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                  は じ め に 

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

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

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

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

大変な一年となった。 
 こうした中で我が国の機械工業は、拡大するグローバル市場への対応という大きな命題

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

暖化対策への対応、更には少子高齢化社会への対応等の課題に向き合っている。 
 このような環境動向を踏まえ、日機連は平成 23 年度事業として、我が国機械工業がこ

の困難な状況を乗り越え、競争力を維持、向上させてゆくための諸課題に取り組むことに

より、会員各位及び社会からのニーズに応えるとともに、我が国機械工業の発展に貢献す

ることとする。 

 
［本文中の※は財団法人  ＪＫＡに係る機械工業振興資金補助事業］ 

 
第１章 委員会事業 

 
１．技術開発研究委員会 
(1) グローバルな戦略的技術開発の推進 

   我が国機械工業の技術開発の推進のため、技術動向、研究開発動向を把握するとと

もに、戦略的に取り組むべき課題の抽出、対応策等の検討を行う。資源・エネルギー

輸入国から脱却するためのエネルギー構造・技術への対応、ＢＲＩＣＳ等へのパワー

シフト時代に対応する成長モデル構築のための戦略的な産学間連携、グローバルな考

え方での事業戦略と直結した標準化・技術展開など、グローバルな戦略的技術開発の

推進に必要な機械業界としての要望、提言を取り纏め、政策立案当局、関係諸団体等

に実現を働きかける活動を行う。 
 (2) 持続的なものづくり強化と基盤の整備 

我が国機械工業の持続的発展に必要なものづくり強化とその基盤整備のあるべき姿

を探り、例えば持続的イノベーション実現に必須となる工学系人材教育の転換、品質・

コストで勝ち抜く国内でのものづくり強化による活性化推進、ものづくりの伝統の持

続・発展や生産拠点の海外移転に対応する技術者の育成・確保、技術・技能の伝承な

どの環境整備など、必要な課題についての調査・研究を行い、機械業界としての要望、

提言を取り纏め、政策立案当局、関係諸団体等に対応策の実現を働きかける。 

(3) 新規技術、製品、事業の創出のための活動 

機械業界、公的研究機関、大学等の研究機関、機械ユーザーの交流を通じて、新規

技術、製品、事業の創出につながるプロジェクトの発掘と仕組みづくりを目指す活動

を推進する。例えば、ネイチャーテクノロジーなど新たな視点での技術開発や資源リ

サイクル、低炭素社会及び新産業創成を目指したクリーンエネルギー関連技術と社会

システムなど必要な課題等について検討を行う。 
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２．循環型社会研究委員会 
(1) 循環型社会に向けた対応 

循環型社会の形成向けての諸課題の解決に中心的役割を期待される機械業界の対応

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

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

提言を取り纏め、政策立案当局、関係業界等に対応策の実現を働きかける。 
具体的には、欧米や中国を含む新興国等の海外の環境規制動向、自然エネルギー・

バイオ系エネルギーの政策・技術動向などについて検討する。 
(2) 低炭素社会実現に向けての機械業界の役割と対応、ビジネス展開について検討 

   低炭素社会は地球規模で求められている課題であり、その実現に向けた官民での施

策、取り組みが求められていることから、低炭素社会実現に向けての機械業界の役割

と対応について検討する。例えば、ポスト京都議定書の動向把握と対応、ＣＯ２削減

対策技術の新興国等への貢献可能分野など機械業界の持つ関連技術の活用方策や役割、

ビジネス展開等について検討を行い、その環境整備に必要な活動を行う。 

(3) 具体的課題に対する調査検討 

   生物多様性への取り組み、レアメタル等制約資源の予測やリサイクル、環境保全の

ための廃棄物処理や３R に関する動向、ＣＯ２削減対策技術の 新動向、水処理、環

境技術等について具体的事例も含めて調査研究し、今後の対応策を検討する。 

 

３．事業基盤研究委員会 
(1) 我が国機械工業が直面する諸課題に関する検討 

堅調な新興国経済を背景に、世界経済はグローバル・リセッションから持ち直して

きたが、この過程で、我が国機械工業の優位性確保・競争力維持・強化の観点から、

主要な市場であるASEAN・東アジア経済圏、北米経済圏、EU経済圏の情勢分析や景

気回復過程での各国の経済・金融面での有効な政策効果の検証を行うとともに、それ

らが競争力に及ぼす影響や、それぞれの市場の動向に則した我が国機械工業の対応に

ついて検討を行う。 
また、本年度に大きな動きが予想されるＴＰＰを巡る情勢が産業界に及ぼす影響等

についても検討を行う。 
具体的には、とくに今回の世界景気回復に貢献度が高い中国・インドを含む新興国

経済の動向や急速に拡大するボリュームゾーンへの対応、高まりつつあるアジア新興

国等の社会インフラプロジェクトや環境分野のプロジェクトへの対応や、次なる新興

市場に関する情報につき、「新興国市場部会（旧BRICs部会）」とも連携しながら、有

識者の講演や各機関からの情報収集に努める。また、我が国と各国･地域におけるＦＴ

Ａ、ＥＰＡ締結の現状や他国間のＦＴＡ，ＥＰＡの締結状況ならびにＴＰＰ交渉の進

捗状況に関する情報収集とこれらの我が国機械工業に対する影響・効果の検討等も行

っていく。 

 (2) 我が国機械工業の高度化に関する検討 

   新興工業国の技術レベルが向上する中で、我が国機械工業は高まる環境保全要求に

対応しつつ、競争力を維持し、さらなる発展方策を探る必要がある。新興工業国の技
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術力並びにソフト･サービス面を含めた今後の革新力についての現状分析とこれら新

興国を活用する競争力モデルの展望を踏まえ、我が国機械工業の高度化の方向につい

て検討を行う。 
具体的には機械工業を含めた産業の高度化に対する我が国の政策、民間調査機関の

報告・提言等につき関係部局や有識者の講演及び情報収集を行う。また、競争力の源

泉としてのイノベーション創出と産業政策の関連や研究開発成果の実用化を促進する

ための取り組みの状況、さらに諸外国の技術情報・産業事情についても有識者の講演

や情報収集を行っていく。 

(3) 我が国機械工業の国際競争力の分析とその維持向上策に関する検討 

   我が国機械工業の国際競争力を支える要素についての先進国、新興工業国との比較

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

競争力の変化の把握と競争力強化策など、国際市場における競争力の維持、向上を図

るための対応策の検討を行う。 

    具体的には、主要国の産業政策・輸出促進策の動向や、ＩＭＤ（国際経営開発研究 
所）に代表される国際調査機関等の国際競争力ランキングの我が国や新興国、先進国

の結果の有識者による分析や競争力変動の要因となった政策、ビジネスモデル等の情

報収集、検討を行っていく。 

 

４．経営課題研究委員会 
(1) 拡大するアジア市場攻略に関する経営課題 

   今後、我が国は人口減少の加速化により国内市場が縮小に向かっていくのとは対照

的に、新興国とりわけアジア市場の拡大は著しい。 

 従って日本企業がこうした環境変化の中でサステナブルな成長を続けていくために

は、アジアの中の日本としてダイナミックに変貌するアジア市場攻略が欠かせない。 

 この場合、日本において、法制度、文化・慣習、部品調達環境等が異なる市場に対

し如何に迅速かつ的確な経営判断を下すかが課題である。 

   そこで具体的検討課題として、グローバル展開における本社機能（日本の拠点）、ア

ジア市場向けの製品開発（マーケティング調査）、現地法人における人材確保・育成（経

営の現地化・前線化）、知財戦略（研究開発拠点としての中国）、等を取り上げる。  

 (2) 日本国内のものづくりに関する経営課題 

   日本企業はグローバル化に対応したものづくり体制を再構築している。国内よりも

需要が旺盛な海外市場に対し、消費地生産へ向かうその方向性は当然である。 

  しかし、日本の製造現場では多能工による他品種生産に対応した「セル生産方式」

導入や本社から設計機能を受け取り一貫した事業展開を行う事業所もある。 

従って生産性向上の観点から産業の空洞化にある程度の歯止めを掛けて国内に製造

現場を残す戦略も経営の合理性に沿っている。 

  そこで具体的検討課題として、ものづくりの在り方（ビジネスモデル）、産業再編・

棲み分けによる経営基盤の強化、企業集積・産業集積（裾野産業）を活かしたリーデ

ィング産業の創出、等を取り上げる。 

(3) 企業の社会的責任の遂行に関する経営課題 

        経済活動のグローバル化の進展とともに日本の企業は国内、海外で社会的責任の 
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遂行がますます求められている。とりわけ近頃、広がりを見せている海外諸国のデモ 

による騒乱、地震災害に対する危機管理の重要性がクローズアップされている。 

そこで具体的検討課題として、災害、騒乱発生時の従業員・家族の安全確保のあり

方、BCP(Business  Continuity  Plan：事業継続計画)等を取り上げる。 

(4) その他 

   労働安全に係る法改正等、経営課題上、検討すべき課題については、引き続き、労

働安全衛生部会を設置して、適宜委員会活動を行う。本年は労働安全 100 周年に当た

り、中央労働災害防止協会の産業安全運動 100 周年記念事業の支援を行う。 

 
５．関西事業活力研究委員会 
(1) 地域産業の特徴的な動向と課題を踏まえた活動（調査・研究活動） 

地域機械産業の高度化ならびに振興を図る観点から、地域産業状況を巡る課題の検

討ならびに意見交換を行うとともに、これらの活動を通じて調査研究のテーマ出しと

調査の実施推進について審議する。 

なお、平成 23 年度については、「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」をテーマとして調査専門部会（地域機械産業事業動向推進調査専門部

会）を設置して実施する。 

(2) 地域産業高度化への取組み 

① 産業高度化への取組み 

ｲ) 「これまでの調査研究結果フォロー」や「新たな調査研究（産学連携等）」 

への体制検討等を通じ、産業高度化への対応を検討 

      ﾛ) 業界動向等について、情報・意見交換を実施 

      ﾊ) 関西の経済動向関連統計の取りまとめ・発信を検討 

     ② 「先進的なテーマによる講演会」ならびに「産業施設・工場視察」を実施。 

(3) 関西地区広報活動に関する事業推進の検討 

(4) 関西地区での諸事業の検討 

 
６．税制金融政策特別委員会 

(1)  平成 24 年度税制改正に関する検討と要望 
     我が国企業の活力向上と国際競争力強化に資する税制の平成 24 年度税制改正での

実現に向け、次の活動を行う。 
  ①  我が国の法人課税の実効税率は平成 23 年度税制改正大綱に５％引き下げること

が盛り込まれたものの依然海外諸国に比べて高水準にあるため、我が国企業の国際

競争力確保及び外国企業の対日投資促進のため、更なる法人課税の実効税率の引き

下げを要望する。 
  ② 研究開発は我が国製造業にとって生命線であり、継続的な研究開発投資が不可欠

である。海外諸国は法人税率引下げと併せて研究開発税制の拡充を実施していることか

ら、我が国企業の国際競争力の維持・向上のために研究開発税制の拡充を要望する。 

③ 連結納税制度、グループ税制、企業組織再編税制及び会社法について検討し、税

制面の改善や対応策を要望する。 
④ 外国税額控除制度、タックスヘイブン対策税制、移転価格税制など海外事業活動
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に関連する税制について検討し、改善について要望する。 
  ⑤ 日本経団連を始め関係団体との情報交換、連携強化を通じて要望の実現を図る。 
(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 
  地方法人課税の抜本的見直し、地球温暖化対策税の創設及び減価償却制度・繰越欠

損金の見直し措置の産業界への影響把握、機械産業の活性化・業績回復につながる税

制実現並びに「税・社会保障・財政の一体改革」に関する機械業界の対応など、税制上の

諸問題に対応するため、次の活動を行うとともに、必要に応じて関係機関に要望を行

う。 
  ①  償却資産税並びに地方法人課税の抜本的見直しに向けて、情報収集を行い、対応

策を検討する。 
   ② 平成 23 年度税制改正にて導入される見込みの地球温暖化対策税について、我が国

産業の国際競争力への影響及びＣＯ２削減効果などに関して情報収集を行う。 
  ③ 平成 23 年度税制改正にて行われる見込みの減価償却制度の見直し及び繰越欠損 

金の使用制限などについて産業界に及ぼす影響など情報収集を行い、対応策を検討

する。 
④ 技術開発の推進、新産業の育成、環境保全や省エネ促進への支援及び機械安全の

確保など機械産業の活力向上、業績回復に効果が期待される税制について検討を行

う。  
⑤ 「税・社会保障・財政の一体改革」に関する審議動向を踏まえ、機械業界としての対

応について検討する。 

 (3)  金融対策等の検討 
    企業の経営体質や事業基盤の回復・強化、国際化に資するため、次の活動を行う。 
    ① 厳しさが続く景況を踏まえ、機械工業の経営・事業基盤の回復・強化のため、新

事業創出や事業転換の促進、先端的技術開発の推進、設備投資や環境保全・省エネ

の促進、雇用確保及び金融市場の活性化等に資する財政・金融措置について必要に

応じて検討を行う。 
   ② 我が国企業会計が国際基準に適合した制度へと変更される中で、それに伴う企業

経営への影響を緩和するため、税務会計措置との対応策を検討する。 

 
７．機械安全標準化特別委員会 ※  

平成 23 年度の機械安全標準化活動については、以下の項目を実施する。 
(1) 国内審議団体としての使命の達成（ISO/TC199 および IEC/TC44 国内審議団体 

活動） 
機械安全に係る国際標準の国内審議団体として、ISO､IEC の国際会議に積極的に参

画して、我が国の主張が国際規格に反映されるように主導的に標準化活動を実施する

ことを目指すとともに、 新情報の入手と国内産業界への伝達に努める。 
(2) 機械安全に係る国際規格の JIS 化の推進 

新たに誕生しつつある国際規格に整合した JIS 化のための原案づくりやメンテナン

スが行われている国際規格の JIS 化のための原案づくりを実施すると共に、個別製品

レベルの安全規格に関し関連団体との連携に努め、当該製品の安全規格整備活動を支

援する。 
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  (3) 日本発の国際規格テーマの検討 
我が国の得意技術と発想に基づく新たな国際規格創生活動に資する検討活動を企

画・実施する。 
また、ISO/TC199 及び IEC/TC44 で所管する規格に関連した、他団体からの新た

な国際規格案等について、その活動の支援・協力を行う。 

 
８．機械安全推進特別委員会 ※  

「機械安全」が、我が国機械産業界における機械類の安全性確保に止まらず、機械工

業分野の産業競争力強化に不可欠な要素と捉え、その実現に向けたイニシアティブの発

揮を基本方針に、以下の活動を行う。 
(1) 生産ラインとしての安全性を確保するには、機械類の配置を統合し安全性の観点を

もつセーフティインテグレータの機能、役割が必要になる。 
個別のプロジェクトに応じて、メーカのエンジニアリング部門、ユーザの生産技術

部門、エンジニアリング会社などのうち も適切な者が、その役割を果たせるような

教育方法及び育成についての調査研究を実施する。本事業における成果、例えば管理

手法などについては、将来の標準化の可能性についても探る。 
(2) 中小製造業などの安全確保の支援のため、外部の機械安全の専門家の活用の場を提

供することが必要であり、その仕組みとしてのネットワーク構築に向けた検討を行う。

同時に、現存の機械安全の外部専門家に新たな知識を付加・活用し、中小製造業など

に必要とされる視点と知識を有する新たな専門人材の育成方策について検討する。 

更に、このネットワーク等を有効に活用してもらうため、その普及方策についても

検討する。 
(3) 非プロフェッショナル作業者（パートや派遣）が日常使っている産業機械（食品機

械・印刷機械など）は、通常の産業機械より高い安全性が求められるが、作業者に十

分な教育が与えられないため他の機械類に比して事故件数が多く、機械メーカでは  
ＰＬ保険などの対策を講じている。 
本事業では、災害保険の料率が個々の機械や作業現場の安全対策の基準や検査ある

いは認証と結びついて設定されるような、企業にとっても安全性を向上させることが

インセンティブとなるような仕組み、即ち機械類の安全性とリンクした保障や保険  
（ＰＬ保険・災害保険など）を実現するための仕組みに関し、安全対策の基準や検査

あるいは認証の仕方などの調査・研究を実施する。 
(4) 機械安全普及の事例紹介や研究成果等について、また、安全に関する国際規格の

新情報等に関する講演会等を実施する。 

 
９．優秀省エネルギー機器審査特別委員会 ※  
  機械工業における省エネルギー機器（石油代替エネルギー開発及び利用のための機器

等を含む。）のうち優秀にして他の模範とすべきものを審査により選定し、その機器を開

発及び実用化することによって、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とともに（平成 23 年度優秀省エネルギー機器

表彰事業）、当該機器の普及と企業等の技術開発意欲の増進を図り、環境問題への積極的

対応に資する。 
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第２章 専門部会事業 
 

１．事業／Ｒ＆Ｄ／知財・標準化戦略の三位一体戦略調査専門部会（仮称）※  
  調査研究テーマ（機械工業における標準化と事業戦略に関する調査研究） 

  事業のグローバル化や製品の世界共通化が進む中で、我が国企業が持つ技術の優位性

を活かし市場拡大に繋げるため国際標準化を組み込んだビジネス戦略の重要性が、我が

国政府の「成長戦略」や経済産業省の「産業構造ビジョン」でも指摘されている。今後、

我が国機械産業がグローバル競争下で持続的な発展を遂げていくためには、技術に立脚

したＲ＆Ｄ､知財戦略と市場拡大のための標準化戦略との一体的な事業推進が不可欠で

ある。そこで、どの基幹技術をクローズドにし、どの技術をオープンにして事業展開を

図るか等、我が国機械産業における効果的な標準化と事業戦略の一体化方策について調

査研究を行う。 

 

２．ロボット産業・技術の振興に関する調査研究専門部会（仮称）※ 

  調査研究テーマ（ロボット産業・技術の振興に関する調査研究） 

  生産現場のロボット化のニーズの高まり、人と安全に協働するロボットの開発・普及

への期待、また、医療・福祉・介護や災害救助・危険作業、食品・農業、エンターテイ

ンメント分野等での先進的ロボットの開発・活用も望まれるなど、今後のロボット産業

の業容拡大が期待されている。以上を背景に、先進的ロボットを開発し、その実用化を

進めるため、これ等の開発動向や実用化促進方策等について調査研究を行うとともに、

研究開発並びに実用化を行う企業・機関の開発意欲を向上させ、社会の認知を深めるた

め、表彰事業のあり方を含む優秀な先進的ロボット等の普及方策などを検討し、対応策

を講じる。 

 

３．有力サプライヤー調査専門部会（仮称）※  

  調査研究テーマ（アジア地域等国際事業展開に資する資材調達情報網の構築） 

  我が国企業の海外展開が進む中で、現地製造拠点での製造コスト削減を行う必要があ

ることから、有望なアジア新興国における現地調達ポテンシャルの現状や現地有力サプ

ライヤーの発掘など資材調達情報調査を行う。 

 

４．機械工業高度化人材研究調査専門部会（仮称）※  

  調査研究テーマ（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） 
我が国機械工業が持続的に発展するためには、著しい成長を遂げる新興国市場を始め、

海外未開拓市場等、グローバルな展開が不可欠である。グローバル展開には、生産拠点

の海外移転、現地での工場立ち上げなどが必須であり、その担い手として生産技術者の

役割が大きい。一方ではグローバル化に対応できる生産技術者の確保と、優秀な生産技

術者を海外に派遣することによる国内における指導者不足等の問題が生じてきている。

そこで、グローバル化に対応する生産技術者の確保・育成の為の方策について調査研究

を行う。 
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５．代替材料技術に関する調査専門部会(仮称) ※  

調査研究テーマ（資源制約に対応する材料再資源化等に関する調査研究）  

   金属材料の原料である鉱石や合金元素は戦略物資化して、各国間で資源獲得競争が

行われている。特に先頃の中国のレアアース輸出規制問題は我が国に大きな衝撃を与

え、資源に乏しい我が国にとってセキュリティーの面からも今後の資源戦略の見直し

が迫られており、経済産業省でも「レアメタル確保戦略」を掲げ、海外資源確保、リ

サイクル、代替材料開発、備蓄の４つのテーマで具体策を展開している。一方、材料

技術は我が国のものづくりを支える基盤技術であり、我が国機械工業の競争力の源泉

にもなっている。 
そこで資源の制約を克服するため、資源確保、素材開発等における鉱山開発、選鉱・

精錬、製品・用途、リサイクルなど全体サイクルの中で、材料再資源化等の新たなプ

ロセス開発とそのために必要な方策について調査研究を行う。 

 
６．理数系教育振興に関する調査研究専門部会（仮称）※ 

  調査研究テーマ（理数系教育プログラム改善のための調査研究） 

  我が国では高校での物理の履修率が1970年の90%台から既に1990年代には10%台にな

るまでに落ち込み、入試においても二次試験で理科を全く課さない国立大も理科系で

21%薬学系で 18.7%となるなど、理科系学力の低下が著しく、国際競争力上憂慮する事態

となっている。そのため理数系教育プログラムについて、その改善を図るための調査研

究を欧米研究者、ドイツ機械工業連盟、世界的な教育機関ネットワークである GSEE など

の機関とも共同研究・交流を行いつつ、実施することが有効な対策となる。これらの努

力により我が国製造業の技術者、研究者の能力を底上げし、国際競争力の強化、ものづ

くり基盤の更なる確立等の公益に資することが見込まれる。 

 
７．模造品対策調査研究専門部会（仮称）※  

  調査研究テーマ（国際連携による模造品対策に関する調査研究） 

  模造品の世界市場は 52 兆円と言われている。中国の GDP の 2%～5%とも言われてい

る。この被害は日本に留まらず世界に被害が広がっている。政府は 32 カ国と条約を結

び対策を検討しているが、模造品製造の技術も年々高度化している。そこで、可能な限

り模造品を作るまでの時間を遅らせる方策が必要となっている。そこで、被害国と連携

し模造しにくい技術開発等を検討する。 

 
８．地域機械産業事業動向推進調査専門部会 

  調査研究テーマ（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） 

地域機械工業を取り巻く「新興国の著しい経済成長、絶え間ない金融不安の発生、環

境・エネルギーへの要請、原材料の確保、環境ビジネス等新たな産業の広がり等」の環

境変化を的確に把握、分析し、地域機械工業の新たな展望に係る方向性を示すことによ

って、地域機械産業の発展に寄与するのみならず近畿地域経済の活性化等に資するもの

とする。なお、機械工業全般に関する調査・分析、課題等の抽出を行うが、「機械工業

の方向性」については、近畿地域の特性に沿った分野（環境・エネルギー等）の個別項

目に切り込んだものを目指す。 
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９．調査研究等委託事業専門部会 

機械工業に関する調査及び研究を外部の事業者へ委託して実施している事業を適切に

実施するため、外部有識者を含む専門部会(調査研究等委託事業専門部会)を設置し、調

査研究等事業の実施により成果を得ることが必要と認められる課題の調査、事業を委託

する第三者を適正に選定するための具体的方策の構築とその実務的な運用、及び受託者

の実施した調査研究等事業で得られた成果の審査とその成果普及について、専門的な審

議を行い、その意見を総合審議委員会へ上申する。 

 
 
第３章 調査・情報事業等 

 
１．ホームページの運営 
    当会の実施する諸事業の成果がより広く活用されるため、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開設しており、ホームページ上では、当会が実施

した調査研究成果の公表や機械の安全性に関する国際標準化動向、国内の埋もれた優良

技術や海外サプライヤー情報を含めた資材調達ネットワークなどを掲載している。平成

23 年度には情報発信を継続するとともに、関係機関省庁、関連機関等と可能な限りリン

クを張って、幅広く情報を利用できるように努める他、各種優良技術や資材に関する情

報の追加など、掲載情報の一層の拡充に努めていく。 

 

２．日機連定期情報の発信 
   引き続き、電子メディアによる｢日機連週報｣､｢中国機械工業 新情報｣、「ＪＭＦ経済

ニュースレター」、「米国通商関連情報」を発信するとともに、情報ソースを拡大し、

提供情報の充実を図る。 

 
３．成果発表会、会員講演会の開催 
  調査研究の成果について、また、各界の専門家や学識経験者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超えた諸テーマについて、それぞれ成果発

表会、会員講演会を開き、機械工業の 新情報と情勢判断資料の提供を図る。 

 
４．生産額見通し調査活動の実施 ※  
    機械工業関係団体の協力を得て、機械工業の生産額見通しについて調査し、機械工業

の動向を把握するための情報を提供する。 

 
５．海外情報の収集、発信 
  北米の調査機関及び弁護士事務所を通じて、北米地域の経済情勢、機械工業に関する

市場・貿易・投資動向、技術開発動向及び米国会や行政府の動き、通商政策等について

の情報収集を行い、また、中国新華社等に掲載した機械関連情報を中心にした「中国機

械工業 新情報｣をとりまとめ、電子情報として発信する。 
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６．関西地区での事業の検討（大阪事務所） 
① 総務懇話会、社員満足向上懇話会、環境配慮事例研究会、関西団体協議会などの開

催を通じて団体・会員間の意義ある情報及び意見交換を行い、さらには他の機関との連

携による情報・意見交換、セミナーあるいは講演会、見学会等の諸事業を実施すること

により、経済環境が激変する状況の中で、会員・機械工業界が当面する諸課題の克服に

役立てる。 

② 関西地域での産学連携支援のあり方、方向性に係る調査・研究を実施する中で、そ

の具体的活動事業等を検討し、地域機械工業のみならず地域産業全体の発展等に資する

ものとする。（※） 

 
７．関西地区広報活動に関する事業推進の検討（大阪事務所） 
  （企業広報活動推進のための機械記者室の運営） 

関西地区の機械工業の広報活動の効果的な展開及び在阪報道機関との積極的な連携を

図ることを目的に設置している機械記者室（大阪事務所分室）を大阪機械広報懇話会（現

在の参加企業数約 75 社）の緊密な協力を得て、関西地域の機械工業の企業情報発信拠点

として運営している。平成 23 年度も関西からの情報発信を強化するために活発な企業広

報活動を促進する。 

 


