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資料３ 

各委員からの示唆・提言 

（3/9(木)中間取りまとめ時点） 

 

『これからの素形材産業等の「稼ぐ力向上」に 

向け、必要と思われる要素』 

 

 

１．学識経験者・有識者委員 

 

P1   … 長島聡委員 

P2～3  … 長島剛委員 

   P4    … 山本委員 

 

２．各素形材業界団体委員 

 

P5～6  … 原委員 

P7～12 … 牧野委員 
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長島聡委員 

素形材産業の稼ぐ力が段違いに高まっている世界 

 
価値 

 人へ伝達される最終製品のデザイン／アーキテクチャー 

 

デザイン／アーキテクチャー 

 造形、素材、駆動機構、接合、電磁波・音波を活用した価値を生む技の棚

卸 

 各々の技が貢献できる価値の紐付け 

 技の組み合わせによる最終製品の価値の演出 

 

開発 

 各々の技と生産可能な図面要件の紐付け 

 技の活用において不足する図面要件の棚卸 

 デザイン／アーキテクチャーの図面群への落とし込み 

 

生産技術 

 生産可能な図面要件と対応する生産設備の棚卸／定義 

 図面要件の能動的な緩和を実現する新たな加工手法の探索 

 高品質・低コストで最終製品を量産可能な生産設備チェーンの設計 

 生産設備チェーンの役割分担の実施 

 

生産 

 図面要件の緩和に合わせた生産設備の更新 

 図面の生産オペレーションの確実な実施 

 

運用上の留意点 

 上記全機能が活用できる共通言語の定義 

 各人が属人的に活用している技・図面要件・生産設備の形式知化・集約 

 市場の構築による技・図面要件・生産設備の稼働率の飛躍的な向上 

 難易度の低いものから、日常の中での、流通しやすい形での蓄積 

 

以上 
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長島剛委員 

 
『これからの素形材産業等の「稼ぐ力向上」に向けて、必要と思われる要素』について 
 
 中小企業の規模や状況により稼ぐ力及び必要と思われる要素の内容はかなり違う

と思います。 
 中堅企業や中小企業向けの施策のほとんどは、施策の有効性からか、ピラミッドの

上の方に集中しています。どちらかの論文に「捨てられた零細企業」というものが

ありましたが、ピラミッドの下の方（零細企業）には支援が行き届いていないのが

実情です。 
 

 ピラミッドの上の方（中堅、中小企業）への必要な要素は、すでに議論しているこ

とかと思いますので割愛します。 
 ピラミッドの下の方への必要な要素は、あまり触れていないと思います。高度成長

期に生まれ今まさに事業承継まっただ中にいるような企業をイメージしています。

こちらに関しては、円滑な事業承継（相続を含）支援と個別の専門的な相談業務が

必要です。ミラサポやよろずに代表される施策をさらに強化し、次世代を担う企業

になっていくための支援を行う必要があります。これには、かなりの労力がかかり

ます、認定支援機関をはじめとする、中小企業支援機関や金融機関の総力をあげて

の対応が必要かと思います。 
  

 先日、東京経済大学と連携して「中小企業の稼ぐ力と支援力 〜企業と支援機関の

パートナーシップによる価値共創〜」というシンポジウムを行いました。こちらで

も企業の再生や承継への対応を支援機関がしっかりと行った事例でした。 
 

※参考：シンポジウム概要：東京経済大学 HP より 

 http://www.tku.ac.jp/news/018901.html 

 【産学連携事業】東京経済大学と多摩信用金庫が「中小企業の稼ぐ力と支援力」をテーマ

に、共同でシンポジウムを開催  [2017.03.03] 

 東京経済大学で地域連携、社会貢献を研究・推進する地域連携センターと、多摩地区のも

のづくり企業を多方面からサポートする多摩信用金庫は、２０１７年２月２４日（金）、東

京経済大学５号館２階Ｅ２０１教室で共同シンポジウムを開催し、６０名が来場しました。 

東京経済大学は、２０１４年１０月に多摩信用金庫と連携協力協定を結び、共同シンポジ

ウムの開催は今回で４度目を数えます。 
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 シンポジウムは「中小企業の稼ぐ力と支援力 〜企業と支援機関のパートナーシップによる

価値共創〜」と題し、中小企業と支援機関の協力関係に着目し、二部構成で実施されまし

た。 

 第一部では、中小企業と支援機関の協力関係に関する事例報告が行われ、製造業において

注目を集める、永進テクノ株式会社と株式会社華光（かこう）の両経営者および、それぞ

れの事業をサポートする支援機関の代表者が登壇しました。 

神奈川県相模原市でロボットシステム事業を行う永進テクノと協力関係にある相模原市環

境経済局の支援担当者は「企業と目的を共有しているからこそ、互いの距離が近くなる」

と、中小企業と支援機関の協力には目的の共有が重要であると強調しました。 

 第二部では、第一部で報告を行った担当者と来場者である自治体職員等や東京経済大学の

学生を交えてディスカッションが行われました。 

東京都北区を拠点とし金属製品の製造・加工を行う華光の経営者は「支援機関のサポート

を活用することで、積極的な海外展開が可能になった。海外に進出することで、企業のブ

ランド力向上を図ることができた」と、支援機関との協力がもたらす効果やメリットにつ

いて語りました。 

「今後の人材育成についてどのように考えているか」という会場からの質問に対し、永進

テクノの経営者は「毎年新卒を採用した上で、一人ひとりの個性が生きる環境を構築し、

成長し続ける企業になりたい」と、今後の展望を述べました。 

 最後に、コーディネーターを務める東京経済大学経営学部の山本聡准教授が「東京経済大

学は、多摩地区における中小企業の成長に貢献したいと考えている。このような機会は今

後も積極的に設けていきたい」と語り、約３時間に渡るシンポジウムを締めくくりました。 

以上 
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山本委員 

素形材企業の稼ぐ力に関する提言 

東京経済大学 経営学部 准教授 山本聡 

 

2 頁目以降の原稿「中小素形材企業の稼ぐ力と経営者のマインドセット～AeroEdge を事

例にしながら～」を下にして、以下のように考えます。 

 

1. 自身の研究や本研究会のプレゼンテーションを踏まえて、日本の中小素形材企業の稼ぐ

力＝「航空機産業や医療機器産業など新産業に参入すること」＋「国内市場依存から脱

却すること」と考えます。 

 

2.1 に関しては、技術ばかり喧伝されがちですが、委員会で述べたように経営者のマインド

セット（思考様式）が重要と考えます。 

 

3.経営者の想いに加え、そこに「市場や文化を跨いだ多様性に対する開放性と見識」とい

う概念を付与することが重要だと考えます。経営者の想いと上記が連結することで、中小

素形材企業のアントレプレナーシップが発露し、稼ぐ力が形成されると考えます。 

 

→この点は速足で書いてしまったのですが、2頁目以降の原稿で事例をもとに論じています。 

→後ほど、より精緻な論文に発展させるつもりです。現在まで発刊している論文としては、 

山本聡(2017)「国内中小製造業の国際化プロセスにおけるグローバル・マインドセットと

企業行動の変化. ～金子製作所と野上技研の事例から～」『商工金融』2月号 

 

4.素形材企業は下請系列関係に埋め込まれていたため、物事の多様性に関する開放性と見

識が弱く、技術と想いがあっても、既存慣行に囚われ、稼ぐ力が形成されないと考えます。 

 

5.ではどうすればよいのかというと、経営者教育が必要なのではないかと考えます。 

本研究会も一種の経営者教育の役割を担っているのではないでしょうか。また、欧米で

は起業家教育に関する研究が非常に盛んで、そうした莫大な研究成果が経営者教育に応用

されています。日本もそうした研究成果を取り入れ、応用していくことが求められている

と考えます。また、日本企業の事例だけでなく、海外の優れた企業の経営を精査し、日本

の中小素形材企業の経営にフィードバックしていくことも求められていると考えます。 

海外企業の事例のフィードバックに関しては、これまで韓国、台湾、シンガポールの企

業事例やドイツ、オーストリアの企業事例を報告してきました。当方としては、そうした

活動を一段階進めた上で、2017 年度の型技術者会議などで一部を実践していこうと計画中

です。 
※文中の「2 頁目以降」は精査中のため今回非掲載 
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                                        原 委員 

 

素形材産業等の「稼ぐ力向上」に向けて、必要と思われる要素について、日頃感じて

いる点も含め私信という形で意見を述べたい。 

 

1. 日本の素形材産業業界の強みを再認識し世界へ発信する 

 

現在、日本には 700 社弱ほどの熱処理企業が存在しており、その中で従業員 19 名以

下は全体の 65％程度を占める。また、50 名以上の従業員を抱える企業は全体の 10%に

満たない。しかしながら、日本のトップ 10 社（売上高）は、ほぼ世界のトップグルー

プに位置しており、世界でも日本の熱処理が重要視されていることが理解できる。その

理由は単純なものでは無いが、一つに中身が見えない熱処理を真面目にコツコツと取り

組む姿勢（企業もそこに働く人も）が好評価されているのではないか。また、「熱処理

力」イコール「管理力」と言い換えることもでき、品質管理、生産管理、保全管理、人

材管理等、後工程はお客様だと言い切る国内の熱処理企業は、規模を問わず様々な管理

力（熱処理力）を活かして今後も国内は元より世界のものづくりに貢献していけるとい

う自負がある。しかしながら、未だ海外に進出する余地は十分あるにも関わらず、トッ

プグループの企業は別として、自社の強みを明確に意識し外部へ発信出来ている企業は

少ない。こういった状況は、熱処理だけに留まらず他の素形材産業にも共通して言える

ことではないだろうか。従って、今更ではあるが、日本の素形材産業を今一度世界へ向

けて PR していく必要性があると考える。（日本素形材ブランド） 

 

2. 知的資産経営 

 

素形材産業に携わる多くの企業は、親会社からの指示を忠実に守ることで生き抜いて

きた。しかしながら、それだけでは生きていけない状況であるということも周知の事実。

自らの得手と不得手を十分理解し経営課題に取り組んでいかねば未来は開けない。まず

は、自社を深く知ることが必要。そこで、またもや今更ながらではあるが、企業の持つ

知的資産に注目してみたい。知的資産とは、①経営理念（基本理念、基本方針、ありた

い姿）、②固有技術、③同業及び異業種とのネットワーク、④人的資産、⑤組織的経験・

実績などであり、知的財産である①ブランド，②営業秘密，③ノウハウ等や知的財産権

である①特許，②実用新案，③著作権等と共に会社の根幹を成すものである。これらの

内、特に素形材産業は知的資産が豊富であるにも関わらず、それを認識し可視化出来て

いる企業が少ない。実は、こんな知的資産があったのかと気づかせるべきである。同時

に、如何にその知己資産を活かした経営をするか、そういった啓蒙や教育も必要ではな

いか。その取り組みの中で稼ぐ力が醸成されると考えられる。 
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3. 同業及び異業種とのネットワークを活かした連携づくり 

 

連携には、全くの異業種で行う連携があるが、足りない部分を補い合い、また相乗効

果を発揮するには、ある程度近しい関係が望ましい。素形材産業は尚更だと考える。そ

こで、国内は主に「異分野同業種連携」が望ましいのではないか。百貨店ではなく、専

門店の集まり、例えば熱処理で言うと、同じ熱処理でも表面を熱処理するもの、深部ま

で熱処理をするもの、様々なガスを利用するもの、真空を多用するものなど様々な熱処

理がある。それぞれが顧客にバラバラに提案するのではなく、お互いがお互いの技術を

理解した上で新しい熱処理工法を提案することで新たな付加価値が生まれるケースが

ある。複合熱処理などもその実例の一つ。逆に海外では「素形材お隣さん連携」を提案

したい。例えば、熱処理と鍛造、鍛造と鋳造、金属プレスと熱処理等々、顧客に新しい

形で安心を提供出来る試みの一つではないだろうか。別の視点として、素形材産業はエ

ネルギーを多用する企業も多く、その意味でエネルギーを受け取る設備も相当高価なも

のになる。（受電設備、受水設備、ガス備蓄設備等々）そういった設備を共用出来るだ

けでも相当な経済的効果が見込める。 

私事ではあるが、弊社（メタルヒート）は、国内で「異分野同業種連携」として「金

属熱処理ソリューション」という連携を行っており、様々な分野で実績も上がってきた。

また、海外では「素形材お隣さん連携」を模索し、今年の夏よりタイにて鍛造メーカー

（本件は、現地のローカル企業）と協業を行う予定である。 

 いずれにせよ、国内で行う「異分野同業種」の連携に関しては、その出会いの場と

して各地区に所在する工業組合等を利用して行うことが出来るが、海外を想定している

「素形材お隣さん連携」に関しては、他の素形材産業関連企業と出会う場があまり見受

けられない。やる気があり、そしてチャレンジ精神が旺盛な素形材産業関連業者が定期

的に集まり様々な連携を模索出来る出会いの場があれば良いと考える。 

 

以上 
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                   牧野委員 

 
「稼ぐ力」は、雇用を考えれば、マジョリティを対象とすべきだと思います。 
 
１． 業界全体の状況 

  
各社の景況は様々だが、全体的に

統計でみると、右図の様になる。 
2016 年の生産額をリーマンショ

ック前の 2008 年と比較すると、 
銑鉄鋳物 72% 
ダイカスト 83% 
その他鋳造品 78% 
鍛 造 品 89% 
金属プレス 65% 
粉末冶金 76% 
金属熱処理 98% 
金型     88% 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品(機械器具) 83% 
ゴム製品 83% 

となる。 
  
金型は、リーマンショックによ

り、生産用機械器具製造業であ

ることから、不況の大きな影響

を受け、最も低迷したが、2009
年以降は、他産業の低下・停滞

と比較すると、緩やかな回復を

している。 
 金型用途によって景況は異な

る。大型テレビ、携帯電話等の

電気・通信向きの金型は壊滅的

な影響を受けている。型種では、

鍛造用・ダイカスト用は、バブ

ル期の 1997 年よりも、大きな成長を遂げている。また、プラスチック・ゴム用の内製

化が進んでいる。 
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２． 金型輸出の状況 

 
日本の金型産業は、前述の内容では

小康状態と見えるが、安穏としてはい

られない状況である。 
2014 年～2016 年円安で、輸出には

好環境となっているが、右図に示すよ

うに、輸出は減り、輸入が増えている。

私は、団塊の世代で、学校では、日本

は資源の無い国だから、輸出により生

きていかなければならないと習って

いた。 
 
 
 
次ページに、貿易の競争力を示す貿

易特化係数を示す。 
金額ではプレス用 0.7、プラスチッ

ク用 0.1、金属成形用 0.5 と輸出産業

の地位を保っているが、年々、降下し

ている。 
原因としては、中国・韓国・台湾等

の台頭があげられる。 
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タイの輸入 
日本企業が多く進出しているタイの税関の

輸入統計では、日本からの輸入が多いが、年々

低下方向であり、増加しているのは中国、韓国。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

インドの輸入 
今後、最も成長が期待されているインドの税関の輸入統計を調べると、プレス用

金型・プラスチック用金型では韓国からの輸入が多く、ダイカスト用金型では台湾

からの輸入が多かった。近年、中国からの輸入が非常に増加している。 
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所感 
日本の貿易は 2011 年から赤字です。 
米国ではトランプ大統領は、「バイアメリカ」を声高に述べています。タイ・インド

での日系企業が中国・韓国から輸入する現状を見ると、海外日系企業が、企業としての

競争力を考えながら、「バイジャパン」であって欲しいと思います。 
中国は安い人権費が武器ですが、韓国は日本の人件費の７割です。そういう環境の中

で競争力を構築しています。海外の展示会で広い韓国ブースがあるのは驚きです。 
海外に対するアグレッシブな取り組みは韓国より日本が遅れています。海外に対する

姿勢は、教育・補助金のあり方も含め、謙虚に、韓国から学ぶべきです。 
1600 年代、タイで高官となった山田長政が活躍しました。そのＤＮＡを我々は引き

継がなければいけません。 
 

 
 
３．教育 
 日本の安全・安心な国のコンセプトが、団塊の貧しい日本を過ごした者には強く感じ

ます。（特に、マスコミがその無責任性のため、声高です。 その勉強・能力が足りな

いのか？？） 
強い日本を再構築しなければなりません。強い日本は、右翼の専売特許ではありません。 
 将来・現実を考えると、日本の教育を暗澹とせざるを得ません。教育統計を、世界国

勢で見ると、総就学率、府就学率初等教育、教師１人あたり児童数、識字率、対ＧＤＰ

公的教育支出割合です。「稼ぐ力」を考えると、教師の資質・能力・指向性が重要であ

り、留学データもありません。出ているデータの高等教育就学率も、唖然とします。 
 
 
グローバル対応は、同じ言語形態の韓

国が、通貨危機もあり、留学等積極的に

展開しており、サムソン始めブランド企

業を輩出しています。日本は、江戸時代

の寺子屋の文化を活かし、近代化を早く

到達したのに、「安全安心」「家庭重視」

の内側志向が強くなり、遠く離れて追い

かけている状況です。 高等教育の就学

率も、韓国と大きな差があり、中国も大

きく伸びています。 
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４．経営技術力 
 
高収益の金型企業の経営者は次のように、経営技術力の重視を訴えられている。 
金型技術の開発・研究は重要だが、中小企業であっても経営するための「技術力」を

もっと研ぎ澄まさなければ生き残ることは難しい。残念なのは日本の場合は何時も議論

されるのが「金型製造技術」だけである。「経営技術力」も両輪の一つとして加えて欲

しい。さらに，金型企業同士の競争も良いが，協調して業界総体で勝ち残る術もあるの

ではないか。つ まり、「お金を稼ぐ技術力」として、たとえば、この業界を守る方法と

して、仕事のやり取りも必要で，忙しい金型屋さんが同業への仕事をお願いし合うシス

テムも不断に使うようにして，若手の経営者が実践できるよう工夫して欲しい。 
また、経済産業省が、取引ガイドラインの重視されていることを感謝している。受注

生産の金型企業にとって、検収は大きな問題となっている。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 


