告書に纏めた。４）ロボ

ットシステム開発プロセス・品質管理調査検討委員会ではプロセスの工程（選定

～保守）に沿ってロボットオープンソースソフトウエアを使用する場合の品質保

証に関して考慮すべき事項を仕様書にまとめた。5）次世代ロボット実装手法調

査検討委員会ではロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクトのプラット

フォームロボットの製作実例において、オープンソースソフトウエア利用の課題

解決を実施した。6）移動ロボット評価指標調査検討委員会を新たに立ち上げ、

移動ロボットにおける自己位置推定、経路生成、障害物回避の性能評価指標検討

に着手し、報告書にまとめた。これらのうち一部のガイド等は 2019 国際ロボッ

ト展(iRex)の NEDOブースで配布した。6月には、全てのガイド等を RRIの HPに

て公開する予定である。 

新規プロジェクト企画立案活動では１つの検討会を立ち上げ、企画提案書を

作成した。また、海外調査事業を立ち上げ、２件の調査を実施した。 

当会は、同協議会への参画、協力支援活動を展開しており、2019年度の活動 

としては、特定法人として協力会費の支出、同協議会のイベントへの日機連職員

のサポートなど、資金面・業務遂行面両面での支援を行った。 
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第７章 他団体との協力・連携事業 

 

1． (一財)機械振興協会との連携強化 

 

機械産業振興と同趣旨の目的の下で事業活動を展開している(一財)機械振興協会

との間で、人材の相互活用や資金の有効利用など、リソース共有に伴う相乗効果を求

めて、連携を強化しており、2019 年度は、機械工業関連情報発信、講演会・中国経

済研究会の開催、産官学連携情報発信などで共同事業を行った。 

 

2. 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(ＪＥＥＤ)と人材育成分野におけ

る協力に係る連携活動を推進 

  

当会と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、平成 26年 8月 25

日に締結した人材育成分野においての連携協定書に基づき、協力して事業を実施して

おり、2019 年度は、JEED の主要事業の一つである職業能力開発体系に係る職務分析

モデルデータ収集事業への協力、産業別高齢者雇用推進事業に関する機械業界への広

報を行った。 

 

3．団体会員との情報連携 

 

日機連団体会員と情報共有を行うため、次の２会合を設けている。2018年度はそれ

ぞれ以下の活動を行った。 

(1) 海外業務懇談会 

  海外・貿易業務担当者で構成し、毎月の貿易関連統計の動きや海外景気等について

情報交換を行っている。2019年度は、4月 23 日、6月 25日、7月 31 日、8月 28日、

9月 30日、10月 29日、11月 21日、12月 2 日、1月 27日に定例会を行うと共に、2

月 7日～8日には鹿児島県で開催し、アルバック九州㈱を視察し、意見交換を行った。 

(2) 総務連絡会 

  総務業務担当者で構成し、団体運営に係わる横断的な情報交換を行っている。2019

年度は、4月 10日、6月 12日、7月 10日、10月 9日、11月 13日、12月 12日、2

月 12日に定例会を行うと共に、9月 12日~13日には福岡県にて開催、博多港の船上
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視察及び TOTO㈱小倉第二工場・TOTOミュージアム見学を実施し意見交換を行った。 
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第８章 講演・見学会等一覧 

 

1. 講演一覧 

 

開催日 講演テーマと講師 開催会合名 

2019.4.11 (ﾃｰﾏ)  2019年株主総会の留意点 

(講師) 三井住友信託銀行 大阪本店 証券代行営業

部 主席法務コンサルタント 法務チーム長 

矢田一穂 氏 

総務懇話会 

(大阪事務所) 

2019.4.16 (ﾃｰﾏ) デジタルトランスフォーメーションに向けた

経済産業省の施策 

(講師) 経済産業省 商務情報政策局 

 情報産業課長 菊川人吾 氏 

講演会 

2019.5.14 (ﾃｰﾏ)  CO2 分離回収技術(脱炭素化技術)の現状につ

いて 

(講師) RITE化学研究グループ 副主席研究員 

余語克則 氏 

環境配慮事例研究会 

(大阪事務所) 

2019.5.16 (ﾃｰﾏ)  AIを活用した人事業務改革の取り組み事例 

(講師) ㈱電通国際情報サービス HCM 事業部 市場開

発部 市場開発グループ 薮内 透 氏 

ビジネスイノベーション本部 AI テクノロジ

ー部 マネージャー 久保田敏宏 氏 

社員満足向上懇話会 

(大阪事務所) 

2019.5.19 (ﾃｰﾏ) 国際租税制度の動向 

(講師) PwC税理士法人 

    顧問 岡田至康 氏 

国際税務サービスグループ 

パートナー   高野公人 氏 

ディレクター  城地徳政 氏 

税制金融政策特別委

員会 

2019.5.21 

 

(ﾃｰﾏ) グローバルバリューチェーン（GVC）における

温室効果ガス（GHG）排出削減評価の背景と今

後 

循環型社会研究委員

会
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(講師) (一財)日本エネルギー経済研究所理事 

 電力・新エネルギーユニット担任 

  工藤拓毅 氏
 

 

2019.5.23 (ﾃｰﾏ) KDDIの 5G/IoTの取組み～新たな「ワクワク」

の創造に向けて 

(講師) KDDI㈱常勤顧問 宇佐見正士 氏 

技術開発研究委員会 

2019.5.24 (ﾃｰﾏ) 国際租税制度の動向 

(講師) PwC税理士法人 

顧問 岡田至康 氏 

国際税務ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ 高野公人 氏 

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城地徳政 氏 

税制金融政策特別委

員会 

2019.5.24 (ﾃｰﾏ)  AIを活用した企業変革 

(講師) 日本 IBM㈱ グローバル・ビジネス・サービス

事業本部 コグニティブ・プロセス変革 AIコ

ンピテンシー・センター長 理事 パートナー 

松瀬圭介 氏 

総務懇話会 

(大阪事務所) 

2019.5.28
 

(ﾃｰﾏ)  デジタル革命時代の働き方改革について～

限りある「時間」で「成果」を出すために～

AI＋チャボットで業務の効率化・自動化を加

速 

(講師) ㈱LisB 

代表取締役社長/CEO 横井太輔 氏 

経営課題研究委員会 

2019.5.30 (ﾃｰﾏ)  平成 30 年度「関西地域機械産業の振興に向

けた人財・人手不足等の現状と対応策に関す

る調査」報告書の概要について 

(講師) ㈱地域計画建築研究所 執行役員 

高野隆嗣 氏 

関西事業活力研究委

員会 

(大阪事務所) 

2019.6.6 (ﾃｰﾏ) 米中関係緊張の背景と経済活動への影響、留

意点等について 

(講師) （一財）安全保障貿易情報センター 

GVC 検討部会 
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専務理事 押田務 氏 

2019.6.11
 

(ﾃｰﾏ) IoT・AI時代のものづくり人材調査専門部会中

間報告；～Π型の拡張（Π型人材からチーム、

組織へ）と TAKUMI4.0～ 

(講師) 日鉄住金総研㈱ 経済産業調査部 

客員研究主幹 山藤康夫 氏 

事業基盤研究委員会
 

 

2019.6.13 (ﾃｰﾏ)  産業技術・環境政策の動向 

(講師) 経済産業省 産業技術環境局総務課長 

山田仁 氏 

参与会 

2019.7.2
 

(ﾃｰﾏ) SDGｓと気候変動 ～ESG投資の視点から～ 

(講師) 三菱モルガン・スタンレー証券㈱ 

環境戦略アドバイザリー部 吉高まり 氏 

事業基盤研究委員会
 

（拡大会議） 

2019.7.3
 

(ﾃｰﾏ) 2019年版ものづくり白書について 

(講師) 経済産業省 製造産業局 

審議官 大内聡 氏 

講演会
 

2019.7.9 (ﾃｰﾏ) 我が国連結納税制度の課題 

～事務負担軽減を図る観点からの制度簡素化

を中心に～ 

(講師) 早稲田大学 

法学学術院 教授 渡辺徹也 氏 

税制金融政策特別委

員会 

2019.7.10 （ﾃｰﾏ）デジタル化と日本の機械産業 

(講師)東京大学大学院 経済学研究科 教授 

ものづくり経営研究センター長 藤本隆 氏 

講演会 

2019.7.11 (ﾃｰﾏ)  サントリーでのスマートワークへの取り組   

    み 

(講師) サントリーホールディングス㈱ ヒューマン

リソース本部 人事部 課長 竹舛啓介 氏 

社員満足向上懇話会 

(大阪事務所) 
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2019. 7.18 (ﾃｰﾏ) 「2019年版通商白書」について 

(講師) 経済産業省 通商政策局 

アジア太平洋地域協力推進室 

室長 太田三音子 氏 

参与会
 

2019.7.22 (ﾃｰﾏ)  マスコミから見た、企業の広報活動について 

(講師) 読売新聞大阪本社 役員室 広報宣伝部長 

戸田博子 氏 

関西事業活力研究委

員会 

(大阪事務所) 

2019.7.30 

 

(ﾃｰﾏ) サーキュラーエコノミーが導くビジネス変革 

(講師) アクセンチュア㈱素材・エネルギー本部シニ 

アプリンシパル・ディレクター 

山内朗 氏 

循環型社会研究委員

会
 

 

2019.8.6
 

(ﾃｰﾏ) グローバル・バリューチェーンから見た米中

貿易問題 

(講師) （独）日本貿易振興機構 アジア経済研究所 

新領域研究センター  

上席主任調査研究員 猪俣哲史 氏 

GVC 検討部会
 

2019.8.8
 

(ﾃｰﾏ) 中国の政治経済動向と日系企業の事業展開 

(講師) （独）日本貿易振興機構  

北京事務所長 堂ノ上武夫 氏 

GVC 検討部会 

2019.8.23 (ﾃｰﾏ) 製造業の製品ライフサイクル管理（PLM）の活

用によるデジタル変革とベストプラクティス 

(講師) PTCジャパン㈱ 

ビジネスデベロップメント 

ディレクター・フェロー 後藤智 氏 

IoT・AI 時代のものづ

くり人材調査専門部

会
 

2019.9.4
 

(ﾃｰﾏ)  米中貿易摩擦と中国経済の動向 

(講師) ㈱三井住友銀行 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ本部 

企画調査部 副部長  西田篤 氏 

GVC 検討部会
 

2019.9.11
 

(ﾃｰﾏ) 最新の中国動向 

(講師) 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 

東京大学公共政策大学院院長 高原明夫 氏 

講演会 

中国経済研究会 
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2019.9.11 (ﾃｰﾏ)  建設業許可制度及び技術者制度 

(講師) 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 

建設産業第 1課 木村哲也 氏 

総務懇話会 

(大阪事務所) 

2019.9.20 (ﾃｰﾏ)  トラック・バス産業の現状と課題/世界と日 

本からみた 

(講師) 三菱ふそうトラック・バス㈱ 

相談役 鈴木孝男 氏 

関西団体協議会 

(大阪事務所) 

2019.9.24
 

(ﾃｰﾏ) アジア新興国経済の展望と注目点、～激化す

る米中覇権とその影響を考察する 

(講師) ㈱第一生命経済研究所 

調査研究本部経済調査部 

主席研究員 西濱 徹 氏 

事業基盤研究委員会 

2019.9.25 (ﾃｰﾏ) 働き方改革について～2019 年の現状と 2020 年

以降の対応～ 

(講師) ㈱カンノマネジメント 

代表取締役社長 神野俊和 氏 

経営課題研究委員会
 

2019.9.30 (ﾃｰﾏ)  プラスチックごみ問題について 

(講師) 環境省 地球環境局 国際連携課 課長補佐 

尼子直輝 氏 

環境配慮事例研究会 

(大阪事務所) 

2019.10.2 (ﾃｰﾏ)  輸出管理の最新動向について 

(講師) 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 

安全保障貿易管理課長 猪狩克朗 氏 

GVC 検討部会 

2019.10.11 (ﾃｰﾏ) 日韓関係の悪化と貿易係争 

(講師) 早稲田大学 政治経済学術院 

教授 深川由起子 氏 

講演会
 

2019.10.28
 

(ﾃｰﾏ) データサイエンスの隆盛とグローカライズす

る人工知能ビジネス 

 (講師) 武蔵野大学データサイエンス学部 

准教授 中西崇文 氏 

事業基盤研究委員会
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2019.10.29 (ﾃｰﾏ) 最近の製造産業を巡る動向 

(講師) 経済産業省 製造産業局総務課長 

藤本武士 氏 

参与会
 

2019.10.31 (ﾃｰﾏ) ジェネレーティブデザインを活用した設計と

製造の融合 

(講師) オートデスク㈱技術営業本部部長 

加藤久喜 氏 

IoT・AI 時代のものづ

くり人材調査専門部

会 

2019.11.11 (ﾃｰﾏ) 機械安全規格の紹介－機械安全規格でリスク

を低減しよう！－ 

(ア) ISO/ TC199の最新動向 

(イ) 上肢及び下肢の安全距離（ISO    

13857） 

(ウ) 統合生産システムに係わる規格の    

動向（ISO 11161,ISO/TR 22053） 

(エ) IEC/TC44の最新動向 

(オ) (新しい）IEC規格 IEC 62046:2018   

（JIS B 9963:202X） 

の概要紹介 

(講師) ①名古屋大学大学院 工学研究科 

       機械システム工学専攻 教授 山田陽滋  

②トヨタ自動車㈱ 安全健康推進部 

総括室 安全衛生グループ長 星野晴康 氏 

③オムロン㈱  商品事業本部 

         セーフティ事業部  セーフティＰＭＧ 

        主査  飯田龍也 氏 

     ④長岡技術科学大学 

        システム安全専攻  教授  福田隆文氏 

⑤ジック㈱  

   マーケットプロダクトマネジメント部 

    セーフティシステムグループ 

  セーフティコンサルタント  黒住光男氏 

機械安全推進特別委

員会 
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2019.11.12 (ﾃｰﾏ)  現下の経営課題と競争政策の役割 

(講師) 公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所長 藤本哲也 氏 

関西団体協議会 

(大阪事務所) 

2019.11.13
 

(ﾃｰﾏ) 現場におけるガバナンス強化 

(講師) ㈱日本総合研究所 

リサーチ・コンサルティング部門 

理事 山田英司 氏 

経営課題研究委員会
 

2019.11.18
 

(ﾃｰﾏ) 日本国の憂鬱と展望 

 －IT化による産業革命－ 

 (講師) 日本アイ・ビー・エム株式会社 

特別顧問 平工奉文 氏 

講演会 

2019.11.19 (ﾃｰﾏ) テレイグジスタンスの研究開発状況 

(講師) 東京大学 名誉教授 舘暲 氏 

技術開発研究委員会 

2019.12.3
 

(ﾃｰﾏ) 若手社員の定着率の現状と向上策について 

 (講師) ㈱東レ経営研究所 

人材開発部 

シニアコンサルタント 手計仁志 氏 

経営課題研究委員会
 

2019.12.4
 

（ﾃｰﾏ）経済の安定成長への構造転換に取り組む中国 

（講師）キヤノングローバル戦略研究所 

研究主幹 岡嵜久実子 氏 

講演会 

中国経済研究会
 

2019.12.10
 

(ﾃｰﾏ) デジタルトランスフォーメーションの新段階

と企業の新しい価値創造、ｺﾈｸﾃｯﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ

政策を梃子として 

(講師) ㈱日本総合研究所 調査部 

上席主任研究員 藤田哲雄 氏 

事業基盤研究委員会 

2019.12.12 (ﾃｰﾏ)  最近の金融経済情勢について 

(講師) 日本銀行 大阪支店 副支店長 倉本勝也 氏 

関西事業活力研究委

員会 

(大阪事務所) 
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2019.12.16 (ﾃｰﾏ)  2025 年大阪・関西万博について いのち輝く

未来社会のデザイン 

(講師) (公社)2025 年日本国際博覧会協会 総務局総

務部事業調整課課長 森栄子 氏 

関西団体協議会 

(大阪事務所) 

2020.1.17 （ﾃｰﾏ）「令和 2年度税制改正」 

5G 投資促進税制(創設)の概要及びコネクテ

ッド・インダストリー税制(IoT 税制)の廃止

に伴う対応に関する説明会 

（講師）経済産業省 

  情報産業課長 菊川人吾 氏 

経済産業省 

    情報技術利用促進課長 瀧島勇樹 氏 

説明会
 

2020.1. 21 (ﾃｰﾏ)令和 2年度の税制改正と今後について 

(講師)経済産業省 経済産業政策局 

企業行動課長 小川要 氏 

税制金融政策特別委

員会
 

2020.1.24 (ﾃｰﾏ) サイバーセキュリティの現状の脅威と関連す

る研究開発における今後の展望 

(講師) 国立研究開発法人 情報通信研究機構  

サイバーセキュリティ研究所  主管研究員 

中尾康二 氏 

 

2020.1.27 (ﾃｰﾏ) 地球温暖化に関する内外情勢と COP25 

(講師) 東京大学 公共政策大学院 

教授 有馬純 氏 

講演会 

2020.1.30
 

(ﾃｰﾏ) 外国人労働者の働く環境の改善、向上につい

て 

(講師) ㈱ACROSEED 

代表取締役/行政書士 佐野誠 氏 

経営課題研究委員会
 

2020.1.31 

 

 

(ﾃｰﾏ)  気候変動対策をめぐるファイナンス面の動

きについて 

(講師)経済産業省 産業技術環境局 環境政策課  

環境経済室 係長 林美由紀 氏 

環境配慮事例研究会 

(大阪事務所) 
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2020.2.3 (ﾃｰﾏ) 令和 2年度税制改正関連及び税制の課題(デジ

タル経済への対応)  

(講師) 中央大学法科大学院  

  特任教授 森信茂樹 氏 

税制金融政策特別委

員会
 

2020.2.5 (ﾃｰﾏ) 産業分野におけるサイバーセキュリティ政策 

 (講師) 経済産業省 商務情報政策局 

  サイバーセキュリティ課長 奥家敏和 氏 

講演会 

2020.2.3 (ﾃｰﾏ)  オムロンにおけるサステナビリティの取り

組み 

(講師) オムロン㈱ グローバル人財総務本部  

企画室 企業文化推進課長 一森恒久 氏 

社員満足向上懇話会 

(大阪事務所) 

2020.2.4 (ﾃｰﾏ) 気候変動交渉の最新状況と欧州におけるサス

テナブルファイナンスの議論 

(講師) 特定非営利活動法人国際環境経済研究所 

理事・主席研究員  竹内純子 氏 

循環型社会研究委員

会
 

2020.2.21 (ﾃｰﾏ) 機微技術管理の動向 

(講師) 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 

安全保障貿易管理政策課長 香山弘文 氏 

GVC 検討部会
 

2020.2.21 (ﾃｰﾏ)  SDGs目標 9『産業と技術革新の基盤を作ろう』

達成のための具体的取り組みについて 

(講師) ㈱成宏電機 代表取締役社長 夏梅大輔 氏 

総務懇話会 

(大阪事務所) 

2020.2.28 (ﾃｰﾏ)  2020年の世界経済見通し－米中対立が続き、

世界景気は停滞へ－ 

(講師) 丸紅㈱ 経済研究所 経済調査チーム長  

チーフ・エコノミスト 榎本裕洋 氏 

関西事業活力研究委

員会 

(大阪事務所) 

 

2. 工場等見学会一覧 

 

開催日 見学内容 開催会合名 

2019.5.14 (公財)地球環境産業技術機構(RITE) (京都府木津

川市) 

環境配慮事例研究会 

(大阪事務所) 
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2019.6.11 阪神・淡路大震災記念 防災未来センター(兵庫県

神戸市) 

関西団体協議会 

(大阪事務所) 

2019.7.5～

6 

ダイキンアレス青谷(鳥取県鳥取市) 環境配慮事例研究会 

(大阪事務所) 

2019.7.8 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機

構（茨城県つくば市） 

技術開発研究委員会 

2019.7.25 竹中工務店(大阪府大阪市) 

日本 IBM㈱(大阪府大阪市) 

総務懇話会 

(大阪事務所) 

2019.8.5 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)(大阪府大阪市) 関西団体協議会 

(大阪事務所) 

2019.8.29

～30 

1. ㈱小松製作所 粟津工場(石川県小松市) 

2. 金沢工業大学（石川県白山市、野々市市） 

技術開発研究委員会 

2019.8.29

～30 

1.㈱道新総合印刷帯広工場（北海道河東郡音更町） 

2.よつ葉乳業㈱十勝主管工場 

（北海道河東郡音更町） 

3.鹿追町環境保全センター 

（北海道河東郡鹿追町） 

機械工業生産額見通し 

調査・工場見学会 

2019.9.5～

6 

 

㈱ダイセル網干工場(兵庫県姫路市) 社員満足向上懇話会 

(大阪事務所) 

2019.9.6 ダイキン工業㈱堺製作所臨海工場(大阪府堺市) IoT・AI時代のものづくり人

材調査専門部会 

2019. 

9.12～13 

 

1. 博多港 

(福岡県福岡市) 

2. TOTO㈱小倉第二工場・TOTOミュージアム 

(福岡県北九州市) 

総務連絡会 

2019.10.4 安川ソリューションファクトリ 

 (埼玉県入間市) 

循環型社会研究委員会 

2019.10.11

～12 

住友重機械工業㈱(愛媛県新居浜市) 総務懇話会 

(大阪事務所) 
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2019.10.17 京都機械工具㈱(京都府久世郡) 

黄桜㈱(京都府京都市) 

関西事業活力研究委員会 

(大阪事務所) 

2019.11.6

～7 

1.日本製鉄㈱八幡製鉄所(福岡県北九州市戸畑区) 

2.北九州市エコタウン(福岡県北九州市若松区) 

3.トヨタ自動車九州㈱宮田工場(福岡県宮若市) 

循環型社会研究委員会 

2019.11.11 大阪府立大学植物工場研究センター(大阪府堺市) 環境配慮事例研究会 

(大阪事務所) 

2019.12.5 ㈱アシックス(兵庫県神戸市) 総務懇話会 

(大阪事務所) 

2020.1.16 国立研究開発法人 産業技術総合研究所  

サイバーフィジカルシステム研究棟 

（東京都江東区） 

IoT・AI時代のものづくり人

材調査専門部会 

2020.2.6 (独)国立印刷局彦根工場(滋賀県彦根市) 関西団体協議会 

(大阪事務所) 

2020.2.7～

8 

アルバック九州㈱(鹿児島県霧島市) 海外業務懇談会 

 

3. 調査研究テーマ一覧 

委員会調査研究活動（(公財)ＪＫＡ補助事業） 

※は自主事業 

 

調査研究テーマ 担当委員会 

IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研

究※ 

IoT・AI時代のものづくり人材調

査専門部会 

機械類の安全性に関する標準化―国際規格審議・開発 機械安全標準化特別委員会・   

ISO/TC199部会 

及び IEC/TC44部会 

機械類の安全性に関する標準化―JIS原案の作成 機械安全標準化特別委員会・    

ISO/TC199部会 

及び IEC/TC44部会 
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情報通信技術(ICT)等を利用した生産システムにおける人

の安全確保を実現するための調査研究 

機械安全推進特別委員会・      

情報通信技術(ICT)等を利用し

た生産システムにおける人の安

全確保を実現するための調査研

究部会 

広大な作業空間における安全管理システム開発 ※ 機械安全推進特別委員会・      

広大な作業空間における安全管

理システム開発部会 

機械安全普及に係る講演会等 機械安全推進特別委員会 

関西地域製造業振興のための働き方改革の現状に関する調

査 ※ 

関西地域製造業振興のための働

き方改革の現状に関する調査専

門部会 
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第９章 2019年度補助事業一覧表 

（補助金交付元 公益財団法人 ＪＫＡ） 

 

補助事業名 該当ページ 

1 2019年度機械類の安全性に関する標準化等調査研究補助事業 32～34 

2 2019 年度情報通信技術（ICT）等を利用した生産システムにおける人

の安全確保を実現するための補助事業 

34～35 

3 

 

2019年度ロボット産業・技術振興に関する調査研究等補助事業 36～39 

 

 


