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第１章 平成 21 年度活動の概要 

 

 

 平成 21 年度は、前年度に勃発した米国発の金融危機に伴う世界経済の減速リスクの高ま

りを受け、景気後退色が一段と強まる中、機械工業界にあっては、二番底の事態の到来を

警戒しつつ、必死の業績回復策に注力するというまことに不安定な状況の中でスタートし

た。 

 その後主要各国が実施した大規模な景気刺激策が、徐々に効果を発揮した結果、年度後

半には明るさも見え始め、現在は底入れから緩やかな回復過程にあるとの認識も持てるよ

うになってきた。ただし回復のペースは新興国と先進国とでは明らかな違いがあり、その

格差は広がりつつある。 

 特に、アジア地域は、先進国に比べはるかに高いプラス成長を維持し、世界経済の牽引

力に期待が寄せられており、我が国機械工業にとっても、アジア地域への対応の如何が事

業の帰趨に大きな影響を与えるとみられる状況にある。 

 一方、世界的な問題である地球温暖化対策に関しては、12 月にコペンハーゲンで開催さ

れた COP15 会合で、ポスト京都議定書の枠組み合意が得られず、次回会合に先送りされた

が、先進各国とも温暖化対策を経済活性化につなげる狙いから、所謂グリーンイノベー   

ション政策を打ち出してきている。 

 日機連では、このような事業環境動向の中で、5 つの研究委員会と 4 つの特別委員会及び

9 つの専門部会を主な活動基盤として、我が国機械工業に関わる問題の把握と、競争力を維

持・発展させてゆくための方策の検討などを中心に、以下の課題に対応する活動を行った。 

 

１．激動する事業環境下における機械業界の課題への取り組み 

 

事業基盤の強化には従来の枠を超えた取り組みが必要となっているとの認識の下に以

下の課題に対応する活動を行った。 

 

(1) 企業における事業戦略、R&D 戦略、知財・標準化戦略の三位一体の技術戦略体

制構築の促進 

事業のグローバル化や製品市場の世界共通化の進展に伴い、イノベーションを生

み出す R&D 戦略、生み出した成果を権利化・活用して事業に生かす知財・標準化

戦略を、一体的に事業戦略に組み込んだ三位一体の技術戦略を推進する運営体制

の構築が求められている。そこで企業における効率的、効果的な三位一体の技術

戦略策定のための運営体制構築に役立つガイド案を作成し、普及浸透させること

を目的に、事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会を設置した。平

成 21 年度は他産業の取り組み事例や 現状の問題意識を把握し、機械産業にお

ける三位一体戦略導入の重要性を確認した。 



 

(2) 人口減少会への機械工業としての対応 

我が国の総人口は 2004 年をピークに減少に向かっており、将来、労働力の供給不

足と国内需要の減少を招くことが懸念されている。このような事業環境の中で、我

が国機械工業はどのような事業展開をすべきか検討するため、人口減少社会におけ

る我が国機械工業の国内展開に関する調査研究専門部会を設置し、とくに国内の事

業展開に重点を置いた調査研究を行うこととし、平成 21 年度は人口減少社会の全般

的な問題と需要に関わる検討課題を取り上げた。 

(3) 機械工業高度化に必要とされる技術系人材の育成 

今後の我が国機械工業が持続的な発展を目指していくためには、専門技術分野

の知識とともに創造力、構想力、課題解決力など対応力や能力を備えた技術系人

材の育成確保が不可欠になっている。そこで機械工業の将来展望に基づく「望ま

しい技術系人材像」を探り、その育成方策等について検討するため機械工業高度

化人材研究調査専門部会を設置して調査を進めている。平成 21 年度は、我が国の

ものづくりを現場から実質的に支えてきた生産技術者に光を当て、生産技術の定

義や人材像の検討を通して将来の確保・育成策について検討を行うとともに、技

術系人材の供給源のうち、特に国際的に評価の高い高専に焦点を当て、産学連携

による人材育成の道筋などを中心に検討を行った。 

(4) ＥＵ環境規制動向への対応 

我が国の重要市場であるＥＵ域内で独自の環境規制の導入が進んでおり、RoHS 指

令、WEEE 指令に続き 2008 年には REACH 規則が本格施行された。さらに、EuP 指令の

実施措置が本格的に動き出すなどエコデザイン規制にも対応する必要が出てきてい

る。素材メーカーのみならず、部品、製品にまで大きな影響が及ぶと懸念されるた

め、EU 環境規制調査検討専門部会では、欧州現地及び国内対応動向を的確に把握し、

情報提供を行った。 

(5) 研究交流の促進 

研究開発成果の早期実現化を目指し、機械業界と大学、公的研究機関との研究者、

技術者の交流を深め、事業化のスピードを高めていく活動を進めてきた。平成 20 年

度からレアメタルなど素材の代替技術に関し、代替材料技術に関する調査専門部会

を設置し調査を進めており、平成 21 年度は資源需要を左右する「資源探索・採掘」、

「精錬技術」、「素材・製品」および「リサイクル」の観点から技術開発の現状と問

題点について調査研究を行った。 

(6) 資材調達のグローバル化と中小企業の活性化支援 

国内外の有力サプライヤー調査専門部会では、海外、国内における資材調達を機

動的、戦略的に推進するための情報収集を行ってきた。平成 21 年度はインドのグジ

ャラート州、マハラシュトラ州を中心とする西インド地域のサプライヤー情報の収

集に努めるとともに、国内有力中小企業の情報を充実させる活動を行った。 

(7) 我が国の持つ優秀な省エネルギー技術、環境技術の活用方策を検討 

我が国機械産業は、優秀な省エネルギー技術、環境技術を有しており、それらの
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技術を生かして、どのように低炭素社会実現に生かしていくか、その活用方策を検

討するため、低炭素社会への技術活用検討専門部会を設置した。平成 21 年度は我が

国機械産業が有している省エネルギー技術を東アジア地域に展開していくために、

各種指標から対象国を選定するとともに、これらの国のエネルギー消費動向やエネ

ルギー多消費型産業及び省エネルギー・環境に関する法規制の動向について情報を

収集、整理した。 

(8) 地域機械産業の活性化検討 

近畿地域機械産業における産産連携等促進の一助とすべく「地域機械産業事業活

動推進調査専門部会」を設置し活動を行っており、平成 21 年度は、環境、安全・安

心分野での成功・障害要因等を整理するとともに、環境ビジネスの拡大のために近

畿地域機械産業が担うべき役割、果たすべき役割等の方向性について検討を行った。 

 

２．機械工業振興に関する調査研究事業 

 

(財）JKA の補助を受けて、機械工業の振興に有益な調査研究事業を専門機関に委託し

て実施するため、提案されたテーマの評価と選択、調査研究委託先の選定を、調査研究

等委託事業専門部会で実施した。平成 21 年度は、合計 6 回の部会を開催して審議を行い、

56 件の提案テーマの中、47 件を採択し、9 件を不採択とした。委託金額は約 3 億 5,600

万円となった。 

 

３．税制改正要望を提出 

 

税制金融政策特別委員会では、平成 22 年度税制改正に対する要望内容について検討を

重ね、要望書「平成 22 年度税制改正に対する機械業界の要望」を取りまとめ、経済産業

省に提出するとともに、同省による産業界への要望内容ヒアリングにて意見陳述を行っ

た。また、自由民主党や公明党のヒアリングにも出席し、要望実現について善処方を要

請した。 

その結果、研究開発促進税制に係る特別措置（増加型と高水準型の控除限度額の上乗

せ）の適用期限が 2 年間延長された。また、グループ法人税制が整備され、資本関係 100％

のグループ内での譲渡取引時の課税の繰り延べ、受取配当の益金不算入制度等が実現

した他（連結納税未選択の場合も可能）、連結納税制度選択の際の足枷であった連結

納税開始･加入時における子会社欠損金の切り捨て措置が緩和された。 

 

４．機械安全標準化事業及び機械安全の普及事業 

 

機械安全標準化特別委員会のもとで、国際規格の審議、開発、JIS 原案の作成を実施し 

た。国際規格の審議・開発では、ISO/TC199 部会、IEC/TC44 部会において、新規国際

規格、改訂規格の審議に参加したほか、TC199 関係では 1件の原案作成を実施し、TC44
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関係では 1件の JIS 原案の 終審議を終了した。また、「メーカのための機械工業界リス

クアセスメントガイドライン」を作成し、公表した。 

機械安全の普及に関しては、機械安全推進特別委員会のもとで、機械安全の取り組み

による企業価値向上に関する検討や設備としての機械システムの安全性確保方策の検討

を実施したほか、機械安全に関する講演会とシンポジウムを実施した。 

 

５．表彰事業 

 

平成 21 年度に第 30 回を迎えた優秀省エネルギー機器表彰事業では､表彰式を平成 22

年 2 月 8 日に行い、経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞、日本機械工業連会会長

賞の授与に加え、今回に限り本表彰事業発足 30 周年を記念して、本表彰事業の審査・広

報等で協力を戴いている日刊工業新聞社から、中小企業を対象とした日刊工業新聞社賞

が贈られることとなり、2 社が受賞の栄に浴した。 

平成 18 年度に創設された「今年のロボット」大賞では、11 月 25 日（水）～28 日（土）、

東京ビッグサイトで開催された国際ロボット展で過去の受賞ロボットを展示するととも

にシンポジウム等を開催するなど、「今年のロボット大賞」の広報活動を展開した。 

 

６．「ものづくり」関連普及促進事業 

 

日機連では、2 年を 1 単位とする国の「ものづくり日本大賞」表彰事業に関連し、国と

事業調整の上、表彰制度の周知など広報関係に重点を置いた「ものづくり」関連普及促

進事業を行っている。平成 21 年度は 7 月に行われた第 3 回表彰の受賞者（グループを含

む）ならびに受賞製品・技術の紹介の冊子・ＤＶＤの製作と全国 8 地域で「ものづくり

展」などのイベントを開催した。 

 

７．調査活動等 

 

日機連ではシカゴに海外駐在員をおき、現地機械工業に係わる情報収集を行っている

他、調査機関に委託してテーマを定めた調査を実施している。平成 21 年度はＥＵ機械産

業に係る、①環境・安全対応策、②エコイノベーション戦略、③競争力強化戦略に関し

てそれぞれ 1件ずつ、欧米の環境規制政策に関して１件、ベトナムおよびシンガポール

の機械工業に関して 1件の調査をそれぞれ実施した。また、中国機械工業に関する 新

情報を収集し、会員始め広く関係方面に提供した。 

大阪事務所では、京阪神の機械工業の広報活動の効果的な展開及び関西報道機関との

積極的な連携を図るため、大阪機械広報懇話会と協力して、関西地域の機械工業の企業

情報発信のため、機械記者室の運営を行っている。 



 

 

第２章 総会、理事会、委員会事業等 

 

 

1. 総会、理事会等 

 

(1) 総会 

通常総会は会長が招集し、年 2回開催することとしており、平成 21 年度は 5 月に東京、

10 月に北海道室蘭市で開催した。 

  

 開催日 議  題 

第 102 回通常総会 

（平成 21 年度 

第１回通常総会） 

21. 5.22 来賓挨拶  経済産業省製造産業局参事官 宮川 正 氏 

第１号議案 平成 21 年度事業計画書の承認 

第２号議案 平成 21 年度収支予算書の承認 

第３号議案 平成 20 年度事業報告書案の承認 

第４号議案 平成 20 年度収支決算書等案の承認 

第５号議案 理事会で行われた理事の選任に関する承認 

第６号議案 補欠のための理事の選任 

第 103 回通常総会 

（平成 21 年度 

第 2回通常総会） 

21.10.22 議案       理事会で行われた理事の選任に関する承認 

報告     平成 21 年度上期主要事業報告 

（10.22 ㈱日本製鋼所室蘭製作所にて総会後に、同社工場及

び瑞泉閣等視察、「洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス」

で懇親会、10.23 「火山科学館」、「洞爺湖サミット記念館」、

「洞爺湖展望台」等視察 

 

 

(2) 理事会 

理事会は、企業会員および団体会員等より選ばれた 45 人以上 50 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。

平成 21 年度は以下のとおり、5 回開催した。 

  

 開催日 議  題 

第 339 回理事会 21. 5.11 第１号議案 平成 20 年度事業報告書案 

第 2号議案 平成 20 年度収支決算書等案 

第 3号議案 理事の補欠のための選任 
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第 4号議案 副委員長の委嘱 

第 5号議案 平成 21 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 

報告 1.   平成 21 年度第１回通常総会への附議事項案 

報告 2.   平成 21 年度第１回通常総会及び懇親会の開催日 

程 

第 340 回理事会 21. 7. 2 特別講演  「日米中新時代を読む」 

       朝日新聞社上席役員待遇主筆 船橋洋一 氏

第 1号議案 理事の補欠のための選任 

第 2号議案 会長の辞任に伴う後任の会長の選任 

第 3号議案 副会長の選任 

第 341 回理事会 21. 8. 5 第 1 号議案 理事の補欠のための選任 

第 2号議案 総合審議委員会幹事長の委嘱 

第 342 回理事会 21.10. 5 新会長挨拶 会長 伊藤源嗣 氏 

来賓挨拶  経済産業省製造産業局参事官 吉田雅彦 氏 

第 1号議案 委員会規程の一部改正 

第 2号議案 平成 21 年度秋季通常総会（第 103 回通常総会）

への附議事項 

報告 1.   （財）JKA（旧日本自転車振興会）への平成 21

年度補助金交付要望書の提出 

報告 2.   平成 22 年度税制改正に対する機械業界の要望 

の提出 

報告 3.   平成 21 年度上期主要事業報告 

報告 4.   平成 21 年度秋季通常総会（第 103 回通常総会）

及び関連行事の開催 

第 343 回理事会 22. 3.31 来賓挨拶   経済産業省製造産業局参事官 吉田雅彦 氏 

第 1号議案 平成 22 年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 22 年度収支予算書案 

第 3号議案 平成 22 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 会費及び入会金の負担基準の一部変更 

第 5号議案 理事の補欠のための選任 

第 6号議案 新公益法人制度への日機連の対応 

報告    平成 22 年度主要行事 
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(3) 監事による監査 

監事は、民法第 58 条の規定に基づく業務を次のとおり実施した。 

① 平成 21 年度事業計画書案及び同年度収支予算書等案については、平成 21 年 4 月 23 日

および 24 日に担当理事に説明を求め、その内容を監査した。 

② 平成 21 年度中に 5回開催された理事会については、毎回、理事会への付議案件の全て

について事前に詳細を把握するとともに、事後に理事会議事録を精査し、理事の業務執

行の状況を監査した。 

③ 平成 20 年度に係る次の各事項については、平成 21 年 4月 23 日および 24 日に担当理

事に詳細な説明を求め、その内容を監査した。 

   ｲ) 事業報告書案 

ﾛ) 貸借対照表案 

ﾊ) 正味財産増減計算書案 

ﾆ) 収支計算書案 

ﾎ) 財産目録案 

その結果、事業計画に沿って適正に事業が実施されたものと判断し、財務諸表につい

ては、関係帳簿との照合等により、適正であることを確認した。 
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(4) 役員名簿（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

                                  （敬称略） 

 会長      ㈱ＩＨＩ 相談役               伊 藤 源 嗣 

 副会長     ㈱神戸製鋼所 相談役             水 越 浩 士 

副会長     ㈱東芝 相談役                岡 村   正 

副会長     ㈱日立製作所 相談役             庄 山 悦 彦 

副会長     三菱重工業㈱ 取締役会長           佃   和 夫 

      

副会長(兼) 

専務理事    （社）日本機械工業連合会            安 本 皓 信 

常務理事    （社）日本機械工業連合会            石 坂   清 

常務理事    （社）日本機械工業連合会            赤 井 誠 次 

 

監事      ㈱石井鐵工所 取締役社長           石 井 宏 治 

監事      ㈱酉島製作所 取締役相談役          原 田 耕 治 

 

理事      ＮＴＮ㈱ 代表取締役社長           森   博 嗣 

理事      ㈱荏原製作所 代表取締役社長         矢 後 夏之助 

理事      オークマ㈱ 代表取締役社長          花 木 義 麿 

理事      大阪機工㈱ 代表取締役社長          土 井 隆 雄 

理事      川崎重工業㈱ 代表取締役会長         大 橋 忠 晴 

理事      ㈱クボタ 取締役会長             幡 掛 大 輔 

理事      ㈱栗本鐵工所 代表取締役社長         福 井 秀 明 

理事      三洋電機㈱ 代表取締役社長社長執行役員    佐 野 精一郎 

理事      ㈱ジェイテクト 取締役会長           田 紘 司 

理事      ㈱島津製作所 代表取締役会長         服 部 重 彦 

理事      住友重機械工業㈱ 代表取締役社長       中 村  伸 

理事      ダイキン工業㈱ 代表取締役会長兼ＣＥＯ    井 上 礼 之 

理事      ㈱タクマ 代表取締役社長兼社長執行役員    手 島   肇 

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

理事      ㈱椿本チエイン 代表取締役会長        福 永   喬 

理事      日本精工㈱ 取締役会長            朝 香 聖 一 

理事      ㈱日本製鋼所 代表取締役社長         佐 藤 育 男 

理事      日本電気㈱ 代表取締役執行役員社長      矢 野   薫 

理事      パナソニック㈱ 代表取締役会長        中 村  夫 

理事      日立造船㈱ 代表取締役取締役社長       古 川   実 
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理事      平田バルブ工業㈱ 代表取締役社長       平 田 公 一 

理事      ファナック㈱ 代表取締役社長         稲 葉 善 治 

理事      ㈱不二越 代表取締役社長兼ＣＯＯ       本 間 博 夫 

理事      富士電機ホールディングス㈱ 代表取締役社長   伊 藤 晴 夫 

理事      ㈱牧野フライス製作所 代表取締役社長     牧 野 二 郎 

理事      三菱電機㈱ 執行役社長            下 村 節 宏 

理事      一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 会長 篠 塚 勝 正 

理事      （社）全国木工機械工業会 会長         橋 本 恭 典 

理事      （社）電子情報技術産業協会 会長        大 坪 文 雄 

理事      （社）日本航空宇宙工業会 会長         森   郁 夫 

理事      （社）日本工作機械工業会 会長         中 村 健 一 

理事      （社）日本産業機械工業会 会長         日 納 義 郎 

理事      （社）日本自動車工業会 会長          青 木   哲 

理事      （社）日本自動車部品工業会 会長        信 元 久 隆 

理事      （社）日本繊維機械協会 会長          豊 田 鐵 郎 

理事      （社）日本造船工業会 会長           元 山 登 雄 

理事      （社）日本鉄道車輌工業会 会長         大 橋 忠 晴 

理事      （社）日本電気計測器工業会 会長        小野木 聖 二 

理事      （社）日本電機工業会 会長           西 田 厚 聰 

理事      （社）日本電気制御機器工業会 会長       舩 木 俊 之 

理事      （社）日本陸用内燃機関協会 会長        林   守 也 

理事      （社）日本ロボット工業会 会長         利 島 康 司 
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2. 委員会別会合一覧 

 

 委員会等は延べ 57 回開催された。その概要は以下のとおり。 

 

 

2-1 総合審議委員会 

 

総合審議委員会は、日機連会長が議長となり、毎事業年度の事業計画書案および収支予

算書案並びに事業報告書案、収支決算書等案および財産目録案、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、平成 17 年度より設置された。平成 21 年度は次のとおり、3回開催した。 

 

 開催日 議  題 

第13回委員会 21. 4.20 （議決事項） 

第 1号議案 平成 20 年度事業報告書案 

第 2号議案  平成 20 年度専門部会の活動成果報告書案 

第 3号議案  平成 20 年度収支決算書等案 

（報告事項） 

平成 21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14回委員会 21. 9. 9 （議決事項） 

第１号議案 （財）JKA への平成 22 年度補助金交付要望案 

第 2号議案 平成 22 年度税制改正に対する機械業界の要望案 

第 3号議案  委員会規程の一部改正（助成事業専門部会の名称 

変更） 

第 4号議案  第 342 回理事会への附議事項 

（報告事項） 

平成 21 年度秋季通常総会の開催 
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第15回委員会 22. 3.17 第１号議案 平成 22 年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 22 年度収支予算書案 

第 3号議案  平成 22 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  専門部会の設置 

第 5号議案  会費及び入会金の負担基準の一部変更 

第 6号議案  新公益法人制度への日機連の対応 

（報告事項） 

主要会合日程 

 

2-2 研究委員会 

 

(1) 技術開発研究委員会 

技術開発研究委員会（委員長・久間和生三菱電機㈱上席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項目からなる活動計画を策定し、それを基づき活動を行った。 

１）戦略的技術開発の推進 

我が国機械工業の技術開発の推進のため、技術動向、研究開発動向を把握するとと

もに、戦略的に取り組むべき課題の抽出、対応策等の検討を行う。Ｒ＆Ｄ、知財・標

準化など包括的なグローバル技術開発戦略や資源・エネルギー技術の動向など、戦略

的技術開発の推進に必要な機械業界としての要望、提言を取り纏め、政策立案当局、

関係諸団体等に実現を働きかける活動を行う。 

具体的には、グローバル時代の技術開発戦略調査専門部会（仮称）を設置して事業

戦略／Ｒ＆Ｄ戦略／知財・標準化戦略の三位一体戦略について調査研究を行う。 

２）ものづくり基盤の整備、強化 

我が国機械工業の継続的発展に必要なものづくり基盤のあるべき姿を探り、例えば

技術者の育成・確保、技術・技能の伝承などの環境整備、ものづくり力強化に必要な

課題についての調査・研究を行い、機械業界としての要望、提言を取り纏め、政策立

案当局、関係諸団体等に対応策の実現を働きかける。 

具体的課題として、ものづくりに対する米国、アジア諸国の動向を把握するととも

にものづくり力強化に向けた方策を取り上げるとともに、技術高度化に向けた人材教

育のあり方について機械工業高度化人材研究調査専門部会を設置して調査研究を行う。

また、海外の国家プロジェクト・産学官連携の実態、産学官連携における成功要因と

課題についての調査研究を専門機関に委託して行い、経過報告を受けつつ検討を行う。 

  ３）新規技術、製品、事業の創出のための活動 

機械業界、公的研究機関、大学等の研究機関、機械ユーザーの交流を通じて、新規
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技術、製品、事業の創出につながるプロジェクトの発掘と仕組みづくりを目指す活動

を推進する。また、資源問題、低炭素社会及び新産業創成を目指したクリーンエネル

ギー技術など必要な技術課題等について調査、研究を行う。 

上記活動計画をもとに以下の委員会を開催した。 

 

 開催日 議  題 

第 18 回幹事会 21. 7.28 (審議) 

1.技術開発研究委員会に関連する平成 21 年度新設専門部会に

ついて 

2.平成 21 年度委員会提案調査テーマの調査委託先選定(案)につ

いて 

3.平成 22 年度補助事業要望に向けた今後のスケジュール等 

 

第 19 回委員会 21. 7.28 1.(講演) 「Ｒ＆Ｄ、知財、標準化戦略と事業戦略」 

 (講師) 一橋大学イノベーション研究センター 

教授 江藤   学氏 

2.(報告) 平成 21 年度の機械工業の基盤技術に関する調査専門 

部会調査成果報告 

  (報告者)神鋼リサーチ(株) 

先進技術情報センター長 上條綱雄 氏 

3.(審議) 

(1)技術開発研究委員会に関連する平成 21 年度新設専門部会に

ついて 

(2)平成 21 年度委員会提案調査テーマの調査委託先選定(案)に

ついて 

(3)平成22年度補助事業要望に向けた今後のスケジュール等 

 

第 19 回幹事会 21. 9. 8 (審議) 技術開発研究委員会に関連する平成 22 年度補助事業要望

調査テーマについて 

 

第 20 回委員会 21. 9. 8 1.(報告) 平成 21 年度の委員会提案テーマの調査内容について 

(1)「海外の国家プロジェクト、産官学連携の実態に関する調査研

究」 

 (報告者)三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 

       国際事業本部国際研究部 

部長・主任研究員 志邨建介 氏 
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(2)「産学官連携における成功要因と課題についての調査研究」 

(報告者)神鋼リサーチ（株） 産業技術情報センター 

事業創発マーケティンググループ 

リーダー 田中雪芳 氏 

事業創発マーケティンググループ 

主任研究員 山野和之 氏 

2.(審議) 技術開発研究委員会に関連する平成 22 年度補助事業 

要望調査テーマについて 

第 20 回幹事会 22. 3. 4 (審議) 技術開発研究委員会の平成 22 年度活動計画案について 

第 21 回委員会 22. 3. 4 1.(報告) 技術開発研究委員会に関連する平成 21 年度委託調査成

果報告 

(1) 産学官連携における成功要因と課題についての調査研究 

(報告者)神鋼リサーチ（株）産業技術情報センター 

事業創発マーケティンググループ 

リーダー 田中雪芳  氏 

(2) 海外の国家プロジェクト、産官学連携の実態に関する調査研

究 

(報告者)三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 

      政策研究事業本部経済・社会政策部 

主任研究員 上野裕子 氏 

2.(審議) 技術開発研究委員会の平成 22 年度活動計画案について

 

(2) 循環型社会研究委員会 

循環型社会研究委員会（委員長・小島良三荏原エンジニアリングサービス㈱取締役常

務執行役員）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、以下の

ような３項目からなる活動計画を策定し、それに基づき活動を行った。 

１）循環型社会に向けた対応 

循環型社会の形成向けての諸課題の解決に中心的役割を期待される機械業界の対応

について、技術・研究開発動向、海外の法規制や国内の政策動向等の諸方面からの情

報収集をもとに考察し対応策を検討する。この活動を通じ、機械業界としての要望、

提言を取り纏め、政策立案当局、関係業界等に対応策の実現を働きかける。 

具体的課題として、海外の環境規制の我が国機械工業に及ぼす影響について EU 環

境規制調査検討専門部会で調査研究を行う。 

２）低炭素社会実現に向けての機械業界の役割について検討 

京都議定書の目標達成に向けて機械工業として適切に対応するための方策や低炭素

社会実現に向けての機械業界の役割について検討する。例えば、CDM、共同実施、排
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出権取引等の推進状況や、機械業界の持つ省エネルギー・新エネルギー技術の活用方

策等について情報収集を行うとともに、その展開に向けた環境整備に必要な活動を行

う。 

具体的課題として京都議定書実行のための産業界の課題、自然エネルギー・バイオ

系エネルギーの動向、排出権取引の動向等を取り上げる。 

３）具体的課題に対する調査研究 

環境保全のための廃棄物処理や３R に関する動向、ＣＯ２削減対策技術の 新の動

向、水資源問題等について、具体的事例を含めて調査研究し、今後の対応策を検討す

る。 

上記活動計画をもとに以下の委員会を開催した。 

 

  開催日 議  題 

第 14 回幹事会 21. 7.23 (審議) 

1.循環型社会研究委員会に関連する平成 21 年度新設専門部会に

ついて 

2.平成21年度委員会提案調査テーマの調査委託先選定(案)につい

て 

3.平成 22 年度補助事業要望に向けた今後のスケジュール等 

第 17 回委員会 

 

21. 7.23 1. (講演)「米国と比較した日本版グリーン・ニューディール政策

と企業活動に与える影響」 

(講師) エネルギー戦略研究所㈱研究所長 山家公雄 氏 

2.(報告) 平成 20 年度のＥＵ環境規制調査検討専門部会調査成果

報告 

(報告者)㈱東レ経営研究所産業技術調査部 

シニアリサーチャー  岩谷俊之 氏 

3.(審議) (1)循環型社会研究委員会に関連する平成 21 年度新設

専門部会について 

(2)平成 21 年度委員会提案調査テーマの調査委託先選

定(案)について 

(3)平成22年度補助事業要望に向けた今後のスケ 

ジュール等 

第 15 回幹事会 21. 9. 2 (審議) 循環型社会研究委員会に関連する平成 22 年度補助事業要

望調査テーマについて 

第 18 回委員会 

 

21. 9. 2 1.(講演)「中国環境法の概要と法規制強化の 新動向」 

（講師）神鋼リサーチ㈱営業企画部 

上席主任研究員  章燕麗 氏 
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2.(報告) 平成 21 年度の委員会提案テーマ調査の内容(案)に 

ついて 

「グローバルな事業展開における環境マネジメントに 

関する調査研究」 

(報告者)㈱三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部 

          資源・環境戦略研究グループ  

研究員 奥村重史 氏 

3.(審議) 循環型社会研究委員会に関連する平成22年度補助事

業要望調査テーマについて  

第 19 回委員会 

（見学会） 

21.11.24 

～25 

1. 葛巻町バイオマス関連各施設(木質バイオマスガス化発電設備、

バイオガスプラント施設、葛巻林業（株）、介護老人保健施設「アッ

トホームくずまき」) （岩手県岩手郡葛巻町） 

2. 葛根田地熱発電所（岩手県岩手郡雫石町） 

3. ㈱バイオマスパワーしずくいし（岩手県岩手郡雫石町） 

第 16 回幹事会 22. 3.11 (審議) 循環型社会研究委員会の平成 22 年度活動計画案について

 

第 20 回委員会 

 

22. 3.11 1.(講演)「アジア地域への環境負荷物質対策ビジネス、水関連 

ビジネスの展開可能性」 

(講師) ㈱三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部 

資源・環境戦略研究グループ 

主席研究員 萩原一仁  氏 

2.(報告) 循環型社会研究委員会に関連する平成 21 年度委託調査

成果報告「グローバルな事業展開における環境マネジ

メントに関する調査研究」 

（報告者）㈱三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部 

資源・環境戦略研究グループ 

研究員 奥村重史  氏 

3．(審議) 循環型社会研究委員会の平成 22 年度活動計画案につい

て 

 

 

(3)事業基盤研究委員会 

事業基盤研究委員会（委員長・玉木貞一㈱ＩＨＩ顧問）では、機械工業の国際競争力

強化の視点で事業基盤強化に資する項目を抽出し、その対応策を検討すべく以下のよう

な３項目からなる活動計画を策定し、それに基づき活動を行った。 

１）我が国機械工業が直面する諸課題に関する検討 

金融危機による世界的な景気後退を背景に、各国で公的資金による産業保護政策や、

保護貿易主義的な動きが顕著になる中で、わが国機械工業の優位性確保・競争力維持・
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強化の観点から、主要な市場であるBRICs、北米経済圏、EU経済圏の情勢分析を行う

とともに、それぞれの市場の動向に則した我が国機械工業の対応について検討を行う。

また、急速な少子高齢化社会への移行に伴う人口減少が、今後の機械工業に及ぼす影

響等につき検討を行う。 

２） 我が国機械工業の高度化に関する検討 

新興工業国の技術レベルが向上する中で、我が国機械工業は高まる環境保全要求に

対応しつつ、競争力を維持し、さらなる発展方策を探る必要がある。新興工業国の技

術力並びにソフト･サービス面を含めた今後の革新力につき、現状分析と展望を踏まえ、

我が国機械工業の高度化の方向について検討を行う。    

３） 我が国機械工業の国際競争力の分析とその維持向上策に関する検討 

我が国機械工業の国際競争力を支える要素についての先進国、新興工業国との比較

分析や、今回のグローバル・リッセションを克服していく過程での各国間の相対的な

競争力の変化の把握と対策など、国際市場における競争力の維持、向上を図るための

対応策の検討を行う。また、 近の世界的な低炭素社会実現への要請の中で、わが国

機械工業としての対応策につき検討を行う。 

上記活動計画をもとに以下の委員会を開催した。 

 

 開催日 議  題 

第21回委員会 

 

21. 4. 21 (講演) 近の中国経済動向  

(講師) みずほ総合研究所㈱ 調査本部アジア調査部中国室 

     研究員 細川美穂子  氏 

第20回幹事会 21. 4.21 (懇談) 近の中国経済情勢等について 

 

第21回幹事会 21. 7.24 (審議) (1)平成 21 年度事業基盤研究委員会の事業計画（案） 

(2)平成 22 年度事業基盤研究委員会提案の委託調査（案）

 

第22回委員会 21. 7.24 1. (講演) 国際競争力を強化するビジネスモデルに関する調査報

告 

(講師) ㈱ＩＨＩ 主席技監 八島  聰 氏 

㈱東レ経営研究所 調査研究部門 理事 馬田芳直  氏

2. (審議) (1)事業計画（案） 

(2)平成 22 年度事業基盤研究委員会提案の委託調 

査（案） 

第22回幹事会 21. 9. 3 (審議) 平成 22 年度事業基盤研究委員会に関連する補助事業要望

について 
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第23回委員会 21. 9. 3 1. (講演) 企業の将来を決する不況期の成長戦略―ものづくり日

本復活の課題―  

(講師) ㈱東レ経営研究所  

産業経済調査部長・チーフエコノミスト 増田貴司 氏

2. (審議) 平成 22 年度 JKA への補助事業要望テーマ案について 

第24回委員会 21.12.14 (講演) Theガラパゴスからの脱却～日本企業の強みを生かした新

興国攻略法～ 

(講師) ㈱野村総合研究所 グローバル戦略ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ一部 

部長 上席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 北川史和  氏 

第23回幹事会 21.12.14 (懇談) 講演「The ガラパゴスからの脱却」について・講師 

北川氏を囲んで懇談 

第24回幹事会 22. 2.22 (審議) 平成 22 年度事業基盤研究委員会活動計画（案） 

第25回委員会 22. 2.22 1. (講演) 低炭素社会におけるわが国機械産業の国際競争力の変

化と発展の方向 

(講師) ㈱三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

主席研究員 

低炭素エネルギー研究ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ  

井上貴至  氏 

主任研究員 地球温暖化戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 高橋信吾  氏 

研究員 低炭素エネルギー研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 馬場史朗  氏 

2. (審議) 平成 22 年度事業基盤研究委員会活動計画（案） 

 

また、事業基盤研究委員会の下部機構である新興地域対応に関する事業を分掌する

BRICs 部会（部会長・廣田陽吉三菱電機㈱顧問）では平成 21 年 4 月 21 日に第 4 回部会

を開催した（詳細は第 21 回事業基盤研究委員会を参照）。なお、同部会は平成 22 年度よ

り名称を「新興国市場部会」と改める。 

 

(4)経営課題研究委員会 

経営課題研究員会（委員長・齋藤 浩㈱東芝執行役常務輸出管理部長）では、機械工

業各社が抱える経営上の共通課題を抽出し、その対応策を検討すべく以下のような３項

目からなる活動計画を策定し、それに基づき活動を行った。 

１）企業の社会的責任の遂行に関する経営課題 

企業の経営において社会的責任がますます重要になっている。そこで、その諸課

題について情報を収集し、検討を行う。 
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 ２）経営資源の選択集中に関する経営課題 

歴史的な経営環境悪化の中で、難局を乗り切るため、21 世紀型機械工業の在り

方が叫ばれている。その情報を収集し、検討を行う。 

 ３）事業の海外開に関する経営課題 

海外展開を行う中で、現地企業が直面する経営課題について情報を収集し、検討

を行う。 

 

上記活動計画をもとに以下の委員会を開催した。 

 

 開催日 議   題 

第21回幹事会 21. 7.13 (審議) (1)平成 21 年度経営課題研究委員会の事業計画（案） 

   (2)平成 22年度経営課題研究委員会提案の委託調査（案）

第21回委員会 21. 7.13 1. (報告) 海外機械工業企業の世界戦略に関する調査研究 

(報告者)㈱東レ経営研究所 調査研究部門  

理事 馬田芳直氏 

2. (審議) (1)平成 21 年度経営課題研究委員会の事業計画（案）

          (2)平成 22 年度経営課題研究委員会提案の委託調 

査（案） 

第22回幹事会 21. 9. 1 (審議)経営課題研究委員会に関連する平成 22 年度補助事業要望 

   テーマについて 

第22回委員会 21. 9. 1 1. (講演) 新興国のボリュームゾーンにおける事業戦略 

(講師) ㈱野村総合研究所コンサルティング事業本部  

グローバル戦略コンサルティング二部 

上級コンサルタント 岩垂好彦氏 

2. (審議) 経営課題研究委員会に関連する平成 22 年度補助事業

要望テーマについて 

第23回委員会 21.11.30 1. (講演) 環境関連機械工業のグローバル動向調査とグローバル

競争力調査 

(講師) 神鋼リサーチ㈱ 産業技術情報センター 

      持続型社会システム研究グループ 

主任研究員 出口航一 氏 

2. (講演) グローバル展開における品種・ブランド戦略 

(講師) ㈱東レ経営研究所 調査研究部門  

理事 馬田芳直氏 

第23回幹事会 21.11.30 (懇談)今後の委託調査の進め方について  

第24回幹事会 22. 3.10 (審議)平成 22 年度経営課題研究委員会活動計画（案） 
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第24回委員会 22. 3.10 1. (講演) 事業再編に関する調査研究 

(講師) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

コンサルティング事業本部 

革新支援室長 川村倫大  氏 

国際事業本部 

国際研究部長 主任研究員 志邨建介  氏 

2. (講演) 外国人雇用における産業に与える効果と社会に与える

影響の歴史的検証 

(講師) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

政策研究事業本部経済・社会政策部  

主任研究員 平田薫  氏 

国際研究部  

主任研究員 国松麻季  氏 

3. (審議) 平成 22 年度経営課題研究委員会活動計画（案） 

 

また、経営課題研究委員会の下部機構である労働安全衛生部会（部会長・杉本浩明三菱

重工業㈱人事部安全衛生グループ長）では、平成 21 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 3 回部会 21. 6. 3 (講演)機械安全とリスクアセスメント 

(講師)(社)日本機械工業連合会 標準化推進部 川池襄部長 

 

(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・阿部修司ヤンマー㈱取締役副社長）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ならびにその対応について検討するとと

もに、関西地域機械産業の事業活動の推進を図るため、①調査研究（地域機械産業事業活

動推進調査専門部会）および②近畿地域の景況・事業動向調査（景況・事業動向調査分科

会）等を実施しており、平成 21 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 21 回委員会 21. 6. 4 1. (報告) 平成 20 年度調査部会報告「近畿地域機械産業におけ

る産産・産学連携のあり方に関する調査報告」 

2. (審議) (1)平成 21 年度日機連事業計画及び大阪事務所活動計

画 

(2)平成 22年度地域機械産業の事業活動推進に関する

調査研究テーマの提案等 
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第 22 回委員会 21. 7.24 1. (審議) 平成 22 年度調査研究課題についての検討 

2. (講演) 「まいど１号」打ち上げに向けた取り組みについて 

  （講師) 東大阪宇宙開発協同組合 

理事長 杦本日出夫 氏  

第 23 回委員会 21.10. 9 

～10 

1.（見学）㈱フェアリーエンジェル 

     ㈱エコファームみかた 

2.（審議）平成 22 年度調査研究テーマ等の検討 

              

第 24 回委員会 22. 2.16 1.（講演）「地球温暖化をめぐる 近の情勢と対策技術の動向と

今後の課題」 

（講師）（財）地球環境産業技術研究機構ｼｽﾃﾑ研究グループ

グループリーダー 秋元圭吾  氏 

2. (審議) 平成 21 年度活動計画（案）ならびに大阪事務所の諸

事業（案）の検討 

3. (報告) 平成 21 年度調査研究の中間報告 

 

 

(6) 平成 21 年度研究委員会提案調査研究テーマ一覧と調査研究概要 

技術開発研究委員会、循環型社会研究委員会、事業基盤研究委員会および経営課題研

究委員会にてのアンケート調査の結果、委員から重点をおいて取り組む事が望ましいと

の意見集約された課題のうち、専門部会を設置して実施するテーマ以外で、外部調査機

関に委託して実施することとなった下記 12 テーマについて、調査研究等委託事業専門部

会の委託先選定に関わる審議を経て、外部の適切な事業者へ委託して調査研究を実施し

た。 

調査研究テーマ 受託機関 提案委員会 

海外の国家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、産学官連携の実

態に関する調査研究 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

㈱ 
技術開発研究委員会 

先端ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術による機械構造設計

の精度向上に関する調査研究 
神鋼リサーチ㈱ 技術開発研究委員会 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開における品種･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ㈱東レ経営研究所 事業基盤研究員会 

資源高騰における機械工業企業の経営

戦略に関する調査研究 
㈱日鉄技術情報ｾﾝﾀｰ 事業基盤研究員会 

機械技術分野に必要とされるﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰ

ｼｮﾝﾏﾈｼﾞｼﾒﾝﾄについての調査研究 
㈱三菱総合研究所 技術開発研究委員会 

産学官連携における成功要因と課題に

ついての調査研究 
神鋼リサーチ㈱ 技術開発研究委員会 
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環境関連機械工業のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ動向調査

とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争力調査 
神鋼リサーチ㈱ 事業基盤研究員会 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな事業展開における環境ﾏﾈｼﾞﾒ

ﾝﾄに関する調査研究 
㈱三菱総合研究所 循環型社会研究委員会

低炭素社会におけるわが国機械産業の

国際競争力の変化と発展の方向 
㈱三菱総合研究所 事業基盤研究員会 

海外生産と国内生産のﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽに関す

る調査研究 
神鋼リサーチ㈱ 経営課題研究委員会 

事業再編に関する調査研究 
三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

㈱ 
経営課題研究委員会 

外国人雇用における産業に与える効果

と社会に与える影響の歴史的検証 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

㈱ 
事業基盤研究員会 

 

以下に調査結果の概要を記載する。 
 

① 海外の国家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、産学官連携の実態に関する調査研究 

グローバルな技術開発競争が進む中、世界各国において国家プロジェクト及び産学官連

携が推進されていることを背景に、海外の国家プロジェクト及び産学官連携の実態を調査

した。また、我が国との比較分析を行い、今後の我が国における産学官連携や知的ネット

ワークのあり方について検討を行った。本調査は、我が国産業の発展と競争力強化につな

げるための方策として指針的知見を示したものである。 

 

② 先端ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術による機械構造設計の精度向上に関する調査研究 

構造設計分野に関わるシミュレーション技術に対する産・学・官それぞれの立場におけ

る考え方や取り組みについて調査を行い、機械工業の立場からのシミュレーションを中心

とした開発実現への対応策について検討を行った。調査結果は、我が国の機械工業界が、

競争力を確保し発展していくための先端シミュレーション技術の活用について、指針的知

見を示したものである。 

 

③ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開における品種･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 

我が国機械工業企業の多くは、海外市場の開拓取り組みが不十分で、収益が得られてお

らず、改めて新興国市場の開拓に本腰を入れて取り組む必要から、海外事業戦略の要とも

いうべき品種戦略、ブランド戦略に関する 近の理論ならびに国内外企業の取り組み状況

について調査を行った。本報告書は新たな市場開拓時の品種・ブランド戦略立案の方策に

ついて、指針的知見を示したものである。 
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④ 資源高騰における機械工業企業の経営戦略に関する調査研究 

世界の資源市場では価格が上昇し、2008 年に急騰、史上 高値を更新した。リーマン・

ブラザーズの破綻を契機に一気に価格崩壊するが、再び上昇し、現在、高止まりの状態に

ある。価格変動は一過性のものではなく、「安い資源の時代」が終焉し、「高い資源の時代」

へとパラダイムシフトしつつある。高い資源の時代を迎えるにあたり、ものづくり立国を

目指す我が国の実践可能な方策として、代替材料の開発、リサイクル、海外資源権益の確

保を挙げ、それらの現状と動向を示した。 

 

⑤ 機械技術分野に必要とされるﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞｼﾒﾝﾄについての調査研究 

各種のマネジメントで要求されるドキュメンテーション（証拠書類）は、訴訟等の要求

に応えて説明するための書類を準備することであるが、我が国の機械産業界は、この点が

十分な対応ができているといえない。そこでグローバル事業展開でのドキュメンテーショ

ンマネジメントの重要性の認識向上と、事前対応促進への貢献を目的としてドキュメン 

テーションが要求される国際規格や米国のディスカバリー（開示）制度を調査し、機械技

術分野におけるドキュメンテーションマネジメントシステム導入に向けた方策を示した。 

 

⑥ 産学官連携における成功要因と課題についての調査研究 

産学官相互を取り巻く環境の変化に伴い、産学官連携の在り方に関する問題も複雑

化している状況下において、産学官連携による研究開発の実態を調査した。調査は産

学官連携による研究開発をより身近なものとし、その規模の拡大と今後の事業を成功

に導くための機械工業の現状に即した産学官連携の在り方を探り、真に効果の出る連

携を促す方策として、大学におけるプロジェクト運営力の強化などの課題を提示した。 

 

⑦ 環境関連機械工業のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ動向調査とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争力調査 

高い品質、技術力を誇る我が国の環境関連機械工業が、海外の有望市場に対しどのよう

にアクセスするのが良いのか、中国市場を対象として現地進出している欧米、日系企業の

ビジネスモデルを比較検討、分析してそれぞれの課題等を明らかにした。その結果から、

我が国の環境関連機械工業が中国展開するにあたっての新たなビジネスモデルの可能性

について、提言を行った。 

 

⑧ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな事業展開における環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する調査研究 

中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクルの法制度や実態について、文献や

現地政府関係者からの情報提供に基づき情報を集めてとりまとめた。また、海外日系企業

に対するアンケートを実施して、これらの国々に進出している日系企業に係る環境管理上

の課題等を整理した。上記の成果に基づき、グローバルな事業展開を行う上での環境管理

のあり方について検討し、日本全体の体制構築が必要であり、政官財が一体となった展開
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を進めることが期待されるとの提言を行った。 

 

⑨ 低炭素社会におけるわが国機械産業の国際競争力の変化と発展の方向 

我が国の機械産業の国際競争力強化、高度化に資する成果を得ることを目的とした。主

要国の低炭素社会構築に向けた各種制度、規制等の政策動向を踏まえ、我が国の機械産業

の国際競争力に係る現状と将来を「強み・弱み」の観点から分析した。その上で、今後、

産業として注力すべき分野、方向性を明確化した。 

 

⑩ 海外生産と国内生産のﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽに関する調査研究 

経済のグローバル化が進展する環境において、日本の機械工業企業の 適な生産体制の

あり方について調査を行った。ものづくりにおける東アジア諸国の影響力や技術力が増す

中、我が国機械工業企業が国際競争力を確保し、その強みを将来的に維持・強化していく

ための機械工業企業の望ましい国際分業体制のあり方について、指針的知見を示したもの

である。 

 

⑪ 事業再編に関する調査研究 

内外において M&A を含む事業再編が活発に行われ、国際競争力の強化が図られる環境

下で、機械工業を中心とする我が国企業がいかなる経営課題を有し、事業再編に取り組ん

でいるかについて調査を行った。その成果に基づき、我が国の機械工業が世界で勝ち抜く

ための方策として、経営資源の選択と集中の観点から行うべき事業再編のあり方について、

我が国機械工業企業の経営戦略の参考に資する考察と提言を示している。 

 

⑫ 外国人雇用における産業に与える効果と社会に与える影響の歴史的検証 

人口減少社会に向け、機械工業など我が国製造業への本格的な外国人雇用導入の検討が

必要となっていることから、欧米諸国の先行事例により、人材育成等による生産性向上に

限界がある場合の対応策として外国人雇用の選択肢がどこまで有効か、産業・社会にどの

ような影響があるかを調査した。調査は、外国人雇用の産業・社会への影響について歴史

的検証を行うことで、企業の経営戦略に資する資料を提供するものである。 

 

2-3 特別委員会 

 

(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･髙尾光俊川崎重工業㈱代表取締役常務企画管理本部

長)は、機械業界に関する税制及び金融に関する改善策の検討を行っており、平成 21 年度

は、①平成 22 年度税制改正に関する検討と要望、②企業の組織再編促進および国際競争

力強化、環境税導入反対、ならびに地方法人課税の見直しなどに関する情報収集、検討、
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③金融対策等の検討と要望を事業の重点項目に位置付け、次のとおり活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 24 回委員会 21. 5.28 (講演) 我が国の連結納税制度の現状と課題について 

(講師) 税理士法人トーマツ シニアマネジャー 

公認会計士 大野久子 氏 

第 25 回委員会 21. 7. 3 1. (審議) 移転価格税制の 前線:裁判例から明日の動きを探る 

  （講師) 西村あさひ法律事務所 

弁護士 宮塚 久 氏 

弁護士 太田 洋 氏 

弁護士 手塚崇史 氏 

2. (審議)平成 22 年度税制改正要望に向けての要望アンケート案 

第 26 回委員会 21. 8. 3  (審議) 平成 22年度税制改正に対する機械業界要望事項に関す

る検討 

第 27 回委員会 21. 8.31   (審議) 平成 22 年度税制改正要望のとりまとめ 

第 28 回委員会 21.11. 

16～17 

11.16(講演）温暖化対策と環境･エネルギー税制の在り方について 

(講師）京都大学大学院 

准教授 諸富 徹  氏 

11.17(見学）㈱神戸製鋼所神戸製鉄所 

第 29 回委員会 22. 3.15 1. (講演）平成 22 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 

           課長補佐 吉村直泰 氏 

2. (審議) 平成 22 年度活動計画案 

 

(2) 機械安全標準化特別委員会 

 

機械安全標準化特別委員会（委員長・向殿政男明治大学理工学部教授）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、標準化の強化を図る検討を行っており、平成 21 年度は次の活動を行った。 

 開催日 議  題 

第 1回委員会 21. 9. 7 1. (審議) 平成 22 年度補助金交付要望案について 

2. (報告) 平成 21 年度活動状況報告 

第 2回委員会 22. 3. 2 1. (審議) 平成 22 年度活動計画案について 

2. (報告) 平成 22 年度実施内容と平成 21 年度活動報告 
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(3) 機械安全推進特別委員会 

機械安全推進特別委員会（委員長・栗原史郎一橋大学大学院商学研究科教授）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、平成 21 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 1回委員会 21. 9. 7 (審議) (1) 平成 21 年度活動計画について 

(2) 平成 22 年度補助金交付要望について 

第 2回委員会 22. 3. 3 1. (審議) 平成 22 年度活動計画について 

2. (報告) 平成 22 年度実施内容と平成 21 年度成果報告 

 

(4) 優秀省エネルギー機器審査特別委員会 

優秀省エネルギー機器審査特別委員会（委員長・中島尚正東京大学名誉教授）は、優

秀な省エネルギー機器を開発して実用に供することにより、エネルギーの効率的利用の

推進に貢献していると認められる者及び企業その他の団体を表彰し、もって優秀な省エ

ネルギー機器の普及を図るとともに省エネルギー機器の開発を促進する「優秀省エネル

ギー機器表彰制度」の実施および選考のため、平成 21 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 1 回幹事会 21. 5.15 1. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱 

2. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領 

3. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰制度の日程 

第 1 回委員会 21. 5.29 1. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱 

2. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領 

3. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰制度の日程 

第 2 回幹事会 21. 7.30 1. 応募案件の審査手順 

2. 応募案件の書面審査(一次審査)の分担 

第 3 回幹事会 21. 8.28 1. 優秀省エネルギー機器書面審査の結果 

2. 優秀省エネルギー機器ヒヤリング要領 

第 2 回委員会 21. 9. 4 1. 優秀省エネルギー機器応募状況 

2. 書面審査(一次審査) 

3. 審査日程 

ヒヤリング 21. 9. 9 

    9.10 

    9.11 

ヒヤリング審査の実施 

第 4 回幹事会 21. 9.28 1. 優秀省エネルギー機器ヒヤリングの結果 

2. 優秀省エネルギー機器現地調査の日程 
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現地調査 21.10.14 

～ 11.20 

現地調査の実施 

第 5 回幹事会 21.11.27 1. 優秀省エネルギー機器現地調査の結果と表彰候補の選考 

2. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程 

第 3 回委員会 21.12. 4 1. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰対象の決定について 

2. 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程について 

表彰式･懇親

会 

22. 2. 8 平成 21 年度優秀省エネルギー機器表彰式および懇親会の開催 

 

2-4 専門部会 

 

(1)  代替材料技術に関する調査専門部会（59 ページ参照） 

 

(2)  事業/R&D/知財・標準化三位一体戦略調査専門部会（61 ページ参照） 

 

(3)  機械工業高度化人材研究調査専門部会（61 ページ参照） 

 

(4)  EU 環境規制調査検討専門部会（57 ページ参照） 

 

(5)  低炭素社会への技術活用検討専門部会（58 ページ参照） 

 

(6)   人口減少社会における機械工業の国内展開に関する調査研究専門部会 

（56 ページ参照） 

(7)  国内外の有力サプライヤー調査専門部会（57、63 ページ参照） 

 

(8)   地域機械産業事業活動推進調査専門部会（70 ページ参照） 

 

(9)   調査研究等委託事業専門部会（73 ページ参照） 

 

3. 講演一覧 

 

開催日 講演テーマと講師 開催会合名 

21. 4.21 (ﾃｰﾏ) 近の中国経済動向 

(講師) みずほ総合研究所㈱ 

調査本部アジア調査部中国室研究員 

細川美穂子 氏 

事業基盤研究委員会 

BRICs 部会 
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21. 4.21 

 

 

 

(ﾃｰﾏ) 本年定時株主総会に向けて 

    ―株主総会をめぐる 近の動向と留意点― 

(講師) 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 

大阪証券代行部長 原口 裕 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

21. 5.15 (ﾃｰﾏ) 近畿地域機械産業における産産・産学連携 

    動向とあり方 

(講師) りそな総合研究所㈱ 

     主任専門研究員 浅埜二朗 氏 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

21. 5.28 (ﾃｰﾏ) 我が国の連結納税制度の現状と課題につい

て 

(講師) 税理士法人トーマツ シニアマネジャー 

 公認会計士 大野久子 氏 

税制金融政策特別委員会 

21. 6. 3 (ﾃｰﾏ) 機械安全とリスクアセスメント 

(講師) (社)日本機械工業連合会 

標準化推進部 川池 襄部長 

労働安全衛生部会 

21. 6.11 (ﾃｰﾏ) 労働基準法の改正 

(講師) 大阪労働局労働基準部監督課 

副主任地方労働基準監査監督官  

田中精一 氏 

(ﾃｰﾏ) 労働者派遣と請負をめぐる現状と課題 

大阪労働局需給調整事業部需給調整第二課 

主任需給調整指導官  砂    修 氏 

 

社員満足向上懇話会 

（大阪事務所） 

21. 6.19 (ﾃｰﾏ) 企業における 適カーボンマネジメント 

    導入に向けて 

     ―生産系施設における原単位管理手法の

ご紹介等― 

(講師)  ㈱ヴェリア・ラボラトリーズ 

      代表取締役社長 筒見憲三 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

21. 6.24 (ﾃｰﾏ) 関西メガリュージョン活性化構想 

(講師) 近畿経済産業局 総務企画部 

企画課長  竹中 篤  氏 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

21. 7. 2 

 

(ﾃｰﾏ) 日米中新時代を読む 

(講師) 朝日新聞社 

上席役員待遇 主筆 船橋洋一 氏 

 

理事会 
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21. 7. 3 (ﾃｰﾏ) 移転価格税制の 前線: 裁判例から明日の

動きを探る 

(講師) 西村あさひ法律事務所 

弁護士 宮塚 久 氏 

弁護士 太田 洋 氏 

弁護士 手塚崇史 氏 

税制金融政策特別委員会 

21. 7.13 (ﾃｰﾏ) 海外機械工業企業の世界戦略に関する調査

研究 

(講師) ㈱東レ経営研究所 調査研究部門 

理事 馬田芳直  氏 

経営課題研究委員会 

21. 7.23
 

(ﾃｰﾏ) 米国と比較した日本版グリーン・ニュー 
ディール政策と企業活動に与える影響 

(講師) エネルギー戦略研究所㈱ 

所長  山家公雄 氏 

 

循環型社会研究委員会 

 

21. 7.24 (ﾃｰﾏ) 国際競争力を強化するビジネスモデルに関

する調査報告 

(講師) ㈱ＩＨＩ 主席技監 八島 聰 氏 

㈱東レ経営研究所 調査研究部門 

理事 馬田芳直 氏 

 

事業基盤研究委員会 

21. 7.24
 

(ﾃｰﾏ) 資源開発技術について 

(講師) 東京大学大学院工学系研究科 

システム創成学専攻 

システム俯瞰学教授 山冨二郎  氏 

(ﾃｰﾏ) 鉄鉱石、ニオブ、バナジウム資源について 

(講師) 新日本製鐵㈱原料第二部 兼 原料第一部 

資源調査審議役  長野研一  氏 

 

代替材料技術に関する調査

専門部会
 

21. 7.28 

 

(ﾃｰﾏ) Ｒ＆Ｄ、知財、標準化戦略と事業戦略 

(講師) 一橋大学イノベーション研究センター 
教授 江藤 学 氏 

(ﾃｰﾏ) 平成21年度の機械工業の基盤技術に関する

調査専門部会調査 

(講師) 神鋼リサーチ㈱ 

先進技術情報センター長 上條綱雄 氏

 

技術開発研究委員会        
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21. 8.25 (ﾃｰﾏ) 日常生活の科学に基づく機械のデザイン 

(講師)（独）産業技術総合研究所 

デジタルヒューマン研究センター 

人間行動理解チームチーム長 

西田佳史 氏 

人口減少社会における機械

工業の国内展開に関する調

査研究専門部会 

21. 8.28 

 

(ﾃｰﾏ) ネオジム磁石の開発経緯と今後の磁石開発

(講師) インターメタリックス㈱ 

代表取締役 佐川眞人 氏 

(ﾃｰﾏ) レアメタル資源の確保と調達の実情 

(講師) アドバンスト マテリアル ジャパン㈱ 

代表取締役社長 中村繁夫 氏 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

21. 8.28 (ﾃｰﾏ) 一般社団法人への移行に係る実務と問題点 

(講師) ペリージョンソン・コンサルティング㈱ 

エグゼクティブシニアセールスマネージャー

本間秀司 氏 

参与会 

21. 9. 1 (ﾃｰﾏ) 新興国のボリュームゾーンにおける事業戦

略 

(講師) ㈱野村総合研究所  

コンサルティング事業本部  

グローバル戦略コンサルティング二部 

上級コンサルタント 岩垂好彦 氏 

 

経営課題研究員会 

21. 9. 2 (ﾃｰﾏ) 中国環境法の概要と法規制強化の 新動向 

(講師) 神鋼リサーチ㈱営業企画部 

上席主任研究員  章燕麗 氏 

循環型社会研究委員会 

 

21. 9. 3 (ﾃｰﾏ)  企業の将来を決する不況期の成長戦略 

    ―ものづくり日本復活の課題― 

(講師) ㈱東レ経営研究所  

産業経済調査部長・チーフエコノミスト

増田貴司 氏 

 

事業基盤研究委員会 

21. 9. 8 (ﾃｰﾏ) 海外の国家プロジェクト、産官学連携の実

態に関する調査研究 

(講師) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

国際事業本部国際研究部 

部長 主任研究員 志邨建介 氏 

技術開発研究委員会         
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(ﾃｰﾏ) 産学官連携における成功要因と課題につい

ての調査研究 

(講師) 神鋼リサーチ㈱産業技術情報センター 

事業創発マーケティンググループ 

グループリーダー  田中雪芳 氏 

主任研究員      山野和之 氏 

21. 9.15 (ﾃｰﾏ) リコーにおける環境への取組 

(講師) ㈱リコー社会環境本部 環境経営推進室  

国内販売環境推進グループ 

グループリーダー 渡辺  官 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

21. 9.25 (ﾃｰﾏ) REACH 新動向と、それ以外で注目すべ

きＥＵ環境規制 

(講師) (社）海外環境協力センター  

業務部長 西宮康二 氏 

ＥＵ環境規制調査検討専門

部会 

21.10.13 (ﾃｰﾏ) 一般社団法人への移行に係る実務と問題点 

(講師) 中村コンサルティングオフィス 

所長 中村 雅浩 氏 

参与会 

21.10.15 (ﾃｰﾏ) パナソニック㈱の広報戦略 

(講師) パナソニック㈱広報グループ  

大阪広報部長 江川哲雄 氏 

(ﾃｰﾏ) マスコミから見た企業広報の在り方 

㈱毎日新聞社 編集局 

経済部長  小笠原敦子 氏 

 

大阪機械広報懇話会 

 （大阪事務所） 

21.10.29 (ﾃｰﾏ) KOSEN―OECD が絶賛した高等技術者教

育機関―なぜすごいのか。課題も多いー 

(講師) 東京工業高等専門学校校長 水谷惟恭 氏 

(ﾃｰﾏ) 近の関心事と活動（「ものづくり力の評価

手法の開発」、「実践知を体得した人材の育

成と継承に関する調査」など） 

(講師) 大阪大学名誉教授、神戸大学名誉教授 

岩田一明 氏 

 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会                 

21.10.30 (ﾃｰﾏ) 70 歳現役企業をめざす取り組み 

(講師)（独）高齢・障害者雇用支援機構 

情報研究部長 金崎幸子  氏 

人口減少社会における機械

工業の国内展開に関する調

査研究専門部会 
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21.11.16 

 

(ﾃｰﾏ) 温暖化対策と環境･エネルギー税制の在り

方について 

(講師) 京都大学大学院 

准教授 諸富 徹   氏 

税制金融政策特別委員会 

21.11.18 (ﾃｰﾏ) メタボ対策の取組み 

(講師) パナソニック㈱ 本社 

人事・総務ｾﾝﾀｰ健康管理室 

主事  重野貴美子  氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

 

21.11.30 (ﾃｰﾏ) 環境関連機械工業のグローバル動向調査と

グローバル競争力調査 

(講師) 神鋼リサーチ㈱ 産業技術情報センター 

  持続型社会システム研究グループ 

主任研究員 出口航一 氏 

(ﾃｰﾏ) グローバル展開における品種・ブランド戦

略 

(講師) ㈱東レ経営研究所調査研究部門 

     理事 馬田芳直 氏 

経営課題研究委員会 

21.12. 2 (ﾃｰﾏ) 事業／Ｒ＆Ｄ／知財・標準化三位一体戦略に

向けた検討 

(講師) 一橋大学イノベーション研究センター 
教授 江藤 学 氏 

事業／R&D／知財・標準化三

位一体戦略調査専門部会 

21.12.14 (ﾃｰﾏ) The ガラパゴスからの脱却～日本企業の強

みを生かした新興国攻略法～ 

(講師) ㈱野村総合研究所  

グローバル戦略ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ一部・部長 

     上席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 北川史和 氏 

事業基盤研究委員会 

21.12.15 

 

(ﾃｰﾏ) 機械安全国際規格の紹介 

    －人を検出する保護設備関連特集－ 

    ①機械安全とビジネス環境 

    ②人の存在を検知する保護装置及び支援機

     器の動向 

    ③電気的検知保護設備－能動的光電保護装

     置（AOPD）,拡散反射形能動的光電保護

         装置（AOPDDR）,視覚的保護装置

（VBPD）の特徴と使用例－IEC61496－

1,2,3,4 関連－ 

機械安全推進特別委員会 
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    ④人を検出する保護設備の使用基準 

－IEC/TS62046 関連－ 

(講師) ①一橋大学大学院 商学研究科 

      教授 栗原史郎 氏 

    ②(独)労働安全衛生総合研究所 

     機械システム安全研究グループ 

      部長 梅崎重夫 氏 

    ③オムロン㈱ IAB カンパニー 

     セーフティ事業部開発部第 2開発課 

 高原孝義 氏 

    ④SUNX㈱ センシング事業部 

     センサ・セーフティ商品部 

         セーフティ商品グループ 

       長谷川佳宣 氏 

22. 1.15 (ﾃｰﾏ) 独創的研究開発のための人材・環境 

(講師) ㈱島津製作所 

顧問・技監 吉田多見男 氏 

社員満足向上懇話会 

（大阪事務所） 

 

22. 1.27 

 

(ﾃｰﾏ) ステンレス特殊鋼およびレアメタル系スクラップ

のリサイクルの実際 

(講師) 国際レアメタル＆リサイクル研究会事務局長, 

日刊市況通信社非鉄･ﾚｱﾒﾀﾙ・環境ﾘｻｲｸﾙ 

担当部長 棚町裕次 氏 

(ﾃｰﾏ) 基礎材料のリサイクルと今後の課題 

(講師) 東京大学工学系研究科マテリアル工学専攻 

特任講師  醍醐市朗 氏 

 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

22. 2. 2 (ﾃｰﾏ) オープンとクローズの戦略的利用 

―アーキテクチャのポジショニング戦略― 

(講師) 東京大学大学院経済学研究科 

ものづくり系研究センター 

准教授  新宅純二郎 氏 

事業／R&D／知財・標準化三

位一体戦略調査専門部会 

22. 2.16 (ﾃｰﾏ) 地球温暖化問題をめぐる 近の情勢と対策

技術の動向と今後の発展方向 

(講師) (財)地球環境産業技術研究機構システム 

研究グループ  

グループリーダー  秋元圭吾 氏 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 
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22.2.22 (ﾃｰﾏ) 低炭素社会におけるわが国機械産業の国際

競争力の変化と発展の方向 

(講師) ㈱三菱総合研究所 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ研究本部 

  主席研究員  

低炭素エネルギー研究ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

井上貴至 氏 

主任研究員 地球温暖化戦略ｸﾞﾙｰ ﾌ ﾟ

高橋信吾 氏 

研究員  低炭素エネルギー研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

馬場史朗 氏 

事業基盤研究委員会 

22. 2.22 (ﾃｰﾏ) ㈳金型工業会（西部支部）の活動 

(講師) ㈳金型工業会西部支部 

事務局長 三好恭史 氏 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

22. 3. 1 (ﾃｰﾏ) 新成長戦略（基本方針） 

～輝きのある日本へ～ 

(講師) 経済産業省経済産業政策局 

経済産業政策課長 寺澤達也 氏 

会員講演会 

22. 3. 4 (ﾃｰﾏ) 産学官連携における成功要因と課題につい

ての調査研究 

(講師) 神鋼リサーチ㈱産業技術情報センター 

事業創発マーケティンググループ 

 グループリーダー  田中雪芳 氏 

(ﾃｰﾏ) 海外の国家プロジェクト、産官学連携の実

態に関する調査研究 

(講師) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

政策研究事業本部経済・社会政策部 

主任研究員 上野裕子 氏 

技術開発研究委員会         

22. 3. 9 (ﾃｰﾏ) 希土類の回収と今後の課題 

(講師) 同志社大学理工学部 

科学システム創生工学科  

教授  近藤和生 氏 

環境配慮事例研究会  

（大阪事務所） 

 

22. 3.10 (ﾃｰﾏ) 事業再編に関する調査研究 

(講師) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

コンサルティング事業本部 

革新支援室長 川村倫大 氏 

国際事業本部 

国際研究部長 主任研究員 志邨建介 氏

経営課題研究委員会 
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(ﾃｰﾏ) 外国人雇用における産業に与える効果と社

会に与える影響の歴史的検証 

(講師) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 

政策研究事業本部経済・社会政策部 

主任研究員 平田 薫 氏 

国際研究部   

主任研究員 国松麻季 氏     

22. 3.11 (ﾃｰﾏ) アジア地域への環境負荷物質対策ビジネス、 

水関連ビジネスの展開可能性 

(講師) ㈱三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部

資源・環境戦略研究グループ 

主席研究員 萩原一仁 氏 

(ﾃｰﾏ) グローバルな事業展開における環境マネジ

メントに関する調査研究 

(講師) ㈱三菱総合研究所環境・エネルギー研究本

部資源・環境戦略研究グループ 

研究員 奥村重史 氏 

循環型社会研究委員会 

 

22. 3.11 (ﾃｰﾏ) リスクアセスメントの推進・定着に関する

    シンポジウム 

    ①「ものづくり安全」から「安全づくり」

     へ 

    ②機械工業界横断的リスクアセスメントガ

イドラインの紹介 

    ③日本工作機械工業会のリスクアセスメン

     ト事例 

④パネルディスカッション：ﾃｰﾏ「リスク 

アセスメントの推進・定着」 

④-1.ＡＧＣグループが目指す機械安全 

④-2.生産ラインでのリスクアセスメント

活動 

④-3.産業ロボットの持つ危険性とリスク

アセスメント 

(講師) ①明治大学 理工学部 

教授 向殿政男 氏 

    ②(社)日本機械工業連合会 標準化推進部

宮崎浩一部長代理  

機械安全推進特別委員会 
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    ③(社)日本工作機械工業会 

電気・安全規格専門委員会 

委員長 西條広一 氏 

（ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ）④明治大学 理工学部 

教授 向殿政男 氏 

（ﾊﾟﾈﾗｰ）④-1.旭硝子㈱ ＣＳＲ室 

    環境安全保安統括グループ 

リーダー  高岡弘幸 氏 

④-2.富士重工業㈱ 群馬製作所 人事部 

     安全衛生課 志賀 敬 氏 

④-3.三菱電機㈱ FA システム事業本部

        機器事業部 

     主管技師長 小平紀生 氏 

④-4.オークマ㈱ FA システム本部 

主管技師 西條広一 氏 

④-5.(社)日本機械工業連合会 

   標準化推進部 

 宮崎浩一部長代理 

22. 3.15 (ﾃｰﾏ) 平成 22 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 

     課長補佐 吉村直泰 氏 

税制金融政策特別委員会 

22. 3.18 (ﾃｰﾏ) 改正省エネ法に向けた各社さまへのご支援 

(講師) 関西電力㈱お客さま本部 

エンジニアリンググループ 

副部長 西山  忠 氏 

(ﾃｰﾏ) エネルギーマネジメント関連サービスメ 

ニューのご紹介について 

(講師) ㈱関電エネルギーｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部  

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長  田井公浩 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

 

22. 3.23 (ﾃｰﾏ) 国際的な競争法執行強化を踏まえた企業・

事業者団体のカルテルに係る対応策 

―競争法コンプライアンス体制に関する 

調査研究会報告―について 

(講師) 経済産業省経済産業政策局 

     競争環境整備室長 夏目健夫 氏 

会員講演会 
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4. 工場等見学会一覧 

 

開催日 見学内容 開催会合名 

21. 5.28 

～5.29 

1. 住友金属鉱山㈱（愛媛県） 

－銅、ニッケルの製錬工程－ 

2. 別子銅山記念館－別子銅山の歴史－ 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

21. 6.17 (独) 産業技術総合研究所（茨城県） 

－レアメタルの分離、回収、採取技術－ 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

21. 7. 7 川崎重工業㈱兵庫工場（兵庫県） 

－新幹線車両等の製造工程－ 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

21.10. 9

～10 

1. ㈱フェアリーエンジェル（福井県） 

－「完全制御型」の植物工場－ 

2. ㈱エコファームみかた（福井県） 

－高付加価値・高収益型農林漁業を展開－ 

関西事業活力研究委員会  

（大阪事務所） 

21.10.22 ㈱日本製鋼所室蘭製作所・工場及び瑞泉閣 

            （北海道室蘭市） 

総会 

 

21.10.23 

～24 

関西電力㈱大飯原子力発電所（福井県） 

－原子力発電視察－ 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

21.11.12 

 

 

 

1. 京都機械工具(株)（京都府） 

－レンチ、スパナ等の作業工具－  

2. ニューリー㈱（京都府） 

－立体物の質感を再現するスキャメラ－ 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

21.11.13 東邦チタニウム㈱（神奈川県） 

－チタン製造工程－ 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

21.11.17 

 

㈱神戸製鋼所神戸製鉄所(兵庫県) 税制金融政策特別委員会 

21.11.26 

～27 

1.葛巻町バイオマス関連各施設(木質バイオマスガス 

化発電設備、バイオガスプラント施設、葛巻林業㈱、

介護老人保健施設「アットホームくずまき」)（岩手県）

2.葛根田地熱発電所（岩手県） 

3. ㈱バイオマスパワーしずくいし（ＢＰＳ）（岩手県） 

循環型社会研究委員会       

21.12.3 

～4 

1. ㈱技研製作所（高知県） 

－世界初の無公害杭圧入打技法－ 

2. ニッポン高度紙工業㈱（高知県） 

－コンデンサ用セパレータメーカー－ 

機械工業生産額見通し調

査・工場見学会 
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21.12. 9 

～10 

1. ㈱小松製作所 粟津工場（石川県） 

2.  コマツ工業専門学院（石川県） 

3.  金沢工業高等専門学校（石川県） 

－生産技術者の育成に関する意見交換、企業内教育

訓練施設及び高専における人材教育プログラム等－ 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会                 

21.12.10 

    

トヨタ自動車㈱ 堤工場（愛知県） 

－ハイブリッド車「プリウス」の製造工程－ 

トヨタ博物館（愛知県） 

－歴代名車のプロダクトイノベーション－ 

人口減少社会における機械

工業の国内展開に関する調

査研究専門部会 

22. 1.15 

 

㈱島津製作所 分析・計測機器工場（京都府） 

－精密機器製造工程－ 

社員満足向上懇話会 

（大阪事務所） 

 

 

5. 調査研究テーマ一覧 

 

(1) 委員会調査研究活動（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

調査研究テーマ 担当委員会 

機械工業の展望と課題に関する調査（人口減少社会におけ

る機械工業の国内展開に関する調査研究） 

人口減少社会における機械工

業の国内展開に関する調査研

究専門部会 

今後に課題を抱える素材の代替技術に関する調査 代替材料技術に関する調査専

門部会 

グローバル時代の技術開発戦略（事業戦略／Ｒ＆Ｄ戦略／

知財・標準化戦略の三位一体戦略）についての調査研究 

事業／R&D／知財・標準化三

位一体戦略調査専門部会 

機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査

研究 

機械工業高度化人材研究調査

専門部会 

海外の環境規制が我が国機械工業に及ぼす影響についての

調査研究 

EU 環境規制調査検討専門部会

アジア地域資材調達情報網の構築（インド有力サプライ

ヤー情報調査） 

国内外の有力サプライヤー調

査専門部会 

中小企業の活性化、技術開発促進に資する情報ネットワー

クの構築 

国内外の有力サプライヤー調

査専門部会 

低炭素社会実現に向けて機械工業の持つ技術の活用方策に

ついての調査研究 

低炭素社会への技術活用検討

専門部会 
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欧米地域における環境規制動向調査－サステナビリティに

関する欧米の規制・政策とエクセレント・ビジネス－ 

海外情報収集 

ＥＵ機械産業の知的財産保護対応策に関する調査－ＥＵ機

械産業のエコイノベーション戦略との関連を中心に－ 

海外情報収集 

ＥＵ機械産業の現状と展望に関する調査－ＥＵ機械産業の

競争力強化戦略に関する調査－ 

海外情報収集 

ＥＵ機械産業の環境保全対応策に関する調査 海外情報収集 

海外機械工業に関する情報収集（BRICs 等）－ベトナムと

シンガポール経済の現状と我が国機械工業に及ぼす影響－

海外情報収集 

機械工業の標準化の推進－国際規格審議・開発 機械安全標準化特別委員会・

ISO/TC199 部会 

および IEC/TC44 部会 

機械工業の標準化の推進－JIS 原案の作成 機械安全標準化特別委員会・ 

ISO/TC199 部会 

および IEC/TC44 部会 

機械安全への取り組み促進方策に関する検討 機械安全推進特別委員会・ 

機械安全実現へのセカンド

フェーズに関する検討部会 

設備としての機械システムの安全性確保方策の検討 機械安全推進特別委員会・ 

機械安全を設備安全に展開す

るための課題と方策に関する

検討部会 

 

(2) 機械工業における技術開発動向の調査等補助事業（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

調査研究テーマ 委託先 

● 先端技術予測調査  

次世代産業の技術開発に必要とされる計測･分析技術の動

向調査 

(社)日本分析機器工業会 

先進防衛装備品の多国間共同開発の状況とこれがわが国の

防衛機器産業に及ぼす影響の調査研究 

日本戦略研究ﾌｫｰﾗﾑ 

宇宙回収ｼｽﾃﾑの産業利用化に向けた調査研究 (財)資源探査用観測ｼｽﾃﾑ･宇宙

環境利用研究開発機構 

ﾕﾋﾞｷﾀｽ･ﾚｰザﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの調査研究 (財)光産業技術振興協会 

機械工業における研究開発のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ支援のための基盤

構築 

(社)研究産業協会 
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ものづくり技術戦略要素技術体系化調査 (財)製造科学技術ｾﾝﾀｰ 

携帯電話の国際競争力強化に向けた課題の調査研究 一般社団法人  情報通信ﾈｯﾄ 

ﾜｰｸ産業協会 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの訴求効果に関する調査研究 (財)ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ協会 

海外の国家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、産学官連携の実態に関する調査研究 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

(株) 

企業活動のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と国際租税制度に関する調査研究 (財)企業活力研究所 

先端ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術による機械構造設計の精度向上に関する

調査研究 

神鋼リサーチ(株) 

小型衛星への赤外ｾﾝｻ搭載可能性に関する調査研究 (財)資源探査用観測ｼｽﾃﾑ･宇宙

環境利用研究開発機構 

● 機械産業高度化対策及び産業協力  

工作機械産業における新興発展地域の知財戦略に関する調

査研究 

(社)日本工作機械工業会 

ﾏｻﾞｰ工場とものづくり競争力に関する調査 (株)日鉄技術情報ｾﾝﾀｰ 

資源高騰における機械工業企業の経営戦略に関する調査研

究 

(株)日鉄技術情報ｾﾝﾀｰ 

ﾛｼｱにおける機械産業の動向調査 (株)日鉄技術情報ｾﾝﾀｰ 

機械ﾒｰｶｰのｻｰﾋﾞｽ分野取り込みによる事業基盤強化に関す

る調査研究 

(株)東レ経営研究所 

機械技術分野に必要とされるﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞｼﾒﾝﾄについ

ての調査研究 

(株)三菱総合研究所 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開における品種･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 (株)東レ経営研究所 

産学官連携における成功要因と課題についての調査研究 神鋼リサーチ(株) 

東北地域における自動車関連産業集積の展開方向性と立地

可能性検討調査 

(財)日本立地ｾﾝﾀｰ 

ｾﾝｻにより制御される機械の子どもに対する安全性に関す

る調査研究 

特定非営利活動法人キッズ･

デザイン協議会 

我が国機械工業企業と欧米企業の戦略に関する比較検討調

査 

(株)東レ経営研究所 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ革新の実態に関する調査研究 経済政策科学研究会 

持続可能社会に向けたものづくりにおけるｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの課

題と対応策についての調査研究 

(株)日鉄技術情報ｾﾝﾀｰ 
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(3) 機械工業の環境・安全対策に関する調査研究等補助事業（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 
調査研究テーマ 委託先 

● 機械産業の環境・安全対策  

廃棄物分野における温暖化対策に関する動向等調査 (社)産業と環境の会 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな事業展開における環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する調査研究 (株)三菱総合研究所 

ｱｼﾞｱ諸国における水需要の急拡大に伴う機械産業の事業機

会探索調査 

(株)東レ経営研究所 

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ実施に関する実態調査 (社)日本電気制御機器工業会 

情報通信技術を活用した災害時の緊急物資輸送車両支援ｼｽ

ﾃﾑに関する調査研究 

(財)ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ振興協会 

環境関連機械工業のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ動向調査とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争力調査 神鋼リサーチ(株) 

米国における機械安全推進方策の動向に関する調査研究 (株)三菱総合研究所 

● 機械工業のエネルギー効率的利用促進等  

包装機械産業の省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策の調査研究 (社)日本包装機械工業会 

低炭素社会におけるわが国機械産業の国際競争力の変化と

発展の方向 

(株)三菱総合研究所 

 
(4) 機械工業の事業環境整備に資する基礎調査等補助事業（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 
調査研究テーマ 委託先 

● 広報  

ﾛﾎﾞｯﾄ産業･技術の振興に関する広報事業(ﾛﾎﾞｯﾄ大賞) (株)日刊工業新聞社 

わが国の製造業進出地域での人材ｽｷﾙ定義と計測の実態調

査研究 

(財)国際情報化協力ｾﾝﾀｰ 

● 展望課題  

機械産業の国際競争力強化に資する安全保障貿易管理制度

の調査研究 

(財)安全保障貿易情報ｾﾝﾀｰ 

事業再編に関する調査研究 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

(株) 

海外生産と国内生産のﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽに関する調査研究 神鋼リサーチ(株) 

外国人雇用における産業に与える効果と社会に与える影響

の歴史的検証 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

(株) 
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機械製造産業分野における我が国地域の外国企業･外資系

企業誘致活動の実態と課題に関する調査 

(財)対日貿易投資交流促進協

会 

● 機械工業の標準化推進  

災害対応ﾛﾎﾞｯﾄの安全基準策定に関する調査研究 (社)日本ﾛﾎﾞｯﾄ工業会 

印刷産業機械の機能安全に関する調査研究 (社)日本印刷産業機械工業会 

我が国ﾌﾟﾗﾝﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ産業の装置ｼｽﾃﾑにおける標準化へ

の取り組み調査 

(社)日本ﾌﾟﾗﾝﾄ協会 

擦り合わせ型指向による組込みｼｽﾃﾑ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾄ基

盤の調査研究 

特定非営利活動法人日本ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会 

生産ｼｽﾃﾑの設備診断と設備保全に係わる国際標準化 (財)製造科学技術ｾﾝﾀｰ 

 

(5) 機械工業の海外展開基盤整備に関する基礎調査等補助事業（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

調査研究テーマ 委託先 

海外産業技術者の受入研修事業 (財)海外技術者研修協会 

 

 

6. その他の会合 

 

(1) 参与会 

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。平成 21 年度には、次のとおり

2 回の会合を開催した。 

① 8 月 28 日､第 519 回を開催し､ペリージョンソン・コンサルティング㈱エグゼクティブシニ

アセールスマネージャーの本間秀司氏から、一般社団法人への移行に関して、公益目的支出

計画の作成と履行、内部統治（ガバナンス）のあり方、定款と各種規程の見直しなどを

中心に、説明をきき、懇談した。 

② 10 月 13 日、第 520 回を開催し、中村コンサルティングオフィス所長の中村雅浩氏

から、一般社団法人への移行に係る実務と問題点について、一般社団法人への移行パ 

ターンとプロセス、公益目的支出計画の策定のポイント、一般社団法人の税務などを

中心に話をきき､懇談した。 

 

(2) 年始会 

平成 22 年年始会を 1 月 6 日（水）、ホテルオークラ別館にて開催し、来賓、機械業界

関係者など 370 名余りの参会者を得て賀詞の交換を行った。 

当日は、伊藤会長による主催者挨拶の後、経済産業省製造産業局長・平工奉文氏によ
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る来賓を代表しての挨拶及び乾杯の発声があり、懇親を行った。 

（伊藤会長挨拶） 

米国発の金融危機が実体経済にも波及した世界同時不況は 悪の状態からは脱しつつ

あると言われているが、その回復にはなお相当の時間を要するものと思われる。昨年 7-9

月期の GDP が 2 四半期連続のプラス成長となり、機械受注も底入れの兆しが見えるなど、

幾分回復傾向が出てきたようにも受けとれるが、実際は、株価は低迷し、経済活動の水

準も依然低いままであり、デフレ傾向も強まるなど、わが国経済は自律回復にはほど遠

い状態と言える。加えて、急激な円高も継続しており、二番底への懸念も出ている状況

である。日本経済に未曾有の経済危機をもたらしたのは世界的な需要の急激な収縮であ

るが、その影響により輸出の減少、生産や設備投資の低迷等が生じた結果、わが国経済

の需要不足が深刻化している。内閣府の発表によると、現在の需要不足はＧＤＰの７％、

金額では約 35 兆円に達しており、現在の経済不況から抜け出すには需要の創出が何より

重要である。その方策としては、短期的には政府の景気対策が も効果的であり、先月

とりまとめられた 21 年度 2 次補正での財政支出 7 兆 2 千億円の緊急経済対策を可能な限

り早期に実施し、必要に応じて更なる追加が検討されることが重要である。 

長期的には現在の外需頼みの経済構造を改めていく必要がある。そのためには企業が

国内での研究開発や設備投資など産業活動を活発化させることが不可欠であるが、政府

にはそれを促進させる環境整備を早急に行っていただきたい。セーフティーネットの強

化で雇用を支えるとともに、新たな産業基盤として期待されている医療・福祉、教育、

環境・エネルギー分野等への民間投資や消費の促進など、国民の活力を引き出すような

成長戦略を組み立て、実行に移すことが重要である。また、経済活力の面から少子高齢

化による将来の労働力不足が懸念されており、その解消のためには女性の更なる社会進

出が不可欠であり、女性が子供を安心して任せられるような保育施設の拡充や医療面で

のバックアップが必要である。一方、製造業派遣の禁止や 低賃金引き上げは、とくに

中小企業への影響が大きく、インフラ整備やセーフティーネットの拡充とあわせ時間を

かけて検討すべき問題と思われる。 

勿論、内需拡大は非常に重要であるが、人口減少が進むなか、国内需要には限界があ

り、内外需をバランスよく機能させることが必要である。天然資源に乏しい日本が成長

するには外需で利益を稼ぎ、活用していくことが不可欠であり、なかでも急成長するア

ジアなどの新興市場の需要を如何に取り込むかが重要である。とくに日本はアジア諸国

との経済連携をさらに深め、アジア経済圏を発展させることによりこの危機を乗り切る

という視点からの取組みが必要である。 

ご承知のとおり、現在、日本企業は中国や韓国等の新興諸国も加わった大変なグロー

バル競争の渦中にあり、この競争は今後更に激化している。このため、日本企業が厳し

い競争に勝ち抜くために国際競争力を向上させる方策が非常に重要である。わが国の技

術や製品は世界 高水準にあると思うが、それを維持・強化するには、絶え間のない研
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究開発が不可欠で、研究開発こそ資源小国のわが国にとって生命線であり、それが生み

出す科学技術は日本の将来を支える力の源泉と言える。現在、業績悪化にも拘わらず、

各社とも生き残りのために環境・エネルギー分野を中心に積極的な研究開発投資を進め

ているが、政府による研究開発支援策の充実は是非必要である。 

また、わが国の法人実効税率は世界的に突出しており、その引き下げも是非必要であ

る。わが国税率の 40％は、中国の 25％、韓国 27％などアジア諸国とは平均して 15％程

度の開きがあり、わが国企業は競争する前から大きなハンディキャップを背負わされて

いる。法人実効税率の引き下げは、海外への資本流出、生産移転の抑制や外国企業のわ

が国への国内投資の促進など内需拡大にも貢献するため、早期の実現が必要であると考

える。当面やや落ち着いているようだが、現在の円の独歩高もわが国企業の競争力を大

幅に低下させている。ある程度の円高は企業が努力により吸収可能だが、急激な為替変

動に対して政府が的確にメッセージを発し、対応策を講じることが必要である。 

地球温暖化防止のため、わが国は温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比で 25％削減

するという意欲的な中期目標を掲げているが、これをいわゆる真水で実行するのでは負

担が大きくなり過ぎ、産業の国際競争力に影響するおそれがある。地球規模の問題であ

る温暖化への対処は、本来世界全体で当たるべきであり、それを基本にして枠組を構築

していくことが重要と考える。昨年末開催されたＣＯＰ15 でもＣＯＰとしての全体合意

は留意に止めたという拘束力のないもので、その様な状況下で日本の 25％削減だけが一

人歩きしないように政治家、政府には尽力をお願いしたいと強く要望する。 

一方、温暖化に対する取り組みは技術革新を生みだして、国内外のニーズにマッチし

た事業を作り出し、経済の成長を促す面もあり、産業界にとっても積極的に臨むことが

重要と思う。また、世界経済が低迷する中でわが国企業が生き残るためには、新興諸国

市場のいわゆるボリュームゾーンへの対応が短、中期的に有効と考えられる。われわれ

機械産業も積極的に取り組むべき分野であるが、一方でそれは新興諸国への投資を増や

し、技術のキャッチアップを通じて国際競争上の強力なライバルを創出することに繋が

ることも予想される。そのため、企業は絶えず新技術や新製品の研究開発を続けて核と

なる事業を創出するとともに、得られた成果を保持・活用するために知的財産の戦略、

国際標準化への的確な対応を図ることなどにより、新たなビジネスモデルの構築やコ

ア・コンピタンスの充実を行っていくことが非常に重要になると思う。現在、非常に困

難な時であるが、過去を振り返ると、わが国企業はその困難をばねに国際競争力を高め

て来た。難局に直面した時にこそ、新しい知恵が出てイノベーションが沸き起こり、飛

躍に繋がってきたことからも、わが国産業の大黒柱である機械業界は、率先して日本経

済の先を切り開いて行くことが求められている。その期待と責務に応える所存である。 

 

 (3) 会員講演会 

各界の専門家、学識経験者、行政による機械業界が当面する諸問題、将来展望など
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各委員会活動の枠を越えた諸テーマについて話を聞く会員講演会を開催しており、平

成 21 年度は、次のとおり 2 回の講演会を開催した。 

① 3 月 1 日、経済産業省経済産業政策局経済産業政策課長・寺澤達也氏より、12 月に

政府がとりまとめた報告書「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」につい

て、新成長戦略の背景、同戦略の目標と 6 つの重要分野および早期に実行するための

施策「早期実行 25」、同省の戦略分野と「産業革新機構」の活用などを中心に説明を

きき、意見交換を行った。 

② 3 月 23 日、経済産業省経済産業政策局競争環境整備室長・夏目健夫氏および室長補

佐・中西友昭氏より、我が国企業及び事業者団体が競争法コンプライアンス体制を整

備するにあたって、参考となる取組や事例を提示するため同省に昨年 8 月設置された

「競争法コンプライアンス体制に関する研究会」がとりまとめた報告書の概要の概要

について、研究会設置の背景、各国競争法の執行状況、企業および事業者団体のカル

テルに関する競争法コンプライアンスに係る取組などを中心に説明をきき、意見交換

を行った。 

 

(4) 調査研究成果報告会（(財)ＪＫＡ補助事業） 

日機連は、(財)ＪＫＡから競輪の収益の一部である機械工業振興資金の補助を受け、

技術開発、環境安全、事業環境整備、海外情報等の各分野に於ける機械工業の課題につ

いて調査研究を行っており、平成 20 年度の調査研究成果を会員企業・団体など機械産業

界の関係者を中心に広く、活用願うことを目的に調査研究成果報告会を企画し、平成 21

年度は次の４回の報告会を開催した。 

① 第１回調査研究成果報告会（7 月 6 日） 

  （テーマ）省エネ型プラント・技術普及に資する CO2 排出権確保スキーム調査 

  （講 師）(社)日本プラント協会 業務部部長・長田芳穂 氏 

（テーマ）サステナブルなものづくりについての調査研究 

  （講 師）㈱日鉄技術情報センター 調査研究事業部 調査研究第三部 

                            主席研究員・藤田哲男 氏  

（テーマ）バイオメトリクス認証機器システムの互換性実現、相互運用／検証モデル

の調査研究 

（講 師）(財)ニューメディア開発協会 セキュア環境開発グループ 

主任研究員・宮井貴志 氏 

② 第２回調査研究成果報告会（8 月 4 日） 

  （テーマ）成型製品(Article)含有化学物質の情報管理に関する国内外の仕組み・ツー

ル等の動向調査 

  （講 師）㈱旭リサーチセンター 取締役上席研究員・松村晴雄 氏 
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（テーマ）「機械産業の国際競争力強化に資する安全保障貿易管理制度の調査研究 

  （講 師）(財)安全保障貿易情報センター 情報サービス・研修部 

                             主任研究員・風間武彦 氏  

（テーマ）ファインセラミックスのエンジニアリングに関する海外実態調査 

（講 師）(独)産業技術総合研究所 ダイヤモンド研究センター 

                      センター長・藤森直治 氏 

     (独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 

                  上席研究員・大司達樹 氏 

③ 第３回（大阪大会）調査研究成果報告会（9 月 17 日） 

  （テーマ）省エネ型プラント・技術普及に資する CO2 排出権確保スキーム調査 

  （講 師）(社)日本プラント協会 業務部部長・長田芳穂 氏 

（テーマ）成型製品(Article)含有化学物質の情報管理に関する国内外の仕組み・ツー

ル等の動向調査 

  （講 師）㈱旭リサーチセンター 取締役上席研究員・松村晴雄 氏 

（テーマ）海外機械工業企業の世界戦略に関する調査研究 

（講 師）㈱東レ経営研究所 理事・馬田芳直 氏 

④ 第 4 回調査研究成果報告会（11 月 4 日） 

  （テーマ）米国における機械安全推進の現状に関する調査研究 

  （講 師）㈱三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 

                 研究員・石原嘉一 氏 

（テーマ）設備管理技術の新展開に関する調査 

  （講 師）㈱日鉄技術情報センター 調査研究部調査研究第二部 

                    主任研究員・鈴木 悟 氏 

（テーマ）ナノマテリアルの健康リスク・環境リスク検証、および使用規制に関する

調査研究 

（講 師）㈱東レ経営研究所 シニアリサーチャー・岩谷俊之 氏 

 

(5) 関西地区での諸会合等 

① 関西地区年始会 

平成 22 年 1 月 7 日（木）午前 11 時からリーガロイヤルホテルにおいて、関係官公庁

諸団体の来賓および関西地区会員など約 200 名を超える参加者を得て開催し、水越副会

長の挨拶、波留近畿経済産業局産業部長ならびに早川日本銀行理事・大阪支店長のご祝

辞、伊藤会長の発声による祝杯のあと、年始の交歓を行った。 

② 総務懇話会 

・  4 月 21 日、第 593 回例会を開催し、三菱 UFJ 信託銀行㈱大阪証券代行部長 原口 裕氏
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から「本年定時株主総会に向けて」－株主総会をめぐる最近の動向と留意点―と題する講演

を聞いた。その後、平成 20 年度行事結果報告、平成 21 年度行事計画に関する意見交

換を行った。 

・  5 月 29 日、第 594 回例会を開催し、「各社の経費削減対策」に係る情報交換を行った。 

・  7 月 7 日、第 595 回例会を開催し、川崎重工業㈱兵庫工場の新幹線車両等の製造工程の

見学等を行った。 

・  9 月 24 日、第 596 回例会を開催し、「新型インフルエンザ等対策（事前アンケート）」に係る

情報交換を行った。 

・  10 月 23 日～10 月 24 日、第 597 回例会を開催し、関西電力㈱大飯原子力発電所の視察

を行った。 

・  11 月 18 日、第 598 回例会を開催し、パナソニック㈱ 本社 人事・総務ｾﾝﾀｰ健康管理室

主事 重野貴美子氏から「メタボ対策の取組み」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交

換を行った。 

・  12 月 15 日、第 599 回例会を開催し、年末に向けた各社の取り組みに係る情報交換を   

行った。 

・  2 月 19 日、第 600 回例会を開催し、「社会貢献活動に対する支援制度」に係る情報交換を

行った。 

・  3 月 18 日、第 601 回例会を開催し、関西電力㈱お客さま本部 エンジニアリンググループ

副部長 西山忠氏から「改正省エネ法に向けた各社さまへのご支援」及び㈱関電エネルギー

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 田井公浩氏から「エネルギーマネジメント関連サー

ビスメニューのご紹介について」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行った。 

③ 関西団体協議会 

・  4 月 13 日、第 517 回例会を開催し、平成２１年度の行事計画について検討を行った。 

・  5 月 15 日、第 518 回例会を開催し、りそな総合研究所㈱主任専門研究員浅埜二朗氏から

「近畿地域機械産業における産産・産学連携の動向とあり方」に係る講演を聞き、質疑応答な

らびに情報交換を行った。 

・  6 月 24 日、第 519 回例会を開催し、近畿経済産業局 総務企画部 企画課長 竹中 篤氏

から「関西メガリュージョン活性化構想」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行っ

た。 

・  7 月 13 日、第 520 回例会を開催し、各団体の近畿支部等に係る概要の情報交換を行った。 

・  10 月 28 日、第 521 回例会を開催し、１２月以降の行事計画について検討を行った。 

・  11 月 12 日、第 522 回例会を京都府で開催し、第３回ものづくり日本大賞（経済産業大臣

賞）を受賞した京都機械工具㈱（KTC ものづくり技術館）およびニューリー㈱（ニュージアム）の

視察を行った。 

・  12 月 8 日、第 523 回例会を開催し、情報交換を行った。 

・   2 月 22 日、第 525 回例会を開催し、㈳金型工業会西部支部事務局長 三好恭史氏から
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「(社)金型工業会（西部支部）の活動」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行っ

た。 

・  3 月 16 日、第 526 回例会を開催し、平成２２年度行事計画案について検討を行った。 

④ 環境配慮事例研究会 

・ 6 月 19 日、第 48 回例会を開催し、㈱ヴェリア・ラボラトリーズ代表取締役社長 筒見憲三氏

から「企業における最適カーボンマネジメント導入に向けて」－生産系施設における原単位管

理手法のご紹介等―に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行った。 

・ 7 月 21 日、第 49 回例会を開催し、「各社の省エネ、ＣＯ２削減事例（事前アンケート）」につ

いて、情報交換を行った。 

・ 9 月 15 日、第 50 回例会を開催し、㈱リコー社会環境本部 環境経営推進室 国内販売環

境推進グループ グループリーダー 渡辺官氏から「リコーにおける環境への取組」に係る講

演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行った。 

・ 12 月 11 日、第 51 回例会を開催し、近畿経済産業局 資源エネルギー環境部長井岡秀自

氏から「近畿局における環境産業の振興に関する取り組みおよび我が国の省・新エネルギー

対策」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換会を行った。 

・ 3 月 9 日、第 52 回例会を開催し、同志社大学理工学部科学システム創生工学科教授近藤

和生氏から「希土類の回収と今後の課題」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を

行った。 

⑤ 社員満足向上懇話会 

・ 6 月 11 日、第 12 回例会を開催し、大阪労働局労働基準部監督課 副主任地方労働基準

監査監督官 田中精一氏から「労働基準法の改正」および大阪労働局需給調整事業部需給

調整事業第二課 主任需給調整指導官 砂 修氏から「労働者派遣と請負をめぐる現状と課

題」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行った。 

・ 9 月 30 日、第 13 回例会を開催し、「ミドルマネジメント層の育成」に係る情報交換を行った。 

・ 2 月 3 日、第 14 回例会を開催し、㈱島津製作所の「分析・計測機器工場」を見学会を行い、

その後、㈱島津製作所顧問・技監 吉田多見男氏から「独創的研究開発のための人材・環

境」に係る講演を聞き、質疑応答ならびに情報交換を行った。 

⑥ 社員満足向上懇話会実務担当者部会 

・ ４月 24 日、第 38 回例会を開催し、①処分（懲戒等）、②その他（永年勤続制度・エリア限定

社員制度）、③春の交渉結果に係る情報交換を行った。 

・  7 月 14 日、第 39 回例会を開催し、①海外駐在員の処遇、②製造現場における非正規雇

用・外部労働力の活用状況に係る情報交換を行った。 

・  10 月 29 日、第 40 回例会を開催し、①新型インフルエンザ対応、②確定拠出年金に係

る情報交換を行うとともに、③労働基準法改正について情報共有を行った。 

・  2 月 4 日、第 41 回例会を開催し、①「労働基準法、育児・介護休業法改正」への対応、②春

季労使交渉に係る情報交換を行った 
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⑦  機械記者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、京阪神の機械工業の広報活動の効果的な展開及び在関西報道機関との

積極的な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（現在の会員企業数

は、75 社。代表幹事 西日本電信電話㈱広報室長・松本順一氏）と協力して関西地域の機械

工業の企業情報発信拠点である機械記者室（大阪事務所分室）の円滑な運営を行い、もって関

西での企業広報を促進する諸事業を継続して行った。 
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第３章 事業活動 

 

 

1. 平成 22 年度税制改正に対する要望 

 

 税制金融政策特別委員会では、平成 22 年度税制改正に対する要望内容について検討を重

ね、要望書「平成 22 年度税制改正に対する機械業界の要望」としてとりまとめ、10 月 8 日

（木）、経済産業省に提出し、善処方を要請した。 

 要望の内容は、法人税等実効税率の引き下げ、研究開発税制の拡充・延長、情報基盤強化税制の

拡充・延長、欠損金の繰戻し還付の復活及び還付期間の延長並びに繰越控除期間の延長、

連結納税制度の改善、減価償却制度の見直し、国際関連税制の見直し・改善、受取配当金の益金

不算入制度の改善、地球温暖化対策の新税導入反対、地方法人課税全体の抜本的見直し、企業会計制度

の見直し及び国際会計基準とのコンバージェンスの進展に改革に対応した税制措置の整備等の12項目

を重点要望とし、その他国税関係 28 項目、地方税関係 11 項目等機械業界で構成された。 

日機連では、10 月 19 日（月）に経済産業省の政策会議の一環として行われた産業界から

の平成 22 年度税制改正要望に関するヒアリング（増子輝彦経済産業副大臣主催）に髙尾委

員長が出席して意見陳述を行うとともに、自民党「経済産業部会、商工・中小企業関係団

体委員会合同会議」、公明党「経済産業部会」での陳述等、要望実現に向けて陳情活動を

展開した。 

主な要望の結果並びに機械業界関連項目の改正内容は次の通りである。 

重点要望項目 

(1) 研究開発税制の拡充、延長 

試験研究費の増加に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の 10％を越える試験研

究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限を 2年延長する。 

(2) 情報基盤強化税制の拡充、延長 

情報基盤強化税制は、適用期限の到来を持って廃止する。 

(3) 連結納税制度の改善 

・ 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象

外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額

を限度として、連結納税制度の下での繰越控除対象に追加する。 

・ 連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開始

の日の 3月前の日(現行 6月前の日)とする。 

・ 事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税の承

認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその支配関係が生じた日(加入日)
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以後 初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組する。 

・ 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、

その開始又は加入後 2 月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価

評価の対象から除外する。 

(4) 国際関連税制の見直し、改善 

  ① 特定外国子会社等に係る所得の特例（タックスヘイブン課税） 

・ 特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準(いわゆ

るトリガー税率)を 20％以下(現行 25％以下)に引き下げる。また、トリガー税率の計

算における非課税所得の範囲から除くこととされている配当等に、外国法人の所在地

国の法令により、二重課税排除を目的としたものとして株式保有要件以外の要件によ

り所在地国の課税標準に含まれないこととされる配当等を追加する。 

・ 外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等の直接及び間接の外国関係会社株式

等の保有割合要件を 10％以上(現行 5％以上)に引き上げる。 

・ 特定外国子会社等の適用除外基準について、次の措置を講じる。 

(ｱ)  事業基準に関し、適用除外とならない「株式等の保有を主たる事業として営む

法人」の判定上、統括会社が保有する被統括会社の株式等については、「株式等」

から除外する。 

(ｲ)  非関連者基準の判定上、卸売業を主たる事業として営む統括会社が非統括会社

との間で行う取引については、関連者取引に該当しないものとする。 

(ｳ)  特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが、事業

基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合の適用対象金額の計算において、

人件費の 10％相当額を控除する措置を廃止する。 

その他、特定外国子会社等に係る資産性所得合算課税制度の導入など４項目につい

て改正が行われた。 

② 移転価格税制 

・ 独立企業間の算定及び検証に当たり、国外関連者との間の取引価格の交渉過程等の

検討を要する場合に特に留意すべき事項等を運用において明確にする。 

･ 移転価格調査における納税者の協力が得られない場合の推定課税規定において提出

又は提示を求めている書類(国外関連取引の内容を記載した書類、国外関連取引につ

いて法人が算定した独立企業間価格に係る書類)について、その範囲を明確にする。 

・ 外国税務当局との情報交換に関し、租税条約や行政取極の締結により情報交換ネッ

トワークを迅速に拡充するとともに、情報提供と守秘義務の関係を整理することに 

よって一層効率かつ円滑に情報交換を実施していくため、租税条約等に定めるところ

により、当該租税条約等の相手国の税務当局に対し、租税に関する情報の提供を行う

ことができる旨の規定を創設する。 
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(5) 地球温暖化対策の新税導入反対  

地球温暖化対策のための税について今回、当分の間として措置される税率の見直し

を含め、平成 23 年度実施へ向けて成案を得るべく更に検討を進める。 

 

その他の要望項目 

(1) 確定拠出年金制度の改善 

所要の法律改正を前提に、次の措置を講じる。 

･  企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金につい

て、その全額を所得控除の対象とする。 

･ 中途引き出し要件の緩和及び資格喪失年齢の引上げ後も現行の確定拠出年金制度に

対する税制上の措置を講じる。 

(2) 中小企業投資促進税制の延長、拡充 

中小企業投資促進税制の適用期限は 2年延長される。 

(3) 国外子会社に係る受取配当金の益金不算入制度の改善 

内国法人等が外国法人から配当等を受ける場合には､その配当等の額のうち、内国法人

等の配当を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日前 2 年以内に開始した各

事業年度における次のいずれか少ない金額に達するまでの金額は益金の額に算入しない

こととする。 

・ 当該外国法人が他の外国法人から受けた配当等の額のうち、該当内国法人等が当該

外国法人を通じて間接に有する株式等に対応する部分の金額に相当する金額の合計

額｡ 

・ 当該他の外国法人につき合算対象とされた金額のうち、当該内国法人等が該当外国

法人を通じて間接に有する株式等に対応する部分の金額の合計額。 

(4) 特定設備等(公害防止用、産業廃棄物処理等)の特別償却制度の適用期限の延長 

公害防止用設備の特別償却制度については、見直しを行った上、適用期限が 1年延長さ

れる。 

 

また、資本に関係する取引等に係る税制｣の分野で、企業グループを対象として法制度や

会計制度が定着しつつある昨今の社会環境を鑑み、税制においても、法人の組織形態の多

様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、以下の見直しが

行われる。 

① グループ内取引等に係る税制 

(ｱ)  100％グループ内法人間の資産の譲渡取引等 

・ 連結法人間取引の損益調整制度を改組し、100％グループ内の内国法人間で一定

の資産の移転(非適格合併による移転を含む)を行ったことにより生ずる譲渡損益

を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人におい

 - 51 - 



 

て形状する制度とする。これに伴い、適格事後設立制度を廃止する。 

・ 100％グループ内の法人間の非適格株式交換等を、非適格株式交換等に係る完全

子法人等の有する資産の時価評価制度の対象から除外する。 

(ｲ) 100％グループ内の法人間の寄附 

100％グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算

入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする。 

(ｳ) 100％グループ内の法人間の資本関連取引 

・ 100％グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む)について組織再編

税制の一環として位置付け、譲渡損益の形状を繰り延べる措置を講じる。この場

合、源泉徴収等を行わないこととする。 

・ 100％グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する

場合には、負債利子控除を適用しないこととする。 

・ 100％グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、

その譲渡損益を計上しないこととする。 

・ いわゆる無対価組織再編成について、その処理の方法等を明確化する。 

(ｴ) 中小企業向け特例措置の大法人の 100％子会社に対する適用 

  資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下の法人に係る次の制度については、資本 

金の額若しくは出資金が5億円以上の法人又は相互会社等の100％子法人には適用し

ないこととする。 

・ 軽減税率 

・ 特定同族会社の特別税率の不適用 

・ 貸倒引当金の法定繰入率 

・ 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度 

・ 欠損金の繰戻しによる還付制度 

(ｵ) 連結納税制度の改善 

(前述) 

② 資本に関係する取引に係る税制 

(ｱ) みなし配当の際の譲渡損益 

・ 100％グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、

その譲渡損益を計上しないこととする。 

・ 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得

された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不

算入制度を含む)を適用しないこととする。 

(ｲ) 清算所得課税 

清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行する。その際、期限切れ欠損金の

損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じる。また、連結子法人の解散を原則
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として連結納税の承認の取消事由から除外する。 

(ｳ) その他 

・ 適格合併等の場合における欠損金の制限措置等について、実態に応じて適用要

件を見直す。 

・ 分割型分割については、みなし事業年度を設けないこととする   

・ 売買目的有価証券、未決済デリバティブ取引に係る契約等を適格分社型分割等

により移転する場合の処理について整備を行う。 

・ 合併類似適格分割型分割制度を廃止する。   

・ 受取配当の益金不算入制度における負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度

を見直す。 

 

 

2．日機連海外視察団を派遣（シンガポール・ベトナム） 

 

 ASEAN 地域の日系企業を始め各国企業の統括拠点所在地で情報・流通、金融センター機

能も併せ持つシンガポールと中国に替わる製造拠点として、また、原発、高速鉄道計画な

どの社会インフラ整備で関心を集めるベトナムについて、平成 22 年 2 月 24 日から 3 月 1

日まで、視察団を派遣し機械工業の現状並びに将来展望、国際金融危機の影響などにつき

その実情を視察した。 

 視察団は伊藤源嗣・日機連会長を団長に 23 名（ベトナムのみの参加者も含む）からなり、

現地日系企業の参加者も 9 名加わり、シンガポール・ベトナムの２カ国の政府・同関係機

関、共産党本部（ベトナム）、在外日本公館、現地進出日系企業・外国企業等を訪問し､２

カ国の当面の経済状況、機械工業を始めとする産業動向、今後の産業政策、社会インフラ

プロジェクトの動向などにつき政府高官・関係者等を交え懇談を行った。 

 

 

日機連・海外視察団（シンガポール・ベトナム）スケジュール 

 

2月24日（水） 

 

午前 成田国際空港集合（一部の方は関西空港発）、結団式 

午後 シンガポール着 大使館（公使）主催ブリーフィング・夕食会） 

2月25日(木） 

 

 

午前 市内視察 

午後 シンガポール経済開発庁（EDB)訪問 

   シンガポール製造技術研究所（SIMTech)訪問 

2月26日（金） 

 

 

午前 ジェトロ・シンガポールセンター訪問 

午後 貿易産業省（MIT)訪問 

      シェムリアップ（カンボジア）へ移動 
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2月27日（土） 休日 アンコールトム見学 

2月28日（日） 

 

休日 アンコールワット見学 

午後 ハノイ（ベトナム）へ移動 

3月１日（月） 

 

午前 ベトナム共産党本部訪問 

午後 ベトナム商工省訪問 

3月2日(火) 

 

 

午前 在ベトナム日本大使館訪問 

午後 科学技術省訪問 

   首相府訪問 

3月3日（水） 

 

 

午前 キヤノン・ベトナム見学 

午後 MHIアエロスペースベトナム見学 

   ホーチミンへ移動 

3月4日（木） 

 

午前 在ホーチミン総領事館訪問 

午後 台湾興業責任有限公司訪問（台湾プラスチックの現地工場） 

3月5日（金） 

 

 

 

 

午前 ベカメックス社（ビンズン省の工業団地管理・運営会社）訪問   

    ミーフック工業団地見学 

   同 東洋製罐見学 

午後 ホーチミン市内見学 

      ホ－チミンから帰国の途へ 

3月6日（土） 午前 成田空港にて解散 

 

 なお、当視察団の主要面会者は以下の通りである。 

日機連・海外視察団、主要面会者 

 

2 月 24 日（水）  

 ・シンガポール大使館ブリーフィング・夕食会 

     山本広行 公使、 

   野木義之 氏（シンガポール日本商工会議所・会頭）、右田裕之 氏（同理事） 

2 月 25 日（木） 

 ・シンガポール経済開発庁（EDB) 

      同庁副次官 タン・チョン・シアン 氏（Mr. Tan Choon Shian） 

      同庁国際部長 リム・コック・キアン 氏（Mr. Lim Kok Kiang） 

      同精密工学産業部長 チャン・チン・ナム 氏（Mr. Chang Chin Nam） 

・シンガポール製造技術研究所（SIMTech) 

精密エンジニアリングセンター・主任研究員リム・ベン・シオン 氏 

                       （Dr.Lim Beng Siong） 
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2 月 26 日（金） 

 ・ジェトロ・シンガポール・センター    

      所長 寺澤義親 氏 

 ・シンガポール貿易産業省 

    第二次官 オウ・フン・フェン 氏 （Mrs. Ow Foong Pheng） 

3 月 1 日（月） 

 ・ベトナム共産党本部  

     共産党本部外務局長（Director General, Commision for External Affairs C.C.P          

VIETNAM) 

レー・クァン･バー 氏（Le Quang Ba  Ph.D) 

 ・商工省 

   ドー・ホー・ハオ 副大臣（Vice Minister, Mr.Do Huu Hao) 

   商工省政策研究院 

   ファン・ダン・チュアット 院長（General Director, Prof.Dr. Phan Dang Tuat) 

3 月 2 日（火） 

 ・在ベトナム日本大使館 

   坂場三男 大使 

 ・科学技術省 

      グエン・ヴァン・ラン 副大臣（Vice Minister, Dr.Nguyen Van Lang) 

 ・ベトナム首相府 

   グエン・スワン・フック 官房長官（Minister, Chairman,  Mr. Nguyen Xuan Phuc) 

3 月 3 日（水） 

 ・キヤノンベトナム 

      社長 景山幸郎 氏 

 ・MHI アエロスペース・ベトナム 

   社長 増田浩隆 氏 

3 月 4 日（木） 

 ・ホーチミン日本総領事館 

   水城 幾雄総領事 

 ・台湾興業責任有限公司 

   副總経理 陳 坤泰 氏  (Vice President, Mr. Chen,Kun Tai) 

     中華民国工商協進會理事長（東元集團會長）黄 茂雄 氏                   

         Chairman,Chinese National Association of Industry and Commerce=CNAIC 

          Chairman, TECO Group 

 3 月 5 日（金） 

 ・ビンズン省人民委員会公営企業ベカメックス（Becamex IDC Corp.) 
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   取締役副社長（Deputy General Director) Mr. Pham Ngoc Thuan                          

同社（日本企業担当） 植松完二 氏 

 ・Asia Package Industries（東洋製罐） 

   Deputy General Director ,  Mr. Hiroshi Aihara 

     東洋製罐（株）ホーチミン事務所所長 清瀬一郎 氏 

 

 

3．機械工業の展望と課題に関する調査を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

人口減少社会における機械工業の国内展開に関する調査研究 

 人口減少社会における日本の機械工業が国内展開によって、ものづくり及び市場構造の

変化についてどう対応すべきかについて調査研究を行うため、平成 21 年度より人口減少社

会における機械工業の国内展開に関する調査研究専門部会（部会長・八島聰㈱ＩＨＩ 主

席技監）を設置して、活動を行った。 

 具体的には、8 月 25 日の第 1回専門部会において、独立行政法人産業技術総合研究所 デ

ジタルヒューマン研究センター人間行動理解チームチーム長・西田佳史氏から「日常生活

の科学に基づく機械のデザイン」について話を聞き、新製品設計の場合の事故シミュレー

ションにおける児童心理学の必要性等について意見交換を行うとともに調査委託先の㈱東

レ経営研究所から、平成 21 年度「人口減少社会における機械工業の国内展開に関する調査

研究」の調査概要について説明を行った。 

10 月 30 日の第 2 回専門部会では、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構・情報研究

部長の金崎幸子氏から「70 歳現役企業をめざす取り組み」と題して、改正高齢法に基づく

企業の取組状況等の話を聞き、意見交換を行うとともに、調査委託先の㈱東レ経営研究所

から、「人口減少社会の検討の意義・目的」について説明を聞き、意見交換を行った。 

12 月 10 日～11 日の第 3 回専門部会では、12 月 10 日に、愛知県豊田市のトヨタ自動車

㈱・堤工場を訪問し、人口減少社会における国内工場の高付加価値化の観点から世界 高

水準の低燃費を実現したハイブリッド車「プリウス」の組立工場を見学した。また、同県

愛知郡長久手町のトヨタ博物館を訪問し、モータリゼーションの発展と共にプロダクトイ

ノベーションを進めた歴代の自動車製品を見学した。12 月 11 日は愛知県名古屋市のロイヤ

ルパークイン名古屋において、調査委託先の㈱東レ経営研究所から報告書の目次案につい

て提案を行い、審議するとともに、人口減少社会の需要開拓について意見交換を行った。 

2 月 12 日の第 4 回専門部会では、調査委託先の㈱東レ経営研究所から、平成 21 年度報

告書草案について説明を聞き、意見交換を行った。 

3 月 8 日の第 5 回専門部会では、調査委託先の㈱東レ経営研究所から、平成 21 年度報告

書 終案について説明を聞き、エグゼクティブサマリーおよび「まとめ」の章を中心に修

正すべき点ついて意見交換を行った。 
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4．アジア地域資材調達情報網の構築（インド有力サプライヤー情報調査）事業を実施 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

経済のボーダレス化の進展に伴い、海外事業を強化する企業が増加しており、中国や

インドなどアジアにおける現地生産等の事業展開を図る動きが目立っている。海外の現

地で成功するためには、資材や部品を効率的かつ機動的に調達できることも大きな要因

となるためアジア諸国の現地有力サプライヤーの発掘など資材調達情報調査を行うこと

とし、平成 15 年度から平成 18 年度まで中国の長江デルタ地域、華北地域、東北地域を

対象地域に調査を実施した。平成 19 年度から中国と同様に目覚しい経済成長を遂げつつ

あるインドを対象とすることとし、デリー工業地帯を中心とする北インド地域、平成 20

年度にはインド南部のチェンナイ、バンガロール地域を対象に調査を実施した。平成 21

年度は、国内外の有力サプライヤー調査専門部会（部会長・橋本純一（株）日立製作所

調達統括本部材料統括部統括部長)において調査対象地域を検討し、インド西部のグジャ

ラート州、マハラシュトラ州の調査を実施することとした。 

平成 21 年度の専門部会の活動は、12 月 15 日に第 10 回専門部会を開催し、インド西

部地域の有力サプライヤー調査の実施状況について調査委託先（インドビジネスセンタ

ー）から報告を受け、今後の取り纏めステップ等を確認、了承した。 

3 月 24 日に第 12 回専門部会を開催し、㈱日鉄技術情報センター参与・杉田州男氏か

ら「資源メジャーの世界戦略と今後の資源価格の見通し」と題し、原油と商品市場、銅

鉱石と資源メジャー、鉄鉱石と中国の台頭、レアメタルと資源の偏在、資源高騰とパラ

ダイムシフト、資源リスクに向けた企業、社会、国の対応等について話を聞き、質疑応

答を行った。次いで、平成 21 年度に実施した西インド地域の有力サプライヤー調査の調

査結果について報告を聞き、内容を了承した。 

その結果は企業便覧としてとりまとめ「インド有力サプライヤー企業便覧－西インド

編－」CD-ROM 版を作成し、会員はじめ関係先に配付した。 

なお、本事業の推進にあたり具体的作業は、㈱インド・ビジネス・センターに委託し

て実施した。 

 

 

5．海外の環境規制が我が国機械工業に及ぼす影響についての調査研究を実施 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規則など EU 加盟国で機械製品に係わる規制が強化されて

いる。この動向は、機械製品輸出企業のみならず、サプライチェーンでつながる部品、

部材メーカーまで大きな影響が及ぶことになる。この流れは EU にとどまらず、米国や中

国など世界各地に広まりつつあることから、EU 規制の動向をいち早く的確に捉え積極的
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に対応していくため、EU 環境規制調査検討専門部会（部会長・腰塚博美 千代田化工建設

㈱執行役員プロジェクト部門副部門長）を設置し、調査を実施した。平成 21 年度は、

REACH を中心とした化学物質規制に加えてＥＵのエネルギー関連規制についても国内

ヒアリング調査や欧州現地動向調査を実施した。具体的には３回の会合を開催した。 

9 月 25 日に第 16 回専門部会を開催し、(社)海外環境協力センター業務部長・西宮康二

氏から「REACH 新動向と、それ以外で注目すべき EU 環境規制」と題して、日本の

化学物質管理動向、化審法と REACH 対応、EU の環境管理政策について説明を聞き、

質疑応答を行った。引き続き、平成 21 年度の調査案について検討を行った。 

1 月 29 日に第 17 回専門部会を開催し、調査委託先の㈱東レ経営研究所が平成 21 年度

11 月に実施した海外（ドイツ、ベルギー）、国内の団体・企業へのヒアリング調査結果に

ついて報告を聞き、質疑応答を行った。次いで、報告書の全体構成として１章、２章の

環境規制・制度の 新動向の内容と５章のまとめ部分の方向性について検討を行った。 

3 月 25 日に第 18 回専門部会を開催し、調査委託先の㈱東レ経営研究所から、「平成

21 年度専門部会報告書の全体内容」ついて説明を聞き、「第Ⅳ章．我が国機械産業とし

ての欧州環境規制への対応」部分を中心に内容の確認を行った。 

これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配付した。なお、本事業の

推進にあたり具体的調査は、㈱東レ経営研究所に委託して実施した。 

 

 

6．低炭素社会実現に向けて機械産業の持つ技術の活用方策についての調査研究を実施 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

我が国は中国をはじめ、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナムな

ど東アジア各国への省エネルギー協力事業について以前から積極的な活動を展開してお

り、東アジア地域との関係は深い。我が国機械業界が持つ優秀な省エネルギー技術をど

のように低炭素社会実現に向けて生かしていくかについて、特に東アジア地域を対象と

して取り上げ、調査研究することを目的として、低炭素社会への技術活用検討専門部会

（部会長・中村弘志 ㈱荏原製作所技術・研究開発統括部技術企画室長）を設置し、調査

を実施した。 

具体的には、同地域の省エネルギー化、エネルギー効率化を図り、低炭素社会を実現

していくために、過去の経験、実績等を踏まえながら日本の機械工業企業がどのような

国際協力や戦略的な国際展開が可能なのか、等を中心に調査研究を行い、平成21年度は、

３回の会合を開催した。12 月 3 日に第 1 回専門部会を開催し、調査委託先の神鋼リサー

チ㈱からの調査企画案等資料の説明に基づき、平成 21 年度の調査方針・内容、アプロー

チ方法等について検討を行った。 

2 月 5 日に第２回専門部会を開催し、調査委託先の神鋼リサーチ㈱から前回の議論に基
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づき再整理した調査の全体像について説明をし、対象国を絞り込むに当たってのデータ

分析の観点等について検討を行った。 

3 月 12 日に第３回専門部会を開催し、調査委託先の神鋼リサーチ㈱から東アジア諸国

における経済・エネルギーの各指標や省エネルギー・環境に関する法規制の動向把握の

結果から見た調査対象国の絞り込み、今年度の報告書の構成等について検討を行った。 

これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配付した。なお、本事業の

推進にあたり具体的調査は、神鋼リサーチ㈱に委託して実施した。 

 

 

7．技術振興事業を推進 

 

(1) 機械業界と大学、公的研究機関等との研究交流を促進（(財)ＪＫＡ補助事業） 

機械工業における新規事業の創出等に資するため、機械業界、公的研究機関、大学３

者が協力して具体的研究テーマ「今後に課題を抱える素材の代替技術に関する調査」

に取り組むこととし、平成 20 年度に「代替材料技術に関する調査専門部会」（部会長・

長井 寿独立行政法人物質・材料研究機構環境・エネルギー材料領域コーディネータ)

を設置し、調査を実施している。 

 平成 21 年度には、レアメタルなど重要資源の価格高騰や産地偏在による入手難が

懸念される中で、これら素材の代替技術に関し現状を調査（例えばステンレス、特殊

鋼、工具、溶接材等とレアメタル代替技術など）し、ニーズに沿った研究の推進と新

素材、代替素材の早期実用化を図ることを目的に 6 回の会合を開催した。 

5 月 28 日～29 日に第４回専門部会を開催し、鉱山開発から製錬、さらに製錬した素

材を加工して電子・機能性材料を生産するなど、非鉄素材の一気通貫の事業を展開す

る住友金属鉱山㈱の東予工場、ニッケル工場を訪問し、銅、ニッケルの製錬工程を調

査した。また、1691 年から 1973 年までの 282 年間にわたり 65 万トンの銅を産出し

た我が国屈指の銅山である別子銅山の歴史資料を展示した別子銅山記念館を訪問し、

別子銅山坑道模型、別子銅山の地質・鉱床資料、採鉱用道具、採鉱技術書などの展示

物、資料について説明を聞き、質疑応答を行った。 

6 月 17 日に第 5 回専門部会を独立行政法人産業技術総合研究所（茨城県つくば市）

にて開催した。まずリサイクル基盤技術研究グループの大木達也研究グループ長から、

レアメタル等資源安定供給のための固体段階での分離、回収（粉砕、選別、制御、合

成）技術を通じた環境負荷の低いリサイクル技術の重要性と、新しい分離技術等の説

明を受けた。次いで金属リサイクル研究グループの田中幹也グループ長から、溶媒抽

出法や吸着法による精製技術、電解法や凝縮法による採取技術など、廃棄物や鉱石か

らの金属回収に関する新規プロセス技術について説明を聞いた。引き続き、小山主任

研究員から銅品位の低い金属廃棄物からの銅をリサイクルするプロセスの「省エネル
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ギー型リサイクルプロセス」について説明を聞き、質疑応答を行った。また、成田主

任研究員から高効率貴金属分離のための溶媒抽出として、パラジウム、ロジウム抽出

剤の開発について説明を聞き、質疑応答を行った。 

7 月 24 日に第 6 回専門部会を開催し、東京大学大学院工学系研究科システム創成学

専攻システム俯瞰学教授・山冨二郎氏から「資源開発技術について」と題し、資源開

発事業の特質、資源開発プロジェクトの評価、資源開発技術（マス・マイニング）等

に関し説明を聞き、質疑応答を行った。次いで新日本製鐵㈱原料第二部、原料第一部

（兼務）資源調査審議役・長野研一氏から「鉄鉱石、ニオブ、バナジウム資源につい

て」と題し、鉄鉱石、ニオブ、バナジウム資源の世界での分布、供給状況、資源確保

の動向等について説明を聞き、質疑応答を行った。引き続き、平成 21 年度下期の活動

内容について検討した。 

8 月 28 日に第 7 回専門部会（拡大、日機連の他の関連委員会等も参加）を開催し、

インターメタリックス㈱代表取締役・佐川眞人氏から「ネオジム磁石の開発経緯と

今後の磁石開発」と題し、磁石の発展経緯、ネオジム磁石の発明経緯、特性、用途、

今後の磁石開発の課題等について説明を聞き、質疑応答を行った。次いでアドバンス

ト マテリアル ジャパン㈱代表取締役社長・中村繁夫氏から「レアメタル資源の確保

と調達の実情」と題し、レアメタルの 前線の問題として、資源ナショナリズム、脱

中国戦略、取引分類と投機との関係、調達の実情などについて説明を聞き、質疑応答

を行った。 

11 月 13 日に第 8 回専門部会を東邦チタニウム㈱（神奈川県茅ヶ崎市）で開催した。

まず渡辺伸一取締役専務執行役員チタン事業本部長から同社の概要並びにチタンの

物量と需要予測、用途、各工場の生産能力と製品、チタン製造工程等について説明を聞

いた。引き続き工場内の各製造工程（塩化、蒸留、電解、還元・分離、破砕）及びイン

ゴット製造現場を見学した。次いで、高取英男トーホーテック㈱常務取締役から「金属

チタンの現状将来」と題して、チタン製錬の歴史、製錬法、チタンの特性と課題等につ

いて説明を聞き、質疑応答を行った。 

1月27日に第9回専門部会を開催し、国際レアメタル＆リサイクル研究会事務局長、

日刊市況通信社非鉄･レアメタル・環境リサイクル担当部長の棚町裕次氏から「ステン

レス特殊鋼およびレアメタル系スクラップのリサイクルの実際」と題して、各種レア

メタルのリサイクル状況、ＬＥＭ相場、Ni 系・Cr 系ＳＵＳ粗鋼生産状況、ＳＵＳスク

ラップ相場推移・ＳＵＳスクラップリサイクル、国内レアメタルリサイラー等につい

て説明を聞き、質疑応答を行った。次いで、東京大学工学系研究科マテリアル工学専

攻特任講師の醍醐市朗氏から「基礎材料のリサイクルと今後の課題」と題し、鉄鋼材、

ステンレス鋼、銅素材、アルミニウム素材のマテリアルフロー分析について説明を聞

き、質疑応答を行った。 

これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配付した。 
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(2) グローバル時代の技術開発戦略（事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化戦略の三位一体

戦略）についての調査研究を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

  事業のグローバル化や製品市場の世界共通化の進展に伴い、イノベーションを生み

出すＲ＆Ｄ戦略、生み出した成果を権利化・活用して事業に生かす知財・標準化戦略

を一体的に事業戦略に組み込んだ三位一体の技術戦略を推進する運営体制の構築が求

められていることから、三位一体の技術戦略構築にあたって企業が考慮すべき必須要

件、キーファクターなどについて調査研究を行い、機械業界として率先してマネジメ

ント体制構築の指針となるガイド案を作成することを目的に、事業／R&D／知財・標準

化三位一体戦略調査専門部会（部会長・安井公治三菱電機㈱開発本部開発業務部

次長）を設置し、調査を実施した。 

平成 21 年度には 3 回の会合を開催した。12 月 2 日に第 1 回専門部会を開催し、自

己紹介実施後、本部会の調査研究の趣旨・ねらい等について石坂清常務理事から説明

した。次いで調査に当たっての問題提起として、江藤学副部会長（一橋大学イノベー

ション研究センター教授）より、議論に向けての参考情報として、「事業／Ｒ＆Ｄ／知

財・標準化三位一体戦略に向けた検討」についてプレゼンテーション実施し、これを

基に事業／Ｒ＆Ｄ／知財・標準化のそれぞれの関連性などについて、議論、質疑応答

などを行った。 

2 月 2 日に第 2 回専門部会を開催し、新宅純二次郎委員（東京大学大学院経済学研

究科ものづくり系研究センター准教授）より「オープンとクローズの戦略的利用―

アーキテクチャのポジショニング戦略―」について、内部製品構造と製品市場をそれ

ぞれインテグラル型とモジュラー型に分けて（計 4分類）、いくつかの企業を例にとり、

ポジショニング戦略、移動戦略、ポートフォリオ戦略等について話を聞き、質疑応答

を行った。次いで、第 1 回会合で決定した事業／R&D／知財・標準化に関するアン

ケート調査についてその結果を㈱三菱総合研究所より報告した。 

3 月 8 日に第 3 回専門部会を開催し、部会内アンケート調査結果及びその分析内容

を報告した。続いて、三位一体戦略の機械産業版の例として、機械産業における製品

アーキテクチャの発展事例としてファナックの例を取り上げ、部会において紹介した。

後に、本年度報告書構成について検討した。 

  これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配付した。なお、本事業

の推進にあたり具体的調査は、㈱三菱総合研究所に委託して実施した。 

 

(3) 機械工業高度化に必要とされる技術系人材像に関する調査研究を実施 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

今後の我が国機械工業が持続的な発展を目指していくためには、グローバル化対応

力の確固とした強化や従来にも増して一層の高度化を推進していくことが求められる。 

 - 61 - 



 

そのためには専門技術分野の知識とともに創造力や構想力、課題解決力など対応力や

推進力としての十分な能力を備えた技術系人材の育成確保が不可欠になっている。そ

こで、機械工業の将来展望に基づく望ましい技術系人材像を探り、その育成方策等に

ついて調査研究を行うため機械工業高度化人材研究調査専門部会（部会長・中浜慶和

ダイキン工業㈱シニアスキルエキスパート）を設置し、調査を進めている。 

平成 21 年度には、我が国のものづくりを現場から実質的に支えてきた生産技術者に

光を当て、生産技術の定義や人材像の検討を通して将来の確保・育成策について調査

研究を行うこと、また、技術系人材の供給源のうち、特に国際的に評価の高い高専に焦

点を当て、産学連携による人材育成の道筋の検討などを中心に４回の会合と 1 回の現

地調査を実施した。 

9 月 4 日に第 4 回専門部会を開催し、調査委託先の㈱日鉄技術情報センター主席研

究員・山藤康夫氏から平成 21 年度の事業計画（案）について説明し、その内容をもと

に今年度調査の方向性について検討を行った。 

10 月 29 日に第 5 回専門部会を開催し、東京工業高等専門学校校長・水谷惟恭氏か

ら「KOSEN―OECD が絶賛した高等技術者教育機関―なぜすごいのか。課題も多いー」と

題し、高専における高等技術者教育の現状と課題について話を聞き、質疑応答を行っ

た。次いで大阪大学名誉教授、神戸大学名誉教授・岩田一明氏から「ものづくり力の

評価手法の開発」、「実践知を体得した人材の育成と継承に関する調査」など 近の

関心事と活動について紹介し、意見交換を行った。引き続き、㈱日鉄技術情報セン

ター主席研究員・山藤康夫氏から生産技術及び高専に関する調査内容と方法について

説明し、その内容の検討を行った。さらに今後の活動として現地調査の実施について

討議した。 

12 月 9 日～10 日に㈱小松製作所粟津工場とコマツ工業専門学院、金沢工業高等専門

学校を訪問し、生産技術者の育成に関する意見交換、企業内教育訓練施設及び高専に

おける人材教育プログラム等について現地調査を行った。㈱小松製作所粟津工場では、

伊東昌之総務部長から小松製作所全体及び粟津工場の概要、技能向上・伝承への取り

組み等について説明を聞き質疑応答を行った。次いで、工場内の技能教育施設である

トレーニングセンター、ホイールローダ、モーターグレーダー、トランスミッション

組立工程を見学した。また、竹原生産技術部長から生産技術者教育に関して、教育訓

練体制やカリキュラム、生産技術スタッフ育成モデル、OX 活動等について説明を聞き、

意見交換を行った。コマツ工業専門学院では、下村達夫学院長からグ    ローバルな

環境で活躍できる生産技術者を育成するため 2007 年 4 月に開設（20 年ぶりに復活）

した同学院の概要について説明を聞き、意見交換を行った。金沢工業高等専門学校で

は、山田弘文校長から同高専の概要について説明を聞き、意見交換を行った。引き続

き、多目的実験室、コンピュータルーム、Ｅラウンジなどの施設を見学した。 

2 月 4 日に第 6 回専門部会を開催し、12 月に実施した「生産技術」と「高専」に関
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するアンケート調査結果について調査委託先の㈱日鉄技術情報センター主席研究員・

山藤康夫氏から報告し、その内容と分析の切り口等について検討を行った。また、山

藤氏よりコマツ粟津工場、コマツ工専、金沢高専への現地調査結果のポイント並びに

21 年度報告書目次構成について説明し、今後の取り纏めについて確認した。 

3 月 24 日に第 7 回専門部会を開催し、調査委託先の㈱日鉄技術情報センター主席研

究員・山藤康夫氏から「生産技術」に関するアンケート調査結果の定義（調査仮説）

の修正案について報告し、その意義と今後の生かし方等について検討した。引き続き、

山藤氏より 21 年度報告書骨子について説明し、今後の取り纏めについて確認した。 

これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配付した。なお、本事業

の推進にあたり具体的調査は、㈱日鉄技術情報センターに委託して実施した。 

 

 

8．中小機械工業の活性化、技術開発促進に資する情報ネットワークの構築 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

  我が国中小機械工業の埋もれた技術や優秀な製品を発掘し、これらを有効活用してい

くためのシステムを現在稼働中の資材調達ネットワーク上に構築し、中小機械工業の活

性化および技術開発の促進に資するための調査作業を平成 15 年度から進めている。平成

20 年度は国内外の有力サプライヤー調査専門部会（部会長・橋本純一㈱日立製作所調達

統括本部材料統括部統括部長)）において調査方針、対象地域を決定し、調査作業を進め

た。 

平成 21 年度には 2 回の会合を開催した。12 月 15 日に第 11 回専門部会を開催し、㈱大

和総研経済調査部シニアエコノミスト・熊谷亮丸氏から「景気二番底は来るのか」と題

し、民主党政権成立の影響と政策の方向性、日本経済の全体観、米国・中国経済や雇用

環境等のリスク要因、金融市場の展望などについて話を聞き、質疑応答を行った。次い

で、平成 21 年度に実施している国内（北関東・甲信越地域）有力サプライヤー調査の実

施状況について調査委託先（㈱日立国際ビジネス）から報告を受け、今後の取り纏めス

テップ等を確認、了承した。 

3 月 24 日に第 12 回専門部会を開催し、平成 21 年度に実施した国内（北関東・甲信越

地域）有力サプライヤー調査の調査結果について報告を聞き、内容を了承した。 

 これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配付した。なお、本事業の

推進にあたり、具体的調査及びシステム構築作業は㈱日立国際ビジネスに委託して実施

した。 
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9．機械安全の標準化事業を実施 

 

 本事業では、機械安全標準化特別委員会（委員長・向殿政男明治大学理工学部教授）の

もとで、(1)国際規格の審議・開発、(2)JIS 原案の作成を実施した。それぞれの実施状況は

以下のとおりである。 

(1) 国際規格の審議・開発（(財)ＪＫＡ補助事業） 

  国際規格の開発としては、欧米等諸外国との共同作業として、ISO/TC199 および

IEC/TC44 で所掌する機械類の安全性分野の規格審議・開発を実施している。 

  ISO/TC199 部会では、新規国際規格案件として ISO29042-5 から ISO29042-7（空気

中危険物質放出の評価―試験方法－測定）の 3 件と ISO/TR23849（SRP/CS の設計にお

ける ISO13849-1 及び IEC62061 の適用ガイダンス）の 1件、新規修正文書案件として、

ISO11161FDamd（統合生産システムの安全性）等の 5件、改定中の規格は、ISO13855.ed2

（保護装置の位置決め）、ISO14119.ed2（ガードと共同するインタロック装置）、

ISO12100.ed2（設計のための一般原則）、ISO13849-2．Ed2（制御システムの安全関連

部―第 2部：妥当性確認）の 4件について、それぞれ検討した。 

  IEC/TC44 部会では、新規国際規格案件として、IEC/TR61496-4-3（映像利用保護装置・

ステレオビジョン）の 1 件、改定中の規格は、IEC60204-1.ed6（機械の電気装置）、

IEC60204-31．Ed6 等の 6件について、それぞれ検討した。 

その他、ISO11161 に対応した TR の作成を実施するとともに、「メーカのための機械工

業界リスクアセスメントガイドライン」の作成行い、完成した。 

(2) JIS 原案の作成（(財)ＪＫＡ補助事業） 

  JIS 原案の作成については、平成 21 年度において、ISO/TC199 部会では、ISO/14121-2

（リスクアセスメントガイダンス）の 1件の作成を実施した。 

IEC/TC44 部会では、JIS B 9960-32 第 2 版（巻上機械）の 1 件の作成を実施し、審議

が終了した 

 

 

10．機械安全の推進事業を実施 

 

 本事業では、機械安全推進特別委員会（委員長・栗原史郎一橋大学大学院商学研究科教

授）のもとで、①機械安全への取り組み促進方策に関する検討、②設備としての機械シス

テムの安全性確保方策の検討、③講演会による機械安全の普及促進活動を実施した。それ

ぞれの実施状況は以下のとおりである。 

(1) 機械安全への取り組み促進方策に関する検討（(財)ＪＫＡ補助事業） 

  機械安全の取り組みが企業価値を高めると共に、競争力にも繋がる積極的な企業共通

の価値観とするための次段階への活動方策を検討した。平成 20 年度までに纏めてきたマ
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ネジメントシステム、資格制度、法体系など、社会要素基盤をも含むファーストフェー

ズを、更なる段階へステップアップするセカンドフェーズとして、新たに「機械安全実

現へのセカンドフェーズに関する検討部会」を設け、主にフェーズの定義について討議

を行った。 

機械安全の取り組みがコスト意識の強い消極策ではなく、企業経営と一体となる攻め

の安全方策にするための方向性について検討を行った。 

(2) 設備としての機械システムの安全性確保方策の検討（(財)ＪＫＡ補助事業） 

  合理的な機械設備安全の取り組みに寄与せしめるべく、単体機械の安全性確保の手法

をベースに、設備（ファシリティ）としての機械システムに対する安全性確保の方法論

を構築するため、「機械安全を設備安全に展開するための課題と方策に関する検討部会」

を引き継ぎ、生産現場における問題点の再整理と現状把握に努め、解決すべき課題の明

確化についての討議を行った。 

  生産現場における安全対策の問題点など、生産技術分野の保守・保全の役割や現場力

の実態など徹底討議し、日本の生産現場に合った機械システムに対する安全性確保の方

法論の構築の必要性について検討を行った。 

(3) 機械安全普及に係る講演会（(財)ＪＫＡ補助事業） 

主に機械製造企業の経営者、設計担当者及び生産現場の技術者等に普及させることを

目的とし、平成 21 年度は以下の講演会及びシンポジウムを実施した。 

 

○第 1 回 機械安全国際規格の紹介講演会－人を検出する保護設備関連特集－ 

（平成 21 年 12 月 15 日開催） 

    ①機械安全とビジネス環境 

     講師：栗原史郎 氏（一橋大学大学院 商学研究科 教授） 

    ②人の存在を検知する保護装置及び支援機器の動向 

     講師：梅崎重夫 氏（独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

機械システム安全研究グループ 部長） 

    ③電気的検知保護設備－能動的光電保護装置（AOPD）,拡散反射形能動的光電保

護装置（AOPDDR）,視覚的保護装置（VBPD）の特徴と使用例－IEC61496

－1,2,3,4 関連－ 

     講師：高原孝義 氏（オムロン㈱ IAB カンパニー セーフティ事業部 

 開発部 第 2開発課） 

    ④人を検出する保護設備の使用基準－IEC/TS62046 関連－ 

     講師：長谷川佳宣 氏（SUNX㈱ センシング事業部 センサ・セーフティ商品

部 セーフティ商品グループ） 
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○第 2 回 リスクアセスメントの推進・定着に関するシンポジウム 

           （平成 22 年 3 月 11 日開催） 

    ①「ものづくり安全」から「安全づくり」へ 

     講師：向殿政男 氏（明治大学 理工学部 教授） 

    ②機械工業界横断的リスクアセスメントガイドラインの紹介 

     講師：宮崎浩一 （(社)日本機械工業連合会 標準化推進部 部長代理） 

    ③日本工作機械工業会のリスクアセスメント事例 

     講師：西條広一 氏（(社)日本工作機械工業会 

 電気・安全規格専門委員会委員長） 

    ④パネルディスカッション：テーマ「リスクアセスメントの推進・定着」 

     モデレーター：向殿政男 氏（明治大学 理工学部 教授） 

     パ ネ ラ ー ：小平紀生 氏（三菱電機㈱ ＦＡシステム事業本部 

 機器事業部 主管技師長） 

パ ネ ラ ー ：西條広一 氏（オークマ㈱ ＦＡシステム本部 主管技師） 

     パ ネ ラ ー ：志賀 敬 氏（富士重工㈱ 群馬製作所 人事部 

 安全衛生課） 

     パ ネ ラ ー ：高岡弘幸 氏（旭硝子㈱ CSR 室 

 環境安全保安統括グループリーダー） 

     パ ネ ラ ー ：宮崎浩一  （(社)日本機械工業連合会 標準化推進部 

  部長代理） 

 

 

11．優秀省エネルギー機器を表彰（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 本制度は、優秀な省エネルギー機器を開発して実用に供することにより、エネルギーの

効率的利用の推進に貢献していると認められる者および企業その他の団体を表彰すること

により、優秀な省エネルギー機器・装置の普及と企業等における開発意欲の増進を図るこ

とを目的とするものであり、昭和 55 年度より継続、実施している。 

 第 30 回を迎えた平成 21 年度は、事業の厳正かつ円滑な実施を図るため、当連合会内に

優秀省エネルギー機器審査特別委員会（委員長・東京大学名誉教授 中島尚正氏）および

幹事会（幹事長・財団法人先端加工機械技術振興協会専務理事 日本工業大学教授・工業

技術博物館長 松野建一氏）を設置し、表彰に必要な事項について協議、審査等を行った。 

 平成 2１年度は幅広い分野から 47 件の応募があり、書面審査、ヒヤリング審査、現地調

査審査など慎重に審議を重ね、その中から次のとおり 14 件の機器を表彰対象とした。その

うち経済産業大臣賞 1 件、資源エネルギー庁長官賞 1 件、日刊工業新聞社賞 2 件の授与を

推薦、決定し、2 月 8 日にホテルグランドパレスにおいて、表彰式を行った。 
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表彰機器名 申請者名 

〔経済産業大臣賞〕 

1．噛み合いチェーン式高速昇降機（ジップチェーンリフタ） 

 

㈱椿本チエイン 

〔資源エネルギー庁長官賞〕 

2．高速ギアレス圧縮機搭載２重冷凍サイクル型ターボ冷凍機（RTVF

シリーズ） 

 

荏原冷熱システム㈱） 

㈱荏原製作所 

〔日刊工業新聞社賞〕 

3．オーダーメイド型高効率ターボ送風機（POWER SAVING FAN NTシ

リーズ） 

4．乾湿球温度制御型循環式全自動椎茸乾燥機 

 

日本機械技術㈱ 

 

㈱木原製作所 

〔日本機械工業連合会会長賞〕 

 5．ノンフロン型カップ式小型飲料自動販売機 

 6．オイルフリー電気駆動式小形増圧機（EFBS） 

7．小型炉用フィン付熱交換器内蔵バーナー 

8．上下給電電流個別制御式高性能ワイヤ放電加工機（NAシリーズ）

 9．多層スリット構造を採用した永久磁石内挿リラクタンスモータ

10．水素間接冷却式超高効率大容量タービン発電機 

11．水素メタン２段発酵による焼酎粕処理・エネルギー回収システ

ム  

12．ヒートポンプバランス制御（ヒータレス）空調機 

（PAPシリーズ） 

13．バイオ研究用キャピラリーチューブ式小型超低温フリーザ 

14．多孔付ｴﾚﾒﾝﾄ組み合わせ式高効率連続ﾐｷｻｰ（混合君・分散君） 

 

富士電機ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 

アネスト岩田㈱） 

㈱正英製作所 

三菱電機㈱ 

オークマ㈱ 

㈱東芝 

㈱タクマ 

 

オリオン機械㈱ 

 

三洋電機㈱ 

㈱フジキン 

 

 

12．「ものづくり」関連普及促進事業を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 ものづくり日本大賞事業の実施にあたり、本事業受賞者顕彰・表彰制度の周知など広報

関係に重点を置く「ものづくり」関連普及促進事業を行っている。 

 平成 21 年度は、７月に挙行された第３回「ものづくり日本大賞」受賞者の各地域にお

ける紹介イベント実施のため、全国７地域（東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州）

を対象に､当会ホームページにおいて委託機関を公募した。 

紹介イベントは７月下旬から以下のように順次実施され、当会からも主催者側として担

当者が出席し、各地区の主催者（地方経済産業局）、受賞者と交歓した。 

7 月 29 日 「ものづくりフォーラム in 中国」           広島市 
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8 月  4 日 「優秀賞･四国経済産業局長表彰式」          高松市 

8 月 21 日 「関東経済産業局管内優秀賞表彰式」          東京都港区 

8 月 21 日 「TOHOKU ものづくりフォーラム 2009」     仙台市 

8 月 24 日 「『優秀賞』授賞式･記念講演会」        大阪市 

9 月 28 日 「第３回ものづくり日本大賞記念フォーラム」 名古屋市 

また、3 月 13 日から 4 月 4 日にかけて国立科学博物館にて「ものづくり展 

MONODZUKURI EXHIBITION」（後援：経済産業省）を開催し、第３回ものづくり日本

大賞受賞者の優れた技術をアピールした。 

 

 

13．「今年のロボット」大賞の広報を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 我が国ロボット技術の優位性を活かしつつ、次世代ロボット産業を育成することは、我

が国に科学技術の更なる発展をもたらすとともに、その実用化が進むことにより、急速な

少子高齢化による労働力不足の解消や、安全・安心な社会の実現に貢献すると期待される。 

このため、その年に活躍し、かつ、将来の市場創出への貢献度や期待度が高いと考えられ

るロボットやロボット部品の開発者や会社を表彰し、もってロボット技術革新・用途拡大

や国民の認識度向上による需要喚起等を目的として、平成 18 年度に「今年のロボット大賞

表彰事業」が発足した。平成 19 年度から日本機械工業連合会会長賞の表彰も行っており、

当会は広報関連業務を担当しているが、平成 20 年度からは表彰事業は隔年実施としたため

に、平成 21 年度は㈱日刊工業新聞社に委託して、当該表彰事業をより広く知って貰うため

の広報事業を行った。 

当該広報事業の一環として、11 月 25 日（水）～28 日（土）に東京ビッグサイトで開催

された「2009 国際ロボット展」に出展し、過去に受賞したロボットの展示を行うとともに

11 月 27 日（金）には、シンポジウムを開催した。 

また、公式ホームページのリニューアルや、PR チラシや総合カタログを作成し、地方イ

ベント等で配布するなど、当該表彰事業の PR 活動を実施した。 

 

 

14．広報活動を実施 

 

(1) 日機連週報の発信 

   総会、理事会、参与会などの開催内容、研究委員会、特別委員会ならびに専門部会な

どの活動状況を紹介するとともに、各委員会招へい講師の講演要旨、海外駐在員の現地

情報、また当会の定期統計調査結果、調査・研究報告書の概要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速報した。 
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(2) 海外広報（(財)ＪＫＡ補助事業）の実施 

   機械工業を中心とした我が国の主要経済指標のわかる「機械工業英文パンフレット

(The Machinery Industry of Japan2009)」を作成し、当会会員をはじめ在外公館、海外

関係機関、海外駐在員事務所、在日海外機関等に広く配布した。 

 

(3) 機械工業関係情報の収集（(財)ＪＫＡ補助事業） 

   当会では委託事業を含め、機械工業に関する幅広い調査研究事業を実施し、その成果

を調査研究報告書にまとめているが、これらの報告書に加え、経済産業省を始め官公庁

の新政策、審議会資料、調査統計資料、会員企業・会員団体の機関誌・年史、調査研究

報告書などを情報資料室に収集して、分類整理するとともに電子化を進めホームページ

では、当会で作成した各種調査・研究報告書の内容(本文及び要約版)を PDF 等によりダ

ウンロードできるようにして、広く関係者の閲覧に供した。 

 

(4) ホームページの運営 

    日機連の諸事業の成果をより多くの人々に周知、活用してもらうため、また、機械工

業全般に関する情報を提供するためホームページを運営し、日機連の組織・事業紹介、

調査研究成果の公表、機械の安全性等に関する国際標準化動向、資材調達ネットワーク

などを掲載し、発信している。 

   平成 21 年度は、情報発信を継続するとともに、利用者の利便性に優れた情報提供に努

めた。 

 

(5) ＪＭＦ経済ニュースレターの発行 

   9月より月１回の頻度にて日機連週報にて「ＪＭＦ経済ニュースレター」を発信し

た。内容は、マクロ経済、国内需要、海外需要、国内生産活動および金融・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経済指標をグラフや表を使用

して、分かり易くまとめたものである。 

 

(6) 日機連かわら版の発信 

各委員会の委員長・委員、各部会の部会長・委員、日機連の評議員・参与の横顔や委

員会・部会のニューフェイスの紹介並びに各委員による投稿記事（リレーコラム）や優

秀省エネ機器表彰受賞者等の苦労話、外部講演会の講演概要等を会員に親しみ易い形で

掲載し、会員に月１回メールで配信した。 
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15．地域機械工業の事業活動推進に関する調査を実施 

 

(1) 地域機械産業事業活動推進調査専門部会の活動（(財)ＪＫＡ補助事業） 

近畿地域における機械産業が環境や安全・安心に配慮し、素材開発、製品の高機能化

等への対応、高付加価値製品の開発に向けて生き残りをかけて取り組みを行っている企

業間連携等の実態（成功事例、障害事例）を調査し、その効果や課題を検証することを

通じて、企業の事業経営・活動の高度化の推進を図る調査をするため、地域機械工業事

業活動推進調査専門部会（主査：三菱重工業㈱関西支社 支社長付 徳弘仁志氏）を設置

した。 

9 月 10 日の第 1 回専門部会において、調査研究実施の基本計画ならびに調査内容・調

査方法およびヒアリング様式（原案）等について検討、意見交換を行った。 

1 月 28 日の第 2 回専門部会において、アンケート・ヒヤリング調査結果について質疑

応答を行うとともに調査報告書の「取りまとめ」に係る様式について検討を行った。 

3 月 24 日の第 3 回専門部会において、調査報告書（案）について検討するとともに意

見交換を行った。 

これらの成果を報告書に取りまとめ、会員はじめ関係先に配布した。なお、本事業の

推進にあたり、詳細調査は神鋼リサーチ㈱に委託して実施した。 

 

(2) 機械情報産業の景況・事業動向調査の実施 

四半期毎に 14 業種、16 品目、118 企業について景況・事業動向調査を実施し、企業活

動の動向を把握した。また、今後の調査方向についての意見交換を実施した。 

 

 

16．調査活動を実施 

          

機械工業の生産見通し等調査を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

本調査は機械工業の各機種別工業会約 50 団体の協力を得て、毎年２回、機械工業生産

額の見通しをとりまとめるもので、平成 21 年度は「平成 21 年度機械工業生産額見通し

調査」を 7 月に、「平成 21 度機械工業生産額（改訂）見通し調査」を 11 月にそれぞれと

りまとめ公表した。 

 

 

17．海外情報収集提供事業を実施 

 

(1) 海外情報収集を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

米国発の金融危機が実体経済へも波及した世界同時不況は長期化しており、先進国経
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済の回復の動きは鈍い。一方、中国は大型公共投資の効果もあり、確実な回復が続いて

いる。我が国機械産業は海外事業への依存が大きいため海外需要の急激な収縮により、

大きな影響を被った。このため、長期的には現在の外需依存の経済構造を改めていく必要

があるが、我が国では今後の人口減少が確実視されるなど国内需要には限界があり、天然資源

に乏しい日本が成長するには外需で利益を稼ぎ、活用していくことが不可欠である。海外では

中国で巨額の財政出動が行われ、また、欧米でも景気回復のための環境関連の投資の増

加が予定されている。このような状況の下、我が国機械工業の再浮上の鍵は海外需要の

開拓が握っていると言える。企業が海外事業を拡大するには、その前提として海外現地

情報の収集が不可欠であり、海外情報のニーズは高い。当会では自ら現地情報を収集す

ることが難しい中小企業などの要望に応え、海外機械工業に関する情報収集、提供事業

を行っている。 

海外機械工業に関する情報資料の収集及び提供事業（米国及びＥＵ地域）では、米国

情報は日本貿易振興機構に委託し、米国シカゴに駐在する調査員が収集した米国政府発

信情報やメディアに掲載された情報および関係機関や現地日系企業やブラジル日系企業

の訪問調査で得た情報を中心に、分析し、年間 100 本以上の情報をシカゴレポートして

とりまとめ、日機連電子週報に随時掲載して会員はじめ関係方面に速報した。また、米

国ワシントン D.C.の調査機関 Washington CORE に委託し、「欧米地域における環境規制

動向調査－サステナビリティに関する欧米の規制・政策とエクセレント・ビジネス－」

を行い、欧米における気候変動や生物多様性をめぐる政策・規制、産業界等の 新動向

について分析調査し、日本に向けた提言も踏まえて調査研究報告書にとりまとめて広く

配付した。 

ＥＵ情報は、ベルギー・ブリュッセルに本部を持つ調査機関の㈱ユーロビジョン・

ジャパンに委託し、「ＥＵ機械産業の知的財産保護対応策に関する調査－ＥＵ機械産業の

エコイノベーション戦略との関連を中心に－」、および「ＥＵ機械産業の現状と展望に関

する調査－ＥＵ機械産業の競争力強化戦略に関する調査－」をそれぞれ行い、欧州内の

エコイノベーション戦略や主要国における環境産業の現状と見通し、知的財産権の強化

など更なる発展に向けた主な課題とその解決に向けた取組みを分析することによって、

日本の機械産業が目指すべきエコイノベーション戦略の方向について調査検討するとと

もに、ＥＵ内の機械産業の競争力の現状と課題や主要産業別分野の競争力強化戦略、成

長産業分野における原料の安定的確保に向けた取り組みなどを分析することによって、

日本の機械産業が構築すべき包括的な競争力強化戦略の方向について調査検討を行い、

調査研究報告書にとりまとめて広く配付した。また、㈱三菱総合研究所に「ＥＵ機械産

業の環境保全対応策に関する調査」を委託し、EU 加盟国での機械設備の安全性を確保す

る規則の枠組み、及び機械設備の安全性向上を図る対策を積極的に進めるためのインセ

ンティブなどを調査するとともに、EU における機械設備の安全性向上に関する活動を文

化、制度、運用のそれぞれの側面から、我が国の産業界における活動と比較検討を行い、

 - 71 - 



 

我が国の機械安全を推進する方策についても提言した調査研究報告書にとりまとめて広

く配付した。 

海外機械工業に関する情報収集（BRICS 等）及び中国機械工業の 新情報提供事業は

(2)項、(3)項を参照。 

(2) 海外機械工業に関する情報収集（BRICS 等）を実施（(財)JKA 補助事業） 

東アジア共同体構想などに代表される東アジア地域に於ける経済連携が注目を浴びて

いる。東アジアは東南アジアを含めると人口は 20 億人にのぼり、国民総所得はＥＵを上

回るなど、極めて大きな経済力を持つに至っている。中でも、ASEAN は積極的に地域連

合の動きを強めており、今後もますます緊密化が進展して行くと思われる。 

そこで、本調査研究では、今後の ASEAN の展開を考察することを目的にベトナムと

シンガポールに焦点を当て、両国の機械工業の技術力、人材、インフラ整備など多方面

から比較検討、両国の将来性、更には ASEAN 全体の将来を展望し、両国の機械工業に

関して経済・政治動向および投資環境等を明らかにするため文献調査を行うとともに、

現地に視察団を派遣し、実態調査を行った。その成果は、「海外機械工業に関する情報収

集（BRICS 等）－ベトナムとシンガポール経済の現状と我が国機械工業に及ぼす影響－

報告書」としてとりまとめ、機械業界を中心に広く配布した。なお、調査は(株)日立総合

計画研究所に委託して実施した。 

(3) 中国機械工業 新情報を提供（(財)ＪＫＡ補助事業） 

世界同時不況は世界経済に大きな影響を及ぼしたが、巨額の公共投資により中国は GDP

伸び率は前年比 8.7％増で、政府目標の 8％を超えた。政府の景気刺激策が成功し、中国

経済は拡大傾向を強めている。このようにように、我が国機械業界にとっても中国は大

きなビジネス市場であることから、平成 14 年度より実施している中国機械工業 新情報

の提供事業を平成 21 年度も引き続き実施した。日刊工業新聞社に調査を委託し、「新華

社」および日刊工業新聞に掲載された我が国機械業界の関心が高いと思われる中国機械

工業に関する記事を選択、翻訳ならびに分析を行い、電子情/報として機械業界に速報し

た。 

 

 

18．機械工業関係の海外技術者受入れ研修事業を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

従来から継続している発展途上国などの海外技術者の受入れ研修事業を（財）海外技

術者研修協会に委託して実施した。 

事業内容は、開発途上国の工業技術等の進展、それに伴う産業基盤の強化の必要性が

叫ばれている現状に鑑み、これらのニーズに応えるべく機械産業の基盤であり、高度な

技術を必要とする金型産業、その周辺技術に係わる産業人材の育成に主たる焦点を絞っ

て管理研修等を実施するとともに、これら研修生に対してフォローアップや帰国後サー
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ビス活動を行った。（研修実績、18 カ国 48 名） 

 

 

19．機械工業の振興に関する課題の探索・評価・選定に関する事業を実施 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 (財)ＪＫＡの機械工業振興補助事業による補助を受けて、調査研究等の各種事業を行

っている。これらの外部委託を行う案件に関しては、調査研究等委託事業専門部会（部

会長：矢部彰(独)産業技術総合研究所理事）で、調査テーマの検討、委託先の選定、結

果の評価等を厳正に行っている。 

調査研究等委託事業専門部会では、平成 20 年度に提案募集した 44 件について、事業

内容と委託先事業者の評価審議を実施し、35 案件について事業実施が望ましいとの意見

が確認された。 

一方、日機連の研究会から、実施が望ましいと意見が集約された 12 案件の調査研究に

ついては、委託先事業者の審議を実施し、望ましい業者が選定された。 

調査研究等委託事業専門部会にて事業実施が確認されたこれら案件については、順次

事業実施を開始し、平成 21 年 3 月 31 日までに全ての事業の完了を達成できた。今後は

これら成果を(社)日本機械工業連合会ホームページに公表し、会員各位並びに機械工業

界に広く活用していく。 

また、調査研究等委託事業専門部会では、平成 20 年度調査研究事業の中から、８案件

を抽出し、委託先事業者のヒアリングを交え、事業成果の評価を実施した。評価結果は

事業者へ教示すると共に、事業者の指導や今後の委託事業の選定に利用していくことに

している。 
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第４章 平成 21 年度補助事業一覧表 

（補助金交付元 財団法人 ＪＫＡ） 

 

 

事   業   名 

 

事  業  項  目 

 

該  当 

ページ 

 

 

1 

機械工業における技術開

発動向の調査等補助事業 

 

① 機械工業分野に関する研究交流の促進 

② 先端技術予測調査 

③ 機械産業高度化対策及び産業協力 

 

59、60 

61、73 

61～63 

67、68 

 

2 

機械工業の環境・安全対策

に関する調査研究等補助

事業 

① 機械工業の環境・安全対策 

 

② 機械工業のエネルギー効率的利用促進等 

57～59 

64～66 

66、67 

 

3 

機械工業の海外展開基盤

整備に関する基礎調査等

補助事業 

① 海外情報収集 

② 機械工業の海外技術者受入れ研修事業 

③ 海外広報 

70～72 

72、73 

69 

 

 

4 

機械工業の事業環境整備

に資する基礎調査等補助

事業 

 

 

 

① 機械工業の生産見通し等調査 

② 機械工業関係情報収集及び広報 

③ 機械工業の展望と課題に関する調査 

④ 地域機械産業の事業活動推進に関する調

査 

⑤ 機械工業の標準化推進 

70 

68、69 

56、57 

70 

 

64 

 

 

 


