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第１章 平成 24年度活動の概要 

 

 

平成 24 年度の日本経済は、前年度末に見え始めたかすかな明るさを受け、本格回復への

期待が高まる中でのスタートであった。しかし、牽引力と目された震災復旧・復興需要に

よる効果はあったものの、他方で世界経済の軟化や日中関係の悪化などによる外需の落ち

込みがあり、期待とは裏腹に回復が見通せない厳しい状況が続いた。こうした中で、年末

に行われた衆院選挙の結果を受け発足した第 2 次安倍内閣による「機動的な財政支出」と

「金融緩和の拡大方針」により、デフレ脱却と景気回復への期待が一気に膨らむ中で年度

末を迎えたという一年であった。ただ、景気観は変化があるものの機械工業の実態は依然

厳しい状況にあり、産業界の自助努力とともに、平成 25 年 6 月にも打ち出される予定の「新

たな成長戦略」と関連諸施策の実効性に本格回復の帰趨がかかっているという現況である。 

 こうした厳しい環境の中で我が国の機械工業は、生き残りをかけ、グローバル市場への

展開、付加価値の高いビジネスモデルへの転換、イノベーションへの挑戦、人材の育成な

どの課題に必死で向き合っている。 

 日機連では、このような動向の中で、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、5 つの特別委員会及び 6 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)  グローバル化に対応する生産技術者の確保・育成に向けての課題と方向性を提案 

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。同専門部会では、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、生産技術や生産技術者の定義から

検討を行うとともに、高専など教育問題の分野まで広く調査研究を行ってきたが、平

成 24 年度は、前年度のアンケート調査によって中小企業を含めた機械工業全般にわ

たる生産技術者とグローバル化の実態を把握したことを受けて、委員企業から実際に

海外赴任した人の実体験として現地で遭遇した問題や対応とグローバル採用の実情

について報告を受け、今後に向けての課題と論点を取り纏めた。 
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(2) 理数系グローバル人材の育成・教育への取り組み 

近年、製造業の競争力を決定する技術者・技術系研究者の理数系能力の低下が企業

で大きな問題となっており、早急な対応が求められている。そこで、理数系能力低下

によってもたらされている問題を明確化し、理数系グローバル人材の能力形成と組織

内効率性向上のための理数系教育のシステム設計を目的に、平成 23 年度より「理数

系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」を設置し、調査研究を進めてい

る。平成 24 年度は、同様の問題を抱えるドイツ機械工業連盟（ＶＤＭＡ）やＧＳＥ

Ｅ(The Global Science,Education,and Engagement Partnership)など、海外の研究

者とも理数科教育の向上について交流を図るとともに、2 月 1 日に国際シンポジウム

を開催した。 

(3) 国際連携による模倣品対策を検討 

中国を中心に模倣品被害が拡大傾向にある中で、日本政府は模倣品対策に積極的に

取り組んでいる。また、かねてより各企業も個別に対策に取り組んでいる他、企業間

での情報交換や連携が行われている。しかし、国際連携による模倣品対策について、

産業界では殆ど行われていないのが現状である。そのため昨年度に引き続き、当会内

に「模倣品対策調査研究専門部会」を設置し、ＶＤＭＡ（ドイツ機械工業連盟）と情

報交換を行う等調査を行った。平成 24 年 6 月 11 日、日機連とＶＤＭＡ両会長により

模倣品対策を共同で行う覚書に調印し正式に活動を始めた。平成 24 年度はＶＤＭＡ

と同様に模倣品被害と対策の実施状況に関するアンケートを実施すると共に、有識者

を招いたシンポジウムにおいて､同アンケート結果を発表するなど、我が国が取り組

むべき模倣品対策について検討した。なお、日本が主導してきたＡＣＴＡ（模倣品・

海賊版拡散防止条約）がインターネットによる情報流通の制限が厳しいとしてＥＵ議

会で否決されたが、一方で模倣品対策は益々重要となり、この分野での産業協力が注

目されている。 

(4) 資源制約を克服する材料再資源化等に寄与する事例集を作成 

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の懸念が一層顕在

化したことから、産地依存リスクの低減・分散化を図るとともに重要資源の代替

材料開発が重要であり、産官学が一致協力してその対応に取り組んでいくことが

必要となっている。そこで平成 20 年度より「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 24 年度は前年度に整理した材料再資源化とサプラ

イチェーンにおける部品、原材料供給に関する課題と着眼点を踏まえ、これらに関す

る具体的事例を収集・整理して、産学で共有し、科学、技術、人材の育成に寄与する

ための「材料分野から見た“魅力”と“難しさ”の事例集」を作成した。 

(5)  急激に進むグローバル化に対応した人材の育成・確保方策を検討 

近畿地域機械産業の活性化等に資するため、「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 24 年度は、急激に進むグローバル化に対応し
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た人材の育成・確保方策について検討し、アジア新興国マネジメントの中でのグロー

バル人材及び機械工業に於けるグローバル人材に焦点を当てて、育成・確保方策を 

探った。 

 

２．平成 25年度税制改正要望書を提出、要望実現に向けた活動を展開 

  税制金融政策特別委員会では、平成 25 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 25 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

業省に提出し、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うとともに、

研究開発税制の拡充を求めて同省幹部への陳情、また、公明党ヒアリングでの陳述、自

民党税制調査会幹部への陳情など、要望実現に向けて活動した。 

その結果、試験研究費の総額型税額控除制度の控除上限を法人税額の現行の 20％から

30％へ引き上げる措置が 2 年間の時限措置として実現し、また、グリーン投資減税を拡

充して太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限が 2 年間延長されるとともに、

対象設備としてコージェネレーション設備が追加された。 

 

３．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。  

JIS原案については、本年度新規作成したものはなかったが、3件の原案が JISC（日本工

業標準調査会）において承認された。 

 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、セーフティイ

ンテグレータの機能及び育成、中小製造企業における機械の設備安全化、セーフティエ

ンジニア等のネットワーク構築、機械安全普及のための社会基盤要素の整備に関して検

討するとともに、講演会とシンポジウムによる機械安全の普及促進を実施した。 

 

４．表彰事業 

  第 33 回に当たる平成 24 年度の「優秀省エネルギー機器表彰事業」では､表彰式を   

2 月 8 日に行い、経済産業大臣賞（1 件）、資源エネルギー庁長官賞（2 件）、日本機械工

業連会会長賞（8 件）の授与を行った。 

  また、第 5 回に当たる平成 24 年度の「ロボット大賞表彰事業」では、表彰式を 10 月

17 日に行い、ロボット大賞（経済産業大臣賞）、最優秀中小・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、次世代産業特別賞、社会貢献特別賞、優秀賞

（5 件）の授与を行った。 
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5．調査活動等 

米国連絡事務所担当者が北米の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及び中国機械工業関連の最新情報を収集し、会員始め広く関係

方面に電子情報として提供した。 

    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地区の報道機

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 社員総会、理事会、総合役員会等 

 

 

1.社員総会 

社員総会は会長が招集し、年 2 回開催することとしており、平成 24 年度は、5 月に東

京、11 月に福岡県小倉市で開催した。 

5 月 18日、ホテルオークラ別館メープルルームにおいて、平成 24 年度第 1 回（第 3 

回）社員総会を開催した。 

   総会では、伊藤源嗣会長（㈱ＩＨＩ相談役）の開会宣言のあと、経済産業省製造産業

局参事官・池森啓雄氏から、来賓を代表として挨拶が行われた。 

   引き続き、議事に入り、(1)平成 24 年度事業計画書の承認について、(2)平成 24 年

度収支予算書の承認について、(3)平成 23 年度事業報告書案の承認について、(4)平成

23 年度収支決算書等案の承認について、(5)補欠のための理事の選任について諮り、そ

れぞれ原案どおり承認した。 

また、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。懇親会の

開会にあたり、伊藤会長が、「①近年、韓国や中国など新興諸国も加えたグローバル競

争が一層激化する中、６重苦と言われる我が国の事業環境は、企業が国内においても

のづくりを続けていく上で大きな障害となっており、これらが早急に改善されなけれ

ば、我が国からものづくりの基盤が無くなってしまう懸念がある、②製造業の活力を取

り戻し、国内雇用が十分確保出来るよう、国際水準の事業環境を整備することが我が

国にとって喫緊の課題であり、このためには、原子力発電所の再稼動を含めた中長期

的な電力需給安定化のための施策や急激かつ大幅な円高を阻止するための対策など

を講じるとともに、さらには、日本の将来への躍進に向けて、ＴＰＰや日中韓ＦＴＡ

の締結や新たな成長戦略の果断なる実行等に、政官民が総力を挙げて取り組んでいく

必要がある、③日機連は、日本の主要産業である機械工業のグローバル世界における

格段の発展を期しつつ、創立 60 年を機に心を新たにして、課題解決に向けて尽力し

ていく。」などを中心に主催者挨拶を行った。引き続き、経済産業省製造産業局・上田

隆之局長から来賓挨拶が行われた後、懇親を行った。 

11月21日に福岡県小倉市で開催した第2回社員総会では、伊藤会長の開会宣言に続き、

「①本年7－9月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は、３四半期振りにマイナスとなったが、

欧州債務危機の再燃と中国等新興諸国の経済減速で輸出が急速に鈍化したことが主な要

因で、景気は後退期に入ったとの見方も出ており、景気の後退が長期化せぬよう、新政

権にはしっかりした経済対策や成長戦略を実行して欲しい、②６重苦と言われる我が国

の事業環境は、企業が国内においてものづくりを続けていく上で大きな障害となってお

り、製造業の活力を取り戻し、国内雇用が十分確保出来るよう、国際水準の事業環境を
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整備することが我が国にとって喫緊の課題であり、政府には、原子力発電所の再稼働も

含めた電力供給の安定化を図るとともに、急激かつ大幅な円高を阻止する有効な施策を

講じられ、また、法人実効税率の引き下げや優秀な人材育成への取組み、更には将来に

向けてのＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）や日中韓及び日・EUのＦＴＡ（自由貿易協定）

の交渉開始の早期決断をして頂きたい。」などを中心に主催者挨拶を述べた後に議事に入

り、(1)平成24年度上期事業報告書の承認について、(2)補欠のための理事の選任に関す

る承認について、(3)第8回理事会で決議された総合役員会委員の選任に関する承認につ

いて諮り、それぞれ原案どおり承認した。 

 

 開催日 議  題 

第 3回社員総会 

（平成 24年度 

第１回社員総会） 

24. 5.18 来賓挨拶  経済産業省製造産業局参事官 

                 池森 啓雄 氏  

第１号議案 平成 24年度事業計画書の承認 

第２号議案 平成 24年度収支予算書の承認 

第３号議案 平成 23年度事業報告書案の承認 

第４号議案 平成 23年度収支決算書等案の承認 

第５号議案 補欠のための理事の選任に関する承認 

報告    公益目的支出計画実施報告書 

平成 24年度主要行事 

第 4 回社員総会

（平成 24年度 

第 2回社員総会） 

24.11.21 第１号議案  平成 24年度上期事業報告書案の承認 

第２号議案  補欠のための理事の選任に関する承認 

第３号議案  第8回理事会で決議された総合役員会委員の選

任に関する承認 

報告    日機連海外視察団の派遣について 

（オーストラリア） 

（11.21 福岡県小倉市のリーガロイヤルホテル小倉での総会

後に、北九州の㈱安川電機本社工場視察、同市の「金鍋」で

懇親会、11.22 「門司港レトロエリア」の「JR 門司港駅」、

「関門海峡ミュージアム」、「下関エリア」の「火の山展望台」、

「日清講和記念館」等視察） 
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2.理事会 

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

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

平成 24 年度は以下のとおり、６回開催した。 

  

 開催日 議  題 

第 6回理事会 24. 5. 7 第 1号議案 平成 24年度事業計画書の一部変更 

第 2号議案 平成 24年度収支予算書の一部変更 

第 3号議案 平成 24年度自転車等機械工業振興事業に関す

る補助金の受入れの一部変更 

第 4号議案 平成 23年度事業報告書案 

第 5号議案 平成 23年度収支決算書等案 

第 6号議案 公益目的支出計画実施報告書案 

第 7号議案 補欠のための理事の選任 

第 8号議案 幹事長、委員長及び副委員長の委嘱 

第 9号議案 委員会規程の一部改正 

第 10号議案 創立 60 周年記念表彰の実施 

第 11号議案 第３回社員総会の招集 

報告        平成 24年度第１回社員総会（第３回社員総会）

及び懇親会の開催日程 

第 7回理事会 24. 5.18 議案        常務理事（業務執行理事）の選任 

 

第 8回理事会 24. 9. 11 第 1号議案 総合役員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 9回理事会 24. 9. 27 第 1 号議案 （財）ＪＫＡへの平成 25 年度補助金交付要望

案 

第 2号議案 平成 25年度税制改正に対する機械業界の要望 

第 3号議案 補欠のための理事の選任 

報告       平成 24 年度秋季社員総会（第４回社員総会）

及び関連行事の開催 

第 10回理事会 24. 11. 1 第 1号議案 平成 24 年度上期事業報告書案 

第 2号議案 平成 24年度第２回社員総会（第４回社員総会） 

の召集 
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第 11 回理事会 

 

25. 3.28 第 1号議案 平成 25 年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 25 年度収支予算書案 

第 3号議案 平成 25 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 幹事長、委員長及び副委員長の委嘱 

第 5号議案 新規会員（賛助会員）の入会 

第 6号議案 就業規則の一部改正 

 

 

3.総合役員会 

総合役員会は、日機連会長が議長となり、当会の一般社団法人への移行後の事業の円滑

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

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

②会長の指名に基づき、理事会が選任した者であり、②については、旧来の理事・監事が

主なメンバーである。平成 24 年度は以下のとおり、5 回開催した。 

  

 開催日 議  題 

第 4回総合役員会 24 5.7 来賓挨拶  経済産業省製造産業局参事官 池森啓雄 氏 

第 1号議案 平成 24年度事業計画書案の一部変更 

第 2号議案 平成 24年度収支予算書案の一部変更 

第 3号議案 平成 24年度自転車等機械工業振興事業に関す 

る補助金の受入れの一部変更 

第 4号議案 平成 23 年度事業報告書案 

第 5号議案 平成 23 年度収支決算書案 

第 6号議案 公益目的支出計画実施報告書案 

第 7号議案 補欠のための理事の選任 

第 8号議案 幹事長、委員長及び副委員長の委嘱 

第 9号議案 委員会規程の一部改正 

第 10号議案 創立 60 周年記念表彰の実施 

報告        平成 24年度第１回社員総会（第３回社員総会）

及び懇親会の開催日程 

 

第 5回総合役員会 24. 9.3 第 1号議案 補欠のための総合役員の選任 

第 2号議案 委員長及び副委員長の委嘱 
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第 6回総合役員会 

 

24.9. 27 来賓挨拶  経済産業省製造産業局参事官 髙田修三 氏 

第 1 号議案 （財）ＪＫＡへの平成 25 年度補助金交付要望

案 

第 2号議案 平成 25 年度税制改正に対する機械業界の要望 

第 3号議案 補欠のための理事の選任 

報告       平成 24 年度第 2 回社員総会（第４回社員総会）

及び懇親会の開催日程 

第 7回総合役員会 24 10.23 第 1号議案 平成 24 年度上期事業報告書案 

第 2号議案 平成 24 年度第２回社員総会（第４回社員総会）

の招集 

第 8回総合役員会 25 3.28 来賓挨拶  経済産業省製造産業局参事官 髙田修三 氏 

第 1号議案 平成 25 年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 25 年度収支予算書案 

第 3号議案 平成 25 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 幹事長、委員長及び副委員長の委嘱 

第 5号議案 新規会員（賛助会員)の入会 

第 6号議案 就業規則の一部改正 

報告       平成 25 年度主要行事について 

 

4.監事による監査 

監事は、監事監査を次のとおり実施した。 

平成 24 年度事業計画書案・同収支予算書案、平成 23 年度事業報告書案・同収支決算

書案、公益目的支出計画実施報告書案について、平成 24 年 4 月 26 日、同年 4 月 27 日に

担当理事に説明を求め、その内容を監査した。 

 

5.役員名簿（平成 25年 3月 31日現在） 

                                            （敬称略）  

会長・代表理事 ㈱ＩＨＩ 相談役                伊 藤 源 嗣 

副会長     ㈱神戸製鋼所 相談役               犬 伏 泰 夫 

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・代表理事(兼) 

専務理事   （一社）日本機械工業連合会             安 本 皓 信 
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常務理事   （一社）日本機械工業連合会            石 坂   清 

常務理事   （一社）日本機械工業連合会            井 岡 秀 自 

 

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

監事     ㈱ダイヘン 代表取締役会長             柳 生   勝 

 

理事     （一社）情報通信ネットワーク産業協会 専務理事  大 木 一 男 

理事     （一社）電子情報技術産業協会 専務理事           半  田     力 

理事     （一社）日本航空宇宙工業会 専務理事        今清水 浩 介 

 

 

6.総合役員名簿（平成 25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                    犬 伏 泰 夫 

     ㈱東芝 相談役                     岡 村   正 

     ㈱日立製作所 相談役                  庄 山 悦 彦 

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

        （一社）日本機械工業連合会 副会長(兼)専務理事     安 本 皓 信 

 

（総合役員・企業会員） 

ＮＴＮ㈱ 代表取締役社長               髙 木 重 義 

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

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

      大阪機工㈱ 代表取締役社長               井 関 博 文 

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

      ㈱クボタ 特別顧問                    幡 掛 大 輔 

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

      ㈱ジェイテクト 取締役会長                 横 山 元 彦 

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

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

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

       ㈱タクマ 代表取締役社長兼社長執行役員        手 島   肇 
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      月島機械㈱ 代表取締役社長兼社長執行役員        山 田 和 彦 

    ㈱椿本チエイン 代表取締役社長            長     勇 

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

     日本精工㈱ 名誉会長                 朝 香 聖 一 

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

    日本電気㈱ 取締役会長                矢 野   薫 

    パナソニック㈱ 代表取締役会長            大 坪 文 雄 

    日立造船㈱ 取締役会長兼社長             古 川   実 

    平田バルブ工業㈱ 代表取締役社長           平 田 公 一 

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

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

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

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

    三菱電機㈱ 取締役会長                下 村 節 宏 

 

（総合役員・団体会員） 

    （一社）情報通信ネットワーク産業協会 会長       下 村 節 宏 

    （一社）電子情報技術産業協会 会長           中 鉢 良 治 

    （一社）日本航空宇宙工業会 会長            長谷川   聰 

    （一社）日本工作機械工業会 会長            横 山 元 彦 

    （一社）日本産業機械工業会 会長            佃   和 夫 

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

    （一社）日本自動車部品工業会 会長            玉 村 和 己 

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

    （一社）日本造船工業会 会長              釜   和 明 

    （一社）日本鉄道車輌工業会 会長            長谷川   聰 

    （一社）日本電気計測器工業会 会長           堀 場   厚 

    （一社）日本電機工業会 会長              大 坪 文 雄 

    （一社）日本電気制御機器工業会 会長          山 田 義 仁 

    （一社）日本陸用内燃機関協会 会長           菱 川   明 

    （一社）日本ロボット工業会 会長            髙 尾 光 俊 

 

（理事） 

（一社）情報通信ネットワーク産業協会 専務理事    大 木 一 夫 

（一社）電子情報技術産業協会 専務理事           半  田     力 

（一社）日本航空宇宙工業会 専務理事         今清水 浩 介 
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（監事） 

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

   ㈱ダイヘン 代表取締役会長                柳 生   勝 

 

（業務執行理事） 

        （一社）日本機械工業連合会 常務理事          石 坂   清 

        （一社）日本機械工業連合会 常務理事          井 岡 秀 自 
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第３章 委員会事業 

 

1. 統括審議委員会 

 

統括審議委員会は、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 24 年度は次のとおり、3 回開催した。 

 

 開催日 議  題 

第 23回委員会 24. 4.24 （議決事項） 

第 1号議案 平成 24 年度事業計画書の一部変更 

第 2号議案 平成 24 年度収支予算書の一部変更 

第 3号議案 平成 24 年度自転車等機械工業振興事業に関する 

補助金の受入れの一部変更 

第 4号議案 平成 23 年度事業報告書案 

第 5号議案 平成 23 年度専門部会活動報告 

第 6号議案 平成 23 年度収支決算書案 

第 7号議案 公益目的支出計画実施報告書案 

第 8号議案 委員会規程の一部改正 

第 9号議案 創立 60 周年記念表彰の実施 

（報告事項） 

1. （理事会議案）幹事長、委員長及び副委員長の委嘱 

2. 高齢者雇用問題 

 

第 24回委員会 24. 9.12 （議決事項） 

第１号議案 (財)ＪＫＡへの平成 25年度補助金交付要望案 

第 2号議案 平成 25年度税制改正に対する機械業界の要望 

（報告事項） 

「平成 24 年度秋季社員総会（第 4 回社員総会）及び関連行事」 

の開催 
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第 25回委員会 25. 3.14 第１号議案 平成 25年度事業計画書案 

第 2号議案 平成 25年度収支予算書案 

第 3号議案  平成 25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  就業規則の一部改正 

（報告事項） 

主要会合日程 

 

 

 

2. 研究委員会 

 

 2-1 技術開発研究委員会 

技術開発研究委員会（委員長・堤 和彦三菱電機㈱常務執行役開発本部長）は、我が

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

のような３項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。 

１）グローバルな戦略的技術開発の推進  

２）持続的なものづくり強化と基盤の整備 

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）「グローバルな戦略的技術開発の推進」、２）「持

続的なものづくり強化と基盤の整備」に関して、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

㈱経済・社会政策部主席研究員・吉本陽子氏から「国内のものづくり基盤強化とグロー

バル競争に勝ち抜く事業戦略の在り方～我が国のものづくり産業の競争力の源泉に関す

る調査報告書を踏まえて～」と題して話を聞き、日本のものづくりが直面している課題、

デジタル化・モジュール化が引き起こす競争環境・ビジネスモデルの変化、国内のもの

づくり基盤強化はどうあるべきか、グローバル競争に勝ち抜く事業戦略等の方向性を把

握した。また、関連専門部会である事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部

会で平成 23 年度に実施した「機械工業における標準化と事業戦略に関する調査研究」の

結果概要の報告を受け、成果を周知した。 

さらに特許庁総務部企画調査課課長補佐・武重竜男氏から最近の知的財産行政につい

て話を聞き、グローバル競争に対応した知財マネジメントの課題、グローバル出願拡大

や重要性が高まるデザイン・ブランドなど新たな課題への政策的対応などの動向を把握

した。 

活動計画の３）「新規技術、製品、事業の創出のための活動」に関しては、㈱日本政策
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投資銀行企業金融第１部技術事業化支援センター長・島 裕氏から、同行の「競争力強

化に関する研究会」が取り組んでいる我が国の競争力強化に向けた各種要因分析と新規

事業・新サービスを生み出す方策の方向性について説明を聞き、意見交換を行った。 

 

平成 24 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 26 回委員会 24. 7. 24 1.(講演)  

「国内のものづくり基盤強化とグローバル競争に勝ち抜く事業戦

略の在り方～我が国のものづくり産業の競争力の源泉に関する

調査報告書を踏まえて～」 

 (講師) 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 

経済・社会政策部 主席研究員 吉本陽子  氏 

2.(成果報告) 

「平成 23 年度機械工業における標準化と事業戦略に関する調査

研究」の結果概要 

（調査委託先）㈱三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 

主任研究員 河合毅治 氏 

第 25 回幹事会 24. 7. 24 （討議） 

技術開発研究委員会の平成 24 年度の活動内容及び平成 25 年度 

補助事業提案ﾃｰﾏについて 

第 26 回幹事会 24. 9. 6 (審議) 平成 25 年度補助事業要望ﾃｰﾏについて 

第 27 回委員会 24. 9. 6 1.(講演)  

「最近の知的財産行政の動向」 

 (講師) 特許庁 総務部 企画調査課 

課長補佐 武重竜男 氏 

2.(審議)平成 25 年度補助事業要望ﾃｰﾏについて 

第 27 回幹事会 25.3. 5 (審議) 技術開発研究委員会の平成 25 年度活動計画案について 

第 28 回委員会 25.3. 5 1.(講演) 

「競争力強化に関する研究会」の取り組みと中間報告の概要」   

(講師)㈱日本政策投資銀行 企業金融第 1部 

       技術事業化支援センター長 島 裕 氏 

2.(審議) 

技術開発研究委員会の平成 25 年度活動計画案について 
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2-2循環型社会研究委員会 

循環型社会研究委員会（委員長・伊藤 章㈱荏原製作所常務執行役員）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４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）低炭素社会に貢献する機械業界の役割と対応、ビジネス展開について検討 

３）海外の環境・エネルギー規制、制度の動向把握とその対応に向けた活動の推進 

４）その他、具体的課題に対する調査検討 

 

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、信金中央金庫地域・

中小企業研究所上席主任研究員・鉢嶺 実氏および同研究員・毛涯郷史氏から「再生可

能エネルギーによる発電事業のゆくえ～再生可能エネルギー発電事業者等の事例を踏ま

えて～」と題して説明を聞き、再生可能エネルギー源ごとの特徴と事例、再生可能エネ

ルギー開発における金融上の課題、固定価格買い取り制度の条件案と推移イメージ、発

電事業における留意事項等について動向を把握した。 

２）「低炭素社会に貢献する機械業界の役割と対応、ビジネス展開について検討」に関

しては、神奈川県川崎市の川崎バイオマス発電㈱の川崎バイオマス発電所を訪問し、建築

廃材等のバイオマス燃料を利用した出力 33,000kＷの国内最大バイオマス専焼発電所の

事業化の状況を視察した。 

３）「海外の環境・エネルギー規制、制度の動向把握とその対応に向けた活動の推進」

に関しては、「米国の紛争鉱物開示規定に対する日本企業の対応」について㈱ＫＰＭＧ Ｂ

ＰＡ執行役員・パートナー・井口耕一氏、同ディレクター・神尾康生氏および㈱ＫＰＭＧ 

ＦＡＳディレクター・伊藤益光氏から話を聞き、米国の金融規制改革法（ドットフランク

法）の概要、企業経営上の課題、想定される具体的調査アプローチ等について情報収集し

た。 

４）「その他、具体的課題に対する調査検討」に関しては、今後世界のエネルギー需給

構造に変化を与える可能性のある「シェールガス・オイルの現状と展望」について、㈱

みずほコーポレート銀行 産業調査部エネルギーチーム参事役・磯川晃邦氏から話を聞き、

米国のシェールガス開発状況、北米から我が国へのＬＮＧ輸出可能性、輸入価格低減可

能性、米国以外での生産拡大可能性、世界市場への影響等の方向性について動向を把握

した。 

 

平成 24 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 28 回委員会 

 

24. 7.25 (講演) 

「再生可能エネルギーによる発電事業のゆくえ～再生可能エネル

ギー発電事業者等の事例を踏まえて～」 
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 (講師) 信金中央金庫地域・中小企業研究所 

    上席主任研究員 鉢嶺 実 氏 

        研究員  毛涯郷史 氏 

第 22 回幹事会 24. 7.25 (討議) 

平成 24 年度循環型社会研究委員会の活動スケジュール及び内容

について 

第 23 回幹事会 24. 9. 11 (審議) 平成 25 年度補助事業要望ﾃｰﾏの検討 

第 29 回委員会 

 

24. 9. 11 

 

1．(講演) 

「米国の紛争鉱物開示規定に対する日本企業の対応」 

  (講師) ㈱ＫＰＭＧ ＢＰＡ 執行役員パートナー 

 井口耕一 氏 

   〃      ディレクター  神尾康生 氏 

㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ ディレクター 伊藤益光 氏 

2．(審議) 平成25年度補助事業要望ﾃｰﾏについて検討 

第 30 回委員会

（見学会） 

24.11.9 川崎バイオマス発電㈱川崎バイオマス発電所 

（神奈川県川崎市） 

第 24 回幹事会 

 

25. 3. 6 

 

(審議)  

循環型社会研究委員会の平成 25 年度活動計画案について 

第 31 回委員会 

 

25. 3. 6 1．(講演) 

「シェールガス・オイルの現状と展望」 

   (講師) ㈱みずほコーポレート銀行 産業調査部 

エネルギーチーム 参事役 磯川晃邦 氏 

2．(審議) 

循環型社会研究委員会の 平成 25 年度活動計画(案)について 

 

2-3事業基盤研究委員会 

事業基盤研究委員会（委員長・渡辺康之㈱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 

 

具体的には、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、通商

問題では政府は 2011年 11月に TPP交渉参加に向け関係国と協議に入ることを表明した

がその後大きな動きはなく、このため委員会では 2012 年 5 月署名された日中韓投資協定

についてその内容や今後の各国の国内手続きの見通しなどについて講演をきいた。 
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２）「我が国機械工業の高度化に関する検討」に関しては、最近急速に産業の高度化を

進め競争力を強化し、世界市場でも躍進の著しい韓国企業について、その競争力の強さ

とその源泉に関し、特に財閥企業を中心に講演をきき、情報交換・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、 

毎年公表され一般の関心も深い国際競争力ランキングの最新情報と我が国の動向等につ

いて講演を聞き、ランキングの内容、その意味するところなどの検討を行った。 

 

平成 24 年度の事業基盤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 34回委員会 24. 7.10 (講演)韓国企業の競争力の源泉はどこにあるか  

(講師) (株)富士通総研 経済研究所 

       主席研究員 金 堅敏（ジン・ジャンミン）氏 

第 33回幹事会 24. 7.10 (懇談) 韓国財閥系企業の競争力、人脈について懇談 

第 35回委員会 24. 9. 7 (講演) 日中韓投資協定の概要について 

(講師）みずほ総合研究所(株）政策調査部 

       上席主任研究員 菅原 淳一氏 

第 34回幹事会 24.9. 7 (懇談)日中韓投資協定を中心に日本を巡る通商協定について懇談 

第 35回幹事会 25.3.11 (審議) 平成 25年度事業基盤研究委員会活動計画（案） 

第 36回委員会 25.3.11 (講演) 国際競争力ランキングから見た我が国と主要国の 

    強みと弱み   

(講師)国立国会図書館 調査及び立法調査局 

国会レファレンス課 小針 泰介氏 

 

2-4経営課題研究委員会 

経営課題研究員会（委員長・齋藤 浩㈱東芝執行役上席常務）は、事業者の経営責任

に基づく企業努力が求められる経営諸課題について、それらの動向に関する情報を収集

するとともに、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項目の柱からな

る活動計画を策定し、活動を行った。 

１）拡大するアジア市場攻略に関する経営課題 

２）国内のものづくりに関する経営課題 

３）企業の社会的責任の遂行に関する経営課題 

   ４）災害発生時の企業防衛に関する経営課題 

   ５）グローバル戦略の構築に関する経営課題 

６）その他 
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具体的な活動としては、１）「拡大するアジア市場攻略に関する経営課題」に関連して、

円高と競争力、空洞化の関係の再考と題して講演会を行い「円高は輸出にとって逆風であ

るが、旺盛なアジアの需要を取り込むためには、海外直接投資を積極的に展開していく事

が必要であり、円高はそれを容易にする。」等の話を聴き意見交換を行った。 

２）「国内のものづくりに関する経営課題」に関連して、日本企業の構造変化―経営戦

略・内部組織・企業行動―と題して講演会を行い「日本的経営は変化しており、業績指標

として売上高より利益を重視する傾向が強まっている。利益処分、新分野への進出、不採

算事業からの撤退、経営者の交代といった企業経営上の重要な意思決定に対する株主の影

響力は強まっている。」等の話を聴き意見交換を行った。 

５）「グローバル戦略の構築に関する経営課題」に関連して、最新の世界のエネルギー

状況と題して講演会を行い、「技術発展によりシェールガスは、在来型の天然ガス資源の

代替として経済的に成立するようになった。このため米国のシェールガスの技術的採取可

能量は、在来型天然ガスの埋蔵量の 3.4 倍であり、米国は資源大国として復活しくるだろ

う。」等の話を聴き意見交換を行った。 

   

平成 24 年度の経営課題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 31回委員会 24. 7. 9 (講演) 日本企業の構造変化－経営戦略・内部組織・企業行動－ 

(講師) （独）経済産業研究所 理事・副所長 森川正之 氏 

第 30回幹事会 24. 7. 9 (懇談) 日本企業の構造変化 

第 31回幹事会 24. 8.30 (審議)平成 25年度補助事業要望テーマについて 

第 32回委員会 24. 8.30 (講演) 円高と競争力、空洞化の関係の再考 

(講師) ㈱富士通総研 経済研究所 

    上席主任研究員 米山秀隆 氏 

(審議) 平成 25年度補助事業要望テーマについて 

第 32回幹事会 25. 3.13 (審議) 平成 25年度経営課題研究委員会活動計画（案） 

第 33回委員会 

 

 

25. 3.13 (講演) 最新の世界のエネルギー状況 

(講師) （一財）日本エネルギー経済研究所 

石油・ガスユニット 

ユニット担任・研究理事 森田裕二 氏 

(審議) 平成 25年度経営課題研究委員会活動計画（案）  

 

  また次の通り、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）を開催し、労働安全に係る経営課題を検討した。 
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 開催日 議   題 

第 4回部会 

 

 

24. 7.12 (講演) 労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び機械譲渡者

等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指

針 

(講師)  川池 襄当会標準化推進部部長  

 

2-5関西事業活力研究委員会 

 関西事業活力研究委員会（委員長・毛利修三㈱神戸製鋼所 顧問）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近畿地域機械工業の事業活動推進に関する調査（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 24 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 35 回委員会 24. 5.29 1. (報告) ①平成 23 年度調査部会報告「激動する経済環境下に

おける近畿地域機械工業の発展方策調査」報告 

②平成 23年度事業報告 

③平成 24年度事業計画 

④大阪事務所の平成 24年度事業計画 

2.（審議）①平成 24 年度「地域機械工業の事業活動推進に関す

る調査研究」の調査・検討内容と具体的検討組織で

ある「地域機械産業事業活動推進調査専門部会」の

設置の検討 

第 36 回委員会 24.8.2 1. (講演)「米国等における再生可能エネルギー事情」 

  (講師) （一社）海外電力調査会  

上席研究員 井上 寛 氏  

2. (審議) ①平成 24 年度地域機械産業調査専門部会についての

委員構成、調査内容、設置時期、部会開催頻度の決定

②平成 24 年度の講演テーマ及び工場見学に関する検

討 

     ③平成 25年度調査研究テーマに関する検討 

第 37 回委員会 24.10.16 1. (見学) 関西電力 大飯発電所 

2．(報告) 平成 24 年度の地域機械産業事業活動推進調査専門部

会の検討状況についての報告 

第 38 回委員会 25.1.23 1. (講演) 「2013年の日本経済の見通し」 

  （講師）日本銀行大阪支店副支店長 長野 聡 氏 
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2. (報告）平成 24 年度地域機械産業活動推進調査専門部会の中

間報告 

3．（審議）平成 25 年度地域機械産業の事業活動推進に関する調

査要望内容を検討         

第 39回委員会 25.3 .5 

 

1. (講演) 「日本企業のグローバル化を支える 3つのチカラ：「技

術力＋2」で際だち、成長する」  

(講師) 関西学院大学専門大学院経営戦略研究科 

准教授 北村秀実 氏 

2. (審議) 平成 25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を検討をし、原案を承認 

(報告）①平成 24年度優秀省エネルギー機器表彰 

②平成 25年度税制改正のポイント 

③大阪機械広報懇話会の概要 

 

 

 

3. 特別委員会 

 

3-1税制金融政策特別委員会 

税制金融政策特別委員会(委員長･髙尾光俊川崎重工業㈱代表取締役副社長)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 25年度税制改正に関する検討と要望 

２）我が国税制上の諸問題に関する情報収集及び対応策の検討 

３）金融対策等の検討 

具体的な活動としては、１）「平成 25 年度税制改正に関する検討と要望」に関しては、

4 月 17 日に中央大学法科大学院の森信茂樹教授から「国際課税について」をテーマに、

平成 21 年度から 23 年度税制改正における国際課税制度の改正内容、無形資産の課税上

の評価の扱いや独立企業間価格に基づく移転価格税制の強化など国際課税制度の課題を

中心に話をきくとともに、10 月 25 日に東京大学大学院経済学研究科教授の井堀利宏氏か

ら、「税制改革の現状と課題」をテーマに、「税と社会保障の一体改革」の目的と課題、

消費税率引上げの効果と影響、経済活性化の観点から見た税制改革のあり方などを中心に

話しをきいた。 

2）「我が国税制上の諸問題に関する情報収集及び対応策の検討」については、11 月 12

日、京都大学大学院経済学研究科教授の諸富 徹氏から、「地球温暖化対策税と税制

のグリーン化」をテーマに、拡大してきた環境税の活用、我が国の地球温暖化税導入
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をどう考えるか、目的税化の是非、環境省「税制全体のグリーン化推進検討会」にお

ける議論の現状を中心に説明をきいた。 

３）「金融対策等の検討」については、5 月 21 日に神戸大学大学院経営学研究科教授･

鈴木一水氏から、「IFRS(国際会計基準)の動向と税務上の対応」をテーマに、IFRS

を巡る我が国の対応、IFRS 適用をスローダウンする米国の動き、IFRS の特徴と税

務上の対応などを中心に説明をきいた。 

１）「平成 25 年度税制改正に関する検討と要望」、2）「我が国税制上の諸問題に関する

情報収集及び対応策の検討」、３）「金融対策等の検討」の分野の税制項目の課題について、

6 月 19 日及び 7 月 6 日に開催の委員会で検討を行った後、平成 25 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 9 日に同要望書を経済産業省に提出し、善処方を要

望した。 

また、3 月 8 日には経済産業省経済産業政策局の藤木俊光企業行動課長から「平成 25

年度税制改正の結果と今後」について説明をきいた。 

 

 平成 24 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 40 回委員会 24. 4.17 1. (講演) 国際課税について 

(講師) 中央大学法科大学院 

教授  森信茂樹 氏 

2.(審議)平成 24 年度税制改正要望に関するアンケート調査案に

ついて 

第 41 回委員会 24. 5.21 1. (講演）IFRS(国際会計基準)の動向と税務上の対応について 

  (講師）神戸大学大学院 経営学研究科 

教授 鈴木一水 氏 

2. (報告) 日機連の平成 25年度税制改正要望項目案 

第 42 回委員会 24. 6.19 (審議) 平成 25年度税制改正に対する機械業界の要望項目案につ

いて 

第 43 回委員会 24. 7. 6 (審議) 平成 25 年度税制改正に対する機械業界の要望書案につ 

いて 

第 44 回委員会 24.10.25 1.(講演）税制改革の現状と課題について 

(講師）東京大学大学院 経済学研究科 

     教授 井堀利宏 氏 

第 45 回委員会 24.11.12

～13 

11.12(講演）地球温暖化対策税ならびに税制のグリーン化につい

て 
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(講師）京都大学大学院 経済学研究科 

教授 諸富 徹 氏 

11.13(見学）三菱重工業㈱栗東製作所本工場 

第 46 回委員会 25. 3.8 1. (講演）平成 25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 藤木俊光 氏 

2. (審議) 平成 25 年度活動計画案について 

 

● 平成 25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 25 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 25 年度税制改正に対する機械業界の要望」をとりまとめ、7 月 9 日、経

済産業省に提出し、善処方を要請した。 

 要望内容は、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等、減価償却制度の改善、連結納税

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、地球温暖化対策税の見直し、会計基準

変更への対応等の11項目を重点要望とし、その他国税関係 34 項目、地方税関係 11 項目

の機械業界共通項目から構成された。 

その後、7 月 29 日に開催された経済産業省の平成 25 年度税制改正要望ヒアリングにて

高尾委員長が意見陳述を行うとともに、日機連会員企業に対して実施した研究開発税制に

関する緊急アンケート調査の結果を受け、9 月 24 日に高尾委員長が経済産業省幹部への陳

情し、研究開発税制の拡充の実現を強く求めた。また、安本副会長が公明党の経済産業部

会（11 月 6 日）での陳述及び自民党税制調査会国会議員への陳情活動を積極的に展開し、

要望の実現を要請した。 

その結果、試験研究費の総額型税額控除制度の控除上限を法人税額の現行の 20％から

30％へ引き上げる措置、国内設備投資を増加させた法人が（一定の要件の下）新たに国内

で取得した機械・装置について、30％の特別償却または 3％の税額控除を認める措置が、い

ずれも 2 年間の時限措置として実現した。また、再生可能エネルギーの導入を促進するた

め、グリーン投資減税を拡充し、太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を 2 年

間延長するとともに、対象設備としてコージェネレーション設備が追加された。 

当会の主な要望結果は次の通りである。 

重点要望項目 

(1) 研究開発税制の拡充 

・ 控除限度額の引き上げ 

   試験研究費の総額、特別試験研究費の額、繰越税額控除限度超過額等、それぞれに
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係る税額控除制度で、2年間の時限措置として控除税額の上限を当期の法人税額の30％

（現行は 20％）に引き上げる。また、特別試験研究費に係る税額控除制度で、特別試

験研究費の範囲に一定の共同研究を加える。 

その他の要望項目 

(1) 産業全般に関する税制 

・  減耗控除制度の維持、拡充 

探鉱準備金制度または海外探鉱準備金制度について、海外探鉱準備金を積み立てる

ことができる鉱業者の要件の見直し、レアメタルやレアアース等を対象鉱物として追

加する等、を行った上、制度の適用期限を 3 年間延長する。 

(2) 環境・エネルギー対策の推進に関する税制 

・ グリーン投資減税の延長、拡充 

太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を 2 年間延長するとともに、対象設

備としてコージェネレーション設備を追加する。 

(3) 税制の簡素化、合理化など、その他の税制 

・ 印紙税の抜本的見直し、廃止 

受取書について、非課税枠を拡大する。 

※ 生産等設備投資促進税制の創設 

生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、対前年比 10％超の場合、  

機械・装置の 30％特別償却または 3％の税額控除が認められる（2 年間の時限措置）。 

 

 

3-2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 24年度は次の活動を行った。 

 

なお、2回の会合はともに機械安全推進特別委員会と合同で開催した。 

 

 開催日 議  題 

第 1回委員会 24. 9. 3 1. (審議) 平成 25年度補助金交付要望案について 

2. (報告) 平成 24年度活動状況報告 

第 2回委員会 25. 3. 4 1. (審議) 平成 25年度活動計画案について 

2. (報告) 平成 25年度実施内容と平成 24年度活動報告 
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●  機械安全の標準化事業を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 本事業では、機械安全標準化特別委員会のもとで、(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 

   ISO/TC199 関連では、新規作業項目として ISO/TR18670（ISO12100 と ISO13849-1

の関係）、ISO13849-1:2006/AMD1（制御システムの安全関連部－追補）、ISO/IEC17305

（安全制御システム ISO13849 と IEC62061 統合）の 2 件、改定案件として ISO13856

－1、－2、－3（圧力検知保護装置）、ISO14119（インターロックとガード）、ISO13850.ed2

（非常停止）、ISO14120（固定式及び可動式ガード）の 6 件の審議を実施した。 

また新規・改定作業項目として次年度以降その作業を開始するものとして、

ISO/TR18671(ISO12100 とタイプ B 規格の関係)、ISO13851（両手操作制御装置）、

ISO19353（機械の火災及び爆発防止）、ISO14122－1~—4（機械類への常設接近手段）の

7 件が決定された。 

IEC/TC44 関連では、新規国際規格案件として、IEC/TS60204-34（機械の電気装置―

工作機械）、IEC/TR61496-4-4-3（映像利用保護装置-ステレオビジョン方式）、IEC62046

（人の存在検知に対する保護装置の適用）、IEC62745（ケーブルレスコントローラ）、

ISO/IEC17305（安全制御システム ISO13849 と IEC62061 統合―前述 ISO と共同）の

5 件、改定案件として IEC 60204-1 Ed.6（機械の電気装置－一般要求事項）、IEC 

60204-31Ed.4（縫製機械，縫製ユニット及び縫製システムの安全性と EMC）、IEC61496

シリーズ（電気的検知保護装置／3 件）、IEC 62061 Ed.2（機能安全）の 6 件の審議を実

施した。 

(2) JIS原案の作成 

平成 24 年度の JIS原案の作成について、ISO/TC199 部会及び IEC/TC44部会とも、新

規の JIS原案作成はなかったが、JIS B 9700（設計のための一般原則―リスクアセスメ

ント及びリスク低減）、JIS B 9718（上肢／下肢の安全距離）、JIS B 9715（人体部位の

接近速度に基づく保護装置の位置決め）の 3 件について日本工業標準調査会（JISC）の

産業機械技術専門委員会で承認された。 

 

3-3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・栗原史郎一橋大学名誉教授・大学院商学研究科特

任教授）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 24年度は次の

活動を行った。 

なお、2回の会合はともに機械安全標準化特別委員会と合同で開催した。 
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 開催日 議  題 

第 1回委員会 24. 9. 3 1. (報告) 平成 24年度活動状況報告について 

2. (審議) 平成 25年度補助金交付要望について 

第 2回委員会 25. 3. 4 1. (報告) 平成 24年度活動状況報告について 

2. (審議) 平成 25年度活動計画案について 

 

●  機械安全の推進事業を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

本事業では、機械安全推進特別委員会のもとで、①機械安全のためのセーフティインテ

グレータの機能及び育成に関する検討部会、②中小製造企業の機械設備安全化に関する検

討部会及び③セーフティエンジニア等のネットワーク構築に関する検討部会、④機械安全

普及のための社会基盤要素の整備に関する検討部会の 4 部会を置き、以下の活動を実施す

ると共に、講演会による機械安全の普及促進を実施した。 

(1) 機械安全のためのセーフティインテグレータの機能及び育成に関する検討部会 

  平成 23年度の成果を踏まえ、さらにアンケートやヒヤリング調査を実施し、その結果

をもとに、生産ライン構築ステップおよび変更点管理におけるセーフティインインテグ

レータの機能と役割について検討を行った。 

(2) 中小製造企業の機械設備安全化に関する検討部会、及びセーフティエンジニア等の 

ネットワーク構築に関する検討部会 

  平成 23年度の成果のなかで、設計から運転までの製造過程において、様々な視点で関

与する製造現場に強いセーフティエンジニアをＳＦＥ（セーフティフィールドエンジニ

ア）と仮称し、中小製造業などで必要な機械安全の専門家について、安全対策の初見を

担当する「産業医的専門家」と必要な対策を専門的に診断できる「専門医的専門家」に

分け、それぞれの機能、役割について検討を行った。また、ＳＦＥを有効活用するため

のネットワークについて、工場団地等を想定して議論を実施した。 

 (3) 機械安全普及のための社会基盤要素の整備に関する検討部会 

海外の制度を参考に機械安全の取組みの評価基準等をまとめた。また、機械安全への

取組みが公平に評価されるためには、いかなるインセンティブが必要か等を検討した。 

平成 23年度の成果のなかで、企業が機械安全への取組みに努力するためには、労災保

険料や損害保険料の割引などはインセンティブとしては弱く、機械安全普及の方策とは

なり難いなどの指摘を前提に、例えば、企業イメージ向上に繋がるなどのモチベーショ

ン等を加味した安全への取組み（技術力を含む）が公平に評価される仕組みについて議

論を実施した。 

(4) 機械安全普及に係る講演会               

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 24年度は以下 2回の講演会を実施した。 
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  第 1回  機械安全国際規格の紹介－IEC60204-1特集－ 

（平成 24年 11月 22日開催） 

①特別講演「次世代ロボットの安全」 

     講師：山田陽滋 氏（名古屋大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻 教授） 

    ②ISO/TC199の動向 

     講師：山田陽滋 氏（名古屋大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻 教授） 

     【ISO/TC199部会主査】 

    ③IEC/TC44の動向 

     講師：福田隆文 氏（長岡技術科学大学 システム安全系 教授） 

     【IEC/TC44部会主査】 

④IEC60204-1（その位置付けと要求事項に対する考え方） 

   講師：石川滋久 氏（テュフズードジャパン株式会社 関西本部 製品安全部

ＣＯＭ部長） 

⑤IEC60204-1（電気設備への適用例） 

   講師：岡田和也 氏（ＩＤＥＣ株式会社 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 推進リーダー） 

  第 2回 機械安全規格の紹介－JIS B 9700（ISO 12100）と関連規格特集－ 

          （平成 25年 2月 18日開催） 

①基調講演「機械安全～その思想と技術～」 

     講師：向殿政男 氏（明治大学 理工学部 情報科学科 教授） 

②JIS B 9700（ISO 12100）【設計のための一般原則－リスクアセスメント及びリ 

スク低減】 

  講師：内藤博光 氏（株式会社エヌ・エス・エス シニアセーフティエンジニア） 

③JIS B 9718（仮）（ISO 13857）【危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止 

するための安全距離】 

 講師：横井孝志 氏（独立行政法人産業技術総合研究所 

ヒューマンライフテクノロジー研究部門 副研究部門長） 

④JIS B 9715（ISO 13855）【人体部位の接近速度に基づく保護設備の位置決め】 

   講師：齋藤 剛 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 主任研究員 

⑤残留リスク情報とメーカー責任（改正安衛則の概要） 

     講師：水野恒夫 氏（セイフティクラフト 代表） 

 

3-4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
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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」を遂行するため、平成 24 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第 1 回幹事会 24. 5.23 1. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱 

2. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領・内規 

3. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰事業の日程 

第 1 回委員会 24. 6.1 1. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱 

2. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領・内規 

3. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰事業の日程 

第 2 回幹事会 24. 7.27 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 24. 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 

第 2 回委員会 24. 9. 4 1. 書面審査(一次審査) 

2. 審査日程 

ヒヤリング 24. 9.10 

     13 

     14 

ヒヤリング審査の実施 

第 4 回幹事会 24. 9.26 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 

現地調査 24.10.22 

～ 11.22 

現地調査の実施 

第 5 回幹事会 24.12.3 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 24 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程 

第 3 回委員会 24.12.10 

 

1. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰対象の決定 

2. 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程 

3. 省エネルギー技術の動向（審査を通しての印象及び意見） 

表彰式･懇親

会 

25. 2. 8 平成 24 年度優秀省エネルギー機器表彰式および懇親会の開催 

 

●  優秀省エネルギー機器に関する調査と表彰を実施 

 

 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
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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 33 回を迎えた平成 24 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及び幹事会（幹事長・松野建一(財)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）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 24 年度は幅広い分野から 35 件の応募があり、書面審査、ヒヤリング審査、現地審

査など慎重に審議を重ね、その中から次のとおり 11 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 8 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. 型締力・射出圧力低減を実現した全電動射出成形機 

（ＳＥ－ＥＶ） 

 

住友重機械工業㈱ 

〔資源エネルギー庁長官賞〕 

2． 新３レベル回路適用無停電電源（ＨＸシリーズ）・ 

パワーコンディショナー（ＰＶＩシリーズ） 

〔資源エネルギー庁長官賞〕 

3． DCインバーター冷凍機内蔵型平形ショ－ケース 

 

 

富士電機㈱ 

 

 

福島工業㈱ 

〔日本機械工業連合会会長賞〕 

4． 励磁電流自動制御付き単軸振動試験装置（エコシェーカー） 

5．ハイブリッドヒートポンプ搭載 缶・ボトル自動販売機 

6．走行用電子制御HST・作業用可変ポンプ搭載エンジンフォーク

リフト（FH40、45、50） 

7．IPMモータ搭載小回り制御可能リーチフォークリフト 

（QuaPro-R） 

8． 冷凍PID容量制御を搭載した環境試験器 

  （プラチナスJシリーズ） 

9． カスケード熱交換式 CO2回収装置 

10．最適設計による軽量化と省エア制御を採用した射出成形機用 

取出ロボット（ＹＣシリーズ） 

11．枚葉印刷機用LED方式ライン型UV照射器 

（UD９０） 

 

IMV㈱ 

富士電機㈱ 

㈱小松製作所 

 

住友ナコ マテリアル  

ハンドリング㈱ 

エスペック㈱ 

 

三菱重工業㈱ 

㈱ユーシン精機 

 

パナソニック デバイス 

SUNX㈱ 
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3-5ロボット大賞審査特別委員会（(財)ＪＫＡ補助事業） 

ロボット大賞審査特別委員会（委員長・三浦宏文工学院大学顧問）は、優れたロボッ

ト・システムを表彰することにより、関係者のモチベーションアップやロボット・シス

テムの知名度向上等を図り、もってロボット・システムの開発・普及と産業の振興を促

進する「ロボット大賞表彰事業」の実施のため、平成 24 年度は次の活動を行った。 

 

 開催日 議  題 

第1回審査･運

営委員会 

24. 6.19 1. 平成 23 年度の調査研究成果報告 

2. 第 5 回「ロボット大賞」表彰事業の実施要領案について 

3. 今後のスケジュール等について 

第 1 回審査特

別委員会 

24. 7. 5 1. 実施要領及び審査要領について 

第 1 回ノミネ

ート委員会 

24. 7.13 1. 平成 23 年度の調査研究成果報告 

2. 第 5 回「ロボット大賞」表彰事業の実施要領案について 

3. 優秀ロボットの発掘と応募の働きかけについて 

4. 今後のスケジュール等について 

第2回審査･運

営委員会 

 

24. 9. 4 1. 応募ロボットの事前審査結果報告 

2. 表彰ロボット候補の選出 

3. 現地調査について 

4. 今後のスケジュール等について 

現地調査 24. 9. 7 

～ 9.14 

現地調査の実施 

第3回審査･運

営委員会 

24. 9.24 1. 現地調査結果報告 

2. 表彰ロボット候補のプレゼンテーション＆ヒヤリング 

3. 表彰ロボット候補（各賞）の選定 

第 2 回審査特

別委員会 

24.10. 2 1. 応募結果及び審査について 

2. 審査・運営委員会の受賞案について 

3. 受賞位の決定 

4. 今後のスケジュールについて 

表彰式･懇親

会 

24.10.17 1. 第 5 回ロボット大賞表彰式および懇親会の開催 

第4回審査･運

営委員会 

25. 2. 1 1. 今年度の活動（募集、審査、表彰等）の総括について 

2. 来年度の活動計画について 
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●  ロボット産業・技術の振興に関する調査研究を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

本事業の目的は、優れたロボット・システムを表彰することにより、関係者のモチベー

ションアップやロボット・システムの知名度向上等を図り、もって、ロボット・システム

の開発・普及の促進と産業の振興を図ることである。 

当該「ロボット大賞」の表彰は、経済産業省との共催で、平成 18 年度から毎年実施して

きたが、平成 21 年度からは隔年の実施とし、昨年度は日機連内に「ロボット産業・技術の

振興に関する調査研究専門部会（部会長・淺間一東京大学大学院工学系研究科教授）を設

置し、時代の動向・ニーズに応える表彰事業の推進方法等を検討・提言した。 

第 5 回ロボット大賞表彰を実施した平成 24 年度は、昨年度の当該提言を織り込んだ形で、

表彰事業実施体制を見直して、経済産業省と共管の「ロボット大賞審査特別委員会」を新

設し、その下部組織として、「ロボット大賞審査･運営委員会（委員長・淺間一東京大学大

学院工学系研究科教授）」及び「ロボット大賞ノミネート委員会（委員長・広瀬茂男東京

工業大学大学院理工学研究科教授）を設置し、ロボット・システムの普及に貢献した個人・

団体についても積極的に表彰すべく、協議、審査等を行った。 

 平成 24 年度は、新設の「ロボットビジネス/社会実装部門」への 16 件の応募を含め総計

83 件の応募があり、書面審査、現地審査、ヒヤリング審査など慎重に審議を重ね、その中

から次のとおり 10 件のロボット・システムを表彰対象とし、10 月 17 日に東京ビッグサイ

トにおいて、表彰式を行った。 

  

表彰ロボットシステム名 申請者名 

〔ロボット大賞（経済産業大臣賞）〕 

1.生活支援ロボットソリューション事業の推進 

 

 

パナソニック㈱、松下記念病

院 

〔最優秀中小・ベンチャー企業賞（中小企業庁長官賞）〕 

2．ロボット用３次元ビジョンセンサ「TVSシリーズ」 

 

 

㈱三次元メディア 

 

〔日本機械工業連合会会長賞〕 

3．知能化組立ロボット「Fシリーズ」 

 

三菱電機㈱ 

〔次世代産業特別賞〕 

4．フレキシブルな自動組立ラインを実現するヒト型ロボット「

NEXTAGE」        

 

 

グローリー㈱、川田工業㈱ 



 - 32 - 

〔社会貢献特別賞〕 

5. 原発対応ロボット「Quince/Rosemary」 

 

千葉工業大学 

〔優秀賞〕 

6．球面超音波モータを使用した「管内検査カメラロボット」 

   

7．ロボットの自在性を活かした「３次元鋼管曲げ(3DQ)ロボッ 

ト」 

        

8．自律型海中ロボット「Tuna-Sand」 

 

 

9．次世代ロボット向けRTシステム「SEED Solutions」   

10．災害現場で活躍する「次世代無人化施工システム」 

 

㈱キュー・アイ、東京農工大

学 

新日鐵住金㈱、住友鋼管㈱、

日鉄住金プラント㈱、㈱安川

電機 

東京大学生産技術研究所 浦

研究室、㈱海洋工学研究所、 

(独)海上技術安全研究所 

THK㈱ 

鹿島建設㈱、㈱熊谷組 
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第４章 専門部会事業 

 

1.調査専門部会 

 

1-1. 機械工業高度化人材研究調査専門部会 

 

  ●  グローバル化に対応する生産技術者の確保・育成に関する調査研究を実施 

 

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。同専門部会では、生産技術と生産技術者に焦点を当

て調査を行ってきたが、平成 24 年度は、前年度のアンケート調査によって中小企業を含め

た機械工業全般にわたる生産技術者とグローバル化の実態を把握したことを受けて、委員企

業から実際に海外赴任した人の実体験として現地で遭遇した問題や対応とグローバル採用

の実情について報告を受け、課題等を検討した。また、平成 20 年度以降、継続して実施し

た生産技術と生産技術者の調査結果の総括を行うなど 6 回の会合を開催した。 

6 月 22 日に第 20 回専門部会を開催し、平成 24年度「グローバル化に対応する生産技術者

の確保・育成に関する調査研究」の事業計画（案）、及び調査の進め方等について検討を行った。 

9 月 5 日に第 21 回専門部会を開催し、財団法人海外産業人材育成協会ＪＯＤＣ事業部派

遣業務部長・中村比呂志氏から「ＨＩＤＡにおける開発途上国の産業人材育成支援事業につ

いて」と題して、ＨＩＤＡで取り組んでいる海外現地法人インターンシップ事業、産業人材

裾拡大支援事業の内容やこれまでの実績などについて話を聞き、意見交換を行った。 

また、平成 24 年度調査では、a）海外工場に派遣経験のある日本人、b)人材採用のグ   

ローバル化・多様化の推進担当者、の実体験から得た教訓や課題対応例など、海外現地にお

ける実践事例の収集に主眼をおくこととし、その第 1 回目として ㈱荏原製作所風水力機械

カンパニー海外事業統括部事業企画グループ長・町田竹浩氏から、海外派遣経験者の事例と

してインドネシアのケースの話を聞き、質疑応答を行った。最後に今後の事例収集スケ  

ジュールの検討を行った。 

10 月 16 日に第 22 回専門部会を開催し、ダイキン工業㈱人事本部採用グループ担当課長・

矢幡透氏より、採用の多様化の事例紹介を聞き、質疑応答を行った。次に海外派遣経験者

からの事例紹介として、ダイキン工業㈱空調生産本部生産技術部主任技師・赤松範規氏よ
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り、１からの立ち上げで中国のケース、㈱東芝生産技術センターグローバル生産エンジニ

アリングセンターセンター長・高納政敏氏より、１からの立ち上げタイ・中国のケースに

ついて、それぞれの体験事例を聞き、質疑応答を行った。引き続き、次回の事例紹介につ

いて、スケジュール等を確認した。 

11 月 14 日に第 23 回専門部会を開催し、㈱小松製作所人事部人事グループ主幹・伊藤祐

一氏より、採用の多様化の事例紹介を聞き、質疑応答を行った。次に海外派遣経験者から

の事例紹介として、㈱小松製作所生産本部物流企画部部長・村川修氏より米国のケース、

Hitachi Electric Products(M) Sdn.Bhd Chief Operation Officer 上野和昭氏よりマレーシ

アのケース、㈱ＩＨＩ経営企画部主幹・瀬尾明洋氏よりロシアのケース、住友重機械工業

㈱生産技術統括室主管・宮前和弘委員より中国のケースについて、それぞれの体験事例を

聞き、質疑応答を行った。 

1 月 25 日に第 24 回専門部会を開催し、前回までに終了した各社の事例紹介（海外赴任の体

験談及びグローバル人材の採用と育成）の報告書案と、その総括について内容の検討を行った。 

3 月 22 日に第 25 回専門部会を開催し、平成 24 年度報告書の全体内容確認を行った。次

いで 5 年間の専門部会活動を振り返って意見交換を行った。 

 これらの成果を「グローバル新時代の新しい生産技術者像の構築～機械工業における海

外赴任体験談とグローバル人材の採用と育成」と題する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、日鉄住金総研㈱に委託して実

施した。本専門部会の活動は本年度末で終了した。 

 

1-2. 理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会 

 

●  グローバル人材育成・教育に関する国際交流（理数系グローバル人材育成・教育に関

する調査研究）を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

 近年、製造業の競争力を決定する技術者・技術系研究者の能力低下が企業で問題となっ

ているが、これが理数系能力の低下によって引き起こされていることは､様々なデータで明

らかとなっている。このように製造業の基盤となる理数系能力の低下は危機的状況にあり､

更に若年労働者のコミュニケーション能力の低下と相俟って、企業に取って大きな懸念材

料となっている。 

 そこでこれらの問題に対処するため、平成 23年度に日本機械工業連合会、日本機械学会、

国際教育学会の会員から構成される「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門

部会」（部会長・西村和雄 京都大学経済研究所特任教授）を設置し、調査を進めている。                        

 この調査研究の過程で､ドイツ機械工業連盟（VDMA）や GSEE(The Global 

Science,Education,and Engagement Partnership)と協力しながら､理数科教育の向上につ

いて、世界の研究者と共同研究の可能性や交流も図っていく。 
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 平成 24 年度は、急速に国際的評価を高めつつあり、世界の理工系大学でも上位にランク

される韓国の KAIST（韓国科学技術院大学）と POSTECH（浦項工科大学）における理数

（とくに物理）教育の方針･特徴、教養課程における物理教育の位置づけ、学生の自習支援

制度、入学試験制度の概要などの実情視察（11 月 26 日～28 日）を含め、理工系大学教養

課程・同専門課程での物理履修率の現状把握、履修率向上や物理離れを防ぐ仕組み・手立

てなどの研究を中心に６回の部会を開催した。 

 ７月 6 日に第 1 回会合を開催し、調査委託先である（株）日鉄技術情報センター参与 経

済産業調査部主席調査員の山藤康夫氏から昨年 11 月と 12 月に実施した台湾と韓国の現地

調査について報告をきき懇談した。  

 9 月 14 日に第２回会合を開催し、独立行政法人国立高等専門学校機構理事の木谷雅人氏

から、「高専における人材育成について」、また、同機構教育研究調査室長･教授の市坪 誠

氏から「高専のモデルコアカリキュラムについて」と題して、創立以来 50 周年を迎えた高

専の人材育成や検討を行っているカリキュラムの状況に付いて講演をきき懇談した。 

 11 月 9 日に第３回会合を開催し、近畿大学総合社会学部教授・教養基礎教育部門主任の

石井隆之氏から、「高等教育国際基準協会の立ち上げの経緯について」と題し、話をきき懇

談した。 

 12 月 7 日に第４回会合を開催し、若手技術者教育に取り組んでいる日本機械学会の活動

について大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授の久保司郎氏から「日本機械学会

における工学教育活動について」と題し、話をきき懇談した。また、併せて、大阪大学で

の理系教育プログラムについても話を聞き懇談した。 

 平成 25 年１月 25 日に第５回会合を開催し、大学における理数系教育の実情について、

東京工業大学 大学院理工学研究科 機械制御システム専攻 教授 佐藤 勲氏から「東工大 

機械系における理数系教育」、東京大学 大学院工学研究科 機械工学専攻特任教授 横野泰

之氏から「東京大学工学部･工学研究科の教育プログラム」と題し、それぞれ講演を聞き懇

談した。 

また、同部会では、最近問題となっている製造業の若手技術者・研究者の能力不足につ

いて、理数系離れによる基礎学力の低下が大きな要因の一つと考え、昨年度に引き続きこ

の問題の深刻さについて広く一般に広報すると共に、その打開策について考えるためのシ

ンポジウムを、２月１日に開催した。シンポジウムは「理数系学力の強化とモノづくり人

材育成の課題」と題し、本部会が主催、「モノづくり日本会議/日刊工業新聞社」、「（一社）

日本機械学会」、「国際教育学会」が共催し、開催された。 

 本シンポジウムは、最近、我が国機械工業を始め製造業で問題となっている、製造業の

競争力を決定する大きな要素の一つである若手技術者・研究者の理数系基礎学力の低下と

日本の製造業（モノづくり）の将来について有識者によるディスカッションを通じ、その

問題点・課題とその解決に向けた方策について検討を行っていくものである。 

 開催に先立ち、来賓として、文部科学省初等中等教育局長の布村 幸彦氏並びに経済産業
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省大臣官房審議官（製造産業局担当）渡邊 宏氏から挨拶を受けた。 

次いでシンポジウムの講演の部に入り、講演者４名から、それぞれの立場から大学にお

ける理科教育や企業におけるモノづくり人材育成などにつき講演が行われた。その後、パ

ネルディスカッションが行われた。 

 なお、今回のシンポジウムの構成並びに講演、パネリストは以下の方々にお願いした。 

講演 

   福田 秀樹  神戸大学学長 

   伊藤 源嗣  （一社）日本機械工業連合会会長（株 IHI 相談役） 

   はやのん   はやのん理系漫画制作室代表  

   Edward Krubasik 元シーメンス副社長、元欧州電子機械工業会会長 

調査報告 

   西村 和雄  京都大学 経済研究所 特任教授 国際教育学会会長  

パネルディスカッション   

八木 匡   同志社大学経済学部 教授 

   阿部 孝   三菱重工業（株）代表取締役常務執行役員        

   大森 不二雄 首都大学東京 大学教育センター 教授 

   はやのん     はやのん理系漫画制作室 代表 

   渡辺 康之  （株）IHI 顧問 

    

 なお、このシンポジウムの模様は３月５日付けの「日刊工業新聞」で特集記事として報

道された。   

 以上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

にあたり具体的調査は、日鉄住金総研（株）に委託して実施した。 

 

1-3. 模倣品対策調査研究専門部会 

 

●  国際連携による模倣品対策を実施（(財)ＪＫＡ補助事業） 

  

 中国を中心に模倣品被害が拡大する中、産業界における国際連携の模倣品対策について

調査研究を行うため、昨年度に引き続き、模倣品対策調査研究専門部会（部会長・伊東章

雄㈱ＩＨＩ 技術開発本部知的財産部部長）を設置して、活動を行った。 

 8月 7 日に第 5 回専門部会を開催し、部会長・副部会長選任の後、始めに事務局からＶＤ

ＭＡとの連携に関する最近の動向として 6 月に日機連とＶＤＭＡとの間で覚書を締結した

事等を報告した。続いて調査委託先の三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱から、24

年度活動計画（案）、機械工業における模倣品被害状況と対策実施状況把握のためのアン 

ケート（案）について説明し、アンケートの調査範囲等について審議を行った。最後に事
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務局から日独共同 模倣品対策シンポジューム（案）について説明し、プログラムについ

て意見交換を行った。 

11 月 7 日に第 6 回専門部会を開催し、調査委託先の三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ

ング㈱から、11 月 19 日開催の日独連携模倣品対策シンポジュームにおいて「日独模倣品被

害と対策実施状況比較」を発表するにあたり、アンケート集計結果について説明した後、

同アンケート結果からどのような事が結論として表現できるかについて意見交換を行った。 

  11 月 19 日に当会（ＪＭＦ）が主催、ドイツ機械工業連盟（ＶＤＭＡ）と共催で、日独連

携模倣品対策シンポジュームを開催した。 

 本シンポジュームの開催主旨としては、日本政府、各企業、工業会等が模倣品対策に取

り組んでいるが、その被害は止まらない。こうした状況を踏まえ、日本と同様に機械工業

が発展しているドイツと国際連携する事で、新たな模倣品対策を模索していく必要がある。

両国ともに摸倣事業者の摘発や訴訟、技術的な摸倣防止策の開発、模倣品対策ネットワー

ク作りが行われている。更にドイツでは産学連携も始まっている。このため、そうした両

国の活動内容について各方面の有識者を招き話を聴くと共に、シンポジューム参加者と模

倣品対策について考える事を目的とした。 

 開催に先立ち、当会の伊藤源嗣会長から挨拶があり、次いで三菱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 主任研究員の上野裕子氏から「日

独模倣品被害と対策実施状況比較」、経済産業省 製造産業局模倣品対策・通商室長の松下

達也氏から「日本における模倣品被害と対策の現状」、日産自動車㈱ ＩＰプロモーション

部 ＩＰプロテクショングループ担当部長（不正商品対策）の海野貴史氏から「模倣品対

策と効果、継続の必要性」、㈱小松製作所 知的財産部副部長の山口博明氏から「コマツの

中国における模倣品対策」、サンカーラ㈱ 代表取締役の小林繁樹氏から「組込みシステム

におけるリバースエンジニアリング対策と模倣品対策」、ジック㈱ 技術サービス部 カス

タマーサポートシステムエンジニアの黒住光男氏から「模倣品とシリアル化（識別化）医

薬品業界と自動車部品業界での取り組み」、ＶＤＭＡ Managing Director のライナーグ  

ラッツ氏から「ドイツでの模倣品対策活動」について、それぞれ講演を行った。 

 最後に模倣品対策調査研究専門部会・伊東章雄部会長がモデレータを務め、上記７名の

講演者とパネルディスカッションを行った。 

3月 14 日に第 7 回会合を開き、調査委託先の三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱

から、平成 24 年度国際連携による模倣品対策調査研究報告書（案）の説明を聞き、報告書

のまとめ方（結論等）について意見交換を行った。 

これを踏まえ、平成 24 年度の調査報告書の内容は下記を柱として取りまとめ、会員を始

め、関係先に配布した。 

○ＶＤＭＡのアンケート調査と同様の方法で算出した結果、日本の機械工業における模倣

品被害額は年間約 1.4 兆円、模倣品対策費は約 973 億円となった。この金額をドイツと比

較すると日本の被害額はドイツの約 1.8 倍だが、対策費は半分未満である。従って今後、
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日本企業は模倣品対策の強化が必要である。 

○欧米では､ドイツが 2008 年に模倣品・海賊版対策法、米国でも同年に包括的な模倣品・

海賊版対策法案（PRO-IP 法案）が成立した他、米国通商代表部（USTR）が毎年発表して

いるスペシャル 301 条の報告書の中で中国等の優先監視国を指定している。従って国際連

携による模倣品対策の観点から、我が国政府による法的対策の強化も求められる。 

なお、本事業の推進にあたり具体的作業は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱

に委託して実施した。 

 

 1-4. 代替材料技術に関する調査専門部会 

 

 ●  資源制約に対応する材料再資源化等に関する調査研究を実施 

（(財)ＪＫＡ補助事業） 

 

資源の乏しい我が国にとって材料の安定確保は生命線であり、ここ数年の間にレアメ

タルなど重要資源の価格高騰や産地偏在による入手難の懸念が一層顕在化したことか

ら、産地依存リスクの低減・分散化を図るとともに重要資源の代替材料開発が重要であ

り、産官学が一致協力してその対応に取り組んでいくことが必要となっている。そこで

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 ナノ材料科学環境拠点マネージャー）を設置し、調査を実施している。

同専門部会では平成 23 年度から「資源制約に対応する材料再資源化等に関する調査研究」

をテーマとし、材料再資源化とサプライチェーンにおける部品、原材料供給に関する課題認

識と着眼点を整理した。平成 24 年度は、これらに関する具体的事例を収集・整理して、

産学で共有し、科学、技術、人材の育成に寄与するための「処理困難課題情報」のリー

フレット作成を目標に活動を行い、7 回の会合を開催した。 

6 月 8 日に第 19 回専門部会を開催し、京都大学教授、エネルギー科学研究エネルギー応

用科学専攻・馬渕 守氏から「我が国の材料戦略プロジェクトの成果と今後の展開」と題

し、第 4 期科学技術基本計画のグリーンイノベーションを具現化するため、材料戦略委員

会で取り組んできたグリーンマテリアルビジョン策定等の経緯、第 5 期に向けての課題と

今後の材料戦略委員会の活動等について話を聞き、質疑応答を行った。引き続き、平成 24

年度の専門部会の活動内容と方法、スケジュール等について検討を行った。 

8 月 31 日に第 20 回専門部会を開催し、東北大学准教授、大学院工学研究科金属フロン

ティア工学専攻・松八重一代氏から「材料再資源化における分離・回収の課題と今後の在

り方」と題し、鉄鋼生産周辺における資源フローに着目して、ＥＬＶ部品に随伴する合金元

素の種類・量分析、電気炉溶解実験からみた合金元素のメタル・スラグへの分配傾向、スラ

グに拡散している未利用資源としてのリンのポテンシャル等について話を聞き、質疑応答を

行った。引き続き、今回試行的に作成した処理困難課題リーフレットに関して、各委員から
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概要について報告し、今後の作成作業の方針、スケジュール等を確認した。 

10 月 19 日に第 21 回専門部会を開催し、委員から提案のあった「資源制約に対応する処

理困難課題リーフレット」について個々の内容検討を行い、それぞれの「リスク懸念度」と「期

待度」を 5 段階評価の基準案に照らして評点付けを行うとともに、この検討の中で出てきた

ジャンルの追加や注目度などから整理していくこととした。 

12 月 5 日～6 日に第 22 回専門部会を開催し、優秀な技術力で我が国のものづくりをリー

ドする㈱小松製作所粟津工場（石川県小松市）と、独自の取り組みで工学系人材の教育・

育成で成果を挙げている金沢工業大学（石川県野々市市）の現地調査を実施した。 

㈱小松製作所  粟津工場では、斉藤雅美総務部長から小松製作所全体及び粟津工場

の概要、生産性 30％向上やエネルギー使用量 50％削減など重点活動の取り組みについ

て説明を聞き質疑応答を行った。次いで、ホイールローダ、モーターグレーダ、トランスミッ 

ション組立工場を見学した。 

金沢工業大学では、石川憲一学長から「金沢工業大学における工学教育について」と題

し、教育改革への取り組みの経緯、“学生主役の大学づくり”や“学生自ら考え行動する技

術者の育成”等の教育ビジョンとそのための環境整備、教育の実践例等について説明を聞

き、質疑応答を行った。引き続き、扇が丘キャンパス内のライブラリーセンター、夢工房、数

理工教育研究センター等の施設、さらに“やつかほリサーチキャンパス”にある“ものづくり研

究所”の実験設備等を見学した。 

12 月 18 日に第 23 回専門部会を開催し、「資源制約に対応する処理困難課題リーフレッ

ト」に関して、ジャンル別整理のための項目名とその位置づけについて検討し、マップ化した。

引き続き、前回の議論に基づいて修正を加えたリーフレット内容及びそのジャンルの確認を

行った。また、リーフレットのネーミングを検討し、「材料分野から見た“魅力”と“難しさ”の事

例集」とすることとした。 

2 月 4 日に第 24 回専門部会を開催し、「材料分野から見た“魅力”と“難しさ”の事例集」

に関し、作成の背景と位置づけをまとめた目次案２章部分と、修正を加えた各事例全件（54

件）の内容確認を行った。 

3 月 21 日に第 25 回専門部会を開催し、学側委員からの話題提供として、まず醍醐市朗

委員（東京大学  工学系マテリアル工学専攻  特任准教授）から「社会のメタボを予防せ

よ！」と題し、社会における産業間の物質やエネルギー面でのつながりを分析する産業エコ

ロジー、日本のマテリアルフロー、素材の蓄積、資源消費の今後について、次に柴田悦郎

委員（東北大学  多元物質科学研究所サステナブル理工学研究センター  准教授）から

「非鉄製錬とリサイクル」と題し、非鉄製錬業の役割、銅・鉛・亜鉛製錬プロセス、リサイクル

原料、各製錬所間のリンクによる有価金属の回収などの研究内容を紹介し、意見交換を行

った。最後に長井部会長及び委員から今年度作成した事例集に関連した報告を行い、専

門部会の活動を締めくくった。 

これらの成果を「材料分野から見た“魅力”と“難しさ”の事例集」と題する報告書に取り
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纏め、会員はじめ関係先に配付した。 

 

 1-5. 地域機械産業事業活動推進調査専門部会 

 

●  地域機械工業の事業活動推進に関する調査を実施 

 

関西事業活力研究委員会の下部組織として「地域機械産業事業活動推進調査専門部会」

（主査：上田義朗 流通科学大学教授）を設置し、「急激に進むグローバル化に対応した人

材の育成・確保について」検討を行った。 

本調査は、地域機械工業を取り巻くグローバル化の影響による変化と企業行動を的確に

把握・分析するため、文献調査・アンケート調査・ヒアリング調査を行い、グローバル化

が急速かつ本格的に進む中での地域機械工業の対応策を適切に支援するためのグローバル

人材の育成・確保策を中心に提言することによって、今後の地域機械産業の発展に奇与す

ることを目的に実施した。 

9 月 7 日に第 1 回専門部会を開催し、当該調査・研究概要（その目的、調査内容、調査

方法）とあわせてアンケート調査質問事項、対象先とヒアリング対象先についても検討を

行い、当専門部会での方針に沿って調査することを決定した。 

12 月 12 日に第 2回専門部会を開催し、アンケート等の集計結果及び報告書の骨子（案）

について検討を行った。 

3 月 18 日に第 3 回専門部会を開催し、報告書（案）について最終検討を行った結果、

報告書（案）を修正し、①アジア新興国マネジメントの中でのグローバル人材、②機械工

業に於けるグローバル人材に焦点を当て報告書をまとめることに決定した。 

これらの成果を報告書として取りまとめ、会員はじめ関係先に配布するとともに、平成

25 年度に関西事業活力研究委員会他での概要説明と報告セミナーを開催する予定。なお、

本調査は、㈱ダン計画研究所に委託して実施した 

 

2.調査研究等委託事業専門部会 

 

 ●  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の機械工業振興補助事業及び公益事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、7月 6 日に第 1 回専門部会を開催し、平成 24 年度の

補助金要望及び委託費の概要を確認すると共に、平成 24年度委託調査事業の 5課題につい
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て、委託候補先選定の審議を実施し望ましい事業者を選定した。 

これら案件については、順次事業実施を開始し、平成 25 年 3 月 29 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。 
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第５章 調査・情報事業等 
 

1．広報活動を実施 

 

(1) 日機連週報の発信 

   社員総会、理事会、総合役員会及び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・会員講演会等の招へ

い講師の講演要旨、シカゴレポート、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) 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ている。内容は、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に加え、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システムを組み込んでいる。 

   平成 24 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。 

 

(3) 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24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。 

 

(4) 日機連かわら版の発信 

日機連の委員会活動の紹介や機械業界の話題を提供するため、委員等の人物紹介や寄

稿、エッセイ等を通じて、親しみやすい形で会員に発信している。 

平成 24 年度は、委員会・部会の正副委員長のプロフィール紹介「会員の横顔」、新た

に就任された委員会委員・幹事等を紹介する「ニューフェイス紹介」、新たに就任された

団体会員の参与を紹介する「新任参与紹介」、会員からの寄稿文「リレーコラム」、機種

別工業会の寄稿で機械業界の面白情報等を提供する「業界得々便」等を、ほぼ月一回の

頻度で電子情報により発信した。 
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（5）日機連大阪メルマガの発信 

   日機連大阪事務所において、主に関西地区のイベント情報等を大阪事務所諸会合メ

ンバー、関西地区関係機関、日機連の関西地区関係各位等に毎月 1 回、20 日前後に   

メールにて配信した。 

 

（6）関西ものづくり産学官連携情報プラザの設置・試行発信 

   関西地域の大学等と連携して、新たに「関西ものづくり産学官連携情報プラザ」を

設置し、各大学等のイベント等の情報提供を試行的に行った。 

 

2. 会員講演会等諸会合の開催 

 

 (1) 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きく会員講演会を開催しており、会員団

体の会員にも呼び掛けて開催した説明会も含めて、平成 24年度の活動内容は以下の通り

である。 

① 7 月 23 日、経済産業省経済産業政策局産業構造課長・角野然生氏から､産業構造

審議会新産業構造部会報告｢経済社会ビジョン－「成熟」と「多様性」を力に－｣

について、ビジョン策定の趣旨、「やせ我慢」の縮小連鎖が悪循環する我が国経済、

現状を放置した場合のリスクシナリオ、「経済成長ビジョン」と「人を活かす社会

ビジョン」、内需の掘り起こしに成功した「政策実現ケース」の政策効果、などを

中心に説明をきき､懇談した。 

② 7月 29日、慶應義塾大学経済学部教授で東アジア・アセアン経済研究センター

チーフエコノミストの木村福成氏から､｢国際分業ネットワークと空洞化」をテーマ

に、東アジアを中心に重要度を増す新たな国際分業「第 2のアンバンドリング」、

アジアの成長を取り込む生産ネットワーク、忍び寄る空洞化の懸念、経済統合の含

意、などを中心に話をきき､懇談した｡ 

③ 8月 9日､エネルギー・環境に関する選択肢についての説明会を開催し、経済産業

省資源エネルギー庁総合政策課課長補佐の西山英将氏より、エネルギー・環境会議

で決定した「エネルギー・環境に関する選択肢」の３つのシナリオについて、東日

本大震災と福島原発事故の発生を受けて原発依存を方向転換、度合いに異なる３つ

のシナリオ、原発依存度低減のためのグリーンシフトの具体像、などを中心に説明

を聞き、質疑応答を行った｡ 

④ 8月 9日､経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室長・田中哲也氏から､先般閣議

決定された｢2012年版ものづくり白書の概要｣について、ものづくり基盤技術の現状と

課題、我が国ものづくり産業が直面する課題と展望、生産拠点の変化、現場力の重要
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性、ものづくり産業の新たな展開のために必要なグローバル人材、などを中心に話

をきき､懇談した｡ 

 ⑤ 9月 10日、厚生労働省職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 高齢者雇用対策課課

長補佐の前田奈歩子氏より、高齢者雇用対策の施策をテーマに、少子高齢化の進展

に伴う労働力人口の見通し、高齢者雇用安定法改正案の内容、高年齢者雇用に関す

る政策、などを中心に説明をきき、懇談した。 

⑥ 11月 2日、経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室課長補佐・佐藤 

明男氏より、制御システムのセキュリティ確保に向けて－新型サイバーテロへの対

応の現状と今後の政策の方向性－をテーマに、増大する知的財産の搾取を目的とし

た標的型サイバー攻撃、制御システムのセキュリティ強化に向けた課題検討に着手、

課題別 WGの検討結果、課題別 WGの検討結果、などを中心に説明をきき、懇談した。 

⑦ 12月 11日、西村あさひ法律事務所弁護士の野村高志氏、中島あずさ氏及び張  

翠萍（Cuiping Zhang）氏より、中国進出企業の実務法解説－合弁事業を中心に－」

をテーマに、合弁事業の実務と紛争事例、中国労働契約制度、中国からの撤退に関

する留意事項を中心に説明をきき､懇談した｡ 

 

(2) 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 24 年度は、11 月 6 日、第

524 回参与会を開催し、経済産業省製造産業局参事官の髙田修三氏より、「最近の製造産

業を巡る話題」をテーマに、今後の中国経済及び産業革新機構の概要について説明をき

き、懇談した。また、12 月 11 日に年末懇親会を開催した。 

 

(3) 年始会 

  平成 25年年始会を 1月 8日（火）、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 350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、経済産業省製造産業局長・

菅原郁郎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、「昨年末には衆議院議員選挙が行われ、自民党を中心とする新

政権が誕生した。安倍新総理の景気浮揚策拡大決意の内外への表明もあり、株価はやや

持ち直し、円安基調も出てきた。昨年の我が国経済は、春先には東日本大震災からの復

興需要の本格化に伴い、景気回復が期待されたが、欧州債務危機の再燃と中国等新興

諸国の経済減速で輸出が急速に鈍化し、昨年 7－9 月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は３四

半期振りにマイナスとなり、10-12 月期も引き続き減少する見通しで、景気は後退期に入っ

たとの見方が強まっている。新政権には日銀と協調して景気の後退が長期化せぬよう、

さらには回復軌道に乗るように、実効性のある経済・金融政策を早急かつ確実に実行
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して頂きたい。先日の衆議院議員選挙では、消費税増税、脱原発、TPPなど、我が国の今

後を左右する重大な問題が争点となったが、新政権には将来にけっして禍根を残さないよう

に、正しい方向を選択し、速やかに実行に移されることを期待する。「社会保障と税の一体

改革」は、持続可能な社会保障制度の構築と中長期的な財政健全化のために早期に実

現されなければならない。電力供給の安定化も国民生活や産業活動のために是非確保

しなければならないことであり、また、自由貿易を一層加速させ、アジア等の新興諸国の需

要を取り込むためには、TPP は非常に重要であり、政府には国益という「全体最適」の視点

から交渉参加に向けて早急な決断をお願いしたい。我が国はものづくり立国であるが、近年

は国内でものづくりを続けていくことが困難な状況となっており、政府には大幅な円高の是

正、規制緩和、法人税率の引下げ、研究開発税制における控除限度額の引き上げ、国内

外での成長分野への官民による投資の拡大等の有効な政策を講じて頂きたい。新興諸国

を巻き込んだグローバル競争は年々厳しさを増しており、我々がそれらに対抗し、打ち克ち、

我が国経済の未来を切り開くためには、従来以上に研究開発に力を入れるとともに、競争を

勝ち抜く戦略を構築し、実践してすることが重要である。また、変化する市場の需要動向を

的確に捉えて成長分野を取り込むなど自らの構造改革を進めることも必要と考える。」など

を述べた。 

 

3．機械工業の生産額見通し等調査を実施 

  

        本調査は機械工業の各機種別工業会約 49 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 24 年度は「平成 24 年度機械工業生産額見通し

調査」を 7 月に、「平成 24 年度機械工業生産額（改訂）見通し調査」を 11 月にそれぞれ

とりまとめ公表した。 

 

4．海外情報を収集、発信 

 

米国連絡事務所担当者を通じて北米地域を中心とした現地の経済情勢、機械工業に関

する市場・貿易・投資・技術開発動向や見本市情報などを収集、取り纏めたシカゴレ   

ポートを、米国ワシントン D.C.の弁護士事務所に依頼して米国議会と行政府の動きや通

商問題及び WTO、TPP 関連情勢などを収集、分析した米国通商情報を、また、日刊工業

新聞社に委託して中国新華社及び日刊工業新聞に掲載された中国の機械関連情報を取り

纏めた中国機械工業最新情報について、それぞれ我が国機械業界に俊敏に広報している。 

平成 24 年度は、シカゴレポートを日機連電子週報に毎週掲載するとともに（年間掲

載記事総数約 170）、米国通商情報及び中国機械工業最新情報をそれぞれ月に 1 回、

年間 12 回、電子情報によりタイムリーに機械業界に発信した。 
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5. 日機連創立 60周年記念表彰を実施 

 

 日機連は、昭和 27 年 4 月 2 日に任意団体として創立されて以来、昭和 33 年 8 月の社

団法人への改組、平成 23 年 7 月の一般社団法人への移行を経て、平成 24 年 4 月 2 日に

創立 60 周年を迎えた。これを記念し、平成 24 年 5 月 18 日に開催した平成 24 年度第 1

回社員総会後の懇親会の場において、当会の運営や事業を通じて我が国機械工業の振

興、発展に尽力された方々に対し、表彰状及び記念品を贈呈した。 

 表彰対象者は次の 29 名。 

（経済産業大臣表彰） 

 歴代会長（歴代順） 

  金井 務 氏（株式会社 日立製作所 相談役） 

  伊藤源嗣  氏（株式会社 ＩＨＩ 相談役） 

（会長表彰） 

 (1) 歴代副会長（歴代順） 

  西岡 喬 氏（三菱重工業株式会社  相談役） 

  岡村 正  氏（株式会社 東芝 相談役） 

  佃 和夫 氏（三菱重工業 株式会社  取締役会長） 

  水越浩士  氏（株式会社 神戸製鋼所 特別顧問） 

  庄山悦彦  氏（株式会社 日立製作所 相談役） 

  犬伏泰夫  氏（株式会社 神戸製鋼所 相談役） 

(2) 永年役員（歴代順） 

  森下洋一 氏（パナソニック株式会社  相談役） 

    柏 淳郎 氏（オークマ株式会社 元取締役会長） 

    井上礼之 氏（ダイキン工業株式会社 代表取締役会長兼 CEO ） 

  牧野二郎 氏（株式会社 牧野フライス製作所 代表取締役社長） 

    北岡 隆 氏（三菱電機株式会社  特別顧問） 

    芝 康平 氏（株式会社 東京機械製作所 代表取締役会長） 

  井村健輔 氏（株式会社 不二越 相談役） 

  岡崎由雄 氏（日本試験機工業会 会長） 

  小森善治 氏（一般社団法人 日本印刷産業機械工業会  会長） 

  尾上 昇 氏（一般社団法人 日本食品機械工業会 会長） 

  布目康彦 氏（布目電機 株式会社 代表取締役社長） 

    西野秀人 氏（グローリー 株式会社 代表取締役会長） 

  柳生 勝 氏（株式会社 ダイヘン 代表取締役会長） 

(3) 永年委員長・副委員長（歴代順） 

  森田豊治 氏（株式会社 荏原製作所 元専務取締役） 
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    大慈彌省三氏（株式会社 ＩＨＩ 元副社長） 

    阿部修司 氏（ヤンマー株式会社 元副社長） 

(4) 特別功労者（歴代順） 

   金井實徳 氏（財団法人先端加工機械技術振興協会 元理事長） 

                  前優秀省エネルギー機器審査幹事会幹事長      

    中島尚正  氏（東京大学 名誉教授） 

                優秀省エネルギー機器審査特別委員会委員長    

    松野建一 氏（財団法人先端加工機械技術振興協会 専務理事） 

                  優秀省エネルギー機器審査幹事会幹事長      

    庄司正弘 氏（神奈川大学 工学部機械工学科教授） 

                  優秀省エネルギー機器審査幹事会副幹事長      

    栗原史郎 氏（一橋大学名誉教授・大学院商学研究科特任教授） 

                  機械安全推進特別委員会委員長      

 

6. 関西地区での諸会合等 

 

① 関西地区年始会 

平成 25年 1月 11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及び

関西地区会員など約 230 名を超える参加者を得て開催し、犬伏副会長の挨拶、小林近畿

経済産業局長並びに雨宮日本銀行理事・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 19 日、第 616 回例会を開催し、公益財団法人大阪府暴力追放推進センター専務理

事・黒川吉庸氏から「大阪府暴力団排除条例の概要と企業としての対応」について講演

をきき、意見交換を行った。今回は「関西団体協議会」の傘下会員企業へ聴講案内を行

い、総勢 40 名を上回る参加者となった。 

6 月 5 日、第 617 回例会を開催し、「ダイバーシティ（特に外国人の活用、登用につ

いて）」と題して各社のダイバーシティの対応状況と今後の課題等について情報交換を

行った、その後、「今後の事業計画」等について報告した。 

7 月 27 日、第 618 回例会を京都府京田辺市で開催し、㈱椿本チエイン京田辺工場  

（チェーンの製造事業）及び㈱椿本チエインの歴史展示場（１階ホール）を見学し、そ

の後意見交換を行った。 

9 月 11 日、第 619 回例会を開催し、㈱ナガオカ常務取締役中国本部長・林 野 氏か

ら「日中の違いと海外進出戦略～中国出身役員からみた日本企業」について講演をきき、

意見交換を行った。その後、「今後の事業計画」等について報告した。 

10 月 12 日、第 620 回例会・見学会を大分県国東市のヤンマー㈱ヤンマーマリンファー
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ム及びヤンマー造船㈱並びに大分県別府市のオムロン太陽㈱で開催し、それぞれ見学・

説明会終了後、質疑応答を行った。 

11 月 15 日、第 621 回例会を開催し、大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学

専攻教授・下田吉之氏から「スマートシティの現状について」の講演をきき、意見交換

を行った。その後、「今後の事業計画」等について報告し、質疑応答を行った。 

12 月 10 日、第 622 回例会を「たちばな」で開催し、来年度の事業に関する意見交換を

行った。 

2 月 7 日、第 623 回例会を「第 545 回関西団体協議会」との合同会合として開催し、大

阪府環境農林水産部長・中村誠仁氏の施策説明の後、同部みどり・都市環境室みどり推

進課森づくり支援グループ主事・上中理恵子氏から「企業のＣＳＲ活動（特に森林保全

課活動）について」の講演をきき、意見交換を行った。 

3 月 15 日、第 624 回例会を開催し、大阪ガス㈱エネルギー事業部エネルギー開発部営

業開発チーム電力・ＴＥＳグループ課長・黑阪博史氏から「天然ガスコージェネレー  

ションシステムの導入事例について」の講演をきき、意見交換を行った。 

③ 関西団体協議会 

5 月 10 日、第 540 回例会を開催し、「平成 23 年度に日機連大阪事務所が実施した調

査研究」（①激動する経済環境下における近畿地域機械工業の発展方策、②関西地域中

堅・中小機械工業の産学連携推進調査・研究）の調査委託先である㈱ダン計画研究所常

務取締役研究主幹・宮尾展子氏から説明をきき、意見交換を行った。 

7 月 23 日、第 541 回例会を開催し、今年度の各団体の取組み（トピックス、報告、事

業案内等）の紹介をした後、意見交換を行った。 

9 月 26 日、第 542 回例会を京都府京都市の南部クリーンセンター内の京都市廃食用油

燃料化施設のバイオディーゼル燃料化に関する取組の経緯、現状、課題等の説明を 受け

た後、意見交換を行い、プラント設備の見学をした。 

10 月 2 日、第 543 回例会を「第 65 回環境配慮事例研究会」との合同会合として開催

し、経済産業省近畿経済産業局資源エネルギー環境部長・伊藤哲郎氏から「最近のエネ

ルギー政策について」、説明をきき、意見交換を行った。 

12 月 11 日、第 544 回例会を開催し、各団体の平成 24 年度上期事業の報告と意見交換

を行った。 

 2 月 7 日、第 545 回例会を「第 623 回総務懇話会」との合同会合として開催し、大阪

府環境農林水産部みどり・都市環境室みどり推進課森づくり支援グループ主事・上中理

恵子氏から「企業のＣＳＲ活動（特に森林保全課活動）について」の講演をきき、意見

交換を行った。 

④ 環境配慮事例研究会 

6 月 14 日、第 63 回例会を開催し、関西電力株式会社お客さま本部 e ファクトリー提

案プロジェクトチーム副部長・吉本正樹氏並びに同社お客さま本部エンジニアリンググ
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ループ副部長・西村晃治氏から「節電（夏場）への対応」について説明をきき、その後、

各社の節電対策の情報交換を行い、関西電力の２氏も参加して意見交換を行った。 

7 月 19 日、第 64 回例会を開催し、中外炉工業㈱ 熱処理事業部商品開発課課長・藤

野智彦氏から「熱処理炉の省エネルギー技術の現状と動向」、同社サーモシステム事業

部燃焼技術部担当課長・河本祐作氏から「最新燃焼機器による省エネルギーの現状と動

向」について説明をきき、同社執行役員サーモシステム事業部長・池田 勇氏も同席し

意見交換を行った。 

10 月 2 日、第 65 回例会を「第 543 回関西団体協議会」との合同会合として開催し、

経済産業省近畿経済産業局資源エネルギー環境部長・伊藤哲郎氏から「最近のエネル  

ギー政策について」、説明をきき、意見交換を行った。 

12 月 3、第 66 回例会・見学会を京都市のけいはんな学研都市内の公益財団法人地球環

境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）及び公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構で行

い、それぞれ見学・説明会終了後、質疑応答を行った。 

2 月 13 日、第 67 回例会を開催し、㈱小松製作所エンジン油機事業本部総務部環境・

省エネグループ長・野沢定雄氏から「省エネを効率良く進めるコツ（環境作り）と人材

育成について」、説明をきき、意見交換を行った。 

⑤ 社員満足向上懇話会 

7 月 3 日、第 21 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・森岡 学 氏及び同局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官・石原琢矢氏はじめ

同局同部高齢者対策担当係長・折原浩史氏、同局同部高齢者対策班長・上野誠人氏から

「65 歳雇用問題と平成 24 年度の労働行政全般」の講演をきき、意見交換を行った。 

10 月 18 日、第 22 回例会を開催し、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組織事業戦略部チーフコンサルティング・神野俊和氏から「労働関

連法規の動向と雇用への影響」の講演をきき、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 11 日、第 50 回例会を開催し、① 春闘交渉結果、②各社の人事評価制度について

の情報交換を行った。 

8 月 7 日、第 51 回例会を開催し、① 60 歳以降の雇用制度（2013 年問題への対応）、

②派遣法改正対応についての情報交換を行った。 

11 月 8 日、第 52 回例会を開催し、① 人材育成（能力開発）及び部門活性化の観点で

の人事異動（ローテーション）、②有期雇用契約職員（パート等）の 60 歳以降の取 扱

いについての情報交換を行った。 

2 月 6 日、第 53 回例会を開催し、① 総労働時間の実態、各社の長時間労働の取組み、

②春闘情報についての情報交換を行った。 
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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、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：76 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）と協力して関西地域機械産業の情

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

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。 

 

 

7. ドイツ機械工業連盟 （VDMA）幹部との懇談 

 

 6月 11日、来日中の欧州最大の産業団体であるドイツ機械工業連盟（VDMA）のＤｒ．ト

ーマス・リンドナー会長始め同連盟幹部が日機連を表敬訪問し、伊藤会長および安本副

会長兼専務理事等と懇談した。当日は、伊藤会長及びＤｒ．トーマス・リンドナーVDMA会

長から、両国の経済環境等について説明した。引き続き、両国の共通した課題であり、世

界で大きな問題となっている模倣品、技術流出について意見を交換した後、両会長は「模

倣品とノウハウ侵害」に対し、両団体で協力して対応していく確認書に調印した。 
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第６章 講演・見学会等一覧 

 

1. 講演一覧 

 

開催日 講演テーマと講師 開催会合名 

24. 4.17 (ﾃｰﾏ) 国際課税について 

(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 

24. 4.19 

 

 

 

（ﾃｰﾏ） 大阪府暴力団排除条例の概要と企業として

の対応 

（講師）（公財）大阪府暴力追放推進センター 

     専務理事 黒川吉庸 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

24. 5.21 (ﾃｰﾏ) IFRS(国際会計基準)の動向と税務上の

対応について 

 (講師）神戸大学大学院 経営学研究科 

教授 鈴木一水 氏         

税制金融政策特別委員会 

24. 6. 8 

 

 

 

（ﾃｰﾏ）我が国の材料戦略プロジェクトの成果と今

後の展開 

（講師）京都大学 エネルギー科学研究エネルギー

応用科学専攻  

教授 馬渕 守 氏 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

 

24. 6.14 （ﾃｰﾏ） 節電（夏場）への対応 

（講師）関西電力㈱お客さま本部 e ファクトリー提

案プロジェクトチーム副部長 

            吉本正樹 氏 

  同社お客さま本部エンジニアリンググ 

ループ副部長   西村晃治 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

24. 7. 3 

 

 

（ﾃｰﾏ）65 歳雇用問題と平成 24 年度の労働行政全

般 

（講師）大阪労働局労働基準監督部監督課地方労働

基準監察監督官 森岡 学 氏 

    同局職業安定部職業対策課高齢者対策 

担当官 石原琢矢 氏 

    同局同部高齢者対策 

担当係長 折原浩史 氏 

社員満足向上懇話会 

（大阪事務所） 
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    同局同部高齢者対策 

          班長 上野誠人 氏 

24. 7. 9 

 

 

 

（ﾃｰﾏ）日本企業の構造変化 

－経営戦略・内部組織・企業行動－ 

（講師）（独）経済産業研究所  

理事・副所長 森川正之 氏 

経営課題研究委員会 

24. 7.10 

 

(ﾃｰﾏ) 韓国企業の競争力の源泉はどこにあるか？ 

(講師) ㈱富士通総研 経済研究所     

主席研究員 金 堅敏（ｼﾞﾝ･ｼﾞｬﾝﾐﾝ）氏 

事業基盤研究委員会 

24. 7.12 （ﾃｰﾏ）労働安全衛生規則の一部を改正する省令及

び機械譲渡者等が行う機械に関する危険

性等の通知の促進に関する指針 

（講師）川池 襄当会標準化推進部部長  

労働安全衛生部会 

24. 7.19 (ﾃｰﾏ) 熱処理炉の省エネルギー技術の現状と動

向 

(講師) 中外炉工業㈱熱処理事業部商品開発課        

課長 藤野智彦 氏 

(ﾃｰﾏ) 最新燃焼機器熱処理炉の省エネルギー技

術の現状と動向 

(講師) 中外炉工業㈱サーモシステム事業部燃焼 

技術部担当課長 河本祐作 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

24. 7.23 (ﾃｰﾏ)  産業構造審議会新産業構造部会報告｢経

済社会ビジョン－「成熟」と「多様性」

を力に－｣ 

 (講師）経済産業省 経済産業政策局 

産業構造課長 角野然生 氏         

会員講演会 

24. 7.24 

 

 

（ﾃｰﾏ）国内のものづくり基盤強化とグローバル競

争に勝ち抜く事業戦略の在り方～我が国の

ものづくり産業の競争力の源泉に関する調

査報告書を踏まえて～ 

（講師）三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 

経済・社会政策部 

主席研究員 吉本陽子 氏 

 

 

 

技術開発研究委員会 
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24. 7.25 (ﾃｰﾏ)  再生可能エネルギーによる発電事業のゆ

くえ～再生可能エネルギー発電事業者等

の事例を踏まえて～ 

(講師) 信金中央金庫地域・中小企業研究所 

上席主任研究員 鉢嶺 実 氏 

            研究員  毛涯郷史 氏 

循環型社会研究委員会 

24. 7.29 (ﾃｰﾏ)  国際分業ネットワークと空洞化 

 (講師）慶應義塾大学経済学部 教授 

東アジア・アセアン経済研究センター 

チーフエコノミスト  木村福成 氏         

会員講演会 

24. 8. 9 (ﾃｰﾏ) 「エネルギー・環境に関する選択肢」の

３つのシナリオ 

 (講師）経済産業省 資源エネルギー庁 

総合政策課課長補佐  西山英将  氏         

会員講演会 

24. 8. 9 (ﾃｰﾏ)  2012年版ものづくり白書の概要 

 (講師） 経済産業省  製造産業局 

ものづくり政策審議室長  田中哲也  氏         

会員講演会 

24. 8.30 

 

 

（ﾃｰﾏ）円高と競争力、空洞化の関係の再考 

（講師）㈱富士通総研 経済研究所 

上席主任研究員 米山秀隆 氏 

経営課題研究委員会 

 

24. 8.31 

 

（ﾃｰﾏ） 材料再資源化における分離・回収の課題と

今後の在り方  

（講師）東北大学  大学院工学研究科 

金属フロンティア工学専攻  

准教授  松八重一代 氏 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

 

24. 9. 5 （ﾃｰﾏ）ＨＩＤＡにおける開発途上国の産業人材  

育成支援事業について 

（講師）財団法人海外産業人材育成協会  

ＪＯＤＣ事業部派遣業務部  

部長 中村比呂志 氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（インドネシア） 

（講師）㈱荏原製作所 風水力機械カンパニー 

海外事業統括部 

事業企画グループ長  町田竹浩  氏 

 

 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会 
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24. 9. 6 （ﾃｰﾏ）最近の知的財産行政の動向 

（講師）特許庁総務部企画調査課 

課長補佐 武重竜男 氏 

 

技術開発研究委員会 

24. 9. 7 (ﾃｰﾏ) 日中韓投資協定の概要について 

(講師) みずほ総合研究所㈱ 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
 

24. 9.10 (ﾃｰﾏ)  高齢者雇用対策の施策 

 (講師）厚生労働省  職業安定局 

 高齢・障害者雇用対策部 

高齢者雇用対策課課長補佐 前田奈歩子氏         

会員講演会 

24. 9.11 （ﾃｰﾏ）米国の紛争鉱物開示規定に対する日本企業

の対応 

（講師）㈱ＫＰＭＧ ＢＰＡ 

パートナー 井口耕一 氏 

 ディレクター  神尾康生 氏 

㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ  

ディレクター 伊藤益光 氏 

循環型社会研究委員会 

 

24. 9.11 

 

（ﾃｰﾏ） 日中の違いと海外進出戦略～中国出身役員

からみた日本企業 

（講師）㈱ナガオカ 

常務取締役中国本部長 林 野 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

 

24.10. 2 （ﾃｰﾏ）最近のエネルギー政策について 

（講師）経済産業省近畿経済産業局 

資源エネルギー環境部長 伊藤哲郎 氏 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

関西団体協議会 

 

24.10.16 

 

（ﾃｰﾏ）採用の多様化の事例 

（講師）ダイキン工業㈱人事本部採用グループ 

担当課長 矢幡 透 氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（中国） 

（講師）ダイキン工業㈱空調生産本部生産技術部 

主任技師 赤松範規 氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（中国、タイ） 

（講師）㈱東芝 生産技術センター 

グローバル生産エンジニアリングセンター 

センター長 高納政敏 氏 

 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会 
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24.10.18 （ﾃｰﾏ）労働関連法規の動向と雇用への影響 

（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組織事業戦略部

チーフコンサルタント  神野俊和 氏 

 

社員満足向上懇話会 

（大阪事務所） 

 

24.10.25 

 

 

 (ﾃｰﾏ)  税制改革の現状と課題について 

(講師）東京大学大学院 経済学研究科 

     教授 井堀利宏 氏 

税制金融政策特別委員会 

24.11. 2  (ﾃｰﾏ) 制御システムのセキュリティ確保に向

けて－新型サイバーテロへの対応の現状

と今後の政策の方向性－ 

 (講師）経済産業省 商務情報政策局 

情報セキュリティ政策室 

課長補佐  佐藤明男 氏                

会員講演会 

24.11. 6 

 

 

 (ﾃｰﾏ)  最近の製造産業を巡る話題について 

(講師）経済産業省 製造産業局 

参事官  髙田修三  氏 

参与会 

24.11.12 

 

 (ﾃｰﾏ) 地球温暖化対策税ならびに税制のグリーン

化について 

(講師）京都大学大学院 経済学研究科 

教授 諸富 徹 氏 

税制金融政策特別委員会 

24.11.14 

 

(ﾃｰﾏ)  採用の多様化の事例 

(講師) ㈱小松製作所 人事部人事グループ 

主幹  伊藤祐一  氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（米国） 

（講師）㈱小松製作所 生産本部物流企画部 

部長 村川 修 氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（マレーシア） 

（講師）Hitachi Electric Products(M) Sdn.Bhd  

Chief Operation Officer 上野和昭 氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（ロシア） 

（講師）㈱ＩＨＩ 経営企画部 

主幹 瀬尾明洋 氏 

（ﾃｰﾏ）海外派遣経験者の事例（中国） 

（講師）住友重機械工業㈱生産技術統括室 

主管 宮前和弘 氏 

機械工業高度化人材研究調

査専門部会 
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24.11.15 

 

（ﾃｰﾏ） スマートシティの現状について 

（講師）大阪大学大学院工学研究科 

環境・エネルギー工学専攻 

教授 下田吉之 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

 

 

24.11.19 (ﾃｰﾏ) 日独模倣品被害と対策実施状況比較 

 

(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         

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 

24.11.19 （ﾃｰﾏ）日本における模倣品被害と対策の現状 

（講師）経済産業省 

製造産業局 模倣品対策・通商室長 

 松下達也  氏 

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 

 

24.11.19 （ﾃｰﾏ）模倣品対策と効果、継続の必要性 

（講師）日産自動車㈱ 

ＩＰプロモーション部  

ＩＰプロテクショングループ 

担当部長（不正商品対策） 海野貴史 氏 

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 

24.11.19 （ﾃｰﾏ）コマツの中国における模倣品対策 

（講師）㈱小松製作所 

知的財産部副部長 山口博明  氏 

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 

24.11.19 （ﾃｰﾏ）組込みシステムにおけるリバースエンジニ 

アリング対策と模倣品対策 

（講師）サンカーラ㈱  

代表取締役 小林繁樹 氏 

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 

24.11.19 （ﾃｰﾏ）模倣品とシリアル化（識別化）医薬品業界

と自動車部品業界での取り組み 

（講師）ジック㈱  

技術サービス部  

カスタマーサポートシステムエンジニア 

黒住光男 氏 

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 

 

24.11.19 

 

(ﾃｰﾏ) ドイツでの模倣品対策活動 

(講師) ＶＤＭＡ  

    Managing Director ライナーグラッツ 氏 

 

 

日独連携模倣品対策シンポ

ジューム 
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24.11.22 

 

（ﾃｰﾏ）機械安全国際規格の紹介 

－IEC60204-1特集－ 

    ①特別講演「次世代ロボットの安全」 

②ISO/TC199の動向 

    ③IEC/TC44の動向 

④IEC60204-1（その位置付けと要求事項 

に対する考え方） 

⑤IEC60204-1（電気設備への適用例） 

（講師）①名古屋大学 大学院工学研究科 

機械理工学専攻 教授 山田陽慈 氏 

    ②名古屋大学 大学院工学研究科 

機械理工学専攻 教授 山田陽慈 氏 

    ③長岡技術科学大学 システム安全系 

教授 福田隆文 氏 

④テュフズードジャパン株式会社 

 関西本部 製品安全部 ＣＯＭ部長 

  石川滋久 氏 

⑤ＩＤＥＣ株式会社 

 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 推進リーダー 

岡田和也 氏 

機械安全推進特別委員会 

24.12.11 (ﾃｰﾏ) 中国進出企業の実務法解説－合弁事業

を中心に－  

 (講師）西村あさひ法律事務所 

弁護士  野村高志 氏 

弁護士 中島あずさ氏 

弁護士 張 翠萍（Cuiping Zhang）氏         

会員講演会 

25．1．23 （ﾃｰﾏ）2013年の日本経済の見通し 

 （講師）日本銀行大阪支店 

副支店長 長野 聡 氏 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

25. 2. 7 

 

(ﾃｰﾏ)  企業のＣＳＲ活動（特に森林保全活動）に

ついて 

(講師) 大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室

みどり推進課森づくり支援グループ 

主事 上中理恵子 氏 

 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

関西団体協議会 
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25. 2.13
 

(ﾃｰﾏ)  省エネを効率よく進めるコツ（環境作り）

と人材育成について 

(講師）㈱小松製作所エンジン油機事業本部総務部

環境・省エネグループ長 

野沢定雄 氏
 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

25. 2.18 （ﾃｰﾏ）機械安全規格の紹介 

－JIS B 9700（ISO 12100）と関連規格 

特集－ 

①基調講演「機械安全～その思想と技術～」 

 

②JIS B 9700（ISO 12100）【設計のための

一般原則－リスクアセスメント及びリス 

ク低減】 

③JIS B 9718（仮）（ISO 13857）【危険区域

に上肢及び下肢が到達することを防止す 

るための安全距離】 

④JIS B 9715（ISO 13855）【人体部位の接

近速度に基づく保護設備の位置決め】 

⑤残留リスク情報とメーカー責任（改正安 

衛則の概要） 

（講師）①明治大学 理工学部 情報科学科 

教授 向殿政男 氏 

    ②株式会社エヌ・エス・エス 

 シニアセーフティエンジニア 

     内藤博光 氏 

③独立行政法人産業技術総合研究所 

ヒューマンライフテクノロジー研究部門 

副研究部門長 

横井孝志 氏 

④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 

 主任研究員 齋藤 剛 氏 

⑤セイフティクラフト 

     代表 水野恒夫 氏 

 

 

 

機械安全推進特別委員会 



 - 59 - 

25. 3. 5
 

(ﾃｰﾏ) 「競争力強化に関する研究会」の取り組み

と中間報告の概要 

(講師)㈱日本政策投資銀行 企業金融第 1部 

    技術事業化支援センター長 島 裕 氏 

技術開発研究委員会 

 

25．3．5 （ﾃｰﾏ）「日本企業のグローバル化を支える 3つのチ

カラ：「技術力＋2」で際だち、成長する」  

(講師) 関西学院大学専門大学院経営戦略研究科 

准教授 北村秀実 氏 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

25. 3. 6 

 

（ﾃｰﾏ） シェールガス・オイルの現状と展望 

(講師) ㈱みずほコーポレート銀行 産業調査部 

エネルギーチーム参事役 磯川晃邦 氏 

 

循環型社会研究委員会 

 

25. 3. 8 (ﾃｰﾏ) 平成 25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 藤木俊光 氏 

税制金融政策特別委員会 

25. 3.11 (ﾃｰﾏ) 国際競争力ランキングから見た我が国と

主要国の強みと弱み 

(講師) 国立国会図書館 調査及び立法調査局 

    国会レファレンス課 小針泰介氏   

事業基盤研究委員会 

25. 3.13
 

(ﾃｰﾏ)  最新の世界のエネルギー状況 

(講師）（一財）日本エネルギー経済研究所 

石油・ガスユニット 

ユニット担任・研究理事 森田裕二 氏
 

経営課題研究委員会
 

 

25. 3.15 

 

 

 

（ﾃｰﾏ） 天然ガスコージェネレーションシステムの

導入事例について 

（講師）大阪ガス㈱エネルギー事業部エネルギー開

発部営業開発チーム電力・ＴＥＳグループ  

課長 黑阪博史 氏 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

 

 

25. 3.21 

 

 

(ﾃｰﾏ)  社会のメタボを予防せよ！ 

(講師) 東京大学 工学系マテリアル工学専攻  

特任准教授 醍醐市朗 氏 

(ﾃｰﾏ)  非鉄製錬とリサイクル 

(講師) 東北大学 多元物質科学研究所 

サステナブル理工学研究センター 

准教授 柴田悦郎 氏 

代替材料技術に関する調査

専門部会 
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2. 工場等見学会一覧 

 

開催日 見学内容 開催会合名 

24. 7.27   ㈱椿本チエイン京田辺工場（京都府京田辺市） 

－チェーンの製造工場、チェーンの歴史展示場見学－ 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

24．9．26 京都市廃食用油燃料化施設（京都市） 

－バイオディーゼル燃料化に関する取組の経緯、

現状、課題等の説明を受け、見学－ 

関西団体協議会 

（大阪事務所） 

24.10.12 ヤンマー㈱ヤンマーマリンファーム、ヤンマー造船

㈱、オムロン太陽㈱（大分県） 

－貝類の実験養殖、小型ボート製造、障害者によ

るスイッチ装置工場施設見学－ 

 

 

 

総務懇話会 

（大阪事務所） 

24.10.16 

 

関西電力㈱大飯発電所の施設見学 

（福井県）－国内唯一稼働中の原子力発電所の施設

見学－ 

関西事業活力研究委員会 

（大阪事務所） 

24.11. 9 川崎バイオマス発電㈱川崎バイオマス発電所 

（神奈川県川崎市） 

循環型社会研究委員会 

24.11.13   三菱重工業㈱栗東製作所本工場（滋賀県） 税制金融政策特別委員会 

24.12. 1 ㈱安川電機本社工場（福岡県北九州市） 社員総会 

24.12. 3 

 

（公財）地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ） 

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 

（京都府けいはんな学研都市） 

－地球再生計画の具体化の為革新的環境技術開発、

二酸化炭素吸収源の拡大を国際的に推進する  

ＲＩＴＥ、けいはんなエコシティ（建屋の太陽光発

電、燃料電池車）を見学－ 

 

環境配慮事例研究会 

（大阪事務所） 

24.12. 5 

～12. 6 

1. ㈱小松製作所  粟津工場（石川県小松市） 

2. 金沢工業大学（石川県野々市市） 

 

代替材料技術に関する調査

専門部会 

25.2. 21 

～2. 22 

1. 東芝三菱電機産業システム㈱長崎事業所（長崎

県長崎市） 

2. 三菱重工業㈱長崎造船所（長崎県長崎市） 

 

機械工業生産額見通し検討

会 
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3. 調査研究テーマ一覧 

委員会調査研究活動（(財)ＪＫＡ補助事業）※は自主事業 

 

調査研究テーマ 担当委員会 

国際連携による模倣品対策 模倣品対策調査研究専門部会 

資源制約に対応する材料再資源化等に関する調査研究 代替材料技術に関する調査専

門部会 

グローバル人材育成・教育に関する国際交流 

 

理数系グローバル人材育成・

教育に関する調査専門部会   

機械類の安全性に関する標準化―国際規格審議・開発 機械安全標準化特別委員会・ 

ISO/TC199部会 

及び IEC/TC44部会 

機械類の安全性に関する標準化―JIS原案の作成 機械安全標準化特別委員会・ 

ISO/TC199部会 

及び IEC/TC44部会 

機械安全のためのセーフティインテグレータの機能及び育

成に関する検討 

機械安全推進特別委員会・ 

機械安全のためのセーフティ

インテグレータの機能及び育

成に関する検討部会 

中小製造業の機械設備安全化に資するセーフティエンジニ

ア等のネットワーク構築に関する検討 

機械安全推進特別委員会・ 

中小製造業の機械設備安全化

に関する検討部会／セーフテ

ィエンジニア等のネットワー

ク構築に関する検討部会 

 

機械安全普及のための社会基盤要素の整備に関する検討 機械安全推進特別委員会・ 

機械安全普及のための社会基

盤要素の整備に関する検討部

会 

機械安全普及に係る講演会 機械安全推進特別委員会 

地域機械工業の事業活動推進に関する調査 地域機械産業事業活動推進調

査専門部会 
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第７章 平成 24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 

機械工業の安全・安心のシ

ステム構築に関する調査

研究補助事業 

 

①  機械安全のためのセーフティインテグ 

レータの機能及び育成に関する調査研究 

 

② 中小製造企業の機械設備安全化に資する

セーフティエンジニア等のネットワーク構

築に関する調査研究 

③ 機械安全普及のための社会基盤要素の整

備に関する調査研究 

 

25～27 

 

 

25～27 

 

 

25～27 

 

 

 

2 

機械類の安全性に関する

標準化等調査研究補助事

業 

① 機械類の安全性に関する標準化―国際規

格審議・開発 

② 機械工業の標準化の推進－JIS 原案の作

成 

24～25 

 

24～25 

 

 

3 

 

機械工業におけるものづ

くり支援に関する調査等

補助事業 

 

ロボット産業・技術の振興に関する調査研究 

（「ロボット大賞」表彰事業） 

30～32 

 

4 環境、資源、エネルギー分

野の課題解決に関する調

査等補助事業 

 

資源制約に対応する材料再資源化等に関する 

調査研究 

 

38～40 

 

5 国際交流の推進活動補助

事業 

① グローバル人材育成・教育に関する国際交

流 

② 国際連携による模倣品対策 

 

34～36 

 

36～38 

 


