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第１章 平成 22 年度活動の概要 

 

 

平成 22 年度の日本経済は、リーマンショック後の景気後退から漸く抜け出し、前半は   

夏季の猛暑効果等にも助けられ堅調な回復傾向を示したが、後半はエコポイント等の政策

効果の逓減や、欧州のソブリンリスク、中東の政情不安等が景気の下押し圧力となり、    

回復のテンポが鈍化し、そして 3 月 11 日の東日本大震災で甚大なダメージを受けるという   

大変な一年となった。 

 こうした中で我が国の機械工業は、拡大するグローバル市場への対応という大きな命題

を抱え、競争力の源泉としてのものづくり力の再強化やビジネスモデルの見直し、地球温

暖化対策への対応、更には少子高齢化社会への対応等の課題に向き合っている。 

 日機連では、このような環境動向の中で、機械工業の競争力を維持・発展させてゆく    

ための方策検討を中心に、５つの研究委員会、4 つの特別委員会及び 9 つの専門部会を主な

活動基盤として以下の活動を行った。 

 

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 

 (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、調

査を進めている。平成 22 年度は機械産業の置かれている現状を把握し、ビジネ

ス形態に応じて取り得る戦略的方策を整理し、対応策の検討を行った。 

 (2)  人口減少社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っている。平成 22 年度は人口減少社会に

おけるサプライサイドの観点から調査を進め、量的な労働力不足よりもむしろ高度

な人材を求める企業側の需要と人材供給側とのミスマッチの拡大が問題となるとの

認識に立って、その対応策について検討を行った。 
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(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 22 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、企業とし

てグローバル化にも対応可能な生産技術者を今後どのように確保・育成していく

かを中心に委員各社の問題意識、取り組み等の実態把握に基づき検討を行った。 

(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

するため調査を行っている。平成 22 年度は、REACH, RoHS、CLP 等の化学物質規制の

新動向を整理するとともに ErP 指令等のエネルギー関連規制・制度についても情

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 22 年度はレアメタルなど重要資源の価格高騰

や産地偏在など資源制約下とグローバル展開の中での新しい材料戦略のあり方を中

心に調査研究を行った。 

(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 22 年度はインドの

ウエストベンガル州、ジャルカンド州を中心とする東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 22 年度は対象

国として選定した中国及びタイ、インドネシア、ベトナムにおける省エネルギー技術

ニーズの把握、日本の省エネルギー技術シーズとのマッチング分析を行い、それぞれ
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の国で省エネルギー技術を事業展開するためのビジネスポイントを抽出して２年間

に亘る調査研究を締めくくった。 

(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 22 年度は、中国等における環

境ビジネスの展開と近畿地域が担う役割について議論し、更なる発展の方向性を探っ

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 22 年度は、合計５回の部会を開催して審議を行

い、32 件の提案テーマの中、30 件を採択し、２件を不採択とした。委託金額は約２億

5,900 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 23 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 23 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  

行い、また、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、12 月 16 日に閣議決定された平成 23 年度税制改正大綱の中に長年の懸案

であった法人税の減税（法人税の基本税率を現行の 30％から 25.5％へ引き下げることな

どにより法人税実効税率は約 5％下がって 35.6％となる）が盛り込まれた。しかし、この

措置に伴い、繰越欠損金の使用制限、研究開発税制の縮減、減価償却の見直しなどが行

われ、課税ベースが拡大される。また、石油石炭税率に上乗せする形で温暖化対策税(環

境税)を段階導入することも同大綱に盛り込まれた。 

 

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（機械類の安全性）、IEC/TC44 部会（機

械類の安全性―機械の電気装置）において、新規国際規格、改訂規格の審議に参加した

ほか、JIS 原案の作成では、TC199 関係は 1件の原案の作成を終了し、TC44 関係は 2件の

JIS 原案の作成を終了した。 

 また、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の向上、消極的な守りの安全から積極的な攻めの安全に関する検
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討や、インテグレータ機能を中心に設備としての機械システムの安全性確保方策等の検

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．日機連海外視察団を派遣（クロアチア、セルビア） 

EU への参加を目指し経済復興を進めている旧ユーゴスラビア地域のクロアチアとセル

ビア両国に向け、2 月 23 日～3 月 4 日の間、伊藤源嗣・日機連会長を団長とする総勢 25

名からなる視察団を派遣し、政府、関係機関、現地企業、在外日本公館等との交流を通じ、

経済状況、産業政策、社会インフラ整備計画、日本への期待等に関する貴重な情報を得て

帰国した。 

６．表彰事業 

  第 31 回に当たる平成 22 年度の「優秀省エネルギー機器表彰事業」では､表彰式を平成

23 年 2 月 4 日に行い、経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞（2 件）、日本機械工業

連会会長賞（9 件）の授与を行った。 

｢第４回ロボット」大賞では、表彰式を平成 22 年 11 月 26 日に日本科学未来館で行い、

第４回ロボット大賞（経済産業大臣賞）、 優秀中小・ベンチャー企業賞（中小企業庁

長官賞）、日本機械工業連合会会長賞、中小企業基盤整備機構理事長賞、日本科学未来

館館長賞、及び優秀賞７件が表彰された。 

 

７．「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 22 年度は 21 年度に行われた第 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を全国約 630 校の工業高校に資

料・教材の一助として送付、また全国 9 地域で第４回表彰（平成 23 年夏予定）の応募促

進のためのイベントを開催した。 

 

８．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た他、

専門機関に委託して米国通商関連および中国機械工業関連の 新情報を収集し、会員始

め広く関係方面に電子情報として提供した。また、クロアチアおよびセルビアの機械工

業に関して調査を実施した。 

    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。 
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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 22 年度は 5 月に東京、

11 月に富山県富山市で開催した。 

5 月開催の第 104 回通常総会（春季総会）では、経済産業省大臣官房審議官（戦略輸出

担当）・市川雅一氏からの来賓挨拶に引き続き、議事にはいり、各議案について審議、承

認が行われた。総会後には機械関係業界から多数の出席者を得て懇親会を開催した。伊藤

会長から主催者挨拶、経済産業省製造産業局参事官・吉田雅彦氏から来賓挨拶が行われた

後、懇親を行った。 

伊藤会長は挨拶の中で、①我が国の経済環境は、1-3 月期の国内総生産（GDP）の実績

が前期比 1.2％増と、4四半期連続でプラス成長となり、ようやく景気回復の兆しが出て

きたが、この回復は中国を中心とするアジア向けの輸出と政府の経済対策による個人消

費の伸びが要因であり、今後の見通しは不透明であること、②少子高齢化が進行する中

で国内需要には限りが出てくるために、成長が期待できるアジア諸国を中心とする海外

需要を如何に我が国に取り込むかが今後の我が国経済成長の鍵を握っていること、③我

が国の法人税実効税率は 40%と世界で も高く、我が国企業は競争する前から大変大きな

ハンディを負っており、我が国企業の競争力強化及び外国企業の国内投資促進のために

も法人税の引き下げを実現すべきであること、④我が国が世界をリードする産業分野を

更に強化することも重要で、中でも、「省エネ」と「環境」は今後、世界的に大きな伸び

が期待できる分野であり、政府には研究開発減税等の後押しをお願いしたいこと、⑤日

機連は、我が国機械工業の競争力を維持、発展させていくための諸課題に取り組み、会

員の直面している課題・ニーズに適合するよう努めてきており、今年度も、9つの委員会、

9つの専門部会の活動を通して、機械工業における重要課題に対して取り組んでいくこと、

などを述べた。 

11 月開催の第 105 回秋季通常総会（秋季総会）では、伊藤会長からの主催者挨拶に引

き続き、議事にはいり、各議案について審議、承認が行われた。 

伊藤会長は挨拶の中で、①我が国の景気は、アジア新興国の成長や政府の経済対策効

果などで昨年後半から緩やかな回復が続いてきたが、大幅かつ急激な円高の進行、海外

経済の減速、経済対策効果の一巡などにより、生産や輸出が鈍化するなど、先行きの懸

念があり、政府による、緊急経済対策に盛り込んだ即効性のある事業の早期実施が必要

であること、②近年、振興諸国も加えたグローバル競争が加速しており、世界 高水準
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の法人税率、近隣諸国に遅れを取る経済連携協定、強まる方向にある労働規制、史上

高値に迫る円高など、我が国企業が対等な条件で海外企業と競争を行うことができるよ

う、国際水準の事業環境整備を早急に進めることが重要であること、③「外需の内需化」

は我が国の新たな成長に欠かせないファクターで、現在、環太平洋経済連携協定

（ＴＰＰ）交渉への参加が検討されているが、政府は国益という「全体 適」の視点で

決断し、交渉に参加してアジア太平洋地域を中心に経済連携協定を一層強力に推進する

ことが重要であること、④日機連では、機械工業の将来を担う技術系人材の育成方策、

レアメタル等重要資源の代替材料技術の開発、Ｒ＆Ｄ戦略と知財・標準化戦略を事業戦

略に組み込んだ技術戦略など、会員各位の企業経営にとって密接なテーマでの調査研究

を進めるとともに、税制面での改善や外需拡大支援策の推進など機械業界の事業環境改

善に向けた要望や政策提言などを進めていくこと、などを述べた。 

 

 開催日 議  題 

第 104 回通常総会 

（平成 22 年度 

第１回通常総会） 

22. 5.21 来賓挨拶  経済産業省大臣官房審議官（戦略輸出担当） 

                 市川 雅一 氏  

第１号議案 平成 22 年度事業計画書の承認 

第２号議案 平成 22 年度収支予算書の承認 

第３号議案 平成 21 年度事業報告書案の承認 

第４号議案 平成 21 年度収支決算書等案の承認 

第５号議案 会費および入会金の負担基準の一部変更の 

承認 

第６号議案 理事会で行われた理事の選任に関する承認 

第７号議案 新法人移行への対応 

第８号議案 任期満了に伴う役員の改選 

第 105 回通常総会 

（平成 22 年度 

第 2回通常総会） 

22.11.11 第１号議案  第346回理事会で行われた理事の選任に関する

承認 

第２号議案 定款の変更 

第３号議案 公益目的支出計画 

報告    平成 22 年度上期主要事業報告 

（11.11 ㈱不二越富山事業所にて総会後に、同事業所本社工

場及び東富山事業所視察、「松月」で懇親会、11.12 「瑞泉

寺」、「五箇山相倉合掌造り集落」、「越中八尾観光会館」等視

察 
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(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 22 年度は以下のとおり、6回開催した。 

  

 開催日 議  題 

第 344 回理事会 22. 5.10 第１号議案 平成 21 年度事業報告書案 

第 2号議案 平成 21 年度収支決算書等案 

第 3号議案 次期の理事及び監事の選任 

第 4号議案 委員長の委嘱 

第 5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 

報告       平成 22 年度第１回通常総会及び懇親会の開催

日程 

第 345 回理事会 22. 5.21 議案       次期の会長、副会長、専務理事及び常務理事 

の互選 

第 346 回理事会 22. 7.21 第 1 号議案 理事の補欠のための選任 

第 2号議案 委員長及び副委員長の委嘱 

第 347 回理事会 22.10.29 第 1 号議案 正会員、賛助会員としての新規入会 

第２号議案 定款の変更 

第３号議案 公益目的支出計画 

第４号議案 平成 22 年度秋季通常総会（第 105 回通常総会）

への付議事項 

報告 1.   平成 23 年度税制改正に対する機械業界の要望 

報告 2.   平成 22 年度上期主要事業報告 

報告 3.   平成 22 年度秋季通常総会及び関連行事の開催 

第 348 回理事会 23. 2. 8 議案    正会員、賛助会員としての新規入会 

第 349 回理事会 23. 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 23 年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 23 年度収支予算書案 

第 3号議案 平成 23 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について 

第 4号議案 幹事長、委員長及び副委員長の委嘱 

第 5号議案 特定資産取扱規程の制定 

第 6号議案 事業遂行引当資産の積み立て 

第 7号議案 就業規則の一部改正 
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報告 1.   一般社団法人移行認可の申請 

報告 2.   日機連海外視察団調査報告（クロアチア、セル

ビア） 

報告 3.   平成 23 年度主要行事 

 

 

(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 22 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 22 年 4 月 26 日

に担当理事に説明を求め、その内容を監査した。 

② 平成 22 年度中に 6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 21 年度に係る次の各事項については、平成 22 年 4月 26 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 23 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 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 取締役相談役            幡 掛 大 輔 

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

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 代表取締役社長        長     勇 

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㈱ 代表取締役会長          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㈱ 取締役会長兼社長         古 川   実 

理事      平田バルブ工業㈱ 代表取締役社長       平 田 公 一 
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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           本 間 博 夫 

理事      富士電機ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 代表取締役取締役社長  北 澤 通 宏 

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㈱ 執行役会長            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 川 村   隆 

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        下 村 節 宏 

理事      （社）日本航空宇宙工業会 会長         佃   和 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      一般社団法人日本自動車工業会 会長        志 賀 俊 之 

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         生 島 勝 之 

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           北 澤 通 宏 

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         稲 葉 善 治 
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2. 委員会別会合一覧 

 

 委員会等は延べ 51 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及び収支予算

書案並びに事業報告書案、収支決算書等案及び財産目録案、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 22 年度は次のとおり、4回開催した。 

 

 開催日 議  題 

第16回委員会 22. 4.23 （議決事項） 

第 1号議案 平成 21 年度事業報告書案 

第 2号議案  平成 21 年度専門部会の活動成果報告書案 

第 3号議案  平成 21 年度収支決算書等案 

第 4号議案  一般社団法人移行検討作業部会（仮称）の設置案 

（報告事項） 

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17回委員会 22.10.14 （議決事項） 

第１号議案 一般社団法人移行への対応（一般社団法人移行検

討作業部会報告） 

第 2号議案 平成 23 年度税制改正に対する機械業界の要望 

第 3号議案  平成 22 年度上期主要事業報告 

第 4号議案  第 347 回理事会への附議事項 

（報告事項） 

1. 平成 22 年度秋季通常総会の開催 

2. 正会員、賛助会員としての新規入会 

3. 日機連海外視察団派遣計画 

第18回委員会 書面審議

22. 12 

議案 （財）ＪＫＡへの平成 23 年度補助金交付要望案 
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第19回委員会 書面審議

23. 3 

第１号議案 平成 23 年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 23 年度収支予算書案 

第 3号議案  平成 23 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  特定資産取扱規定の制定  

第 6 号議案  事業遂行引当資産の積み立て 

第 7号議案  就業規則の一部改正 

（報告事項） 

1. 一般社団法人移行認可の申請  

2. 日機連海外視察団調査報告（クロアチア、セルビア） 

3. 主要会合日程 

 

○一般社団法人移行検討作業部会の活動 

総合審議委員会は、日機連の一般社団法人への移行に係る諸課題（定款の変更、理

事会等の諸会合の見直し、公益目的支出計画の策定、諸規程の整備等）に関し、事務

局案を基に検討を加え、成案をとりまとめ、同委員会（平成 22 年 10 月開催）に対し

意見を報告させるため、下部に一般社団法人移行検討作業部会（部会長・田中 徹    

㈱ＩＨＩ営業・グローバル戦略本部本部長補佐）を設置した。 

同部会の活動内容は次のとおり。 

① 7 月 8 日に第 1 回会合を開催し、今後の検討項目とスケジュール等についての確

認、一般社団法人へ移行する際の要となる公益目的支出計画や理事会の機関設計

などの問題点について検討を行った。 

② 8 月 25 日に第 2 回会合を開催し、公益目的支出計画、一般社団法人移行後の理

事会の構成、定款の変更について検討を行った。 

③ 9 月 15 日に第 3 回会合を開催し、第１回及び第２回作業部会の審議内容に関す

る確認ののち、10 月 14 日開催予定の第 17 回総合審議委員会への報告案について

のとりまとめを行った。 

 

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・堤 和彦常務執行役開発本部長）は、我が国機械工業

の技術開発に係る分野の動向と課題を抽出し、その対応策を検討すべく以下のような３

項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

１）戦略的技術開発の推進  
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２）ものづくり基盤の整備、強化 

３）新規技術、製品、事業の創出のための活動 

 

具体的な活動としては、活動計画の１）～３）全体に関連して、我が国政府が示した

新成長戦略（基本方針）を具体化すべく今後の産業技術政策の具体的なあり方について

経済産業省が産業構造審議会産業技術分科会報告書の概要を取り纏めたことから、同省

産業技術環境局産業技術政策課統括技術戦略企画官・山内輝暢氏から話を聞き、今後の

産業技術政策の方向性について把握した。 

１）「戦略的技術開発の推進」に関しては、中国の科学技術力が急速に台頭する中で、

中国の技術力や今後の国家としての技術戦略の方向性などについて㈱富士通総研経済研

究所主席研究員・金 堅敏氏から「技術力で世界トップを猛追する中国」と題して話を

聞き、中国の技術動向を把握した。 

２）「ものづくり基盤の整備、強化」、３）「新規技術、製品、事業の創出のための活動」

に関しては、当研究委員会が提案し実施した「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」、「機械技術分野に必要とされるドキュメンテーシ

ョンマネジメントについての調査研究」の調査が終了したことから、具体的調査を実施

した神鋼リサーチ㈱と㈱三菱総合研究所からそれぞれの調査成果の報告を受けた。 

 

平成 22 年度の技術開発研究委員会の活動経過は以下の一覧の通り。 

 

 開催日 議  題 

第 21 回幹事会 22. 7.14 (審議) 

平成 22 年度の技術開発研究委員会の活動について 
 

第 22 回委員会 23. 7.14 1.(講演)  

「新成長戦略（基本方針）の具体化に向けての今後の産業技術政

策のあり方について～産構審・産業技術分科会報告書の概要～」

 (講師) 経済産業省産業技術環境局産業技術政策課 

統括技術戦略企画官 山内輝暢 氏 

2.(報告)  

(1) 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㈱営業企画部主席研究員・田村直樹 氏 

(2) 機械技術分野に必要とされるドキュメンテーションマネジ

メントについての調査研究 

㈱三菱総合研究所科学・安全政策研究本部  

安全科学グループ主任研究員・大谷津 裕 氏 
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第 22 回幹事会 23. 3. 9 (審議)  

技術開発研究委員会の平成 23 年度活動計画案について 

第 23 回委員会 23. 3. 9 1.(講演)  

「技術力で世界トップを猛追する中国」 
  （株）富士通総研 経済研究所 主席研究員 金 堅敏 氏 

2.(審議) 

技術開発研究委員会の平成 23 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㈱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、その対応策を

検討すべく以下のような３項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

１）循環型社会に向けた対応 

２）低炭素社会実現に向けての機械業界の役割と対応について検討 

３）具体的課題に対する調査研究 

 

具体的な活動としては、１）「循環型社会に向けた対応」に関して、バイオマスエネル

ギーの 新動向として欧米の導入促進施策、市場と生産予測、バイオマス燃料の持続可

能性基準などについて㈱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・奥村重史氏から話を聞き、動向を把握した。また、産業界への影響が

大きい再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要と検討状況について、経済産業省

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課課長補佐・渡

辺真幸氏から話を聞くとともに意見交換を行った。さらに海外の法規制や国内の政策動

向等の情報収集、対応策を検討するため、ＥＵ環境規制調査検討専門部会で調査を実施

した「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」の成果につ

いて報告を受けた。 
３）「具体的課題に対する調査研究」に関しては、下水汚泥と食品廃棄物を混合処理す

るメタン発酵施設の珠洲市常会センター、流動床式ガス化溶融炉・RDF 発電施設の「石

川北部 RDF センター」、木質バイオガス化発電施設の「いしかわグリーンパワー」の現

地施設を見学し実態を把握した。 

  
平成 22 年度の循環型社会研究委員会の活動経過は以下の一覧の通り。 

 

  開催日 議  題 

第 21 回委員会 

 

22.7.23 1. (講演)「バイオマスエネルギーの 新動向～欧州バイオマス燃

料導入に係る持続可能性基準を中心に～」 
（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  

2.(報告) 平成 21 年度のＥＵ環境規制調査検討専門部会調査「海
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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」の成果概要について 
(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 

第 17 回幹事会 22.7.23 平成 22 年度の循環型社会研究委員会の活動について 

第 22 回委員会

（見学会） 

 

22.10.26 

～27 

 

1. 珠洲市浄化センター（石川県珠洲市） 

2. 石川北部ＲＤＦセンター（石川県羽咋郡志賀町） 

3. いしかわグリーンパワー（石川県羽咋郡宝達志水町） 

第 18 回幹事会 23.3.10 循環型社会研究委員会の平成23年度活動計画案について 

第 23 回委員会 

 

23.3.10 1. (講演)「再生可能エネルギー導入拡大のための固定価格買取制

度～買取制度小委員会報告書（案）の概要とその後の

検討状況について～」 

（講師） 経済産業省 資源エネルギー庁省エネルギー・新エ

ネルギー部新エネルギー対策課課長補佐 

渡辺真幸 氏        
2.循環型社会研究委員会の平成 23 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、世界貿易機構、経済連

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

際需給構造その他の企業の経営に大きな影響を及ぼす経済・社会的な事業基盤に係わる

分野の動向について、情報を収集するとともに、これらの分野における課題への対応に

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

１）我が国機械工業が直面する諸課題に関する検討 

２）我が国機械工業の高度化に関する検討 

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 

 

具体的な活動としては、１）「我が国機械工業が直面する諸課題に関する検討」に関し

ては、少子高齢化社会への移行に伴う人口減少の機械工業への影響や、各国・地域にお

けるＥＰＡ・ＦＴＡの現状と我が国に対する影響などについて情報収集・検討を行った。 

２）「我が国機械工業の高度化に関する検討」に関しては、我が国機械工業の高度化の

方向や研究開発動向について情報収集・検討を行った。 

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」に関しては 

わが国競争力の低下要因とその対策などについて情報収集・検討を行った。 
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 開催日 議  題 

第26回委員会 22. 6. 22 (講演)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 

(講師)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 八島聰氏 

（㈱IHI エグゼクティブフェロー）

   ㈱東レ経営研究所 調査研究部門 理事 馬田芳直氏 

第25回幹事会 22. 6.22 (懇談) 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    

第27回委員会 22. 9.7 (講演)日本の研究開発で求められる戦略とは？ 

   ～半導体産業の事例から～ 

（講師）一橋大学イノベーション研究センター 

     教授 中馬宏之氏 

第26回幹事会 22. 9.7 (懇談) 日本の研究開発で求められる戦略について 

第28回委員会 22. 12.10 (講演)東アジアのＦＴＡと日本企業への影響 

 (講師)みずほ総合研究所 調査本部 政策調査部  

    上席主任研究員 菅原淳一氏 

第27回幹事会 22. 12.10 (懇談) 東アジアのＦＴＡと日本企業への影響 

第28回幹事会 23.3.8 (審議)平成 23 年度事業基盤研究委員会活動計画（案） 

第29回委員会 23.3.8 (講演)日本企業の競争力低下要因を探る 

    ～研究開発の視点からみた問題と課題～ 

(講師)みずほ総合研究所 調査本部 経済調査部 

エコノミスト 大塚哲洋氏 

(審議)平成 23 年度事業基盤研究委員会活動計画（案） 

 

(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）は、経

営資源の選択と集中、人材の育成、企業の社会的責任の遂行、事業の海外展開その他の

経営課題で事業者の経営責任に基づく企業努力による対応が求められるものに係る分野

の動向について情報を収集するとともに、これらの課題への対応について検討すべく以

下のような３項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

１）企業の社会的責任の遂行  

２）経営資源の選択と集中 

３）事業の海外展開 
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具体的な活動としては、１）「企業の社会的責任の遂行」に関しては、生物多様性問題

とビジネス対応と題して講演会を行い「COP10 の中心議題は生々しい資源の利害関係に

なる。生物多様性問題は気候変動対策と比べ認知度が低く、定量化された指標もないので

企業のビジネス対応は手探りの状況にあるが、だからこそチャンスもある。」等の話を聴

いた。 

２）「経営資源の選択と集中」に関しては、研究委員会共同提案の調査テーマ３件の中

間報告会を行い、ヒアリング調査の分析結果等について意見交換を行った。 

３）「事業の海外展開」に関しては、アジアのインフラビジネスと JBIC の取組みと     

題して講演会を行い「ボリュームゾーンが経済発展の原動力になっている。パッケージ型

インフラ輸出には技術に裏付けられた提案力・構想力が重要である。」等の話を聴き、活

動計画に関する課題の検討を行った。 

  なお、平成 23 年 3 月 14 日に予定していた第 27 回幹事会、第 28 回委員会は、東北地

方太平洋沖地震の影響により開催を中止した。 

 

 開催日 議   題 

第25回委員会 22.7.20 (講演) 生物多様性問題とビジネス対応 

(講師)㈱富士通総研 経済研究所 主任研究員 生田孝史氏 

(審議)平成 22 年度委託調査のヒアリング 

①機械工業のオープンイノベーションに関する調査研究 
②世界金融危機後のものづくりの現状と展望に関する調査研究 
③環境・省エネ・新エネの世界戦略に関する調査研究 

第25回幹事会 22.7.20 (懇談)生物多様性問題とビジネス対応 

第26回委員会 22.11.1 (講演)アジアのインフラビジネスとＪＢＩＣの取組み  

(講師)㈱日本政策金融公庫 国際協力銀行  

   アジア大洋州ファイナンス部長 東伸行氏 

第26回幹事会 22.11.1 (懇談) アジアのインフラビジネスについて 

第27回委員会 

(拡大) 

 

23.3.3 (報告) 平成 22 年度委託調査の中間報告 

①機械工業のオープンイノベーションに関する調査研究 
三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱  
経済・社会政策部 主任研究員 上野裕子氏 

                    〃        吉本陽子氏 

②世界金融危機後のものづくりの現状と展望に関する調査研究 
     ㈱日鉄技術情報センター 
      調査研究第三部 主席研究員 藤田哲男氏 
③環境・省エネ・新エネの世界戦略に関する調査研究 

㈱野村総合研究所 
社会ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部上級ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  科野宏典氏 
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      社会産業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 坂口 剛氏 

            〃          水村竹秀氏 

      技術産業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部        小林大三氏 

 

(5)関西事業活力研究委員会 

 関西事業活力研究委員会（前委員長・阿部修司ヤンマー㈱取締役副社長（Ｈ22.6.退任）

現委員長・毛利修三㈱神戸製鋼所 高砂製作所 機械事業部門 顧問（Ｈ.22.6 就任）は、①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、②関西地域機械産業の事業活動の推進を図るための調査研究（地域機械産

業事業活動推進調査専門部会）等を実施しており、平成 22 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 25 回委員会 22. 6. 3 1. (報告) 平成 21 年度調査部会報告「近畿地域機械産業の企業

間連携等における成功事例等調査」報告 

2. (審議) 平成 22 年度日機連事業計画及び大阪事務所活動計画 

(報告）新法人への移行について 

3.（審議）平成 23 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 

第 26 回委員会 22.7.27 1. (審議) 平成 23 年度調査研究テーマについて検討 

2.（講話）「消費者の視点に立ったものづくりとは！！」 

  （講師）（独）製品評価技術基盤機構 

 製品安全センター参事官 長田 敏 氏  

第 27 回委員会 22.10.5. 1.（見学）大塚製薬㈱板野工場 

     医薬に結びついている健康食品に向けた取り組み 

2.（審議）平成 23 年度調査研究テーマの確定 

 （報告）平成 22 年度調査研究（第１回専門部会概要の報告） 

              

第 28 回委員会 

 

 

 

 

 

22.12. 2 

 

 

 

 

 

1.（講演）「 近の金融経済情勢について」 

（講師）日本銀行 大阪支店 副支店長 柳原 良太 氏 

2.（報告）①（社）日本機械工業連合会の一般社団法人への移 

 行 

②今後のスケジュール 

③その他（平成 22 年度調査研究等） 
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第 29 回委員会 23. 3. 3 

 

1.（講演）「東アジアのＦＴＡと日本企業への影響」  

(講師）みずほ総合研究所 調査本部 政策調査部  

上席研究員 菅 原 淳 一 氏 

2. (審議）①平成 23 年度関西事業活力研究委員会事業計画及

び大阪事務所事業計画 

（報告）②平成 22 年度調査研究（第 2回専門部会概要の報告）

③平成 23 年度調査研究テーマ 

 

(6) 平成 22 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、経営課題研究委

員会、及び機械安全推進特別委員会にてのアンケート調査や審議の結果、委員から重点

をおいて取り組むこと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５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 

機械工業のオープンイノベーショ

ンに関する調査研究 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

ルティング(株) 

技術開発研究委員会 

経営課題研究委員会 

世界金融危機後のものづくりの現

状と展望に関する調査研究 
(株)日鉄技術情報センター 

技術開発研究委員会 

事業基盤研究委員会 

経営課題研究委員会 

環境・省エネ・新エネの世界戦略に

関する調査研究 
(株)野村総合研究所 

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 

経営課題研究委員会 

設備の安全性確保におけるｼｽﾃﾑｲﾝﾃ

ｸﾞﾚｰﾀの役割に関する調査研究 
(株)三菱総合研究所 機械安全推進特別委員会 

中国市場における機械安全推進体

制に関する調査 
(株)三菱総合研究所 機械安全推進特別委員会 

 

以下に調査結果の概要を記載する。 
 

① 機械工業のオープンイノベーションに関する調査研究 

オープンイノベーションの定義を再確認した上で、機械工業におけるオープンイノ 
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ベーションの実態を把握するため、機械工業のうち、生産財、中でも工作機械、建設機

械、産業用ロボットに的を絞って日本及びドイツ企業にヒアリング調査を実施した。機

械工業におけるオープンイノベーション促進方策として、重要技術、コアコンピタン

ス技術は自社内、非競争分野や多様な専門性が必要な場合は社外と連携するなど、技

術の特性による適切な開発方法を選択する等について取りまとめた。本調査は、情報通

信、電子部品、医療品等に比べてオープンイノベーションが少ない機械工業の課題を分

析し、方策について指針的知見を示したものである。 

 

② 世界金融危機後のものづくりの現状と展望に関する調査研究 

世界金融危機の我が国への影響、我が国のものづくりの要素とコアコンピタンスについ

て調査を行う事で我が国のものづくりの強みを分析し、また中国、インドの現状と今後の

予測について調査した。本調査はものづくりの現状と展望として今後、我が国は建設機械、

自動車、部品等、コアコンピタンスをベースに技術競争力・コスト競争力の強化を図

り、今持てる「もの」で競争する他、「もの」の新しい組み合わせで競争する、新し

い「もの」で競争する力を持つべき事を提言したものである。 

 

③ 環境・省エネ・新エネの世界戦略に関する調査研究 

中国、インドでは環境規制の強化により日本企業が持つ優れた環境技術へのニーズ

は高く、現地政府・企業も日本の技術を導入したいという意向を持っている。しかし

日本企業の現地への進出は他国と比較して遅れを取っている。環境産業は変化の早い

産業であるため、如何に早く現地市場に進出するかが重要である。本調査は現地にお

ける工業団地の建設が進む中で日本企業が効率的に参入するために政府や民間企業が克

服すべき課題について整理したものである。 

 

④ 設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査研究 

我が国における設備のシステムインテグレータの実態と、設備の安全性を担うセーフ

ティ・システム・インテグレーションの機能を明確することを目的とし、国際規格等の

調査やヒアリング調査を行い、設備のシステムインテグレータの役割を担う企業や組織

は業界等によって様々であることを明らかにするとともに、役割や責任関係が不明確な

状態である等の課題を抽出後、課題解決に向けた検討項目を明らかにしたものである。 

 

⑤ 中国市場における機械安全推進体制に関する調査 

機械工業において国際的に環境・安全問題が注目をあびている状況を背景に、国際

規格開発の提案を行うなど機械設備に関する安全性向上の機運が高まりつつある中国の

状況について調査を行い、我が国と中国における現状を文化的・制度的・運用的側面か

ら比較検討し、我が国の機械産業における安全性の向上によって国際競争力を今まで以
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上に発揮・維持することが可能な方策について、提言を行ったのである。 

 

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本部長)は、

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

らなる活動計画を策定し、活動を行った。 

１）平成 23 年度税制改正に関する検討と要望 

２）地球温暖化対策としての新税導入反対、地方法人課税の見直し、政策減税措置

の抜本的見直し及び租税特別措置の透明化法案への対応、並びに機械産業の活性

化・業績回復につながる税制に関する情報収集、検討 

３）金融対策等の検討 

 

具体的な活動としては、１）「平成 23 年度税制改正に関する検討と要望」に関しては、

5 月 30 日に中央大学法科大学院の森信茂樹教授から「法人税改革議論」をテーマに、法

人税率が高いと税収が減る「タックスプランニングの効果」、法人税率が低いと税収増え

る「法人税のパラドックス現象」、ドイツの大胆な税制改革の動向、至急行う必要がある

「出血を止めるための法人税改革」などを中心に話しをきいた。7 月 5 日にはＫＰＭＧ税

理士法人パートナーの遠藤達也氏より、「グループ法人税制の現状と課題」をテーマに、

グループ法人税制と連結納税制度との関係、平成22年度税制改正での連結納税制度の改正

点を中心に話をきいた。 

１）「平成 23 年度税制改正に関する検討と要望」、2）「地球温暖化対策としての新税導

入反対、地方法人課税の見直し、政策減税措置の抜本的見直し及び租税特別措置の透明化

法案への対応、並びに機械産業の活性化・業績回復につながる税制に関する情報収集、検

討」、３）「金融対策等の検討」の分野の税制項目の課題について検討を加え、7 月 23 日

の第 32 回委員会にて平成 23 年度税制改正に対する機械業界の要望書をとりまとめ、7 月

27 日に経済産業省へ提出し、善処方を要請した。 

３）「金融対策等の検討」に関しては、12 月 13 日に神戸大学大学院経営学研究科の 

鈴木一水准教授から「会計基準の国際化が税制に与える影響とその対応策」をテーマ

に話をきいた。 

また、3 月 9 日には経済産業省 経済産業政策局の保坂 伸企業行動課長から「平成 23

年度税制改正の結果と今後」について説明をきいた。 
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 平成 22 年度の税制金融政策特別委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。 

 

 開催日 議  題 

第 30 回委員会 22. 5.30 (講演) 法人税改革議論 

(講師) 中央大学法科大学院 

教授 森信茂樹 氏 

第 31 回委員会 22. 7. 5 1. (審議) グループ法人税制の現状と課題 

  （講師) ＫＰＭＧ税理士法人 

 パートナー 遠藤達也 氏 

2. (審議) 平成 23 年度税制改正要望項目 

第 32 回委員会 22.7. 23  (審議) 平成 23年度税制改正に対する機械業界要望のとりまと

め 

第 33 回委員会 22.12. 

13～14 

12.13(講演）会計基準の国際化が税制に与える影響とその対応

策 

(講師）神戸大学大学院経営学研究科 

准教授  鈴木一水  氏 

12.14(見学）㈱酉島製作所本社工場 

第 34 回委員会 23. 3. 9 1. (講演）平成 23 年度の税制改正と今後について 

  (講師）経済産業省 経済産業政策局  

企業行動課長 保坂 伸 氏 

2. (審議) 平成 23 年度活動計画案 

 

 (2) 機械安全標準化特別委員会（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

機械安全標準化特別委員会（委員長・向殿政男明治大学理工学部教授）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 22 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 1回委員会 22.11.30 1. (審議) 平成 23 年度補助金交付要望案について 

2. (報告) 平成 22 年度活動状況報告 

第 2回委員会 23. 3. 7 1. (審議) 平成 23 年度活動計画案について 

2. (報告) 平成 23 年度実施内容と平成 22 年度活動報告 
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(3) 機械安全推進特別委員会（(財)ＪＫＡ補助事業） 

機械安全推進特別委員会（委員長・栗原史郎一橋大学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 22 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 1回委員会 22.11.30 1. (報告)平成 22 年度活動計画について 

2. (審議)平成 23 年度補助金交付要望について 

第 2回委員会 23. 3. 7 1. (審議) 平成 23 年度活動計画について 

2. (報告) 平成 23 年度実施内容と平成 22 年度成果報告 

 

(4) 優秀省エネルギー機器審査特別委員会（(財)ＪＫＡ補助事業） 

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 22 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 1 回幹事会 22. 5.20 1. 平成 22 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱 

2. 平成 22 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領・内規 

3. 平成 22 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 22. 6.1 1. 平成 22 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱 

2. 平成 22 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領・内規 

3. 平成 22 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 22. 7.29 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 22. 8.26 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 

第 2 回委員会 22. 9. 3 1. 書面審査(一次審査) 

2. 審査日程 

ヒヤリング 22. 9.8 

     9 

    10 

ヒヤリング審査の実施 

第 4 回幹事会 22. 9.27 1. 優秀省エネルギー機器ヒヤリング審査の結果 

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 22.10.25 

～ 11.24 

 

現地調査の実施 

第 5 回幹事会 22.12.3 1. 優秀省エネルギー機器現地審査の結果と表彰候補の選考 

2. 平成 22 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程 

第 3 回委員会 22.12. 8 1. 平成 22 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 22 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 

23. 2. 4 平成 22 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（51 ページ参照） 

 

(2)  事業/R&D/知財・標準化戦略の三位一体戦略調査専門部会（53 ページ参照） 

 

(3)  機械工業高度化人材研究調査専門部会（54 ページ参照） 

 

(4)  EU 環境規制調査検討専門部会（49 ページ参照） 

 

(5)  低炭素社会への技術活用検討専門部会（50 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 

（48 ページ参照） 

(7)  国内外の有力サプライヤー調査専門部会（49、55 ページ参照） 

 

(8)   地域機械産業事業活動推進調査専門部会（64 ページ参照） 

 

(9)   調査研究等委託事業専門部会（66 ページ参照） 
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3. 講演一覧 

 

開催日 講演テーマと講師 開催会合名 

22. 4. 2 (ﾃｰﾏ) 一般社団法人への移行に係る実務と問題

点 

(講師)冨山公認会計士・税理士事務所 

所長 冨山恭道 氏、 

石井靖之 氏、 

海老澤正典  氏 

参与会 

22. 4.22 

 

 

 

（ﾃｰﾏ） 本年定時株主総会に向けて 

（講師）三菱ＵＦＪ信託銀行(株)大阪証券代行部 

受託サービス 第３ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

        仲村 正 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

22. 5.11 

 

 

 

（ﾃｰﾏ）電線の太径化で CO2 を 0.7％削減 

（講師）電線・ケーブル環境配慮設計スペシャリス

ト工学博士（前㈳日本電線工業会大阪支部

長）     益尾和彦 氏 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

 

 

22. 5.30 (ﾃｰﾏ) 法人税改革議論 

(講師) 中央大学法科大学院 

 教授 森信茂樹 氏 

税制金融政策特別委員会 

22. 6.21 （ﾃｰﾏ）生物多様性に向けた企業としての取り組み

等 

（講師）環境省自然環境局  

自然環境計画課生物多様性  

地球戦略企画室 室長補佐 鈴木 渉 氏

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

22. 6.22 (ﾃｰﾏ) 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 

(講師) 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 氏 

      （（株）ＩＨＩエグゼクティブフェロー）

    （株）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 

 

22. 6.30 (ﾃｰﾏ)  産業構造ビジョン 2010 

(講師) 経済産業省経済産業政策局 

産業再生課長 柳瀬唯夫 氏 

会員講演会 
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22. 7. 5 (ﾃｰﾏ) グループ法人税制の現状と課題 

(講師) ＫＰＭＧ税理士法人 

     パートナー 遠藤達也 氏 

税制金融政策特別委員会 

22. 7.12 （ﾃｰﾏ）近畿地域機械産業の企業間連携等における

成功事例等調査 

（講師）神鋼リサーチ㈱ 

     先進技術情報センター主席研究員 

          大郷明義 氏 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

 

 

 

22. 7.14 (ﾃｰﾏ)  新成長戦略（基本方針）の具体化に向けて

の今後の産業技術政策のあり方について～

産構審・産業技術分科会報告書の概要～」

(講師) 経済産業省産業技術環境局産業技術政策課

統括技術戦略企画官 山内輝暢 氏 

(ﾃｰﾏ) 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 
(講師) 神鋼リサーチ㈱営業企画部主席研究員 

田村直樹 氏 

(ﾃｰﾏ) 機械技術分野に必要とされるドキュメンテ

ーションマネジメントについての調査研究

(講師）㈱三菱総合研究所 科学・安全政策研究 

本部安全科学グループ主任研究員 

大谷津 裕 氏 

 

技術開発研究委員会 

22. 7.20 (ﾃｰﾏ）生物多様性問題とビジネス対応 

(講師）㈱富士通総研 経済研究所  

主任研究員 生田孝史氏 

経営課題研究委員会 

22. 7.22 

 

 

 

（ﾃｰﾏ）電話勧誘等迷惑行為への対応について 

    －消費生活センタ－の現場からー 

（講師）消費生活専門相談員 

          山本博子 氏 

 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

 

 

22. 7.23
 

(ﾃｰﾏ) バイオマスエネルギーの 新動向～欧州バ

イオマス燃料導入に係る持続可能性基準を

中心に～」 
(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 
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22. 7.27 

 

 

 

（ﾃｰﾏ）消費者の視点に立ったものづくりとは！！

（講師）（独）製品評価技術基盤機構 

     製品安全センター参事官 

          長田 敏 氏 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

 

 

22. 7.27 (ﾃｰﾏ) 富士電機のソリューション事業と機械安 

全・設備安全に対する取り組み－プラン

トの安全操業・信頼性高度化を目指して

－ 

(講師) 富士電機システムズ㈱ ソリューション 

製作所 制御・安全ソリューションセンタ

ー 制御・安全システム第一部 

環境安全システムグループ 

マネージャー 戸枝 毅 氏 

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 

22. 8. 3 

 

（ﾃｰﾏ）中国及び韓国等の環境規制について 

（講師）（社）海外環境協力センター 

     業務部長 西宮康二 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

 

22. 8. 5 (ﾃｰﾏ)  安全とビジネスについて、現状と課題 

(講師) ㈱森精機製作所 

      伊賀事業所 知的財産部 

    ゼネラルマネージャー 岡本洋一 氏 

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 

22. 8.26 

 

(ﾃｰﾏ) EU における環境規制の現状と今後の動向

(講師) 日本貿易振興機構（JETRO）海外調査部 

欧州ロシア CIS 課長 田中 晋 氏 

ＥＵ環境規制調査検討専門

部会
 

22. 8.30 (ﾃｰﾏ) 企業におけるイノベーションと標準化知財

マネージメント 

(講師) 東京大学知的資産経営・総括寄付講座 

特任教授 小川紘一  氏 

事業／R&D／知財・標準化

三位一体戦略調査専門部会 

22. 8.30 （ﾃｰﾏ）平成 22 年度の労働行政と当面の重要課題

について 

（講師）大阪労働局労働基準部監督課 

地方労働基準監察監督官  

曽束正男 氏 

（ﾃｰﾏ）労働者派遣の現状と課題 

大阪労働局需給調整事業部需給調整 

主任需給調整指導官 田中 稔 氏 

 

社員満足向上懇話会 

（大阪事務所） 
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22. 9. 7 (ﾃｰﾏ)  日本の研究開発で求められる戦略とは？ 

    ―半導体産業の事例から― 

(講師) 一橋大学 

イノベーション研究センター  

教授 中馬宏之 氏 

事業基盤研究委員会 

22. 9.17 (ﾃｰﾏ) グローバル化時代における生産技術者の 

確保・育成について 

(講師) ㈱小松製作所生産本部生産技術部長 

藤田直樹  氏 

㈱荏原製作所生産技術統括部 

企画・技術研修室室長 後藤益弘 氏 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会 

22. 9.24 (ﾃｰﾏ)  非鉄製錬業における廃棄物処理と金属資源

リサイクル 

(講師) 柴田悦郎委員（東北大学多元物質科学研究

所資源変換・再生研究センター准教授） 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

22. 9.29 （ﾃｰﾏ）（社）日本電気計測器工業会の概要について

（講師）（社）日本電気計測器工業会 

 事務長 森川良一 氏 

（ﾃｰﾏ）関西繊維機器工業会の概要について 

（講師）関西繊維機器工業会 

  専務理事 久保俊雄 氏 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

 

22.10.13 

～10.14 

(ﾃｰﾏ) グローバル化時代における生産技術者の 

確保・育成について 

(講師) ダイキン工業（株）空調生産本部 

生産技術部長  岸間  弘  氏 

水本伸子委員（（株）IHI 人事部採用グルー

プ部長） 

水嶋清孝委員（三機工業（株）機械システ

ム事業部事業部長補佐） 

齋藤敏郎委員（住友重機械工業（株）本社

顧問） 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会 

22.10.15 （ﾃｰﾏ）「ＮＥＤＯにおけるスマートコミュニティ

の展開」 

（講師）(独)新エネルギー・産業技術総合開発機

構 スマートコミュニティ部  

主任研究員 諸住 哲 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 
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22.10.19 (ﾃｰﾏ) 世界経済と資源市場の動向 

(講師) 丸紅（株）丸紅経済研究所代表 

柴田明夫  氏 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

22.10.19 （ﾃｰﾏ）マスコミから見た企業広報のあり方 

（講師）㈱産経新聞 大阪本社 

編集局長  飯塚浩彦 氏 

（ﾃｰﾏ）危機管理広報とコンプライアンス 

（講師）関西テレビ放送㈱コンプライアンス推進局

    企業広報担当部長兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進部長 

              大平雄司 氏 

 

記者室運営企画検討委員会 

 （大阪事務所） 

 

22.11. 1 

 

(ﾃｰﾏ）アジアのインフラビジネスとＪＢＩＣの取組

み 

(講師）㈱日本政策金融公庫 国際協力銀行  

   アジア大洋州ファイナンス部長 東伸行氏 

経営課題研究委員会 

22.11.10 (ﾃｰﾏ) グローバル化時代における生産技術者の 

確保・育成について 

(講師) ㈱日立製作所 モノづくり教育本部本部長

    八幡 康 氏 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会 

22.12. 2 （ﾃｰﾏ） 近の金融経済情勢について 

（講師）日本銀行大阪支店  

副支店長 柳原良太 氏 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

 

22.12.10 (ﾃｰﾏ) 東アジアのＦＴＡと日本企業への影響 

(講師) ㈱みずほ総合研究所  

調査本部 政策調査部 

     上席主任研究員 菅原淳一 氏 

事業基盤研究委員会 

22.12.10 

 

(ﾃｰﾏ) ISO/TC199 及び IEC/TC44 の動向 

(講師) ISO/TC199 部会副主査 

(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 

    主任研究員 齋藤 剛 氏 

IEC/TC44 部会主査 

    長岡科学技術大学 技術経営研究科 

    システム安全系 

    教授 福田隆文 氏 

 

機械安全推進特別委員会 
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(ﾃｰﾏ) ISO13849-2 機械類の安全性－制御システ

ムの安全関連部－第２部：妥当性確認 

(講師) ティフラインランドジャパン(株) 

    テクノロジーセンター 

    ビジネスデベロップメント 

    シニアマネジャー 杉田吉広 氏 

(ﾃｰﾏ) IEC60204-1 機械類の安全性－機械の電気

装置－第１部：一般要求事項 

(講師) ＩＤＥＣ(株) 

    規格安全ソリューションセンター 

    規格安全推進グループ 岡田和也 氏 

22.12.13 (ﾃｰﾏ) 会計基準の国際化が税制に与える影響とそ

の対応策 

(講師) 神戸大学大学院経営学研究科 

     准教授 鈴木一水 氏 

税制金融政策特別委員会 

22.12.20 (ﾃｰﾏ) 中国ビジネスとリスクに関する事例紹介 
(講師) ㈱東芝産業政策渉外部 

政策渉外第一室部長代理 渡邊敬信 氏 

 

低炭素社会への技術活用検

討専門部会 

22.12.21 (ﾃｰﾏ) 市場のグローバル化に対応した国際標準化 
活動 

(講師) 三菱電機㈱開発業務部主管技師長 
小川雅晴  氏 
 

事業／R&D／知財・標準化

三位一体戦略調査専門部会 

23. 2.18 (ﾃｰﾏ) 「地球温暖化対策を巡る 近の動向」（90

年比 CO２ 25%削減の中期目標に向けた排

出権取引制度、地球温暖化対策税、再生

可能ｴﾈﾙｷﾞｰ全量買取り制度等含む） 

（講師）京都大学大学院経済学研究科 

教授 諸冨 徹氏 

 

総務懇話会 

環境配慮事例研究会 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

23. 2.23 (ﾃｰﾏ) セーフティ・システム・インテグレーショ

ンの普及と定着に関するシンポジウム 

    ①ユーザー目線とメーカー技量の橋渡し 

 ②設備の安全確保におけるシステムインテ

グレータの役割に関する調査 

③統合生産システム（ＩＭＳ）における安

全設計手法の提案 

機械安全推進特別委員会 
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④パネルディスカッション：ﾃｰﾏ「セーフテ

ィ・システム・インテグレーションの普

及と定着について」 

④-1.トヨタの機械安全への取り組み 

④-2.ＩＭＳの事故事例に見るセーフティ

システムインテグレーションの課題 

④-3.ロボットシステムのインテグレータ

として三友工業の安全への取り組み 

    ④-4.産業用ロボットとセーフティ・システ

ム・インテグレーション 

(講師) ①一橋大学大学院 商学研究科 

教授 栗原史郎 氏 

    ②(株)三菱総合研究所 科学・安全政策研

究本部 研究員 美濃良輔 氏 

    ③平田機工(株) 技術本部 システム開発

部 グループマネージャ 木下博文 氏

（ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ）④明治大学 理工学部 情報科学科 

教授 向殿政男 氏 

（ﾊﾟﾈﾗｰ）④-1.トヨタ自動車(株) 安全健康推進部

   安全衛生室 主幹 星野晴康 氏 

④-2.セイフティクラフト 

   代表 水野恒夫 氏 

④-3.三友工業(株) 営業部 

        次長 東 謙治 氏 

④-4.三菱電機(株) ＦＡシステム事業本

部 機器事業部          

主管技師長 小平紀生 氏 

④-5.平田機工(株) 技術本部 システ

ム開発部 グループマネージャ 

木下博文 氏 

 

23. 2.25 (ﾃｰﾏ) 材料分野における産業界戦略と人材  

育成の私案 

(講師) 松浦宏行委員（東京大学大学院新領域

創成科学研究科物質系専攻講師）  

 

代替材料技術に関する調査

専門部会 
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23. 3.3 

 

(ﾃｰﾏ）機械工業のオープンイノベーションに関する

調査研究 

(講師）三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 

    経済・社会政策部主任研究員 上野裕子氏

         〃        吉本陽子氏

 

(ﾃｰﾏ）世界金融危機後のものづくりの現状と展望に

関する調査研究 

(講師）㈱日鉄技術情報センター 

調査研究第三部 主席研究員 藤田哲男氏

(ﾃｰﾏ）環境・省エネ・新エネの世界戦略に関する 

調査研究  

 

(講師）㈱野村総合研究所 

        社会ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 

上級ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ    科野宏典氏 

        社会産業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部  

主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ    坂口 剛氏 

                        水村竹秀氏 

        技術産業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 小林大三氏 

経営課題研究委員会（拡大）

23. 3. 3 （ﾃｰﾏ）「東アジアのＦＴＡと日本企業への影響」 

（講師）みずほ総合研究所  

調査本部 政策調査部  

上席研究員 菅原淳一 氏 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

23. 3. 8 (ﾃｰﾏ) 日本企業の競争力低下要因を探る 

   ～研究開発の視点からみた問題と課題～ 

(講師) （株）みずほ総合研究所 

調査本部 経済調査部  

エコノミスト  大塚哲洋 氏 

事業基盤研究委員会  

 

23. 3. 9 (ﾃｰﾏ)  技術力で世界トップを猛追する中国 

(講師) （株）富士通総研 経済研究所  

主席研究員 金 堅敏 氏 

技術開発研究委員会 

23. 3. 9 (ﾃｰﾏ) 平成 23 年度の税制改正と今後について 

(講師) 経済産業省経済産業政策局 

企業行動課長 保坂 伸 氏 

 

税制金融政策特別委員会 
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23. 3.10 (ﾃｰﾏ) 再生可能エネルギー導入拡大のための固定

    価格買取制度～買取制度小委員会報告書 

（案）の概要とその後の検討状況について～

(講師) 経済産業省 資源エネルギー庁省エネル

ギー・新エネルギー部新エネルギー対策

課課長補佐  渡辺真幸 氏 

循環型社会研究委員会 

  

4. 工場等見学会一覧 

 

開催日 見学内容 開催会合名 

22. 6.11 三菱重工業㈱神戸造船所二見工場（兵庫県） 

－バイオ燃料製造実証施設－ 

 (第２世代バイオ燃料製造技術) 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

22. 9.16 ダイキン工業㈱滋賀製作所（滋賀県） 

－省エネネ対策、リサイクルの取り組み－ 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

22.10. 5 

 

大塚製薬㈱徳島板野工場（徳島県） 

―健康食品に向けた取り組み― 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

22.10.13 

～10.14 

ダイキンアレス青谷（鳥取県） 

－ダイキン工業㈱のグローバル人材の育成拠点－ 

機械工業高度化人材研究 

調査専門部会 

22.10.26 

～27 

1.珠洲市浄化センター（石川県） 

2.石川北部ＲＤＦセンター（石川県） 

3.いしかわグリーンパワー（石川県） 

循環型社会研究委員会 

22.11. 4 

～11. 5 

1. 大平洋金属㈱八戸本社（製造所）（青森県） 
2. 東京鐵鋼㈱八戸工場（青森県） 

－資源のリサイクル・再資源化－ 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

22.11.10 ㈱日立製作所日立事業所、モノづくり技術研修所 

－日立製作所のモノづくり技術の教育・研修施設－

機械工業高度化人材研究 

調査専門部会 

22.11.11 ㈱不二越・富山事業所及び東富山事業所 

            （富山県富山市） 

総会 

 

22.11.25 

 

シスメックス㈱・加古川工場（兵庫県加古川市） 

－女性パート社員を熟練工に変える「デジタルもの

づくり」－ 

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 

22.11.25 

 

 

パナソニックプラズマディスプレイ㈱尼崎工場（兵

庫県） 

―工場に係る環境対策― 

環境配慮事例研究会  

（大阪事務所） 

22.12.2 1.㈱廣榮堂本社・工場（岡山県） 機械工業生産額見通し調
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～3 2.㈱林原生物化学研究所藤崎研究センター 

(岡山県） 

3.岡山ガス㈱築港工場（岡山県） 

査・工場見学会 

22.12.10 

 

日立造船㈱有明工場、ユニバーサル造船㈱有明事業

所（熊本県） 

―舶用エンジン等の製造工程― 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

22.12.14 

    

㈱酉島製作所本社工場（大阪府） 税制金融政策特別委員会 

22. 2.24 

 

(株)椿本チエイン（京都府）京田辺工場 

－チエイン製造工程、マテハン事業－ 

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 

海外機械工業に関する情報収集（BRICs 等）－EU 加盟に向

けたクロアチアとセルビアの投資環境と機械工業動向－ 

海外情報収集 
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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 

及び 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 

及び 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 

機械安全普及に係る講演会 機械安全推進特別委員会 

 

 (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  

循環型社会の構築を促進する分析技術/機器の動向調査 

(３R の推進と評価のための計測・分析技術) 
(社)日本分析機器工業会 

災害対応ロボットの安全基準策定に関する調査研究 (社)日本ロボット工業会 

工作機械の新構造材料に関する調査研究 (社)日本工作機械工業会 

景観と調和したデジタルサイネージに関する調査研究 (財)デジタルコンテンツ協会

アジア日系企業グローバルプロジェクトの管理情報共有に

関する調査研究 
(財)国際情報化協力センター

光学機器における光デバイス設計と製造技術の先端動向に

関する調査研究 
(財)光産業技術振興協会 

テキスタイル・プリフォーム高度化による炭素繊維強化複

合材料の機械工業分野への適用拡大に関する調査 
(財)素形材センター 

産業のグローバル化が我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 

農業用ロボット等の技術ロードマップ構築に向けた調査研

究 

 

(財)製造科学技術センター 
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● 機械産業高度化対策及び産業協力  

包装機械産業の技術の伝承と高度化に関する調査研究 (社)日本包装機械工業会 

圧縮コイルばねの疲労限度線図の改訂 

(設計基準となるデータの収集と共有化) 
(社)日本ばね工業会 

機械工業のオープンイノベーションに関する調査研究 
三菱UFJリサーチ＆コンサル

ティング(株) 
環境・地域共生型生コンクリート産業のプラント設備高度

化課題と安全確保品質評価手法に関する調査研究 

全国生コンクリート工業組合

連合会 

我が国の発電プラントの国際展開に寄与する途上国へのﾌﾟ

ﾗﾝﾄ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・ｲﾝﾌﾗ構築・導入に関する調査研究 
(社)日本プラント協会 

｢新興国シフト｣に伴う家電メーカーの国内拠点への影響と

競争力強化に向けた調査 
(財)日本立地センター 

機械工業における研究開発のアウトソーシング支援のため

の基盤構築に関する調査 
(社)研究産業協会 

機械工業企業のマーケティング戦略再考 経済政策科学研究会 

 

(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  
印刷産業機械の温室効果ガス排出量の算定基準に関する調

査研究 
(社)日本印刷産業機械工業会

リスクアセスメント実証調査 (社)日本電気制御機器工業会

高齢化社会における情報通信を活用した住民の安全・安心

に資する支援ｼｽﾃﾑに関する調査研究 

(財)エンジニアリング振興協

会 

環境ビジネスの大規模開発プロジェクトにおける P2M 活用

モデルの調査研究 

(NPO)日本プロジェクトマネ

ジメント協会 

オフィスビルにおける廃棄物処理・リサイクルシステムに

関する調査研究 

(財)クリーン・ジャパン・セ

ンター 

新たな手法を用いた温室効果ガス削減に関する動向等調査 (社)産業と環境の会 

我が国機械産業の BCP（事業継続計画）のあり方に関する

調査研究 
(株)東レ経営研究所 

● 機械工業のエネルギー効率的利用促進等  
放射伝熱の適用分野と具体的な事例による省エネ効果検証

に関する調査研究 
(社)遠赤外線協会 
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(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  

ロボット産業･技術の振興に関する広報事業 (株)日刊工業新聞社 

● 展望課題  

世界金融危機後のものづくりの現状と展望に関する調査研

究 
(株)日鉄技術情報センター 

環境・省エネ・新エネの世界戦略に関する調査研究 (株)野村総合研究所 

● 機械工業の標準化推進  

設備の安全性確保におけるシステムインテグレータの役割

に関する調査研究 
(株)三菱総合研究所 

中国市場における機械安全推進体制に関する調査 (株)三菱総合研究所 

 

 

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 22 年度は 4 月 2 日に   

第 521 回参与会を開催し、冨山公認会計士・税理士事務所所長の冨山恭道氏、     

石井靖之氏、海老澤正典氏から、｢一般社団法人への移行に係る実務と問題点｣と題し

て、従来の社団法人の大部分が移行先として一般社団法人を選択、公益目的支出計画

の作成に当たって重要な法人活動の区分、収支予算書の作成は公益目的支出計画策定

のポイントなどを中心に説明をきき、懇談した。 

 

(2) 年始会 

  平成 23 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 380 名余りの参会者を得て賀詞の交換を行った。 

  当日は、伊藤源嗣会長（㈱ＩＨＩ相談役）の主催者挨拶、経済産業省大臣官房審議

官（製造産業局担当）・長尾正彦氏の来賓を代表しての挨拶があり、懇親を行った。 

伊藤会長は挨拶の中で、①我が国の経済は、アジア新興諸国の成長や政府の経

済対策効果などで緩やかな回復が続いてきたが、大幅かつ急激な円高の進行、海外経

済の減速、経済対策効果の一巡などにより、生産や輸出が鈍化するなど、先行き不透
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明感が広がって景気は踊り場局面に入っているため、政府には、景気が後退せぬよう、

緊急経済対策や 22 年度補正予算に盛り込まれた即効性のある事業を早期に実施して

頂きたいこと、②近年、世界での我が国の経済的地位も低下が続いており、それを打

開するには企業が積極的な研究開発の推進や新規事業分野の開拓などに努め、国内外

において産業活動をより活発化していくことが不可欠であるが、世界 高水準の実効

法人税率、経済連携協定の立ち後れ、地球温暖化の対策コスト、史上 高値に迫った

限度を超える円高など、海外企業と我が国企業が対等な条件で競争を行うことができ

るよう、国際水準の事業環境整備を早急に進めて頂くことが喫緊の重要課題であるこ

と、③我が国は人口減少時代を迎え、海外需要の重要性はますます高まっており、「外

需の内需化」は我が国の新たな成長に欠かせないファクターであるため、アジアの新

興諸国との関係強化は欠かすことができず、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）は、「全

体 適」の視点で早急に交渉に参加して、アジア太平洋地域を中心に経済連携協定を

一層強力に推進すべきであること、④我が国産業の大黒柱である機械業界を中心に、

世界レベルの技術を更に高め、新製品・新技術をいち早く開発して、世界市場に送り

出し、併せて、開発した製品や技術を知財で守る一方、標準化により市場の拡大を図

る等の事業戦略の構築も必要であること、などを述べた。 

 

 (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

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 22 年度は 6 月 30 日に開催し、経済産業省経済産業政策局産業再生課長・柳瀬唯夫氏

より、6 月に公表された産業構造審議会産業競争力部会 終報告書「産業構造ビジョン

2010」について、産業構造ビジョンの問題意識、日本経済の行き詰まりの現状、行き詰

まりの背景、諸外国は産業政策の積極化、今後の産業構造転換の方向性、今後の横断的

施策、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） 

(財)ＪＫＡから機械工業振興に関する補助金の交付を受け、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 21 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、次の３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 12 日） 

（テーマ）機械工業における研究開発のアウトソーシング支援のための基礎構築  

（講 師）（社）研究産業協会 調査研究委員会委員長 

住友金属テクノロジー（株） 社友 酒井俊彦氏 
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（テーマ）海外の国家プロジェクト、産学官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（株） 

経済・社会政策部 主任研究員 上野裕子氏 

（テーマ）アジ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 

（講 師）（株）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 

②第 2回調査研究成果報告会（8月 3日） 

（テーマ）「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」及び 

「海外機械工業に関する情報収集及び提供事業（EU 機械産業の環境保全 

対応策に関する調査）」 

（講 師）（株）三菱総合研究所 

科学安全政策研究部 主席研究員 土屋正春氏 

（テーマ）印刷産業機械の機能安全に関する調査研究 

（講 師）（社）日本印刷産業機械工業会 調査研究委員会委員長 

長岡科学技術大学 システム安全系 教授 福田隆文氏 

③第 3回（大阪地区）調査研究成果報告会（9月 14 日） 

（テーマ）海外の国家プロジェクト、産学官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（株） 

経済・社会政策部 主任研究員 上野裕子氏 

（テーマ）事業再編に関する調査（海外 M&A/事業再編） 

（講 師）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株） 

コンサルティング事業本部 コンサルタント 桑原克裕氏 

（テーマ）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 

（講 師）（株）東レ経営研究所 

調査研究部門 理事 馬田芳直氏 

 

(5) 関西地区での諸会合等 

① 関西地区年始会 

平成 23 年 1 月 12 日、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、若井近

畿経済産業局総務企画部長ならびに早川日本銀行理事・大阪支店長の祝辞、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 22 日、第 602 回例会を開催し、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱大阪証券代行部受託サービス第 3

グループマネージャー 仲村 正氏から「平成 22 年度総会に向けて」に係る話を聞いた。また、

平成２１年度事業結果報告とともに、平成２２年度事業計画の確定、確認を行った。 
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5 月 19 日、第 603 回例会を開催し、「各社のコスト削減対策」（グローバル包括保険、社有車

管理業務、郵便室の運営業務、社内会議室の運営業務、緊急地震速報機器・ＡＥＤ等の安全

対策に係る設備等の設置）に係る情報交換を行った。 

7 月 22 日、第 604 回例会を開催し、消費生活専門相談員山本博子氏から「電話勧誘等迷惑

行為への対応について～消費生活センターの現場から～」に係る話を聞いた。 

9 月 16 日、第 605 回例会を開催し、「ダイキン工業㈱滋賀製作所」の省エネ対策、リサイクル

の取り組み等について工場見学を行い、人材育成、防災対策、セキュリティ対策等の取り組みに

ついても説明を聞き、意見交換を行った。 

10 月 28 日、第 606 例会を開催し、本社、工場セキュリティー対策について情報交換を行っ

た。 

12月 10～11日、第 607回例会を開催し、企業見学会として熊本県の日立造船㈱有明工場、

ユニバーサル造船㈱有明事業所を見学し舶用エンジン等の製造工程、 新の造船技術等の

現状説明を受けた後、意見交換を行った。 

2 月 18 日、第 608 回例会「第 57 回環境配慮事例研究会、第 533 回関西団体協議会」と

の合同会合として開催し、「地球温暖化対策を巡る 近の動向」（90 年比 CO２ 25%

削減の中期目標に向けた排出権取引制度、地球温暖化対策税、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ全量買

取り制度等含む）について京都大学大学院経済学研究科教授 諸冨徹氏から講演を聞

き、その後意見交換を行った。 

③ 関西団体協議会 

5 月 11 日、第 527 回例会を開催し、電線・ケーブル環境配慮設計スペシャリスト工学博士（前

(社)日本電線工業会大阪支部長）・益尾和彦氏から「電線の太径化でＣＯ２を０．７％削減」に

係る話を聞き、意見交換を行った。 

6 月 11 日、第 528 回例会を明石市で開催し、三菱重工業㈱神戸造船所二見工場に設置さ

れている三菱重工業・白鶴酒造・関西化学機械製作実証共同企業体による「バイオ燃料製造実

証施設」（第 2 世代バイオ燃料製造技術）を視察し、その後意見交換を行った。 

7 月 12 日、第 529 回例会を開催し、神鋼リサーチ㈱先進技術情報センター主席研究員・ 大

郷明義氏から「近畿地域機械産業の企業間連携における成功事例等調査」の報告を聞いた。 

  9 月 29 日、第 530 回例会を開催し、（社）日本電気計測器工業会事務長・森川良一氏

から同工業会の概要について、関西繊維機器工業会専務理事・久保俊雄氏から同工業会

の概要についてそれぞれ説明を聞き、意見交換を行った。 

10 月 15 日、第 531 回例会を開催し、（環境配慮事例研究会に同席）新エネルギー・産業

技術総合開発機構 スマートコミュニティー部 主任研究員 諸住 哲 氏から「ＮＥＤＯに

おけるスマートコミュニティの展開」を聞き、その後意見交換を行った。 

12 月 6 日、第 532 回例会を開催し、各団体支部等に係る諸課題について情報交換を  

行った。 

   2 月 18 日、第 533 回例会を「第 608 回総務懇話会、第 57 回環境配慮事例研究会」との
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合同会合として開催し、「地球温暖化対策を巡る 近の動向」（90 年比 CO２ 25%削

減の中期目標に向けた排出権取引制度、地球温暖化対策税、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ全量買取

り制度等含む）について京都大学大学院経済学研究科教授 諸冨 徹氏から講演を聞

き、その後意見交換を行った。 

④ 環境配慮事例研究会 

6 月 21 日、第 53 回例会を開催し、環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略

企画室室長補佐・鈴木渉氏から「生物多様性に向けた企業としての取り組み等」に係る話を聞

き、意見交換を行った。 

8 月 3 日、第 54 回例会を開催し、(社)海外環境協力センター業務部長・西宮康二氏から「中

国及び韓国等の環境規制について」に係る話を聞き、意見交換を行った。 

10 月 15 日、第 55 回例会を開催し、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコ 

ミュニティ部 主任研究員 諸住 哲氏から「ＮＥＤＯにおけるスマートコミュニティの展開」に係る

話を聞き、意見交換を行った。 

11 月 25 日、第 56 回例会を開催し、パナソニックプラズマディスプレイ㈱尼崎工場を訪

問し、プラズマテレビのディスプレイ生産工程（省エネ対策リサイクルの取り組みを含

む）を見学し、その後意見交換を行った。 

2 月 18 日、第 57 回例会「第 608 回総務懇話会、第 533 回関西団体協議会」との合同会

合として開催し、「地球温暖化対策を巡る 近の動向」（90 年比 CO２ 25%削減の中

期目標に向けた排出権取引制度、地球温暖化対策税、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ全量買取り制度

等含む）について京都大学大学院経済学研究科教授 諸冨 徹氏から講演を聞き、そ

の後意見交換を行った。 

⑤ 社員満足向上懇話会 

8 月 30 日、第 15 回例会を開催し、大阪労働局労働基準部監督課地方労働基準監察監督

官・曽束正男氏から「平成 22 年度の労働行政と当面の重要課題について」ならびに大阪労働

局需給調整事業部主任需給調整指導官・田中 稔氏から「労働者派遣の現状と課題について」

に係る話をそれぞれ聞き、意見交換を行った。 

12 月 1 日、第 16 回例会を開催し、懇話会メンバーであるパナソニック㈱労政グループマ

ネージャー下村雅一氏からパナソニックの「メンタルヘルスの取り組み等について」の話

題提供を受け意見交換を行った。 

  2 月 24 日、第 17 回例会として、㈱椿本チエイン京田辺工場のチェーン製造、マテハン

事業等を見学し、環境・従業員への安全対策等への取り組みなどの説明を受け、その後

意見交換を行った。 

⑥ 社員満足向上懇話会実務担当者部会 

5 月 10 日、第 42 回例会を開催し、①春闘交渉結果、②改正育児介護休業法対応（有休取

得策等ＷＬＢ関連含む）、③旅費取り扱いに係る情報交換を行った。 

7 月 28 日、第 43 回例会を開催し、①高年齢者処遇の実態、②家族手当、住宅手当の支給
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基準に係る情報交換を行った。 

10 月 21 日、第 44 回例会を開催し、①メンタルヘルス対策について、②労災上積給付

基準についての情報交換を行った。 

1 月 27 日、第 45 回例会を開催し、①春闘の状況について、②各社の労務問題及び課題に

ついての情報交換を行った。 

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） 

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

ることを目的として設けられている大阪機械広報懇話会（加盟企業数：75 社。代表幹事・     

細谷祥久 ㈱クボタコーポレートコミュニケーション部長兼広報室長）と協力して関西地域機械産

業の情報発信拠点である機械記者クラブ室（大阪事務所分室）の活性化を目指した運営を行うと

ともに、地域機械産業の広報を促進するための諸事業を継続して行った。 
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第３章 事業活動 

 

 

1. 平成 23 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 23 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 23 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、7 月 27 日

（火）、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、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

の改善、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、地球温暖化対策とし

ての新税の導入反対、地方法人課税全体の抜本的見直し及び申告・納税方法の簡素化の推進、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対応した税制措置の整

備等の11 項目を重点要望とし、その他国税関係 30 項目、地方税関係 12 項目等機械業界の

共通項目で構成された。 

日機連では、8 月 4 日（水）に経済産業省の平成 23 年度税制改正要望ヒアリングに髙

尾委員長および星野委員（川崎重工業㈱企画本部経理部税務会計課長）が出席し、髙尾

委員長が意見陳述を行うとともに、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。 

その結果、12 月 16 日に閣議決定された平成 23 年度税制改正大綱に盛り込まれた当

会関連の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)  法人税等実効税率の引き下げ 

     法人税の基本税率 30％を 25.5％に引き下げる。地方法人 2 税を含め、法人実効税率 

を 40.7％から 35.6％へ約 5％引き下げる。また、中小法人の年 800 万円以下の部分に 

係る軽減税率 22％(特例 18％)を 19％(特例 15％)に引き下げる。 

(2) 研究開発税制の拡充・控除限度超過額の繰越期間の延長 

   平成 21､22 年度に講じられていた試験研究費の総額に係る税額控除限度額の特例は、 

期限の到来をもって廃止する。このため、研究開発税制｢総額型｣の税額控除限度額は法 

人税額の 100 分の 20(現行 100 分の 30)となる｡ 

(3) 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 

   大法人の繰越欠損金の控除限度額について、その繰越控除をする事業年度の所得金額 

を 80 ％に制限し、繰越欠損金の繰越期間を 9 年(現行 7 年)に延長する。 
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(4) 減価償却制度の改善 

・250%定率法の維持 

  減価償却制度について、平成 23 年 4 月 1日以降に取得をする減価償却資産の定率法の

償却率は､定額法の償却率(1/耐用年数)を 2.0 倍した数(現行 2.5 倍した数)に縮小する。

なお、改訂償却率及び保証率についても所要の整備を行う。 

(5) 国際関連税制の見直し、改善 

・外国税額控除の控除限度額の拡充 

  ① 外国税額控除の対象から除外される高率な外国法人税の水準を35%(現行50%超)に

引き下げる。 

  ② 控除限度額の計算の基礎となる国外所得から非課税国外所得の全額(現行3分の2)

を除外する。 

  ③ 控除限度額の計算の基礎となる国外所得の 90%制限に係る特例を廃止する。 

  ④ 控除限度額の計算について、租税条約の規定により条約相手国等において租税を

課することができるとされる所得で当該条約相手国等において外国法人税又は外国

所得税を課されるものは、国外所得に該当するものとする。 

・移転価格税制関連諸規定及び手続きの整備 

   現行の独立企業間価格の算定方法の適用優先順位を廃止し、独立企業間価格を算定

するために 適な方法を事案に応じて選択する仕組みに改正する。 

(6) 地球温暖化対策としての新税の導入反対 

   平成 23 年 10 月より実施導入されることになった石油石炭税に、｢地球温暖化対策

のための特例｣を設け､CO2 排出量に応じた税率を上乗せする。その税率は、原油及び

石油製品については 1キロリットル当たり 760円､ガス状炭化水素は 1トン当たり 780

円､石炭が 1 トン当たり 670 円とする｡上乗せ分を合わせた 1 トン当たりの石油石炭税

の税率は､原油及び石油製品は2,800円(現行2,040円)､ガス状炭化水素は1,860円(現

行 1,080 円)､石炭は 1,370 円（現行 700 円)となる。 

 

その他の要望項目 

(1) 産業全般に関する税制 

・企業年金積立金に対する特別法人税の廃止 

   停止措置の適用期限を 3 年延長する。 

・特定資産の買換えの場合の圧縮記帳制度の恒久化 

   適用期限を 3 年延長する。 

・中小企業基盤強化税制の期限延長 

   適用期限の到来をもって廃止する。 

(2) 環境・エネルギー対策の推進に関する税制 

・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 
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   特別償却率を 8%(現行 14%)に引き下げ､適用期限を 1 年延長する｡ 

・エネルギー需給構造改革投資促進税制における初年度即時償却の適用期限の延長

及び対象設備の拡充 

   適用期限の到来をもって廃止する。 

(3) 税制の簡素化、合理化など、その他の税制 

・寄付金の損金算入枠の拡大 

   一般の寄附金の損金算入限度額について、資本等の額の 1,000 分の 2.5 相当額と所

得の金額の 100 分の 2.5 相当額との合計額の 4 分の 1(現行 2 分の 1)に､資本等を有し

ない法人の場合には所得の金額の 100 分の 1.25(現行 100 分の 2.5)相当額に、それぞ

れ引き下げる。 

・更正の請求の期間延長 

   納税者が更正の請求を行うことができる期間(現行 1 年)を 5 年に延長する。 

・社会保障･税共通の番号制度の早期導入 

   社会保障･税に関わる番号制度については､｢社会保障・税に関わる番号制度に関する

実務検討会｣での議論と併せ､法定調書の拡充、税務当局への提出資料の電子データで

の提出の義務付け､税務行政における電子化の推進と情報連携の効率化、法定調書への

正確な番号記載の確保策､税務情報についてのプライバシー保護の徹底策等の課題に

ついて積極的に検討を行う｡ 

(4) 地方税 

・電気自動車・天然ガス自動車等低公害車の燃料供給設備に係る軽減措置の拡充、延長 

    対象から充電設備を除外した上、適用期限を 2 年延長する。 

  なお､事業革新設備等の特別償却制度は、廃止となる。 

 

 

2．日機連海外視察団を派遣（クロアチア、セルビア） 

 

旧ユーゴスラビアの国々が EU への参加を目指し経済復興を進めている。そこで、日機

連では EU 向け生産拠点としての可能性、セルビアのロシアとの FTA を活用したロシア向

け輸出の可能性、インフラ整備計画等の実状を調査するため 2 月 23 日～3 月 4 日まで視察

団を派遣した。 

 視察団は伊藤源嗣・日機連会長（（株）IHI 相談役）を団長に 25 名からなり両国政府・

同関係機関、現地企業、在外日本公館等を訪問し副首相を始めとする大臣級、企業トップ

との会談を行った。また、企業訪問では旧ユーゴスラビア時代から続く企業の現場視察を

行った。会談、企業訪問から経済状況、産業政策、社会インフラ整備計画、日本への期待

等に関する情報を得て帰国した。 

 また、３月８日に来日中のセルビア ボリス・タディッチ大統領と管首相との会談後の
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共同声明において当調査団のセルビア訪問を歓迎する旨述べられた。 

 

  日機連・海外視察団（クロアチア・セルビア）スケジュール 

 

2 月 23 日（水） 

 

午前 成田国際空港集合、結団式（一部の方々は関西空港） 

午後 フランクフルト着 

2 月 24 日（木） 

 

午前 フランクフルトからザグレブ（クロアチア）へ 

午後 電力公社（HEP）訪問 

   在クロアチア大使公邸（ブリーフィング、夕食会） 

2 月 25 日（金） 

 

 

 

 

午前 経済・労働・中小企業省訪問 

   海事・運輸・インフラ省訪問 

   環境・都市計画・建設省訪問 

午後 ミロシェビッチ副首相（投資担当）訪問 

   経済会議所訪問 

2 月 26 日（土） 

 

午前 リエカ港湾局訪問及びリエカ港視察 

午後 ザクレブからドブロクニクへ 

2 月 27 日（日） 

 

午前 市内視察 

午後 

2 月 28 日（月） 

 

 

午前 ドブロクニクからベオグラード（セルビア）へ 

   在セルビア大使公邸訪問（ブリーフィング、昼食会） 

午後 ジェーリッチ副首相兼科学技術開発担当大臣訪問 

   チリッチ経済・地域開発省次官訪問 

3 月 1 日（火） 

 

 

午前 商工会議所訪問 

   セルビア投資輸出促進庁（SIEPA）同席 

午後 GOSA FOM A.D.（セルビア企業）訪問 

3 月 2 日（水） 

 

 

午前 ニコラテスラ火力発電所訪問 

午後 市内視察 

   在セルビア大使公邸（夕食会、日系企業概況） 

3 月 3 日（木） 午前 ベオグラードからフランクフルト経由で帰国の途へ 

3 月 4 日（金） 午前 成田空港にて解散 

 

 なお、当視察団の主要面会者は下記の通り。 

 

2 月 24 日 

・クロアチア電力公社 
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 ベコビッチ社長 

・在クロアチア日本大使館 

 田村義雄特命全権大使 

2 月 25 日 

・経済・労働・中小企業省 

 ポピヤッチュ大臣 

・海事・運輸・インフラ省 

 トフケチッチ次官（財務国家予算担当） 

 バビッチ次官（海事担当） 

・首相官邸 

 ミロシェビッチ副首相（投資担当） 

・経済会議所 

 ビドシェビッチ会頭 

2 月 26 日 

・リエカ港湾局 

 グラバン港湾局副局長 

2 月 28 日 

・在セルビア日本大使館 

 角崎利夫特命全権大使 

 黒澤啓 JICA バルカン事務所代表 

 鈴木秀男 JETRO セルビア特派員 

・首相府 

 ジューリッチ副首相（EU 統合担当兼科学技術開発担当） 

 チリッチ経済・地域開発省次官 

3 月 1 日 

・セルビア商工会議所 

 ヴェソビッチ副会頭 

 ヤンコービッチ次官（投資輸出促進庁 SIEPA） 

 コヴァチェブ社長（コルパラメタル社） 

 ペトロヴィッチ教授（ベオグラード大学） 

・GOSA FOM A.D. 

 ジブコビッチ副社長 

3 月 2 日 

・ニコラテスラ火力発電所 

 ゲイブリッチ（セルビア電力公社：経営関連担当） 

 ミレティッチ（セルビア戦力公社：環境保護部門担当） 
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 ヴラシッチ（ニコラテスラ発電所 技術開発部長） 

 

 

3．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）を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 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、昨年度に引き続き人口減少

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 エ

グゼクティブフェロー）を設置して、活動を行った。 

 具体的には、7 月 21 日の第 6 回専門部会において、始めに調査委託先の㈱東レ経営研究

所から、平成 22 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」に関

する実施計画及び文献調査（2025 年頃の人口減少社会の予測）について説明した後、今年

度の調査の進め方について、労働力の質と量のミスマッチに視点を置いた有用な人材育成

等の意見交換を行った。9 月 6 日の第 7 回専門部会では、始めに㈱東レ経営研究所から、平

成 22 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」に関する文献調

査報告を行った。引き続き、同研究所からアンケート調査の内容及び方法について説明し、

意見交換を行った後、工場見学の訪問先について審議した。11 月 25 日～26 日の第 8 回専

門部会では、11 月 25 日に、兵庫県加古川市のシスメックス㈱・加古川工場を訪問し、同社

が検体検査分野をほぼすべてカバーする商品を保有し、また機器、試薬、サービス＆サポ

ートを提供する事で安定した収益を確保するビジネスモデルに特徴がある等の説明を聞い

た後、女性パート社員を熟練工に変える「デジタルものづくり」に取り組む医療検査機器

の組立工場を見学した。また 11 月 26 日には兵庫県姫路市のホテル姫路プラザにおいて、

㈱東レ経営研究所から「我が国の人口減少問題と機械メーカーの対応に関するアンケート

調査」について報告を行い、審議すると共に、ヒアリングの質問項目（案）等について意

見交換を行った。1 月 27 日の第 9 回専門部会では、始めに㈱東レ経営研究所から、平成 22

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」に関するヒアリング

調査結果、報告書の目次案及び 終章のまとめ・提言案について説明した後、審議を行っ

た。3 月 11 日の第 10 回専門部会では、㈱東レ経営研究所から、平成 22 年度報告書 終案

について説明を聞き修正すべき点ついて意見交換を行った。 

 今年度の検討では、人口減少社会におけるサプライサイドの観点から調査を進めた結果、

「我が国の生産年齢人口は減少すると予測されるものの、これまでの実績並みの労働生産

性向上が維持できれば、量的な労働力不足は起こりそうになく、むしろ問題になるのは高

度な人材を求める企業側の需要に対し、若年層の質の低下に代表される労働力供給側のミ

スマッチが拡大する事にあり、ミスマッチを解消する教育と人材育成を構築する必要があ

る。」との結論に至っている。 
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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、平成 21 年度には、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した。平成 22 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担当本部長 兼   

グローバル調達推進部長)において調査対象地域を検討し、インド東部のウエストベンガ

ル州、ジャルカンド州を中心に調査を実施することとした。 

平成 22 年度の専門部会の活動は、9月 30 日に第 13 回専門部会を開催し、㈱野村総合

研究所グローバル事業コンサルティング部上級コンサルタント・森 健氏から「ポスト

BRICs～次なる新興国を考える～」と題し、有望なポスト BRICs 国、有望なポスト BRICs

国で成功するカギ等について話を聞き、質疑応答を行った。次いで、平成 22 年度に調査

を実施する国内（阪神工業地帯・大阪南部地域）及び海外（東インド地域）の有力サプ

ライヤー調査の調査方法、調査項目等について各調査委託先（国内：㈱日立国際ビジネ

ス、海外：インドビジネスセンター）から説明し、内容を了承した。 

3 月 22 日に第 14 回専門部会を開催する予定であったが、東日本大震災の影響で会合

開催を中止し、平成 22 年度の調査結果について書面により審議し、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－東インド

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
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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㈱

取締役常務執行役員技術開発事業部門長）を設置し、調査を実施している。平成 22 年度は

REACH, RoHS、CLP 等の化学物質規制の 新動向を把握するとともに ErP 指令等のエネルギ

ー関連規制・制度についても情報収集、整理するため３回の会合を開催した。 

8 月 26 日に第 19 回会合を開催し、日本貿易振興機構海外調査部欧州ロシアＣＩＳ課長・

田中晋氏から「ＥＵにおける環境規制の現状と今後の動向」と題して、ＥＵ統合と環境政

策の進展、ＥＵの低炭素社会に向けた取り組み、ＥＵ発環境規制の影響について説明を聞

き、質疑応答を行った。引き続き、平成 22 年度の調査案について検討を行った。 

12 月 9 日に第 20 回会合を開催し、調査委託先の㈱東レ経営研究所が 11 月に実施したヨ

ーロッパ（ドイツ、ベルギー、イギリス）の団体・企業へのヒアリング、および 11 月から

12 月にかけて実施した国内の団体・企業へのヒアリングの調査結果について報告を聞き、

質疑応答を行った。 

2 月 24 日に第 21 回会合を開催し、事務局より 2 月 23 日に経済産業省主催で行われた改

正 RoHS 関連工業会合同勉強会についての報告を行い、次いで調査委託先の㈱東レ経営研

究所から海外・国内ヒアリング調査の追加報告、さらに平成 22 年度報告書の全体構成につ

いて説明し、規制動向部分とまとめの方向性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、これら東アジア地域を対象に調査研究を実施

するため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・知的財産統括部技術・研究開発企画室長）を設置し、調査を実施している。平成

22 年度は中国及びタイ、インドネシア、ベトナムの省エネルギー技術ニーズの把握、日本

の省エネルギー技術シーズとのマッチング分析等を行うため大使館、国内企業へのアンケー

ト調査を実施するとともに３回の会合を開催した。 

8 月 6 日に第 4 回会合を開き、調査委託先の神鋼リサーチ㈱から調査実施（案）、中国調

査の進め方（案）の資料説明に基づき、今年度の調査方針、調査内容について検討を行った。 

12 月 20 日に第 5 回会合を開催し、㈱東芝産業政策渉外部政策渉外第一室室長代理・渡
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邊敬信氏から「省エネ・環境への取組み（中国ビジネスを中心に）」と題して説明を聞き、

質疑応答を行った。引き続き調査委託先の神鋼リサーチ㈱より省エネルギービジネスに関す

る企業アンケート、大使館アンケートの状況および中国等対象国の調査の進捗と内容につい

て報告を聞き、質疑応答を行った。 

2 月 7 日に第 6 回会合を開催し、調査委託先の神鋼リサーチ㈱より調査対象４カ国（中

国、ベトナム、インドネシア、タイ）の調査進捗報告とまとめの内容について報告を聞き、

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。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 22 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など資源制約下と

グローバル展開の中での新しい材料戦略のあり方を探ることを目的に 7 回の会合を開催

した。 

7 月 10 日に第 10 回専門部会を開催し、長井部会長から今年度の提言に向けた活動とし

て「資源制約下とグローバル展開の中での新しい材料戦略の必要性」につい問題提起をし

た。引き続き、その内容に関連して委員各社から自社製品のグローバル化の状況について

報告するとともに、資源制約の問題、新しい材料戦略のアイデア、材料分野の人材育成の

問題について意見交換を行い、今後の活動の方向について検討した。 

9 月 24 日に第 11 回専門部会を開催し、柴田悦郎委員（東北大学多元物質科学研究所資

源変換・再生研究センター准教授）から「非鉄製錬業における廃棄物処理と金属資源リサ

イクル」と題して、各種金属精錬プロセス、非鉄精錬業で回収される各種金属副生物とリ

サイクル原料の処理、廃電子・電気機器の現状と金属資源としての利用と問題等について

話を聞き、質疑応答を行った。引き続き、「資源制約下とグローバル展開の中での新しい

材料戦略の必要性」に関して、企業委員から新しい材料戦略のアイデア等の報告を行い、

意見交換を行った。 

10 月 19 日に第 12 回専門部会を開催し、丸紅（株）丸紅経済研究所代表・柴田明夫氏か

ら「世界経済と資源市場の動向」と題して、国際資源価格の均衡点の変化と背景、中国を
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はじめとする新興国の経済成長と資源戦略の動向、今後の方向として「地下系資源」から

「太陽系エネルギー」への転換等について話を聞き、質疑応答を行った。引き続き、提言

素案「資源制約を打ち破る、内需‐外需‐海外のバランスの取れた事業展開における代替

材料戦略」の内容に関して醍醐市朗委員（東京大学工学系研究科マテリアル工学専攻特認

講師）から説明し、その内容について検討した。 

11 月 4 日～5日に資源のリサイクル・再資源化の観点から、あおもりエコタウンの中核

的機能を担う大平洋金属㈱八戸本社（製造所）と東京鐵鋼㈱八戸工場の現地調査を実施し

た。 

  大平洋金属㈱では、東 洋幸取締役社長の挨拶の後、同社の概要について藤山 環取締役、

製造工程について佐々木 朗取締役から説明を聞いた。同社はステンレス鋼の主原料とな

るフェロニッケルを主力製品とし、その生産量は世界第３位である。原料のニッケル鉱石

はフィリピン、ニューカレドニア、インドネシアから年間 250 万ｔ輸入し、そのうち   

ニッケル分は 4 万ｔで、鉄 16 万ｔを加え、フェロニッケル製品として 20 万ｔを生産し

ている。施設見学では、ニッケル鉱石貯鉱場、原料輸送コンベア、ロータリーキルン、電

気炉等のフェロニッケル製造工程と、スラグ加工製造工程の風砕機、ごみ焼却灰とホタテ

貝殻を溶融・還元する直流電気抵抗炉等の設備を見学し、質疑応答を行った。 

東京鐵鋼㈱では、須郷秀一資源営業部長から同社の概要について説明を聞いた。同社八

戸工場は、8 万坪の敷地を持つ港湾立地型の電気炉工場として昭和 51 年操業を開始し、

主に鉄筋用棒鋼を製造するとともに、電気炉による溶融技術を活用し、廃自動車・廃家電

（4 品目）等の資源リサイクル事業を推進している。同工場では青森、岩手等の近県から

廃自動車、廃家電等を受け入れ、リサイクル工程で再生される鉄、アルミ、銅の金属や廃

プラ、ガラスカレット等から鉄・非鉄や粉体カーボン、ＲＰＦなどの商品や原料として再

生し、工場内で完結処理している。施設見学では、これらの工程の廃自動車、廃家電スト

ックヤード、廃家電解体設備、シュレッダー設備、廃プラ炭化炉設備、ＡＳＲ再資源化設

備、製鋼工程設備、圧延工程設備等を見学し、質疑応答を行った。 

12 月 16 日に第 1回拡大幹事会を開催し、「資源制約下とグローバル展開の中での新しい

材料戦略」に関する提言素案をベースに、更に整理すべき点、分担、今後のまとめの方向

等について検討を行った。 

 2 月 25 日に第 14 回専門部会を開催し、松浦宏行委員（東京大学大学院新領域創成

科学研究科物質系専攻講師）から「材料分野における産業界戦略と人材育成の私

案」と題して話しを聞き、質疑応答を行った。引き続き、長井部会長から今まで

の検討経緯と提言の考え方について説明し、その内容にもとづき今後の取り纏め

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。 
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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。そこで、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、平成 21 年度に事業／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㈱先端技術総合研究所副所長 兼 電機

技術部門長）を設置し、調査を実施している。 

平成 22 年度は機械産業の置かれている現状を分析し、ビジネス形態に応じて取り得る

戦略的方策を分類、対応策を検討するため 5回の会合を開催した。 

7 月 29 日に第 1 回幹事会を開催し、平成 22 年度の調査方針等に関し検討を行った。

まず、調査委託先の㈱三菱総合研究所から昨年度の調査結果として浮き彫りになった三位

一体戦略の阻害要因と今後の論点から、現状の認識と今年度の検討課題を整理した内容と、

今後のスケジュール案について説明し、この内容をベースに検討を行った。 

8 月 30 日に第 4 回専門部会を開催し、平成 22 年度調査研究案及び今後の会合予定に

ついて報告した後、東京大学知的資産経営・総括寄付講座特任教授小川紘一氏から「企業

におけるイノベーションと標準化知財マネージメント」について話を聞き、質疑応答を行

った。 

10 月 29 日に第 5回専門部会を開催し、(株 )三菱総合研究所から機械産業における

プロセス変化、産業構造変化の例として自動車のパワートレイン、NC 工作機械

の事例紹介を紹介した。次いで、安井部会長より、これまで考え方の整理と、

今後の進め方・検討事項として機械関連事業分野での国際標準化活動の実態、

実例とパターン分け、そのリスク明示化等の提案があった。引き続き、山田  透

委員（ (株 )小松製作所開発本部業務部長）から建機分野の三位一体戦略について

話題提供があり、意見交換を行った。  

12 月 21 日に第 6回専門部会を開催し、三菱電機㈱開発業務部主管技師長・小川雅晴氏

より同社の事例として「市場のグローバル化に対応した国際標準化活動」と題して話を聞

き、意見交換を行った。次いで各委員から自社の事例として事業戦略等と標準化の

かかわりなどについて報告を受け、議論を行った。 

2 月 10 日に第 7 回専門部会を開催し、報告書素案にもとづき、取りまとめ方向に

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。 
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(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。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 22 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焦点

を当て、企業としてグローバル化にも対応可能な生産技術者を今後どのように確保・育成

していくかを中心に委員各社の問題意識、取り組み等の実態把握に基づく検討など 5 回の

会合と 2回の現地調査を実施した。 

7 月 8 日に第 8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調査研究第

三部長、主席研究員・山藤康夫氏から平成 22 年度の調査事業計画（案）について説明を

聞き、調査テーマ項目及び調査手法等について検討を行った。 

8 月 2 日に第 9回専門部会を開催し、調査事業計画に前回以降に追加した内容について

調査委託先の㈱日鉄技術情報センター調査研究第三部長、主席研究員・山藤康夫氏から説

明を行った。次いで今後の具体的調査のスケジュール、委員各社からの発表方法等につい

て検討を行った。 

9 月 17 日に第 10 回専門部会を開催し、グローバル化時代における生産技術者の確保・

育成について、㈱小松製作所生産本部生産技術部長・藤田直樹氏と、㈱荏原製作所生産技

術統括部企画・技術研修室室長・後藤益弘氏から、自社の現況と課題等について発表し、

意見交換を行った。次いで㈱日鉄技術情報センター調査研究第三部長、主席研究員・山藤

康夫氏から前回以降に追加収集した資料等の内容について説明を行った。 後に 10 月、

11 月に実施するダイキン鳥取研修所、日立製作所の現地訪問調査のスケジュール概要に

ついて検討を行った。 

10 月 13 日～10 月 14 日に第 11 回専門部会を開催し、ダイキン工業（株）のグローバル

人材の育成拠点として活用されている「ダイキンアレス青谷」を訪問し、同研修所の現

地調査を行った。まずダイキン工業（株）ダイキンアレス青谷・毛馬大成氏より、グロ

ーバルに多様な人材、目的に対応できる同施設建設の背景・経緯、施設概要について説

明を聞き、技能実習室、大研修室、討議室等を見学した。次いで、同研修所内討議室に

おいて、グローバル時代における生産技術者の確保・育成について、ダイキン工業（株）

空調生産本部生産技術部長・岸間弘氏、水本伸子委員（（株）IHI 人事部採用グループ部

長）、水嶋清孝委員（三機工業（株）機械システム事業部事業部長補佐）、齋藤敏郎委

員（住友重機械（株）本社顧問）から、それぞれ自社の取り組み等について発表し、意
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見交換を行った。 

11 月 10 日に第 12 回専門部会を開催し、（株）日立製作所日立事業所、モノづくり技

術研修所を訪問し、同社ものづくり現場及び人材育成について現地調査を行った。 

日立事業所では、南 雄彦副事業所長より、創業 100 周年を迎える同社の歩み、発祥工

場である日立事業所の概要、生産製品等について説明を聞いた。次いで、創業小屋、小平

記念館を視察した後、蒸気・ガスタービン組み立てライン、水力・火力・原子力発電等に

使用される大型発電機製造ラインを見学した。モノづくり技術研修所では、八幡 康モノ

づくり教育本部長より、設計者、生産技術者、管理スタッフ、技能者を対象とし、広く「モ

ノづくり技術」を教育するモノづくり教育本部の概要について説明を聞いた後、隣接する

日立工業専門学院、日立工業専修学校等の施設を見学した。引き続き、八幡本部長よりグ

ローバル時代における生産技術者の確保・育成に関する取り組みとして、同社の人財育成

の考え方、採用～教育体系・体制、教育機関における取り組み、技能五輪への挑戦、モノ

づくり技術事業部の取り組み、グローバル化への対応等について紹介し、意見交換を行っ

た。 

1 月 27 日に第 13 回専門部会を開催し、平成 22 年度報告書の全体構成とグローバル化

時代における生産技術者の確保・育成に関する各社発表内容の盛り込み方等の検討を行っ

た。 

3 月 17 日に第 14 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調査研究

第三部長、主席研究員・山藤康夫氏から平成 22 年度報告書案の全体内容について説明し、

修正すべき点を検討するとともに各社発表事例の表現内容、社名表記等について確認を行

った上で報告書として取り纏めることとした。 

  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及び

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 22 年度は国

内外の有力サプライヤー調査専門部会（部会長・橋本純一調達統括本部担当本部長 兼   

グローバル調達推進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 22 年度の専門部会の活動は、9 月 30 日に第 13 回専門部会を開催し、調査を実施す

る阪神工業地帯・大阪南部地域の有力サプライヤー調査の調査方法、調査項目等について

調査委託先の㈱日立国際ビジネスから説明し、内容を了承した。 
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3 月 22 日に第 14 回専門部会を開催する予定であったが、東日本大震災の影響で会合開催

を中止し、平成 22 年度の調査結果について書面により審議し、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。 

 

 

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 及び 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 ISO29042-8（空気中危険物質放出評価

―汚染濃度パラメーター測定―ルーム試験）から ISO29042-9（空気中危険物質評価―浄

化指標）の 3件と ISO/TR23849（SRP/CS の設計におけるガイダンス）の 1件、修正文書案

件として、ISO11161amd（統合生産システムの安全性）等の 5件、改定中の規格としては、

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）、ISO13856 シリーズ.ed2（圧力検知保護装置）等の 5 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/TS61496-4-3（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.Ed4（機械の電気装置―縫製機械）、IEC61496-2.ed3（能動的光電保護設備）、

IEC 61496-4-2（映像利用保護装置―参照パターン技術を用いた VBPD）、等の７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 22 年度において、ISO/TC199 部会では、JIS B 9717-1

（圧力検知マット及びフロア）の 1件の作成が終了し、発行された。 

IEC/TC44 部会では、JIS B 9960-32 第 2 版（巻上機械）及び JIS B 9960-1 第 2 版の追

補（機械の電気装置）の 2件の作成が終了し、JIS B 9960-33 第 1 版（半導体製造装置）

の作成を実施している。 
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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） 

  平成 20 年度までに纏めてきたマ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謂わば守りの安全と捉え、平成 21 年度は更なる段

階へステップアップするためのセカンドフェーズとして謂わば攻めの安全について討議

を進めた。 

平成 22 年度は「機械安全実現へのセカンドフェーズに関する検討部会」を引き継ぎ、

機械安全の取り組みが企業価値（ブランドイメージ）を向上させると共に、安全への対

策はコスト意識から付加価値と捉え、競争力にも繋がる積極的な企業共通の価値観とす

るための活動方策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） 

  平成 22 年度は「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」

の纏めの年として、生産現場における問題点及び今後の課題について、セーフティ・イ

ンテグレーションを中心に、主に機械メーカの設計・開発及び機械ユーザの保守・保全

の視点から、インテグレーションの機能及び役割に関して討議を行い、従来の機能及び

役割に加えて安全性確保の視点を付加したセーフティシステムインテグレータとして提

起した。 

  セーフティシステムインテグレータは、国際規格の統合生産システムで規定されるイ

ンテグレータ機能に加え、より安全の視点を強化し進展させたイメージであるが、独立

したエンジニアリング企業も範疇であり、その機能や育成方策などの方向も明確化でき

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 22 年度は以下の講演会及びシンポジウムを実施し多数の参加を頂いた。 

 ○第 1回 機械安全国際規格の紹介－ISO13849-2、IEC60204-1－ 

  ・開催日時：平成 22 年 12 月 10 日（金）、開催場所：ヤクルトホール 

  ・参加者：390 人 

  ・演題及び講師 

    ①演題：「ISO/TC199 の動向」 

講師：齋藤 剛 氏 (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 主任研究員（ISO/TC199 国内委員会副主査） 
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    ②演題：「IEC/TC44 の動向」 

講師：福田隆文 氏 長岡科学技術大学 技術経営研究科 システム安全系 

教授（IEC/TC44 国内委員会主査） 

    ③演題：「ISO13849-2 機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第２部：

妥当性確認」 

     講師：杉田吉広 氏 ティフラインランドジャパン(株) テクノロジーセンター 

ビジネスデベロップメント シニアマネジャー）（ISO/TC199、IEC/TC44

国内委員会委員） 

    ④演題：「IEC60204-1 機械類の安全性－機械の電気装置－第１部：一般要求事

項」 

     講師：岡田和也 氏 ＩＤＥＣ(株) 規格安全ソリューションセンター規格安

全推進グループ（IEC/TC44 国内委員会 WG 委員） 

 

○第 2 回 セーフティ・システム・インテグレーションの普及と定着に関するシンポ 

ジウム 

  ・開催日時：平成 23 年 2 月 23 日（水）、開催場所：東京証券会館ホール 

  ・参加者：220 人 

  ・演題、講師及びパネリスト 

    ①基調講演：「ユーザー目線とメーカー技量の橋渡し」 

講師：栗原史郎 氏（一橋大学大学院 商学研究科 教授） 

    ②演題：「設備の安全確保におけるシステムインテグレータの役割に関する調査」 

     講師：美濃良輔 氏（(株)三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 研究員） 

    ③演題：「統合生産システム（ＩＭＳ）における安全設計手法の提案」 

     講師：木下博文 氏（平田機工(株) 技術本部 システム開発部グループマネ

ージャ） 

    ④パネルディスカッションテーマ： 

「セーフティ・システム・インテグレータの普及と定着について」 

     モデレーター：向殿政男 氏（明治大学 理工学部 情報科学科 教授） 

パ ネ ラ ー ：水野恒夫 氏（セイフティクラフト 代表） 

パ ネ ラ ー ：星野晴康 氏（トヨタ自動車(株) 安全健康推進部 

 安全衛生室 主幹） 

     パ ネ ラ ー ：木下博文 氏（平田機工(株) 技術本部 システム開発部 

                   グループマネージャ） 

パ ネ ラ ー ：小平紀生 氏（三菱電機(株) ＦＡシステム事業本部 

 機器事業部 主管技師長） 

     パ ネ ラ ー ：東 謙治 氏（三友工業(株) 営業部 次長） 
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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及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 31 回を迎えた平成 22 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）及び   

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 22 年度は幅広い分野から 41 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 12 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 2 件の授与を推薦、決定し、2 月 4 日に

経団連会館において、表彰式を行った。 

 

表彰機器名 申請者名 

〔経済産業大臣賞〕 

1．温度調節・清浄化分離式ダクトレスクリーン空調システム 

 （タスク&アンビエントクリーン空調システム） 

 

清水建設㈱ 

〔資源エネルギー庁長官賞〕 

2．加圧冷却・吸着式給油所用ガソリンベーパ液化回収装置  

（エコステージＬ、Ｄ） 

〔資源エネルギー庁長官賞〕 

3．浸炭ガス適時適量制御式真空浸炭炉（モジュールサーモ） 

 

三菱電機㈱ 

㈱タツノ・メカトロニクス 

 

大同特殊鋼㈱ 
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〔日本機械工業連合会会長賞〕 

4．ツインフローファン等専用構造採用の消音ボックス付送風機

（キャビネットファン モデルナンバー３シリーズ） 

5．ＬＮＧ船用再熱サイクル蒸気タービンプラント 

（川崎ＵＲＡ型） 

6．走行・荷役デュアルハイブリッドフォークリフト 

（ＧＥＮＥＯ ＨＹＢＲＩＤ ３．５～４．５ｔon）  

7．下水高度処理用ドラフトチューブ式小型高効率撹拌装置 

 （ＤＴＣ４００）  

8．照射範囲調整機能型高反射照明器具（シャインブライト） 

9． 適効率運転機能付小型貫流ボイラ多缶システム 

 (SQ-AS型 ・ BP-201型) 

10．インバータ対応・微少電力計測可能型電気量モニタ 

  （KM50-E） 

11．低空気比ジェットフィルム燃焼式ガス焚小型貫流ボイラ 

 

12．主機排熱回収蒸気タービン・排ガスタービンコンバインド 

舶用発電システム 

 

パナソニック エコシステム

ズ㈱ 

川崎重工業㈱ 

 

㈱豊田自動織機 

 

アタカ大機㈱東京事業所 

 

熊本電気工業㈱ 

三浦工業㈱ 

 

オムロン㈱ 

 

㈱日本サーモエナー 

㈱タクマ 

三菱重工業㈱長崎造船所 

 

 

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 22 年度は､前年度に実施された第３回受賞者紹介並びに本表彰制度の周知と、次回

の第４回表彰（平成 23 年夏予定）の応募促進のための事業を実施した。 

 応募促進のための事業は全国９地域（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、

九州、沖縄）を対象に、平成 22 年 11 月 2 日～11 月 8 日まで当会ホームページにおいて事

業委託機関を公募した。「ものづくり日本大賞」紹介イベントは､11 月後半から 3 月末まで

９地域で実施された。 

 また、前年度末に完成した第３回「ものづくり日本大賞」受賞者、技術・製品紹介のた

めの冊子、ＤＶＤを全国約 630 校の工業高等学校に資料・教材の一助として冊子３部、Ｄ

ＶＤ１枚を送付、これについては好評のため３月に希望校に追加発送した。さらに当会ホ

ームページ上の「monodzukuri」（ものづくり日本大賞）に掲載している第１回～第３回の

紹介ウェッブの内、暫定掲載（PDF 版）されている第３回分について、新たに第３回紹介

を制作し、３月末に掲載した。 

 - 60 -



 この「ものづくり」関連普及促進事業は、経済産業省､文部科学省、厚生労働省および国

土交通省の４省連携で行われている「ものづくり日本大賞」表彰制度を中心に、国民的に

「ものづくり」への意識や機運を高め協力するため、当会ではＪＫＡ補助事業として経済

産業省関係の表彰に第１回から全般にわたり協力、第２回以降からは主として広報事業面

で協力して来た。この間、受賞者紹介の冊子・ＤＶＤの制作、各地域でのイベントや夏休

み・春休みの青少年を対象とした催し等を行い、多くの成果をあげて来た。 

 なお、日機連の行うＪＫＡ補助事業としての本事業は、諸般の事情により今年度限りで

終了することとなった。（経済産業省等４省連携実施の「ものづくり日本大賞」は今後も引

き続き行われる。） 

 

 

13．「第 4回ロボット大賞」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、その実用化がすすむことにより、

更なる生産性向上や、安全・安心な社会の実現等に貢献すると期待される。このため、

該当期間に活躍し、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、「第４回ロボット大賞表彰事業」を行っている（経済産

業省と共催）。 

平成 22 年度は、実行委員会（委員長は設けていない）、審査委員会（委員長：工学院

大学顧問 三浦宏文氏）及び技術小委員会（委員長：産業技術総合研究所 知能システ

ム研究部門長 比留川博久氏）にて、表彰に必要な事項について、協議、審査等を行っ

た。 

今回は前回（平成 20 年度）比 4 割増しの 92 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、その中から下表のとおり 12 件のロボットを

表彰対象とした。 

表彰式を 11 月 26 日に日本科学未来館において開催し、11 月 28 日までの 3 日間で、受

賞ロボットの展示、シンポジウム、工作教室、ロボット演劇等を実施した。 

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。 

 

表彰ロボット名 開発者名 

〔第４回ロボット大賞（経済産業大臣賞）〕

「安全・安心に人と協働できる低出力 80W

駆動の省エネロボット」  

 

トヨタ自動車㈱、㈱オチアイネクサス、

名古屋工業大学、首都大学東京  
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〔 優秀中小・ベンチャー企業賞（中小

企業庁長官賞）〕 

「HAMDAS-R（ハムダスアール）」  

 

 

㈱前川電気  

〔日本機械工業連合会会長賞〕 

「注射薬払出ロボットを起点とした薬剤 

業務支援ロボット群」 

 

 

パナソニックヘルスケア㈱、パナソニッ

ク㈱  

〔中小企業基盤整備機構理事長賞〕 

「 超 高 圧 送 電 線 の 活 線 点 検 ロ ボ ッ ト

Expliner（エクスプライナー）」  

 

㈱ハイボット、関西電力㈱、㈱かんでん

エンジニアリング、㈱ジェイパワー  

〔日本科学未来館館長賞〕 

「きぼうロボットアーム」  

 

(独)宇宙航空研究開発機構、日本電気㈱  

〔サービスロボット部門「優秀賞」〕 

「細胞自動培養ロボットシステム」  

 

川崎重工業㈱  

〔サービスロボット部門「優秀賞」〕 

「イチゴ収穫ロボット」  

 

(独)農業・食品産業技術総合研究機構生

物系特定産業技術研究支援センター、エ

スアイ精工㈱  

〔サービスロボット部門「優秀賞」〕 

「サイバネティックヒューマン HRP-4C」

 

(独)産業技術総合研究所  

〔サービスロボット部門「優秀賞」〕 

「ジョイスティック式自動車運転システ

ム」  

 

東京農工大学、㈱ニッシン自動車工業  

〔産業用ロボット部門「優秀賞」〕 

「ゲンコツ・ロボットシリーズ」  

 

ファナック㈱  

〔公共・フロンティア部門「優秀賞」〕 

消防用偵察ロボット FRIGO-M（フライゴ

ー・エム）」  

 

三菱電機特機システム㈱、総務省消防庁消防大

学校消防研究センター 

〔部品・ソフトウェア部門「優秀賞」〕 

「D３モジュール」  

 

㈱D３基盤技術  
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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。 

 

(2) 海外広報の実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

   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 Japan2010)」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 22 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 

   平成21年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」

を発信している。平成22年度は、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直近の経

済指標について、グラフや表を使用して分かり易くまとめ、12回発信した。 
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(6) 日機連かわら版の発信 

月に 1 回の頻度で、「委員会・部会の委員（長）の横顔紹介」、「新たに就任された委員

会幹事等（ニューフェイス）の紹介」、「会員からの寄稿文（リレーコラム）」、「各社の販

促品紹介」、「外部講演会報告」等を親しみやすい形で会員向けに電子情報として発信し

た。 

 

 

15．地域機械工業の事業活動推進に関する調査を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

  近畿地域における環境・省エネビジネス関連企業の中国等での取り組み状況を把握し、その

課題と状況を探りつつ、中国での環境・省エネビジネス拡大のために近畿地域機械産業が担う

べき役割、果たすべき役割等を示すことを通じて更なる発展の方向性を明らかにするため、テー

マを「中国等での環境ビジネスの今後の展開と近畿地域機械産業が担う役割調査」として、  

地域機械産業事業活動推進調査専門部会（主査：大阪産業大学 人間環境学部生活環境  

学科 准教授 濱崎竜英氏）を設置した。 

(1)  9 月 15 日の第 1 回調査専門部会において、調査対象国・地域、調査対象環境ビジ

ネス（水ビジネス）、アンケート調査内容・送付先対象企業等について検討するとと

もに意見交換を行った。 

(2)  12 月 21 日の第 2 回調査専門部会において、アンケート調査結果（中間集計、一次

分析）」及び「ヒヤリング先企業（案）」、「第１回部会での指摘事項等の検討概要」

及び「報告書取りまとめ方向」について検討を行った。 

(3)  3 月 17 日の第 3 回専門部会において、「前回の質疑・検討事項についての回答と

処置」、「調査報告書素案」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た。なお、本事業の推進にあたり、詳細調査の    

一部は神鋼リサーチ㈱に委託して実施した。 

 

 

16．機械工業の生産額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 22 年度は「平成 22 年度機械工業生産額見通し

調査」を 7 月に、「平成 22 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。 
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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） 

  我が国は輸出主導型経済で成長してきたが、人口減少時代を迎え、海外需要の重要

性はますます高まっており、海外事業活動の活発化及び「外需の内需化」は我が国の

新たな成長に欠かせないファクターと言える。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）では、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

された情報及び関係機関や現地日系企業の訪問調査、各種展示会での取材調査等で得た

情報を中心に、分析し、年間 150 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.

の弁護士事務所に委託し、毎月 1 回、米国会・行政府や通商関連法律の動向等を「米国

通商情報」として電子情報として広く発信した。 

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） 

旧ユーゴスラビアの国々は、EU との関係強化やロシアとの貿易拡大などで経

済復興を進めており、我が国企業にとっては EU 向け生産拠点としての可能性、

FTA 等を活用したロシア向け輸出の拡大等の観点から関心が高くなっている。  

そこで、本調査研究では、上記の展開を考察することを目的に、クロアチアとセルビ

アに焦点を当て、両国の機械工業の技術力、インフラ整備など多方面から比較検討、両

国の EU とロシアとの貿易や投資も視野に入れた将来性を展望し、両国の機械工業に関

して経済・政治動向及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）－EU 加盟に向けたクロアチアとセルビアの投資環境と機械工業動向－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、具体的な調査は    

㈱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） 

世界同時不況からいち早く立ち直り、世界経済のリード役となっている中国は、我が

国機械業界にとっても大きなビジネス市場であるため、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 22 年度も引き続き実施した。日刊工業新聞社に調
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査を委託し、「新華社」及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、毎月１回の頻度

で電子情報として機械業界に速報した。 

 

 

18．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 21 年度に提案募集した 27 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、25 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、特別委員会から、実施が望ましいと意見が集約された 5 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 23 年 3 月 31 日までに全ての事業を完了できた。今後はこれら

成果を当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 21 年度調査研究事業の中から、４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。 

 

 

19．その他の活動 

 

 (1) ドイツ機械工業連盟幹部との懇談 

 6 月 14 日、来日中の欧州 大の産業団体であるドイツ機械工業連盟（VDMA）の    

マンフレッド・ヴィッテンスタイン会長始め同連盟幹部が日機連を表敬訪問し、伊藤会長

及び安本副会長兼専務理事と懇談した。当日は、伊藤会長により我が国の機械業界を巡る

環境等について説明した後、ヴィッテンスタイン VDMA 会長よりドイツの産業機械産業の

動向及び世界規模の課題である技術流出問題について話があり、今後は中国等の模倣品問

題も含めて情報交流を行うこととした。 
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(2) 一般社団法人への移行申請書を提出 

 一般社団法人への移行作業を進め、秋季総会にて承認を受けた定款改正案及び公益目的

支出計画などの関係書類を作成、1 月 31 日、内閣府公益認定等委員会事務局に一般社団法

人への移行申請書を提出した。 

 

(3)東北地方太平洋沖地震に対応して活動 

3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に対応するため、経済産業省からの節電、計

画停電への協力、被災地支援物資等の提供依頼および我が国からの輸出品に対する放射線

検査に係る情報提供など会員に広報を行うとともに、3 月 30 日、民主党に対して「東北関

東大震災の復旧・復興のための緊急要望」を提出した。 


