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[要約] 

今日では、経済の国際化が進み、実に賃金が日本の 20 分１と言われる中国や、その他

の地域へと製造を移転する企業が数多く出てきた。たとえば、テレビやオーディオなどの

各種電化製品、衣料などの生活必需品、カメラや複写機などかつて日本の得意とした精密

機器などは、多くのものが海外で生産されている。また半導体やパソコンなど日本が優位
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を保っていた分野でも、海外企業の攻勢に圧倒され、新たな建て直しを要求されている。

このように日本のものづくりを取り巻く環境はまことに厳しいものがある。 

 このような状況の中、今回、中部地域で有力企業 14社を選び、“ものづくり”生産技術

を調査することにした。つまり、本報告で「今日の環境下で、なぜ優れた業績を残すこと

ができたか」という疑問に答えを出し、それを多くの企業に知って頂き、経営の参考とし

てもらいたいと考えたのである。 

また、広く知られているように、今日のＩＴ化の進展に伴い「“ものづくり”生産技術」

は大きく変ってきた。たとえば、３D－CAD・CAM・CAE の発達に伴い、シミュレーシ

ョン技術が向上し、企画デザイン段階で強度や安定性などの品質評価ができるようになっ

た。このため従来のように、多くの時間と工数をかけ、試作品を作って実際に試験をする

必要がなくなったのである。またロボットや人間の作業の組付け性などの作業性の評価も、

コンピューター上で行うようになり、実際に試作ラインを作り、工程の成り立ち性を検討

する必要がなくなった。このようにＩＴを基にした技術革新が起こっている。 

中部地域は自動車、工作機械、家電製品、金型など金属加工が集中する日本のものづく

りの中心地区である。今回の調査で、上述の“ものづくり”を通じて、なぜこのような成

果を上げることができたか、その中でＩＴ化はどのように織り込まれているかなどを解析

報告し、この調査結果を多くの企業と多くの方々に知って頂き、中部地域はもとより、日

本中の企業の業績向上のための参考にして頂くことを目的として、今回の調査を行った。 

 第１章は「中小ものづくり企業の経営課題とＩＴ化の意義」について示した。2001年に

は、経済産業省中部経済産業局は「情報ネットワーク社会で求められる中部地区ものづく

り活性化方策に関する調査委員会」を設置し、中部地区の中小 1191社にアンケート調査を

行い、「中小ものづくり企業のＩＴ化を促進するための方策」を提案した。2002年には、「中

部地域経済産業の将来に関する検討委員会」を設置し、「中部地域介在産業の将来展望」を

行い、経済指標を基にした市場分析により、「中部地域経済産業の飛躍のための将来展望と

政策課題」をまとめた。 

今回の調査は、これらの結果を踏まえながら、社団法人日本機械工業連合会の委託を受

け、株式会社ブイ・アール・テクノセンターが、「ＩＴ技術を活用した中小“ものづくり”

生産技術の高度化」委員会（委員長：朝日大学経営学部教授 國澤英雄氏）を設置し、中

部中小ものづくり優良企業を訪問調査し、ものづくり企業の活性化策を検討したものであ

る。今回の調査では、企業を訪問して実態を調査し、その結果を基にして報告や提案を

行うことにより、より企業の実態を正確に把握し、従来と違った観点から、説得性・

納得性のある提案ができるのではないかと考えたのである（図 1）。 
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＜過去の調査＞
時期

1. 地域ものづくり産業
(1) ものづくり人材・経営基盤の強化

(1) IT導入の必要性の啓蒙と助言 (2) 技術革新イノベーションへの対応
(2) IT機器導入に対する支援 (3)

２． 新規産業創出

(1) 電子商取引の促進
(2) （医療・福祉・バイオ・IT・環境・

　エネルギー・新素材・液晶）
３． 情報・サービス産業

(1)

(2) ４. 地域づくり
(1) 地域の都市機能整備
(2) 産業基盤整備

(3) 国際交流機能強化
(4) 広域連携の促進

＜今回の調査＞

「IT技術を活用した中小“ものづくり”生産技術の高度化」の方策を研究する
つまり
➀優良“ものづくり”企業を訪問調査し、優良企業に至った要因や理由をまと
　め発表する。これより
　・これらの優良企業の一層の活性化を促すとともに、さらに発展するための
　　参考資料としてもらう
　・多くの中小企業が優良企業になるための、アイディア・ヒントを提供する
　（特に「顧客獲得」、「顧客との情報のやり取り」、「CAE」、「設備」、「技術・
　　技能」、「品質管理・他」などの視点から）
②上記調査とともに、中小“ものづくり”企業の発展を援助するとの立場から、
　中部経済産業局などの国家機関、岐阜県などの地方機関、㈱ブイ・アー
　ル・テクノセンターや（財）ソフトピア・ジャパンなどの支援事業団体が行っ
　ているさまざまな援助施策についても紹介する
③上記報告書を、中小企業、中部経済産業局などの国家機関、岐阜県など
　の地方機関、大学、その他、関係団体・組織に配布するとともに、今回の
　調査を主催した㈱ブイ・アール・テクノセンターのホームページに載せ、広
　く社会に“ものづくり”生産技術の高度化の方法について理解・啓蒙・普及
　に役立てたい

人的・ソフト面の体制整備の遅れに
よる機能の未活用に対応した広域
的な視点からの活用

提
案
さ
れ
た
方
策

中部地区中小1191社のアンケート調査
結果など

課題

調査
方法

ITを活用した中小ものづくり企業の
連携の促進

５．

４．

IT以前に中小ものづくり企業の活力
の源泉である技術力の向上を図る
ことが必要

情報の価値を高めるため多くのネッ
トワークの形成

ITだけではなく、ものづくりの技術力
の向上

誰もが簡単に使えるようなITインフラ
の整備

２．
ITの可能性を最大限に引き出すた
めの取引環境の整備
社会全体の効率を高めるため、IT
地代に即した取引慣行への改善

取引環境の透明性、公平性の一層
の促進

ソフトウェアの機能・互換性・信頼性
を高めることが必要

技能・ノウハウの伝承、高度化のた
めの総合的な仕組み作りが急務

感性価値創造によるイノベーション
への対応

中小ものづくり企業間のIT導入格差
の是正

安価で大容量な情報、通信基盤の
早期整備

目的

中小ものづくり企業のITを促進するため
の方策

01年度10月 02年度6月

経済指標をもとにした市場分析

中部地域経済産業の飛躍のための将来
展望と政策課題

１．

既存産業の成熟や産業の空洞化に
対応した次世代を担う新産業創出
の重要性の高まり

高度情報化社会に対応した情報・
サービス産業の総移出・育成の重
要性

３．

03年７～9月
中部中小優良“ものづくり”企業の訪問調査

時期
調査方法

 

性 
創出・育成の重要 

時 
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 第２章は「ＩＴを活用した“ものづくり”生産技術」と題し、自動車の“ものづくり”

を例として取り上げ、今日における“ものづくり”生産技術について報告し、第３章以降

で述べる各社の“ものづくり”生産技術の参考にすることにした。 

 つまり、「デザイン」段階では、たとえばデザイナーのスケッチしたものを、スキャナー

で取り込み 2D-CADを作成し 3D化する。また、自分のアイデアを 3D-CADで具体像を作

成したり、車を特徴付ける意匠を 3D-CADに織り込む方法などが行われている。そして「デ

ザイン」段階では、このようなコンピュータ上の画面で終わりとするのではなく、一度ク

レイ（粘土）モデルを製作し、仕上がりを確認する必要があるため、CAM化し NCデータ

を作る。 

「構造設計」、「評価」段階では、デザインで作られた CADをもとに、「CAE（強度・振

動・衝突・・・）や DA（デジタル・アセンブリ）、DMU（デジタル・モックアップ）」の

評価を行い、その結果を設計（3次元 CADのデータ）に反映させる。この「構造設計」段

階で、「設計」、「評価」をコンピュータ上で繰り返すことにより、設計段階で品質問題の少

ない車をつくる。つまり、今日では CAE の信頼性が向上し、CAE の評価をもとに設計を

行っても、実車評価とほぼ同じ結果が得られるようになったのである。 

次に、「型設計／製作」段階では、上記「設計」段階 CADデータをもとに、金型を設計

し、その金型の CAD をもとに、コンピュータ上でプレス成形性解析（CAE）を行い、シ

ワやワレなどの問題が出ないと思われる金型を設計する。同様に、「設計」段階の CADデ

ータをもとに、樹脂成形の型（樹脂型）を設計し、樹脂の流動解析・ヒケやソリの CAE

解析を行い、これらの問題が出ないと思われる樹脂型を設計する。これらの設計が終われ

ば、CAMを行い、金型・樹脂型を製作する。 

「型設計／製作」段階で行う DA、DMUは、コンピュータ上での作業性／組付性の評価

である。もし、問題があれば、「設計」段階の CADに戻り問題を修正し、再び各段階の評

価を行うのである。 

「工程編成」、「設備設計／製作」段階では、DF（デジタル・ファクトリー）により、ロ

ボットの作動状況をコンピュータでシミュレーションし、ラインが問題なく稼動するのか

検討を行う。当然問題があれば、問題点を修正し、問題なく稼動できるようになるまで直 

すことになる。このように、生産準備の段階でも、プレス成形性解析、樹脂の流動性解析、

DA（デジタル・アセンブリ）、DMU（デジタル・モックアップ）、DF（デジタル・ファク

トリー）などのＩＴ化で、生産準備工数の大幅な合理化と開発期間の低減などを行うこと

ができた。 

 このような、ＩＴ、特に 3次元 CADや CAEの進展があったことに起因して、自動車業
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界における“ものづくり”技術は、図 2に示すように、開発の進め方を大きく変えた。た

とえば 1990年代中頃までは、「デザイン」が終了すると、その結果を「ボデー設計」に送

り、設計を行う。 

「ボデー設計」が終了すれば、それに基づき、試作車を作り、試験・評価を行う。次い

で「プレス型設計」を行い、「プレス型製作」を行う進め方であった。協力メーカーは、こ

のような自動車会社の「デザイン」、「ボデー設計」、「プレス型設計」などの進捗を待ち、

各々担当する部品や金型などの設計・製造する方法であった。 

 

このため、一度「ボデー設計」段階で作り上げた 3Dデータも、「試作・評価」した時に

合格とならなかった場合や、「プレス型設計」、「プレス型製作」段階で設計問題が出た場合、

協力メーカーの製品に問題が出た場合などには、3Dデータの作り直し（設計変更＝設変）

が必要であった。開発が進むにつれて数多くの設計変更が出て、それに起因して開発の遅

れを生んだ。それを取り戻すための工数と人員ばかりが増加した上に、長期間に及ぶ開発

で、品質問題を生産開始の直前まで持ち越すことを常としていた。 

 しかし 1990年代後半以降に、上記のような「ＩＴ化」を発端に、開発の進め方が大きく

変わった。コンピュータ上で強度・振動・安全など「試験・評価（CAE）」が、高精度で可

能となったことに加え、「プレス型設計」した結果を、コンピュータ上で評価（CAE）可能

図 2 IT化による“ものづくり”の変化（自動車） 
（出所：新木廣海 製品開発プロセス変革のための協調作業環境に関する研究より）
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とした。これにより開発の極初期の段階、即ち新しく開発する車の「デザイン」段階で、

強度・振動・安全など車の主要な特性をコンピュータ上で「試験・評価」し、またプレス

成形性などの生産技術の主要な特性をコンピュータで評価し、更に過去に設計・生産技術・

製造で発生した種々な問題を踏まえて、「デザイン」段階の車に織り込み、開発するように 

なった。同時に協力メーカーも含めた全関係者が、この「デザイン」段階で情報を共業（コ

ラボレート）、同期化（サイマルテニアス）を行うことで、問題を可能な限り上流段階にお

いて前倒しで解決することを可能とした。 

従来、一度設計したものを「試験・評価」や生産技術の問題から、再度設計し再度試験

評価することで発生した無駄な工数や費用（ロスコスト）を大幅に低減させるとともに、

新型車の開発期間を大幅に短縮したのである。 

 

 第３章は、中小企業 14 社を調査した「中部地域ＩＴを活用した中小“ものづくり”生産

技術の調査」のまとめである。調査結果の要約を以下に示す。 

①各社の「オンリーワン技術（特徴とする技術）」について 

今回取り上げた、中部地域中小“ものづくり”優秀企業は、全ての企業が、どこにも負けな

い「オンリーワン技術」を持ち、他社との差別化を図りつつ、その技術を育て、企業の存

続を図っていることがわかった。そして、全ての企業が重点としていることは、「設備」、

「技術・技能」への投資であり、表１に示すように、この 3つの区分には、各社より特に

説明を受けた。つまり、今回調査した企業は、優れた「設備」への積極的な投資を行い、

かつ「技術・技能」を熱心に育てている。これは、“ものづくり”企業として存続し繁栄し

ていくためには、何らかの他社にない設備、技術・技能を持ち、それを生かし育てる経営

が必要であることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：特に説明を受けたもの

（特徴とする技術）
1 (株)ナベヤ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 大垣精工(株) ○ ○ ○ ○
3 (株)小森精機 ○ ○ ○ ○
4 (株)ダイニチ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 (株)ﾅｶﾞｾｲﾝﾃｸﾞﾚｯｸｽ ○ ○ ○ ○
6 鍋屋バイテック(株) ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 日晃オートメ(株) ○ ○ ○
8 (株)丸順 ○ ○ ○ ○ ○
9 丸三工業(株) ○ ○ ○ ○
10 ダイセン(株) ○ ○ ○ ○
11 徳田工業(株) ○ ○ ○ ○ ○
12 幸栄精機(株) ○ ○ ○ ○
13 みづほ興業(株) ○ ○ ○ ○
14 (株)ﾕﾀｶ電子製作所 ○ ○ ○ ○

技術・技能 品質管理他

ものづくりの技術
オンリーワン技術

顧客獲得
顧客との情
報のやり取り

CAE 設備会社名

項目

表１ 調査結果のまとめ 
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たとえば、調査企業のダイニチ、ナガセインテグレックス、日晃オートメ、丸順、みづ 

ほ興業、各社の調査報告書の巻末に示した創業者および現在の経営者の体験談・苦労話な

どからは、いかに努力して自社独自の技術を作り上げ、下請けのような経営から脱して、

安定して成長する企業作りを行ってきたかが理解できるのである。つまり、優秀なものづ 

くり企業であるかどうかの 1つの判定基準は、価値ある「オンリーワン技術」を持ってい

るかである。 

 

②「顧客獲得」について 

「顧客獲得」に関しては、「多品種少量生産や、ニッチな商品の受注により、価格競争か

ら無縁の顧客獲得」の考え方で、安定経営を行っている企業（鍋屋バイテック㈱、㈱ダイ

ニチ）、景気に左右されやすく企業としての立場の弱い「下請企業から、技術開発主導の提

案型企業への企業変革」し、デザイナーやアパレル業者、その他へ開発した商品を売り込

み発展を遂げている企業（みづほ興業）など、さまざまな工夫や努力が見られた。また、

日晃オートメのように、農業・食品などまったく新たな顧客に、独自のＦＡ化や低コスト

化を提案し成長した企業、ユタカ電子のフィッシングゲーム機や、Ｈ-ⅡＡのフェアリング

の開発など、従来無かったような製品・商品をもとに、新たな顧客を開発するたくましい

企業も見られた。またインターネットを利用し、ホームページの拡充を図るとともに、顧

客とのやり取りの中で、商品を販売するＩＴ化の寵児のような企業（ダイニチ、ナベヤ）

も見られた。 

ただ、「顧客獲得」に関しては、14社中 8社は、積極的な説明があり、残り 6社につい

ては、こちらが特に希望しなかったこともあるが、聞くことができなかった。そのため、

これら“ものづくり”優良企業の「顧客獲得ための戦略」が、どのようなものかは判断でき

ないが、もし従来と同じように限られた取引先に対する営業活動を主体としているのであ

れば、上記企業のような新たな「顧客獲得の戦略」を立て、活動することが必要であろう。 

 

③「顧客との情報のやり取り」について 

 ここでは、上述の「顧客獲得」とも関係するが、本調査が「ＩＴ技術を活用した“もの

づくり”生産技術」ということもあり、インターネットを通じて「顧客との情報のやり取

り」について特に述べる。 

上でも述べたが、まずナベヤの「インターネットを通じて顧客の 3D-CADデータに対し

最適治具を提案」する方法である。なお、ナベヤのシステムは、さらに「治具データを顧

客はインターネットを通じてダウンロード」することができ、また「顧客は治具パーツを

インターネットを通じて購入」することができるというものである。その他は、ダイニチ、

鍋屋バイテックの「HP（ホームページ）に、自社製品や技術の詳細な掲載と、顧客要求に

対する製品の提案」などである。また、徳田工業の「顧客（メーカー）との高速回線を使
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ったデータ・図面の授受」のやり方などの報告を受けた。 

これら上記各社は、インターネットを通じて「顧客との情報のやり取り」により、大き

な成果を上げているものであり、今後各社とも各社独自の、顧客要求をうまく捉え、製品

を提供するための「顧客情報システムの構築」を行う必要がある。 

 

④「CAE」について 

「CAE」に関して説明を受けた企業は、㈱ナベヤ、㈱丸順、丸三工業㈱の 3社であった。

丸順の「金型の成形性・バンパーの衝突・生産組付のシミュレーション技術」は、自動車

業界では最近の一般的な技術である。しかし、ナベヤの「治具の組み付け性、剛性の評価」

システム、丸三工業の「鋳物湯流れシミュレーション」は、独自で開発した、他社に決定

的な優位性を決定付けた、独自技術である。つまり、ナベヤの「CAE」は、顧客が治具を

設計するときに、短時間で最もよい治具を提案するツールであり、ユーザーが治具設計の

ために、従来膨大な時間と工数をかけ、しかも最適かどうかわからない治具を選んだかわ

からない状況であったものを、解消する画期的な技術である。 

また丸三工業の「CAE」は、鋳物製造に不可欠な砂型が、適切か（品質不良を起こさな

いかを）コンピュータ上で瞬時に評価するものであり、丸三工業ではこの技術を使い、約

1300個の型の再設計を行い、溶けた青銅の湯口を数箇所に固定し自動化を行った。このこ

とより、不良率の向上などにより、コストダウンをもたらしたのみならず、高温で危険な

塵埃の多い劣悪な鋳物の作業環境内から作業者を開放することができた。このような、技

術はおそらく鋳物業界始まって以来の画期的技術であり、丸三工業の業界での優位性を決

定付けた技術であろう。 

このように「CAE」の適用は、職場に革命的な革新をもたらすが、今回の調査では、14

社中 3社の説明をうけたのみである。今後“ものづくり”の一層の発展のためには、「CAE」

の有用性の理解を深めるとともに、普及のための援助活動を積極的に行う必要があると考

えられる。 

 

⑤「設備」について 

「設備」に関しては、上でも述べたように「設備」で他社に差を付け、他社でできない

製品を作り上げることで、他社製品に対す競争力を付けようとする企業が多く、設備に関

しては、積極的な投資を行っていた。 

しかし、高額な機械を購入することは、設備償却費の負担が増すわけであり、そのよう

な観点から見るならば、鍋屋バイテック㈱の、購入した中古または自社の旧設備を自社内

で改造し、自社の必要とする設備を作り出す方法が注目に値する。この方法を取れば、新

品を購入した場合に比べ、10分の 1程度の価格で、仕上げることが可能で、しかも自社の

製品を作り出す設備に関する技術力を高めることができるわけである。 

今回の調査では、徳田工業と航空会社間の高速回線・情報ネットワークや、幸栄精機の
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企業間のインターネットを通じた企業間の情報・技術の共有、企業間で共同した商品、製

品の開発などがＩＴ化時代に出現した新たな展開であろう。少ない投資で効率的な開発、

短期間開発、自社のみではできないさまざまな製品への取り組みなどの利点も多く、この

ような試みを積極的に行っていく必要がある。 

 

⑥「技術・技能」について 

まず技能であるが、今回の調査の特徴として、大垣精工、小森精機、ダイニチ、丸順、

徳田工業など金型設計製作や金属切削・プレス品メーカーに見られるように、最新鋭の工

作機械や、他社に無い付帯装置を持つなど設備的な特質と、それに併せて社員の技能を向

上させ、他社との差別化を図るという戦略が見られた。この技能については、大垣精工の

「いくら精密な工作機械を使っても人間の技能にはかなわない。最後の 10％は人間の手で

仕上げるもの」という意見に代表される考えである。このように、多くの企業において、“も

のづくり”の社員の技能を積極的に育成し、それを他社との差別化のために使っていること

がわかった。 

以下は技術についてであるが、日晃オートメ、みづほ興業、ユタカ電子などの、顧客に

さまざまな商品・製品を提案しながら、自社の技術を磨き育てて行くタイプが見られた。

みづほ興業はもともと、アパレル業者や取引業者の指示に従い、ものをつくる下請けであ

ったが、繊維不況を期に、同社が培ってきた技術を基礎に、さまざまな商品を開発する技

術開発企業に変身した。 

技術の 2番目は、製品の基礎研究を充実させ、製品に応用するタイプで、ナガセインテ

グレックスの「案内運動機構」・「極低振動モーター」・「フルオートバランシングシステム」

を基にした超精密の工作機械、ダイセンの発泡樹脂成形技術を基にした、発泡樹脂成形機

の設計・製造、プラントの設計・製造などはこれに当たる。 

その他、ナベヤ、丸三工業の「CAE」を使った技術や、幸栄精機や徳田工業の、インタ

ーネットを使った企業間のコラボレイトのための、高速回線・情報ネットワークなどの技

術もあるが、これは上記「CAE」や「設備」の欄で述べたので省略する。 

このように、各社さまざまな技術・技能を持つが、今回取り上げた企業は、いずれかひ

とつ以上の、これはという注目すべき技術を持っていることがわかる。 

 

⑦「品質管理他」について 

 今回の調査では、従来から言われる品質管理の中からは、ISO9000・14000シリーズを取

得し、品質管理の展開を行っている企業が 3社見られた。その他は大垣精工、ダイニチ、

ナガセインテグレックス、鍋屋バイテックなどの従業員の意識の高揚・活性化などのため

の、社内運動であった。 

ISO9000・14000のような、良い品質を作り出すための仕組みづくりはもちろん必要であ

る。さらに、従業員にいかにやる気を起こさせ、多くの成果を上げ、業績に反映させるこ
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とができるかが企業にとって重要であるため、これらの企業はこのようなことに積極的に

取り組んでいた。 

 以上のような強みに対し、今回調査した企業の問題点・今後改善したらよいのではない

かと思われる点は、第１にＣＡＥの自社開発・活用の説明が少なかったことである。CAE

の活用は、「ナベヤ」や「丸三工業」の事例でも述べたように、開発期間・開発工数・開発

費用などの大幅な低減をもたらし、しかも製品の品質を向上させるなど飛躍的な改善をも

たらす。しかし業種別、メーカー別のオリジナルな CAEの開発が必要であり、時間と費用

を必要とするが、他社との差別化が可能である。今後の“ものづくり”生産技術の進展のた

めにも CAEの進展が大切なことと考える。 

また、「顧客との情報のやり取り」や「品質管理他」については、調査で報告を受けなか

った企業も数社みられた。顧客要求を積極的に集め、顧客の要求にマッチした製品を提案

するシステム作りは、どの企業にとっても不可欠であり、今後のこの分野での展開が重要

なものとなろう。 

 第４章は「中小ものづくり生産技術」の支援について述べたものである。「4.1 支援の方

向」では、第 3章に示した調査結果をもとに、図３に「中小ものづくり生産技術のモデル」

と「支援組織・大学の支援活動（案）」を示した。 

これからの社会は、企業、上記のような支援組織、大学などが連携しながら、いかにし

て社会としての効率的な仕組みを作り上げるかが重要な課題となろう。支援組織にしても、

企業を「お客様」と認識し、いかにして限られた資源（ヒト・モノ・カネ）で、大きな価

値のある成果を生み出せるかが課題である。また大学にしても、社会的に大きな価値を生

み出すことができるかどうかは、支援組織と同じ立場に置かれている。個々の企業は、さ

まざまな課題を持っており、支援組織が一様的な方策を出しても、それで解決できない場

合も多くあるのではないか。中小の企業が、顧客の要求を捉え、それに一致した製品を提

供し、売り上げを伸ばしていくように、支援組織や大学にしても、顧客（中小ものづくり

企業）にジャストフィットした支援活動・人材育成を行う必要があると考えられる。 

4.2節では、現在の「ものづくりのための国・県・関連機関の支援策」を示した。わが国の

中小企業がグローバル化した現在の厳しい経済環境を乗り越えるためには、確固たる独自

技術を持った上で、ＩＴ化の推進が必要である。このため、国では都道府県や関係機関等

と協力し、実用化のための技術開発やＩＴ活用による業務の効率化、販路開拓などに取り

組む中小企業のために、「研究開発に対する支援」、「技術研修・技術相談」、「新事業創出促

進法による支援」、「ＩＴ革命への対応」といった多種・多様な支援を行っている。これら

の支援をうまく利用して、自社技術の向上、ＩＴ化を進める生産技術の高度化を進めても 

らいたい。 
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図３ 「中小ものづくり生産技術のモデル」と「支援組織・大学の支援活動（案）」 
支援組織；経済産業局や岐阜県などの支援組織、ブイ・アール・テクノセンター、ソフトピアジャパンなどの支援事業団体など

HP作成や、ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ技術に熟達した人
材の育成

顧客情報を捉え、自
社の製品を提案する
企業事例紹介
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した
顧客との情報交換の
方法の指導・支援
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した
顧客との情報交換の
方法の指導・協力

企業と連携した基礎
研究の推進、製品へ
の応用協力

品質管理導入指導
や活動の宣教活動
企画・支援
活性化運動の事例
紹介、宣教活動支
援・援助。企業間の
品質管理活動の指
導・協力、導入支援
など
品質管理やトヨタ生
産方式など即戦力と
なる人材の育成

CAEの活用事例紹
介、有用性の宣教活
動、支援・援助

CAE作成への技術
指導・協力

さまざまな企業の技
術戦略・事例紹介な
どの企画・支援
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する基礎学力を持っ
た人材の育成

経営戦略のアドバイ
ス・コンサルティング

支
援
組
織

大
学

CAE作成できる人材
の育成

さまざまな成功企業
の戦略・事例紹介な
どの企画・支援
企業間交流会・訪問
調査会などの企画・
支援
さまざまな成功企業
の戦略・事例紹介な
どの調査・発表

さまざまな成功企業
の顧客戦略・事例紹
介などの企画・支援

さまざまな成功企業
の顧客戦略・事例紹
介などの調査・発表

＜中小ものづくり生産技術モデル＞

①どこにも負け
　ないオンリー
　ワン技術を
　持つこと
②「設備」、「技
　術・技能」は
　他社に負け
　ないものが
　必要

①多品種少量生産、
　ニッチな商品の企
　画による価格競争
　無縁のものづくり
②下請けから、提案
　企業への変革
③新たな分野で、
　新たな商品を提案
　し顧客獲得
④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実
 　など顧客獲得の仕
　組みづくり

①ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる
 　シ ミュレーショ
　ンを使った最適
　設計

①最新鋭の設備､
 他社にない設備を
　持つ
②中古や旧設備の
　自社での改造によ
　る安価な設備作り
③情報ﾈｯﾄﾜｰｸや
　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使った
　企業間情報・技術
　の共有など

①従業員の技能の
　積極的な育成
②顧客に提案でき
　る独自技術の積
　極的な育成
③自社製品に活用
　できる基礎技術の
　育成

①品質管理の導
　入など良い製
　品を作り出すた
　めの仕組みづくり
②働く人のやる気
　を起こさせる各種
　の運動

＜国・県・関連機関、大学の支援活動（案）＞

①顧客要求をうま
　く捉える仕組み
②顧客要求に
　マッチした製品
　を提案し受注
　する仕組み

基本姿勢 品質管理、他顧客獲得 CAE 設備 技術・技能
顧客との情報の
やり取り
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この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです 


