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第１章

平成 29 年度活動の概要

平成 29 年度の日本経済は、緩やかながら景気回復が継続し、昨年 11 月には高度成長期
の「いざなぎ景気」(57 ヵ月)を越えて戦後 2 番目の景気拡大となった。一方、失業率がバ
ブル崩壊以降最低の水準となるなど、人手不足の影響が大企業／中小企業、また地域を問
わず高まり、産業活動に深刻な影響を及ぼしている。
海外経済も世界的な回復が続いている。米国は個人消費や設備投資が牽引し、ユーロ圏
は内需を中心に、中国は財政がインフラ投資を下支えし、それぞれ堅調に推移した。しか
し、資産価格の下落や中国の構造改革による景気減退、地政学リスクなど先行きは予断を
許さない。
一方、IoT、ビッグデータ、人工知能及びロボットなどを活用した技術のブレークスルー
で産業・就業構造の変革や課題の解決を目指す、いわゆる第 4 次産業革命の動きが世界中
で進展している。我が国でも、政府により提唱された、将来的に目指すべき未来社会であ
る「Society5.0」を実現していくために様々な繋がりによって新たな付加価値の創出や社会
課題の解決がもたらす、
「Connected Industries」を実現していくため、様々な施策が提案
されつつある。また、平成 27 年 5 月、政府の「ロボット新戦略」推進組織として発足した
「ロボット革命イニシアティブ協議会」が ICT やロボットを活用した新たな生産方式の検
討など活発に活動している。
以上の環境の下、我が国機械工業は、さらなる成長への軌道に向けて、グローバル市場
への展開、イノベーションへの挑戦、ICT を活用した生産・ビジネスプロセスのスマート
化、労働力不足への対応などの課題に積極的に取り組んでいることから、日機連ではこれ
らのニーズに応えるべく、機械工業の競争力を維持・強化していくための方策検討を中心
に、統括審議委員会、5 つの研究委員会、5 つの特別委員会及び 2 つの調査専門部会を主な
活動基盤として以下の活動を行った。
1. 委員会事業
(1)

統括審議委員会
統括審議委員会は、理事会審議案件の先議業務を中心に、平成 29 年度は 3 回の会合
を開催した。
委員長

：㈱東芝

理事 産業政策渉外室長

山口

慶剛 氏

(～平成29年5月)
三菱重工業㈱

常務執行役員

(平成29年5月～)
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長谷川浩司 氏

(2)

研究委員会
5つの研究委員会では、平成29年度事業計画に基づき、計画として織り込まれたテー

マに関する講師を招いて講演、意見交換等を中心に会合を開催した。各委員会の正副
委員長は次のとおり。
・

技術開発研究委員会
委員長

：三菱電機㈱

顧問

堤

和彦

氏

藤田 正弘

氏

(～平成29年11月)
三菱電機㈱

常務執行役開発本部長

(平成29年11月～)
副委員長：日本電気㈱

社会基盤ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 理事

高橋 博徳 氏

・ 循環型社会研究委員会
委員長

：㈱荏原製作所

顧問

市原

昭 氏

副委員長：千代田化工建設㈱
参与

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発事業本部長代行

細野 恭生

氏

顧問

塚原 一男 氏

・ 事業基盤研究委員会
委員長

：㈱ＩＨＩ

副委員長：三菱電機㈱

常務執行役

諸岡 暢志 氏

・ 経営課題研究委員会
委員長

：㈱東芝

理事 産業政策渉外室長

副委員長：㈱日立製作所

山口

慶剛 氏

戦略企画本部経営企画室部長

椎橋

建夫 氏

常務取締役

岡田 博文 氏

・ 関西事業活力研究委員会
委員長

：㈱栗本鐵工所

副委員長：㈱神戸製鋼所

執行役員機械事業部門産業機械事業部長
竹内 正道 氏

(3)

特別委員会
5つの特別委員会では、平成29年度事業計画に基づき、各所掌業務に関する検討を中
心に会合を開催した。各委員会の正副委員長は次のとおり。
・ 税制金融政策特別委員会
委員長

：川崎重工業㈱

執行役員財務本部長

加藤

信久

氏

向殿

政男

氏

栗原

史郎

氏

・ 機械安全標準化特別委員会
委員長
・

名誉教授

機械安全推進特別委員会
委員長

・

：明治大学
：一橋大学

名誉教授

優秀省エネルギー機器審査特別委員会
委員長

：国立研究開発法人 理化学研究所
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理事

松本 洋一郎 氏

・

ロボット大賞審査特別委員会
委員長

：立命館大学

理工学部教授

川村

貞夫

氏

2．専門部会事業
(1) IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応
IoT・AI 等による変革は、従来にないスピードとインパクトで進行しており、製造業
も情報の使い方次第で想定を超えた展開が可能になる、まさに「新次元の製造業」の
時代を迎えている。
「新次元の製造業」では、例えば情報の解析作業で新たな「気づき」
を発見できる人材、従来のものづくり関連知識に加えデジタル関連技術などを有する
人材が重要となる。
世界の製造業が同様に IoT、AI 化を競っていく中で、日本の製造業の強みである現
場力に如何に付加価値のある新しい「強み」を獲得して競争力に繋げていくか、人の
役割変化にどう対応していくか、その際に求められる人材とその育成・確保、管理方
策等について提案するため、平成 29 年度に「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門
部会」を設置し、調査を開始した。初年度となる平成 29 年度調査では、国内外の環境
変化とものづくりで進行するパラダイムシフトに対し、同専門部会に参加したメン
バーの現状認識を踏まえて機械工業として取り組むべき課題の洗い出しと人材の問題
について検討を行った。
(2) 関西地域製造業における女性の活躍の現状及び課題に関する調査を実施
平成 28 年に施行された「女性活躍推進法」により、大企業を中心に女性の活躍に関
する行動計画の策定等、企業等における女性活躍のための対応が強く求められている。
こうした中、関西地域の機械産業を中心とした製造業における女性の活躍の実態把握
並びに課題分析等を行い、今後の製造業における取組のあり方と支援策の検討の一助
とすることを目的に平成 29 年度に「関西地域製造業における女性の活躍推進及び課題
に関する調査専門部会」を設置、調査を実施した。①女性の就労を取り巻く環境変化
の把握、②関西地域の機械産業における企業側の女性活用の実態と課題、③働く女性
側の活用に向けた課題とニーズを中心に検討し、製造業における女性活躍の意義と課
題をまとめ、関西地域における女性活躍に向けた提言を行った。
3．調査・情報事業等
(1) 平成 30 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 30 年度税制改正に関する要望内容について検討、

-3-

要望書を取りまとめ、政府及び与党に提出し、善処方を求めると共に、自民党と公明
党の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、要望実現に向けて取
組んだ。こうした活動の結果、コネクテッド・インダストリーズ税制の創設において
も、つながる産業機械を含めたトータルなシステム税制の適用が認められるなど、当
会要望が反映され、また、償却資産に対する固定資産税の課税についても、撤廃に向
けての要望を続ける中で、本年度は、中小企業の一定の設備投資について、固定資産
税を 2 分の 1 からゼロまで軽減することを可能とする 3 年間の時限的な特別措置が創
設された。
(2) 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、改訂規格等の審議に
参加した。JIS 原案については、ISO 関連で 3 件、IEC 関連で 2 件、新規・改定作業
を行った。
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、広大な作業空間に
おける安全管理システムの開発、情報通信技術（ICT）等を利用した生産システムにお
ける人の安全確保を実現するための調査研究に関して、それぞれ検討し、調査報告書
（情報通信技術（ICT）等）を作成、初年度の作業を完了した。また、10 月に講演会
を開催し、3 月に会員企業において機械安全に関する講習会を 2 回開催、機械安全の普
及を推進した。
(3) 表彰事業
第 38 回に当たる平成 29 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 26 日、ホテルグランドパレスで開催し、経済産業大臣賞（1 件）、資源エネルギー
庁長官賞（1 件）、日本機械工業連合会会長賞（7 件）の授与を行った。また、平成 30
年度から本表彰事業の見直しを図るため、省エネ表彰事業再検討小委員会を設置し、
表彰位の充実、応募期間の拡大及び IoT 時代に即応したシステム的アプローチなど、
「平
成 30 年度優秀省エネ機器・システム表彰」の実施に向けて検討を行い、制度の刷新に
ついて結論を得た。
「ロボット大賞表彰事業」は、平成 21 年度から隔年開催としており、非表彰年度で
ある平成 29 年度は、審査・運営委員会において平成 30 年度「第 8 回ロボット大賞」
の検討及びロボット産業・技術に係る最新の社会・産業動向等の調査・分析を行った。
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(4) ロボット革命イニシアティブ協議会の活動への参画、協力
成長戦略の一環として政府が掲げた「ロボットによる新たな産業革命」のアクショ
ンプラン「ロボット新戦略」(平成 27 年 1 月公表)に基づき、平成 27 年 5 月 15 日に発
足した「ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)」によるインダストリアル IoT 及び
ロボティクス関連の広範な取り組みが機械産業全体にとっても重要な課題であるとの
認識のもと、当会はこれまで同協議会に参画、協力を行ってきた。
同協議会は、
「IoT による製造ビジネス変革」、
「ロボット利活用推進」
、「ロボットイ
ノベーション」の 3 つの WG 活動を中心に、ロボット新戦略を推進する諸事業を展開
した。また、我が国の産業が目指す姿を示すコンセプトとして「Connected Industries」
（以下 CI）が政府から示され、同協議会はこの内ものづくり・ロボティクス分野の推
進主体と位置付けられ、
またこの一環として経産大臣 CI 懇談会が組織され大宮会長（日
機連会長）もそのメンバーとなり企業間協調領域の最大化につき議論が行われると共
にアクションとして中堅中小企業支援機関向け IoT 活用事例データベースの整備など
を経産省とともに実施した。国際連携も進展し、IoT 分野の国際標準化やセキュリティ
分野でドイツと専門家会議を開催すると共に、チェコ産業連盟、IIC(米国)、仏産業の
未来連盟とそれぞれ連携協定を締結した。当会は、平成 29 年度も引き続き、同協議会
の活動に資金面、事業遂行面の両面から支援を行った。
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第２章

1.

社員総会、理事会、総合役員会等

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 2 9 年度は、5 月に東

京、11 月に愛知県名古屋市で開催した。
5 月 19 日、ホテルオークラ東京別館メープルルームにおいて、平成 29 年度第 1 回（第
13 回）社員総会を開催した。
岡村

正会長(㈱東芝

名誉顧問)の開会宣言の後、経済産業省製造産業局審議官の

三田紀之氏から、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 28 年度事業報告書案の承認、(2)平成 28 年度決算書
案の承認、(3)平成 29 年度事業計画書の承認、(4)平成 29 年度収支予算書の承認、
(5)任期満了に伴う役員の改選、(6)理事会で決議された総合役員の選任に関する承認、
について審議した結果、それぞれ原案どおり承認した。次に報告事項として、平成 29
年度主要行事について報告を受けた。
また、総会終了後に開催された理事会において、退任される岡村

正会長の後任会長

として大宮英明氏(三菱重工業㈱ 取締役会長)、同じく退任の伊藤源嗣副会長、庄山悦彦
副会長の後任副会長として斎藤

保氏(㈱ＩＨＩ 代表取締役会長)、中西宏明氏(㈱日立

製作所 取締役会長兼代表執行役)がそれぞれ選任された。岡村前会長も副会長として選
任された。また、古川

実副会長、事務局の安達副会長兼専務理事、綾部、井岡両常務

理事は再任された。なお、総会では新たに理事として、木内大助氏((一社)日本造船工業
会 専務理事)、佐伯

洋氏((一社)日本鉄道車輌工業会 専務理事)、吉原順二氏((一社)日本

電気計測器工業会 専務理事)が選任された。
総会、理事会の後には同別館オーチャードルームにおいて、機械関係業界から多数の
出席者を得て懇親会を開催した。懇親会の開会にあたり、会長を退任された岡村新副会
長から、「私は任期満了により、本日をもって会長を退任させて頂く。今後は、大宮英明新会長
のもと、ＩＨＩの斎藤 保会長、並びに日立製作所の中西宏明会長に、新たに副会長として参画
頂くと共に、日立造船相談役の古川 実様と私が副会長として引き続き日機連事業に取組ませ
て頂く。新体制の下での日機連の取組みに倍旧の御支援を賜りますよう、お願い申し上げる。私
が会長に就任した平成 25 年は、第 2 次安倍政権の発足の下で、為替や株式市場にも好影響
が現れ、6 重苦と言われた我が国の事業環境が改善に向けて着実に変化をし始めた時期で
あった。その後日機連として、政府に対しては、『成長戦略』の早期の策定及び実行を求めると
共に、地球環境問題への適確な対応、そして、法人税率の引下げ、自由貿易協定の早期締結
など、内外の諸課題に向けた積極的な対応をお願いしてきた。また、会員の積極的な参加の下
で、各種調査研究、情報収集、政府関係者との意見交換、要請活動を展開してきた。平成 27
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年 5 月の総会では、安倍総理を始め多くの閣僚の方々にも御出席をいただき、『ロボット革命イ
ニシアティブ協議会』を発足させ、会員数も当初の 226 から最近では 470 を超えるなど倍増以上
の参加者を数えるに至り、活動面でもドイツのインダストリー4.0 の推進母体であるプラットフォー
ム・インダスト リー4.0 との日常的な連携体制を構築し、国際的な交流も活発化してきた。今後
は、国際標準化の策定の動きに適確に対応していくことが我々に期待されている。目を国際政
治に転じると、『保護主義への回帰』とでも呼ぶべき動きが広がりを見せている。また、中東問題
に起因するテロ活動や北朝鮮の核開発問題など地政学的リスクも高まっており、企業経営も変
化の時代を迎えているが、機械業界が我が国産業の中核として、経済のけん引役を果たしてい
くことが引き続き強く期待されている。皆様方の御健闘を心より祈念申し上げ、また、皆様方の日
機連への引き続きの御支援と御指導を重ねてお願い申し上げたい。」と退任挨拶が行われた。
引き続き、大宮新会長から、「日機連は、1952 年に発足以来、65 年の長きに亘って活動
を行ってきた伝統ある組織であると共に、昨今はスマート・マニュファクチャリングや
ロボティックスを推進するロボット革命イニシアティブ協議会の設立及び推進の母体と
なるなど、時代変化に対応した新たな取組みにも積極的に挑戦する団体となっており、
会長職を引き受けるに当たり、身の引き締まる思いがする。日機連が機械産業に横串を
入れた唯一の連合体であることを踏まえ、内外の情勢変化に対して会員団体や会員企業
間において、感度の良い情報と認識を共有する出会いの場としての役割を着実に果たす
と共に、望ましい潮流変化の機運を高めるような役割の一翼を担うことができればと
念願している。潮流変化について、重要と感じている 2 つのポイントの一つ目は、
デジタル･ネットワーク時代に対応したモノづくりのあり方の追求であり、スマート・マ
ニュファクチャリングの国際標準化の動きが今後本格化する中で、その国内審議団体と
しての役割を日機連のサポートのもとでロボット革命イニシアティブ協議会がしっかり
と果たしていくことが期待されている。こうした標準化の動きを含め、経済産業省にお
いて提唱されている『コネクティッド・インダストリーズ』のコンセプトの潮流として
の定着に、日機連としても微力ながら貢献していきたい。第二のポイントは、保護主義
の台頭が懸念される昨今ではあるが、グローバル競争がますます激化していくという流
れ自体は、今後とも変わらないだろうということである。巨大なグローバル市場におけ
る競争のなかで、企業単位のスケール・エコノミーを補完するような『新しい形でのス
ケール・エコノミー』の追求が、いずれの国の企業にとっても、死活的に重要になって
きており、競争力を相互に高める方向での企業間連携や新たな協調領域の追求が、今後
ますます戦略的に重要になってくると強く感じており、日機連の活動もまた、こうした
潮流への本格的対応の一助となることを期待する。本日は、経済産業省から糟谷製造産
業局長に御臨席いただいており、この『新しいスケール・エコノミー』の追求において
も、官民の緊密な連携の下での効果的な取組みを期待している。」と就任挨拶が行われ
た。また、経済産業省製造産業局長・糟谷敏秀氏から来賓を代表しての挨拶が行われた
後、斎藤

保新副会長の乾杯発声の後、懇談を行った。
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11 月 1 日には愛知県名古屋市で平成 29 年度第 2 回（第 14 回）社員総会を開催した。
大宮会長が開会宣言に続いて、
「足元の景気は、ゆるやかながら回復基調が継続し、回復
期間の長さでは戦後 2 番目の『いざなぎ景気』の 57 ヶ月間を超え、今月で 60 ヶ月目を
迎えようとしている。しかしながら、少子高齢化の流れのなかで持続的成長を中長期的
にしっかり確保していくためには、生産性の向上が不可欠であり、働き方改革といった
対応に加えて、生産効率や業務効率の改善に直結する投資の促進が課題となってきてい
る。こうしたなかで、先般の総選挙においては与党の公約として『2020 年までの 3 年間
を《生産性革命・集中投資期間》として、大胆な税制、予算、規制改革などの施策を総
動員する』ことが掲げられた。税制が中心となるものと予想されるなかで、日機連とし
ても、こうした動きをとらえ所要の税制を実現すべく、平成 30 年度税制改正共同要望案
を策定し、製造業関連主要団体との連携により今後集中的な要請活動を行ってまいりた
い。共同要望案においては、IoT 関連投資促進税制の創設のほか、固定資産税課税の改善、
省エネ・再エネ投資促進の新たな税制の実現についても取り上げている。2030 年を目標
とした長期エネルギー需給見通し、いわゆるエネルギーミックスの実現のためには、オ
イルショック後並みの大幅な改善を今一度実現することが必要とされており、そのため
の税制の実現を今回めざすと共に、日機連においてこれまでロボット大賞事業と並ぶ表
彰事業として取組んで参りました『優秀省エネルギー機器表彰事業』についても、強化
を図って参りたいと考えている。人材関連では、IoT・AI 等に着目して新しい専門部会を
立ち上げた。近年、デジタル化の進展により新たな局面を迎えている我が国の製造業に
おいて、人材面で取組むべき課題や対策の方向について議論を進める予定であり、政府
の施策にも皆様の御意見が反映されるよう取組んでいく。最後に、『ロボット革命イニシ
アティブ協議会』であるが、その活動は 3 年目を迎えている。会員数も設立当初の 226
から倍増し、現在 500 を超えようとしている。今春、政府では、我が国の産業が目指す
姿を示すコンセプトとして『コネクティッド・インダストリーズ（Connected Industries）』
の提案があり、ロボット革命イニシアティブ協議会は『ものづくり・ロボティクス分野』
でのコネクティッド・インダストリーズの推進主体として正式に位置付けられた。また、
まだ発表には至っていないが、近く米国インダストリアル・インターネット・コンソー
シアム（IIC）と協議会との間で協力協定を締結の予定である。」と挨拶を行った。引き
続き、議事に入り、(1)平成 29 年度上期事業報告書案の承認、(2) 補欠のための理事の選
任に関する承認、(3) 理事会で決議された総合役員の選任に関する承認、についてそれぞ
れ原案どおり承認した。次に報告事項として、生産性革命の実現に向けた平成 30 年度
税制改正共同要望案について報告を受けた。
なお、退任された井岡常務理事の後任として、総会にて山本陽一氏(日機連大阪事務所
長)が理事に選任、総会後に開催の理事会で常務理事に選任した。
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開催日
第 13 回社員総会

29. 5.19

議
来賓挨拶

題

経済産業省製造産業局審議官

（平成 29 年度

三田

第 1 回社員総会）

紀之

氏

第 1 号議案

平成 28 年度事業報告書案の承認

第 2 号議案

平成 28 年度決算書案の承認

第 3 号議案

平成 29 年度事業計画書の承認

第 4 号議案

平成 29 年度収支予算書の承認

第 5 号議案

任期満了に伴う役員の改選

第 6 号議案

理事会で決議された総合役員の選任に関する
承認
平成 29 年度主要行事

報告
第 14 回社員総会

29.11.1

第 1 号議案 平成 29 年度上期事業報告書案の承認

（平成 29 年度

第 2 号議案 補欠のための理事の選任

第 2 回社員総会）

第 3 号議案 理事会で決議された総合役員の選任に関する
承認
生産性革命の実現に向けた平成 30 年度税制改

報告

正共同要望案
なお、社員総会後は、愛知県小牧市の三菱重工業㈱名古屋航
空宇宙システム製作所小牧南工場にて小型旅客機 MRJ の最
終組立工程、関連展示場の視察を行った。

2.

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

成し、会長がこれを召集して本会の事業に関する重要事項を審議、決定する機関である。
平成 29 年度は以下のとおり、6 回開催した。
開催日
第 34 回理事会

29. 5. 11

議

題

第 1 号議案

平成 28 年度事業報告書案

第 2 号議案

平成 28 年度決算書案

第 3 号議案

平成 29 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

平成 29 年度収支予算書の一部変更

第５号議案

平成 29 年度事業計画書の一部変更

第６号議案

任期満了に伴う役員の改選
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第 35 回理事会

29. 5. 19

第７号議案

補欠のための総合役員の選任

議案

次期の会長、副会長、専務理事及び常務理事の
選任

第 36 回理事会

29. 7. 31

第 1 号議案

会員代表者の変更に伴う総合役員の選任

第 2 号議案

統括審議委員会委員長の委嘱

(なお、理事会の開催に代え、上の議案について書面表決を
行った結果、全理事から同意があり、全監事から異議が無
かったため、7 月 31 日に第 36 回理事会の決議が行われたと
見なした。)
第 37 回理事会

29. 9. 27

第 1 号議案

平成 29 年度上期事業報告書案

第 2 号議案

補欠のための理事候補者の選任

第 3 号議案

平成 29 年度第 2 回社員総会（第 14 回社員総
会）の招集

第 38 回理事会
第 39 回理事会

29.11. 1
30. 3.30

第 1 号議案

常務理事の選任

第 2 号議案

委員長の委嘱

第 1 号議案

平成 30 年度事業計画書案

第 2 号議案

平成 30 年度収支予算書案

第 3 号議案

平成 30 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

平成 30 年度第 1 回（第 15 回）社員総会の招
集

3.

総合役員会
総合役員会は、日機連会長が議長となり、当会の一般社団法人への移行後の事業の円
滑な運営を図るため、運営に関する重要事項についての審議を行い、理事会に報告する
理事会の諮問機関として設置された。総合役員会を構成する総合役員は、①理事及び監
事、②会長の指名に基づき、理事会が選任した者であり、②については、一般社団法人
への移行前の理事・監事が主なメンバーである。平成 29 年度は以下のとおり、4 回開催
した。
開催日

第 28 回

29 5.11

議
来賓挨拶

題

経済産業省製造産業局総務課長
風木

総合役員会
第 1 号議案

平成 28 年度事業報告書案

第 2 号議案

平成 28 年度決算書案
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淳

氏

第 3 号議案

平成 29 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

平成 29 年度収支予算書の一部変更

第５号議案

平成 29 年度事業計画書の一部変更

第６号議案

任期満了に伴う役員の改選

第７号議案

補欠のための総合役員の選任

報告

平成 29 年度第１回社員総会（第 13 回社員総会）
及び懇親会の開催

第 29 回

29. 7.18

総合役員会

第 1 号議案

会員代表者の変更に伴う総合役員の選任

第 2 号議案

統括審議委員会委員長の委嘱

(なお、総合役員会の開催に代え、上の議案について書面表
決を行った結果、過半数の総合役員からの賛成が得られたた
め、7 月 18 日に第 29 回総合役員会の決議が行われたと見な
した。)
第 30 回

29.9. 27

総合役員会

来賓挨拶

経済産業省製造産業局総務課長 風木

淳

氏

第 1 号議案

平成 29 年度上期事業報告書案

第 2 号議案

補欠のための理事候補者の選任

第 3 号議案

平成 29 年度第 2 回社員総会（第 14 回社員総
会）の招集

報告 1.

公益財団法人 JKA への平成 30 年度補助金交
付要望

2.

平成 30 年度税制改正に関する機械業界の要
望

3.

平成 29 年度第 2 回社員総会（第 14 回社員総
会）及び関連行事の開催日程

第 31 回
総合役員会

30 3.30

来賓挨拶

経済産業省製造産業局総務課長 風木

淳

氏

第 1 号議案

平成 30 年度事業計画書案

第 2 号議案

平成 30 年度収支予算書案

第 3 号議案

平成 30 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

平成 30 年度第 1 回（第 15 回）社員総会の招
集

報告

平成 30 年度主要行事
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4.

監事による監査
勇監事は、平成 29 年度事業計画書案及び同年度収支予算書案、

石井宏治監事及び長

平成 28 年度事業報告書案及び同年度決算書案について、平成 29 年 4 月 24 日、5 月 10
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 30 年 3 月 31 日現在）
（敬称略）
会長・代表理事

三菱重工業㈱

取締役会長

大

宮

副会長

㈱ＩＨＩ

副会長

㈱東芝

代表取締役会長

斎

藤

保

岡

村

正

副会長

㈱日立製作所

中

西

副会長

日立造船㈱

古

川

（一社）日本機械工業連合会

安

達

俊

雄

常務理事

（一社）日本機械工業連合会

綾

部

統

夫

常務理事

（一社）日本機械工業連合会

山

本

陽

一

石 井

宏

治

名誉顧問
取締役会長兼代表執行役
相談役

英

宏

明

明
実

副会長・代表理事(兼)専務理事

6.

監事

㈱石井鐵工所

監事

㈱椿本チエイン

取締役社長
代表取締役会長ＣＥＯ

理事

（一社）日本造船工業会

専務理事

理事

（一社）日本鉄道車輛工業会

理事

（一社）日本電気計測器工業会

専務理事
専務理事

長

勇

木

内

佐

伯

吉

原

大

助
洋

順

二

総合役員名簿（平成 30 年 3 月 31 日現在）
（敬称略）

（会長）
三菱重工業㈱

取締役会長

大

宮

英

明

代表取締役会長

斎

藤

保

岡

村

正

中

西

古

川

安

達

（副会長）
㈱ＩＨＩ
㈱東芝

名誉顧問

㈱日立製作所
日立造船㈱

取締役会長兼代表執行役
相談役

（一社）日本機械工業連合会
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(兼)専務理事

宏

明
実

俊

雄

（総合役員・企業会員）
ＮＴＮ㈱

代表取締役社長

大久保

博

取締役会長

矢

後

夏之助

代表取締役社長

花

木

義

麿

宮

島 義

嗣

取締役会長

村

山

滋

代表取締役社長

木

股

昌

俊

㈱荏原製作所
オークマ㈱
ＯＫＫ㈱

代表取締役社長

川崎重工業㈱
㈱クボタ

司

㈱栗本鐵工所

取締役会長

福

井

秀

明

㈱神戸製鋼所

相談役

佐

藤

廣

士

取締役社長

安

形

哲

夫

代表取締役会長

中

本

晃

中

村

・
吉 伸

井

上

礼

之

田

尻

哲

也

加

藤

隆

昭

山

田

和

彦

原

田

耕太郎

朝

香

聖

一

宮

内

直

孝

遠

藤

信

博

長

榮

周

作

代表取締役社長

平

田

悦

三

代表取締役会長兼ＣＥＯ

稲

葉

善

治

薄

田

賢

二

北

澤

通

宏

井

上

真

一

山

西

健一郎

川

崎

秀

一

長

榮

周

作

㈱ジェイテクト
㈱島津製作所

住友重機械工業㈱
ダイキン工業㈱

代表取締役会長
取締役会長兼
グローバルグループ代表執行役員

㈱ダイヘン
㈱タクマ

代表取締役社長
代表取締役社長社長執行役員

月島機械㈱

代表取締役社長社長執行役員

㈱酉島製作所
日本精工㈱

代表取締役社長
名誉顧問

㈱日本製鋼所
日本電気㈱

代表取締役社長
代表取締役会長

パナソニック㈱

取締役会長

平田バルブ工業㈱
ファナック㈱
㈱不二越
富士電機㈱

代表取締役社長
代表取締役社長

㈱牧野フライス製作所
三菱電機㈱

取締役社長

取締役会長

（総合役員・団体会員）
（一社）情報通信ネットワーク産業協会
（一社）電子情報技術産業協会

会長

会長

（一社）日本航空宇宙工業会

会長

吉

永

泰

之

（一社）日本工作機械工業会

会長

飯

村

幸

生

（一社）日本産業機械工業会

会長

佃

和

夫

廣

人

（一社）日本自動車工業会

会長
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西

川

（一社）日本自動車部品工業会

志

藤

昭

彦

村

田

大

介

加

藤

泰

彦

金

花

芳

則

堀

場

北

澤

通

宏

舩

木

俊

之

奥

田

克

久

会長

稲

葉

善

治

専務理事

木

内

大

助

佐

伯

吉

原

順

二

石

井

宏

治

（一社）日本繊維機械協会
（一社）日本造船工業会

会長

会長
会長

（一社）日本鉄道車輌工業会

会長

（一社）日本電気計測器工業会

会長

（一社）日本電機工業会
（一社）日本電気制御機器工業会
（一社）日本陸用内燃機関協会
（一社）日本ロボット工業会

会長
会長

厚

（理事）
（一社）日本造船工業会

（一社）日本鉄道車輛工業会

専務理事

（一社）日本電気計測器工業会

専務理事

洋

（監事）
㈱石井鐵工所
㈱椿本チエイン

取締役社長
代表取締役会長ＣＥＯ

長

勇

（業務執行理事）
（一社）日本機械工業連合会

常務理事

綾

部

統

夫

（一社）日本機械工業連合会

常務理事

山

本

陽

一
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第３章

委員会事業

1. 統括審議委員会
統括審議委員会(委員長・長谷川浩司 三菱重工業 ㈱常務執行役員（5 月 28 日までは
㈱東芝 理事 産業政策渉外室長 山口慶剛氏)は、毎事業年度の事業計画書案及び収支予算
書案並びに事業報告書案、決算書案、及び補助金を交付する機関に対する補助金要望案
を始め、本会の運営に関する重要事項について、理事会に先立って審議する機関として、
平成 17 年度より設置された。平成 29 年度は次のとおり、3 回開催した。
開催日
第 38 回委員会

29. 4.25

議

題

第 1 号議案

平成 28 年度事業報告書案

第 2 号議案

平成 28 年度専門部会活動報告

第 3 号議案

平成 28 年度決算書案

第 4 号議案

平成 29 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 39 回委員会

29. 9.12

第 5 号議案

平成 29 年度収支予算書の一部変更

第 6 号議案

平成 29 年度事業計画書の一部変更

議 案

(公財)ＪＫＡへの平成 30 年度補助金交付要望案

（報告）
1. 平成 30 年度税制改正に関する機械業界の要望案
2. 平成 29 年度秋季社員総会（第 14 回社員総会）及び関連行
事の開催
3. 省エネ表彰事業の見直しについて
4. 「平成 29 年度機械工業生産額見通し調査」結果
第 40 回委員会

30. 3.20

第 1 号議案

平成 30 年度事業計画書案

第 2 号議案

平成 30 年度収支予算書案

第 3 号議案 平成 30 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 平成 30 年度調査専門部会の設置
（報告）
主要会合日程について
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2.

研究委員会

2-1 技術開発研究委員会
技術開発研究委員会（委員長・藤田正弘 三菱電機㈱ 常務執行役開発本部長(11 月 30
日までは堤

和彦氏）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）IoT・AI 等の活用本格化に向けた技術的・制度的課題等への対応
2）我が国のモノづくりの強みを維持・強化するための課題・対応策の検討
3）特に注目される個別課題への対応
具体的な活動としては、活動計画の 1）「IoT・AI 等の活用本格化に向けた技術的・制
度的課題等への対応」に関して、創造的な製品・サービスを生み出す新しい方法論とし
て注目されるシステムデザイン・マネジメントの観点から慶應義塾大学 大学院システム
デザイン・マネジメント研究科教授の白坂成功氏から「IoT 時代のシステムデザインアプ
ローチ」と題して、システムの価値とアーキテクチャ、近年のシステムの特徴、SYSTEM
OF SYSTEMS、システム構築の方法論、デザイン思考の世界的潮流等について説明を聞
き、意見交換を行った。また、静岡県浜松市の㈱エリジオンを訪問し、3D データ処理技
術の最新の動向について話を聞くと共に、3 次元計測によるデジタルリアリティ技術のデ
モンストレーション、VR(仮想現実）を体験し、意見交換を行った。さらに IEC（国際電
気標準会議）の政策立案・実行を担う意思決定機関の IEC CB（評議会）メンバーとして
活躍されている三菱電機㈱顧問の堤

和彦氏（前技術開発研究委員会委員長）から最新

の国際標準化動向について「IoT、BD（ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ）、AI 時代の国際標準化」と題して、
IEC の組織体制とシステム標準の取組み、先進国の製造業が直面する共通の課題と各国
の動き、今後求められる日本の標準化戦略と対応の方向等について説明を聞き、意見交
換を行った。
活動計画の 2）「我が国のモノづくりの強みを維持・強化するための課題・対応策の検
討」に関しては、IoT、BD、AI 時代において重要性を増すデータに関する知財戦略の観
点から東京大学 大学執行役・副学長 政策ビジョン研究センター教授の渡部俊也氏より
「IoT、BD、AI 時代の知財戦略～データとノウハウの保護・共有と活用」と題して、
データ利活用にかかわる知財マネジメント、データに隣接するノウハウの保護、ビジネ
スモデルと戦略策定等について説明を聞き、意見交換を行った。
活動計画の 3）「特に注目される個別課題への対応」に関しては、日本電気㈱のサイ
バー攻撃対策支援事業の中核拠点である「サイバーセキュリティ・ファクトリー」を訪
問し、サイバー攻撃の現状について話を聞くと共に、標的型攻撃のデモンストレー

シ

ョン、サイバーセキュリティ・ファクトリーを見学した。また、東京大学 先端科学技術
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研究センター所長、教授の神崎亮平氏から「生物から学ぶ先端技術の未来～未来昆虫の
臭覚メカニズムを再現した匂いセンサシステム～」と題して、生物機能（生物知能）が
どれくらいまで理解され、利用可能かを、これまでのバイオミメティクスとは違った観
点で、生物の環境適応能（知能）、昆虫の鼻を再現した匂いセンサ、昆虫の脳を再現した
匂い源探索等について話を聞き、意見交換を行った。
平成 29 年度の技術開発研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。

開催日
第 50 回委員会

29. 7. 5

議

題

(講演) IoT 時代のシステムデザインアプローチ
(講師) 慶應義塾大学 大学院システムデザイン・マネジメント研
究科 教授 白坂成功 氏

第 43 回幹事会

29. 7. 5

第 51 回委員会

29. 8. 1

（見学会）
第 52 回委員会

29. 9. 6

(懇談) IoT 時代のシステムデザインアプローチ
㈱エリジオン
(講演) IoT、BD、AI 時代の知財戦略～データとノウハウの保護・
共有と活用
(講師) 東京大学 大学執行役・副学長 政策ビジョン研究センター
教授 渡部俊也 氏

第 44 回幹事会

29. 9. 6

第 53 回委員会

29.10. 24

（見学会）
第 54 回委員会

30. 1. 17

(懇談) IoT、BD、AI 時代の知財戦略
日本電気㈱サイバーセキュリティ・ファクトリー
(講演) IoT、BD（ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ）、AI 時代の国際標準化
(講師) 三菱電機㈱ 顧問 堤

和彦 氏

第 45 回幹事会

30. 3. 9

(討議）平成 30 年度活動計画案について

第 55 回委員会

30. 3. 9

1.(講演) 生物から学ぶ先端技術の未来～未来昆虫の臭覚メカニズ
ムを再現した匂いセンサシステム～
(講師) 東京大学 先端科学技術研究センター所長、
教授 神崎亮平 氏
2.(審議) 平成 30 年度活動計画案について

2-2 循環型社会研究委員会
循環型社会研究委員会（委員長・市原

昭 ㈱荏原製作所 顧問）は、内外の環境政

策や地球環境問題等に係わる環境課題を抽出し、その対応策を検討すべく以下のよう
な 3 項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。
1）地球温暖化・世界エネルギー需給・エネルギー政策の動向把握
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2）循環型社会形成に向けた個別環境政策や環境関連技術の動向把握
3）その他(内外の環境関連分野の規制や革新的技術等の新たな動きを把握)
具体的な活動としては、1）「地球温暖化・世界エネルギー需給・エネルギー政策の動
向把握」、2）循環型社会形成に向けた個別環境政策や環境関連技術の動向把握、及び
3）その他の 3 つの柱全般に関わる課題に関しては、東京大学公共政策大学院教授
有馬

純氏から「パリ協定発効後の内外情勢と我が国の課題」と題して、パリ協定の

概要と評価、トランプ政権のインプリケーション、国内対策上の論点等情報を収集した。
2）に関しては、㈱ローランド・ベルガーパートナー 貝瀬

斉氏から「環境規制強化

がもたらす電動化シフト」と題して、環境規制動向、OEM の規制対応、各市場のパワト
レミックス、もうひとつの電動化：48V システム、先読み・引き寄せ・構えの不確実性
マネジメント等情報を収集した。また、九州地域の視察を行い、７月に事業開始し発電
出力 47MW と熊本県内最大の太陽光発電所となるティーダ・パワー２２(同)益城太陽光発
電所、我が国最大の地熱発電所である九州電力㈱八丁原発電所、発電効率約 27％と木質
バイオマス専焼の発電所として高い水準を維持する㈱エフオン日田、及び有機物をメタ
ン発酵処理し、発生したバイオガス（メタンガス）で発電を行う日田市バイオマス資源
化センター等情報を収集した。さらに、経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課課
長補佐 高橋智子氏から「ＥＵにおけるサーキュラーエコノミー政策と我が国の３Ｒ政策
の動向」と題して、これまでの資源循環関連政策、循環経済への動き、国際資源循環に
向けた取組み等情報を収集した。
2）及び 3）に関しては、関西地域を視察し、社内外の「協創イノベーション」の実現
に挑戦する場として 2015 年に開設されたダイキン工業㈱テクノロジー・イノベーション
センターと、従来から蓄積してきたガス技術をベースに、新たに世界トップレベルの各
種分析機器や多彩な試験環境を整備した岩谷産業㈱中央研究所等情報を収集した。また、
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システム課
水素・燃料電池戦略室 課長補佐 川村伸弥氏から「水素社会実現に向けた戦略と課題」
と題して、我が国のエネルギー利用状況、再生可能エネルギーを取り巻く状況、水素エ
ネルギーの利活用、水素基本戦略について等情報を収集した。
平成 29 年度の循環型社会研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。

開催日
第 52 回委員会
(技術開発、事業

29.6.7

議

題

(講演) パリ協定発効後の内外情勢と我が国の課題
(講師) 東京大学公共政策大学院 教授 有馬

基盤、経営課題

- 18 -

純

氏

との拡大委員
会)
第 53 回委員会

29.7.25

(講演) 環境規制強化がもたらす電動化シフト
(講師) ㈱ローランド・ベルガーパートナー 貝瀬

第 39 回幹事会

29.7.25

第 54 回委員会

29.9.5 ～ ティーダ・パワー２２(同)益城太陽光発電所
(熊本県上益城郡益城町)
9.6
九州電力㈱八丁原発電所(大分県玖珠郡九重町)
㈱エフオン日田(大分県日田市)
日田市バイオマス資源化センター(大分県日田市)

（見学会）

第 55 回委員会

29.12.6

斉

氏

(懇談) 環境規制強化がもたらす電動化シフトについて

ダイキン工業㈱テクノロジー・イノベーションセンター
(大阪府摂津市)

（見学会）

岩谷産業㈱中央研究所（兵庫県尼崎市）
第 56 回委員会

29.12.12

第 40 回幹事会

30.3.7

第 57 回委員会

30.3.7

(講演) ＥＵにおけるサーキュラーエコノミー政策と我が国の
３Ｒ政策の動向
(講師) 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
課長補佐 高橋智子 氏
(審議)平成30年度活動計画案について
1.(講演) 水素社会実現に向けた戦略と課題
(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
部新エネルギーシステム課水素・燃料電池戦略室
課長補佐 川村伸弥 氏
2.(審議) 平成 30 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・塚原一男 ㈱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、情報を収集すると共に、これらの分野における課題への対応に
ついて検討すべく以下のような 3 項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。
1）機械工業が直面する諸課題に関する検討
2）機械工業の高度化に関する検討
3）グローバルリスクの増大と事業環境への影響の検討
具体的には、1）「機械工業が直面する諸課題に関する検討」では、課題の一つである
通商問題において、29 年度は日本が交渉していた TPP11 と日 EU・EPA で大きな進展が
あり、これらの課題につき、経済産業省 通商政策局 総務課長の信谷和重氏から「今後
の通商政策について」と題し、TPP11 や日 EU・EPA の進捗、日米経済対話の実施など
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通商政策をめぐる環境の変化を中心に、自由で公正な通商ルールの構築・実現が重要と
の話を聞き意見交換､情報収集を行った。また、みずほ総合研究所㈱政策調査部 主席研
究員の菅原淳一氏から「最近の通商情勢と日本企業への影響～TPP11 、日 EU･EPA を
中心に～」と題し､それぞれの協定の今後の発効までの課題や見通し、日本企業への影響
などにつき、話を聞くと共に情報収集を行った。
2)「機械工業の高度化に関する検討」に関しては、平成 26 年度から 3 年計画で調査研
究を進めてきた「ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会」の最終年度報告が取
りまとめられたため、調査委託先である日鉄住金総研㈱ 客員研究主幹の山藤康夫氏から
「ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会最終報告：新しい現場力と絶えざる進
化を目指して～TAKUMI4.0 」と題し､部会の提案である「TAKUMI4.0」を中心に話を
聞いた。
「TAKUMI4.0」とは、 ものづくりの「デジタル化、ネットワーク化」の流れの
中で、
「PC2Be」サイクル、つまり「Physical(現実）」と「Cyber（デジタル）」の循環の
中で「to Be（あるべき姿）」を目指すことが重要で、その推進役として匠の技を最新技術
（ビッグデータ、解析･判断･分析技術等）でデジタル上に再現し､普遍化、最適化して人
と機械の協働によりものづくりを深化させ､そこから得られる新しい知識や知見から､更
に新しい匠の技に付加価値を生み出していくもの、と位置づけられている。
3)「グローバルリスクの増大と事業環境への影響の検討」に関しては、地政学リスクを
受けやすい戦略物資･資源である原油について、(独)経済産業研究所 上席研究員の
藤

和彦氏から「地政学リスクが原油市場に与える影響」と題し、最近の原油市場をめ

ぐるシェールオイルの状況、中国の需要動向、サウジアラビアの改革の行方などにつき
話を聞き懇談した。
また、製造業の事業現場に対する知見を深めると共に、委員相互の親睦を図るため 3
月 1 日に広島県呉市のジャパンマリンユナイテッド㈱呉事業所、㈱IHI 呉第二工場、翌 2
日には福山市の三菱電機㈱福山製作所を見学、1 日には呉市において懇親会を開催した。
平成 29 年度の事業基盤研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。
開催日
第 55 回委員会

29. 6.30

議

題

(講演) 新しい現場力と絶えざる進化を目指して～TAKUMI4.0
（ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会報告）
(講師) 日鉄住金総研㈱

第 56 回委員会

29.7.21

客員研究主幹

山藤康夫

(講演) 今後の通商政策について
(講師) 経済産業省通商政策局
総務課長

第 53 回幹事会

29 7. 21

信谷和重

氏

(懇談) 交渉中のメガ FTA 等について懇談
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氏

第 57 回委員会

29.10.6

(講演) 地政学リスクが原油市場に与える影響
(講師)

第 54 回幹事会

29.10.6

(独)経済産業研究所 上席研究員

藤

和彦

氏

(懇談) 最近のサウジアラビアを中心とした中東地域のリスクに
ついて懇談

第 58 回委員会

30.3.1

(工場見学会)

3.1 ジャパンマリンユナイテッド㈱呉事業所

~3.2

㈱IHI 呉第二工場

（以上 広島県呉市）

3.2 三菱電機㈱福山製作所（広島県福山市）
(懇親会)

3.1 広島県呉市

第 55 回幹事会

30.3.8

(審議)平成 30 年度活動計画(案)について

第 59 回委員会

30.3.8

(講演) 最近の通商情勢と日本企業への影響
～TPP11 ､日 EU・EPA を中心に～
(講師) みずほ総合研究所㈱政策調査部
主席研究員

菅原淳一

氏

2-4 経営課題研究委員会
経営課題研究員会（委員長・山口慶剛 ㈱東芝 理事 産業政策渉外室長）は、事業者の
経営責任に基づく企業努力が求められる経営諸課題について、それらの動向に関する情
報を収集すると共に、これらの課題への対応について検討すべく以下のような 3 項目の
柱からなる活動計画を策定し、実施した。
1）「働き方改革」への対応について
2）内外の生産コスト動向の把握と対応について
3）グローバル戦略に関する課題への対応
具体的な活動の 1）
「働き方改革への対応について」に関して、5 月 29 日開催の会員講
演会(講師:内閣参事官・武田康裕氏、演題:働き方改革に向けた政府の取組)にて情報収集
すると共に、㈱野村総合研究所 コーポレートイノベーションコンサルティング部 上級コン
サルタントの須藤光宜氏から「働き方改革による日本企業型全社改革」と題して、国が提

示している「働き方改革」の目的とは異なる企業が進める「働き方改革」の実態、企業
の働き方改革のケーススタディ、成功する働き方改革推進のポイント、働き方改革は新
しい人材マネジメントの模索、等を中心に講演を聞き、意見交換を行った。
2）「内外の生産コスト動向の把握と対応について」に関して、㈱東レ経営研究所 産業
経済調査部 シニアエコノミストの福田佳之氏から、「もう一つの製造大国ドイツの輸出
はどうして増えているのか～日独の輸出構造から考える」と題して、世界の輸出動向(国
別輸出ランキング)、日本の輸出推移と輸出構造の変化、ドイツの輸出推移と輸出増加の
要因(サービスによる囲い込みで低・中価格製品輸出を強化)、今後のものづくりはデー
タを起点としたサービス融合型で価値づくりを行うことが重要、等の分析を中心に講演
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を聞き、意見交換を行った。
また、㈱ニッセイ基礎研究所 経済研究部 主任研究員の窪谷 浩氏から「米国産業の構
造変化と競争力～生産コストを踏まえた分析～」と題して、米国の動向(経済規模や人口
推移等)、米国産業構造の変化と分析、米国製造業の競争力の推移、等を中心に講演を聞
き、意見交換を行った。
3）
「グローバル戦略に関する課題への対応」に関して、(独)日本貿易振興機構 理事の
平野克己氏から「アフリカ市場にどう向き合うか―第三国連携の射程―」と題して、ア
フリカにおける貿易構造の変化、中国のアフリカ政策、南アフリカ企業の展開、アフリ
カの都市化と穀物輸入、日本企業の課題と戦術としての第三国連携、等を中心に講演を
聞き、意見交換を行った。
平成 29 年度の経営課題研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。
開催日
第 51 回委員会

29.7.4

議

題

(講演) もう一つの製造大国ドイツの輸出はどうして増えている
のか～日独の輸出構造から考える
(講師) ㈱東レ経営研究所 産業経済調査部
シニアエコノミスト 福田佳之

氏

第 49 回幹事会

29.7.4

(懇談) 付加価値貿易について

第 52 回委員会

29.8.31

(講演) 働き方改革による日本企業型全社改革
(講師) ㈱野村総合研究所
コーポレートイノベーションコンサルティング部
上級コンサルタント 須藤光宜

第 50 回幹事会

29.8.31

(懇談) 働き方改革について

第 53 回委員会

29.12.21

(講演) 米国産業の構造変化と競争力

氏

～生産コストを踏まえた分析～
(講師) ㈱ニッセイ基礎研究所 経済研究部
主任研究員 窪谷 浩

氏

第 51 回幹事会

30.2.28

(審議) 平成 30 年度活動計画(案)について

第 54 回委員会

30.2.28

1. (講演) アフリカ市場にどう向き合うか
―第三国連携の射程―
(講師) (独)日本貿易振興機構 理事 平野克己
2.(審議) 平成 30 年度活動計画(案)について
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氏

2-5 関西事業活力研究委員会
関西事業活力研究委員会(委員長・岡田博文 ㈱栗本鐵工所 常務取締役)は、関西地域に
おける機械工業の事業活動を向上するための課題及びその対応について検討すべく、以
下のような 3 項目の柱からなる活動計画を策定し、活動を行った。
1)地域産業の特徴的な動向と課題を踏まえた活動
2)関西地区広報活動に関する事業推進の検討
3)関西地区での諸事業の検討
具体的な活動としては、①平成 28 年度調査テーマである「関西地域の産業における
ロボット導入状況と今後の活用分野に関する調査」について、調査委託先の三菱 UFJ リ
サーチ&コンサルティング㈱ 主任研究員の美濃地研一氏からの概要説明を聞き、意見交
換を行った。また、平成 29 年度調査について、調査専門部会の設置及び委託先に関し検
討を行った。
②日鉄住金総研㈱ 客員研究主幹の山藤康夫氏から「欧米で進む大胆な事業変革と競争
戦略～世界の製造業のパラダイムシフトへの対応から～」について話を聞き、意見交換
を行った。次に、平成 29 年度の「関西地域製造業における女性の活躍の現状及び課題に
関する調査専門部会」の進捗状況等の報告を受けた後、平成 29 年度の活動計画及び平成
30 年度調査研究テーマ等について審議を行った。また、平成 29 年度機械工業生産額見通
し調査並びに RRI の活動状況等について説明を聞き、情報把握を行った。
③関西地域の特色の一つである技術力のある中小企業の集積地に立地する 3 社を訪問
した。サムテック㈱の鍛造事業・水素容器事業の工場、(独)中小企業基盤整備機構・テク
ノフロンティア堺での㈱イクロスのバイオマスボイラー、村上精機㈱のロータリーエン
ジンをそれぞれ見学すると共に、各社の代表者と意見交換を行った。
④政府の経済政策と日本銀行の金融政策が注目される中、日本銀行大阪支店 副支店長
の福地慶太氏から「最近の経済金融情勢」について話を聞き、意見交換を行った。また、
平成 30 年度調査テーマ内容(案)について検討した。
⑤平成 29 年度調査のテーマである製造業における女性活躍に関連が深い、多くの女性
社員が活躍し成長し続けているモノづくり企業の女性経営者㈱プロアシスト 代表取締
役社長の生駒京子氏から「働く事は活きる事～ダイバーシティ&インクルージョン～」に
ついて話を聞き、意見交換を行った。
平成 29 年度の関西事業活力研究委員会の活動経過は以下の一覧のとおり。
開催日
第 60 回委員会

29.5.22

議

題

1.(報告) 平成 28 年度「関西地域の産業におけるロボット導入状
況と今後の活用分野に関する調査」
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(講師)三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱
主任研究員 美濃地研一 氏
2.(報告) 平成 29 年度日機連事業計画等、平成 29 年度関西事業
活力研究委員会事業計画、平成 29 年度大阪事務所事業
計画
3.(審議) 平成 29 年度関西地域製造業における女性の活躍の現状
及び課題に関する調査専門部会
第 61 回委員会

29.7.21

1.(講演) 欧米で進む大胆な事業変革と競争戦略～世界の製造業
のパラダイムシフトへの対応から～
(講師) 日鉄住金総研㈱ 客員研究主幹 山藤康夫 氏
2.(審議) 平成 29 年度調査専門部会の設置、平成 29 年度の講演
テーマ及び工場見学等の検討

第 62 回委員会

29.10.26

(見学会)

サムテック㈱(大阪府羽曳野市)
村上精機㈱(大阪府堺市)
㈱イクロス(大阪府堺市)：テクノフロンティア堺内で説明のみ

第 63 回委員会

29.12.13

1.(講演) 最近の経済金融情勢
(講師) 日本銀行 大阪支店 副支店長 福地慶太 氏
2.(報告) 調査専門部会の検討状況について
(審議) 平成 30 年度調査研究テーマ・内容の検討

第 64 回委員会

30.2.27

1.(講演) 働く事は活きる事～ダイバーシティ&インクルージョ
ン～
(講師) ㈱プロアシスト 代表取締役社長 生駒京子 氏
2.(審議) 平成 30 年度事業計画案、平成 30 年度大阪事務所事業
計画案について

3. 特別委員会
3-1 税制金融政策特別委員会
税制金融政策特別委員会(委員長・加藤信久 川崎重工業㈱ 執行役員財務本部長)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） 米国の法人税改革に関する情報収集及び今後の我が国の法人税制について検討
2） 平成 30 年度税制改正に関する主たる要望事項について
3）税制改正要望の進め方について
4）金融対策等の検討
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具体的な活動として、1）米国の法人税改革に関する情報収集及び今後の我が国の法人
税制について検討、2)平成 30 年度税制改正に関する主たる要望事項、3）税制改正要望
の進め方、に関しては、PwC 税理士法人 常任顧問の岡田至康氏、国際税務サービス
グループパートナーの高野公人氏、ディレクターの浅川和仁氏から、
「国際課税の最近の
動向－昨今の改正の確認と今後の動き」をテーマに、グローバル税制の動き－OECD・
BEPS プロジェクトの現状、昨今の我が国の国際課税制度の改正(外国子会社合算税制の
改正、AOA の導入)、今後の国際課税制度の改正の見通し(タックスプランニングの義務
的開示制度の導入、移転価格税制－所得相応性基準の導入)等を中心に説明を聞いた。7
月 12 日及び 8 月 9 日に開催の委員会で検討を行った後に「平成 30 年度税制改正に関す
る機械業界の要望書」をとりまとめ、経済産業省等の政府機関や関係先、自民党等に提
出し、善処方を要望した。また、製造業関連 9 団体の連名にて「生産性革命の実現に向
けた平成 30 年度税制改正共同要望」をとりまとめ、政府、自民党等与党関係者に提出し、
その実現を要望した。平成 30 年度税制改正大綱が閣議決定した後、経済産業省経済産業
政策局の龍崎孝嗣企業行動課長から「平成 30 年度税制改正の結果と今後」をテーマに、
平成 30 年度税制改正の内容を中心に説明を聞き、また、中央大学法科大学院教授の森信
茂樹氏から、
「平成 30 年度改正と税制の課題」をテーマに、法人税・相続税・所得税の
改正の概要、平成 31 年度税制改正の課題及び消費税の課題等を中心に説明を聞いた。
4）金融対策等の検討では、2 月 21 日に開催の会員講演会（「2018 年度の経済・金融展
望」）に出席し、情報を収集した。
平成 29 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
第 71 回委員会

29.5.31

議

題

(講演) 国際課税の最近の動向
－昨今の改正の確認と今後の動きについて
(講師) PwC 税理士法人
常任顧問

岡田至康

国際税務ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰ

高野公人 氏

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 浅川和仁

氏
氏

第 72 回委員会

29.7.12

(審議) 平成 30 年度税制改正に対する機械業界の要望項目案

第 73 回委員会

29.8.9

(審議) 平成 30 年度税制改正に対する機械業界の要望書案

第 74 回委員会

29.10.17

(講演） 国際税務マネジメントの重要性と本社主導型税務管理に
ついて
(講師）ＥＹ税理士法人 パートナー

税理士

福澤保徳

氏

パートナー

税理士

阿久津隆一

氏
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第 75 回委員会

30.1.29

(講演）平成 30 年度の税制改正と今後
(講師）経済産業省 経済産業政策局
企業行動課長

第 76 回委員会

30.3.1

龍崎孝嗣

氏

1. (講演）平成 30 年度改正と税制の課題
(講師）中央大学法科大学院

教授

森信茂樹

氏

2.(審議) 平成 30 年度活動計画案について
平成 30 年度税制改正に関する要望

〇

税制金融政策特別委員会では、平成 30 年度税制改正に対する日機連要望を取りまとめ、
9 月 25 日、経済産業省始め関係各省・各機関等に提出、その実現を要望した。
要望内容は、Ⅰ. 未来に向けた新たな成長戦略に直結する重要税制として、未来に向
けた新たな投資促進税制の整備、BEPS プロジェクトへの対応、働き方改革にも資する
納税事務負担の軽減、成長戦略との調和のとれた地球温暖化防止対策の推進について、
Ⅱ.二重課税の排除、効率化の推進など制度の合理化が求められる税制として、欠損金の
繰越控除制度について、受取配当金の扱いについて、外形標準課税の更なる強化に反対、
研究開発税制の拡充、地方法人課税制度の抜本的見直し－地方法人特別税の廃止、複
雑・過重な自動車関係諸税の簡素化・負担軽減の実現、連結納税制度の改善、国際関連税制
の見直し・改善、会計基準変更への対応、等の 14 分野を重点要望とし、その他国税関係 28
項目、地方税関係 11 項目の機械業界共通項目から構成した。
また、(一社)電子情報技術産業協会、(一社)日本自動車工業会、(一社)日本電機工業会
など製造業関連 9 団体の連名にて「生産性革命の実現に向けた平成 30 年度税制改正共同
要望」をとりまとめ、11 月 9 日に自民党等に提出し、その実現を要望した。
その各要望の実現のため、自民党や公明党の税制改正ヒアリングにて陳述すると共に、
与党税制調査会議員等を中心に精力的に陳情活動を展開した。主な要望(重点要望項目)
の結果は以下のとおり。
(1) 未来に向けた新たな投資促進税制の整備
コネクテッド・インダストリーズ税制が創設される。一定のサイバーセキュリ
ティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、
それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入に対して、特別償却 30％
又は税額控除 3％（賃上げを伴う場合は 5％）を措置。最低投資合計額は 5,000 万円。
事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定。認定計画に含ま
れる設備に対して、税制措置を適用（適用期限は、平成 32 年度末まで）。計画認定の
要件として、 ①データ連携・利活用の内容、②セキュリティ面、③生産性向上目標、
満たすことが必要。
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地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、
「生産性向上の実現のための臨時措
置法(仮称)」の規定により市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の
一定の設備投資について、固定資産税を 2 分の 1 からゼロまで軽減することを可能と
する 3 年間の時限的な特別措置が創設される。
(2) BEPS プロジェクトへの対応
平成30年度与党税制改正大綱の中に、「移転価格税制、過大支払利子税制及び義務
的開示制度については、
「BEPSプロジェクト」における勧告や諸外国の制度・運用実
態等を踏まえて検討を進める。」と明記された。
(3) 働き方改革にも資する納税事務負担の軽減
電子申告において、法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度を廃止し、代
表者の記名押印制度の対象とされる(書面申告も同様)。法人税の電子申告により財務
諸表が提出された場合には、国税・地方税当局間の情報連携を行い、それにより法人
事業税の申告における財務諸表の提出を不要とする。その他の法人税関係書類（法人
税申告書等）についても、国税・地方税当局間の情報連携を推進する。
(4) 成長戦略との調和のとれた地球温暖化防止対策の推進について
国税として森林環境税(仮称)が創設され、個人住民税均等割の枠組みを活用して、
市町村が賦課徴収を行うこととなり、森林環境税の企業負担は避けられた。森林環境
税の課税は平成 36 年度から始まり、国民一人あたりの課税額は 1,000 円となる。
高度省エネ・再エネ投資税制が創設される。なお、エネルギー環境負荷低減推進設
備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度（グリーン投資減税）は、適用期限
の到来をもって廃止する
(5) 複雑・過重な自動車関連諸税の簡素化・負担軽減の実現
平成29年度与党税制改正大綱に基づき、平成31年度税制改正において、自動車の保
有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる。
(6) 連結納税制度の改善
電子申告の場合に、個別帰属額届出書の連結親法人による電子的な一括提出を可能
とする。
(7) 会計基準変更への対応
企業会計基準における国際会計基準を踏まえた収益認識基準の導入を契機とし、法
人税における収益認識等についても法令上の明確化を実施する。

3-2 機械安全標準化特別委員会（(公財)ＪＫＡ補助事業）
機械安全標準化特別委員会（委員長・向殿政男 明治大学 名誉教授）は、機械工業の国
際化、グローバル市場の進展に伴い、国際標準への対応は必須の条件となっていることか
ら、我が国の労働安全の観点のみならず、機械工業分野の産業競争力強化のためにも、機
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械安全標準化の強化を図る検討を行っており、平成 29 年度は次の活動を行った。
なお、2 回の会合は共に機械安全推進特別委員会と合同で開催した。
開催日
第 1 回委員会

29. 9. 7

議

題

1. (報告) 平成 29 年度活動状況報告
2. (審議) 平成 30 年度補助金交付要望案について

第 2 回委員会

30. 3.14

1. (報告) 平成 29 年度活動報告
2. (審議) 平成 30 年度活動計画案について

〇

機械安全の標準化事業を実施（(公財)ＪＫＡ補助事業）
本事業では、機械安全標準化特別委員会のもとに ISO/TC199 部会（機械類の安全性）
及び IEC/TC44 部会（機械類の安全性－電気的側面）の 2 部会を置き、
（1）国際規格の
審議・開発、(2)JIS 原案の作成等を実施した。それぞれの実施状況は以下のとおりであ
る。
ISO/TC199 関連では、新規国際規格案件として、ISO21260（機械の可動部分と人が
物理的に接触することに関する安全データ）、ISO20607 （機械安全-取扱説明書），
ISO/TR22053（支援的保護システム）
、ISO/TR22100-4（セキュリティ面に関するガイダ
ンスと配慮）
、及び ISO 19353:2015Amendment（機械の火災防止及び保護-追補）の 5
件についてそれぞれ検討を実施した。
また、改定案件として、ISO14118.ed2（予期しない起動の防止）、ISO13857.ed2（上
肢及び下肢の安全距離）
、ISO13851ed2（両手操作制御装置）
、ISO13854（最小隙間）及
び ISO13849-1ed4（制御システムの安全関連部－設計原則）の 5 件についてそれぞれ検
討を実施した。
さらに、定期見直しとして、ISO14159（機械の衛生設計）及び ISO13849-2（制御シ
ステムの安全設計－妥当性確認）の 2 件について検討を行った。
JIS 原案の作成については、JIS B 9703（非常停止）、JIS B 9705-1（制御システムの
安全関連部-第 1 部：設計原則）、JIS B 9716（固定式及び可動式ガード）の 3 件につい
て、改定作業を実施し原案作成を終了した。
IEC/TC44 関連では、新規国際規格案件として、IEC/TR63161（安全インテグリティ

適用ガイド）
、IEC62998（人保護のために使用される安全関連センサ）
、及び IEC 63074
（安全関連制御システムの機能安全に関連するセキュリティ側面）の 3 件についてそれ
ぞれ検討を実施した。
また、改定案件として、IEC 60204-11 ed2（機械の電気装置-高電圧装置に対する要求
事項）、IEC 60204-32 ed3（機械の電気装置-巻上機械に対する要求事項）、IEC61496-1ed3
（電気的検知保護設備-一般）、IEC 62046 ed1（人の存在検知に対する保護装置の適用）、
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及び IEC62061ed2（安全関連電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全）
の 5 件についてそれぞれ検討を実施した。
JIS 原案については、JIS B 9960-1（機械の電気装置）、及び TS 60204-34（機械の電
気装置－第 34 部：工作機械）の 2 件について、改定及び新規作成作業を実施した。

3-3 機械安全推進特別委員会（(公財)ＪＫＡ補助事業）
機械安全推進特別委員会（委員長・栗原史郎 一橋大学 名誉教授）は、我が国産業界
における機械安全の確保に貢献するべく、平成 29 年度は次の活動を行った。
なお、2 回の会合は共に機械安全標準化特別委員会と合同で開催した。
開催日
第 1 回委員会

29. 9. 7

議

題

1. (報告) 平成 29 年度活動状況報告について
2. (審議) 平成 30 年度補助金交付要望について

第 2 回委員会

30. 3.14

1. (報告) 平成 29 年度活動報告について
2. (審議) 平成 30 年度活動計画案について

〇

機械安全の推進事業を実施（(公財)ＪＫＡ補助事業）
本事業では、機械安全推進特別委員会のもとで、①広大な作業空間における安全管理
システム開発部会（一般会計事業）、②情報通信技術（ICT）等を利用した生産システム
における人の安全確保を実現するための調査研究部会の 2 部会を置き、以下の活動を実
施すると共に、講演会による機械安全の普及促進を実施した。
(1)

広大な作業空間における安全管理システム開発部会（一般会計事業）
平成 29 年度は 4 回の開発部会を開催し、前年度までの JKA 補助事業で開発した製

造工場での安全確保の支援システム「支援的保護システム」をベースに、人と移動体
との関係での安全確保を実現するシステムを構築するための予備実験を、モバイルロ
ボット及びビーコン並びに LiDAR システムを使用して、労働安全衛生総合研究所の設
備で行い、その結果の検討及び来年度実験計画の検討を行った。
(2)

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

ための調査研究部会
平成 29 年度は 6 回の会合を開催し、「政府におけるセーフティとセキュリティの取
組み」、「機能安全と制御セキュリティの標準化動向」等の現状を踏まえて討議を重
ね、ICT 等を利用した生産システムの構築に際し考慮すべきセーフティとセキュリ
ティの方策等について討議した。
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(3)

機械安全普及に係る講演会等
機械安全普及に係る講演会として 1 回開催、また、3 月に会員企業において機械安全

に関する講習会を 2 回開催した。それぞれの演題及び講師は以下に示したとおりであ
る。
第1回

機械安全国際規格の紹介－ISO に基づいた安全な生産システムの構築、
及び IEC におけるセキュリティの標準化－
（平成 29 年 10 月 18 日開催）

①ISO/ TC199 の動向
講師：山田陽滋氏（名古屋大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 教授）
【ISO/TC199 部会主査】
②統合生産システム（IMS）とインテグレータの役割
講師：井上正也氏（オムロン㈱ IAB カンパニー 営業本部
オートメーションセンタ 東部技術課 主査）
③IEC/TC44 の動向
講師：福田隆文氏（長岡技術科学大学 システム安全専攻 教授）
【IEC/TC44 部会主査】
④機能安全を実現する安全制御システムにおけるセキュリティについての標準化
の動き
講師：真白すぴか氏（東京エレクトロン㈱ システム開発センター 主事）
第 1 回 ISO/ IEC 国際標準に準拠した機械安全講習会
（平成 30 年 3 月 2 日開催）
①機械安全国際標準
講師：内藤博光氏（㈱エヌ・エス・エス シニアセーフティエンジニア）
②安全設計の基本
講師：内藤博光氏（㈱エヌ・エス・エス シニアセーフティエンジニア）
③機械の安全設計
講師：関野芳雄氏（元ＩＤＥＣ㈱ 国際標準化・Safety 2.0 推進部
セーフティ・リードアセッサ）
第 2 回 ISO／IEC 国際標準に準拠した機械安全 講習会
（平成 30 年 3 月 23 日開催）
①機械安全国際標準
講師：内藤博光氏（㈱エヌ・エス・エス シニアセーフティエンジニア）
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②電気の安全
講師：関野芳雄氏（元ＩＤＥＣ㈱ 国際標準化・Safety 2.0 推進部
セーフティ・リードアセッサ）
③制御システムの安全設計
講師：関野芳雄氏（元ＩＤＥＣ㈱ 国際標準化・Safety 2.0 推進部
セーフティ・リードアセッサ）

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・松本洋一郎 東京理科大学 学長）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共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 29 年度は次の活動を行った。
また、産業分野における省エネが引き続き重要な課題となっている点に鑑み、平成 30
年度から本表彰事業の見直しを図るため、省エネ表彰事業再検討小委員会（委員長・
松野建一 (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
物館館長）を設置し、表彰位の充実、応募期間の拡大及び IoT 時代に即応したシステム
的アプローチ、推薦制度の導入など、「平成 30 年度優秀省エネ機器・システム表彰」の
実施に向けて検討を行い、結論を得た。

第 1 回幹事会

開催日

議

題

29.5.15

1. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱
2. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領・内規
3. 平成 29 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

29.5.23

1. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰の応募要綱
2. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰審査要領・内規
3. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰事業の日程

第 1 回小委員会

29.7.3

1. 優秀省エネルギー機器表彰事業の見直し
2. 日機連と省エネルギーセンターの表彰事業の現状
3. 今後の検討の方向

第 2 回幹事会

29.7.24

1. 優秀省エネルギー機器応募案件の審査手順
2. 優秀省エネルギー機器応募案件の書面審査(一次審査)分担

第 2 回小委員会

29.7.24

1. 新表彰事業(案)
2. 今後の基本方向

第 3 回幹事会

29.8.24

1. 優秀省エネルギー機器書面審査の結果
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2. 優秀省エネルギー機器ヒヤリング
第 2 回委員会

29.9.1

1. 応募状況及び書面審査(一次審査)
2. 審査日程

ヒヤリング

29.9.11

ヒヤリング審査の実施

～ 9.13
第 4 回幹事会

29.9.25

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

29.10.16

優秀省エネルギー機器現地調査の実施

～ 11.13
第 3 回小委員会

29.11.27

優秀省エネルギー機器表彰事業の見直し

第 5 回幹事会

29.11.27

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 29 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程

第 3 回委員会

29.12.4

1. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰対象の決定
2. 平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰式の日程

第 4 回小委員会

30.2.5

1. 平成 30 年度優秀省エネ機器・システム表彰実施要領(案)
2. 平成 30 年度優秀省エネ機器・システム表彰応募ガイド(案)
3. 平成 30 年度優秀省エネ機器・システム表彰応募申請書(案)
4. 平成 30 年度優秀省エネ機器・システム表彰推薦ガイド(案)
5. 優秀省エネ機器・システム表彰審査要領(案)

表彰式･懇親会

30.2.26

平成 29 年度優秀省エネルギー機器表彰式及び懇親会の開催

第 1 回幹事会

30.3.6

1. 平成 30 年度優秀省エネ・機器システム表彰事業の実施方法
2. 平成 30 年度優秀省エネ・機器システム表彰の事業日程

第 1 回委員会

30.3.19

1. 平成 30 年度優秀省エネ・機器システム表彰事業の実施方法
2. 平成 30 年度優秀省エネ・機器システム表彰の事業日程

〇

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 38 回を迎えた平成 29 年度は、事業の厳正かつ円滑な実施を図るため、優秀省エネ
ルギー機器審査特別委員会及び優秀省エネルギー機器審査幹事会（幹事長・松野建一
(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 29 年度は幅広い分野から 16 件の応募があり、書面審査、ヒヤリング審査、現地
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審査において慎重に審議を重ね、その中から次のとおり 9 件の機器を表彰対象とした。
そのうち経済産業大臣賞 1 件、資源エネルギー庁長官賞 1 件の授与を推薦、決定し、2
月 26 日にホテルグランドパレスにおいて、表彰式を行った。

表彰機器名

申請者名

〔経済産業大臣賞〕
㈱電業社機械製作所

1. アルミ合金インペラ採用多段ブロワ
（AM-Turbo）

〔資源エネルギー庁長官賞〕
2． 焼結機点火用二段燃焼式ジェットバーナ

JFE スチール㈱

〔日本機械工業連合会会長賞〕
3．下水処理用３次元翼プロペラ水中ミキサ

新明和工業㈱

（SME シリーズ）
4．小型高性能熱交換器を搭載した吸収冷温水機

川重冷熱工業㈱

（エフィシオ NZ 型）
㈱島精機製作所

5．可動シンカー付き無縫製立体横編機
（ホールガーメント MACH2XS）
6．自己排ガス再循環型ラジアントチューブバーナ

JFEスチール㈱
日本ファーネス㈱

7．リフレクタ付き面パネル型LED照明植物工場ユニット

大成建設㈱
スタンレー電気㈱

8．キャパシタを用いたAGV用ワイヤレス給電システム

㈱ダイヘン

（D-Broad）
9．CO２冷媒採用冷凍冷蔵コンデンシングユニット

三菱重工サーマルシステムズ㈱
三菱重工冷熱㈱

（HCCVシリーズ）

3-5 ロボット大賞審査特別委員会（(公財)ＪＫＡ補助事業）
〇 ロボット産業・技術振興に関する調査研究
経済産業省との共催により平成 18 年度から「ロボット大賞」表彰事業を実施してきた。
平成 28 年度・第 7 回ロボット大賞からは総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、
国土交通省が新たに共催者として加わり、5 大臣賞が新たに創設され、第 7 回ロボット大賞
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では、2 年前の第 6 回ロボット大賞から応募数がほぼ倍増の 151 件となるなど大きな飛躍
となった。
「ロボット大賞」表彰は平成 21 年度から隔年開催としており、非表彰年度である平成 29
年度は、ロボット大賞審査特別委員会の下部組織である審査・運営委員会（委員長・淺間
一 東京大学 教授）において、以下のように平成 30 年度「第 8 回ロボット大賞」の検討及
びロボット産業・技術に係る最新の社会・産業動向等の調査・分析を行った。
開催日
第 1 回審査･

29.7.19

議

題

1. 今年度の委員会活動計画について
2. 「第 8 回ロボット大賞」の検討

運営委員会

①更に高位の表彰位創設の検討
②応募数増のための施策検討
③広報の改善についての検討
3. 過去の受賞ロボットアンケート調査の方法について
4.「生活の質の向上」に資するロボットの可能性・方向性の検討
第 2 回審査･

29.12.8

1. 「第 8 回ロボット大賞」の検討
①部門の見直し検討

運営委員会

②実施要領、審査要領、募集要項、応募用紙等の検討
③各大臣賞該当部門・分野の検討
④運営体制の検討
⑤日程案の検討
2.「調査検討報告書」内容についての検討
3. 生活の質の向上に資するロボットの検討
4.「第 7 回ロボット大賞」受賞ロボットアンケート調査結果報告
第 3 回審査･
運営委員会

30. 3.12

1.「第 8 回ロボット大賞」の検討
①「第 8 回ロボット大賞」実施概要（案）の決定
②部門・分野（案）の決定
③実施要領（案）、審査要領（案）
、募集要項（案）等の決定
④運営体制（案）の決定
⑤日程（案）の決定
2. 募集リーフレット、募集ポスターの検討
3. 平成 29 年度調査研究報告書（案）の検討
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活動の成果は以下のとおり
(1) 調査研究報告書を作成・発行した
本報告書の構成及び内容：
① 産業用ロボットの市場・技術動向及び課題について調査・考察した。特に注目
すべき技術動向として、人協働ロボットに焦点を当て、又ロボット SIer の重要
性についても調査を行った。
② コネクテッドインダストリーズの概要と IoT・AI によるロボットの最新技術に
ついて調査・考察した。
③ サービスロボットの市場・技術動向及び課題について調査・考察した。特に、
災害対応・インフラ対応、介護・医療、農林水産業、物流、コミュニケーショ
ンロボットについて調査・考察した。
④ 「2017 国際ロボット展」から、最新のロボット市場・技術トレンドを調査・考
察した。
⑤ 急拡大する中国ロボット市場の現状と、日本の中国市場戦略について調査・考
察した。
⑥ 第 8 回ロボット大賞に向けての見直し案の作成と提言を行った。
(2) 第 8 回ロボット大賞実施についての検討を行い、次の案を作成した。
① 募集部門・募集分野
② 表彰位
③ 実施要領、審査要領、募集要項
④ 運営体制・運営方法
⑤ 実施日程
⑥ 広報の改善
(3)「第 7 回ロボット大賞」受賞ロボットの受賞後の状況についてアンケート調査を行っ
た。受賞全 16 社・団体から「ロボット大賞」受賞による効果・反響があったとの
回答を得た。アンケート結果は、募集リーフレット、募集ガイドブック、調査研究
報告書などに掲載して広報した。
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第４章

専門部会事業

1. 調査専門部会
1-1. IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会
〇

IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研究を実施
（(公財)ＪＫＡ補助事業）
IoT・ビッグデータ・AI 等による変革は、従来にないスピードとインパクトで進行して

おり、製造業は新たな時代を迎えている。従来のモノ、製品を作って売るだけの時代は
終わりつつある。製品の使用情報などを入手・蓄積・解析することにより、新しい製品
や今までにないサービスの開発・提供が可能となる。まさに「新次元の製造業」が到来
しつつある。世界の製造業が同様に

IoT・AI 化を競っていく中で、いかにして日本の製

造業が持つ「強み」に更に付加価値のある新しい「強み」を獲得して競争力につなげて
いくか。あるいは、人の役割変化にどう対応していくか。いずれも喫緊の課題である。
そこで IoT・AI 等により新しい次元を迎える我が国製造業にとって、新しい現場力と
は何か、新しい「人の役割」とは何か、その際に求められる人材とその育成・確保、管
理方策等について提案し、我が国機械工業の競争力強化に貢献するため、平成 29 年度に
「IoT・AI 時代のものづくり人材調査専門部会」（部会長・北出真太郎㈱IHI 産業システ
ム・汎用機械事業領域 事業戦略推進部部長）を設置し、調査を進めた。
初年度となる平成 29 年度調査では、国内外の環境変化とものづくりで進行するパラダ
イムシフトに対し、同専門部会に参加したメンバーの現状認識を踏まえて機械工業とし
て取組むべき課題の洗い出しと人材の問題について検討を進め、以下の活動を行った。
8 月 25 日に第 1 回幹事会を開催し、調査の進め方、専門部会の活動方法、今後のスケ
ジュール等について検討を行った。
9 月 28 日に第 1 回会合を開催し、自己紹介の後、経済産業省製造産業局総務課課長補
佐 池田陽子氏より経済産業省で進めている「Connected Industries 実現に向けた製造業
におけるデジタル人材育成」の取組について話を聞き、意見交換を行った。引き続き、
調査委託先の日鉄住金総研㈱コンサルティング事業部客員研究主幹の山藤康夫氏から、
各委員に対して実施した調査テーマに関連する問題意識等の事前アンケート結果、及び
今後の調査の視点、論点の絞り方等の考え方及び内外の動向情報等について説明し、検
討を進めていくこととした。
10 月 23 日に第 2 回会合を開催し、日本アイ・ビー・エム㈱技術理事 グローバル・エ
レクトロニクス・インダストリー CTO の山本

宏氏から「AI で企業を強くする～IBM

コグニティブマニュファクチャリングの背景と戦略～」と題し、IoT グローバル動向、ド
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イツのインダストリー4.0 と日本のコネクテッド・インダストリー、スマートファクトリ
実現へのアプローチ、コグニティブファクトリーの特徴等について話を聞き、質疑応答
を行った。次いで調査委託先の日鉄住金総研㈱の山藤康夫氏から、前回資料に対する意
見と考え方、新たに収集した追加情報内容、アンケート骨子案について説明し、意見交
換を行った。
11 月 28 日に第 3 回会合を開催し、調査委託先の日鉄住金総研㈱の山藤康夫氏から事前
に送付した資料について説明した後、「IoT・AI 時代のものづくり」と「人材」の２つの
視点から今後の論点抽出のためのブレーンストーミングを行った。
1 月 19 日に第 4 回会合を開催し、新日鉄住金ソリューションズ㈱ IoX ソリューショ
ン事業推進部専門部長 井上和佳氏から「生産性、安全性を向上させる IoX ソリューショ
ン」と題し、IoX の概念、IoX のユースケース（屋内測位手段を用いた現場作業の分析・
改善、安全見守りソリューションとその拡張、倉庫内ピッキング作業支援システム、設
備異常の検知・予知モデルの構築と実運用環境、AI を用いた不良発生要因分析）
、AI を
用いたプロセス最適化、IoX プラットフォーム等について話を聞き、質疑応答を行った。
次いで調査委託先の日鉄住金総研㈱の山藤康夫氏から、前回議論を踏まえた追加コメン
ト、補足意見等のアンケート結果について説明し、意見交換を行った。最後に平成 29 年
度報告書骨子(案)について検討した。
2 月 27 日に第 5 回専門部会を開催し、中部大学 工学部ロボット理工学科教授の藤吉
弘亘氏から「Amazon Robotics Challenge への挑戦～深層学習によるロボットの知能化
と課題」と題して、深層学習の仕組み、Amazon Robotics Challenge（ARC）での取り
組み、ARC から学んだこと、今後の展開等について話を聞き、質疑応答を行った。次い
で調査委託先の日鉄住金総研㈱の山藤康夫氏から平成 29 年度報告書(案)について説明し、
纏め方等の検討を行った。
1-2 関西地域製造業における女性の活躍の現状及び課題に関する調査専門部会
〇

関西地域製造業における女性の活躍の現状及び課題に関する調査を実施
「関西地域製造業における女性の活躍の現状及び課題に関する調査専門部会」(部会

長・槇村久子 (一財)大阪市男女共同参画のまち創生協会 理事長)を設置し、「関西地域
製造業における女性の活躍の現状及び課題に関する調査」について検討を行った。
平成 28 年に施行された「女性活躍推進法」により、大企業を中心に女性の活躍に関
する行動計画の策定等、企業等における女性活躍のための対応が強く求められている。
こうした中、本調査は、関西地域の機械産業を中心とした製造業における女性の活躍の
実態把握並びに課題分析等を行い、今後の製造業における取組のあり方と支援策の検討
の一助とすることを目的に実施した。
調査にあたっては、①女性の就労を取り巻く環境変化の把握、②関西地域の機械産業
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における企業側の女性活用の実態と課題、③働く女性側の活用に向けた課題とニーズを
中心に検討することとし、文献調査、アンケート調査及びヒアリング調査とその分析を
行い、製造業における女性活躍の意義と課題をまとめ、関西地域における女性活躍に向
けた提言を行った。
9 月 6 日、第 1 回専門部会を開催し、槇村部会長による開会挨拶の後、事務局から調
査全体計画(案)の概要、文献調査の事例報告、アンケート調査質問事項、ヒアリング調
査の調査先等に関する説明を受けた後、管理職だけでなく製造現場等も含めた幅広い女
性活躍について調査する等の検討を行い、調査の進め方について承認した。
12 月 18 日、第 2 回専門部会を開催し、事務局から「関西地域製造業における女性の
活躍の現状及び課題に関する調査」に係るアンケート集計結果並びにヒアリングの調査
中間報告、今後訪問予定の企業等について説明を受けた後、委員からヒアリングに
あたっては製造現場を含めた調査も行い関西地域の製造業に役立つ調査とするよう、意
見・提案を行い、調査報告書のとりまとめに向けての方向性について検討した。
3 月 2 日、第 3 回専門部会を開催し、調査報告書(案)の説明と意見交換を行い、ヒア
リングでの生声のポイント等も本文に入れて、よりわかりやすい報告書にまとめるよう
修正し最終取りまとめをする旨承認した。なお、本調査報告書は、来年度、会員企業、
行政関係等に配布の後、公開セミナー(シンポジウム)を開催し広く周知を図る予定。な
お、本調査は、㈱ダン計画研究所に委託して実施した。
2. 企画評価専門部会
企画評価専門部会(部会長・矢部

彰 (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術

戦略研究センター ユニット長)は、①事業の助成を行う団体等に対する事業助成の要望及び
助成に係る事業の適正かつ効果的な運営、②当会事業全般にわたる諸問題や研究委員会
及び特別委員会の所管を越える諸問題を対象に、今後取り組むべき課題、活動の方向性、
③研究委員会及び特別委員会を含む本会の組織のあり方、について統括審議委員会から付
託された場合、専門的な審議を行い同委員会へ意見を上申している。
平成 29 年度には、8 月 30 日に専門部会を開催し、平成 29 年度委託調査事業として提案
のあった 3 件に関する委託機関選定及び事業内容について審議を行い、それぞれ原案を了
承した。また、平成 29 年度より開始した３件の調査研究事業の進め方について、および優
秀省エネルギー機器表彰事業の見直しについて、意見を交換した。
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第５章

1.

調査・情報事業等

会員講演会等諸会合の開催
(1) 会員講演会
官庁関係者、各界の専門家及び学識経験者を迎え、機械業界が当面する諸問題や、
将来展望などに関連する関心の高い諸テーマについて話を聞く、会員講演会を開催し
ている。平成 29 年度の実施内容は以下のとおりである。
4 月 24 日、経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部長の飯田陽一氏から､「安全保

①

障貿易管理の現状と課題」をテーマに、最近の安全保障貿易管理等の動向、安全保障
環境の変化、跡を絶たない違法輸出、新興国の投資拡大と技術獲得、第三国経由の調
達活動、原産地証明制度の現状と課題などを中心に話を聞き、懇談した。
5 月 29 日、内閣府 内閣官房 働き方改革実現推進室 内閣参事官の武田康祐氏から､

②

「働き方改革に向けた政府の取組み」をテーマに、働き方改革が必要とされる背景、
「究極の成長戦略」である働き方改革、「働き方改革実行計画」の概要、労働生産性
を向上させる働き方改革、柔軟性の高い労働環境の構築の実現に向けて、などを中心
に話を聞き、懇談した。
6 月 22 日､経済産業省 製造産業局 参事官（デジタル化･産業システム担当） 兼 も

③

のくり政策審議室長の徳増伸二氏から「2017 年度版ものづくり白書」をテーマに、我
が国ものづくり産業が直面する課題、データ収集・活用状況、産業タイプ別の第四次
産業革命への対応、我が国製造業の変革の方向性、“Connected Industries”の実現
に向けて、などを中心に話を聞き、懇談した。
④

7 月 28 日､内閣官房 日本経済再生総合事務局 次長 内閣審議官の広瀬

直氏から

「未来投資戦略 2017－Society5.0 の実現に向けた改革－」をテーマに、新たな成長戦
略の概要、各分野における具体的戦略、横断分野の取り組み（企業の「稼ぐ力」改革、
公共データのオープン化、Society 5.0 を支えるルールの高度化、規制改革・行政手
続簡素化・IT 化の⼀体的推進）などを中心に話を聞き、懇談した。
⑤

9 月 26 日、早稲田大学 環境総合研究センター 参与 招聘研究員、日中自動車交流
協会 理事長、(公社)自動車技術会 フェロー 代議員の樋口世喜夫氏から「自動車産業
の今後」－電気自動車(EV)などのパラダイムシフトが自動車産業に及ぼす影響－をテ
ーマに、パラダイムシフトが自動車産業に及ぼす影響、急速に進む各国の電動化動向、
被害者・加害者をゼロ化する「ぶつからない車」、高齢者の要望と超小型モビリティ、
企業イノベーションの進化とビジネス活動の変遷、などについて話を聞き、懇談した。

⑥

10 月 25 日、産業戦略研究所 代表の村上輝康氏から「サービス革新に繋がるサービ

ソロジーの活用」をテーマに、サービソロジーとは？、サービソロジーの活用事例、
サービス革新による、日本経済全体が革新される、などを中心に話を聞き、懇談した。
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⑦

12 月 13 日、日本貿易振興機構 海外調査部 米州課長の秋山士郎氏より「トランプ
政権の通商政策について」をテーマに、トランプ政権の 1 年を振り返る、NAFTA 再

交渉と今後の行方、トランプ政権の対中戦略、日米関係と日本企業のビジネスへの影
響、製造業の雇用と税制改革等、などを心に話を聞き、懇談した。
⑧

2 月 21 日、みずほ情報総研㈱ 調査本部 本部長代理 兼 市場調査部長の長谷川克之

氏から「2018 年度の経済・金融展望」をテーマに、世界同時好況の背景、2018 年の
米国・欧州・中国・日本経済のそれぞれの注目点、名言・から見える今後の展望など
を中心に話を聞き､懇談した｡
(2) 賀詞交歓会
平成 30 年賀詞交歓会を 1 月 9 日（火）、ホテルオークラ東京別館にて開催し、来賓、
機械業界関係者など 400 名を超える参会者を得て賀詞の交歓を行った。
当日は、大宮英明会長の主催者挨拶、経済産業省製造産業局長・多田明弘氏の来賓
を代表しての挨拶、岡村

正副会長（㈱東芝 名誉顧問）の乾杯発声のあと、懇親を

行った。
大宮会長は挨拶の中で、「今年度の国内機械生産は、前年度比5.5％増と、この7年間
で最大の伸び率が予想されるなど、国内外の景気動向を反映して総じて堅調な状況が
続いている。昨年度のマイナス成長に対して今年度はほとんど全ての業種において増
加基調にあり、こうした状況が新年度の4月以降も継続することを強く期待するが、労
働需給のタイト化も気になる。
いざなぎ景気を超える景気回復のなかで、280 万人の就業者の増加に伴い、失業率は
バブル崩壊以降最低の水準となり、人手不足の影響が日増しに高まっていることを、
多くの皆様が実感しておられるのではないか。こうした労働需給のトレンドは、今後
の我が国経済の状況並びに我々機械産業の行方を左右する最も重要なポイントになる。
人手不足が我が国経済にとって最早構造的な課題であり、労働需給が構造的にタイト
化してきていることは抗うことのできない潮流ではないかと考える。こうしたなかで、
政府も昨年 12 月に、
『新しい経済政策パッケージ』を取り纏められ、
『少子高齢化とい
う最大の壁に立ち向かうため、生産性革命と人づくり革命を車の両輪として、2020 年
までの 3 年間を集中投資期間と位置づけ、取組む』との方針が打ち出され、対策の一
環として、一定の賃上げや人材育成、設備投資を前提条件とした法人税率の引下げ措
置の導入が決定された。
労働需給のタイト化は、機械産業にとって二重の意味を持っている。取引企業や自
社の生産現場での人手不足に如何に対応するかという自らの課題の一方で、顧客への
機械及びシステムの提供を通じて、ユーザーの省人化、生産性の向上に貢献するとい
う立場である。人件費の上昇圧力の下で、企業がコスト競争力を維持するためには、
相当程度の省力化投資を進め、生産性改革の実現に本気で取組む必要がある。日機連
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も、こうした動きを促進すべく、所要の税制の実現につき、関係方面への要請を行っ
てきたが、償却資産向け固定資産税課税の改善、IoT関連税制の創設、省エネルギー
税制の創設等、投資を円滑化するための一連の税制が実現することとなった。機械
ユーザーサイドでの制度の積極的な活用を強く期待する。
加えて、イノベーションを活用した生産性革命への取組は、我が国のみならず、世
界各国において喫緊の課題として認識されている。RRI（ロボット革命イニシアティブ
協議会）が経済産業省と共に昨年11月末に開催致した国際シンポジウムにおいても、
各国からの代表者が参加し、IoT革命を巡って極めて活発な議論が行われた。また、米
国のIIC（インダストリアル・インターネット・コンソーシアム）からの要請もあり、
RRI－IIC間での連携協定の締結を発表致した。スマート・マニュファクチャリングに
関する国際標準化に向けた取組も今年はIEC（国際電気標準会議）中心に加速していく
ものと思われる。国内の取組体制も充実が期待されるところであり、関連する工業会
のご協力をいただきながら、我が国がこの面でも積極的に貢献できる立場に立てるよ
う取組んで参りたい。」などを述べた。
2.

中国経済研究会「津上中国ブリーフィング」を開催
世界第 2 位の経済規模を誇り、国際社会の中で政治的・経済的に大きな影響を及ぼし
ている中国は、近年、構造的課題が深刻化し、対外的問題を抱えており、我が国の産業
活動にとっての影響が懸念されている。この状況下、複雑化する世界情勢の中で、中国
経済社会の今後の動向をどう見るかについて、優れた専門家のプロフェショナルな総合
的な分析や判断が重要であることから、平成 28 年度より「中国経済研究会」を設置した。
講師には現代中国事情に精通、中国経済の第一人者として評価の高い津上俊哉氏（津上
工作室 代表）を招聘し、最新の中国経済社会の動向を、津上氏の分析・判断を交えて解
説をきき、質疑応答を行う「津上中国ブリーフィング」を開催している。
平成 29 年度の開催内容は以下のとおりである。
4 月 12 日、第 5 回ブリーフィングを開催し、昨年前半の景気刺激アクセルによる景気

①

の好転と副作用、昨年後半の不動産投機の抑制と金融引き締めにより今年後半以降に景
気が減速する予想など、中国の経済診断について説明を聞くと共に、津上氏が今年初め
の米国滞在で感じたトランプ政権の実態と今後に関する見解について、解説を受けた。
7 月 10 日、第 6 回ブリーフィングを開催し、特に金融面での昨年の景気アクセルを振

②

り返る、「金融ハイレバ経営」はどのように行われてきたか？、デレバレッジ政策はど
のように行われているか？、等について解説を受けた。
③

11 月 10 日、第 7 回ブリーフィングを開催し、今なお失速の気配はない足許の中国景
気、ⅠＭＦの見方によるこの成長はサステナブルか、いったん終息したように見える資
本流出、躍進する中国ニューエコノミー、共産党大会所感等について、解説を受けた。
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④

1 月 30 日、第 8 回ブリーフィングを開催し、統計発表を受けた 2017 年の中国経済の

総括、2018 年の中国経済のリスク要因とは何か？、中国の“IEB”産業は、世界の先頭
に躍り出たか？等について、解説を受けた。
3． 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、各種調査・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の
発信、海外情報及び優秀省エネルギー機器表彰事業に関する情報提供などである。
4．日機連定期情報の発信
(1) 日機連週報
社員総会、理事会及び総合役員会などの開催内容、研究委員会、特別委員会並びに専
門部会などの活動状況を紹介すると共に、各委員会・会員講演会等の招へい講師の講演
要旨、シンポジウムの概要、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
の経済情勢や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
集し取りまとめたシカゴレポート、機械工業生産額見通し調査結果、調査・研究報告書
の概要等について簡潔に編集し、併せて関係省庁・団体等の広報事項などもわかりやす
くまとめて電子情報として速報した。
(2) ＪＭＦ経済ニュースレター
月 1 回の頻度にて発信している。マクロ経済、国内需要、海外需要、国内生産活動及
び金融・為替・商品の動きなど、政府、日銀、各工業会等から発表された直近の経済指
標について、グラフや表を使用して分かり易くまとめ、12 回発信した。
(3) 日機連かわら版
月 1～2 回の頻度で、日機連の事業活動並びに機械業界の話題などを親しみやすい切り
口で発信した。平成 29 年度は、正・副委員長及び委員紹介、参与紹介、エッセイ、業界
トピック(展示会・公募のお知らせ、歴史的名機紹介等)、表彰事業、事務局便り(常務理
事紹介)等の記事を発信した。
正・副委員長紹介では、日機連事業の柱である 5 つの研究委員会（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、関西事業活力
研究委員会）の委員長及び副委員長 10 名を一堂に紹介した。また、税制金融政策特別委
員会の委員長・委員並びに事業基盤及び経営課題両委員会の委員(幹事)を紹介した。
業界トピックコーナーでは、会員工業会主催の展示会、イベント、公募(川柳等)のお知
らせを発信すると共に、日本工業大学・工業技術博物館の協力のもと同館所蔵の日本の
近代化に寄与した機械類 400 点の中からユニークなものを選び順次紹介した。
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このほか、自由なテーマで寄稿頂いたエッセイ、会員団体参与のインタビュー記事、
平成 28 年度優秀省エネルギー表彰事業において経産大臣賞を受賞したオークマ㈱“ECO
suite”の開発エピソードをまとめた開発物語を発信した。
5． 機械工業の生産額見通し等調査を実施
本調査は機械工業の各機種別工業会 47 団体の協力を得て、毎年 2 回、機械工業生産額
の見通しをとりまとめるもので、平成 29 年度は「平成 29 年度機械工業生産額見通し調
査」を 7 月 20 日に、「平成 29 年度機械工業生産額（改訂）見通し調査」を 11 月 21 日
にそれぞれとりまとめ公表した。また、11 月 30 日~12 月 1 日には愛媛県で工場見学会
を開催し、井関農機㈱、三浦工業㈱を視察し、意見交換を行った。
6． 労働安全衛生部会を開催
労働安全衛生部会（部会長・杉本浩明 三菱重工業㈱ 人事労政部 安全衛生グループ長）
は、労働安全及び災害補償等に係る経営課題について情報収集すると共に、これらの課
題への対応について検討するため、意見の交換等を行い、必要に応じ、政府関係当局と
の意見交換及び政府関係団体への要望・提言等について審議することを目的に、平成 29
年度は、平成 28 年度計画を継続し以下の活動を行った。
(1)

第 1 回会合（平成 29 年 12 月 8 日）
長年、製造企業に勤務経験を有し、労働安全衛生と機械安全に造詣の深い高岡
弘幸氏（中央労働災害防止協会 マネジメントシステム審査センター 専門役）から、
「海外拠点における安全衛生管理活動」と題して、①Ａ社での安全衛生活動と海外
での安全衛生活動の進め方、②機械安全の推進、③海外拠点対象の安全衛生教育、
④環境安全保安監査、⑤グローバルコミュニケーションについて講演を聞き、質疑
応答を行った。

(2)

第 2 回会合（平成 30 年 3 月 5 日）
平成 30 年度は、第 13 次労働災害防止計画の初年度に当たるため、安井省侍郎氏
（厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 副主任 中央産業安全専門官）から、
「第 13 次労働災害防止計画」について、①計画のねらい、②安全衛生を取り巻く現
状と施策の方向性、③計画の重点事項、④重点事項ごとの具体的取組について講演
を聞き、質疑応答を行った。
また、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格として ISO45001（本年 3
月発行済み）について、本規格の国際エキスパートである斉藤信吾氏（中央労働災
害防止協会 技術支援部 次長）から、
「ISO45001 のポイント」と題して、注意が必
要な用語や要求事項、及び規格を適用する上での注意点等について講演を聞き、質
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疑応答を行った。
7．中小企業等設備投資関連税制の機械業界への普及・広報
政府が実施する中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書の発行
など中小企業等の設備投資促進に関して、機械業界への普及・広報を行った。
8. 関西地区での事業の実施
8-1. 関西地区での諸会合等
①

関西地区賀詞交歓会
平成 30 年 1 月 12 日、リーガロイヤルホテルにおいて、大阪機械広報懇話会と合同
で、関係官公庁・諸団体の来賓及び関西地区会員、報道機関関係者など 300 名を超え
る参加者を得て開催し、古川 実副会長(㈱日立造船 相談役)の主催者挨拶、近畿経済産
業局長 森 清 氏並びに日本銀行理事・大阪支店長 衛藤公洋氏の来賓挨拶、大宮英明
会長の発声による祝杯のあと、賀詞の交歓を行った。

②

総務懇話会
4 月 13 日、第 658 回例会を開催し、三菱 UFJ 信託銀行㈱ 法人コンサルティング部
会社法務コンサルティング室室長の中川雅博氏から「本年定時株主総会に向けた留意
点」と題した講演を聞き、意見交換を行った。
5 月 24 日、第 659 回例会を開催し、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱ 女性
活躍推進 ダイバーシティマネジメント戦略室 コンサルタントの米村紀美氏から「多
様な人材の活躍を促進する『働き方改革』」と題した講演を聞き、意見交換を行った。
7 月 10 日、第 660 回懇話会・情報交換会を開催し、川崎重工業㈱ 総務本部 総務部
総務課担当課長の乾 貴博氏から「周年事業の実施」について、昨年行われた川崎重工
業㈱の 120 周年記念事業の行事内容とエピソード等を聞いた後、各社の周年事業の内
容、エピソード等の情報交換を行った。
9 月 14 日、第 661 回例会を開催し、(国研)産業技術総合研究所 人工知能研究セン
ター 首席研究員／人工知能技術コンソーシアム 会長 東京工業大学特定教授 統計数
理研究所客員教授の本村陽一氏から「AI IoT の今後について、次世代人工知能技術の
社会実装～AI for Manufacturing, Service, and Society～」と題した講演を聞き、意見
交換を行った。
10 月 6 日～7 日、第 662 回例会・見学研修会を長野県塩尻市のセイコーエプソン㈱
塩尻事業所にて開催した。同事業所は、信州時の匠工房として、スイスで開かれてい
た時計の技能競技会で、1968 年に「国際技能者賞」を受賞以来 5 年連続で同賞を獲得
し、現在でも、卓越した技術を誇っている。オーダーメイドの腕時計や宝飾腕時計な
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どの高級腕時計を殆ど手作業で製造しており、同社では、他にプリンター事業、ビ
ジュアルコミュニケーション事業(プロジェクター等)を展開しているが、本事業所の腕
時計は高い収益性を保っている。細かい手仕事のモノづくり現場を見学後、意見交換
を行った。
11 月 16 日、第 663 回例会・見学会を花王㈱和歌山工場にて開催した。和歌山工場
は花王㈱で国内最大の工場で、先進技術の工場ラインでは、ロボットによる家庭用洗
剤の充填及びパッケージを行う現場を見学し、同工場内は、港がありココヤシ等原料
の輸送コストを削減していると共に、防砂林の松を植え、工場内及び近隣地域の砂防
を行い、工場排水は無臭透明に浄化して排水するなど、環境に配慮されていた。また、
同社エコラボミュージアムでは、詰め替え用製品の液漏れ防止注ぎ口の開発により安
全に余すことなく移し替えられ、詰め替え用製品により、従来の容器の廃棄に比べ 1/10
以下に廃棄物が減少したこと、容器等は、建築用ブロックなどの材料としてリサイク
ルされるなどの説明を聞き、見学・意見交換を行った。
12 月 8 日、第 664 回例会を開催し、(特非)女性と仕事研究所 代表理事の諸田智美氏
から「なるほど！女性活躍の本質～社員総活躍で成果を出す会社に～」と題した講演
を聞き、意見交換を行った。
2 月 19 日、第 665 回例会・見学会を㈱ダイヘン六甲事業所(神戸市東灘区)及び本社(大
阪市淀川区)で開催し、六甲事業所は、溶接ロボット、組み立てロボット、運搬ロボッ
ト(AGV)等による最先端の自動化工場を見学し、本社では、2017 年に完成し、本年 2
月 9 日竣工の新社屋を見学した。本社は、土地がもともと沼地のため杭を 60ｍの深さ
まで差し込み、東日本大震災の教訓を受けて南海トラフの大震災や上町断層地震に耐
えうる社屋を建て、近隣住民の避難所としての機能も有している。新社屋では、本年
より夏のお祭りを再開し、一般開放を行うなど、十三のランドマークの一つとして街
に貢献しており、オフィスは、WLB を考え、働きやすい開放的で機能性に富んだ造り
になっている。社内 1 階は、歴史資料館なども設置し、同社がものづくり産業の旗手
の 1 つとして、変圧器から今日のロボット製造販売まで発展している状況を見学し、
意見交換を行った。
③

関西団体協議会
4 月 20 日、第 571 回例会・見学会を大阪市環境局 舞洲工場（ごみ処理工場）にて
開催し、概要説明の DVD 視聴後、ゴミの焼却・破砕や、焼却の熱や蒸気を利用した発
電、余熱利用など説明を受けながら施設の見学を行った。
6 月 22 日、第 572 回例会開催し、㈱富士経済 大阪マーケティング本部 第 2 部 主
任の村上 雅氏から「IoT・AI 技術で本格化する製造業のサービス化のビジネスモデル
と有望市場探索調査」について講演を聞き、意見交換を行った。
8 月 2 日、第 573 回例会・見学会を大阪工業大学 梅田キャンパス ロボティクス＆
デザインセンターにて開催し、同キャンパスの概要・新学部の取組などの説明後、一

- 45 -

般開放施設（ロボット等の展示）や学生研究エリア・研究室等の見学を行った。
10 月 17 日、第 574 回例会を開催し、公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
長の諏訪園貞明氏から「経済のデジタル化が急速に進展する中での競争政策の展開」
について講演を聞き、各団体の取組及び課題について報告し、質疑応答を行った。
12 月 19 日、第 575 回例会を開催した。(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構
関西支部長の高瀬幸子氏から NEDO 関西支部の概要説明をうけた後、各団体の事業の
中から好評だったセミナー・講師・見学先等の情報交換を行った。
2 月 2 日、第 576 回例会を開催し、近畿経済産業局 地域経済部次長の高橋俊之氏か
ら「経済産業省関連支援事業の概要」について「補助金等申請書の書き方のポイント」
を交えながら講演を聞き、質疑応答を行った。
④

環境配慮事例研究会
5 月 12 日、第 91 回例会を開催し、環境省 近畿地方環境事務所 廃棄物リサイクル

対策課長の清丸勝正氏及び課長補佐の内田 武氏から「PCB 廃棄物を中心とした廃棄物
処理の現状と動向について」と題した講演を聞き、意見交換を行った。
7 月 18 日、第 92 回例会を開催し、東京大学 公共政策大学院 教授の有馬 純氏から
「パリ協定発効後の内外情勢と我が国の課題」と題した講演を聞き、意見交換を行っ
た。
9 月 20 日、第 93 回例会を積水ハウス㈱静岡工場(静岡県掛川市)にて開催し、関西、
北陸、中部をエリアとする静岡工場の概要及び環境の取組について説明を聞き、溶接
工程でプログラミングされた複雑な動きで処理するロボットのライン、陶板外壁製造
工程では、1000 度以上で焼く 24 時間稼働の軽くてかたい外壁の製造工程、資源循環
センターでは、建設現場で出るリサイクル用の廃材等の処理現場をそれぞれ見学、ま
た、積水ハウスの販売向け家屋の屋根の太陽光パネルの進化、断熱材比較や窓の熱伝
導比較や UV 透過比較等省エネハウスを体感し、その後、質疑応答を行った。
11 月 15 日、第 94 回例会を開催し、ロボット革命イニシアティブ協議会 事務局次
長の北村篤史氏から「日本のインダストリアル IoT とドイツの Industrie4.0～ドイツ
で何が行われているか～」と題した講演を聞き、意見交換を行った。
1 月 18 日、第 95 回例会を開催し、各社からの「Co2 排出削減について―各社の対応」
と題した説明を聞き、情報交換を行った。
⑤

社員満足向上懇話会
7 月 7 日、第 40 回例会を開催し、近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機
器技術振興課 課長補佐の日村健二氏から「健康経営の推進に向けて」と題した講
演を聞き、意見交換を行った。
9 月 22 日、第 41 回例会を開催し、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱ 女
性活躍推進 ダイバーシティマネジメント戦略室 コンサルタントの米村紀美氏か
ら「女性の活躍推進について」と題した講演を聞き、意見交換を行った。
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11 月 21 日、第 42 回例会・見学会を川崎重工業㈱企業博物館のカワサキワール
ド(神戸市)にて開催し、川崎正蔵による創業、初代社長の松方幸次郎から現代にい
たる企業の歴史のパネル紹介並びに体験型陸・海・空レジャー機器等アミューズ
メントコーナーを見学・体験した。
12 月 21 日、第 43 回例会を開催し、㈱カンノマネジメント 代表取締役の神野
俊和氏から「柔軟な働き方改革における法的課題(副業・兼業と事業場外労働)」と
題した講演を聞き、意見交換を行った。
2 月 9 日、第 44 回例会を開催し、(公財)国際研修協力機構 実習支援部 相談課 課
長の剱持達夫氏から「外国人技能実習制度概要」と題した講演を聞き、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 12 日、第 70 回例会を川崎重工業㈱本社(神戸市中央区)にて開催し、①2017 年
春闘回答について、②働き方改革への取組についての情報交換を行った。また、カワ
サキワールド(川崎重工グループ企業ミュージアム)を見学した。
8 月 1 日、第 71 回例会を開催し、①高齢者雇用施策について、②人事システムでの
情報管理範囲について、情報交換を行った。
11 月 13 日、第 72 回例会を開催し、①旅費について、②タレントマネジメントにつ
いて、情報交換を行った。
2 月 1 日、第 73 回例会を開催し、①海外勤務者規定の見直しについて、②2018 年春
闘について、③資格等級制度について、情報交換を行った。

⑦

大阪機械記者クラブ室の運営と企業広報の促進に関する諸活動
大阪事務所では、関西地域機械産業の広報活動の効果的な展開及び報道機関との連携
を図ることを目的として設けられている大阪機械広報懇話会(正会員数：81 社、代表幹
事・井垣 勉 オムロン㈱ 執行役員 グローバル IR・コーポレートコミュニケーション
本部長)と協力して関西地域機械産業の情報発信拠点である大阪機械記者クラブ室(大
阪事務所分室)の活性化を目指した運営を行うと共に、地域機械産業の広報を促進する
ための諸事業を継続して行った。

8-2.関西ものづくり産学官連携情報プラザの運営
関西地域の大学等と連携して、各大学等のイベント等の情報提供を同サイトにて行っ
た。
8-3. 日機連大阪メルマガの発信
日機連大阪事務所は、関西地区のイベント・セミナー・ワークショップ情報並びに日
機連主催セミナー等を日機連の関西地区会員、機械関連企業、関西地区関係機関等に毎
月 1 回、20 日前後にメールにて配信した。
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9. 重要部品等の中長期安定供給に関する対応策を検討
世界的な景気回復や第 4 次産業革命の進展を背景に、生産設備等の需要が好調に推移す
る中、重要な基幹部品及び素材の納期が長期化し、一部で設備の製造に影響が生じている。
このような重要部品等の逼迫は、景気の変動により今後も起こることが想定され、足下の
対応だけでなく、中長期的な視点からの対応が必要と考えられる。そこで、この問題への
対応のため、日機連を始め関係業界で重要部品等の中長期安定供給に関する懇談会を開催、
検討した結果、以下の政策提言をとりまとめ、3 月 20 日(火)、経済産業省へ提出、善処方
を要望した。
重要部品等の中長期安定供給に関する懇談会

政策提言

世界的な景気回復や第四次産業革命の進展を背景に、生産設備等の需要が好調に推移す
る中、重要な基幹部品及び素材（以下、「重要部品等」という。）の納期が長期化し、そ
れらを製造するための機械の納期長期化へと繋がっており、機械産業に広く影響が生じて
いる。
最新鋭の生産設備が幅広い業種の製造工程に供給されることは、我が国製造業の国際競
争力を維持強化するためだけでなく、我が国政府が推進する生産性革命や Connected
Industries の実現を図る上でも極めて重要である。
重要部品等の供給企業においては、設備投資の前倒しや拡大、人員増強、拠点間の融通、
重複発注の精査など、取り得る対策を既に実行に移している。また、需要側の機械製造企
業においては、製品差別化に支障の出ないようにしながら仕様の統一や変更を行う、不急
の見込み発注を慎むなどの対応を行っている。
我々は、重要部品等の足下の逼迫の影響を緩和するため、前述のような努力を引き続き
継続していく所存であるが、このような重要部品等の需給両サイドの関係企業の取組を支
援するような政策について、下記の通り提言する。
記
１．生産性向上のための施策
(1)

人手不足の製造現場をより一層自動化・効率化及び増産するための設備投資(ソフト

ウエア投資を含む)に対して税制、補助金等により支援を行うこと。
(2)

上記支援においては、その投資等が速やかに行われることが重要であるところ、企業

の経営判断と連動して迅速に認可・採択されるような制度設計を行うこと。
(3)

重要部品生産に必要な素材や製造設備の調達が製造の律速にもなっているところ、こ

れら素材や製造設備の調達の円滑化についても必要な施策を講ずること。
2.
(1)

人材の確保及び育成のための施策
重要部品等の製造に必要な人員の確保及び育成に対して支援を行うこと。
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(2)

労使合意の下における柔軟な残業時間の上限の設定を認めるなど、緊急時における労

働基準の一時的な弾力的運用を認めること。
3．中長期安定供給を支える取引環境の整備
(1)

今般の問題の根底に、供給企業側の人手不足が要因の一つとしてあることを踏まえ、

需要企業及び供給企業の双方が、労務費上の課題への対応の必要性についての問題意識
を共有し合うこと、型管理の適正化を推進することなどを含めて未来志向型の取引環境
の整備に向けて、政策面においてもその円滑化に取組むこと。
(2)

とりわけ、産業機械分野における業種別下請取引ガイドラインを不断に見直し、PDCA

サイクルを回すこと。
4．既存施策との整合
(1) 当該重要部品等について政策的な位置づけを与え、他施策を整合的に制度設計し運用
すること。
(2) 生産設備の納期が長期化している現状を踏まえ、設備導入に対する支援施策が有効に
機能するよう、例えば補助事業の事業期間を十分に設ける等の弾力的運用を行うこと。
[連名団体]
一般社団法人 日本機械工業連合会、一般社団法人 日本工作機械工業会
一般社団法人 日本工作機器工業会、一般社団法人 日本鋳造協会
一般社団法人 日本半導体製造装置協会、一般社団法人 日本木工機械工業会
一般社団法人 日本ロボット工業会、一般財団法人 素形材センター
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第６章 ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)への参画・支援

成長戦略の一環として政府が掲げた「ロボットによる新たな産業革命」のアクションプ
ラン「ロボット新戦略」(平成 27 年 1 月公表)に基づき、
「ロボット革命イニシアティブ協議
会(RRI)」が平成 27 年 5 月 15 日に発足した。当会は、「ロボットによる新たな産業革命」
は機械産業の今後の事業活動に大きな影響を及ぼすものであると認識し、
「ロボット革命イ
ニシアティブ協議会」(活動)に参画等、協力している。
同協議会は、平成 28 年度に活動を本格化させ、
「IoT による製造ビジネス変革」、
「ロボッ
ト利活用推進」、
「ロボットイノベーション」の３WG を継続した。会員数は約 510 となり、
発足時の 226 から倍増している。
平成 29 年度の主な動きとして、我が国の産業が目指す姿を示すコンセプトとして
「Connected Industries」（以下 CI）が政府から示され、RRI はこの内ものづくり・ロボ
ティクス分野の推進主体と位置付けられた。またこの一環として経産大臣 CI 懇談会が組織
され RRI 会長（大宮英明三菱重工㈱取締役会長、日機連会長）もそのメンバーとなり企業
間協調領域の最大化につき議論が行われ、またそのアクションとして中堅中小企業支援機
関向け IoT 活用事例データベースの整備などを経産省と共に実施した。
各 WG 活動の活動は以下のとおり。
IoT 関連では国際標準化日独専門家会議を通算 15 回行い、具体的なユースケースを設定
しての分析を行い共同ペーパーを発出した。セキュリティについても日独専門家会議を通
算 7 回行い、ユースケースに基づく共同ペーパーを発出した。第 3 回国際シンポジウムを
経産省と共催で開催し経済産業副大臣、世界経済フォーラム、独経済エネルギー省、中国
情報通信研究院、Industrial Internet Consortium(IIC)を登壇者として招き、Connected
Industries 他各国の IoT に対する取組や課題意識を共有した。なお、RRI 大宮会長も登壇
した。またチェコ産業連盟、IIC、仏産業の未来連盟とそれぞれ連携協定を締結した。中小
企業支援では昨年度に引き続き低価格ツールとレシピを約 120 件収集し公開した。またサ
ブ幹事会においては工作機械から情報を収集し業務改善に結びつけるため工作機械メー
カーの違いに影響されず必要な情報を一覧表示するシステムを構築、かつ国プロのデータ
活用実証事業の場を活用して、各社工作機械および IoT プラットフォーム上でのプログラ
ム実装を実施した。
ロボット利活用関連では、日本ロボット工業会が主体となり、SIer のプロセス標準の改
訂/普及、分割検収の考え方の整理/普及・啓発を図る方策として、国際ロボット展及び全国
での講演イベントでの普及 PR などを実施した。また 28 年度に作成したロボット活用ナビ
の運用改善提案として、継続的に拡大運用を図ると共に、その更なる改善に向けた提案
について検討を実施した。その結果、動画掲載や各種コンテンツの充実化を図った。ロ
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ボット SIer が業務上、自社が抱える技術者の技能レベルをユーザに示す上でも、またユー
ザ、メーカーそして学生が社内や就職等において取得することでインセンティブとなる国
家資格・「技能士」（特級、1 級～3 級、基礎１～2 級、単一等級）の資格制度成立に向けた
具体的設計について資格検定制度の設計サブグループを組成して検討を実施した。その結
果、
「ロボット制御」
（作業区分）の技能検定を設けることとし、受験対象、受験割合想定、
業界協力体制、社会的便益の検討を実施した。
ロボットイノベーション関連では、NEDO が主体となって検討したプラットフォームロ
ボット国プロをロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクトの平成 29 年度の事業公募
として 5 月に展開し、21 件の公募の中から、ソフトウエア 2 件、ハードウエア 8 件のプ
ラットフォーム開発テーマが採択された。ロボット国際競技大会は大会名称を「World
Robot Summit」とし、ものづくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニアの 4 つのカ
テゴリーにおける 9 種目での開催が決定された。また 2018 年のプレ大会の公募が行われた。
ロボットイノベーション WG 研究会を産総研を中心にロボットプラットフォーム、安全認
証・実証、社会実装の 3 つの研究会を発足し、有識者からの話題提供、討議等を実施した。
また NEDO が主体となり新規プロジェクト企画立案等に向けた検討案の策定を実施する為、
WG 会員の中からテーマの提案を募集し、賛同者を募った結果、3 件の検討会を立ち上げた。
検討結果についてはそれぞれの検討会毎に報告書にまとめ、企画提案書として WG 会員へ
の報告を実施した。
日機連は、同協議会への参画、協力支援活動を展開しており、平成 29 年度の活動として
は、特定法人として協力会費の支出、同協議会のイベントへの日機連職員のサポートなど、
資金面・業務遂行面両面での支援を行った。
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第７章

他団体との協力・連携事業

1． (一財)機械振興協会との連携強化
機械産業振興と同趣旨の目的の下で事業活動を展開している(一財)機械振興協会との
間で、人材の相互活用や資金の有効利用など、リソース共有に伴う相乗効果を求めて、
連携を強化しており、平成 29 年度は、機械工業関連情報発信、講演会・中国経済研究会
の開催、産官学連携情報発信などで共同事業を行った。
2.

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(ＪＥＥＤ)と人材育成分野における協力に
係る連携活動を推進
当会と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、平成 26 年 8 月 25 日
に締結した人材育成分野においての連携協定書に基づき、協力して事業を実施しており、
平成 29 年度は以下の活動を行った。
JEED の主要事業の一つである職業能力開発体系に係る職務モデルデータ分析実施に
関し、作成された機械関連業種の職業能力開発体系報告の広報に努めると共に、新たな
業種の職務モデルデータ分析実施について協力を行った。
また、平成 26 年度から平成 28 年度までの 3 ヵ年において、JEED からの参画も得て
機械安全教育カリキュラム等の策定が終了した。このため平成 29 年度は、策定した機械
安全教育カリキュラム等を使用した教育の実施に向けた仕組みづくりなどについて検討
を行った。
加えて、職業能力開発総合大学校の「職業訓練基準の分野別見直しに係る基礎研究会
―金属・機械、運搬機械運転、情報通信分野―」に委員を派遣し、同基準の見直しに協
力した。

3．団体会員との情報連携
日機連団体会員と情報共有を行うため、次の２会合を設けている。平成 29 年度はそれぞ
れ以下の活動を行った。
(1) 海外業務懇談会
海外・貿易業務担当者で構成し、毎月の貿易関連統計の動きや海外景気等について情
報交換を行っている。平成 29 年度は、4 月 26 日、5 月 23 日、6 月 28 日、7 月 21 日、9
月 22 日、10 月 26 日、11 月 21 日、12 月 18 日、1 月 30 日、3 月 19 日に定例会を行う
と共に、2 月 16 日~17 日には鹿児島県で開催し、種子島宇宙センターを視察し、意見交
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換を行った。
(2) 総務連絡会
総務業務担当者で構成し、団体運営に係わる横断的な情報交換を行っている。平成 29
年度は、4 月 4 日、6 月 14 日、9 月 13 日、10 月 11 日、11 月 8 日、12 月 19 日、2 月
14 日に定例会を行うと共に、7 月 27 日~28 日には島根県にて開催、安来市の日立金属㈱
安来工場を訪問、工場施設を視察、工場担当者と意見交換を行った。また、3 月 7 日には、
埼玉県にて開催、南埼玉郡の日本工業大学工業技術博物館を見学した。
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第８章

講演・見学会等一覧

1. 講演一覧

講演テーマと講師

開催日
29.4.13

開催会合名

(ﾃｰﾏ) 本年定時株主総会に向けた留意点

総務懇話会

(講師) 三菱 UFJ 信託銀行㈱証券代行部

(大阪事務所)

会社法務コンサルティング室
室長 中川雅博
29.4. 24

氏
会員講演会

（ﾃｰﾏ）安全保障貿易管理の現状と課題
（講師）経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部長
飯田陽一

29.5.12

氏

(ﾃｰﾏ) PCB 廃棄物を中心とした廃棄物処理の現状

環境配慮事例研究会
(大阪事務所)

と動向について
(講師) 近畿地方環境事務所
廃棄物・リサイクル対策課
課長 清丸勝正

氏

同事務所 課長補佐 内田
29.5.22

武

氏

(ﾃｰﾏ) 平成 28 年度調査報告「関西地域の産業にお
けるロボット導入状況と今後の活用分野に

関西事業活力研究委員会
(大阪事務所)

関する調査概要」
(講師) 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱
地域政策研究グループ
主任研究員 美濃地研一
29.5.24

氏

(ﾃｰﾏ) 多様な人材の活躍を促進する『働き方改革』 総務懇話会
(講師) 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱

(大阪事務所)

女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント
戦略室
コンサルタント 米村紀美
29. 5.29

氏

（ﾃｰﾏ）働き方改革に向けた政府の取組み

会員講演会

（講師）内閣府 内閣官房 働き方改革実現推進室
内閣参事官
29.5.31

武田康祐

氏

(ﾃｰﾏ) 国際課税の最近の動向

税制金融政策特別委員会

－昨今の改正の確認と今後の動きについて

- 54 -

(講師) PwC 税理士法人
常任顧問

岡田至康

氏

国際税務ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ
29.6.7

28.6. 22

高野公人

氏

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
浅川和仁 氏
（ﾃｰﾏ）
「パリ協定発効後の内外情勢と我が国の課
題」
(講師) 東京大学公共政策大学院教授
有馬 純 氏

循環型社会研究委員会
(技術開発、事業基盤、経営
課題との拡大委員会)
会員講演会

（ﾃｰﾏ）2017 年版ものづくり白書
（講師）経済産業省 製造産業局 参事官(デジタル

29.6.22

化・産業システム担当)

兼 ものづくり

政策審議室長

氏

徳増伸二

(ﾃｰﾏ) IoT・AI 技術で本格化する製造業のサービス
化のビジネスモデルと有望市場探索調査

関西団体協議会
(大阪事務所)

(講師) ㈱富士経済
大阪マーケティング本部 第 2 部
主任 村上
29.6.30

雅

氏

(ﾃｰﾏ）新しい現場力と絶えざる進化を目指して～

事業基盤研究委員会

TAKUMI4.0
（ものづくりパラダイムシフト対応調査専
門部会報告）
(講師) 日鉄住金総件研㈱
客員研究主幹
29.7.4

山藤康夫氏

（ﾃｰﾏ）もう一つの製造大国ドイツの輸出はどうして

経営課題研究委員会

増えているのか～日独の輸出構造から考え
る

（講師）㈱東レ経営研究所 産業経済調査部
シニアエコノミスト 福田佳之 氏

29.7.5

（ﾃｰﾏ）IoT 時代のシステムデザインアプローチ

技術開発研究委員会

（講師）慶應義塾大学 大学院システムデザイン・
マネジメント研究科教授 白坂成功
29.7.7

氏

(ﾃｰﾏ) 健康経営の推進に向けて

社員満足向上懇話会

(講師) 近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療

(大阪事務所)

機器技術振興課
課長補佐 日村健二

氏
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29.7.18

(ﾃｰﾏ) パリ協定発効後の内外情勢と我が国の課題

環境配慮事例研究会

(講師) 東京大学 公共政策大学院

(大阪事務所)

教授 有馬
29.7.21

純

氏

事業基盤研究委員会

(ﾃｰﾏ）今後の通商政策について
(講師) 経済産業省通商政策局
総務課長

29.7.25

信谷

和重

氏

(ﾃｰﾏ）環境規制強化がもたらす電動化シフト

循環型社会研究委員会

(講師) ㈱ローランド・ベルガーパートナー
貝瀬
29.7.27

斉

氏

(ﾃｰﾏ) 欧米で進む大胆な事業変革と競争戦略
～世界の製造業のパラダイムシフトへの対

関西事業活力研究委員会
(大阪事務所)

応から～
(講師) 日鉄住金総研㈱
客員研究主幹 山藤康夫
29. 7.28

氏

(ﾃｰﾏ) 未来投資戦略 2017 －Society 5.0 の実現に

会員講演会

向けた改革－
(講師) 内閣官房 日本経済再生総合事務局次長
内閣審議官 広瀬
29.8.31

直

氏

（ﾃｰﾏ）働き方改革による日本企業型全社改革

経営課題研究委員会

（講師） ㈱野村総合 研究所 コーポレートイノベー
ションコンサルティング部
上級コンサルタント 須藤光宜

29.9.6

氏

（ﾃｰﾏ）IoT、BD、AI 時代の知財戦略～データとノ

技術開発研究委員会

ウハウの保護・共有と活用
（講師）東京大学 大学執行役・副学長 政策ビジョ
ン研究センター教授 渡部俊也
29.9.14

氏

(ﾃｰﾏ) AI IoT の今後について、次世代人工知能技術

総務懇話会
(大阪事務所)

の社会実装
～AI for Manufacturing,Service,and Society～
(講師) (国研)産業技術総合研究所 人工知能研究セ
ンター 主席研究員/人工知能技術コンソー
シアム 会長 兼 東京工業大学 特定教授 統
計数理研究所
客員教授 本村陽一 氏
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29.9.22

(ﾃｰﾏ) 女性の活躍推進について

社員満足向上懇話会

(講師) 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱

(大阪事務所)

女性活躍推進・ダイバーシティマネジメン
ト戦略室
コンサルタント 米村紀美
29. 9.26

氏

（ﾃｰﾏ）自動車産業の今後」－電気自動車(ＥＶ)な

会員講演会

どパラダイムシフトでもたらされるもの－
（講師）早稲田大学環境総合研究センター 参与
招聘研究員､日中自動車交流協会 理事
長､(公社)自動車技術会 フェロー 代議
員 樋口世喜夫
29.9.28

氏

（ﾃｰﾏ）Connected Industries 実現に向けた製造業

IoT・AI 時代のものづくり
人材調査専門部会

におけるデジタル人材育成の取組み
（講師）経済産業省 製造産業局総務課 課長補佐
池田陽子
29.10.6

氏

(ﾃｰﾏ）地政学リスクが原油市場に与える影響

事業基盤研究委員会

(講師) (独)経済産業研究所
上席研究員
29.10.17

藤

和彦

氏

（ﾃｰﾏ）国際税務マネジメントの重要性と本社主導

税制金融政策特別委員会

型税務管理について
(講師）ＥＹ税理士法人

29.10.17

パートナー税理士

福澤保徳

氏

パートナー税理士

阿久津隆一

氏

(ﾃｰﾏ) 経済のデジタル化が急速に進展する中での

関西団体協議会
(大阪事務所)

競争政策の展開
(講師) 公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所長 諏訪園貞明
29.10.18

氏

（ﾃｰﾏ）機械安全国際規格の紹介－ISO に基づいた
安全な生産システムの構築、及び IEC にお
けるセキュリティの標準化－
①ISO/TC199 の動向
②統合生産システム（IMS）とインテグレータ
の役割
③IEC/TC44 の動向
④機能安全を実現する安全制御システムにおけ
るセキュリティについての標準化の動き
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機械安全推進特別委員会

（講師）①名古屋大学大学院 工学研究科 機械シス
テム工学専攻 教授 山田陽滋

氏

②オムロン㈱ IAB カンパニー 営業本部
オートメーションセンタ 東部技術課
主査 井上正也

氏

③長岡技術科学大学 システム安全専攻
教授 福田隆文

氏

④東京エレクトロン㈱
システム開発センター
主事 真白すぴか
29.10.23

氏

（ﾃｰﾏ） AI で企業を強くする～IBM コグニティブ
マニュファクチャリングの背景と戦略～

IoT・AI 時代のものづくり
人材調査専門部会

（講師）日本アイ・ビー・エム㈱ 技術理事 グロー
バル・エレクトロニクス・インダストリー
CTO 山本
29.10.25

宏

氏

（ﾃｰﾏ）サービス革新に繋がるサービソロジーの活

会員講演会

用
（講師）産業戦略研究所
代表
29.11.15

村上輝康

氏

(ﾃｰﾏ) 日本のインダストリアル IoT とドイツの
Industrie4.0～ドイツで何が行われているか

環境配慮事例研究会
(大阪事務所)

～
(講師) ロボット革命イニシアティブ協議会
事務局次長 北村篤史
29.12. 8

氏

（ﾃｰﾏ）海外拠点における安全衛生管理活動

労働安全衛生部会

（講師）中央労働災害防止協会
マネジメントシステム審査センター
専門役 高岡弘幸
29.12.8

氏

(ﾃｰﾏ) なるほど！女性活躍の本質～社員総活躍で

総務懇話会
(大阪事務所)

成果を出す会社に～
(講師) (特非)女性と仕事研究所
代表理事 諸田智美
29.12.12

氏

(ﾃｰﾏ)「ＥＵにおけるサーキュラーエコノミー
政策と我が国の３Ｒ政策の動向」
(講師) 経済産業省産業技術環境局リサイクル推
進課課長補佐 高橋智子 氏
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循環型社会研究委員会

29.12.13

（ﾃｰﾏ）「トランプ政権の通商政策について」

会員講演会

－NAFTA 再交渉、米中、日米関係を中心に－
（講師）日本貿易振興機構
海外調査部 米州課長 秋山士郎
29.12.13

(ﾃｰﾏ) 最近の経済金融情勢

関西事業活力研究委員会

(講師) 日本銀行大阪支店

(大阪事務所)

副支店長 福地慶太
29.12.21

氏

氏

(ﾃｰﾏ) 柔軟な働き方改革における法的課題(副業・

社員満足向上懇話会
(大阪事務所)

兼業と事業場外労働)
(講師) ㈱カンノマネジメント
代表取締役 神野俊和
29.12.21

氏

（ﾃｰﾏ）米国産業の構造変化と競争力～生産コスト

経営課題研究委員会

を踏まえた分析～
（講師）㈱ニッセイ基礎研究所 経済研究部
主任研究員 窪谷
30.1.17

浩

氏

（ﾃｰﾏ）IoT、BD（ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ）
、AI 時代の国際標準化

技術開発研究委員会

（講師）三菱電機㈱
顧問 堤
30.1.19

和彦

氏

（ﾃｰﾏ） 生産性、安全性を向上させる IoX ソリュー

IoT・AI 時代のものづくり
人材調査専門部会

ション
(講師) 新日鉄住金ソリューションズ㈱
IoX ソリューション事業推進部
専門部長 井上和佳 氏
30.1.30

（ﾃｰﾏ）平成 30 年度の税制改正と今後

税制金融政策特別委員会

(講師）経済産業省 経済産業政策局
企業行動課長
30.2.2

龍崎孝嗣

氏

(ﾃｰﾏ) 経済産業省関連支援事業の概要

関西団体協議会

(講師) 近畿経済産業局

(大阪事務所)

地域経済部次長 高橋俊之 氏
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30.2.9

(ﾃｰﾏ) 外国人技能実習制度概要

社員満足向上懇話会

(講師) (公財)国際研修協力機構 実習支援部

(大阪事務所)

相談課 課長 剱持達夫
30.2.21

氏

会員講演会

（ﾃｰﾏ）「2018 年度の経済・金融展望」
～経営者が認識すべきマクロ環境のチャ
ンスとリスク～
（講師）みずほ総合研究所㈱ 調査本部 本部長代理
兼 市場調査部長

30.2.27

長谷川克之

氏

(ﾃｰﾏ) 働く事は活きる事～ダイバーシティ&イン

関西事業活力研究委員会
(大阪事務所)

クルージョン～
(講師) ㈱プロアシスト
代表取締役社長 生駒京子 氏
30.2.27

（ﾃｰﾏ）Amazon Robotics Challenge への挑戦
～深層学習によるロボットの知能化と課題

IoT・AI 時代のものづくり
人材調査専門部会

（講師）中部大学 工学部ロボット理工学科
教授 藤吉弘亘
30.2.28

氏

（ﾃｰﾏ）アフリカ市場にどう向き合うか―第三国連

経営課題研究委員会

携の射程―
（講師）(独)日本貿易振興機構 理事
平野克己
30.3.1

氏

(ﾃｰﾏ）平成 30 年度改正と税制の課題

税制金融政策特別委員会

(講師）中央大学法科大学院
教授 森信茂樹
30. 3. 2

氏

（ﾃｰﾏ）第 1 回 ISO／IEC 国際標準に準拠した機械
安全講習会
①機械安全国際標準
②安全設計の基本
③機械の安全設計
（講師）①㈱エヌ・エス・エス
シニアセーフティエンジニア 内藤博光 氏
②㈱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元ＩＤＥＣ㈱
国際標準化・Safety 2.0 推進部
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機械安全推進特別委員会

セーフティ・リードアセッサ 関野芳雄

30. 3. 5

氏

（ﾃｰﾏ）①第 13 次労働災害防計画について

労働安全衛生部会

②ISO45001 のポイント
（講師）①厚生労働省 労働基準局 安全衛生部
安全課 副主任 中央産業安全専門官
安井省侍郎氏
②中央労働災害防止協会
技術支援部 次長 斉藤信吾 氏
30.3.7

（ﾃｰﾏ）「水素社会実現に向けた戦略と課題」
(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シス
テム課水素・燃料電池戦略室
課長補佐 川村 伸弥 氏

循環型社会研究委員会

29.3.8

（ﾃｰﾏ）最近の通商情勢と日本企業への影響～

事業基盤研究委員会

TPP11、日 EU・EPA を中心に～
(講師） みずほ総合研究所㈱
主席研究員
30.3.9

菅原淳一

政策調査部
氏

（ﾃｰﾏ）生物から学ぶ先端技術の未来～未来昆虫の

技術開発研究委員会

臭覚メカニズムを再現した匂いセンサシス
テム～
（講師）東京大学 先端科学技術研究センター所長
教授 神崎亮平
30. 3.23

氏

（ﾃｰﾏ）第 2 回 ISO／IEC 国際標準に準拠した機械
安全講習会
①機械安全国際標準
②電気の安全
③制御システムの安全設計
（講師）①㈱エヌ・エス・エス
シニアセーフティエンジニア 内藤博光氏
②元ＩＤＥＣ㈱
国際標準化・Safety 2.0 推進部
セーフティ・リードアセッサ 関野芳雄
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氏

機械安全推進特別委員会

③元ＩＤＥＣ㈱
国際標準化・Safety 2.0 推進部
セーフティ・リードアセッサ 関野芳雄

氏

2. 工場等見学会一覧
開催日
29.4.20

見学内容

開催会合名

大阪市環境局 舞洲工場(大阪市此花区)

関西団体協議会
(大阪事務所)

29.7.27

日立金属㈱安来工場（島根県安来市）

総務連絡会

29.8.1

㈱エリジオン(静岡県浜松市）

技術開発研究委員会

29.8.2

大阪工業大学 梅田キャンパス ロボティクス&デ

関西団体協議会

ザインセンター(大阪市北区)

(大阪事務所)

1.ティーダ・パワー２２(同)益城太陽光発電所
(熊本県上益城郡益城町)
2.九州電力㈱八丁原発電所(大分県玖珠郡九重町)
3.㈱エフオン日田(大分県日田市)
4.日田市バイオマス資源化センター

循環型社会研究委員会

～7.28

29.9.5 ～
9.6

(大分県日田市)
29.9.20

積水ハウス㈱静岡工場(静岡県掛川市)

環境配慮事例研究会
(大阪事務所)

29.10.6

セイコーエプソン㈱塩尻事業所(長野県塩尻市)

総務懇話会
(大阪事務所)

～10.7
29.10.24

日本電気㈱サイバーセキュリティ・ファクトリー

技術開発研究委員会

29.10.26

サムテック㈱(大阪府羽曳野市)

関西事業活力研究委員会

村上精機㈱(大阪府堺市)

(大阪事務所)

㈱イクロス(同上)：説明のみ
29.11.1

三菱重工業㈱名古屋航空宇宙システム製作所小牧

社員総会

南工場（愛知県小牧市）
29.11.16

29.11.21

1.花王㈱和歌山工場(和歌山県和歌山市)

総務懇話会

2.花王㈱エコラボミュージアム(同上)

(大阪事務所)

カワサキワールド(神戸海洋博物館内)(神戸市中央

社員満足向上懇話会

区)

(大阪事務所)
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29.11.30

1.井関農機㈱(愛媛県松山市)

機械工業生産額見通し

～12.1

2.三浦工業㈱(愛媛県松山市)

調査・工場見学会

29.12.6

1.ダイキン工業㈱テクノロジー・イノベーション

循環型社会研究委員会

センター(大阪府摂津市)
2.岩谷産業㈱中央研究所（兵庫県尼崎市）
30.2.16

種子島宇宙センター（鹿児島県熊毛郡南種子町）

海外業務懇談会

1.㈱ダイヘン六甲事業所(神戸市東灘区)

総務懇話会

2.㈱ダイヘン本社社屋(大阪市淀川区)

(大阪事務所)

1.ジャパンマリンユナイテッド ㈱呉事業所

事業基盤委員会

～2.17
30.2.19
30. 3. 1
～3.2

（広島県呉市）
2.㈱IHI 呉第二工場

（広島県呉市）

3. 三菱電機㈱福山製作所（広島県福山市）
30.3.7

日本工業大学工業技術博物館（埼玉県南埼玉郡）

総務連絡会

3. 調査研究テーマ一覧
委員会調査研究活動（(公財)ＪＫＡ補助事業）
※は自主事業
調査研究テーマ

担当委員会

IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査研

IoT・AI 時代のものづくり 人材

究

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

広大な作業空間における安全管理システム開発 ※

機械安全推進特別委員会・
広大な作業空間における安全管
理システム開発部会

情報通信技術(ICT)等を利用した生産システムにおける人

機械安全推進特別委員会・

の安全確保を実現するための調査研究

情報通信技術(ICT)等を利用し
た生産システムにおける人の安
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全確保を実現するための調査研
究部会
機械安全普及に係る講演会等

機械安全推進特別委員会

関西地域製造業における女性の活躍の現状及び課題に関す

関西地域製造業における女性の

る調査 ※

活躍の現状及び課題に関する調
査専門部会
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第９章

平成 29 年度補助事業一覧表

（補助金交付元

公益財団法人 ＪＫＡ）

補助事業名
1

平成 29 年度情報通信技術（ICT）等を利用した生産システムにおけ

該当ページ
29

る人の安全確保を実現するための補助事業
2

平成 29 年度機械類の安全性に関する標準化等調査研究補助事業

28、29

3

平成 29 年度 IoT・AI 時代のものづくりと人の役割変化への対応調査

36、37

研究補助事業
4

平成 29 年度ロボット産業・技術振興に関する調査研究等補助事業
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33～35

